
育てにくさ、関わりの
むずかしさで悩んでいませんか？

　とても得意なことがあるのに、何でもないようなことがすごく苦手、呼んでもなかなか
振り向かない、いつもと違う事をするとひどいかんしゃくをおこす、友達とよくトラブル
になるなど、「ちょっと育てにくいかも」「関わり方がむずかしい」など悩んだことはあり
ませんか？
　このような人たちの中には「発達障がい」という、生まれつき障がいのある人たちがい
ます。

ライフステージ早見表

包括相談支援（発達障がい者支援センター・児童・更生相談所・地域相談支援専門員・親の会など）

自立生活

年
齢

生
活

医
療

社
会
生
活

早期療育 学校生活 進路・就労 通所先・自立生活

３歳児健診※

１歳半健診

教育相談

一般就労

（障害者枠就労）

幼稚園

親子教室

保育園・こども園

診断・検査・投薬

※地域によって異なります

言語療法（ST）・作業療法（OT）・ソーシャルスキルトレーニング（SST）・デイケア

ホームヘルプサービス（居宅介護・行動援護）

家庭生活

入所施設・ショートステイ

特別支援教育

特別支援学校

（幼・小・中・高）

児童発達支援センター・放課後等デイサービス
（発達支援・カウンセリング・ＳＳＴなど）

職業訓練

就労移行支援

専門学校・大学

就労継続支援B型

就労継続支援A型

自立訓練・生活介護

グループホーム

●診断・医療について

大分市古ヶ鶴1丁目1番15号

大分市大字国分字六重原567-3

大分市津守828番地の3

別府市大字鶴見4548番地

別府市石垣東4丁目5番4号

別府市大字鶴見4075番地の1

中津市三光森山823の2番地

中津市寺町988-3

臼杵市港町東14組

臼杵市野津町都原3601-2

杵築市山香町大字野原1612番地1

豊後大野市三重町赤嶺861番地

由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

由布市湯布院町川北1112番地の44

由布市湯布院町川南280番地

国東市安岐町下原1456番地

大分健生病院

大分療育クリニック

医療法人光心会　どんぐりの杜クリニック

独立行政法人　国立病院機構西別府病院

矢田こどもクリニック

別府発達医療センター

つくし園

寺町クリニック

とうぼ小児科医院

恵の聖母の家

杵築市立山香病院

みやわき小児科

大分大学医学部附属病院

南由布クリニック

日野病院

国東市民病院

097-558-5140

097-586-5252

097-567-2737

0977-24-1221

0977-22-9557

0977-22-4185

0979-43-6181

0979-24-7671

0972-63-6310

0974-32-7770

0977-75-1234

0974-24-0230

097-549-4411

0977-85-5245

0977-84-2181

0978-67-1211

機関名 住　　所 電話番号

※各医療機関については対象年齢を含め、対応が異なりますので、詳細は、事前にお問い合わせください。

発達支援ファイル

　発達障がいのある方には、保護者や関係機関が連携し、ライフステージに対応
した、一貫した支援を行っていくことが重要です。その際、支援の履歴や個別の
支援計画等を共有・伝達するためツールとなるのが「発達支援ファイル」です。
　この登録証は、大分県内で発達支援を必要とされている児・者が、各市町村の
中で適切な支援を受けられることを、イコールを始め、大分県発達障がい者支援
センター連絡協議会や大分県発達障がい者支援専門員が支
援をバックアップすることを保証したものです。

お問い合わせ先：
　大分県発達障がい者支援センター「ECOAL」

発達に遅れがみられる児童のための児童福祉施設（通所）で、日常生活における基本的な動作の指導や
知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

