
参考（パンフレット、ホームページより抜粋）  平成２０年１１月１８日 資料２

  （仮称）こども発達支援センターあり方検討会

◆ 療育・相談機関 ◆ 
名称 連絡先 対象年齢 療育内容 その他 
仙田子どもの発達研究

所 
練馬区高野台３－１５－３５ 
サンクレスト石神井公園３０６号 

０３－３９９７－０１４２ 
http://sendaken.com/index.html 

幼児 
学童 

定期通所、外来療育  

子どもの発達相談室 
グッピー 

練馬区豊玉北５－２４－２パシフィックニュー豊

玉７１０号 
０３－３９９４－３５７１ 

幼児 
学童 

幼児（遊びのクラス、個別） 
小学生の勉強室 
療育相談、発達検査 

 

旭出学園教育研究所 練馬区東大泉７－１２－１６ 
０３－３９２２－４４２２ 
http://www5b.biglobe.ne.jp/~asahidek/ 

幼児 
学童 

個別指導（マカトン含む） 
グループ療育（学習障害） 

LD、自閉症、知的障害

など知的発達の遅れ偏

り 

子どものための治療教

育研究会 Pooｈの会 
練馬区小竹町１－３４－２ 
０３－３５５４－３４１１ 

幼児 
学童以 

上 

通常指導の部、クラブ活動

の部 
言葉・発達の遅れ、自閉

傾向、学習障害、コミュ

ニケーション問題 

練馬春日町幼児教室 練馬区春日町２－２８－３ 
春日町児童館１階 

０３－３９９８－８５０６ 

乳 幼 児

（未就園

児？） 

集団保育 発達の遅れのあると思

われる子ども 

練馬手をつなぐ親の会 
幼児教室 

練馬区南田中５－１５－２５ 
南田中児童館１階 

０３－３９９５－６９０１ 
明神下診療所 
 

千代田区外神田２－５－１２タカラビル２Ｆ 

０３－５２０７－６１７７ 
http://myoujinshita.jp/ 

幼児 
学童 

専門外来（児童精神科） 
心理、発達相談等 
個別療育、グループ療育 

LD、ADHD、アスペル

ガー症候群、自閉症、不

登校、チック、睡眠障害

御茶ノ水発達センター 文京区湯島１－２－１３西山興業御茶ノ水ビル１F 

０３－３２５３－１８１１ 
http://ginnan.org/index.html 

畑中こども研究所 文京区湯島４－６－１１湯島ハイタウンA６１０ 

０３－３８１５－０００８ 
http://www.hatapapa.gr.jp/ 

幼児 
学童 

認知学習プログラム 
（幼児クラス、学齢児クラス） 

 

東京 YMCA 山手コミュ

ニティーセンター 
新宿区西早稲田２－１８－１２ 
０３－３２０２－０３２１ 
http://tokyo.ymca.or.jp/yamate/ 

（幼児）

学童 
LD（学習障害児）支援、障害児

プログラム（野外活動）等 
 

西東京ＹＭＣＡ 国立市富士見台２－３５－１１ 
０４２５－７７－５５２１ 
http://tokyo.ymca.or.jp/nishitokyo/ 

   

のぞみ発達クリニック 葛飾区高砂７－２６－３ 区立住吉保育園３F 

０３－３６２７－９０２９・３２１２ 
http://www.nozomic.org 

幼児 
学童 

相談、個別指導、グループ指導 
（言語指導、認知学習指導、作

業療法、感覚統合指導） 

 

石神井養護学校内発達相談

室 

練馬区石神井台８－２０－３５ 

アンダンテ 杉並区西荻北３－２０－７ 
第２保谷ビル２０１ 
０３－３３９０－２０４４ 
http://www1.ocn.ne.jp/~andante/ 

 個別学習指導 
相談室 

自閉症、LD、ADHD、

など学習の苦手な子

ども、不登校 

公文教育研究所 
池袋つくしんぼ教室 

（池袋事務局） 

豊島区西池袋２－４１－８ Ｉ・Ｏ・Ｂ ７F 

０３－５３９６－０６４１ 

幼児、小学

生、中学生

高校以上 

算数、数学、英語、国語、 
幼児教室 

 



