
令和４年度公開療育実施施設一覧（令和４年６月２１日現在）

No 法人(設置者)名 施設名 サービス名 住所 電話 FAX 実施予定日

1 きらら館はるやま 児童発達支援 春山 278-7211 248-7528 令和４年１１月１８日(金)

2 きらら館ひろき 児童発達支援 広木 296-1224 296-1224 令和４年６月２４日(金)

3 キッズガーデンきらら館 児童発達支援 春山 295-6594 295-6595 令和４年１０月２１日(金)

4 わかば園 児童発達支援 紫原 257-1083 257-1083 令和４年１０月５日(水)

5 あゆみ 児童発達支援 星ケ峯 264-8764 264-8764 令和４年１０月１３日(木)

6 なかよし園 児童発達支援 真砂本 284-1490 284-1490 令和４年１１月２５日(金)

7 発達支援センター　ひこばえ 福祉型児童発達支援センター 犬迫 238-0205 238-0293 令和４年１０月２０日(木)

8 発達支援センター　めばえ 福祉型児童発達支援センター 石谷 295-6831 295-6832 令和４年９月２２日(木)

9 社会福祉法人　正栄会 ミニョンヌアリス 福祉型児童発達支援センター 川田 298-8184 298-8177 令和４年１１月１５日(火)

10 社会福祉法人　青鳥会 地域生活支援事業所　ほほえみ 児童発達支援 吉野 295-0371 295-0372 令和４年７月１２日(火)

11 児童デイサービスセンターおひさま 児童発達支援 緑ケ丘 244-1539 244-1539 令和４年１１月４日(金)

12 児童デイサービスセンターおひさま２ 児童発達支援 緑ケ丘 244-1539 244-1539 令和４年１１月４日(金)

13 おひさまＳｕｎ 福祉型児童発達支援センター 小野 229-7770 803-3739 令和４年１１月２９日(火)

14 児童発達支援センター歩路 福祉型児童発達支援センター 岡之原 243-1112 243-1070 令和４年１１月９日(水)

15 ガーデンキッズセルク 児童発達支援 呉服 813-8086 295-4071 令和４年１１月１０日(木)

16 ガーデンキッズトリア 児童発達支援 新町 295-6520 295-6526 令和４年１１月１６日(水)

17 こどもサポートセンターゆうひが丘 児童発達支援 吉野 210-7007 210-7088 令和４年１１月１１日(金)

18 こどもサポートセンターあさひが丘 児童発達支援 岡之原 213-9956 213-9957 令和４年１１月１７日(木)

19 特定非営利活動法人　ともの会 育ちサポート遊喜 児童発達支援 谷山中央 202-0222 202-0223 令和４年１０月２７日(木)

20 特定非営利活動法人　ハッピー 子育てサポートどんぐり 児童発達支援 西陵 282-7408 296-1733 令和４年１０月４日(火)

21 一般社団法人　社会福祉支援センター 児童発達支援事業所うりぼう 児童発達支援 原良 800-8890 800-8890 令和４年１２月３日(土)

22 株式会社　育ち 多機能型事業所育ち 児童発達支援 和田 204-0571 204-0575 令和４年７月２７日(水)

23 株式会社　ＧＯＧＯＳ ＫＩＤＳ　ＧＯＧＯＳ 児童発達支援 西陵 800-9249 801-9249 令和４年１０月５日(水)

24 児童発達支援事業所　まふぃん 児童発達支援 上之園 250-9361 250-9361 令和４年７月１４日(木)

25 児童発達支援事業所　まふぃん錦ヶ丘 児童発達支援 吉野 210-7840 210-7844 令和４年９月１６日(金)

26 ことりの株式会社 もりのね 児童発達支援 永吉 813-8815 813-8816 令和４年１１月１８日(金)

27 社会福祉法人　光愛福祉会 光愛りんごハウス 児童発達支援 西陵 282-9671 203-0202 令和４年１１月１１日(金)

28 社会福祉法人　たんぽぽ会 児童発達支援センターおひさま 福祉型児童発達支援センター 星ケ峯 800-1998 800-1837 令和４年７月８日(金)

29 社会福祉法人　松青福祉会 支援ハウスまつぼっくり 児童発達支援 谷山中央 230-7300 230-7353 令和４年１１月３０日(水)

30 特定非営利活動法人　もえ こども療育センター結 児童発達支援 山田 800-2758 800-2759 令和４年１０月４日(火)

31 株式会社　エルアクト 発達支援センターコメット 児童発達支援 紫原 204-0300 204-0399 令和４年１０月３日(月)

32 あうりんこ紫原 児童発達支援 紫原 813-8335 813-8336 令和４年７月７日(木)

社会福祉法人　鹿児島市社会事業協会

社会福祉法人　川上福祉会

社会福祉法人　光陽福祉会

社会福祉法人　常盤会

社会福祉法人　塔ノ原福祉会

社会福祉法人　落穂会
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33 あうりんこ谷山 児童発達支援 谷山中央 202-0332 202-0532 令和４年９月２１日(水)

34 あうりんこ吉野 児童発達支援 吉野 210-7627 210-7628 令和４年８月５日(金)

35 あうりんこＨＯＵＳＥ 児童発達支援 吉野 295-3248 295-3249 令和４年８月２０日(土)

36 株式会社　Kay おんぷ 児童発達支援 紫原 814-7527 814-7528 令和４年７月２０日(水)

37 株式会社　サクラミチ コペルプラス天保山教室 児童発達支援 天保山 296-8041 296-8042 令和４年８月２日(火)

38 合同会社　だるま家 児童通所支援　だるまハウス 児童発達支援 鷹師 298-5836 298-5836 令和４年９月１７日(土)

39 特定非営利活動法人　近未来コミュニティ政策研究所 子育て広場のびのびパレット 児童発達支援 中山 260-3820 260-3820 令和４年１１月２日(水)

40 一般社団法人　ブレス 重心多機能型エンジェルウィングス 児童発達支援 照国 227-4470 295-6085 令和５年１月１７日(火)

41 社会福祉法人　大潟福祉会 こどもの家すくすくしえんせんたー風のことり 福祉型児童発達支援センター 住吉 221-1188 221-1100 令和４年１１月２５日(金)

42 社会福祉法人　鹿児島市手をつなぐ育成会 多機能型事業所わくわくコスモス 児童発達支援 石谷 278-1148 208-2770 令和４年９月１６日(金)

※公開療育実施施設一覧表記載の日程は予定ですので、開催日時を施設にご確認の上お申込ください。

株式会社　Ｌ－はぴねす