●児童発達支援センター

大分市片島長三郎2996-3

大分市明碩10-3

大分市大字国分字六重原567-3

大分市野田1111

別府市鶴見4075-1

日田市吹上町1182

佐伯市長良小島4917

臼杵市野津町都原3601-2

宇佐市猿渡1030-1

豊後大野市犬飼町田原1414-1

速見郡日出町大神1616

玖珠郡玖珠町塚脇581-1

中津市三光森山823-2

大分こども発達支援センターつばさ学園

こども発達支援センター　もも

児童発達支援センター　こじか園

博愛児童発達支援センター

児童発達支援センター　ひばり園

児童発達支援センター　び～と

児童発達支援センター　つぼみ

児童発達支援センター　めぐみ

児童発達支援センター　どんぐり

こども発達・子育て支援センターなかよしひろば

みのり学園児童発達支援センター「プリンちゃん」

こども発達支援センター　あ～く

つくし園医療型児童発達支援センター

097-557-0114

097-546-3400

097-586-5252

097-586-5566

0977-22-4185

0973-28-5626

0972-29-5250

0974-32-7770

0978-32-0675

097-586-8811

0977-28-0250

0973-72-1023

0979-43-6181

名　　称 所　在　地 電話番号

「障がい」の表記について
本冊子は、従来「障害」と表記されていたものについて、原則「障がい」と表記しています。なお、法令名、法令等で使用
されている用語、法人名及び、団体等の固有名詞は除きます。

小学校 中学校 高等学校
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自 閉 症

注意欠陥多動性障がい（AD/HD) 学習障がい（LD）

・言葉の発達の遅れ　・コミュニケーションの障がい
・対人関係　・社会性の障がい　・パターン化した行動、こだわり

その他の特性
●感覚の発達の遅れや過敏さ

●フラッシュバック

共通する特性

社会性の障がい

アスペルガー症候群
・基本的に、言葉の発達の遅れはない　・コミュニケーションの障がい　・対人関係　・社会性の障がい

・不器用（言語発達に比べて）　・パターン化した行動、興味　・関心のかたより

●積極的に人と関わろうとするが、場の空気に
合わせられない。（積極・奇異型）
●おとなしく、人の言いなりになりやすい。
 （受け身型）
●常識にとらわれず発想が自由。

不 注 意
●忘れ物やケアレスミスが多い。
●先生の話を集中して聞けない。
●気が散ってひとりで勉強するこ
とが出来ない。

多 動 性
●席に座っていられない。
●座っているときにイスをがた
がたさせる。
●片時もじっとしていない。

衝 動 性
●相手の質問の途中で話し始める。
●急に飛び出す。
●順番を待つことが苦手。
●しかられると、暴れていやがる。

●知的な遅れはないのに、習ったことを覚え
られない。

●文字を正確に、スラスラ読めない。
●文字を正しく書けない。
●指を使わないと
　計算できない。

●発達障がいの特性のために、仕事が
覚えられない、職場の人間関係でつ
まずく等。

子どもだけの障がい
ではありません

コミュニケーションの障がい

●興味のあることは一生懸命話す。
●言葉の理解が素直。
●相手の表情から気持ちを読み取れない。
●身振り手振りを使うのが苦手。　　●オウム返し

想像力の障がい 特徴的な
こだわり

●いつもどおりの秩序や予定を重んじる。
●細かいことや特定のことによく気がつく。
●ごっこ遊びをしない。
●手をひらひらさせるなど、一定の行動を繰り返す。

　手先が不器用、運動が苦手、急にさわ
られると極端にいやがる、特定の音や光
が苦手　等。（個人差があり、器用な場
合も運動が得意な場合もあります。）

　忘れることが苦手なため、いやな記憶
が突然よみがえり、パニックになる。

発達障がいの種類
「発達障がい」とは？

　自閉症やアスペルガー症候群等は、総称として
広汎性発達障がいと呼ばれます。また、知的発達
の遅れがない自閉症は、高機能自閉症と呼ばれる
場合があります。さらに、これらを明確には区別
せず、連続したものとしてとらえ、一人ひとりの
違いに着目する、自閉症スペクトラムという考え
方も一般的になりつつあります。

