発達障害者支援センター一覧
平成30年6月現在
都道府県/市
北海道

名

称

北海道発達障害者支援センター「あおいそら」

0138-46-0851

北海道発達障害者支援道東地域センター「きら星」

0155-38-8751

北海道発達障害者支援道北地域センター「きたのまち」

0166-38-1001

札幌市 札幌市自閉症・発達障がい支援センター「おがる」
青森県

電 話 番 号

011-790-1616

青森県発達障害者支援センター「ステップ」

017-777-8201

青森県発達障害者支援センター「わかば」（津軽地域）

0173-26-5254

青森県発達障害者支援センター「Doors」（ドアーズ）（県南地域）

0178-51-6181

岩手県

岩手県発達障がい者支援センター「ウィズ」

019-601-3203

宮城県

宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」

022-376-5306

仙台市 仙台市北部発達相談支援センター「北部アーチル」

022-375-0110

仙台市南部発達相談支援センター「南部アーチル」

022-247-3801

秋田県

秋田県発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」

018-826-8030

山形県

山形県発達障がい者支援センター

023-673-3314

福島県

福島県発達障がい者支援センター

024-951-0352

茨城県

茨城県発達障害者支援センター

029-219-1222

栃木県

栃木県発達障害者支援センター「ふぉーゆう」

028-623-6111

群馬県

群馬県発達障害者支援センター

027-254-5380

埼玉県

埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」

049-239-3553

埼玉県発達障害総合支援センター

048-601-5551

さいたま市 さいたま市発達障害者支援センター
千葉県

048-859-7422

千葉県発達障害者支援センター「CAS（きゃす）」

043-227-8557

千葉県発達障害者支援センター「CAS（きゃす）東葛飾」

04-7165-2515

千葉市 千葉市発達障害者支援センター

043-303-6088

東京都

東京都発達障害者支援センター「TOSCA（トスカ）」

03-3426-2318

神奈川県

神奈川県発達障害支援センター「かながわＡ（エース）」

0465-81-3717

横浜市 横浜市発達障害者支援センター
横浜市学齢後期発達相談室くらす

045-334-8611
045-349-4531

川崎市 川崎市発達相談支援センター

044-246-0939

相模原市 相模原市発達障害支援センター

042-756-8411

〒041-0802
北海道函館市石川町90-7 2F
〒080-2475
北海道帯広市西25条南4-9
〒078-8391
北海道旭川市宮前1条3丁目3番7号 「おぴった」内
〒007-0032
北海道札幌市東区東雁来12条4-1-5
〒030-0822
青森県青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ3F
〒037-0036
青森県五所川原市中央4丁目99
〒031-0001
青森県八戸市類家1丁目1-16
〒028-3602
岩手県紫波郡矢巾町大字藤澤第2地割29番地１ 岩手県立療育センター相談支援部内
〒981-3213
宮城県仙台市泉区南中山5丁目2-1
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央2-24-1
〒982-0012
宮城県仙台市太白区長町南3-1-30
〒010-1409
秋田県秋田市南ケ丘一丁目1番2号 秋田県立医療療育センター内
〒999-3145
山形県上山市河崎3-7-1 山形県立こども医療療育センター内
〒963-8041
福島県郡山市富田町字上ノ台4-1 福島県総合療育センター南棟2階
〒311-3157
茨城県東茨城郡茨城町小幡北山2766-37 社会福祉法人 梅の里内
〒320-8503
栃木県宇都宮市駒生町3337-1 栃木県障害者総合相談所内
〒371-0843
群馬県前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター7階
〒350-0813
埼玉県川越市平塚新田東河原201-2
〒330-0081
埼玉県さいたま市中央区新都心1-2
〒338-0013
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-7 さいたま市障害者総合支援センター内1階
〒260-0856
千葉県千葉市中央区亥鼻2-9-3
〒270-1151
千葉県我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ4階
〒261-0003
千葉県千葉市美浜区高浜4丁目8番3号 千葉市療育センター内
〒156-0055
東京都世田谷区船橋1-30-9
〒259-0157
神奈川県足柄上郡中井町境218 中井やまゆり園内
〒231-0047
神奈川県横浜市中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル5階
〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西2-8-18 ジャパンビル3階
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-5 タカシゲビル3F
〒252-0226
神奈川県相模原市中央区陽光台3-19-2 相模原市立療育センター陽光園内
〒400-0005
山梨県甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ4F
〒380-0928

山梨県

山梨県立こころの発達総合支援センター

055-254-8631

長野県

長野県発達障がい者支援センター

026-227-1810

岐阜県

岐阜県発達障害者支援センター「のぞみ」

058-233-5106

〒502-0854
岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター2階

静岡県

静岡県発達障害者支援センター「あいら」

054-286-9038

〒422-8031
静岡県静岡市駿河区有明町2-20 静岡総合庁舎別館3階

静岡市 静岡市発達障害者支援センター「きらり」

054-285-1124

〒422-8006
静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30 静岡医療福祉センター4Ｆ

浜松市 浜松市発達相談支援センター「ルピロ」

053-459-2721

〒430-0933
静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 サザシティ浜松中央館5F

0568-88-0811
(内2222)

