障がいのある方の福祉に関する窓口としては、次のようなところがあります。
なお、平成１８年１０月以降は、身体、知的、精神の三障がいに対応する相談窓口を市町村に設置しています。

(１) 県障害福祉課・障害者社会参加推進室・健康づくり支援課

《障がいのある方や児童、難病患者等》

障がいのある方の福祉に関するあらゆる相談に応じ、必要な支援を行っています。(Ｐ１７６参照)

(２) こころとからだの相談支援センター

《障がいのある方や児童等》

身体、知的、精神障がいのある方や、うつ、不眠などのこころの健康が気になる方等からの相談や支援を
行うとともに、障がい者手帳の交付や判定など、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所及び精神保
健福祉センターの業務を行っています。(Ｐ１７６参照)
○ 精神保健福祉相談（来所予約・相談電話）
電

話：097－541－6290

受付時間：月曜～金曜(祝日を除く) 8:30～12:00、13:00～17:00
○ こころの電話相談
電

話：097－542－0878

受付時間：月曜～金曜(祝日を除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

(３) 児童相談所

《障がいのある児童等》

１８歳未満の児童のさまざまな問題について、児童福祉司や児童心理司などの職員が相談に応じるととも
に、知的障がいの程度の判定や療育に関する支援などを行っています。
また、児童福祉施設への入所決定等を行っています。
なお、児童相談所では３６５日、２４時間電話を設置しています。(Ｐ１７６参照)

(４) 保健所

《障がいのある方や児童、難病患者等》

保健に関するあらゆる相談に応じ、障がいの発生予防と早期発見、療育について必要な健診や支援を行っ
ています。
また、各種相談に応じ、助言や訪問により必要な支援を行っています。（Ｐ１７７参照）

(５) 市役所・町村役場

《障がいのある方や児童、難病患者等》

障がいのある方の福祉に関し、各種の専門的相談に応じ、必要な支援を行っています。（Ｐ１７７参照）

(6) 市町村教育委員会

《障がいのある児童等》

障がいのある児童またはその疑いのある児童の教育に関する相談に応じ、学校と連携して必要な支援を
行います。（Ｐ１７８参照）
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(7) 県・市町村社会福祉協議会

《知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方や児童》

県内の知的障がいのある方や精神障がいのある方が適切に福祉サービスを利用できるよう支援したり、預
貯金の払戻しや各種支払い手続きの代行など日常的な金銭の管理を行います 。
これらのサービス利用には、原則として一定以上の判断能力が必要です。
名 称
所在地
大分市大津町 2-1-41
(福)大分県社会福祉協議会
〒870-0907
（大分県総合社会福祉会館内）
大分市金池南 1-5-1
(福)大分市社会福祉協議会
〒870-0839
J:COM ホルトホール大分４階
別府市上田の湯町 15-40
(福)別府市社会福祉協議会
〒874-0908
（別府市社会福祉会館内）
中津市沖代町 1-1-11
(福)中津市社会福祉協議会
〒871-0021
（中津市教育福祉センター内）
日田市上城内町 1-8
(福)日田市社会福祉協議会
〒877-0003
(日田市総合保健福祉センター内)