　社会的に期待されている振る舞いをキャッチ
することが苦手です。

　相手の立場に立って行動の選択をすることが苦手な
ため、情緒面での配慮に失敗し、人とのコミュニケー
ションがとりにくくなってしまいます。

　目の前にないものを想像するのが苦手で、興味の
範囲が個別的で限定されやすいため、理解を得にく
く、独自の能力が社会で活かされにくいようです。

　発達障がいがあることに気付か
ず、困難を抱えている人もたくさ
んいます。

得意なことと不得意なことのアンバランスさが目立ってみられ、自分と周囲の人や物事との関係性を読み取りながら行動することが苦手です。

　聞く・話す・読む・書く・計算す
る・推論するなどの特定の能力の習得
と使用に困難があります。

脳神経学的な障がいのため、注意力・多動性・衝動性を自分でコントロールするのが苦手です。

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現する
ものとして政令で定めるもの。（発達障害者支援法による「発達障害」の定義です。）

●中央児童相談所（大分県こども・女性相談支援センター内）
 大分市荏隈５丁目 ０９７‒５４４‒２０１６
●中津児童相談所
 中津市中央町１‒１０-22 ０９７９‒２２‒２０２５

発行：大分県福祉保健部障害福祉課
　　　平成28年３月
印刷：㈱エポックアート

こんなつきあい方をしてみましょう。 発達障がいに関する相談窓口

●大分県発達障がい者支援センター　ECOAL

障がいの特性や本人の気持ちを理解する。
●発達障がいは重なり合うこともあるため、症状は人によって様々で
す。一人ひとりに対して個別的な配慮や対応を行うことが大切です。
●発達障がいのある方が安心して暮らすためには、周囲からの理解や支
援が欠かせません。まず、本人の気持ちを理解し、共感をベースとし
た好意的な関係を築くことか
ら始めてください。
●困った行動や風変わりな様子
が見られても、「人を困らせ
ようとしている」とか「ふざ
けている」とは思わないでく
ださい。

本人やご家族、支援者への相談支援、発達支援、就労支援や、関係
機関への普及啓発、研修事業を行っています。

ルールや予定を分かりやすく伝える。
●ルールを示すときには、分かりやすく表にするなどの工夫をしてくだ
さい。あいまいな指示は伝わりにくいので、具体的に、一つずつ伝え
るようにしてください。
●自閉症やアスペルガー症候群の方は、予測
できないことや変化に対する不安をもちや
すいため、予定を前もって伝え、見通しが
きくようにすることが大切です。言葉だけ
ではなく、スケジュール表や絵カードなど
を用いて目で見て分かるようにするとより
効果的です。
●「コミュニケーション支援ボード」を使うの
も有効です。

落ち着ける場所を用意する。
●不慣れな環境でストレスを感じるなどに
より、パニックを起こすことがありま
す。カーテンで区切ったリラックススペ
ースを用意する、別の部屋で休ませるな
どして、落ち着くのを待ってください。
●無理に押さえつけたり、大声で叱ったり
することは逆効果になります。

集中しやすい環境を整える。
●何かをしているときに別の刺激が入ってく
ることがないよう、部屋をきれいに片付け
たり、壁の不要な掲示物を外したりして、
集中しやすい環境を作りましょう。
●教室では、気が散りやすい窓際や出入り口
近くの座席は避け、最前列中央の席などを
用意しましょう。

成功体験を増やして自信をつける。
●悪い行動ではなく良い行動に注目し、約
束したことをきちんと出来た時などに
は、すぐにほめるようにしてください。
●言葉だけではなく、ごほうびシールな
ど、具体的なごほうびをあげるとより効
果的です。

むやみに叱らず、出来るように工夫する。
●「読み書き計算」が苦手だったり、一度で
指示を理解できなかったりして頭ごなしに
叱られることばかりだと、本人の自尊心を
傷つけたり、劣等感をもたせたりするだけ
で、本当の支援にはつながりません。
●どうすれば出来るようになるのか、サポー
トの仕方を支援者側が工夫しながら接して
いくことが大切です。

いじめに気をつける。
●特異な行動から、いじめの対象になることが少なくありません。理解
者が本人に代わって断ったり、解決に導いたりするような支援をしま
しょう。

大分市中島西１丁目４番14号　市民の権利ビル202
０９７‒513-1880 （移転しました。）

所在地
TEL

所在地

所在地

TEL

TEL

●児童相談所

●お住まいの市町村の保健師（市役所、役場の母子保健担当課）

●保健所（保健部）

身体障がい、知的障がいの程度の判定や、家族の方々からの相談に
応じています。

さんぽ

ごはん

ひるね

えほん

スケジュール表

健康課
健康づくり推進課
地域医療対策課
健康保険課
健康増進課
保険健康課
健康推進課
保険健康課
ウェルネス推進課
健康長寿あんしん課
子育て支援課
市民生活課
健康増進課
医療保健課
健康推進課
福祉対策課
健康福祉課
福祉保健課

