
障害福祉サービス等情報公表制度　各都道府県等担当者窓⼝（2018.12.12時点）
都道府県

担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス

障害者サービス 各総合振興局（振興局）保健環境部社会福祉課
⼜は保健福祉部福祉局施設運営指導課 011-231-4111(内線25-227) 011-232-1097 hofuku.kaigo2@pref.hokkaido.lg.jp

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/shitei/shougaishitei/jouhoukouhyou.htm

障害児サービス 各総合振興局（振興局）保健環境部社会福祉課
⼜は保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 011-231-4111(内線25-725) 011-232-4068 hofuku.shohuku1@pref.hokkaido.lg.jp

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/shitei/shougaishitei/jouhoukouhyou.htm

2 ⻘森県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 017-734-9308 017-734-8092 syofuku@pref.aomori.lg.jp http://cms.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/30syougai_jyouhoukouhyo.html

3 岩⼿県 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい保健福祉課 019-629-5448 019-629-5454 iwate-shofuku@pref.iwate.jp http://www.pref.iwate.jp/fukushi/shougai/jigyousha/

4 宮城県 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障害福祉課 022-211-2558 022-211-2597 syoufukuun@pref.miyagi.lg.jp https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/

5 秋⽥県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 018-860-1332 018ｰ860ｰ3866 Shoufuku@pref.akita.lg.jp https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/34496

6 ⼭形県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障がい福祉課 023-630-2275 023-630-2111 yshogai@pref.yamagata.jp http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/shogai/

障害者サービス 保健福祉部障がい福祉課 024-521-7171 024-521-7929 shougaifukushi@pref.fukushima.lg.jp http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/

障害児サービス 保健福祉部こども未来局児童家庭課 024-521-8665 024-521-7747 jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/

8 茨城県 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障害福祉課⾃⽴⽀援担当 029-301-3363 029-301-3370 ー http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/shofuku/

9 栃⽊県 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障害福祉課 028-623-3059 028-623-3052 syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp http://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/fukushi/h30zyouhoukouhyou.html

10 群⾺県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害政策課 027-226-2638 027-224-4776 shougai-kouhyou@pref.gunma.lg.jp http://www.pref.gunma.jp/02/d42g_00086.html

11 埼⽟県 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害者⽀援課 048-830-3314 048-830-4783 a3300-01@pref.saitama.lg.jp http://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/shogaisha/shisetsu/index.html

12 千葉県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉事業課地域⽣活⽀援班 043-223-2335 043-222-4133 chiba_jyoho@pref.chiba.lg.jp https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jyouhoukouhyou/index.html

障害者サービス（療養介護・
⽣活介護・施設⼊所⽀援・⾃
⽴訓練）

福祉保健局障害者施策推進部
施設サービス⽀援課障害者⽀援施設担当 03-5320-4156 03-5388-1407 S0410819@section.metro.tokyo.jp http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/

障害者サービス（共同⽣活援
助・短期⼊所）

福祉保健局障害者施策推進部
地域⽣活⽀援課居住⽀援担当 03-5320-4151 03-5388-1408 S0410818@section.metro.tokyo.jp http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/

障害者サービス（就労移⾏⽀
援、就労継続⽀援（Ａ型・Ｂ
型）、就労定着⽀援）

福祉保健局障害者施策推進部
地域⽣活⽀援課就労⽀援担当 03-5320-4158 03-5388-1408 S0410818@section.metro.tokyo.jp http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/

障害児サービス 福祉保健局障害者施策推進部
施設サービス⽀援課児童福祉施設担当 03-5320-4374 03-5388-1407 S0410819@section.metro.tokyo.jp http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/

14 神奈川県 障害者サービス・障害児サービス 福祉⼦どもみらい局福祉部障害福祉課 045ｰ210ｰ4717 045ｰ201ｰ2051 ー http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/

15 新潟県 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障害福祉課 025-280-5228 025-283-2062 ngt040260@pref.niigata.lg.jp http://www.pref.niigata.lg.jp/shougaifukushi/index.html

16 富⼭県 障害者サービス・障害児サービス 厚⽣部障害福祉課⾃⽴⽀援係 076-444-3212 076-444-3494 ashogaifukushi@pref.toyama.lg.jp http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1209/index.html

17 ⽯川県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害保健福祉課 076-225-1428 076-225-1429 shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp http://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/jouhou/joho.html

18 福井県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課⾃⽴⽀援グループ 0776-20-0339 0776-20-0639 syogai@pref.fukui.lg.jp http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/

