
重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

071-8144

社会福祉法人 　旭川市春光台4条10丁目

北海道療育園   　T E L 　0166-51-6524 336 支援事業課

（民立・民営）     F A X　 0166-51-6871 支援係

    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shomu@hokuryo.or.jp

003-0859

社会福祉法人 　札幌市白石区川北2254-1

北翔会   　T E L　　011-879-5555 168

（民立・民営）     F A X　　011-879-5511 （外短：8）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ayumi@hokushokai.com

063-0003

社会福祉法人  札幌市西区山の手3条12-3-12

札幌緑花会   　T E L　　011-611-9301 160

（民立・民営）     F A X　　011-621-7404 （外短：8）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ midori@ryokkakai.or.jp

047-0263

社会福祉法人 　小樽市見晴町20-2

札幌緑花会   　T E L　　0134-62-2510 160

（民立・民営）     F A X　　0134-62-5125 （外短：5)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ okura@ryokkakai.or.jp

047-0036

社会福祉法人 　小樽市長橋3-24－１

恩賜財団   　T E L　　0134-32-5131 120

    F A X　　0134-29-2164

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ijika@saisei-nishiotaru.jp

(民立・民営）

092-0030

社会福祉法人 　網走郡美幌町字美富9

北海道療育園   　T E L　　0152-73-3145 120

（民立・民営）     F A X　　0152-73-5298

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shomuka@bihoro-ryoiku.jp

038-0003

　青森市石江字江渡101

青森県   　T E L　　017-781-0174 50 育成指導科

（県立・県営）     F A X　　017-766-4396

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ASUNARO@pref.aomori.lg.jp

031-0833

設置　青森県 　八戸市大字大久保字大塚17-729

経営　日本赤十字社   　T E L　　0178-31-5005 40

　　　　青森県支部     F A X　　0178-31-4144

（県立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ k-nishizawa@hamanasu

-gakuen.org

済生会支部
北海道済生会

北海道 北海道療育園

北海道 札幌あゆみの園

北海道 緑ヶ丘療育園

北海道 大倉山学院

北海道
北海道済生会
西小樽病院
みどりの里

北海道 美幌療育病院

青森県
青森県立あすなろ
医療療育センター

青森県
青森県立はまなす学園
医療療育センター
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

036-8385

　弘前市大字中別所字平山168

青森県   　T E L　　0172-96-2121 50

（県立・県営）     F A X　　0172-96-2121

028-3623

社会福祉法人 　紫波郡矢巾町大字煙山24-1

新生会   　T E L　　019-611-0600 50 療育部

（民立・民営）     F A X　　019-611-0601 (短：4） 地域課

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu1@mi-shinsei.or.jp

989-3212

社会福祉法人 　仙台市青葉区芋沢字横前1-1

陽光福祉会   　T E L　 　022-394-7711 110

（民立・民営）     F A X　 　022-394-7714 (外短：10)

    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ main@y-echo.or.jp

970-8001

社会福祉法人 　いわき市平上平窪古館1-2

いわき福音協会   　T E L　　0246-25-8131 40 療育支援

（民立・民営）     F A X　　0246-22-1259

319-0306

設置　茨城県 　東茨城郡内原町杉崎1460

経営　社会福祉法人   　T E L　　029-259-3125 40

　　　　茨城県     F A X　　029-257-5515

社会福祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ asunaro-hp@bz01.plala.or.jp

（県立・民営）

306-0201

社会福祉法人 　猿島郡総和町上大野698

芳香会   　T E L　　0280-98-2782 50

（民立・民営）     F A X　　0280-98-4264

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryouiku@houkoukai.or.jp

318-0003

社会福祉法人 　高萩市下手綱1951-15

愛正会   　T E L　　0293-24-6661 50

（民立・民営）     F A X　　0293-24-6663 (外短：3）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ suihouen@health-care.or.jp