大 分 市
別 府 市
中 津 市
日 田 市
佐 伯 市
臼 杵 市
津 久 見 市
竹 田 市
豊後高田市
杵 築 市
宇 佐 市
豊後大野市
由 布 市
国 東 市
姫 島 村
日 出 町
九 重 町
玖 珠 町

097-536-2516
0977-21-1117
0979-22-1170
0973-24-3000
0972-23-4500
0972-63-1111
0972-82-9523
0974-63-4810
0978-22-3100
0978-64-2540
0978-32-1111
0974-22-1001
0977-84-3111
0978-73-2450
0978-87-2177
0977-73-3121
0973-76-3838
0973-72-1115

市町村名 名　　称 電　話

その一方、行動力があり豊かな発想力をもっています。

※個人差が大きいので、ここに示した特性がすべて見られるわけではありません。

大分市荷揚町6-1

別府市大字鶴見字下田井14-1

速見郡日出町字仁王山3531-24

国東市国東町安国寺786-1

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

由布市庄内町柿原337-2

佐伯市向島1-4-1

豊後大野市三重町市場934-2

日田市田島2-2-5

玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1

中津市中央町1-10-42

豊後高田市是永町39

大分市保健所

東部保健所

　　地域福祉室

　　国東保健部

中部保健所

　　由布保健部

南部保健所

豊肥保健所

西部保健所

　　地域福祉室

北部保健所

　　豊後高田保健部

097-536-2222

0977-67-2511

0977-72-2327

0978-72-1127

0972-62-9171

097-582-0660

0972-22-0562

0974-22-0162

0973-23-3133

0973-72-9522

0979-22-2210

0978-22-3165

名　　称 所　在　地 電　話



自 閉 症

注意欠陥多動性障がい（AD/HD) 学習障がい（LD）

・言葉の発達の遅れ　・コミュニケーションの障がい
・対人関係　・社会性の障がい　・パターン化した行動、こだわり

その他の特性
●感覚の発達の遅れや過敏さ

●フラッシュバック

共通する特性

社会性の障がい

アスペルガー症候群
・基本的に、言葉の発達の遅れはない　・コミュニケーションの障がい　・対人関係　・社会性の障がい

・不器用（言語発達に比べて）　・パターン化した行動、興味　・関心のかたより

●積極的に人と関わろうとするが、場の空気に
合わせられない。（積極・奇異型）
●おとなしく、人の言いなりになりやすい。
 （受け身型）
●常識にとらわれず発想が自由。

不 注 意
●忘れ物やケアレスミスが多い。
●先生の話を集中して聞けない。
●気が散ってひとりで勉強するこ
とが出来ない。

多 動 性
●席に座っていられない。
●座っているときにイスをがた
がたさせる。

●片時もじっとしていない。

衝 動 性
●相手の質問の途中で話し始める。
●急に飛び出す。
●順番を待つことが苦手。
●しかられると、暴れていやがる。

●知的な遅れはないのに、習ったことを覚え
られない。

●文字を正確に、スラスラ読めない。
●文字を正しく書けない。
●指を使わないと
　計算できない。

●発達障がいの特性のために、仕事が
覚えられない、職場の人間関係でつ
まずく等。

子どもだけの障がい
ではありません

コミュニケーションの障がい

●興味のあることは一生懸命話す。
●言葉の理解が素直。
●相手の表情から気持ちを読み取れない。
●身振り手振りを使うのが苦手。　　●オウム返し

想像力の障がい 特徴的な
こだわり

●いつもどおりの秩序や予定を重んじる。
●細かいことや特定のことによく気がつく。
●ごっこ遊びをしない。
●手をひらひらさせるなど、一定の行動を繰り返す。

　手先が不器用、運動が苦手、急にさわ
られると極端にいやがる、特定の音や光
が苦手　等。（個人差があり、器用な場
合も運動が得意な場合もあります。）

　忘れることが苦手なため、いやな記憶
が突然よみがえり、パニックになる。

発達障がいの種類
「発達障がい」とは？

　自閉症やアスペルガー症候群等は、総称として
広汎性発達障がいと呼ばれます。また、知的発達
の遅れがない自閉症は、高機能自閉症と呼ばれる
場合があります。さらに、これらを明確には区別
せず、連続したものとしてとらえ、一人ひとりの
違いに着目する、自閉症スペクトラムという考え
方も一般的になりつつあります。