⾃治体名

1 北海道

7 福島県

13 東京都
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都道府県
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス⾃治体名

19 ⼭梨県 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障害福祉課施設⽀援担当 055-223-1463 055-223-1464 shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp http://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/index.html

20 ⻑野県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障がい者⽀援課施設⽀援係 026-235-7149 026-234-2369 fuku-shisetsu@pref.nagano.lg.jp http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/joho/johokohyo.html

21 岐⾩県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 058-272-8302 058-278-2643 c11226@pref.gifu.lg.jp http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11226/

22 静岡県 障害者サービス・障害児サービス 福祉⻑寿局福祉指導課障害指導班 054-221-3771 054-221-2142 shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kohyo.html

23 愛知県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 052-954-6317 052-954-6920 shogai@pref.aichi.lg.jp https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/300711jyouhoukouhyou.html

24 三重県 障害者サービス・障害児サービス ⼦ども・福祉部障がい福祉課サービス⽀援班 059-224-2266 059-228-2085 shoho@pref.mie.jp http://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/2016010203_00003.htm

25 滋賀 障害者サービス・障害児サービス 健康医療福祉部障害福祉課企画・指導係 077-528-3544(内線3544) 077-528-4853 ec0002@pref.shiga.lg.jp ー

障害者サービス 健康福祉部介護・地域福祉課 075-414-4671 075-414-4572 kaigofukushi@pref.kyoto.lg.jp http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/index.html

障害児サービス 健康福祉部障害者⽀援課 075-414-4634 075-414-4597 shogaishien@pref.kyoto.lg.jp http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/index.html

27 ⼤阪府 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉室⽣活基盤推進課指定・指導グルー
プ 06-6944-9174 06-6944-6674 seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/jyouhoukouhyou.html

障害者サービス 健康福祉部障害福祉局障害福祉課 078-341-7711（内線2966） 078-362-9105 shougaika@pref.hyogo.lg.jp ー

障害児サービス 健康福祉部障害福祉局障害福祉課 078-341-7711（内線3012） 078-362-9105 shougaika@pref.hyogo.lg.jp ー

29 奈良県 障害者サービス・障害児サービス 福祉医療部障害福祉課 0742-27-8513 0742-22-1814 syogai@office.pref.nara.lg.jp http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1834.htm

障害者サービス 福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課 073-441-2533(内線2533)
073-441-2537(内線2537) 073-432-5567 e0404003@pref.wakayama.lg.jp https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/index.html

障害児サービス 福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課 073-441-2537(内線2537) 073-432-5567 e0404003@pref.wakayama.lg.jp https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/index.html

障害者サービス 福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7193 0857-26-8136 shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp https://www.pref.tottori.lg.jp/275655.htm

障害児サービス 福祉保健部⼦育て王国推進局⼦ども発達⽀援課 0857-26-7865 0857-26-8136 kodomoshien@pref.tottori.lg.jp https://www.pref.tottori.lg.jp/275656.htm

32 島根県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障がい福祉課 0852-22-5239 0852-22-6687 syougai-jouhou@pref.shimane.lg.jp https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/jigyousya/syougaijouhoukouhyou.html

33 岡⼭県 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部保健福祉課指導監査室 086-226-7917(内線2975) 086-226-7919 shofuku-info@pref.okayama.jp http://www.pref.okayama.jp/soshiki/340/

34 広島県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局障害者⽀援課 082-513-3158 082-223-3611 fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/jouhoukyouhyou.html

障害者サービス 健康福祉部障害者⽀援課施設福祉推進班 083-933-2735 083-933-2779 a14100@pref.yamaguchi.lg.jp http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/jiritsu00/jyohokohyo3006.html

障害児サービス 健康福祉部障害者⽀援課在宅福祉推進班 083-933-2764 083-933-2779 a14100@pref.yamaguchi.lg.jp http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/jiritsu00/jyohokohyo3006.html

障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい福祉課(⾝体・知的) 088-621-2248(在宅担当)
088-621-2235(施設担当) 088-621-2241 syougaifukushika@pref.tokushima.jp https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/syougaifukushika/

障害者サービス 保健福祉部健康増進課(精神) 088-621-2221 088-621-2841 kenkouzoushinka@pref.tokushima.jp https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/syougaifukushika/

37 ⾹川県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課地域⽣活⽀援グループ
施設福祉・就労⽀援グループ