発達協会 
（王子クリニック、赤羽

指導室、療育相談センタ

ー等） 

（事務局）北区赤羽南２－１０－２０ 

０３－３９０３－３８００ 

http://www.hattatsu.or.jp/ 

（王子クリニック）０３－３９０３－３３１１ 

（南指導室）０３－３９０３－３７６５ 

（神谷指導室）北区神谷２－１７－２ 

０３－３９０３－３８０１ 

（王子指導室）北区王子４－２－１１ 

０３－５３９０－３９６０ 

（赤羽指導室）北区赤羽１－２９－４ アイビーハイツ

赤羽１Ｆ 

０３－３９０３－３８０３ 

幼児 
学童～ 

療育、指導、言語訓練、各種相

談 
 

明治安田生命こころの

健康財団 
 

豊島区高田３－１９－１０ ８Ｆ 
（すこやか育成相談室） 

０３－３５９０－６４７１ 

（子ども療育相談センター） 

０３－３９８６－７０６０ 

http://www.my-kokoro.jp/soudan/sukoyaka/index.shtm

l 

幼児 
学童 

子育て相談、子どもの生活相

談 
乳幼児発達相談、プレイセラ

ピー等 

すこやか育成相談室は

小学生まで／子ども療

育相談センターは２歳

～１８歳対象 

火～土 

 

東京学芸大学教育学部

附属養護学校 相談部 
東久留米市氷川台１－６－１ 
０４２４－７１－５２７４ 
http://ns.yougo.u-gakugei.ac.jp/soudan/soudan1.
html 

就学前 
学齢期 

発達障害相談（グループ指導、

活動体験） 
特別支援教育相談 

 

教育実践研究支援セン

ター 
 

０４２３－２９－７６８６  発達障害電話相談 ４月～７月 9 月～３月

月・火・木・金 

１０時～１３時 

小笠原研究室 ０４２－３２９－７３８４ 高校生まで 個別指導、集団指導、発語指導 

等 
自閉症を中心とした知

的障害を伴う発達障害 

白百合女子大学 
発達臨床センター 

調布市緑ヶ丘１－２５白百合女子大学６号館発達

臨床センター 
０３－３３２６－０９２５ 
http://www.shirayuri.ac.jp/h_shinri/sen1/top.ht
ml 

幼児 
学童 

個別治療（治療教育、行動観察、

遊戯療法、音楽治療、カウンセ

リング等） 
グループ治療 

発達、学習（LD）、適応、

行動（摂食、排泄、夜尿、

チック、多動）等の問題、

育児、家族関係に関する

相談 

造形リトミック研究所 国立市東３－１３－２１ 
０４２－５７３－０８３０ 
http://www.zoukei-rythmique.jp/ 

 絵画と音楽を統合させた基礎・

認知教育のためのオリジナルの

療育メソッド 

 

コロロETセンター（自閉症

治療教育研究所） 

 

（国分寺教室）国分寺市日吉町４－１６－６ 
０４２－３２４－８３５５ 
（杉並教室）杉並区西荻北３－３３－９ 
０３－３３９９－０５１０ 
http://www.kololo.jp/ 

 通所訓練 
国分寺は学童教室のみ 
杉並は幼児教室もあり 

 

社団法人 日本自閉症

協会 
中央区明石町６－２２ ダヴィンチ築地２ ６Ｆ

０３－３５４５－３３８０ 
（相談）０３－３５４５－３３８２ 

http://www.autism.or.jp/ 

 電話相談、面接相談  

東京都発達障害者支援

センター 
 
 