　社会的に期待されている振る舞いをキャッチ
することが苦手です。

　相手の立場に立って行動の選択をすることが苦手な
ため、情緒面での配慮に失敗し、人とのコミュニケー
ションがとりにくくなってしまいます。

　目の前にないものを想像するのが苦手で、興味の
範囲が個別的で限定されやすいため、理解を得にく
く、独自の能力が社会で活かされにくいようです。

　発達障がいがあることに気付か
ず、困難を抱えている人もたくさ
んいます。

得意なことと不得意なことのアンバランスさが目立ってみられ、自分と周囲の人や物事との関係性を読み取りながら行動することが苦手です。

　聞く・話す・読む・書く・計算す
る・推論するなどの特定の能力の習得
と使用に困難があります。

脳神経学的な障がいのため、注意力・多動性・衝動性を自分でコントロールするのが苦手です。

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現する
ものとして政令で定めるもの。（発達障害者支援法による「発達障害」の定義です。）

●中央児童相談所（大分県こども・女性相談支援センター内）
 大分市荏隈５丁目 ０９７‒５４４‒２０１６
●中津児童相談所
 中津市中央町１‒１０-22 ０９７９‒２２‒２０２５

発行：大分県福祉保健部障害福祉課
　　　平成28年３月
印刷：㈱エポックアート

こんなつきあい方をしてみましょう。 発達障がいに関する相談窓口

●大分県発達障がい者支援センター　ECOAL

障がいの特性や本人の気持ちを理解する。
●発達障がいは重なり合うこともあるため、症状は人によって様々で
す。一人ひとりに対して個別的な配慮や対応を行うことが大切です。

●発達障がいのある方が安心して暮らすためには、周囲からの理解や支
援が欠かせません。まず、本人の気持ちを理解し、共感をベースとし
た好意的な関係を築くことか
ら始めてください。

●困った行動や風変わりな様子
が見られても、「人を困らせ
ようとしている」とか「ふざ
けている」とは思わないでく
ださい。

本人やご家族、支援者への相談支援、発達支援、就労支援や、関係
機関への普及啓発、研修事業を行っています。

ルールや予定を分かりやすく伝える。
●ルールを示すときには、分かりやすく表にするなどの工夫をしてくだ
さい。あいまいな指示は伝わりにくいので、具体的に、一つずつ伝え
るようにしてください。
●自閉症やアスペルガー症候群の方は、予測
できないことや変化に対する不安をもちや
すいため、予定を前もって伝え、見通しが
きくようにすることが大切です。言葉だけ
ではなく、スケジュール表や絵カードなど
を用いて目で見て分かるようにするとより
効果的です。
●「コミュニケーション支援ボード」を使うの
も有効です。

落ち着ける場所を用意する。
●不慣れな環境でストレスを感じるなどに
より、パニックを起こすことがありま
す。カーテンで区切ったリラックススペ
ースを用意する、別の部屋で休ませるな
どして、落ち着くのを待ってください。

●無理に押さえつけたり、大声で叱ったり
することは逆効果になります。

集中しやすい環境を整える。
●何かをしているときに別の刺激が入ってく
ることがないよう、部屋をきれいに片付け
たり、壁の不要な掲示物を外したりして、
集中しやすい環境を作りましょう。
●教室では、気が散りやすい窓際や出入り口
近くの座席は避け、最前列中央の席などを
用意しましょう。