電話 / FAX
097-558-0300
FAX 558-1635
097-547-8154
FAX 547-9559
0977-26-6070
FAX 26-6620
0979-24-4294
FAX 24-7682
0973-24-7026
FAX 24-3452
0972-24-2956
(福)佐伯市社会福祉協議会
〒876-0823 佐伯市 7255-13
FAX 22-9031
臼杵市大字臼杵 4-1
0972-64-0123
(福)臼杵市社会福祉協議会
〒875-0041
（臼杵市社会福祉センター内）
FAX 64-0131
0972-82-5000
(福)津久見市社会福祉協議会
〒879-2441 津久見市中央町 760-133
FAX 82-5003
竹田市大字会々1650
0974-63-1544
(福)竹田市社会福祉協議会
〒878-0011
（竹田市総合社会福祉センター内）
FAX 63-1050
0978-25-5100
(福)豊後高田市社会福祉協議会 〒872-1107 豊後高田市臼野 4335-3
FAX 53-5755
杵築市大字猪尾 900
0978-62-2649
(福)杵築市社会福祉協議会
〒873-0005
（杵築市健康福祉センター内）
FAX 62-3233
0978-33-0725
(福)宇佐市社会福祉協議会
〒879-0455 宇佐市大字閤 437
FAX 33-0970
豊後大野市三重町玉田 1128
0974-22-6677
(福)豊後大野市社会福祉協議会 〒879-7153
(豊後大野市三重農村環境改善センター内) FAX 22-3118
由布市庄内町庄内原 365-1
097-582-2756
(福)由布市社会福祉協議会
〒879-5434
（由布市ほのぼのプラザ内）
FAX 582-2878
国東市武蔵町古市 1086-1
0978-68-1976
(福)国東市社会福祉協議会
〒873-0412
（武蔵保健福祉センター内）
FAX 68-1677
東国東郡姫島村 1634-1
0978-87-2024
(福)姫島村社会福祉協議会
〒872-1501
（姫島村老人憩いの家「白寿苑」内） FAX 87-3629
速見郡日出町大字藤原 2277-1
0977-72-0323
(福)日出町社会福祉協議会
〒879-1502
（日出町保健福祉センター内）
FAX 72-9785
玖珠郡九重町大字後野上 17-1
0973-76-2500
(福)九重町社会福祉協議会
〒879-4803
（九重町保健福祉センター内）
FAX 76-3835
玖珠郡玖珠町大字岩室 24-1
0973-72-5513
(福)玖珠町社会福祉協議会
〒879-4405
（くすまち総合福祉センター内） FAX 72-2816
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(8) 民生委員・児童委員

《障がいのある方や児童等》

地域の身近な相談相手として、障がいのある方や高齢者、子ども、妊産婦のいる世帯、母子・父子世帯、
生活に困窮している世帯等の相談に応じ、必要な援助を行うとともに、関係行政機関の業務に協力し、社会
福祉の増進に努めています。

(９) 身体障害者相談員

《身体障がいのある方や児童等》

身体障がいのある方の相談に応じ、更生に必要な支援を行っています。市町村長が業務を委託しています。
お住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。 （Ｐ１７７参照）

(１０) 知的障害者相談員

《知的障がいのある方や児童等》

知的障がいのある方の相談に応じ、更生に必要な支援を行っています。
原則として知的障がいのある方の保護者のうちから選任され、市町村長が業務を委託しています。お住まい
の市役所・町村役場にお問い合わせください。（Ｐ１７７参照）

(11) 大分県身体障害者福祉センター

《障がいのある方や児童等》

身体障がいのある方等からの各種の相談に応じています。
無料又は低額な料金で、機能回復訓練やレクリエーション、社会との交流促進のために、体育室、卓球室、
プール、会議室等を利用することができます。
名 称
設置主体
所在地
電話 / FAX
大分県身体障害者福祉センター
〒870-0907 大分市大津町 2-1-41
097-558-4849
大分県
（愛称：あすぴあ おおいた）
（大分県総合社会福祉会館内） FAX 558-0316

(12) 大分県聴覚障害者センター

《聴覚障がいのある方や児童》

聴覚障がいに関する専門の相談員が相談や支援を行っています。
名 称
設置主体
所在地
大分県聴覚障害者センター

大分県

〒870-0907 大分市大津町 1-9-5

(13) 大分県発達障がい者支援センター

電話 / FAX
097-554-1335
FAX 554-1336

《知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方や児童》

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥・多動性障がいその他
これに類する脳機能の障がいを有する児（者）及びその家族への相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発
及び研修を行っています。
名 称
設置主体
大分県発達障がい者支援センター
大分県
「イコール」

所在地
〒879-7761 大分市中戸次 5628 番地の 1
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電話 / FAX
097-578-6952
FAX 578-6953

(1４) 精神科救急情報センター

《精神障がいのある方や児童》

夜間・休日に、精神障がいのある方及びその家族等からの緊急的な精神科医療に関する電話相談に対応す
るとともに、緊急な受診の必要性の判断と受入先の病院の調整を行っています。
電話：097-541-1179 受付時間：平日 ／ 午後 5 時～翌午前 9 時
土～日曜・休日(祝日、12 月 29 日～1 月 3 日) ／ 午前 9 時～翌午前 9 時

