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発達障害支援センター名

発達障害者支援センター
あおいそら

青森県発達障害者支援
センター

岩手県発達障害者支援
センター

山形県発達障害者支援
センター

茨城県発達障害者支援
センター

栃木県発達障害者支援
センター　ふぉーゆぅ

埼玉県発達障害者支援
センター「まほろば」

千葉県発達障害者支援
センター（CAS）

東京都発達障害者支援
センター　TOSCA

附置施設

函館青年寮

県立八甲学園

みたけ学園

県立総合療育訓練センター

あいの家

とちぎリハビリテーションセンター

初雁の家

しもふさ学園

子どもの生活研究所めばえ学園

都道府県

指定都市

北海道

青森県

岩手県

山形県

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

住　　所

〒041－0802 函館市石川町90－7

〒030－0822 青森市中央3－20－30 県民福祉プラザ3F

〒020－0173 岩手郡滝沢村滝沢字穴口203－4

〒999－3145 上山市河崎3－7－1

〒311－3157 東茨城郡茨城町小幡北山2766－37

〒320－8503 宇都宮市駒生町3337－1

〒350－0813 川越市平塚新田東河原201－2

〒260－0856 千葉市中央区猪鼻2－9－3

〒156－0055 世田谷区船橋1－30－9

URL

http://www6.ncv.ne.jp/̃aoisora/

http://www8.ocn.ne.jp/̃mitake/center.html

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shofuku/titeki/jiheicenter.htm

http://hattatsu.pref.tochigi.jp

http://www10.ocn.ne.jp/̃mahoroba/

http://www5e.biglobe.ne.jp/̃cas-cas/

http://www.tosca-net.com

電話番号

0138（46）0851

017（777）8201

019（601）1501

023（673）3314

029（219）1222

028（623）6111

049（239）3553

043（227）8557

03（3426）2318

FAX番号

0138（46）0857

017（735）1160

019（641）7460

023（673）3360

029（292）5535

028（623）7255

049（233）0223

043（227）8559

03（3706）7242

全国の発達障害者支援センター所在地一覧
（平成18年3月現在）

発達障害者支援センターは、発達障害者支援法に基づき、発達障害のある人の幼児

期から学齢期、成人期に至るまで、ライフステージの各段階で生じるさまざまなニー

ズに応えられるよう、総合的かつ一貫的な支援を行うための地域の拠点として現在設

置が進められています。発達障害者支援センターが提供する具体的なサービスは、

「相談支援」、「発達支援」、「就労支援」、「普及・啓発と研修」となっており､就労支援

についても、労働関係機関との連携・協力の下、直接・間接に支援が行われています。
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住　　所