成功体験を増やして自信をつける。
●悪い行動ではなく良い行動に注目し、約
束したことをきちんと出来た時などに
は、すぐにほめるようにしてください。

●言葉だけではなく、ごほうびシールな
ど、具体的なごほうびをあげるとより効
果的です。

むやみに叱らず、出来るように工夫する。
●「読み書き計算」が苦手だったり、一度で
指示を理解できなかったりして頭ごなしに
叱られることばかりだと、本人の自尊心を
傷つけたり、劣等感をもたせたりするだけ
で、本当の支援にはつながりません。
●どうすれば出来るようになるのか、サポー
トの仕方を支援者側が工夫しながら接して
いくことが大切です。

いじめに気をつける。
●特異な行動から、いじめの対象になることが少なくありません。理解
者が本人に代わって断ったり、解決に導いたりするような支援をしま
しょう。

大分市中島西１丁目４番14号　市民の権利ビル202
０９７‒513-1880 （移転しました。）

所在地
TEL

所在地

所在地

TEL

TEL

●児童相談所

●お住まいの市町村の保健師（市役所、役場の母子保健担当課）

●保健所（保健部）

身体障がい、知的障がいの程度の判定や、家族の方々からの相談に
応じています。

さんぽ

ごはん

ひるね

えほん

スケジュール表

健康課
健康づくり推進課
地域医療対策課
健康保険課
健康増進課
保険健康課
健康推進課
保険健康課
ウェルネス推進課
健康長寿あんしん課
子育て支援課
市民生活課
健康増進課
医療保健課
健康推進課
福祉対策課
健康福祉課
福祉保健課

大 分 市
別 府 市
中 津 市
日 田 市
佐 伯 市
臼 杵 市
津 久 見 市
竹 田 市
豊後高田市
杵 築 市
宇 佐 市
豊後大野市
由 布 市
国 東 市
姫 島 村
日 出 町
九 重 町
玖 珠 町

097-536-2516
0977-21-1117
0979-22-1170
0973-24-3000
0972-23-4500
0972-63-1111
0972-82-9523
0974-63-4810
0978-22-3100
0978-64-2540
0978-32-1111
0974-22-1001
0977-84-3111
0978-73-2450
0978-87-2177
0977-73-3121
0973-76-3838
0973-72-1115

市町村名 名　　称 電　話

その一方、行動力があり豊かな発想力をもっています。

※個人差が大きいので、ここに示した特性がすべて見られるわけではありません。

大分市荷揚町6-1

別府市大字鶴見字下田井14-1

速見郡日出町字仁王山3531-24

国東市国東町安国寺786-1

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

由布市庄内町柿原337-2

佐伯市向島1-4-1

豊後大野市三重町市場934-2

日田市田島2-2-5

玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1

中津市中央町1-10-42

豊後高田市是永町39

大分市保健所

東部保健所

　　地域福祉室

　　国東保健部

中部保健所

　　由布保健部

南部保健所

豊肥保健所

西部保健所

　　地域福祉室

北部保健所

　　豊後高田保健部

097-536-2222

0977-67-2511

0977-72-2327

0978-72-1127

0972-62-9171

097-582-0660

0972-22-0562

0974-22-0162

0973-23-3133

0973-72-9522

0979-22-2210

0978-22-3165

名　　称 所　在　地 電　話



育てにくさ、関わりの
むずかしさで悩んでいませんか？

　とても得意なことがあるのに、何でもないようなことがすごく苦手、呼んでもなかなか
振り向かない、いつもと違う事をするとひどいかんしゃくをおこす、友達とよくトラブル
になるなど、「ちょっと育てにくいかも」「関わり方がむずかしい」など悩んだことはあり
ませんか？
　このような人たちの中には「発達障がい」という、生まれつき障がいのある人たちがい
ます。

