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〜発達障害の理解と支援の流れ〜

鳥取県発達障がい者支援センター
『エール』鳥取県自閉症・発達障害支援センター

冊子のねらい
この小冊子は、発達障害の支援に関わる関係機関等の
方々に発達障害の基本的な理解、及び発達障害のある人
の障害を通じた支援を積極的に進めていくことを目的に
作成しました。
各ライフステージにおいて、関係機関相互の連携によ
る支援が発達障害のある人やその家族への支援につなが
ることに役立ち、安心して地域の中で生活や活動を楽し
むことができることを願っています。

はじめに
〜発達障害の人たちの理解と支援〜
平成17年4月1日に発達障害者支援法が施行され、発達障害
の定義〔自閉症、アスペルガー症候群と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〕が明確になり、国・県・市町村の責務が示されまし
た。このことにより、発達障害児（者）の一貫した継続的な支
援のための施策が行われるようになりました。
人の一生は、幼児期、学童期、青年期、成人期、老齢期それ
ぞれのライフステージで、家族や地域の人々と関わりながら生
活や活動を楽しむ一方で、社会的な学習や成熟が期待されます。
人は誰もが人と人との相互関係の中で地域生活を営み、お互
いに助け合いや支え合いを必要とする社会的な存在で、生涯を
通じて発達し続けます。発達障害の多くは人間の一つの個性で
すが、特別な理解と支援を必要とする個性と考えられています。
発達に障害のある人たちは、他の人と同じように一人の人間
であることには何ら違いがありませんが、社会的な関係に気づ
くことが苦手だったり、成熟に時間がかかったり、周囲から誤
解されたりして、しばしば対立や摩擦、混乱や孤立を生じるこ
とがあります。
この人たちは、発達のつまずきや特性についての深い理解と、
活動や生活に対してのさまざまな支援や工夫を求めています。
必要とする長さで、理解と支援を受けて円滑に発達や適応をす
れば、それぞれがたくましい力を発揮して社会に参加すること
が可能な人たちです。
『エール』は発達障害のある人たちが地域の中で必要な存在
として、それぞれの力を十分に発揮しながらライフステージを
幸せに暮らせるように、本人、家族、関係者及び関係機関と直
接・間接の協力関係を持ちながら応援を続けます。
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1 発達障害
● 発達障害について
疑問

発達障害って何だろう？
発達障害の原因はまだ確定されていませんが、生まれつきの脳の
働きに何らかの障害、あるいは障害というよりも少し変わった特色
や特異性があると考えられています。本人のわがままや、親の育て
方・しつけ方などの養育環境が根本的な原因で発達障害になるので
はありません。
また、発達障害の人の明らかな数は不明ですが、通常の学級に在
籍する学習・行動面に困難さを抱え、発達障害では？と想定される
児童は約6.3％（平成14年文部科学省の調べによる）でした。単純
に1クラス40人としても、クラスに2〜3人は発達障害と考えられ
る児童がいる、という計算になります。
これらの報告などから、最近では発達障害の特異的な特性をもつ
人が世の中に多く存在していることが分かってきました。

友達

みんな
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発達障害の代表的なものとして、主に次のものがあげられます。
＊広汎性発達障害（ＰＤＤ）
・自閉症
・アスペルガー症候群
・小児期崩壊性障害
・レット症候群
・特定不能の広汎性発達障害
＊注意欠陥／多動性障害（AD／HD）
＊学習障害（LD）
＊トゥレット症候群
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● 育ちの中で目指すこと
だいじょうぶ

夢や希望、持ちたいな！

発達障害といっても状態像は十人十色です。また、同じ診断名で
も、その人の個性や発達の状況、年齢や暮らす環境などによって目
に見える症状は異なります。そして、発達障害が病気のように「完
全に治る」ことはありませんが、成長しないという訳ではありませ
ん。周囲が発達障害を理解して、日々のサポートや育ちを応援する
ことで、確実に成長していき、将来的にはその人なりの自立した豊
かな社会生活を送ることができる力を持っています。

視覚支援ツール

働く
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働く

● 豊かな社会生活を送るために
考える

支援で大事なことって
何だろう？

発達障害のある人が、その人なりの自立した豊かな社会生活をお
くるためには、周囲が発達障害の特性を理解し、幼少期からの暖か
くて穏やかな人間関係や、「一貫した継続的支援」を必要とします。
周囲の理解や支援が得られず、摩擦や衝突の多い状況では、本来の
障害そのものがもたらす 問題 よりも、環境からの 二次的な問
題 が大きくなります。こうなると、たとえ知的な能力は高くても
社会生活を営む力や心が育ちにくくなります。
こうしたことからも、早期発見・早期療育は、子ども自身のより
よい育ちを応援するだけではなく、家族の障害受容・理解をすすめ、
前向きな養育支援を行っていくことからも大切になってきます。
また、乳幼児期から学童期、学童期から成人期へと、各ライフス
テージにわたって継続的に支援をするためには、福祉、教育、医療、
労働等の各関係機関との「連携」が不可欠です。

赤ちゃん

こども

学生
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大人

2 障害特性と支援
● 自閉症
疑問

自閉症ってよく聞くんだけど…
自閉症のグループ（広汎性発達障害）は、近年では100人に1人
〜2人程の発生率といわれています。男児に多い傾向で、女児との
比率は3〜4：1くらいです。
自閉症グループは、以前は典型的なタイプ（カナータイプ）しか
知られていなかったため、その約2／3は知的障害があると報告さ
れていました。近年は知的障害を伴わないタイプ（高機能自閉症、
アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害）が知られるよう
になり、グループ全体では約60％が知能が正常範囲だと報告され
ています。
※自閉症は、次に示す3つの特徴が診断の基準になります。
こうした特徴のどれか1つは、3歳以前に現れることも条件です。

（1）言葉の発達の遅れとかたより
言葉がなかったり、言葉の発達が遅れたりします。言葉が出てき
ても、オウム返し（意味は理解しておらず、こちらの言った事をそ
のまま繰り返す事）とか、会話が続かない、一方的な会話、奇妙な
言葉の使い方であったりします。
悩む

話す
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（2）対人関係の困難さ
人への反応が乏しく、人と視線を合わせなかったり、表情や身振
りが乏しかったりします。情緒的な交流ができにくく、人との共感
に欠ける、相手の気持ちを理解できず、友達と協調して遊ぶ事がな
かなかできない人もいます。
悪気もなく、相手を嫌いなわけでもなく、つい口にしたり、やっ
てしまうことで、対人関係に困難さをきたすことが多くあります。
あそぶ

あそぶ

（3）活動や興味の範囲が狭い
活動や興味の範囲が狭く、特定の事にこだわります。手をひらひ
らさせたり、同じような活動を飽きる事なく繰り返します。
自分の行動パターンや物にこだわり、周りの人や習慣、行動予定
のわずかな変化にも驚いて、苦痛を感じてしまうことがあります。
興味
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その他、次の特徴もあります。

●アンバランスな感覚
身体を触られる事には過敏に反応して嫌うのに、けがの痛みには
平気で、むしろ鈍感に思われる事もあります。
赤ちゃんの泣き声、犬のほえ声など日常的な音をひどく不快に感
じて泣き叫ぶかと思うと、一般の人には耐え難い硬質のガラスや金
属が擦れ合う音などには平気でいたりします。
また、料理の味などについても敏感な人は、偏食が著しかったり、
ちょっと調理方法を変えただけでも苦痛に感じてしまったりする事
もあります。
驚く

いやな

これらの特徴はあっても、その程度はさまざまです。自閉症のあ
る人も発達のかたよりやズレはありますが、それぞれの発達特性に
応じて成長や変化をします。
みんな

ちがう

だいじょうぶ

−8−

わたし

考える

自閉症の支援はどうしたら
いいんだろう？
支援を考える際、一人一人の「自閉症」としての特徴を理解した
支援をすることがとても重要です。基本土台は「不安にさせない、
怖がらせない、混乱させない」ことですが、支援やサポートでこれ
1つさえすれば良いというものはなく、1000人の自閉症の人がい
たら、1000通りの支援の仕方があると言っても過言ではありませ
ん。一人ひとりの発達の状態や特性の内容、生活状況に合わせて、
支援のやり方を考えて計画することを個別プログラムといい、自閉
症の支援ではとても大切な事柄ですが、ここでは、診断基準の特徴
から日常起こりうる苦手さを考え、基本的な支援の仕方について紹
介します。

●言葉でのコミュニケーション
言葉のみでの意味の理解が難しいことが多くあります。例えば、
「ちょっと待って」といった抽象的なことや「お茶碗とお箸を棚に
しまってコップを流しに持って行って」等の長い文章の理解などで
す。他にも、言葉をそのままの意味で理解してしまい、お母さんに
火にかけた鍋を「見ておいて」と言われて、見てるだけで鍋を焦が
してしまった、ということも起こりえます。
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※こうした際の支援のポイントは次の通りです。

・抽象的な言葉よりも
→具体的な言葉で伝える
（例：「ちょっと待って」「あそこにしまって」よりも→「3分待って」「黄色の
引き出しにしまって」
）

わかる

・長い文章よりも
→簡潔で短い文章にする（一度にたくさん言わない）
静かにします

・言葉だけで難しい場合は、その人にわかる手段を使って接する
（実物／絵／写真／文字／ジェスチャー等）

図・表の提示
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●人とのやりとり
集団での活動なのに自分の作業が終わると勝手に席を離れたり、
相手が飽きたり疲れていてもかまわずに質問攻めにして困らせるな
ど、人とのやりとりにつまずくことがあります。「状況を察するこ
と」や「相手の気持ちを理解すること」といった、社会的なルール
を暗黙裏に了解することに難しさがあるのです。

※こうした際の支援のポイントは次の通りです。

・して欲しいことは具体的にあらかじめ伝えておく
（例「仕事が終わったら、A君の手伝いね。
」等）

・気持ちの勉強
（相手にも自分にも気持ちがあること／相手と自分の気持ちがいつも同じとは
限らないこと等）

・話のルールを教える
（一方的に話さない、返事を聞いてから話す等 → 会話のやりとりの仕方）

勉強する
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●行動パターンとこだわり
急な予定の変更や毎回変わる活動は、見通しがつかないことなの
で苦手です。そのため、反対に「部屋に入る前に必ず靴を裏返す」
等の行動がパターンやこだわりになることもあります。ですが、あ
らかじめ決められたルールや手順などをいったん理解し、納得すれ
ばスムーズに行動できるようになることがあります。

※こうした際の支援のポイントは次の通りです。

本人に解るやり方で、
・あらかじめ見通しを伝える
（いつ、どこで、誰と何をするか、終わったらどうなるか）

・最初に正しいやり方を伝える

その他に、感覚のとらえ方が過敏すぎたり、反対に鈍すぎたりす
ることがあります。過敏性がある場合、決して無理強いをしないこ
と、強い刺激は控えるといった配慮が大切になります。どんな場合
でも、本人ができるだけ失敗しないように支援し、成功感、成就感
を持たせることが大切です。