世田谷区船橋１－３０－９ 
社会福祉法人嬉泉 子どもの生活研究所めばえ学園内 

０３－３４２６－２３１８ 

http://www.tosca-net.com/ 

都内在住

年齢不問

相談支援、療育支援、就労支援 自閉症（高機能自閉症含

む）、アスペルガー障害、

レット障害など広汎性

発達障害を持つ人とそ

の家族、支援者等 



練馬区立総合教育セン

ター教育相談室   
 

（練馬教育相談室）豊玉北５－１５－１９ 
０３－３９９１－３６６６ 

（光が丘教育相談室）光が丘３－３－１－１０２

０３－５９９８－００９１ 

区内在住

幼児、児

童、生徒、

保護者 

来室相談、電話相談 不登校、いじめ、発達の

遅れ、学業不振、非行な

ど 

かめの子教室 （水曜）春日町２－２８－３春日町児童館内 
（土曜）貫井１－９－１中村橋福祉ケアセンター

内 
連絡先 
（細波）０３－３９２１－１６７５ 
ＦＡＸ ０３－３９２１－１６７５ 

 学習・訓練  

日本社会事業大学附属

子ども学園 
清瀬市梅園１－２－５０ 
０４２４－９１－８１３１ 

 通園・外来相談  

筑波大学 心理・心身障

害教育相談室 大塚地

区相談グループ 

文京区大塚３－２９－１ 筑波大学内 
０３－３９４２－６８５０ 

 子どもに関する相談全般に対応

した面接 
月～土 

10時30分～16時30分

明治学院大学 心理臨

床センター 
港区白金台１－２－３７ 
０３－５４２１－５４４４ 

 子どもに関する相談全般  

こどもの発達療育研究

所 長瀬療育相談室 
千代田区飯田橋４－１０－１ セントラルプラザ

309 
０３－５２２８－５６０９ 
http://park6.wakwak.com/~nagase-1999/ 

 相談（育児・発達・教育など）

個別指導 
月～土 

10時～18時 

リソースセンターＯＮ

Ｅ 
台東区駒形１－１－１０ 第一金庫ビル２Ｆ 
０３－３８４３－９４５５ 
http://r-c-one.com/ 

 軽度発達障害児・者のための 
発達支援機関 
個別・集団指導 

 

NPO 法人 CE センタ

ー 
八王子市南大沢２－２７ フレスコ南大沢５F 
０４２６－７７－０２０１ 
http://www.npo-cecenter.org/ 

 不登校・発達に偏りのある子ど

の療育 
月～金（水曜午前休み）

 

NPO法人 
あかねの会言語教室 

（事務局／言語教室） 
練馬区春日町６－１６－１１－６０３／３０４ 
（言語教室） 
練馬区東大泉５－４１－２２ 

 言語指導・学習（知的障害） 月～土 

梅村こども診療所（小児

科） 
（ことばの相談室併設） 

田無市南町５－１７－２ 
０４２４－６７－８１７１ 
http://www.sgy2.com/umemura/ 

 言語相談、心理相談  

学校法人敬心学園日本福祉教育専門

学校併設 

言語聴覚療法学科敬心言語

聴覚クリニック 

（日本福祉教育専門学校） 
豊島区高田３－６－１５ 
０１２０－１６６－２５５ 

 助言、指導 言葉の遅れ、難聴、構音

障害、 

吃音、脳性麻痺、失語症

等 

 



◆ 医療機関 ◆ 
名称 連絡先 内容の一例 
国立身体障害者リハビリテーショ

ンセンター 

埼玉県所沢市並木４－１  ０４２－９９５－３１００ 言語訓練（吃音：年齢制限なし）の場合→耳鼻咽喉科

国立成育医療センター 世田谷区大蔵２－１０－１  http://www.ncchd.go.jp/ 
０３－５４９４－７３００（予約センター） 

 

都立北療育医療センター 北区十条台１－２－３   ０３－３９０８－３００１ 通園（肢体不自由児、重症心身障害児施設）あり 
都立東大和療育センター 東大和市桜ヶ丘３－４４－１０  

０４２５－６７－０２２２ 
外来診療（心身障害児・者一般対象） 
重心のための通所・療育相談・入所 

都立府中療育センター 府中市武蔵台２－９－２ ０４２３－２３－５１１５ 重心のための外来診療・通所・入所 
都立多摩療育園 府中市西府町４－７－１ ０４２－３６６－２３１１ 外来診療（障害児一般） 重心のための通園 
島田療育センター 多摩市中沢１－３１－１ ０４２－３７４－２０７１ 外来診療・外来相談・入所 

デイケア（南多摩地区在住の重心対象） 
心身障害児総合医療療育センター 板橋区小茂根１－１－１０ ０３－３９７４－２１４６ 外来診療・相談・リハビリ・指導 
都立梅ヶ丘病院 
 
 

世田谷区松原６－３７－１０ 
０３－３３２３－１６２１ 
（医療援助科 子どもの精神保健相談室：０３－３３２３－７６

２１） 

「子どもの精神保健相談室」の場合 
電話相談、来室相談（対象）幼児、小学生、中学生、高校生

（内容）発達の遅れ、知的能力のばらつき、落ち着きない等

国立精神・神経センター 
武蔵病院 

小平市小川東町４－１－１ 
０４２－３４１－２７１１ 

精神科、神経内科、小児神経科、心理・指導部 等 

 

＊詳しいパンフレット、HP資料をご覧になりたい方は相談部門までお申し出ください。尚、内容が変更している場合も予想されます。 

 