087-832-3292
087-832-3293 087-806-0240 syoufuku-kouhyou@pref.kagawa.lg.jp http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/shogaifukushi/shisetsu/index.shtml

28 兵庫県

30 和歌⼭県

26 京都府

31 ⿃取県

35 ⼭⼝県

36 徳島県
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都道府県
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス⾃治体名

38 愛媛県 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部⽣きがい推進局障がい福祉課 089-912-2424 089-931-8187 syougaihukus@pref.ehime.lg.jp http://www.pref.ehime.jp/h20700/jyouhoukouhyouseido/jyouhoukouhyouseido.html

39 ⾼知県 障害者サービス・障害児サービス 地域福祉部障害福祉課 088-823-9635 088-823-9260 060301@ken.pref.kochi.lg.jp http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/

40 福岡県 障害者サービス・障害児サービス 福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室 092-643-3312 092-643-3304 shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/johokohyoseido.html

41 佐賀県 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 0952-25-7064 0952-25-7302 jouhoukouhyou@pref.saga.lg.jp https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00362339/index.html

42 ⻑崎県 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障害福祉課⾃⽴就労⽀援班 095-895-2455 095-823-5082 shofukukouhyo@pref.nagasaki.lg.jp http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/shogaisha/oshirase-shogaisha/tsuchi/344815.html

障害者サービス 健康福祉部⼦ども・障がい福祉局障がい⽀援課 096-333-2233 ー jyouhou-kouhyou-
wam@pref.kumamoto.lg.jp ー

障害児サービス 健康福祉部⼦ども・障がい福祉局障がい⽀援課 096-333-2237 ー jyouhou-kouhyou-
wam@pref.kumamoto.lg.jp ー

44 ⼤分県 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障害福祉課施設⽀援班 097-506-2745(内線2745) 097-506-1740 s12500@pref.oita.jp ー

45 宮崎県 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障がい福祉課 0985-32-4471(内線2473) 0985-26-7340 shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shogaifukushi/index.html

46 ⿅児島県 障害者サービス・障害児サービス くらし保健福祉部障害福祉課 099-286-2749 099-286-5558 s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/syogaifukushi/riyousya/index.html

47 沖縄県 障害者サービス・障害児サービス ⼦ども⽣活福祉部障害福祉課 098-866-2190(内線2570) 098-866-6916 joho-syogai@pref.okinawa.lg.jp http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/jigyo/a/2018joho.html

43 熊本県
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指定都市
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス

1 札幌市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 011-211-2938 011-218-5181 shogai-kohyo@city.sapporo.jp http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/jyouhou-kohyou.html

2 仙台市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局障害福祉部障害者⽀援課 022-214-6141 022-223-3573 shougaishidou@city.sendai.jp ー

3 さいたま市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉局福祉部障害⽀援課 048-829-1309 048-829-1981 shogai-shien@city.saitama.lg.jp http://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/005/p001228.html

障害者サービス 保健福祉局⾼齢障害部障害福祉サービス課

043-245-5174
(施設系･⽇中活動系)
043-245-5228
(訪問系･相談系)

ー ー ー

障害児サービス 保健福祉局⾼齢障害部障害福祉サービス課 043-245-5227 ー ー ー

5 川崎市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 044-200-0082 ー 40syokei@city.kawasaki.jp ー

障害者サービス 健康福祉局障害福祉部障害企画課 045-671-3601 045-671-3566 kf-syositei@city.yokohama.jp http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/

障害児サービス こども⻘少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課 045-671-4278 045-663-2304 kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/kikaku/l-stage6.html

7 相模原市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局福祉部障害政策課 042-707-7055 042-759-4395 shougai-
seisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp ー

8 新潟市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課介護給付係 025-226-1241(内線31242) 025-223-1500 shogai.wl@city.niigata.lg.jp https://www.city.niigata.lg.jp/

9 静岡市 障害者サービス・障害児サービス 保険福祉⻑寿局健康福祉部障害者福祉課⾃⽴⽀援係 054-221-1098 054-221-1494 shougaifukushi@city.shizuoka.lg.jp www.city.shizuoka.jp

10 浜松市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害保健福祉課 053-457-2860 053-457-2630 syoghuku@city.hamamatsu.shizuoka.jp http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

障害者サービス 健康福祉局障害福祉部障害者⽀援課 052-972-3965 052-972-4149 a2578-
01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/top/

障害児サービス ⼦ども⻘少年局⼦育て⽀援部⼦ども福祉課 052-972-3187 052-972-4438 a2520-
02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/top/