いらいら

予定

ごほうび
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やったー！

● 高機能自閉症・アスペルガー症候群
考える

高機能自閉症や
アスペルガー症候群って何？

知的な遅れのある典型的な自閉症に対して、知的な遅れのない自
閉症を高機能自閉症、もしくはアスペルガー症候群と言います。知
的な遅れがないので、一見理解しているように思われることが多い
のですが、会話のやりとりの中で妙な違和感を感じることがありま
す。
あれ？

※高機能自閉症の特徴は、次の通りです。

（1）自閉症の3つの特徴を持つこと
（言葉の発達の遅れとかたより、対人関係の困難さ、活動や興味の範囲の狭さ）

（2）その特徴は3歳以前に現れること
（3）知的な遅れがないこと（IQおよそ70以上）
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ここで注意することは、「高機能」と一口にいっても、IQ70位の
境界域からIQ140台の知的能力が非常に高い人までを指しているこ
とです。一般的に、高機能は「能力が平均より高い」という意味で
はなく｢明らかな知的な遅れがない｣という意味です。実際、IQ70
台の自閉症の子どもは定義上高機能自閉症となりますが、小学校の
通常の学級の教科の学習課程をこなすことが難しく、支援が必要と
されることが予想されます。また、IQが130〜140台あるような人
たちでも、自閉症として「軽い」という意味ではありません。「高
機能」であるから社会的（対人的）問題が少ないとは言えませんし、
「高機能」であるから特別な配慮がいらないというわけでもありま
せん。

※アスペルガー症候群の特徴は、次の通りです。

（1）自閉症の特徴を持つが、言葉の発達の遅れは伴わないこと
（人とのやりとりの苦手さ、活動や興味の範囲の狭さ）

（2）知的な遅れがないこと（IQおよそ70以上）

高機能自閉症とアスペルガー症候群は医学的には分けられていま
すが、これら2つの基本的な問題や教育的な支援が同じであること
から、厳密な分類は必要ないとする考えもあります。
わかる
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考える

高機能自閉症やアスペルガー症候群
の支援はどうしたらいいんだろう？
高機能自閉症やアスペルガー症候群の人は、会話ができる反面、
相手の表情を読むことが苦手であったり、字義通りに言葉をとらえ
てしまったりするので、相手から誤解されることも少なくありませ
ん。両者とも支援の仕方は自閉症としての支援が基本となります。

※特に、自閉症の人にとって日常的に大切な支援は、次の2つです。

・これからの予定や起こることをできるだけ予告すること
・わかりやすい方法や仕組みを作ること（道路標識、時刻表、
料理のレシピ等）

冒頭でも述べましたが、自閉症は現代の医学では「治す」ことは
できません。ですが、本人の持っている成長の力を応援するために、
私たちは彼らの苦手な点を克服することだけに目を向けるのではな
く、苦手は苦手として受け入れ、むしろ得意なところを活かしてい
くことが求められます。そのためには、まずは私たちから「自閉症
の障害を克服するのではなく、
特性を理解し上手に付き合っていく」
という発想の転換が必要と言えます。
やったぁ！
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● 注意欠陥／多動性障害（AD／HD）
考える

AD／HDって聞いたこと
あるけど…
AD／HDは、「不注意」「多動性」「衝動性」を特徴とする行動の
障害で、7才未満で現れ、少なくとも6か月以上続きます。最近で
は、約5％の発生率と言われています。

※AD／HDは、上記3つの特徴の組み合わせによって、次の3つのタ
イプ（型）に分けられます。
走る

●多動性-衝動性優勢型
多動性や衝動性の特徴は強く見られるが、
不注意の特徴は少ないタイプ。
男児に多く、最も頻度は低い。
●不注意優勢型
多動性、衝動性は余り見られず、
不注意の特徴が強く見られる。
他の型に比べ女児に多い。
●混合型
多動性、衝動性、不注意のいずれの
特徴も強く見られる。

忘れる

あわてる

男児に多く、最も頻度が高い。
AD／HDは、以前は子どもの時期の障害と考えられていましたが、
大人になってもAD／HDで悩んでいる人が多くいることもわかって
きました。
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考える

AD／HDの支援はどうしたら
いいんだろう？
AD／HDは、忘れっぽい・些細なミスをする・考えずに行動す
る・落ち着きがない、多弁で時間や物の管理ができないなど「だれ
でも努力すればできそうなこと」と思われる行動のコントロールに
つまずきを持ちます。そのため「なまけている、不まじめ」などと
叱責されることが多くあります。結果、本人は自信や希望を失い、
自暴自棄になったり、うつ傾向になったりすることもあります。
教育的な支援や適切な薬物療法によってAD／HDによる問題行動
は軽減することが知られています。逆に適切な支援がなされない場
合は深刻な問題を引き起こされることもあります。

自分自身の得意なことと苦手なことを知ること、苦手なことも
「こうすれば大丈夫」というワザを持つことで、本人が自信を持っ
て生活をしていくことができます。

幸せ
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※AD／HDのタイプごとの基本的な支援の仕方は次の通りです。

●「多動性−衝動性優勢型」への支援
・計画や準備の仕方を学ぶ
（スケジュールを理解し活用する）

・行動の手順を思い出させる
・集中を必要とする課題の前にあらかじめ伝えておく
（手順書やメモを利用する）

・してよいこと、いけないことをあらかじめ約束しておく
・約束していたことができたら褒める
（子どもが冷静な時に約束することがポイント！）

感情

・感情（怒り・うれしさ等）のレベルの自覚を促す
（怒りのレベルを信号機に置き換える。怒りの感情を
自覚し、気持ちを静められる方法を身につける）

●「不注意優勢型」への支援
・注意を散らす刺激の少ない環境作りをする
（窓際や廊下側を避け、音や見える物などは取り除く）

・注意や興味を引きつける
（声の大きさ、速さ、抑揚を意識的に変化させる。わかりやすい板書にして、
意識を促す。興味のある物を取り入れる）

・不注意な失敗を少なくする
（手順書やメモを利用する）

見る

先生
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●「混合型」への支援
「多動性−衝動性優勢型」と「不注意優勢型」の2つの支援を
組み合わせることになります。

※その他、AD／HDの支援については薬物療法もあります。

著しい多動、不注意、衝動性で二次的な問題が大きいと思われる
ときに薬物療法も考慮します。中枢刺激剤であるメチルフェニデ−
ト（コンサータ）が知られていますが、薬を飲む＝治るではなく、
症状がコントロールされている時に、上記の教育的な支援を行うこ
とが重要です。医師と密に相談するなど、医療との連携を図ること
が大切です。
くすり

飲む
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● 学習障害（LD）
疑問

LDって何？
平成16年1月に文部科学省が発表したガイドライン（小・中学校）
におけるLD（学習障害）、AD／HD（注意欠陥／多動性障害）、高機
能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン
（試案）では、LDの定義は次の通りです。

（1）基本的には全般的な知的な遅れはない（IQおよそ70以上）
（2）聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、
特定のものの習得と使用に著しい困難を示す
（3）原因は脳に何らかの障害があるためで、視覚障害や聴覚障害
などの他の障害や環境的な要因が直接的な原因ではない
通常の学級に在籍する学習面で著しい困難を示す児童・生徒の割
合は約4.5％の割合（平成14年の文部科学省調べによる）でいると
言われています。
学習障害（LD）は「勉強ができない」とは全く違います。脳の
機能特性により見え方や聞こえ方のかたよりやずれが生じ、学習を
妨げている状態です。
また、勉強だけではなく、生活行動や社会的行為にわたる能力の
習得にも困難さが生じる場合もあります。
勉強する
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考える

LDの支援はどうしたら
いいんだろう？
発達検査等で客観的に評価を行い、得意なところや苦手なところ
（認知的なつまずき）を明らかにしていくことが大切です。得意な
ところは自信につなげ、苦手な部分は子どもなりの努力を認めると
ともに、得意な部分で苦手な部分をカバーすることを考えます。

※支援のポイントは次の通りです。

●「聞く」力に困難さを持つ人への支援
・注意を促してから話しかける
・音声だけでなく、動作や絵・文字などの視覚情報を同時に出す
・難しい言い回しはやめ、簡単な文章や短い文章でゆっくりと話す
聞く

●「話す」力に困難さを持つ人への支援
・話したいという意欲をなくさせないようにする
（例 手がかりとなる話題、5W1H（いつ、どこで、誰が、何を、どうした、
そのわけは）を示してみる／大人が話したい内容をまとめてあげる等）

話す
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●「読む」力に困難さを持つ人への支援
・文字や絵等の情報の取り入れ方や取り出し方の工夫
（目で追いやすくする）
（例 指で押さえながら文節ごとにラインやスラッシュの区

読む

切りをつける／読む部分のみが見えるカバーの利用／
読む部分の強調／キーワードに注目させる工夫）

●「書く」力に困難さを持つ人への支援
・書きやすい道具の工夫
（例 なぞり書き／マス目を大きくする／文字の書き始め、
筆順にマークを付ける等)

書く

・書きやすい書き方の工夫
（例 漢字をへんとつくりに分けて教える／書く文章を
声に出して書かせる等)

●「計算する」力に困難さを持つ人への支援
・具体物や半具体物を使う
（イメージしやすいように）

・文章題は内容を図示する
・1度にする量を加減する
（例

1枚のプリントの問題数を減らす等)

−22−

計算

●「推論する」力に困難さを持つ人への支援
・ひな形となる項目（始めに、次に、おわりに）を示す
・文字や絵で思い出す手がかりを示す
・思い出した項目をカードに作り、並び替える
・本人が話し終わるまで待ち、その内容を確かめる
だいじょうぶ

思い出す
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3 県内の支援の流れと利用機関
考える

困った時は、どこに
相談すればいいの？

発達障害のある人が各ライフステージで必要に応じてよりよい支
援を受けながら生活や活動をすることは、本人の自立や社会参加に
とって必要なことです。
関係する支援機関だけでなく本人やその家族の方においても、生
涯を通じてどのような支援や関係機関が必要となるかという見通し
は必要です。支援を必要とされる方に、在住の圏域でより適切な支
援の見通しを持ちながら、福祉、教育、医療、労働等の関係機関に
よる連携した支援を進めていくことが大切です。
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4 県内の利用機関
考える

今、必要な支援が受けられる
のは、どの機関だろう…

発達障害のある人への必要な支援は一人一人異なります。また、
それぞれのライフステージで必要とされる支援や関係機関も変わっ
ていくことも少なくありません。そのため、どのような支援や関係
機関が必要なのかを本人やその家族と一緒になって考えていくこと
が必要です。
本人が家族や地域の人々と関わりながら生活や活動を楽しむなど
本人の自立や社会参加のため、必要とされる支援に応じて圏域の福
祉、教育、医療、労働等の関係機関の積極的な連携を図ることが大
切です。

＜利用にあたって＞
掲載している情報は、主に平成20年10月1日現在の障害福祉課ホ
ームページからのものです。また、「よりよい暮らしのために
（2008年度版）」を参考にしました。
なお、発達障害、知的・精神障害を対象として掲載してあります
ので、利用の内容や方法等詳細については、各機関に問い合わせて
ください。
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市町村福祉担当課（q）
圏域