328-0004

社会福祉法人 　栃木市田村町925-2

星風会   　T E L　　0282-27-3969 60

（民立・民営）     F A X　　0282-27-5408

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seifuin@sfk.or.jp

障害児(者)地
域療育等支
援事業

青森県
青森県立さわらび
医療療育センター

宮城県 エコー療育園

岩手県 みちのく療育園

福島県
福島整肢療護園
（重症心身障害児施設）

茨城県 茨城県立あすなろの郷

茨城県
芳香会病院
青嵐荘療育園

茨城県 水方苑

栃木県 星風会病院星風院
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

324-0011

社会福祉法人 　大田原市北金丸2600－７

邦友会   　T E L　　0287-20-5100 50

（民立・民営）     F A X　　0287-20-5121 (短：5）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hoyukai@iuhw.ac.jp

326-0011

社会福祉法人 　足利市大沼田町615

  　T E L　　0284-91-0611 164 福祉相談科

    F A X　　0284-91-2867

（民立・民営） 　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryouiku@ashikaga-hospital.

or.jp　　

370-3341

社会福祉法人 　群馬郡榛名町大字榛名山28-30

榛桐会   　T E L　　027-374-9221 103

（民立・民営）     F A X　　027-374-9159

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sawarabi@h-sawarabi.com

376-0101

社会福祉法人 　みどり市大間々町大字大間々22-4

希望の家   　T E L　　0277-73-2605 120

（民立・民営）     F A X　　0277-73-6462 (短：5)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryouiku@mxa.fitenet.ne.jp

370-3531

社会福祉法人 　高崎市足門町146-1

二之沢愛育園   　T E L　　027-373-2277 50 療育部

（民立・民営）     F A X　　027-373-2278 支援課

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sw@gunmaseishi.com

260-0851

設置　千葉市 　千葉市若葉区桜木町138

経営　社会福祉法人   　T E L　　043-231-5865 50

    F A X　　043-231-7862

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakuragien2000@yahoo.co.jp

(市立・民営）

289-2513

社会福祉法人 　旭市野中3831

ロザリオの聖母会   　T E L　　0479-60-0602 50

（民立・民営）     F A X　　0479-60-0662

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seiboryo@rosario.jp

設置　千葉市 266-0005

経営　社会福祉法人 　千葉市緑区誉田町1-45-2

　　　　千葉県身体障   　T E L　　043-291-1831 60

　　　　害者福祉事業     F A X　　043-291-1857

　　　　団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ youikuen@chiba-reha.jp

(県立・民営）

　　　　千葉市社会福
　　　　祉事業団

全国重症心身障害児
(者)を守る会

栃木県 なす療育園

栃木県
保健医療・福祉施設
あしかがの森
あしかがの森足利病院

群馬県 はんな・さわらび療育園

群馬県 希望の家療育病院

群馬県
群馬整肢療護園
（重症心身障害児施設）

千葉県 千葉市桜木園

千葉県 聖母療育園

千葉県
千葉県
千葉リハビリテーション
センター陽育園
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

350-0495

社会福祉法人 　入間郡毛呂山町大字小田谷字瀬田162

毛呂病院   　T E L　　049-276-1357 332

（民立・民営）     F A X　　049-295-5103 (短：10）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hikari-ie@ca.wakwak.com

355-0201

設置　埼玉県 　比企郡嵐山町古里1848

経営　社会福祉法人   　T E L　　0493-62-6221 60

　　　　埼玉県社会福     F A X　　0493-62-8944

　　　　祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sscr-consult@msd.biglobe.

(県立・民営） ne.jp

369-0101

社会福祉法人 　大里郡大里町津田1855-1

清風会   　T E L　　0493-39-2851 70 地域支援課

（民立・民営）     F A X　　0493-39-2247 (短：7)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@seifu-kai.or.jp

設置　5市1町 343-0116
（草加市・越谷市・八潮
市

　北葛飾郡松伏町大字下赤岩222
三郷市・吉川市・松伏
町）

  　T E L　　048-992-2701 70

経営　社会福祉法人     F A X　　048-992-2702 (短：2)

　　　　東埼玉 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ higashisaitama@

(公立・民営）                       nakagawanosato.or.jp

189-0002

社会福祉法人 　東村山市青葉町3-31-1

天童会   　T E L　　042-391-1377 175

（民立・民営）     F A X　　042-392-5422 (短：1

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ akitsuryoikyen@nifty.com 委託：2）

208-0011

社会福祉法人 　武蔵村山市学園4-10-1

鶴風会   　T E L　　042-561-2521 126

（民立・民営）     F A X　　042-566-3753 （観察用：6）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tcrh@kakufuh.com