〒259－0157 足柄上郡中井町境218

〒931－8443 富山市下飯野36

〒920－3123 金沢市福久東1－56 オフィスオーセド　2F

〒380－0928 長野市若里7－1－7

〒422－8031 静岡市駿河区有明町2－20

〒480－0392 春日井市神屋町713－8

〒514－0818 津市城山1－12－3

〒526－0043 長浜市大戌亥町415－1

〒569－0077 高槻市野見町3－14 第2高谷ビル　2F

〒671－0122 高砂市北浜町北脇519

〒630－8424 奈良市古市町1－2 奈良仔鹿園内

〒641－0044 和歌山市今福3－5－41

URL

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/13/1356/sienc/

http://www.aozora-toyama.jp/index.html

http://www6.ocn.ne.jp/̃path

http://www.pref.nagano.jp/xeisei/withyou/

http://www.pref.shizuoka.jp/kenhuku/kodomo-sogo.html

http://www.pref.aichi.jp/hsc/asca/

http://www.asunaro.pref.mie.jp/center/index.html

http://www.kohokukai.or.jp/ibuki/index.html

http://homepage3.nifty.com/actosaka/

http://homepage3.nifty.com/auc-clover/

http://www5.kcn.ne.jp/̃deardeer/

http://www.eonet.ne.jp/̃aitoku/po-main.htm

発達障害支援センター名

神奈川県発達障害支援
センター　かながわＡ

富山県発達障害者支援
センター　あおぞら

石川県発達障害者支援
センター　パース

長野県自閉症・発達障害
支援センター

静岡県こども家庭相談
センター　総合支援部

あいち発達障害者支援
センター

三重県自閉症・発達障害
支援センター

滋賀県発達障害者支援
センター　いぶき

大阪府発達障害者支援
センター　アクトおおさか

ひょうご発達障害者支援
センター　クローバー

奈良県発達障害支援センター
でぃあ～

和歌山県発達障害者支援
センター「ポラリス」

都道府県

指定都市

神奈川県

富山県

石川県

長野県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

電話番号

0465（81）0288

076（438）8415

076（257）5551

026（227）1810

054（286）9038

0568（88）0811（内線2222）

059（234）6527

0749（65）2191

072（662）0055

0792（54）3601

0742（62）7746

073（413）3200

FAX番号

0465（81）3703

076（426）1588

076（257）1916

026（227）1170

054（286）9098

0568（88）0964

059（234）6527

0749（65）2329

072（662）0056

0792（54）3403

0742（62）7747

073（413）3020

附置施設

県立中井やまゆり園

富山県高志通園センター

自閉症成人施設　はぎの郷

長野県精神保健福祉センター

愛知県心身障害者コロニー

あすなろ学園

第二湖北寮

萩の杜

あかりの家

仔鹿園

愛徳医療福祉センター
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発達障害支援センター名

『エール』鳥取県自閉症・
発達障害支援センター

おかやま発達障害者支援
センター

広島県発達障害者支援
センター

山口県発達障害者支援
センター

福岡県発達障害者支援
センター「ゆう・もあ」

佐賀県発達障害者支援
センター　結

長崎県発達障害者支援
センター　しおさい

熊本県発達障害者支援
センター

大分県発達障害者支援
センター　ECOAL

宮崎県発達障害者支援
センター

鹿児島県発達障害者支援
センター

仙台市発達相談支援センター
アーチル

附置施設

県立皆成学園

旭川児童院

ウィング

ひらきの里

みろく園

朝日山学園

長崎県立こども医療福祉センター

三気の里

めぶき園

ひまわり学園

鹿児島県児童総合相談センター

都道府県

指定都市

鳥取県

岡山県

広島県

山口県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

仙台市

住　　所

〒682－0854 倉吉市みどり町3564－1

〒703－8555 岡山市祇園地先

〒739－0133 東広島市八本松町米満461

〒753－0302 山口市仁保中郷50

〒825－0004 田川市夏吉4205－7

〒841－0073 鳥栖市江島町字西谷3300－1

〒854－0071 諫早市永昌東町24－3

〒869－1217 菊池郡大津町森54－2

〒879－7304 豊後大野市犬飼町大寒2149－1

〒889－1601 宮崎郡清武町大字木原4257－7

〒891－0175 鹿児島市桜ヶ丘6－12

〒981－3133 仙台市泉区泉中央2－24－1

URL

http://www.pref.tottori.jp/shougaihukushi/yell/

http://www.jidouin.jp/̃asdshien/

http://www18.ocn.ne.jp/̃h-scdd/

http://ynet.gr.jp/hiraki/center/index.html

http://www.kumin.ne.jp/shienyui/

http://www.pref.nagasaki.jp/shiosai/

http://www7.ocn.ne.jp/̃sanki/shien

http://www.moeginosato.net/

http://www.m-sj.or.jp/h-center/index.cgi

http://www.pref.kagoshima.jp/home/shogaika/hand-b/04007034.html

http://www.city.sendai.jp/kenkou/hattatsu/gaiyou/

電話番号

0858（22）7208

086（275）9277

082（497）0131

083（929）5012

0947（46）9505

0942（81）5728

0957（22）1802

096（293）8189

097（586）8080

0985（85）7660

099（264）3720

022（375）0110

FAX番号

0858（22）7209

086（275）9277

082（427）0280

083（929）5023

0947（46）9506

0942（81）5729

0957（22）1812

096（293）8239

097（586）8071

0985（85）7661

099（264）3044

022（375）0142
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発達障害支援センター名

よこはま・自閉症支援室

京都市発達障害者支援
センター かがやき

大阪市発達障害者支援
センター　エルムおおさか

北九州市自閉症・発達障害
支援センター　つばさ

附置施設

東やまたレジデンス

京都市児童福祉センター

大阪市心身障害者リハビリテーションセンター

北九州市立総合療育センター

都道府県

指定都市

横浜市

京都市

大阪市

北九州市

住　　所

〒224－0041 横浜市都筑区仲町台1－2－31 ヒルトップス301

〒602－8144 京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536－1

〒547－0026 大阪市平野区喜連西6－2－55 大阪市心身障害者リハビリテーションセンター2F

〒802－0803 北九州市小倉南区春ヶ丘10－2

URL

http://www17.plala.or.jp/kyotokagayaki/

電話番号

045（949）3744

075（841）0375

06（6797）6931

093（922）5523

FAX番号

045（949）3308

075（841）0381

06（6797）6934

093（922）5523