関係機関名
鳥取市中央保健センター
（母子保健担当）

子育てについて相談したいな…

郵便番号

住

所

680−0845 鳥取市富安2−104−2

電話番号
0857−20−3196

国府町総合支所市民福祉課

680−0197 鳥取市国府町町屋305−1

0857−39−0557

福部町総合支所市民福祉課

689−0102 鳥取市福部町細川668

0857−75−2812

河原町総合支所市民福祉課

680−1221 鳥取市河原町渡一木277

0858−76−3113

用瀬町総合支所市民福祉課

689−1201 鳥取市用瀬町用瀬832

0858−87−3783

佐治町総合支所市民福祉課

689−1313 鳥取市佐治町加瀬木2519−3

0858−88−0213

東 気高町総合支所市民福祉課

689−0331 鳥取市気高町浜村282−1

0857−82−3170

鹿野町総合支所市民福祉課
部 青谷町総合支所市民福祉課

689−0405 鳥取市鹿野町鹿野1517

0857−84−2014

689−0592 鳥取市青谷町青谷667

0857−85−0013

681−0003 岩美郡岩美町浦富1029−2

0857−73−1333

岩美町福祉保健課
八頭町保健課

郡家保健センター 680−0463 八頭郡八頭町宮谷254−1

0858−72−3566

八頭町保健課

船岡保健センター 680−0411 八頭郡八頭町船岡殿159

0858−73−0670

八頭町保健課

八東保健センター 680−0607 八頭郡八頭町徳丸578−1

0858−84−1234

若桜町保健センター

680−0701 八頭郡若桜町若桜801−5

0858−82−2214

智頭町福祉課（智頭町保健・
医療・福祉総合センター）

689−1402 八頭郡智頭町智頭1875

0858−75−4101

682−0044 倉吉市小田458

0858−26−5670

682−0723 湯梨浜町久留19番地1

0858−35−5322

682−0195 東伯郡三朝町大瀬999−2

0858−43−3520

689−2292 東伯郡北栄町由良宿423−1

0858−37−5867

琴浦町健康福祉課

689−2392 東伯郡琴浦町徳万591−2

0858−52−1705

米子市健康対策課

683−0811 米子市錦町1丁目139番地3

0859−23−5454

境港市子育て支援課

684−8501 境港市上道町3000

0859−47−1042

日吉津村福祉保健課

689−3553 西伯郡日吉津村日吉津872−15 0859−27−5952

大山町福祉保健課

689−3211 西伯郡大山町御来屋467

倉吉市保健センター
中 湯梨浜町子育て支援課
三朝町健康福祉課
部 北栄町健康福祉課

西

南部町健康福祉課（「すこやか」内） 683−0321 西伯郡南部町倭482

部 伯耆町総合福祉課
日南町健康福祉センター
ほほえみの里（福祉保健課）

0859−54−5207
0859−66−5522

689−4133 西伯郡伯耆町吉長37−3

0859−68−5536

689−5211 日野郡日南町生山511−5

0859−82−0374

日野町健康福祉課

689−4503 日野郡日野町根雨101

0859−72−0334

江府町福祉保健課

689−4401 日野郡江府町江尾2088−3

0859−75−6111
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各圏域福祉保健局（w）
圏域

関係機関名

子育てについて相談したいな…

郵便番号

住

所

電話番号

東 東部総合事務所福祉保健局
部 健康支援課

680−0901 鳥取市江津730

0857−22−5695

中 中部総合事務所福祉保健局
部 健康支援課

682−0802 倉吉市東巌城町2

0858−23−3143

西 西部総合事務所福祉保健局
健康支援課

683−0802 米子市東福原1丁目1−45

0859−31−9319

日野総合事務所福祉保健局
福祉保健課

689−4503 日野郡日野町根雨140−1

0859−72−2037

部

子どもが日常生活や集団生活に
慣れるようになってほしいな…

児童デイサービス（e）
圏域

東
部

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

ＮＰＯ因幡万笑の会
スマイルセンター

680−0914 鳥取市南安長1丁目10−9

いちばん星

680−0901 鳥取市江津271−2

0857−23−5812

鳥取県立鳥取療育園（エルマー） 680−0901 鳥取市江津260

0857−29−8889

障害児デイサービスセンター
さわやか

680−0845 鳥取市富安2丁目96

0857−27−3338

ＮＰＯこのゆびとーまれ

689−0911 鳥取市千代水1丁目38番地

0857−21−8341

スマイルセンター浜村

689−0334 鳥取市気高町北浜3−158

0857−82−1550

倉吉東こどもの発達デイサービス
682−0021 倉吉市上井781−1
中 センター
部

0858−48−1605

鳥取県立皆成学園（わいわいランド） 682−0854 倉吉市みどり町3564−1

0858−22−7188

鳥取県立中部療育園

682−0805 倉吉市南昭和町15

0858−22−7191

支援センターのぞみ

683−0851 米子市夜見町3001−1

0859−30−0550

683−0801 米子市新開1丁目6−20

0859−33−0080

683−0851 米子市夜見町330番地3

0859−29−2585

684−0043 境港市竹内町550−2

0859−45−2005

西 障害児デイサービスのお家
でんでんむし
部

米子市立あかしや
境港市児童発達相談センター
（陽なた）

通園して療育サービスを
受けるには？

知的障害児通園施設（r）
圏域

0857−29−2885

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

東
部

鳥取市立若草学園

680−0947 鳥取市湖山町西1丁目516

0857−28−1233

西
部

米子市立あかしや

683−0851 米子市夜見町330−3

0859−29−2585
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入所して療育サービスを
受けるには？

知的障害児施設（t）
圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

東
部

松の聖母学園

689−0206 鳥取市白兎69

0857−59−0361

中
部

鳥取県立皆成学園

682−0854 倉吉市みどり町3564−1

0858−22−7188

子どもの就学･進学や学校生活の
ことでわからないことは…

県・市町村教育関係機関（y）
圏域

関係機関名
県教育委員会

東

特別支援教育課

郵便番号

住

所

電話番号

680−8570 鳥取市東町1丁目271

0857−26−7574

東部教育局

680−0846 鳥取市扇町21

0857−22−1601

県教育センター

680−0941 鳥取市湖山町北5丁目201番地 0857−28−2322

鳥取市教育センター

680−0053 鳥取市寺町150

0857−36−6060

鳥取市教育委員会

680−0047 鳥取市上魚町39番地

0857−22−8111

岩美町教育委員会

681−8501 岩美郡岩美町浦富675番地1

0857−73−1301

八頭町教育委員会

680−0601 八頭郡八頭町北山63番地1

0858−84−1231

若桜町教育委員会

680−0792 八頭郡若桜町若桜801番地5

0858−82−2213

智頭町教育委員会

689−1402 八頭郡智頭町智頭2072番地1

0858−75−3112

部 県教育センター 加藤ＬＤ等専門員 680−0941 鳥取市湖山町北5丁目201番地 0857−28−9882
（鳥取市鹿野町・青谷町・気高町）
東部教育局 中林ＬＤ等専門員
（岩美郡・八頭郡）

680−0846 鳥取市扇町21

特別支援教育課 綾女ＬＤ等専門員
680−8570 鳥取市東町1丁目271
（鳥取市佐治町・用瀬町）
鳥取市立北中学校 田渕ＬＤ等
専門員（上記以外の鳥取市）

680−0011 鳥取市東町3丁目371番地1

鳥取市立岩倉小学校 金田ＬＤ等
680−0061 鳥取市立川町7丁目110番地
専門員（上記以外の鳥取市）

090−5373−6538
0857−26−7598
080−1937−2209
080−1937−2208

中部教育局

682−0802 倉吉市東巌城町2

0858−23−3250

倉吉市教育委員会

682−8611 倉吉市葵町722番地

0858−22−8111

湯梨浜町教育委員会

689−0714 東伯郡湯梨浜町龍島500番地

0858−32−1982

中 三朝町教育委員会
北栄町教育委員会

682−0195 東伯郡三朝町大字大瀬999番地2 0858−43−1111

部 琴浦町教育委員会
中部教育局 小木ＬＤ等専門員
（三朝町・倉吉市関金町）

689−2303 東伯郡琴浦町徳万266番地5

0858−52−1111

682−0802 倉吉市東巌城町2

0858−23−9250

689−2292 東伯郡北栄町由良宿423番地1 0858−37−3111

琴浦町立東伯中学校 園ＬＤ等
689−2303 東伯郡琴浦町徳万236番地
専門員（湯梨浜町・琴浦町・北栄町）
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080−1937−2210

圏域

関係機関名

中 県立倉吉養護学校 中島ＬＤ等
部 専門員（関金町以外の倉吉市）

郵便番号

住

所

電話番号

682−0836 倉吉市長坂新町1231番地

090−8998−9305

西部教育局

683−0054 米子市糀町1丁目160番地

0859−31−9771

米子市教育委員会

683−8686 米子市東町161番地2

0859−22−7111

境港市教育委員会

684−8501 境港市上道町3000番地

0859−44−2111

日吉津村教育委員会

西伯郡日吉津村日吉津872番
689−3553
地15

0859−27−5956

大山町教育委員会

689−3211 西伯郡大山町御来屋263番地1 0859−54−5211

南部町教育委員会

683−0201 西伯郡南部町天萬558番地

0859−64−3787

伯耆町教育委員会

689−4292 西伯郡伯耆町溝口647番地

0859−62−0927

西 日南町教育委員会

689−5292 日野郡日南町霞800番地

0859−82−1118

日野町教育委員会
部 江府町教育委員会

689−4503 日野郡日野町根雨101番地

0859−72−2106

689−4401 日野郡江府町江尾1944番地2

0859−75−2223

683−0054 米子市糀町1丁目160番地

0859−31−5093

西部教育局 原ＬＤ等専門員
（境港市・南部町・大山町）

米子市立東山中学校 村田ＬＤ等
683−0845 米子市車尾617番地
専門員（米子市・日吉津村）

0859−23−5432
（米子市教育委員会学校教育課）

米子市立明道小学校 山本ＬＤ等
683−0032 米子市陽田町74番地2
専門員（米子市・日吉津村）

0859−23−5432
（米子市教育委員会学校教育課）

日南町立日野上小学校 高橋ＬＤ
689−5214 日野郡日南町三栄1091
等専門員（日南町・日野町・
江府町・伯耆町）

080−1937−2213

子どもの指導や就学･進学の
ことでわからないことは…

特別支援学校・通級指導教室（u）
圏域

関係機関名
県立鳥取盲学校（視覚障害）

東

郵便番号

住

所

電話番号

680−0151 鳥取市国府町宮下1265

0857−23−5441

県立鳥取聾学校
680−0151 鳥取市国府町宮下1261
（通級指導教室を含む）
（聴覚障害）

0857−23−2031

県立鳥取養護学校
（病弱・身体虚弱・肢体不自由）

680−0901 鳥取市江津260

0857−26−3601

680−0201 鳥取市伏野1550−1

0857−59−0585

680−0947 鳥取市湖山町西2−149

0857−28−6340

鳥取市立久松小学校
（言語障害：通級指導教室）

680−0011 鳥取市東町2−201

0857−23−3401

鳥取市立日進小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

680−0841 鳥取市吉方温泉町1丁目131

0857−23−3371

県立白兎養護学校（知的障害）

部 鳥取大学附属特別支援学校
（知的障害）

−31−

圏域

東
部

中
部

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

鳥取市立賀露小学校
（言語障害：通級指導教室）

680−0905 鳥取市賀露町778

0857−28−1005

鳥取市立湖山小学校
（言語障害：通級指導教室）

680−0945 鳥取市湖山町南1丁目656

0857−28−1020

八頭町立郡家西小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

680−0461 八頭郡八頭町郡家541

0858−73−0031

県立倉吉養護学校（知的障害・
肢体不自由）
（レインボー)