障害者サービス 保健福祉局　障害保健福祉推進室 075-222-4161 075-251-2940 syogai-joho@city.kyoto.lg.jp ー

障害児サービス ⼦ども若者はぐくみ局⼦ども若者未来部⼦ども家庭⽀援課 075-746-7625 075-251-1133 syogai-joho@city.kyoto.lg.jp ー

13 ⼤阪市 障害者サービス・障害児サービス 福祉局障がい者施策部運営指導課 06-6241-6527 06-6241-6608 fa0260@city.osaka.lg.jp http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000157158.html

障害者サービス 健康福祉局障害福祉部障害施策推進課 072-228-7818 072-228-8918 jigyo-shosui@city.sakai.lg.jp http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/oshirase/syofuku_jigyousya/index.html

障害児サービス ⼦ども⻘少年局⼦ども⻘少年育成部⼦ども家庭課障害児⽀援係 072-228-7331(内線3336) 072-228-7318 koka@city.sakai.lg.jp https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/taishou/shogai/jigyoshashitei/index.html

15 神⼾市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉局障害福祉部障害者⽀援課 078-331-8181(内線3235) 078-322-6045 s-khsys@office.city.kobe.lg.jp ー

16 岡⼭市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉局⾼齢福祉部事業者指導課 086-212-1015 086-221-3010 ※HP内にある問い合わせフォームをご利⽤くださ
い。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00109.html

17 広島市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局障害福祉部障害⾃⽴⽀援課 082-504-2841 082-504-2256 jiritsu@city.hiroshima.lg.jp http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/genre/1001000000554/index.html

18 北九州市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉局障害福祉部障害者⽀援課指定指導係 093-582-2424 093-582-2425 ho-shougai-staff01@mail2.city
.kitakyushu.jp  http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800076.html

4 千葉市

6 横浜市

11 名古屋市

⾃治体名

12 京都市

14 堺市

4



担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス⾃治体名

障害者サービス 保健福祉局障がい者在宅⽀援課 092-711-4248 092-711-4818 shogaijyohokohyo@city.fukuoka.lg.jp http://www.city.fukuoka.lg.jp/

障害児サービス こども未来局こども発達⽀援課 092-711-4178 092-733-5534 syougaijkohyo@city.fukuoka.lg.jp http://www.city.fukuoka.lg.jp/

20 熊本市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局障がい者⽀援部障がい保健福祉課 096-328-2519 096-325-2358 shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg
.jp ー

19 福岡市

5



中核市（児童相談所設置市） ※障害児サービスは、⼊所・通所⽀援含む
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス

障害者サービス 福祉部指導監査課 046-822-8411 046-827-0566 shidokansa-
shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=41&topid=14

障害児サービス こども育成部こども施設課 046-822-8224 046-827-0652 cfgi-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=41&topid=14

2 ⾦沢市 障害者サービス・障害児サービス 福祉局障害福祉課事業者管理係 076-220-2018 076-232-0294 syoufuku@city.kanazawa.lg.jp http://www4.city.kanazawa.lg.jp/23016/syougai/jouhoukouhyouseido.html

中核市　※障害児サービスは、障害児相談⽀援のみ
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス

1 函館市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部指導監査課 0318-21-3925 0138-21-3928 shidou-
syougai@city.hakodate.hokkaido.jp https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/shidoukansa/

2 旭川市 障害者サービス・障害児サービス 福祉保険部指導監査課 0166-26-1111(内線5129) ー ー ー

3 ⻘森市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい者⽀援課 017-734-5327 017-734-5329 shougai-shien@city.aomori.aomori.jp https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo-koyou/jigyousya/fukushi-kaigo-jigyousya/fukushi-jigyou/index.html

4 ⼋⼾市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課⾃⽴⽀援グループ 0178-43-2111(内線5217) 0178-22-4810 shogaif@city.hachinohe.aomori.jp http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/25,120281,109,html

5 盛岡市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい福祉課 019-613-8296 ー ー ー

6 秋⽥市 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障がい福祉課 018-888-5663 018-888-5664 syougai-kouhyou@city.akita.lg.jp https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shogaifukushi/1006068/1011247/1013760.html

7 福島市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障がい福祉課 024-535-1111(内線3543) 024-533-5263 http://www.city.fukushima.fukushima.jp
/kohoka-koho/toiawasw/syougai.html http://www.city.fukushima.fukushima.jp/kenko/fukushi/shogai/index.html