183-0042

　府中市武蔵台2-9-2

東京都   　T E L　　042-323-5115 250

（都立・都営）     F A X　　042-322-6207

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s0000338@section.metro.

tokyo.jp

206-0036

社会福祉法人 　多摩市中沢1-31-1

日本心身障害児協会   　T E L　　042-374-2071 233

（民立・民営）     F A X　　042-372-9363 (短：10）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shimada-soudan@col.hi-ho.

ne.jp

入間西障害
者生活支援セ
ンター

コーディネー
ター室

埼玉県 毛呂病院光の家

埼玉県
埼玉県立
嵐山郷
（重症心身障害児施設）

埼玉県 太陽の園

埼玉県 中川の郷療育センター

東京都 秋津療育園

東京都 みどり愛育園

東京都
東京都立
府中療育センター

東京都 島田療育センター
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

173-0037

社会福祉法人 　板橋区小茂根1-1-10

  　T E L　　03-3974-2146 132

    F A X　　03-3554-6176

（国立・民営）

設置　東京都 207-0022

経営　社会福祉法人 　東大和市桜が丘3-44-10 

  　T E L　　042-567-0222 92

    F A X　　042-567-0224 (短：28)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hmc-smid@tokyo.email.ne.jp (医療入院：8)

（都立・民営）

187-8585

財団法人 　小平市小川西町2-35-1

多摩緑成会   　T E L　　042-341-3013 45

（民立・民営）     F A X　　042-341-3016 (短：３）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　 seiikuen@seiikuen.jp (一般：1）

114-0033

　北区十条台1-2-3

東京都   　T E L　　03-3908-3001 40

（都立・都営）     F A X　　03-3908-2984

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s0000334@section.metro.

tokyo.jp

設置　東京都 136-0075

経営　社会福祉法人 　江東区新砂3-3-25 

  　T E L　　03-5632-8088 90

    F A X　　03-5632-8081 (短：24）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ msw_trc@mtrc.jp (医療入院：6)

（都立・民営）

設置　神奈川県 243-0121

経営　社会福祉法人 　厚木市七沢516

  　T E L　　046-249-2720 40

    F A X　　046-249-2720

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryoikuen@kanagawa-rehab.

（県立・民営） or.jp

232-8555

　横浜市南区六ツ川2-138-4

神奈川県   　T E L　　045-711-2351 40

（県立・県営）     F A X　　045-721-3324

248-0033

社会福祉法人 　鎌倉市腰越1-2-1

聖テレジア会   　T E L　　0467-31-6703 50

（民立・民営）     F A X　　0467-32-5841 (短：2)

在宅療育訪
問事業

地域療育支
援室

　　　　神奈川県
　　　　総合リハビリテ
　　　　ーション事業団

日本肢体不自由児協
会

　　　　全国重症心身
　　　　障害児(者）を守
　　　　る会

　　　　全国重症心身
　　　　障害児(者）を守
　　　　る会

東京都
心身障害児総合医療
療育センター
（むらさき愛育園）

東京都
東京都立
東大和療育センター

東京都 緑成会成育園

東京都
東京都立
北療育医療センター

神奈川県 七沢療育園

東京都
東京都立
東部療育センター

神奈川県
神奈川県立
こども医療センター
（重症心身障害児施設）

神奈川県 小さき花の園
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

241-0014

社会福祉法人 　横浜市旭区市沢町557-2

十愛療育会   　T E L　　045-352-6551 95

（民立・民営）     F A X　　045-352-9241 (医：117）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yokoryo@jyuuairyouikukai.

or.jp

229-0014

社会福祉法人 　相模原市若松1-21-9

慈恵療育園   　T E L　　042-749-6316 60

（民立・民営）     F A X　　042-749-6356

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s-ryouikuen@tbd.t-com.ne.jp

250-0032

社会福祉法人 　小田原市風祭563

風祭の森   　T E L　　0465-24-6561 50 相談室

（民立・民営）     F A X　　0465-21-6506 (短：2)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mail@kazamatsurinomori.or.jp