682−0836 倉吉市長坂新町1231

0858−28−3500

倉吉市立明倫小学校（ＬＤ等：
通級指導教室）（学びの教室）

682−0853 倉吉市余戸谷町3059

0858−22−6175

倉吉市立上灘小学校
（言語障害：通級指導教室）

682−0811 倉吉市上灘町136

0858−22−4772

湯梨浜町立羽合小学校
（ＬＤ等：通級指導教室)

682−0722 湯梨浜町はわい長瀬535

0858−47−5801

三朝町立西小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

682−0121 東伯郡三朝町大瀬1110

0858−43−0001

北栄町立大栄小学校
（言語障害：通級指導教室）

689−2221 東伯郡北栄町由良宿213

0858−37−2041

県立鳥取聾学校さんさん教室
（倉吉市立上灘小学校内に設置）

682−0811 倉吉市上灘町136

0858−22−4772

県立米子養護学校（知的障害）

689−3543 米子市蚊屋343

県立皆生養護学校（肢体不自由） 683−0004 米子市上福原7−13−4
視覚障害教育拠点きらら
（視覚障害）

0859−27−3411
0859−22−6571

683−0004 米子市上福原7−13−1

0859−23−2810

県立鳥取聾学校ひまわり分校
683−0004 米子市上福原7−13−1
（通級指導教室を含む）
（聴覚障害）

0859−23−2810

米子市立米子養護学校
（病弱・身体虚弱）

683−0006 米子市車尾4−17−9

0859−33−4775

西 米子市立明道小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

683−0032 米子市陽田町74−2

0859−34−3141

部 米子市立啓成小学校（言語障害・ 683−0052 米子市博労町4−290
ＬＤ等：通級指導教室）

0859−34−3143

米子市立住吉小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

683−0845 米子市旗ヶ崎5−17−1

0859−29−3124

境港市立余子小学校
（言語障害：通級指導教室）

684−0043 境港市竹内町3117

0859−45−0804

境港市立境小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

684−0031 境港市湊町27

0859−42−3701

大山町立名和小学校
（ＬＤ等：通級指導教室）

689−3212 西伯郡大山町名和610

0859−54−2070

−32−

どんな福祉サービスが
あるのかな？

福祉関係機関（県）
（i）
圏域

関係機関名

郵便番号

東 福祉相談センター
（中央児童相談所）
部 鳥取療育園

住

所

電話番号

680−0901 鳥取市江津318−1

0857−23−1031

680−0901 鳥取市江津260

0857−29−8889

中 倉吉児童相談所
部 中部療育園

682−0881 倉吉市宮川町2−36

0858−23−1141

682−0805 倉吉市南昭和町15

0858−22−7191

西
部

米子児童相談所

683−0052 米子市博労町4−50

0859−33−1471

精神保健福祉センター

680−0901 鳥取市江津318−1

0857−21−3031

682−0854 倉吉市みどり町3564−1

0858−22−7208

683−0004 米子市上福原7−13−3

0859−38−2155

全
県

『エール』鳥取県自閉症・
発達障害支援センター
総合療育センター

就職をするために
訓練したいな…

就労移行支援事業所（o）
圏域

関係機関名

郵便番号

ワークセンターあいえる

住

所

電話番号

683−0845 米子市旗ヶ崎7丁目1−3

0859−24−9715

西 エポック翼

683−0804 米子市米原1460−7

0859−36−2005

障害福祉サービス事業所
部 あんず・あぷりこ

683−0841 米子市上後藤8−9−23

0859−48−0483

684−0043 境港市竹内町40

0859−45−3665

まつぼっくり事業所

就労継続支援事業所（!0）
A型…雇用型
圏域

東
部

／

訓練しながら職業技術を
身につけたいな

B型…非雇用型

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

ウイズユー千代工場（Ａ型）

680−0904 鳥取市晩稲40番地1

0857−31−0077

ウイズユー千代作業所（Ｂ型）

680−0904 鳥取市晩稲40番地1

0857−31−6116

社会福祉法人砂丘福祉会砂丘福祉
680−0942 鳥取市湖山町東3丁目54
作業所（Ｂ型）
ＮＰＯ法人ひつじの会（Ｂ型）

680−0055

0857−28−1366

鳥取市戎町111番地2
0857−24−7551
（鳥取市商業福祉センター内）

−33−

圏域

関係機関名
特定非営利活動法人
にこにこファーム（Ｂ型）

所

電話番号
0857−53−6441

680−0947 鳥取市湖山町西2−121−11

0857−32−1817

680−1241 鳥取市河原町長瀬61番地11

0858−85−3738

680−0811 鳥取市西品治863番地1

0857−30−1201

就労継続支援事業所
パレアナの家（Ｂ型）

680−0463 八頭郡八頭町宮谷225−1

0858−73−0139

ぱれっと三田（Ｂ型）

689−1437 八頭郡智頭町三田946−1

0858−75−4701

ハッピーバーディー（Ｂ型）

689−0732 東伯郡湯梨浜町長和田1835−1 0858−26−3864

和貴の郷（Ａ型）

まちの広場ののなファクトリー
部
（Ａ・Ｂ型）

中
部

住

689−1102 鳥取市津ノ井264−19

ＮＰＯほほえみ香房福祉作業所
（Ｂ型）
東

郵便番号

ワークセンターあいえる（Ｂ型） 683−0845 米子市旗ヶ崎7丁目1−3
エポック翼（Ｂ型）

0859−24−9715

683−0804 米子市米原1460−7

0859−36−2005

ワークセンターしんらい（Ｂ型） 689−3425 米子市淀江町佐陀227−1
683−0834 米子市内町122

0859−35−5649

吾亦紅（Ｂ型）

683−0854 米子市彦名町2850−1

0859−24−2053

683−0841 米子市上後藤8−9−23

0859−48−0483

あかり広場（Ｂ型）

683−0001 米子市皆生温泉2−2−8

0859−28−8470

サンライズ作業所

683−0103 米子市富益町4548−2

0859−28−8688

まつぼっくり事業所（Ｂ型）

684−0043 境港市竹内町40

0859−45−3665

柿木村共同作業所（Ｂ型）

689−3224 西伯郡大山町高田1685番地3

0859−54−5454

伯耆みらい（Ｂ型）

689−4121 西伯郡伯耆町大殿1010番地

0859−68−4652

689−5211 日野郡日南町生山834番地3

0859−82−1710

西 障害福祉サービス事業所
あんず・あぷりこ（Ｂ型）
部

障がい者支援センターいんくる
（Ｂ型）

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
事業所（!1）
圏域

0859−56−2319

日中活動まちくら（Ｂ型）

関係機関名

郵便番号

自立のための訓練を
受けたいな…

住

所

東 鳥取市障害者福祉センターさわやか 680−0845 鳥取市富安2丁目96
部 まちの広場ののなファクトリー
680−0811 鳥取市西品治863番地1
西 デイセンターはみんぐ
部 エポック翼