(15) 大分いのちの電話

《障がいのある方や児童、難病患者等》

様々な悩みや問題について２４時間３６５日電話相談員が対応します。
相談は匿名で行われ、相談は無料(フリーダイヤル以外は電話代がかかります)となっています。
○「大分いのちの電話」相談電話
電
話：097-536-4343

○フリーダイヤル自殺予防いのちの電話
電
話：0120-783-556
受付時間：毎日 16 時～21 時まで

受付時間：24 時間

毎月 10 日 午前 8 時～翌日午前 8 時まで

(16) 高次脳機能障がい者支援拠点機関

《精神障がいのある方や児童》

高次脳機能障がい及びその関連障がいのある方への支援を行うため、相談支援コーディネーターを配置し、
専門的な相談支援、関係機関との連携・調整を行っています。
事業所の名称
法人名
所在地
〒870-0945
諏訪の杜病院
(医)光心会
大分市津守 888-6
別府リハビリテーション
(福)農協共済別府 〒874-8611
センター
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 別府市鶴見 1026-10

(17) 大分県難病相談・支援センター

電話 / FAX
097-567-1277
FAX 567-3066
0977-67-1711
FAX 67-1712

《難病患者等》

難病や小児慢性特定疾病の患者さんやそのご家族等からの、日常生活や病気療養上の悩みや不安等に対す
る相談に応じています。また、各種公的手続に関する情報の提供を行うほか、就労に関する相談についても
公共職業安定所等の関係機関と連携し、お受けしています。
名 称
所在地
〒870-0037
大分県難病相談・支援センター
大分市東春日町 1-1 NS 大分ビル 2 階

(18) 大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター

電話／FAX
097-578-7831
FAX 578-7832

《障がいのある方や児童等》

障がいを理由とする差別（不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供）等に関する相談に応じています。
名 称
所在地
電話 / FAX
〒870-0907 大分市大津町 2-1-41 097-558-7005
大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター
（大分県総合社会福祉会館内）
FAX 558-7005
○相談日 月曜～金曜 （祝日・年末年始を除く）8:30～17:00
※内容によっては弁護士等の専門家が相談に応じます。
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(19) 大分県社会福祉介護研修センター

《身体障がいのある方等》

介護に関する正しい知識や技術を学ぶための施設です。お年寄りや障がいのある方など誰もが気軽に利用
できます。住宅の改造事例や介護用具等も展示しています。
事業所の名称
設置主体
所在地
〒870-0161
大分県社会福祉介護研修センター
大分県
大分市明野東 3-4-1

(20) 認知症疾患医療センター

電話 / FAX
097-552-6888
FAX 552-6868

《精神障がいのある方や児童等》

認知症に関する心配ごとや困りごとについて、本人や家族、医療機関からの相談に、専任の相談員（精神
保健福祉士等）が応じます。
事業所の名称

法人名

緑ヶ丘保養園

(医)淵野会

加藤病院

(医)雄仁会

千嶋病院

(医)積善会

向井病院

(医)慈愛会

長門記念病院

(医)長門莫記念会

上野公園病院

(医)百花会

河野脳神経外科病院

(医)久真会

白川病院

(医)末広

(21) 認知症の人と家族の会大分県支部

所在地
〒870-0318
大分市丹生 1747 番地
〒878-0013
竹田市竹田 1855 番地
〒879-0608
豊後高田市呉崎 738 番地 1
〒874-0831
別府市南立石 232 番地
〒876-0835
佐伯市鶴岡町 1-11-59
〒877-0062
日田市大字高瀬字篠原 2226-1
〒870－0127
大分市大字森町西 5 丁目 5 番 1 号
〒875-0022
臼杵市大字末広 938 番地

《精神障がいのある方や児童等》

認知症に関する電話相談を受けます。
事業所の名称
所在地
〒870-0161
認知症の人と家族の会大分県支部
大分市明野東３丁目４番１号

(22) 若年性認知症支援コーディネーター

電話 / FAX
097-593-3888
FAX 593-1245
0974-63-2263
FAX 63-2339
0978-22-3125
FAX 22-4650
0977-23-2200
FAX 26-4152
0972-22-5833
FAX 24-3067
0973-23-6603
FAX 22-7318
097-521-2000
FAX 521-0420
0972-63-1701
FAX 63-7917