ライフステージ早見表

包括相談支援（発達障がい者支援センター・児童・更生相談所・地域相談支援専門員・親の会など）

自立生活

年
齢

生
活

医
療

社
会
生
活

早期療育 学校生活 進路・就労 通所先・自立生活

３歳児健診※

１歳半健診

教育相談

一般就労

（障害者枠就労）

幼稚園

親子教室

保育園・こども園

診断・検査・投薬

※地域によって異なります

言語療法（ST）・作業療法（OT）・ソーシャルスキルトレーニング（SST）・デイケア

ホームヘルプサービス（居宅介護・行動援護）

家庭生活

入所施設・ショートステイ

特別支援教育

特別支援学校

（幼・小・中・高）

児童発達支援センター・放課後等デイサービス
（発達支援・カウンセリング・ＳＳＴなど）

職業訓練

就労移行支援

専門学校・大学

就労継続支援B型

就労継続支援A型

自立訓練・生活介護

グループホーム

●診断・医療について

大分市古ヶ鶴1丁目1番15号

大分市大字国分字六重原567-3

大分市津守828番地の3

別府市大字鶴見4548番地

別府市石垣東4丁目5番4号

別府市大字鶴見4075番地の1

中津市三光森山823の2番地

中津市寺町988-3

臼杵市港町東14組

臼杵市野津町都原3601-2

杵築市山香町大字野原1612番地1

豊後大野市三重町赤嶺861番地

由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

由布市湯布院町川北1112番地の44

由布市湯布院町川南280番地

国東市安岐町下原1456番地

大分健生病院

大分療育クリニック

医療法人光心会　どんぐりの杜クリニック

独立行政法人　国立病院機構西別府病院

矢田こどもクリニック

別府発達医療センター

つくし園

寺町クリニック

とうぼ小児科医院

恵の聖母の家

杵築市立山香病院

みやわき小児科

大分大学医学部附属病院

南由布クリニック

日野病院

国東市民病院

097-558-5140

097-586-5252

097-567-2737

0977-24-1221

0977-22-9557

0977-22-4185

0979-43-6181

0979-24-7671

0972-63-6310

0974-32-7770

0977-75-1234

0974-24-0230

097-549-4411

0977-85-5245

0977-84-2181

0978-67-1211

機関名 住　　所 電話番号

※各医療機関については対象年齢を含め、対応が異なりますので、詳細は、事前にお問い合わせください。

発達支援ファイル

　発達障がいのある方には、保護者や関係機関が連携し、ライフステージに対応
した、一貫した支援を行っていくことが重要です。その際、支援の履歴や個別の
支援計画等を共有・伝達するためツールとなるのが「発達支援ファイル」です。
　この登録証は、大分県内で発達支援を必要とされている児・者が、各市町村の
中で適切な支援を受けられることを、イコールを始め、大分県発達障がい者支援
センター連絡協議会や大分県発達障がい者支援専門員が支
援をバックアップすることを保証したものです。

お問い合わせ先：
　大分県発達障がい者支援センター「ECOAL」

発達に遅れがみられる児童のための児童福祉施設（通所）で、日常生活における基本的な動作の指導や
知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

●児童発達支援センター

大分市片島長三郎2996-3

大分市明碩10-3

大分市大字国分字六重原567-3

大分市野田1111

別府市鶴見4075-1

日田市吹上町1182

佐伯市長良小島4917

臼杵市野津町都原3601-2

宇佐市猿渡1030-1

豊後大野市犬飼町田原1414-1

速見郡日出町大神1616

玖珠郡玖珠町塚脇581-1

中津市三光森山823-2

大分こども発達支援センターつばさ学園

こども発達支援センター　もも

児童発達支援センター　こじか園

博愛児童発達支援センター

児童発達支援センター　ひばり園

児童発達支援センター　び～と

児童発達支援センター　つぼみ

児童発達支援センター　めぐみ

児童発達支援センター　どんぐり

こども発達・子育て支援センターなかよしひろば

みのり学園児童発達支援センター「プリンちゃん」

こども発達支援センター　あ～く

つくし園医療型児童発達支援センター

097-557-0114

097-546-3400

097-586-5252

097-586-5566

0977-22-4185

0973-28-5626

0972-29-5250

0974-32-7770

0978-32-0675

097-586-8811

0977-28-0250

0973-72-1023

0979-43-6181

名　　称 所　在　地 電話番号

「障がい」の表記について
本冊子は、従来「障害」と表記されていたものについて、原則「障がい」と表記しています。なお、法令名、法令等で使用
されている用語、法人名及び、団体等の固有名詞は除きます。

小学校 中学校 高等学校