電話番号
0857−27−3338
0857−30−1201

683−0802 米子市東福原5丁目6−25

0859−38−1141

683−0804 米子市米原1460−7

0859−36−2005

−34−

自立や社会参加のための
訓練をしたいな…

障害者小規模作業所（!2）
圏域

関係機関名
福祉作業所いづみ

郵便番号

住

所

680−0822 鳥取市今町1−328

電話番号
0857−22−2653

小規模作業所｢喫茶シンフォニー」 680−0841 鳥取市吉方温泉3丁目701番地 0857−23−3673
「くわのみ」工房

680−0811 鳥取市西品治244

0857−29−8260

小規模作業所「こころ」

689−1122 鳥取市船木4−6

0857−53−3348

さざなみ作業所

680−0804 鳥取市田島814

0857−27−3665

ねっこ

680−0822 鳥取市今町1−207

0857−29−4231

福祉作業所つくしの会

680−0845 鳥取市富安1丁目51番地

0857−26−6841

ふたば作業所

680−0862 鳥取市雲山44

0857−27−3841

小規模作業所十六本松窯

680−0001 鳥取市浜坂8丁目9番5号

0857−26−1237

小規模作業所未来

680−0841 鳥取市吉方温泉1−620−3

0857−21−5364

かめのパン屋さん

680−0022 鳥取市西町2丁目410番地

0857−59−6005

ひといろ工房

680−0934 鳥取市徳尾175−4

0857−29−9260

明日葉

680−0821 鳥取市瓦町601番地

0857−30−2776

東 夢ハウス
部

680−0843 鳥取市南吉方1丁目2−2

0857−24−3918

ワークセンターひまわり

680−0136 鳥取市国府町糸谷16−26

0857−29−0380

河原作業所あゆみ

680−1221 鳥取市河原町渡一木277−1

0858−76−3114

用瀬小規模作業所

689−1211 鳥取市用瀬町別府96−2

0858−87−2302

なんやこの

689−1227 鳥取市用瀬町安蔵1049

0858−87−3770

Ｓｔｕｄｉｏ−Ｅ

689−1104 鳥取市桂木705

050−2405−2326

佐治ふれあい作業所

689−1313

鳥取市佐治町加瀬木2235
佐治地区保健センター内

0858−89−1024

気高町小規模作業所さくら工房

689−0331 鳥取市気高町浜村8−8

0857−82−0012

鹿野小規模作業所すずかけ

689−0405 鳥取市鹿野町鹿野1829

0857−84−3950

青谷町共同作業所

689−0511

のぞみハウス

689−0521 鳥取市青谷町露谷50

0857−85−1141

岩美かたつむり工房

681−0065 岩美郡岩美町新井269

0857−72−0200

若ざくらふれあい作業所

680−0701 八頭郡若桜町若桜1247−1

0858−76−5035

八頭ひかる会智頭作業所

689−1402 八頭郡智頭町智頭1795−1

0858−75−3886

682−0025 倉吉市八屋301−1

0858−26−6730

682−0006 倉吉市井手畑91

0858−26−4287

682−0812 倉吉市下田中町689

0858−23−9355

中 しらゆり作業所
小規模作業所アトリエ
部 むーみん舎

鳥取市青谷町善田31−1
高齢者生活福祉センター内

−35−

0857−85−0220

圏域

中
部

関係機関名

住

所

682−0021 倉吉市上井783−3

0858−26−5203

はるか

682−0807 倉吉市幸町529

0858−24−0371

小規模作業所ありんこ

689−0706 東伯郡湯梨浜町藤津488−5

0858−32−2116

フレンズ

689−2208 東伯郡北栄町六尾284−2

0858−37−5571

琴浦ふれあい作業所

689−2501 東伯郡琴浦町赤碕1113−1

0858−55−1124

東伯けんこう

689−2303 東伯郡琴浦町徳万352−4

0858−53−1439

あかり工房

683−0815 米子市東倉吉町26

0859−34−1012

２号店） 683−0001 米子市皆生温泉3丁目1−7

ＩＴ支援センター

0859−35−3811

あおぞら

683−0845 米子市旗ヶ崎1−29−22

0859−31−2310

おりもんや

683−0823 米子市加茂町1−17

0859−23−0862

日の出作業所

683−0803 米子市日ノ出町1−6−40

0859−31−1164

ひまわり倶楽部作業所

683−0004 米子市上福原5−12−63

0859−35−5080

ひまわり作業所

683−0854 米子市彦名町2690−6

0859−29−3193

ワークショップ・アクティブ

683−0845 米子市旗ヶ崎7−6−1

0859−24−5916

草の根作業所わぁくふれんず

683−0063 米子市法勝寺町110

0859−23−0825

小規模作業所ドリー

683−0063 米子市法勝寺町110

0859−23−0825

689−3402 米子市淀江町淀江796

0859−56−2025

683−0825 米子市錦海町3−6−9

0859−31−2630

お菓子屋くれぱす

684−0001 境港市清水町631−3

0859−47−4030

いちごの広場

西伯郡日吉津村大字日吉津
689−3553
973番地9

0859−27−1332

小規模作業所ほっとサロン

689−3332 西伯郡大山町末長503

0859−53−5836

ストーク作業所

689−3336

西伯郡大山町平田字登り上り
0859−53−5859
376

あまつの家

683−0312 西伯郡南部町福成3292−1

0859−66−2971

ノームの糸車

683−0217 西伯郡南部町鶴田425−13

0859−64−3404

日南町小規模作業所

689−5211 日野郡日南町生山357

0859−77−3200

おしどり作業所

689−5131 日野郡日野町黒坂1223

0859−74−0331

障害者支援施設（障害者自立支援法に
おける障害福祉サービス事業所）
（!3）
中
部

0859−35−0505

米子市法勝寺町110
683−0063
おおぞら内

部 淀江作業所
ふるさと

圏域

電話番号

さくら共同作業所

ぽこあぽこ
（あかり工房

西

郵便番号

関係機関名
羽合ひかり園

郵便番号

成人になってからの
自立支援を受けたいなぁ…

住

所

682−0713 東伯郡湯梨浜町大字光吉9−2

−36−

電話番号
0858−35−2435

知的障害者更生施設等（旧支援費制度における施設…※平成23年度ま
でには障害者自立支援法における事業所へ移行）
（!4）
圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

松の聖母学園成人寮

680−0206 鳥取市白兎69

0857−59−0361

松の聖母学園通所更生部

680−0206 鳥取市白兎69

0857−59−0900

かめの会作業所

689−0201 鳥取市伏野1558−12

0857−59−6006

鳥取県立鹿野かちみ園

689−0425 鳥取市鹿野町今市1078

0857−84−2033

部 鳥取県立鹿野第二かちみ園
白兎はまなす園
（入所授産・通所授産）

689−0426 鳥取市鹿野町寺内102

0857−84−3267

689−0201 鳥取市伏野2256−1

0857−59−0052

680−0947 鳥取市湖山町西1丁目516−3

0857−28−5741

東

うぶみ苑

トーゲン倉吉
（入所授産・通所部） 682−0911 倉吉市寺谷331
682−0854 倉吉市みどり町3576−1

0858−22−2978

若竹の家（入所授産・通所部）

682−0854 倉吉市みどり町3576−1

0858−22−2978

682−0023 倉吉市山根55−39

0858−26−0480

敬仁会館（更生・通所更生・
中 入所授産・通所授産）
部

西
部

0858−22−0211

希望の家

ボン・シャンス

682−0018 倉吉市福庭町1−365

0858−26−7530

ボンシャンス分場もなみ

682−0025 倉吉市八屋435−16

0858−26−6642

向山ブルースカイ

682−0913 倉吉市和田東町向山914−58

0858−22−8778

羽合ひかり園（通所更生）

682−0713 東伯郡湯梨浜町光吉9−2

0858−35−2435

社会就労センターげんき工房

689−2112 東伯郡北栄町島366−7

0858−36−6125

よなご大平園（ボンジュール）

689−3541 米子市二本木1690

0859−56−6226

もみの木園（更生・通所更生）

683−0103 米子市富益町4660

0859−28−8470

もみの木作業所

683−0103 米子市富益町4722

0859−28−9174

もみの木作業所分場ほっと茶町

683−0041 米子市茶町23−1

0859−32−0033

もみの木作業所分場
ワークハウスもみの木

683−0103 米子市富益町4477−29

0859−28−9500

境港通勤寮

684−0071 境港市外江町3413−3

0859−44−2472

わかとり作業所大山分場

689−3332

西伯郡大山町末長503 大山町
0859−53−5100
保健福祉センターだいせん内

西部やまと園（更生・通所更生） 683−0322 西伯郡南部町阿賀15

0859−66−4380

祥福園（更生・通所更生）

683−0312 西伯郡南部町福成3293

0859−66−5171

わかとり作業所

683−0312 西伯郡南部町福成3292−1

0859−39−6010

わかとり作業所コスモス分場

683−0301 西伯郡南部町東町62−1

0859−66−2111

わかとり作業所フラワー分場

西伯郡南部町鶴田110
683−0217
0859−64−2039
フラワーパーク「花回廊」内

セルプひの

689−4503 日野郡日野町根雨341−1
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0859−77−0018

どんな福祉サービスが
あるのかな？

市町村福祉担当課（!5）
圏域

関係機関名
鳥取市生活福祉課
（鳥取市福祉事務所）

郵便番号

住

所

680−8571 鳥取市富安2−138−4

電話番号
0857−20−3471

国府町総合支所市民福祉課

680−0197 鳥取市国府町町屋305−1

0857−39−0557

福部町総合支所市民福祉課

689−0102 鳥取市福部町細川668

0857−75−2812

河原町総合支所市民福祉課

680−1221 鳥取市河原町渡一木277

0858−76−3113

用瀬町総合支所市民福祉課

689−1201 鳥取市用瀬町用瀬832

0858−87−3783

佐治町総合支所市民福祉課

689−1313 鳥取市佐治町加瀬木2519−3

0858−88−0213

東 気高町総合支所市民福祉課

689−0331 鳥取市気高町浜村282−1

0857−82−3170

鹿野町総合支所市民福祉課
部 青谷町総合支所市民福祉課

689−0405 鳥取市鹿野町鹿野1517

0857−84−2014

689−0592 鳥取市青谷町青谷667

0857−85−0013

681−0003 岩美郡岩美町浦富1029−2

0857−73−1333

岩美町福祉保健課
八頭町保健課

郡家保健センター 680−0463 八頭郡八頭町宮谷254−1

0858−72−3566

八頭町保健課

船岡保健センター 680−0411 八頭郡八頭町船岡殿159

0858−73−0670

八頭町保健課

八東保健センター 680−0607 八頭郡八頭町徳丸578−1

0858−84−1234

若桜町町民福祉課

680−0701 八頭郡若桜町若桜801−5

0858−82−2232

智頭町福祉課（智頭町保健・
医療・福祉総合センター）

689−1402 八頭郡智頭町智頭1875

0858−75−4101

倉吉市福祉課
（倉吉市福祉事務所） 682−8611 倉吉市葵町722
中 湯梨浜町健康福祉課

0858−22−8118

689−0601 東伯郡湯梨浜町泊534番地1

0858−34−3113

682−0195 東伯郡三朝町大瀬999−2

0858−43−3520

689−2292 東伯郡北栄町由良宿423−1

0858−37−5867

琴浦町健康福祉課

689−2392 東伯郡琴浦町徳万591−2

0858−52−1705

米子市障がい者支援課

683−8686 米子市加茂町1丁目1番地

0859−23−5153

淀江支所市民生活課

689−3492 米子市淀江町西原1129−1

0859−56−3113

三朝町健康福祉課
部 北栄町健康福祉課

境港市福祉課
（境港市福祉事務所） 684−8501 境港市上道町3000
日吉津村福祉保健課
西 大山町福祉保健課

689−3553 西伯郡日吉津村日吉津872−15 0859−27−5952
689−3211 西伯郡大山町御来屋467

南部町健康福祉課（「すこやか」内） 683−0321 西伯郡南部町倭482
部 伯耆町総合福祉課

0859−47−1121
0859−54−5207
0859−66−5522

689−4133 西伯郡伯耆町吉長37−3

0859−68−5534

日南町健康福祉センター
ほほえみの里（福祉保健課）

689−5211 日野郡日南町生山511−5

0859−82−0374

日野町健康福祉課

689−4503 日野郡日野町根雨101

0859−72−0334

江府町福祉保健課

689−4401 日野郡江府町江尾2088−3

0859−75−6111
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職業や就労についての相談は
どうするの…

就労関係機関（!6）
圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

680−8522 鳥取市富安2丁目89−9

0857−29−1707

東 鳥取公共職業安定所

680−0845 鳥取市富安2−89

0857−23−2021

鳥取障害者職業センター
部 障害者就業・生活支援センター
しらはま

680−0842 鳥取市吉方189

0857−22−0260

鳥取市伏野2259−17
680−0201
（しらはま交流センター内）

0857−59−6060

倉吉高等技術専門校

682−0018 倉吉市福庭町2−1

0858−26−2247

倉吉公共職業安定所

682−0816 倉吉市駄経寺町2−15

0858−23−8609

682−0806 倉吉市昭和町1丁目156

0858−23−8448

683−0052 米子市博労町4−169−1

0859−33−3911

鳥取労働局職業安定部

中

部 障害者就業・生活支援センター
くらよし
米子公共職業安定所
米子公共職業安定所

根雨出張所 689−4503 日野郡日野町根雨349−1

西 米子高等技術専門校
障害者就業・生活支援センター
部 しゅーと
ＮＰＯ法人 鳥取県障害者就労
事業振興センター

683−0851 米子市夜見町3001−8
683−0064

関係機関名

米子市東福原1−1−45
683−0802 （鳥取県西部総合事務所
福祉保健局1階）

東 障害者支援センター
部

しらはま

0859−37−2140
0859−31−1015

ヘルパー利用やその他の
相談支援を受けたいな…

郵便番号

障がい者支援センターそよかぜ

0859−24−0371

米子市道笑町2丁目126−4
稲田地所第5ビル1階

相談支援事業所（!7）
圏域

0859−72−0065

住

所

電話番号

680−0845 鳥取市富安2丁目96

0857−27−3338

鳥取市伏野2259−17
689−0201
しらはま交流センター内

0857−59−6036

相談支援センター サマー・ハウス 680−0007 鳥取市湯所町1丁目131

0857−36−1151

NPO法人れしーぶ相談支援事業所 680−0463 八頭郡八頭町宮谷240−15

0858−73−0037

ゆいまぁる

0858−76−5060

680−0701 八頭郡若桜町若桜257

倉吉市障害者地域生活支援事業所
682−0863 倉吉市瀬崎町2714−1
はっぴぃ

0858−22−6239

中部障害者地域生活支援センター 682−0023 倉吉市山根43番地
0858−26−2346
中 湯梨浜町社会福祉協議会
689−0601 東伯郡湯梨浜町大字泊1085−1 0858−34−6002
相談支援事業所
部 社会福祉法人北栄町社会福祉
689−2103 東伯郡北栄町田井46−2
0858−36−4527
協議会 相談支援事業所
社会福祉法人琴浦町社会福祉
協議会 指定相談支援事業所