電話 / FAX
097-552-6897
FAX 552-6897

《障がいのある方や児童、難病患者等》

若年性認知症の方に対し、相談支援コーディネーターが、就労継続や各種サービス利用等のサポートを行
います。

事業所の名称
介護老人保健施設 健寿荘
(大分県若年性認知症支援
コーディネーター配置)

所在地
〒879－5501
由布市挾間町鬼崎４番地１
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電話 / FAX
097-583-0955
FAX 583-0051

(23) 大分県地域生活定着支援センター

《障がいのある方や児童等》

障がいのある方や高齢者が矯正施設(刑務所、少年院等)を退所後、すぐに福祉サービス等を利用できるよ
うにするための準備を行うほか、本人や関係者からの各種相談に応じています。
名 称
設置主体
所在地
大分県地域生活定着支援
〒870-0021
大分県
センター
大分市府内町 1-6-11 小財ビル 201

(24) 指定相談支援事業所

電話／FAX
097-536-5105
FAX 536-5106

《障がいのある方や児童等》

障がいのある方や児童及びその家族のための相談窓口としての事業所です。日常生活全般に関する相談に
応じたり、障害福祉サービスや障害児通所支援の利用等につなげるための支援を行っています。
また、この中には市町村から委託を受け、市町村相談支援事業として実施している事業所があり、委託を
受けた事業所については、市町村との連携のもと、サービス利用や権利擁護のために必要な援助も行ってい
ます。（Ｐ１４６～６１参照）

(25) 基幹相談支援センター

《障がいのある方や児童等》

基幹相談支援センターは地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障がい・知的障がい・
精神障がい）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて、①専門的職員の配置、
②地域移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の業務を行っています。
主たる対象者
事業所の名称

大分市障がい者
相談支援センター
コーラス
大分市障がい者
相談支援センター
さざんか
大分市障がい者
相談支援センター
きぼう 21
農協共済別府リハビリ
テ ーシ ョン センタ ー
障害者生活支援センター
相談支援事業所
ぱれっと
障害者相談支援センター
たいよう
障害者地域生活支援
センター 泉
中津市障がい者等
基幹相談支援センター

法人名

身
体

知
的

精
神

障
が
い
児

難
病

所在地

電話 / FAX

( 福 ) シンフォ
ニー

○ ○ ○ ○ ○

〒870-0819
大分市王子新町 5-1

097-576-8888
FAX 579-6886

( 福 ) 大分市社
会福祉協議会

○ ○ ○

〒870-0819
大分市王子新町 5-1

097-576-8887
FAX 576-7554

( 福 ) 大分すみ
れ会

○

〒870-0819
大分市王子新町 5-1

097-576-8889
FAX 546-2158

(福)農協共済別府
リハビリテーシ
ョンセンター

○ ○ ○ ○ ○

(福)別府発達
医療センター

○ ○ ○ ○ ○

(福)太陽の家

○ ○ ○ ○ ○

(福)みのり会

○ ○ ○ ○ ○

( 福 ) 九州キリ
スト教社会福
祉事業団

○ ○ ○ ○ ○

次ページに続く
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〒874-0840
別府市鶴見字中山田
1026-10
〒874-0838
別府市大字鶴見 4075-1
〒874-0011
別府市大字内竈 1393-2
〒874-0921
別府市富士見町 12-13
〒871-0021
中津市沖代町 1-1-11

0977-67-1897
FAX 67-1715
0977-25-9758
FAX 24-8504
0977-66-1674
FAX 67-0453
0977-25-3443
FAX 25-9669
0979-26-1555
FAX 26-1556

主たる対象者
事業所の名称

法人名

身
体

知
的

相談支援事業所
はぎの

( 福 ) 大分県社
会福祉事業団

Bee すけっと

(福)すぎのこ村 ○ ○

精
神

障
が
い
児

○

0973-24-4000
FAX 24-4008

〒876-0844
佐伯市向島 1-3-8

0972-24-8521
FAX 24-8531

〒879-2476
津久見市大字長目 119-1
〒879-2441
津久見市中央町 760-133
〒879-1504
日出町大字大神 1402-6
〒879-1504
日出町大字大神 1616
〒879-1502
日出町大字藤原 4617
〒879-4413
玖珠町塚脇 581-3