215-0001

社会福祉法人 　川崎市麻生区細山1203

三篠会   　T E L　　044-959-3003 110 相談課

（民立・民営）     F A X　　044-954-5581

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ misasa_soleil@yahoo.co.jp

940-2135

社会福祉法人 　長岡市深沢町字高寺2278-8

長岡福祉協会   　T E L　　0258-46-6611 140 地域連携室

（民立・民営）     F A X　　0258-47-1243 (外短：17)

　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nryou@nagaryo.or.jp

393-0093

社会福祉法人 　諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1

  　T E L　　0266-27-8414 60

    F A X　　0266-27-7936

（民立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ takei@shinano-iryo.or.jp

407-0046

　韮崎市旭町上条南割3313-1

山梨県   　T E L　　0551-22-6111 40 児童支援課

（県立・県営）     F A X　　0551-22-7890

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ akbn-iryo@pref.yamanashi.

lg.jp

431-1304

社会福祉法人 　浜松市細江町中川7448

小羊学園   　T E L　　053-437-1467 100

（民立・民営）     F A X　　053-437-8714 (短：10）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ oozora@hw.tnc.ne.jp

地域サービス
課

諏訪圏域障
害者総合支
援センター

信濃医療福祉セン
ター

神奈川県 横浜療育医療センター

神奈川県 相模原療育園

神奈川県
太陽の門福祉医療セン
ター

神奈川県 ソレイユ川崎

新潟県 長岡療育園

長野県
信濃医療福祉センター
（重症心身障害児施設）

山梨県

山梨県立
あけぼの医療福祉セン
ター（重症心身障害児施
設）

静岡県 おおぞら療育センター
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

410-2122

設置　静岡県 　伊豆の国市寺家202

経営　社会福祉法人   　T E L　　055-949-1165 43

　　　　恩賜財団静岡     F A X　　055-949-5303

　　　　県済生会 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ welfare@ny.thn.ne.jp

（県立・県営）

420-0805

社会福祉法人 　静岡市葵区城北117

小羊学園   　T E L　　054-249-2830 60

（民立・民営）     F A X　　054-249-2831 (短：10)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tubasa-szok@wind.tnc.ne.jp

939-2231

社会福祉法人 　富山市稲代1023

秀愛会   　T E L　　076-467-4477 52

（民立・民営）     F A X　　076-467-4478 (短：2)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@ayumi-toyama.jp

920-1146

社会福祉法人 　金沢市上中町イ67-2

松原愛育会   　T E L　　076-229-3033 60

（民立・民営）     F A X　　076-229-3043 (外短：2)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ center@vega.ocn.ne.jp

923-0183

社会福祉法人 　小松市瀬領町丁1-2

石川整肢学園   　T E L　　0761-46-1306 50

（民立・民営）     F A X　　0761-46-1307 (短：2)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@komatsu.isg.or.jp

920-3114

社会福祉法人 　金沢市吉原町口6-2

石川整肢学園   　T E L　　076-257-3311 50

（民立・民営）     F A X　　076-257-3394

480-0839

　春日井市神屋町713-8

愛知県   　T E L　　0568-88-0811 180

（県立・県営）     F A X　　0568-88-0824

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kobato@pref.aichi.lg.jp

452-0822

設置　愛知県 　名古屋市西区中小田井5-89

経営　社会福祉法人   　T E L　　052-501-4079 120

    F A X　　052-501-4085

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　aoitori@bk9.so-net.ne.jp

（県立・民営）

指導課地域
療育担当　　恩賜財団済生会支

　　部愛知県済生会

静岡県 伊豆医療福祉センター

富山県 あゆみの郷

静岡県 つばさ静岡

石川県

小松療育園石川県

愛知県
心身障害者コロニー
こばと学園

石川療育センター

石川県 金沢療育園

愛知県

愛知県
青い鳥医療福祉センター

愛知県
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

515-0312

社会福祉法人 　多気郡明和町上野435

恩賜財団   　T E L  　0596-52-0131 45 療育指導部

済生会支部三重県済生会     F A X　　0596-52-2131 (短：5）

（民立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nadesiko@ma.mctv.ne.jp

525-0072

社会福祉法人 　草津市笠山8-3-113

びわこ学園   　T E L　　077-566-0701 98 相談課

（民立・民営）     F A X　　077-566-0308 (短：10）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 1biwako@biwakogakuen.or.jp