689−2501 東伯郡琴浦町赤碕1113番地1
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0858−55−1124

圏域

西
部

関係機関名

郵便番号

住

所

有限会社 新生ケア・サービス
相談支援事業所

689−3545 米子市吉岡65−4

エポック翼

683−0804 米子市米原1460−7

0859−27−1439
0859−36−2005

ケアサービス米子相談支援事業所 683−0812 米子市角盤町3丁目141番地

0859−22−3332

相談支援事業所「われもこう」

683−0854 米子市彦名町2850−1

0859−24−2053

支援センター

683−0851 米子市夜見町3001−1

0859−30−0550

のぞみ

障害者生活支援センター まちくら 683−0834 米子市内町122

0859−35−5647

米子市道笑町2丁目126−4
障害者生活支援センター すてっぷ 683−0064
稲田地所第5ビル1階

0859−37−2120

障害者支援センター さかいみなと 684−0071 境港市外江町3413−3

0859−44−2472

サポートセンター

なごみ

障がい者支援センター

683−0312 西伯郡南部町福成1013−21

いんくる 689−5211 日野郡日南町生山834−3

関係機関名

0859−66−2132
0859−82−1710

自宅で介護等のサービスを
受けたいな…

居宅介護事業所（!8）
圏域

電話番号

郵便番号

住

所

電話番号

居宅介護支援事業所 鳥取北
ホームヘルプサービスセンター

680−0902 鳥取市秋里1181

0857−20−2616

有限会社はごろも

680−0934 鳥取市徳尾443−9

0857−21−4628

鳥取福祉会訪問介護ステーション 680−0873 鳥取市的場2−1

0857−53−6561

訪問介護事業所はあとふる

689−0912 鳥取市商栄町192

0857−30−3200

エスポワール

680−0822 鳥取市今町1−130

0857−84−3474

ニチイケアセンター鳥取駅南

680−0847 鳥取市天神町47−1

0857−39−3917

フレンドケアＹＯＵ

680−0841 鳥取市吉方温泉4丁目703

0857−24−3987

680−0841 鳥取市吉方温泉2丁目516

0857−26−4317

有限会社ケアサービス博愛訪問
東 介護事業所

ハピネヘルパーステーション雲山 680−0862 鳥取市雲山戸田112−2−102
部 ハピネヘルパーステーション松並 680−0801 鳥取市松並町1−228

0857−39−7505
0857−22−8161

鳥取市社会福祉協議会鳥取事業所 680−0845 鳥取市富安2丁目96

0857−37−1015

鳥取市社会福祉協議会国府事業所 680−0136 鳥取市国府町糸谷15−1

0857−26−5180

鳥取市社会福祉協議会河原事業所 680−1221 鳥取市河原町渡一木277−1

0858−76−3125

鳥取市社会福祉協議会用瀬事業所 689−1211 鳥取市用瀬町別府96−2

0858−87−2302

鳥取市社会福祉協議会佐治事業所 689−1313 鳥取市佐治町加瀬木2171−2

0858−89−1022

鳥取市社会福祉協議会気高事業所 689−0331 鳥取市気高町浜村8−8

0857−82−2727

鳥取市社会福祉協議会鹿野事業所 689−0425 鳥取市鹿野町今市651−1

0857−84−3113

鳥取市社会福祉協議会青谷事業所 689−0511 鳥取市青谷町善田31−1

0857−85−0220

−40−

圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

ＮＰＯ法人はあと＆はんど

680−1221 鳥取市河原町渡一木287−31

0858−85−5122

居宅介護事業所

680−0802 鳥取市青葉町3丁目202

0857−25−5713

えがお株式会社

680−0843 鳥取市南吉方1−2−2

0857−29−2032

株式会社サポートライフ

680−0852 鳥取市東今在家321−26

0857−29−3455

しらゆき

とっとり福祉サービスウェルミー 680−0824 鳥取市行徳3−317

東
部

電話番号

0857−39−1060

有限会社M・サービス

689−1211 鳥取市用瀬町別府44−7

0858−87−2235

株式会社鳥取介護サービス

680−1132 鳥取市国安959−3

0857−30−1696

ヘルパーステーショントマト
とっとり

680−0911 鳥取市千代水4−68

0857−32−5030

ひばり総合福祉株式会社

680−0011 鳥取市東町3丁目141番地

0857−30−3735

社会福祉法人岩美町社会福祉
協議会 指定居宅介護事業所

681−0003 岩美郡岩美町浦富645

0857−72−2500

訪問介護ステーション

松風の郷 681−0003 岩美郡岩美町浦富1418−2

0857−37−5036

社会福祉法人八頭町社会福祉
協議会 本所

680−0463 八頭郡八頭町宮谷254−1

0858−72−0021

社会福祉法人八頭町社会福祉
協議会 船岡支所

680−0411 八頭郡八頭町船岡殿159

0858−73−0672

社会福祉法人八頭町社会福祉
協議会 八東支所

680−0532 八頭郡八頭町東593−1

0858−84−2210

社会福祉法人若桜町社会福祉協議会 680−0700 八頭郡若桜町若桜1247−1

0858−82−0254

ゆいまぁる

680−0701 八頭郡若桜町若桜257

0858−76−5060

ほのぼのホームヘルパー
ステーション

689−1402 八頭郡智頭町智頭1875

0858−75−3553

ホームヘルパーステーションせいわ 682−0021 倉吉市上井300

0858−26−6388

ホームケアーアイム

682−0887 倉吉市明治町1037−4

0858−23−6565

医療法人十字会
訪問介護ステーションのじま

682−0863 倉吉市瀬崎町2714−1

0858−23−7107

中 ホームヘルプセンター マグノリア 682−0022 倉吉市上井町1丁目2−1
社会福祉法人倉吉市社会福祉協議会 682−0822 倉吉市葵町717−3

0858−47−6808

部 ケアセンターさくら

682−0025 倉吉市八屋203−7

0858−26−4556

ニチイケアセンター倉吉

682−0802 倉吉市東巌城町120−1

0858−47−6347

ヘルパーステーション蔵まち

682−0807 倉吉市幸町529

0858−24−0371

ハピネヘルパーステーション倉吉 682−0021 倉吉市上井359−9
ヘルパーステーション望

682−0852 倉吉市丸山町476−3
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0858−26−3922

0858−26−9631
0858−29−6010

圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

株式会社わかとりハートステーシ
倉吉市清谷325番地
682−0012
ョン倉吉
イワセビル3Ｆ
社会福祉法人湯梨浜町社会福祉
協議会 居宅介護事業所
社会福祉法人三朝町社会福祉
中 協議会 指定居宅介護事業所
ニチイケアセンター大栄
部

ヘルパーステーション

トマト

鳥取部品株式会社
ヘルパーセンター

すみれ

社会福祉法人琴浦町社会福祉
協議会 居宅介護事業所

電話番号
0858−27−0120

682−0722 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 0858−35−2351
682−0125 東伯郡三朝町横手50−4

0858−43−3388

689−2201 東伯郡北栄町西園506−1

0858−37−6100

689−2104 東伯郡北栄町弓原340−1

0858−36−4500

689−2501 東伯郡琴浦町赤碕276−3

0858−55−2119

689−2501 東伯郡琴浦町赤碕1062−1

0858−55−2378

689−2352 東伯郡琴浦町浦安123−1

0858−52−3600

ケアサービス米子訪問介護事業所 683−0812 米子市角盤町3丁目141

0859−22−3332

ハピネヘルパーステーション

683−0804 米子市米原7−2−21

0859−23−2455

有限会社新生ケアサービス

689−3545 米子市吉岡65−4

0859−27−1439

訪問介護ゆめ

683−0812 米子市角盤町1丁目14

0859−31−5173

ヘルパーステーションまちくら

683−0834 米子市内町122

0859−35−5647

ヘルプサービスぽけっと

683−0064

米子市道笑町2丁目123
桑本ビル1Ｆ

0859−37−2225

アシスタントサービスぽけっと

683−0064

米子市道笑町2丁目123
桑本ビル1Ｆ

0859−37−2225

支援センターのぞみ
683−0851 米子市夜見町3001−1
西 株式会社ケアスタッフ ヘルパー
683−0853 米子市両三柳138−1
ステーション ハッピー米子

0859−30−0550

部 ハピネヘルパーステーション西福原 683−0801 米子市新開5−3−1

0859−22−0231

有限会社中央福祉交通介護事業部 683−0835 米子市灘町1−120

0859−31−0722

0859−38−1105

訪問介護事業所よなご幸朋苑

683−0841 米子市上後藤3−3−3

0859−24−3137

いずみの苑

689−3402 米子市淀江町淀江1075

0859−56−6888

社会福祉法人米子市社会福祉協議
689−3402 米子市淀江町淀江1110−1
会 よどえ訪問介護事業所

0859−56−5467

訪問介護事業所なんぶ幸朋苑

683−0021 米子市石井1238

0859−26−5566

ニチイケアセンター米子

米子市加茂町2−113
683−0823
加茂町ビル2階

0859−37−6235

ニチイケアセンター米子東

683−0004

米子市上福原3−8−1
あさひビル1Ｆ Ｃ事務所

−42−

0859−37−5113

圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

ヘルパーステーションつばさ

683−0804 米子市米原1460−7

0859−36−2005

ホームヘルプわれもこう

683−0854 米子市彦名町2850−1

0859−24−2053

有限会社セイフティケア

683−0845 米子市旗ヶ崎7−11−21

0859−21−0611

ケアステーションすみれ会

683−0805 米子市西福原9−6−20−602

0859−32−9585

ホームヘルパー孫の手

683−0852 米子市河崎3193−1

0859−30−0777

有限会社ライブアシスト

683−0801 米子市新開1−4−20

0859−33−4700

684−0043 境港市竹内町40番地

0859−45−6116

居宅介護事業所さかい幸朋苑

684−0063 境港市誠道町2083

0859−45−6781

鳥取県済生会ホームヘルプ
ステーション白鴎

684−0062 境港市蓮池町78−1

0859−42−3190

境港市社会福祉協議会
事業所

居宅介護

ファミリー・ケア

684−0054 境港市財ノ木町1060−3

0859−45−6683

有限会社青空

684−0076 境港市夕日ヶ丘1−230

0859−45−1763

ケアタクシーのぞみ指定訪問介護
684−0034 境港市昭和町9−1先
西 事業所
社会福祉法人日吉津村社会福祉
689−3553 西伯郡日吉津村日吉津973−9
協議会 指定訪問介護事業所
部
社会福祉法人大山町社会福祉協議会
689−3332 西伯郡大山町末長503
指定居宅介護事業所大山支所