0972-82-7653
FAX 82-7661
0972-82-5000
FAX 82-5003
0977-72-1682
FAX 72-1519
0977-75-7020
FAX 72-1858
0977-72-1721
FAX 72-2567
0973-72-1023
0973-72-1023

○ ○ ○ ○ ○

(同)まるまる

地域生活支援センター
とよみ園
サポートセンター
竹とんぼ
太陽の家障害者生活
支援センター
みのり障がい者生活
支援センター
相談支援事業所
ほほえみ
こども相談支援センター
のあ

(福)豊海会

○ ○ ○ ○ ○

( 福 ) 津久見市
社会福祉協議会

○ ○ ○ ○ ○

(福)太陽の家

○ ○ ○ ○ ○

(福)みのり村

○ ○ ○ ○ ○

( 福 ) 大分県社
会福祉事業団

○ ○ ○ ○ ○

(福)くらっぷ

○

(26) 各サービス事業所の苦情解決相談員

電話 / FAX

〒877-0013
日田市元町 13-20
〒877-0013
○ 日田市元町 13-20
元町開発住宅 103

(福)わかば会

佐伯市障がい者相談支
(福)青山 21
援センター スキップ

所在地

難
病

0973-27-7897
FAX 27-7897

《障がいのある方や児童等》

各障害福祉サービス事業所にサービス利用上の苦情相談窓口を設置しています。

(27) 福祉サービス運営適正化委員会

《障がいのある方や児童等》

施設や在宅における福祉サービスに関する苦情について、当事者間での話し合いでは解決困難な場合や、
事業者に直接苦情を言いにくい場合などに、その適切な解決のために設置された第三者機関です。
名 称
所在地
電話 / FAX
〒870-0907 大分市大津町 2-1-41
097-558-0301
大分県福祉サービス運営適正化委員会
（大分県総合社会福祉会館内） FAX 551-5454
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(28) 障がい者の虐待通報窓口

《障がいのある方や児童等》

障がいのある方の虐待を発見した場合は、その疑いのあるものも含め、市町村や県に通報してください。
市町村と県が連携を図りながら、障がいのある方の虐待防止に努めていきます。
市町村の相談・通報窓口（市町村障害者虐待防止センター）連絡先
市町村名
機関名

電話

FAX

大分市障がい者虐待防止センター

097-585-6003

097-544-5671

障害福祉課

0977-21-1413

0977-22-1780

農協共済別府リハビリテーションセンター
障害者生活支援センター

0977-67-1897

0977-67-1715

障害者相談支援センター たいよう

0977-66-1674

0977-67-0453

別府市相談支援事業所 ぱれっと

0977-25-9758

0977-24-8504

障がい者地域生活支援センター 泉

0977-25-3443

0977-25-9669

福祉支援課障害福祉係

0979-62-9802

0979-25-2335

中津市障がい者等基幹相談支援センター

0979-26-1226

0979-26-1227

社会福祉課障害福祉係

0973-22-8290

0973-22-8258

日田市虐待防止センター「Bee すけっと」

0973-22-6251

0973-27-6250

佐伯市

障がい福祉課障がい福祉係

0972-22-5570

0972-23-6002

臼杵市

福祉課障がい福祉グループ

0972-63-1111

0972-63-3063

津久見市

社会福祉課障がい支援班

0972-82-9519

0972-82-9466

竹田市

社会福祉課障がい福祉係

0974-63-4811

0974-63-0988

豊後高田市 社会福祉課障がい福祉係

0978-25-6178

0978-22-1033

杵築市

福祉事務所障がい福祉係

0977-75-2405

0977-75-1141

宇佐市

相談支援事業所「ぬくもり暖」

0978-25-6120

0978-25-6122

豊後大野市

社会福祉課障がい支援係

0974-22-1001

0974-22-6653

由布市

福祉課・健康増進課

097-582-1111

097-582-1343

国東市

福祉課障がい者支援係

0978-72-5164

0978-72-5171

姫島村

住民福祉課

0978-87-2278

0978-87-3629

日出町

日出町障がい者虐待防止センター

0977-73-3126

0977-73-2833

九重町

健康福祉課

0973-76-3821

0973-76-3840

玖珠町

福祉保険課福祉班

0973-72-1115

0973-73-2112

大分市

別府市

中津市

日田市

県の相談・通報窓口（県障害者権利擁護センター）連絡先
大分県

097-506-2728

大分県障害者権利擁護センター

-13-

097-506-1740

(29) 障害者就業・生活支援センター

《障がいのある方、難病患者等》

就職を希望する障がいのある方や離職のおそれのある在職中の障がいのある方に対し、職場実習あっせん
等の就業支援及びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談支援を行うことにより、障がいのある方の職業生
活における自立を図ることを目的としています。
事業所の名称
法人名
障害者就業・生活支援センター
(福)太陽の家
たいよう