520-2321

社会福祉法人 　野洲市北桜978-2

びわこ学園   　T E L　　077-587-1144 138 地域事業部

（民立・民営）     F A X　　077-587-4211

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 2biwako@biwakogakuen.or.jp

603-8323

設置　京都市 　京都市北区北野東紅梅町6-1

経営　社会福祉法人   　T E L　　075-462-7621 90

　　　　聖ヨゼフ会     F A X　　075-464-2760

（市立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@joseph-kyoto.com

621-0018

社会福祉法人 　亀岡市大井町小金岐北浦37-1

花ノ木   　T E L　　0771-23-0701 150

（民立・民営）     F A X　　0771-22-8348 (短：5)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hananoki@chive.ocn.ne.jp

630-8425

社会福祉法人 　奈良市鹿野園町1000-1

バルツァ事業会   　T E L　　0742-21-7111 80

（民立・民営）     F A X　　0742-21-7112 (短：8)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ valstagardel@valsta.jp

573-0122

社会福祉法人 　枚方市津田東町2-1-1

枚方療育園   　T E L　　072-858-0373 400

（民立・民営）     F A X　　072-858-9521 （短：30)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info-hr@hirakataryoiku

 -med.or.jp

584-0082

社会福祉法人 　富田林市向陽台1-3-21

四天王寺福祉事業団   　T E L　　0721-29-0836 100

（民立・民営）     F A X　　0721-29-3916 (短：10)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yawaragien@shitennoji

-fukushi.jp

障害児(者)地
域療育等支
援事業

地域支援事
業部

麦の穂学園

枚方療育園

三重県

滋賀県

第二びわこ学園

第一びわこ学園

滋賀県

済生会明和病院
重症心身障害児(者)施設
なでしこ

京都府

花ノ木医療福祉センター京都府

重症心身障害児
学園・病院
バルツァ・ゴーデル

奈良県

大阪府

四天王寺和らぎ苑大阪府
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

543-8555

設置　大阪府 　大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30

経営　日本赤十字社   　T E L　　06-6775-1900 30

　　　　大阪府支部     F A X　　06-6775-1905

（府立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seisigakuen@osaka-med.

jrc.or.jp

546-0035

社会福祉法人 　大阪市東住吉区山坂5-11-21

愛徳福祉会   　T E L　　06-6699-8731 25

    F A X　　06-6699-8134

（民立・民営）

649-6215

社会福祉法人 　岩出市中迫665

和歌山つくし会   　T E L　　0736-62-4121 80

（民立・民営）     F A X　　0736-62-8185

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ iwade@oak.ocn.ne.jp

649-6122

社会福祉法人 　紀ノ川市桃山町元764

和歌山つくし会   　T E L　　0736-66-1638 50

（民立・民営）     F A X　　0736-66-1032

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ momoyama@oak.ocn.ne.jp

649-2102

設置　和歌山県 　西牟婁郡上富田町岩田1776-1

経営　社会福祉法人   　T E L　　0739-47-2175 60

　　　　和歌山県福祉     F A X　　0739-47-2176

　　　　事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryoiku@poem.ocn.ne.jp

（県立・県営）

641-0044

社会福祉法人 　和歌山市今福3-5-41

愛徳園   　T E L　　073-425-2391 30 在宅支援部

（民立・民営）     F A X　　073-426-1044 (短：3)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　aitoku@nike.eonet.ne.jp

663-8131

社会福祉法人 　西宮市武庫川町2-9

甲山福祉センター   　T E L　　0798-47-4477 180

（民立・民営）     F A X　　0798-43-1022

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sunago@h4.dion.ne.jp

679-1103

社会福祉法人 　多可郡多可町中区牧野字国木谷183-1

養徳会   　T E L　　0795-32-3246 60

（民立・民営）     F A X　　0795-32-0473

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nogiku@trust.ocn.ne.jp

福祉サービス
課

岩出療育園

大阪府立
大手前整肢学園

大阪府

和歌山県

桃山療護園和歌山県

和歌山県立
南紀福祉センター
南紀療育園

和歌山県

和歌山県

砂子療育園兵庫県

大阪府
大阪発達総合療育セン
ター
フェニックス

のぎく療育園兵庫県

愛徳医療福祉センター
愛徳整肢園
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

669-1357

社会福祉法人 　三田市東本庄1188

枚方療育園   　T E L　　079-568-4103 300

（民立・民営）     F A X　　079-568-4104

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hsfukush@po.iijnet.or.jp

651-1102

社会福祉法人 　神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1

芳友   　T E L　　078-743-2525 70

（民立・民営）     F A X　　078-743-2050 (短：11)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mail@nikonikohouse.or.jp