0859−47−6333
0859−27−5351
0859−39−5018

社会福祉法人大山町社会福祉協議会
689−3111 西伯郡大山町赤坂764
指定居宅介護ほほえみ

0858−49−3000

ホームヘルプセンター
ル・ソラリオン名和

0858−54−6500

689−3205 西伯郡大山町西坪520−1

会見訪問介護事業所

683−0227 西伯郡南部町浅井938

0859−64−3512

西伯訪問介護事業所

683−0351 西伯郡南部町法勝寺331−1

0859−66−3400

サポートセンターなごみ

683−0312 西伯郡南部町福成3293

0859−66−2132

社会福祉法人伯耆町社会福祉
協議会 溝口居宅介護事業所

689−4201 西伯郡伯耆町溝口281−2

0859−63−0666

ヘルパーステーションいんくる

689−5211 日野郡日南町生山834−3

0859−82−1710

ホームヘルプセンターにちなん

689−5212 日野郡日南町霞729

0859−82−1060

おしどり荘訪問介護事業所

689−4503 日野郡日野町根雨899−1

0859−72−0511

社会福祉法人江府町社会福祉協議会 689−4403 日野郡江府町久連7−1

−43−

0859−75−2942

自宅でより手厚い介護等の
サービスを受けたいな…

重度訪問介護事業所（!9）
圏域

関係機関名

郵便番号

住

居宅介護支援事業所 鳥取北
ホームヘルプサービスセンター

680−0902 鳥取市秋里1181

有限会社はごろも

680−0934 鳥取市徳尾443−9

所

鳥取福祉会訪問介護ステーション 680−0837 鳥取市的場2−1

東
部

電話番号
0857−20−2616
0857−21−4628
0857−53−6561

訪問介護事業所はあとふる

680−0912 鳥取市商栄町192

0857−30−3200

エスポワール

680−0425 鳥取市鹿野町今市1025−5

0857−84−3474

ニチイケアセンター鳥取駅南

680−0872 鳥取市宮長268−1

0857−39−3917

フレンドケアＹＯＵ

680−0841 鳥取市吉方温泉4丁目702

0857−24−3987

ハピネヘルパーステーション雲山 680−0862 鳥取市雲山戸田112−2−102

0857−39−7505

ハピネヘルパーステーション松並 680−0801 鳥取市松並町1−228

0857−22−8161

鳥取市社会福祉協議会鳥取事業所 680−0845 鳥取市富安2丁目96

0857−37−0150

鳥取市社会福祉協議会国府事業所 680−0136 鳥取市国府町糸谷15−1

0857−26−5180

鳥取市社会福祉協議会河原事業所 680−1221 鳥取市河原町渡一木277−1

0858−76−3125

鳥取市社会福祉協議会用瀬事業所 689−1211 鳥取市用瀬町別府96−2

0858−87−2302

鳥取市社会福祉協議会佐治事業所 689−1313 鳥取市佐治町加瀬木2171−2

0858−89−1022

鳥取市社会福祉協議会気高事業所 689−0331 鳥取市気高町浜村8−8

0857−82−2727

鳥取市社会福祉協議会鹿野事業所 689−0425 鳥取市鹿野町今市651−1

0857−84−3113

鳥取市社会福祉協議会青谷事業所 689−0511 鳥取市青谷町善田31−1

0857−85−0220

ＮＰＯ法人はあと＆はんど

680−1221 鳥取市河原町渡一木287−31

0858−85−5122

居宅介護事業所

680−0802 鳥取市青葉町3丁目202

0857−25−5713

えがお株式会社

680−0843 鳥取市南吉方1−2−2

0857−29−2032

有限会社Ｍ・サービス

680−1211 鳥取市用瀬町別府44−7

0858−87−2235

株式会社鳥取介護サービス

680−1132 鳥取市国安959−3

0857−30−1696

ヘルパーステーショントマト
とっとり

680−0911 鳥取市千代水4−68

0857−32−5030

ひばり総合福祉株式会社

680−0011 鳥取市東町3−141

0857−30−3735

社会福祉法人岩美町社会福祉
協議会 指定居宅介護事業所

681−0003 岩美郡岩美町浦富645

0857−72−2500

しらゆき

訪問介護ステーション

松風の郷 681−0003 岩美郡岩美町浦富1418−2

0857−37−5036

社会福祉法人八頭町社会福祉
協議会 本所

680−0463 八頭郡八頭町宮谷254−1

0858−72−6210

社会福祉法人八頭町社会福祉
協議会 船岡支所

680−0411 八頭郡八頭町殿159

0858−73−0672

社会福祉法人八頭町社会福祉
協議会 八東支所

680−0532 八頭郡八頭町東593−1

0858−84−2210

−44−

圏域
東

関係機関名

郵便番号

住

所

社会福祉法人若桜町社会福祉協議会 680−0701 八頭郡若桜町若桜1247−1

0858−82−0254

ゆいまぁる

680−0701 八頭郡若桜町若桜257

0858−76−5060

689−1402 八頭郡智頭町智頭1875

0858−75−3553

部 ほのぼのホームヘルパー
ステーション
ニチイケアセンター倉吉

682−0802 倉吉市東巌城町120−1

ホームヘルパーステーションせいわ 682−0021 倉吉市上井300
682−0887 倉吉市明治町1037−4

0858−23−6565

医療法人十字会
訪問介護ステーションのじま

682−0863 倉吉市瀬崎町2714−1

0858−23−7107

ホームヘルプセンター マグノリア 682−0022 倉吉市上井町1丁目2−1

0858−26−3922

社会福祉法人倉吉市社会福祉協議会 682−0822 倉吉市葵町717−3

0858−47−6808

ケアセンターさくら

682−0025 倉吉市八屋203−7

0858−26−4556

ヘルパーステーション蔵まち

682−0807 倉吉市幸町529

0858−24−0371
0858−26−9631

ヘルパーステーション望

682−0852 倉吉市丸山町476−3

0858−29−6010

株式会社わかとり
ハートステーション倉吉

682−0012

倉吉市清谷325番地
イワセビル3階

0858−27−0120

社会福祉法人湯梨浜町社会福祉
協議会 居宅介護事業所

682−0722 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 0858−35−2351

ニチイケアセンター大栄

689−2201 東伯郡北栄町西園506−1

0858−37−6100

ヘルパーステーショントマト

689−2104 東伯郡北栄町弓原340−1

0858−36−4500

鳥取部品株式会社

689−2501 東伯郡琴浦町赤碕276−3

0858−55−2119

689−2501 東伯郡琴浦町赤碕1062−1

0858−55−2378

689−2352 東伯郡琴浦町浦安123−1

0858−52−3600

ヘルパーセンター

すみれ

社会福祉法人琴浦町社会福祉
協議会 居宅介護事業所

ケアサービス米子訪問介護事業所 683−0812 米子市角盤町3丁目141

0859−22−3332

ハピネヘルパーステーション

683−0804 米子市米原7−2−21

0859−23−2455

有限会社新生ケアサービス

689−3545 米子市吉岡65−4

0859−27−1439

訪問介護ゆめ

683−0812 米子市角盤町1丁目14

0859−31−5173

683−0834 米子市内町122

0859−35−5647

西 ヘルパーステーションまちくら
部

0858−47−6347
0858−26−6388

ホームケアーアイム

中 ハピネヘルパーステーション倉吉 682−0021 倉吉市上井359−9
部

電話番号

米子市道笑町2丁目123
桑本ビル1Ｆ

アシスタントサービスぽけっと

683−0064

支援センターのぞみ

683−0851 米子市夜見町3001−1

0859−37−2225
0859−30−0550

株式会社ケアスタッフ ヘルパー
683−0853 米子市両三柳138−1
ステーション ハッピー米子

0859−38−1105

ハピネヘルパーステーション西福原 683−0801 米子市新開5−3−1

0859−22−0231

有限会社中央福祉交通介護事業部 683−0835 米子市灘町1−120

0859−31−0722

−45−

圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

訪問介護事業所よなご幸朋苑

683−0841 米子市上後藤3−3−3

0859−24−3137

いずみの苑

689−3402 米子市淀江町淀江1075

0859−56−6888

訪問介護事業所なんぶ幸朋苑

683−0021 米子市石井1238

0859−26−5566

ニチイケアセンター米子

米子市加茂町2−113
683−0823
加茂町ビル2階

0859−37−6235

ニチイケアセンター米子東

683−0004

ホームヘルプわれもこう

683−0854 米子市彦名町2850−1

0859−24−2053

有限会社セイフティケア

683−0845 米子市旗ヶ崎7−11−21

0859−21−0611

ケアステーションすみれ会

683−0805 米子市西福原9−6−20−602

0859−32−9585

ホームヘルパー孫の手

683−0852 米子市河崎3193−1

0859−30−0777

米子市上福原3−8−1
あさひビル1Ｆ Ｃ事務所

0859−37−5113

有限会社ライブアシスト

683−0801 米子市新開1−4−20

0859−33−4700

社会福祉法人米子市社会福祉
協議会 よどえ訪問介護事業所

689−3402 米子市淀江町淀江1110−1

0859−56−5467

社会福祉法人境港市社会福祉
協議会 居宅介護事業所

684−0043 境港市竹内町40番地

0859−45−6116

居宅介護事業所さかい幸朋苑

684−0063 境港市誠道町2083

0859−45−6781

684−0062 境港市蓮池町78−1

0859−42−3190

西 鳥取県済生会ホームヘルプ
ステーション白鴎

684−0054 境港市財ノ木町1060−3
部 ファミリー・ケア
ケアタクシーのぞみ指定訪問介護
684−0034 境港市昭和町9−1先
事業所
社会福祉法人日吉津村社会福祉
協議会 指定訪問介護事業所