8 郡⼭市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい福祉課 024-924-2381 024-933-2290 shougaifukushi@city.koriyama.fukushim
a.lg.jp https://www.city.koriyama.fukushima.jp/

9 いわき市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい福祉課 0246-22-7485(内線2763) 0246-22-3183 shogaifukushi@city.iwaki.lg.jp http://www.city.iwaki.lg.jp/www/section/1441963509412/index.html

10 宇都宮市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部保健福祉総務課法⼈・施設グループ 028-632-2917 028-639-8825
u-
update.wam@city.utsunomiya.tochigi.jp http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/

11 前橋市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害福祉課 027-220-5713(直通) 027-223-8856 syougaifukushi@city.maebashi.gunma.j
p http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/42/125/017/p019936.html

12 ⾼崎市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害福祉課管理担当 027-321-1245 027-326-8876 shofukukohyo@city.takasaki.gunma.jp http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2018081400044/

13 川越市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害者福祉課 049-224-5785(内線2544) 049-225-3033 shogaisha@city.kawagoe.saitama.jp http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofukushi/fukushikaigo/shogaifukushi/jigyosho_ichiran.html

14 越⾕市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害福祉課 048-963-9164 048-963-9171 shogaifukushi@city.koshigaya.lg.jp https://www.city.koshigaya.saitama.jp/

15 川⼝市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害福祉課 048-271-9442 048-256-5650 083.03000@city.kawaguchi.saitama.jp https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shisetsu/24257.html

障害者サービス 福祉サービス部指導監査課指導監査第⼀係 047-436-2425 ー ー ー

障害児サービス ⼦育て⽀援部療育⽀援課整備計画係 047-436-2342 ー ー ー

17 柏市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障害福祉課 04-7167-1136(内線408) ー ー ー

18 ⼋王⼦市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害者福祉課 042-620-7479 042-623-2444 b440600@city.hachioji.tokyo.jp ー

⾃治体名

1 横須賀市

⾃治体名

16 船橋市

6



中核市　※障害児サービスは、障害児相談⽀援のみ
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス⾃治体名

19 富⼭市 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障害福祉課 076-443-2254(内線2431) 076-443-2143 shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp http://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/shogaifukushika/jouhoukouhyouseido.html

20 ⻑野市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障害福祉課 026-224-8382 026-224-5093 shougai@city.nagano.lg.jp http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shougai/

21 岐⾩市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課指導係 058-214-2136 058-265-7613 fj-shougai@city.gifu.gifu.jp http://www.city.gifu.lg.jp

22 豊橋市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害福祉課管理・指定グループ 0532-51-2699 0532-56-5134 shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp http://www.city.toyohashi.lg.jp/2740.htm

23 岡崎市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課施策係 0564-23-6165 0564-25-7650 shogai@city.okazaki.lg.jp http://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1424/1408/p022812.html

24 豊⽥市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課総務計画担当 0565-34-6751 0565-33-2940 shougai_hu@city.toyota.aichi.jp http://www.city.aichi.jp/shisei/soshiki/fukushi/1018422.html

25 ⼤津市 障害者サービス・障害児サービス 福祉⼦ども部障害福祉課 077-528-2745 077-524-0086 otsu1408@city.otsu.lg.jp http://www.city.otsu.lg.jp/

26 豊中市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 06-6858-2229 06-6858-1122 shougaifukushi@city.toyonaka.osaka.jp https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/shougai/index.html

障害者サービス 健康福祉部福祉指導課 072-674-7821 072-674-7820 ー http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/fukushis/index.html

障害児サービス ⼦ども未来部⼦育て総合⽀援センター 072-686-3032 072-686-5431 ー http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/kosodat/index.html

28 枚⽅市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部福祉指導監査課 072-841-1467 072-841-1322 fshidou@city.hirakata.osaka.jp http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000019768.html

障害者サービス 福祉部障害者⽀援室障害福祉事業者課 06-4309-3187 06-4309-3813 shogaijigyosha@city.higashiosaka.lg.jp http://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/19-4-2-4-0.html

障害児サービス ⼦どもすこやか部⼦ども⾒守り課 06-4309-3197 06-4309-3817 kodomo-
johokohyo@city.higashiosaka.lg.jp http://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000007466.html

30 ⼋尾市 障害者サービス・障害児サービス 地域福祉部福祉指導監査課 072-924-9362 072-922-3786 sidouk@city.yao.osaka.jp http://www.city.yao.osaka.jp/soshiki/5-16-0-0-0_10.html 