703-8555

社会福祉法人 　岡山市祇園地先

旭川荘   　T E L　　086-275-1951 237

（民立・民営）     F A X　　086-275-1640 (短：12)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jido@po.harenet.ne.jp

703-8555

社会福祉法人 　岡山市祇園地先

旭川荘   　T E L　　086-275-1881 100 指導課

（民立・民営）     F A X　　086-275-3800

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryouikuen1@asahigawasou.

or.jp

683-0004

　米子市上福原7-13-3

鳥取県   　T E L　　0859-38-2155 25

（県立・県営）     F A X　　0859-38-2156

695-0001

社会福祉法人 　江津市渡津町1926

島根整肢学園   　T E L　　0855-52-2442 70

（民立・民営）     F A X　　0855-52-0344

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　 y-tanaka@sw-shimasei.or.jp

690-0864

社会福祉法人 　松江市東生馬町15-1

島根整肢学園   　T E L　　0852-36-8011 70 地域療育科

（民立・民営）     F A X　　0852-36-8992 (短：5)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s-syoubu@sw-shimasei.jp

728-0025

社会福祉法人 　三次市粟屋町4901

ともえ会   　T E L　　0824-63-1151 80 子鹿学園

（民立・民営）     F A X　　0824-62-1933 (短：4)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kojika@axel.ocn.ne.jp

子鹿学園

旭川荘療育センター
児童院

広島県

兵庫県

安養学園島根県

松江療育園島根県

岡山県

睦学園岡山県

さくら療育園兵庫県

にこにこハウス
療育センター

鳥取県
鳥取県立
総合医療センター
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

739-0133

設置　広島県 　東広島市八本松町米満198-1

経営　社会福祉法人   　T E L　　0824-28-6672 40

　　　　広島県     F A X　　0824-28-6670

　　　　福祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ wakaba@ryoiku-hiroshima.

（県立・民営） gr.jp

720-0841

設置　広島県 　福山市津之郷町津之郷2004

経営　社会福祉法人   　T E L　　084-951-0227 44

　　　　広島県     F A X　　084-951-0227

　　　　福祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ wakakusaen@topaz.ocn.ne.jp

（県立・民営）

739-0036

設置　広島県 　東広島市西条町田口295-3

経営　社会福祉法人   　T E L　　0824-25-1455 53 総合相談室

　　　　広島県     F A X　　0824-25-1094

　　　　福祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@rehab-hiroshima.gr.jp

（県立・民営）

731-5122

社会福祉法人 　広島市佐伯区五日市町皆賀104-27

三篠会   　T E L　　082-943-8888 50 相談課

（民立・民営）     F A X　　082-943-7788 (短：5)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ misasa_suzugamine@yahoo.