〒480-0392
愛知県春日井市神屋町713-8 愛知県心身障害者コロニー運用部療育支援課

052-757-6140

〒466-0858
愛知県名古屋市昭和区折戸町4-16 児童福祉センター内

三重県自閉症・発達障害支援センター「あさけ」

059-394-3412

〒510-1326
三重県三重郡菰野町杉谷1573

三重県自閉症・発達障害支援センター「れんげ」

0598-86-3911

〒519-2703
三重県度会郡大紀町滝原1195-1

新潟県発達障がい者支援センター「ＲＩＳＥ（ライズ）」

025-266-7033

〒951-8121
新潟県新潟市中央区水道町1-5932 新潟県はまぐみ小児療育センター2F

新潟市 新潟市発達障がい支援センター 「JOIN（ジョイン）」

025-234-5340

〒951-8121
新潟県新潟市中央区水道町1-5932-621

愛知県

あいち発達障害者支援センター

名古屋市 名古屋市発達障害者支援センター「りんくす名古屋」
三重県

新潟県

長野県長野市若里7-1-7 長野県社会福祉総合センター2階 長野県精神保健福祉センター内
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地

富山県

富山県発達障害者支援センター「ほっぷ」

076-438-8415

〒931-8517
富山県富山市下飯野36番地

石川県

石川県発達障害支援センター

076-238-5557

〒920-8201
石川県金沢市鞍月東2-6 石川県こころの健康センター内

発達障害者支援センター「パース」

076-257-5551

〒920-3123
石川県金沢市福久東1-56

福井県発達障害児者支援センター「スクラム福井」嶺南（敦賀）

0770-21-2346

〒914-0144
福井県敦賀市桜ヶ丘町8-6 野坂の郷内

福井県発達障害児者支援センター「スクラム福井」福井

0776-22-0370

〒910-0026
福井県福井市光陽2-3-36 福井県総合福祉相談所内

福井県発達障害児者支援センター「スクラム福井」奥越（大野）

0779-66-1133

〒912-0061
福井県大野市篠座79-53 希望園内

滋賀県発達障害者支援センター「南部センター」

077-561-2522

〒525-0072
滋賀県草津市笠山八丁目5-130

滋賀県発達障害者支援センター「北部センター」

0749-28-7055

〒522-0047
滋賀県彦根市日夏町堀溝3703-1

京都府発達障害者支援センター「はばたき」

075-644-6565

〒612-8416
京都府京都市伏見区竹田流池町120 京都府精神保健福祉総合センター内

京都市 京都市発達障害者支援センター「かがやき」

075-841-0375

〒602-8144
京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-1

06-6966-1313

〒540-0026
大阪府大阪市中央区内本町1-2-13 谷四ばんらいビル10階A

06-6797-6931

〒547-0026
大阪府大阪市平野区喜連西6-2-55 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター2Ｆ