障害者就業・生活支援センター
(福)博愛会
大分プラザ
障害者就業・生活支援センター (福)大分県
じゃんぷ
社会福祉事業団

障害者就業・生活支援センター
つばさ
障害者就業・生活支援センター
はぎの
障害者就業・生活支援センター
サポートネットすまいる

(福)紫雲会
(福)大分県
社会福祉事業団
(福)大分県
社会福祉事業団

所在地
〒874-0011
別府市大字内竈 1393-2
〒870-0839
大分市金池南１-9-5
(博愛会地域総合支援ｾﾝﾀｰ内)
〒876-0844
佐伯市向島 1-3-8
（佐伯市保健福祉総合センター和楽内）
〒879-7141
豊後大野市三重町秋葉 241
〒877-0012
日田市大字淡窓 1-53-5
〒879-0471
宇佐市大字四日市 2482-1

電話 / FAX
0977-66-0080
FAX 66-7337
097-574-8668
FAX 574-8667
0972-28-5570
FAX 28-5750
0974-22-0313
FAX 22-0372
0973-24-2451
FAX 24-2454
0978-32-1154
FAX 32-1071

(30) おおいた障がい者芸術文化支援センター
障がいのある方の芸術文化活動を支援するため、障がいのある方やそのご家族、障がい福祉サービス事業
所等に対し、創作環境、鑑賞、発表等の支援や取組の方法等について相談に応じています。
名 称
設置主体／受託団体
所在地
電話／FAX
大分県／(公財)大分県 〒870-0029
おおいた障がい者芸術文化
097-533-4505
芸術文化スポーツ振興 大分市高砂町 2 番 33 号
支援センター
FAX 533-4013
財団
iichiko 総合文化センター4 階

(31) 障がい者結婚相談所

《障がいのある方等》

障がいのある方等の結婚について、登録、相談対応、紹介やイベント等を行っています。
名 称
所在地
電話 / FAX
〒870-0907 大分市大津町 2-1-41
097-551-9775
(一社)大分県身体障害者福祉協会
(大分県総合社会福祉会館内)
FAX 551-9775
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(３2)子どもの発達支援コンシェルジュ

《障がいのある方や児童等》

発達障がいに関して、保護者等からの相談にワンストップで対応するとともに、一人ひとりの状況に応
じた適切な支援を行うため、子どもの発達支援コンシェルジュを各圏域に配置し、地域における相談支援
及び支援機関の受入調整を行います。
配置する事業所名
法人名
つくし園
(福)直心会
医療型児童発達支援センター
児童発達支援センター
(福)すぎのこ村
び～と
児童発達支援センター
(福)県南福祉会
つぼみ
児童発達支援センター
(福)聖母の騎士会
めぐみ
こども発達・子育て支援
(福)萌葱の郷
センターなかよしひろば
みのり学園児童発達支援
(福)みのり村
センター「プリンちゃん」

(33) 地域における療育等の相談支援

所在地
中津市三光森山 823-2
日田市吹上町 1182
佐伯市長島町 3-446
臼杵市野津町都原 3601-2
豊後大野市犬飼町田原 1414-1
速見郡日出町大神 1616

電話 / FAX
0979-43-6181
0979-43-6182
0973-28-5626
0973-28-5627
0972-28-6765
0972-28-6766
0974-32-7770
0974-32-7771
097-586-8811
097-586-8818
0977-72-2818
0977-72-1858