31 姫路市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局保健福祉部監査指導課 079-221-2490 079-221-2487 kansashido@city.himeji.lg.jp http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212387/_27772/_28313.html

32 尼崎市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局障害福祉担当部障害福祉課事業所指定・
管理担当係 06-6489-6750 06-6489-6351 ama-syougai-

shitei@city.amagasaki.hyogo.jp
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1012175.html

33 ⻄宮市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局福祉総括室法⼈指導課 0798-35-3152 0798-34-5465 hojin@nishi.or.jp ー

34 明⽯市 障害者サービス・障害児サービス 福祉局⽣活⽀援室障害福祉課 078-918-1344 ー ー ー

35 奈良市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課 0742-34-4593 0742-34-5080 jigyoushoshitei-shougai@city.nara.lg.jp ー

36 和歌⼭市 障害者サービス・障害児サービス 福祉局社会福祉部障害者⽀援課 073-435-1060 073-431-2840 shogaishashien@city.wakayama.lg.jp http://www.city.wakayama.wakayama.jp/jigyou/fukusi/1009091/1021073.html

37 ⿃取市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部地域福祉課指導監査室 0857-20-3847 0857-20-3866 syougaifukushi-service@city.tottori.lg.jp ー

38 松江市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい者福祉課 0852-55-5946 0852-55-5309 s-service-kouhyou@city.matsue.lg.jp http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/hukushi/shougaisha/syougaijouhoukouhyou.html

39 倉敷市 障害者サービス・障碍児サービス 保健福祉局社会福祉部障がい福祉課事業所指導室 086-426-3287 086-421-4411 wlfdsb-
buguof@city.kurashiki.okayama.jp http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33080.htm

40 呉市 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部福祉保健課指導グループ 0823-25-3132 0823-24-4863 hukuho@city.kure.lg.jp －

41 福⼭市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉局福祉部障がい福祉課 084-928-1261 084-928-1730 shougai-
fukushi@city.fukuyama.hiroshima.jp http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/

29 東⼤阪市

27 ⾼槻市

7



中核市　※障害児サービスは、障害児相談⽀援のみ
担当（障害者・障害児） 部（局）課（室）名 電話番号 FAX メールアドレス ＨＰアドレス⾃治体名

42 下関市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害者⽀援課権利擁護係 083-227-4199 083-222-3180 fkshogai@city.shimonoseki.yamaguchi.j
p

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/gerne/0000000000000/1000000000101/index.html

43 ⾼松市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局福祉事務所障がい福祉課 087-839-2333 ー syoufuku@city.takamatsu.lg.jp http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/shogai_shien/todokede/jigyosho.html

44 松⼭市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい福祉課 089-948-6849 089-932-7553 shougai@city.matsuyama.ehime.jp http://www.city.matsuyama.ehime.jp/index.html

45 ⾼知市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障がい福祉課 088-823-9378 088-823-9370 kc-120304@city.kochi.lg.jp http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/29/

46 久留⽶市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉部障害福祉課 0942-30-9035 0942-30-9752 fukushi@city.kurume.fukuoka.jp https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9044fukushi/3010oshirase/2018-0802-1904-32.html

47 ⻑崎市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障害福祉課 095-829-1141(内線2622) 095-829-7571 shoufuku@city.nagasaki.lg.jp http://www.city.nagasaki.lg.jp/soshiki/79/83/index.html

48 佐世保市 障害者サービス・障害児サービス 保健福祉部障がい福祉課 0956-24-1111(内線5107) 0956-25-2281 syogai@city.sasebo.lg.jp http://www.city.sasebo.lg.jp

49 ⼤分市 障害者サービス・障害児サービス 福祉保健部障害福祉課 097-537-5658 097-537-1411 syogaifuku@city.oita.oita.jp http://www.city.oita.oita.jp/o089/documents/jouhoukouhyo.html

50 宮崎市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課 0985-42-6442 0985-21-1776 10syogai2@city.miyazaki.miyazaki.jp http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/

51 ⿅児島市 障害者サービス・障害児サービス 健康福祉局福祉部障害福祉課 099-216-1272 099-216-1274 ー http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/jyouhoukouhyouseido.html

52 那覇市 障害者サービス・障害児サービス 福祉部障がい福祉課企画・庶務Ｇ 098-862-3275 098-862-0621 H-HUKU002@city.naha.lg.jp http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/syougai
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