堺市 堺市発達障害者支援センター「アプリコット堺」

072-275-8506

〒590-0808
大阪府堺市堺区旭ケ丘中町4丁3番1号 堺市立健康福祉プラザ3階

ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」

079-254-3601

〒671-0122
兵庫県高砂市北浜町北脇519

ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」（加西ブランチ）

0790-43-3860

〒675-2321
兵庫県加西市北条町東高室959-1 地域生活支援事務所 はんど内

ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」（芦屋ブランチ）

0797-22-5025

〒659-0015
兵庫県芦屋市楠町16-5

ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」（豊岡ブランチ）

0796-37-8006

〒668-0065
兵庫県豊岡市戸牧1029-11 北但広域療育センター 風内

ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」（宝塚ブランチ）

0797-71-4300

〒665-0035
兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1 4階

ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」（上郡ブランチ）

0791-56-6380

〒678-1262
兵庫県赤穂郡上郡町岩木甲701-42 地域障害者多目的作業所 フレンズ内

078-382-2760

〒650-0016
兵庫県神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター3階

福井県

滋賀県

京都府

大阪府

大阪府発達障がい者支援センター「アクトおおさか」

大阪市 大阪市発達障がい者支援センター「エルムおおさか」

兵庫県

神戸市 神戸市保健福祉局発達障害者支援センター
奈良県

奈良県発達障害支援センター「でぃあー」

0742-62-7746

〒630-8424
奈良県奈良市古市町1-2 奈良仔鹿園内

和歌山県

和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」

073-413-3200

〒641-0044
和歌山県和歌山市今福3-5-41 愛徳医療福祉センター内

鳥取県

「エール」鳥取県発達障がい者支援センター

0858-22-7208

〒682-0854
鳥取県倉吉市みどり町3564-1 鳥取県立皆成学園内

島根県東部発達障害者支援センター「ウィッシュ」

050-3387-8699

〒699-0822
島根県出雲市神西沖町2534-2

島根県西部発達障害者支援センター「ウィンド」

0855-28-0208

〒697-0005
島根県浜田市上府町イ2589 「こくぶ学園」内

おかやま発達障害者支援センター（本所）

086-275-9277

〒703-8555
岡山県岡山市北区祇園866

おかやま発達障害者支援センター（県北支所）

0868-22-1717

〒708-8506
岡山県津山市山下53 美作県民局第1庁舎内

086-236-0051

〒700-0905
岡山県岡山市北区春日町5-6 岡山市勤労者福祉センター1階

広島県発達障害者支援センター

082-490-3455

〒739-0001
広島県東広島市西条町西条414-31 サポートオフィスQUEST2階

広島市 広島市発達障害者支援センター

082-568-7328

〒732-0052
広島県広島市東区光町2-15-55 広島市こども療育センター内

島根県

岡山県

岡山市 岡山市発達障害者支援センター
広島県

山口県

山口県発達障害者支援センター「まっぷ」

083-929-5012

〒753-0302
山口県山口市仁保中郷50

徳島県

徳島県発達障がい者総合支援センター「ハナミズキ」

0885-34-9001

〒773-0015
徳島県小松島市中田町新開2-2

徳島県発達障がい者総合支援センター「アイリス」

0883-63-5211

〒771-2106
徳島県美馬市美馬町字大宮西100-4

香川県

香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」

087-866-6001

〒761-8057
香川県高松市田村町1114 かがわ総合リハビリテーションセンター内

愛媛県

愛媛県発達障害者支援センター「あい・ゆう」

089-955-5532

〒791-0212
愛媛県東温市田窪2135 愛媛県立子ども療育センター1階

高知県

高知県地域福祉部療育福祉センター発達支援部

088-844-1247

〒780-8081
高知県高知市若草町10-5
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福岡県発達障害者支援センター「ゆう・もあ」

0947-46-9505

〒825-0004
福岡県田川市夏吉4205-7

福岡県筑後地域発達障がい者支援センター「あおぞら」

0942-52-3455

〒834-0122
福岡県八女郡広川町一條1361-2

福岡県発達障がい者（児）支援センター（福岡地域）「Life」

092-558-1741

〒816-0804
福岡県春日市原町3丁目１－７ クローバープラザ1階東棟

093-922-5523

〒802-0803
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-2 北九州市立総合療育センター内

092-845-0040

〒810-0065
福岡県福岡市中央区地行浜2-1-6 福岡市発達教育センター内

佐賀県東部発達障害者支援センター「結」

0942-81-5728

〒841-0073
佐賀県鳥栖市江島町字西谷3300-1

佐賀県西部発達障害者支援センター「蒼空」～SORA～

0952-37-1251

〒846-0002
佐賀県多久市北多久町大字小侍40-2 多久市児童センターあじさい内

長崎県

長崎県発達障害者支援センター「しおさい(潮彩)」

0957-22-1802

〒854-0071
長崎県諫早市永昌東町24-3 長崎県こども医療福祉センター内2階

熊本県

熊本県北部発達障がい者支援センター「わっふる」

096-293-8189

〒869-1235
熊本県菊池郡大津町室213-6 さくらビル2F

熊本県南部発達障がい者支援センター「わるつ」

0965-62-8839

〒866-0811
熊本県八代市西片町1660 熊本県八代総合庁舎2階

096-366-1919

〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江5-1-1 ウェルパルくまもと2F

福岡県

北九州市 北九州市発達障害者支援センター「つばさ」
福岡市 福岡市発達障がい者支援センター「ゆうゆうセンター」
佐賀県

熊本市 熊本市発達障がい者支援センター「みなわ」
大分県

大分県発達障がい者支援センター「ECOAL（イコール）」

097-513-1880

〒870-0047
大分県大分市中島西1-4-14 市民の権利ビル202

宮崎県

宮崎県中央発達障害者支援センター

0985-85-7660

〒889-1601
宮崎県宮崎市清武町木原4257-7 ひまわり学園内

宮崎県延岡発達障害者支援センター

0982-23-8560

〒889-0514
宮崎県延岡市櫛津町3427－4 ひかり学園内

宮崎県都城発達障害者支援センター

0986-22-2633

〒885-0094
宮崎県都城市都原町7171 高千穂学園内

鹿児島県

鹿児島県発達障害者支援センター

099-264-3720

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6-12 鹿児島県こども総合療育センター内

沖縄県

沖縄県発達障害者支援センター「がじゅま～る」

098-982-2113

〒904-2173
沖縄県沖縄市比屋根5-2-17 沖縄中部療育医療センター内

地