co.jp

745-0801

社会福祉法人 　周南市大字久米752-4

鼓ケ浦整肢学園   　T E L　　0834-29-1430 78

（民立・民営）     F A X　　0834-29-5015

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ so-mu@tsudumi.jp

773-0015

　小松島市中田町字新開4-1

日本赤十字社   　T E L　　08853-2-0903 110 地域福祉課

　　　　徳島県支部     F A X　　08853-3-3037

（民立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hinomine-mrc@hinomine

-mrc.jp

798-1393

社会福祉法人 　北宇和郡鬼北町永野市1607

旭川荘   　T E L　　0895-45-1101 80

（民立・民営）     F A X　　0895-45-3326

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ minami-ehime3@

asahigawasou.or.jp　

783-0022

社会福祉法人 　南国市小篭107

土佐希望の家   　T E L　　088-863-2131 134

（民立・民営）     F A X　　088-863-2133

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kiboujimu1@kcan.ne.jp

地域療育支
援センター

徳島赤十字
ひのみね総合療育セン
ター
ひのみね療育園

南愛媛療育センター

鼓ケ浦整肢学園ひばり園

広島県立
心身障害者コロニー
重症心身障害児施設
わかば療育園

高知県 土佐希望の家

愛媛県

徳島県

山口県

鈴が峰広島県

広島県立
福山若草療育園

広島県

広島県立身体障害者
リハビリテーションセンター
重症心身障害児施設
若草療育園

広島県

広島県
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

787-0782

社会福祉法人 　宿毛市平田町中山867

幡多福祉会   　T E L　　0880-66-2212 47

（民立・民営）     F A X　　0880-66-2215

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hataki01@mb.gallery.ne.jp

839-1212

社会福祉法人 　久留米市田主丸町1200-2

ゆうかり学園   　T E L　　0943-73-0152 90 訓練課

（民立・民営）     F A X　　0943-73-0524

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yasu@yuukari.or.jp

830-1226

社会福祉法人 　三井郡大刀洗町大字山隈374-1

慈愛会   　T E L　　0942-77-1393 120

（民立・民営）     F A X　　0942-77-1190

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jiaikai@yozefu.or.jp

811-2501

社会福祉法人 　粕屋郡久山町大字久原1869

  　T E L　　092-976-2281 80 久山療育園

    F A X　　092-976-2172 (短：3)

（民立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　hisayama@mpd.biglobe.ne.jp

803-0184

社会福祉法人 　北九州市小倉南区大字木下608

杏和会   　T E L　　093-451-6262 100

（民立・民営）     F A X　　093-451-5548

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@yamabiko-g.or.jp

802-0803

設置　北九州市 　北九州市小倉南区春ヶ丘10-2

経営　社会福祉法人   　T E L　　093-922-5596 40

　　　　北九州市福祉     F A X　　093-952-2713 (短：20）

　　　　事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ryouiku@jcom.home.ne.jp

（市立・民営）

822-1212

社会福祉法人 　田川郡福智町弁城4193-15

方城福祉会   　T E L　　0947-22-5888 50

（民立・民営）     F A X　　0947-22-5889

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hojo-r@eagle.ocn.ne.jp

832-0058

社会福祉法人 　柳川市上宮永町284-2

高邦福祉会   　T E L　　0944-73-0039 50

（民立・民営）     F A X　　0944-73-0059 (短：4)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yrc@kouhoukai.org

バプテスト心身障害児
（者）を守る会

福岡県 柳川療育センター

福岡県
北九州市立
総合療育センター

福岡県 方城療育園

福岡県 久山療育園

福岡県 やまびこ学園

福岡県 第二ゆうかり学園

福岡県 聖ヨゼフ園

高知県 幡多希望の家
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

841-0005

社会福祉法人 　鳥栖市弥生が丘2-134

若楠   　T E L　　0942-83-1121 80

（民立・民営）     F A X　　0942-83-1755

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ wakakusuryouikuen@giga.

ocn.ne.jp

849-0906

社会福祉法人 　佐賀市金立町大字金立2215-27

佐賀整肢学園   　T E L　　0952-98-2211 120

（民立・民営）     F A X　　0952-98-3391

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ssgjim@po.saganet.ne.jp

847-0001

社会福祉法人 　唐津市双水2806

佐賀整肢学園   　T E L　　0955-70-3580 32

（民立・民営）     F A X　　0955-78-0683

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ skjim@star.saganet.ne.jp

859-0167

社会福祉法人 　諫早市小長井町遠竹2727-9

聖家族会   　T E L　　0957-34-3113 170

（民立・民営）     F A X　　0957-34-3526

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ misakaem@theia.ocn.ne.jp

859-0167

社会福祉法人 　諫早市小長井町遠竹2727-3

聖家族会   　T E L　　0957-34-3115 100

（民立・民営）     F A X　　0957-34-3045

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ m-ayumi@mail2.