《障がいのある方や児童等》

在宅の障がいのある方や児童とその保護者に対し、身近な地域で療育の相談支援等を行い、地域にお
ける生活を支えることを目的としています。
事業所の名称
法人名
所在地
電話 / FAX
(福)別府発達
〒870-0864
097-586-5252
大分療育センター
医療センター 大分市大字国分 567-3
FAX 549-6777
〒870-0943
097-557-0114
大分こども発達支援センター (福)藤本愛育会
大分市大字片島 2996-3
FAX 557-0226
博愛こども成育医療センター
〒870-0868
097-586-5566
(医)謙誠会
博愛もりのひろば
大分市大字野田 1111
FAX 586-0889
〒870-0127
097-586-5577
療育センター「カノン♪」
(福)シンフォニー
大分市森町 543-1
〒870-0945
097-567-2737
どんぐりの杜クリニック
(医)光心会
大分市大字津守 888-6
FAX 567-7710
こども発達支援センター
〒870-0318
097-524-3636
(福)萌葱の郷
大分なごみ園
大分市丹生立平 210-3
FAX 524-3637
こども発達・子育て支援セン
〒870-0313
097-592-8989
(福)萌葱の郷
ター わくわくかん
大分市屋山 1658-1
FAX 592-8990
こども発達支援センター
〒870-0857
097-546-3400
(福)とんとん
もも
大分市明磧 10-3
FAX 546-2666
大分県医療生活 〒870-0935
097-558-5140
大分健生病院
協同組合
大分市古ヶ鶴 1-1-15
FAX 558-5190
(福)別府発達
〒874-0838
0977-22-4185
別府発達医療センター
医療センター 別府市大字鶴見 4075-1
FAX 26-4171
つくし園在宅支援センター
〒871-0101
0979-43-6181
(福)直心会
「ポケット」
中津市三光森山 823-2
FAX 43-6182
〒877-0013
0973-23-7897
Ｂｅｅすけっと
(福)すぎのこ村
日田市元町 13-20-103
FAX 23-7897
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事業所の名称
法人名
佐伯圏域障害者支援センター (福)大分県
「ほっぷ」
社会福祉事業団
(福)みずほ
さぽーとセンター 風車
厚生センタ－
恵の聖母の家
(福)聖母の
相談支援事業所こころ
騎士会
サポートセンター
(福)紫雲会
「サライ」

(34) 医療的ケア児等コーディネーター

所在地
〒876-1512
佐伯市堅田 3909-1
〒875-0041
臼杵市大字臼杵 72-137
〒875-0211
臼杵市野津町大字都原 3601-2
〒879-7144
豊後大野市三重町本城 2054

電話 / FAX
0972-28-7333
FAX 28-5552
0972-63-5888
FAX 63-0791
0974-32-7770
FAX 32-7771
0974-22-1041
FAX 22-2377

《身体障がいのある児童・知的障がいのある児童等》

日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児（医療的ケア児等）が地域で安心して暮らしてい
けるよう、医療的ケア児等コーディネーターが支援に必要な医療、福祉、教育等によるチームを形成し、連
携・協働して本人と家族の生活を支援します。（Ｐ１８２～３参照）

(35) 親なきあと相談室

《障がいのある方や児童等》

障がいのある子の親が抱える「親なきあと」の不安解消に対応できる「親なきあと相談員」が相談に応じ
ます。

■（福）大分県社会福祉事業団
受付時間：月～金曜日 9：00 ～ 17：00 （祝日・年末年始を除く）
事業所
所在地
本部事務局
サポートネットすまいる
けいせんプラザ
ふれあいサロンのぞみ
ハートフルサポート in なおみ
地域生活支援センター はぎの
ここのえ“夢”ステーション

〒870-0907
大分市大津町 2-1-41
〒879-0471
宇佐市大字四日市 2482 番地 1
〒879-1502
速見郡日出町大字藤原 4617 番地
〒879-5506
由布市挾間町大字挾間 614 番地 1
〒876-0844
佐伯市大字堅田 3909 番地 1
〒877-0012
日田市大字淡窓 1-53-5
〒879-4723
玖珠郡九重町大字町田 554-1

電話
097-552-1316
0978-32-1154
0977-72-1721
097-547-8162
0972-28-7333
0973-24-2451
0973-78-8882

■市町村（Ｐ１６２参照）

(36) 障がいのある方や家族等の団体

《障がいのある方や児童等》

それぞれの団体が障がいのある方に関するいろいろな問題について相談に応じ、必要な支援、助言を行っ
ています。（Ｐ１７９～８１参照）
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