catv-konagai.jp

854-0121

社会福祉法人 　諫早市有喜町537-2

幸生会   　T E L　　0957-28-3131 160 地域福祉部

（民立・民営）     F A X　　0957-28-2037 (短：10）

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@koseikai.or.jp

875-0211

社会福祉法人 　臼杵市野津町都原3601-2

聖母の騎士会   　T E L　　0974-32-7770 74 地域福祉科

（民立・民営）     F A X　　0974-32-7771

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mseibo@green.oit-net.jp

874-0838

社会福祉法人 　別府市大字鶴見4075-1

  　T E L　　0977-22-4185 60

    F A X　　0977-26-4171 （短：4)

（民立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ bephic@ctb.ne.jp

別府発達医療セン
ター

大分県 めじろ園

長崎県 諫早療育センター

大分県 恵の聖母の家

長崎県 みさかえの園むつみの家

長崎県 みさかえの園あゆみの家

佐賀県
佐賀整肢学園
こども発達医療センター
たんぽぽ園

佐賀県
からつ医療福祉センター
アルトン

佐賀県 若楠療育園

13



重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

869-5461

社会福祉法人 　芦北郡芦北町大字芦北2813

志友会   　T E L　　0966-82-2431 200

（民立・民営）     F A X　　0966-82-2406

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ashigaku@mocha.ocn.ne.jp

867-0008

設置　水俣市 　水俣市浜4076

経営　社会福祉法人   　T E L　　0966-63-1108 65

　　　　水俣市社会福     F A X　　0966-62-2885

　　　　祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ meisuien1108@orion.ocn.

（市立・民営） ne.jp

863-2503

社会福祉法人 　天草郡苓北町志岐1059

慈永会   　T E L　　0969-35-1258 164

（民立・民営）     F A X　　0969-35-2398

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jimusitsu@jieikai.com

862-0947

社会福祉法人 　熊本市画図町重富字餅溝575

志友会   　T E L　　096-370-0501 80

（民立・民営）     F A X　　096-370-0503

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ e-jimu@eagle.ocn.ne.jp

887-0034

社会福祉法人 　日南市大字風田3649-2

愛泉会   　T E L　　0987-23-3131 122 事務部

（民立・民営）     F A X　　0987-23-8130 (外短：4)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ han0701@btvm.ne.jp

899-4501

社会福祉法人 　姶良郡福山町福山838

たちばな会   　T E L　　0995-55-2121 230

（民立・民営）     F A X　　0995-55-2151

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tatibana-k@po.minc.ne.jp

891-1206

社会福祉法人 　鹿児島市皆与志町1779

向陽会   　T E L　　099-238-2755 190 地域福祉係

（民立・民営）     F A X　　099-238-5134

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ yifc-sou@crest.ocn.ne.jp

901-2111

設置　沖縄県 　浦添市経塚714

経営　社会福祉法人   　T E L　　098-877-3478 100

　　　　沖縄県社会福     F A X　　098-877-6170

　　　　祉事業団 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ oki-ryoikuen714@alpha.

（県立・民営） ocn.ne.jp

地域療育支
援事業所

沖縄県 沖縄県立沖縄療育園

鹿児島県 オレンジ学園

鹿児島県
やまびこ医療
福祉センター

熊本県
江津湖療育園
発達医療センター

宮崎県 愛泉会日南病院

熊本県 水俣市立明水園

熊本県 はまゆう療育園

熊本県
芦北学園
発達医療センター
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重症心身障害児施設一覧

都道府県 施　設　名 設置・経営主体 連　絡　先 定　員
療育相談

担当

905-0006

社会福祉法人 　名護市字宇茂佐1765

五和会   　T E L　　0980-52-0957 80

（民立・民営）     F A X　　0980-53-1351 (短：4)

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ naryo@plum.ocn.ne.jp

902-0064

社会福祉法人 　那覇市寄宮2-3-1

  　T E L　　098-832-3283 90

    F A X　　098-835-1291

（民立・民営） 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ okiryogo@nirai.ne.jp

904-2173

社会福祉法人 　沖縄市比屋根629

  　T E L　　098-932-6077 50

    F A X　　098-932-7991

（民立・民営）

平成17年8月1日現在

沖縄肢体不自由児
協会

沖縄肢体不自由児
協会

※注　定員欄の短は短期入所用、外短は児童福祉法上定床の外。

沖縄県 若夏愛育園

沖縄県 周和園

沖縄県 名護療育園
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