689−3553 西伯郡日吉津村日吉津973−9

0859−45−6683
0859−47−6333
0859−27−5351

社会福祉法人大山町社会福祉協議会
689−3332 西伯郡大山町末長503
指定居宅介護事業所大山支所

0859−39−5018

社会福祉法人大山町社会福祉協議会
689−3111 西伯郡大山町赤坂764
指定居宅介護ほほえみ

0858−49−3000

ホームヘルプセンター
ル・ソラリオン名和

689−3205 西伯郡大山町西坪520−1

0858−54−6500

会見訪問介護事業所

683−0227 西伯郡南部町浅井938

0859−64−3512

西伯訪問介護事業所

683−0351 西伯郡南部町法勝寺331−1

0859−66−2900

サポートセンターなごみ

683−0312 西伯郡南部町福成1013−21

0859−66−2132

社会福祉法人伯耆町社会福祉
協議会 溝口居宅介護事業所

689−4201 西伯郡伯耆町溝口281−2

0859−63−0666

ヘルパーステーションいんくる

689−5211 日野郡日南町生山834−3

0859−82−1710

ホームヘルプセンターにちなん

689−5212 日野郡日南町霞729

0859−82−1060

おしどり荘訪問介護事業所

689−4503 日野郡日野町根雨899−1

0859−72−0511

−46−

ちょっとの間、介護を
頼みたいな…

短期入所事業所（@0）
圏域

関係機関名
独立行政法人国立病院機構
鳥取医療センター

郵便番号

住

所

689−0203 鳥取市三津876

電話番号
0857−59−1111

689−0201 鳥取市伏野2256−1

0857−59−0052

東 障害者福祉センター厚和寮
障害者福祉センター友愛寮

680−0947 鳥取市湖山町西3−127

0857−28−0860

680−0947 鳥取市湖山町西3−113−1

0857−28−4717

部 障害者福祉センターあさひ園

680−0947 鳥取市湖山町西3−113−1

0857−59−1911

白兎はまなす園

松の聖母学園（成人寮・児童部） 689−0206 鳥取市白兎69
689−0425 鳥取市鹿野町今市1078

0857−84−2033

鳥取県立鹿野第二かちみ園

689−0426 鳥取市鹿野町寺内102

0857−84−3267

サンジュエリー

682−0922 倉吉市福守町452

0858−29−5778

682−0854 倉吉市みどり町3564−1

0858−22−7188

鳥取県立皆成学園
ショートステイ

中
部

0857−59−0361

鳥取県立鹿野かちみ園

ル・ソラリオン 682−0023 倉吉市山根55−3

0858−26−0115

社会福祉法人みのり福祉会
みのりサングリーン

682−0913 倉吉市和田東町向山914−58

0858−22−1068

ショートステイあずさ

682−0023 倉吉市山根43

0858−26−4520

希望の家

682−0854 倉吉市みどり町3576−1

0858−22−2978

682−0023 倉吉市山根55−39

0858−26−0480

ショートステイ

敬仁会館

老人保健施設のじま指定短期入所
682−0863 倉吉市瀬崎町2714−1
事業所

0858−23−7100

トーゲン倉吉

682−0911 倉吉市寺谷331

0858−22−0211

羽合ひかり園

682−0713 東伯郡湯梨浜町光吉9−2

0858−35−2435

ナーシングピアひこな

683−0854 米子市彦名町1210−1

0859−24−7275

ショートステイだんだん

683−0854 米子市彦名町1250

0859−24−1503

小規模生活単位指定短期入所生活
683−0021 米子市石井1238
介護 なんぶ幸朋苑
鳥取県立総合療育センター
西 もみの木園
短期入所いきいきわれもこう
部 ショートステイ翼

0859−26−5566

683−0004 米子市上福原7丁目13−3

0859−38−2155

683−0103 米子市富益町4660

0859−28−8470

683−0851 米子市夜見町彦名界三330−4

0859−30−0566

683−0841 米子市上後藤3−5−1

0859−29−8899

光洋の里

684−0072 境港市渡町2480

0859−45−5400

ショートステイ
ル・ソラリオン名和

689−3205 西伯郡大山町西坪520−1

0859−54−6500

特別養護老人ホームゆうらく

683−0337 西伯郡南部町落合480

0859−66−2253

祥福園

683−0312 西伯郡南部町福成3293

0859−66−5171
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圏域

関係機関名

西 西部やまと園
部 特別養護老人ホームことぶき

郵便番号

住

所

683−0322 西伯郡南部町阿賀15

0859−66−4380

689−4202 西伯郡伯耆町長山161−1

0859−39−9700

外出したいのだけど、どんな
サービスがあるのかな…

指定行動援護事業所（@1）
圏域

関係機関名
居宅介護事業所

しらゆき

東 ＮＰＯ法人はあと＆はんど

電話番号

郵便番号

住

所

電話番号

680−0802 鳥取市青葉町3−202

0857−25−5713

680−1222 鳥取市河原町渡一木287−31

0858−85−5122

株式会社サポートライフ

680−0852 鳥取市東今在家321−26

0857−29−3455

部 ほのぼのホームヘルパー
ステーション

689−1402 八頭郡智頭町智頭1875

0858−75−3553

社会福祉法人倉吉市社会福祉協議会 682−0822 倉吉市葵町717−3

0858−47−6808

医療法人十字会
中 訪問介護ステーションのじま

682−0863 倉吉市瀬崎町2714−1

社会福祉法人湯梨浜町社会福祉
部 協議会 居宅介護事業所

682−0722 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 0858−35−2351

社会福祉法人琴浦町社会福祉
協議会 居宅介護事業所

689−2352 東伯郡琴浦町浦安123−1

ヘルプサービスぽけっと

683−0064

ヘルパーステーションつばさ
西 ホームヘルプわれもこう
部

米子市道笑町2丁目123
桑本ビル1Ｆ

0859−37−2225
0859−36−2005

683−0854 米子市彦名町2850−1

0859−24−2053

支援センターのぞみ

683−0851 米子市夜見町3001−1

0859−30−0550

ヘルパーステーションまちくら

683−0834 米子市内町122

0859−35−5647

サポートセンターなごみ

683−0312 西伯郡南部町福成1013−21

0859−66−2132

ヘルパーステーションいんくる

689−5211 日野郡日南町生山834−3

0859−82−1710

（

自立を目指して仲間と共同生活
できたらいいな…

）内は住居数

関係機関名
ホーム若草（１）

東 ウイズユースマイル（14）
部

0858−52−3600

683−0804 米子市米原1460−7

グループホーム・ケアホーム（知的・精神）
（@2）
圏域

0858−23−7107

郵便番号

住

所

電話番号

689−0202 鳥取市美萩野2丁目455

0857−21−2711

鳥取市徳尾151番地13
680−0934
徳尾ハイツ2

0857−31−0077

いまいちホーム（３）

689−0425 鳥取市鹿野町今市大岩1157−1

0857−59−6033
（事務所番号）

学園前ホーム（５）

680−0947 鳥取市湖山町西3丁目136−4

0857−59−6033
（事務所番号）
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圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

ふしのホーム（６）

689−0201 鳥取市伏野1135

0857−59−6033
（事務所番号）

うぶみ苑グループホーム（１）

680−0913 鳥取市安長454−3

0857−51−7272

グループホーム
680−0007 鳥取市湯所町1丁目131番地
東 スプリングハウス（２）
グループホームよっこらしょ
（２） 689−1227 鳥取市用瀬町安蔵1013番地4
部

0857−24−1151
0858−87−3770

グループホームかがやき（１）

689−0947 鳥取市湖山町西3丁目132−11

0857−59−6033
（事務所番号）

グループホームてくてく（１）

689−0947 鳥取市湖山町西2丁目556

0857−59−6033
（事務所番号）

自立の家（１）

689−1402 八頭郡智頭町智頭333

0858−75−4701

一体型共同生活援助事業所
グループホーム希望の家（２）

682−0854 倉吉市みどり町3576番地の1

0858−22−2978

グループホーム敬仁会館（３）

682−0023 倉吉市山根430番地2

0858−26−3864

682−0881 倉吉市宮川町159番地63

0858−26−7530

682−0023 倉吉市山根43番地

0858−26−1011

682−0023 倉吉市山根43番地

0858−26−1011

中 ホーム雛（４）
グループホームハピネス（３）
部 ケアホームハピネス（１）

0857−59−6033
（事務所番号）

はしづホーム（３）

682−0702 東伯郡湯梨浜町橋津43

ケアホームあかね（１）

682−0411 倉吉市関金町関金宿199番地

0858−28−3284

ピアットあかり（３）

683−0001 米子市皆生温泉1−1−58

0859−35−0505

グループホームよなご大平園
（１） 689−3425 米子市淀江町佐陀1976−3
ふるさとホーム（６）

西

電話番号

683−0825 米子市錦海町3丁目6−9

社会福祉法人もみの木福祉会共同
生活援助及び共同生活介護事業所 683−0103 米子市富益町4660
（10）
われもこうの家（５）

部 グループホームつばさ（１）

0859−26−3861
0857−59−6033
（事務所番号）
0859−28−8470

683−0854 米子市彦名町2850−1

0859−24−2053

683−0845 米子市旗ヶ崎4−1−32

0859−48−0483
0857−59−6033
（事務所番号）

かもめホーム（２）

684−0071 境港市外江町3492

高田の柿木村ホーム（２）

689−3224 西伯郡大山町高田1685番地3

0859−54−5454

いんくる広場（２）

689−5211 日野郡日南町生山834−3

0859−82−1710

どんぐりＨｏｕｓｅ（２）

689−4503 日野郡日野町根雨858−1

0859−66−5171

グループホームかがみやま荘
（１） 689−5131 日野郡日野町黒坂1274
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0859−74−0338

診断や検査について
相談したいな…

医療機関（@3）
圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

東 鳥取県立中央病院
部 鳥取県立鳥取療育園

680−0901 鳥取市江津730

0857−26−2271

680−0901 鳥取市江津260

0857−29−8889

中
部

682−0804 倉吉市東昭和町150

0858−22−8181

683−8504 米子市西町36−1

0859−33−1111

683−0004 米子市上福原7丁目13−3

0859−38−2155

鳥取県立厚生病院

西 鳥取大学医学部附属病院
部 鳥取県立総合療育センター

保護者や本人の会に
参加したいなぁ…

発達障害関係団体名簿
関係機関名

圏域

全 特定非営利活動法人
鳥取県自閉症協会
県

郵便番号

住

所

680−0821 鳥取市瓦町601番地

ＡＤＨＤ/ＡＤＤ（注意欠陥/多動
米子市内町122（障害者生活
683−0834
性障害）当事者と仲間の会
支援センターまちくら内）

電話番号
0857−30−2776
0859−35−5647

県関係機関
圏域

関係機関名

郵便番号

住

所

電話番号

鳥取県庁 障害福祉課
子ども発達支援室

680−8570 鳥取市東町1−220

0857−26−7151

鳥取県庁 障害福祉課
精神保健福祉係

680−8570 鳥取市東町1−220

0857−26−7862

全 鳥取県庁 子育て支援総室
保育・幼児教育チーム

680−8570 鳥取市東町1−220

0857−26−7570

鳥取県庁 障害福祉課
地域生活支援室

680−8570 鳥取市東町1−220

0857−26−7157

鳥取県庁 障害福祉課
施設福祉係

680−8570 鳥取市東町1−220

0857−26−7193

鳥取県庁 商工労働部
雇用就業支援チーム

680−8570 鳥取市東町1−220

0857−26−7693

県
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5『エール』のご案内
『エール』の目的
・自閉症・発達障害の特性や支援について、広く県民の方々への理
解を進めます。
・幼児期から成人期まで一貫して自立をテーマに支援をします。
・自閉症・発達障害のある方やその家族の方が豊かな地域生活を送
ることができるよう、保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機
関や関係団体と連携して、地域における支援ネットワークの構築
を進めながら支援を行います。

支援の内容は・・・
相談支援
・日常生活にかかるさまざまな相談（コミュニケーションや行動面
で気になること、保育園や学校・職場で困っていることなど）に
応じて関係機関との連携をとりながら支援を進めます。
・福祉制度やその利用の仕方、専門機関など、必要な情報を提供し
ます。
発達支援
・発達検査等を行い、家庭での療育方法への助言、並びに個々に応
じた療育や教育、支援の具体的な手立てについて支援します。
・保育園や学校などと連携をとりながら支援を行います。
就労支援
・関係機関との連携により、助言や情報提供を行います。
普及・啓発研修
・「自閉症・発達障害」について、障害の正しい理解や支援の方法
を広めるための研修を行います。
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利用方法
・自閉症等の発達障害のある方や、そのご家族、関係者の方からの
ご相談を受け付けています。
・子どもから大人まで年齢は問いません。来所、電話、ファックス、
電子メールのほか、訪問相談も行っています。

利用時間
月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時半〜午後５時半

連絡先
電話
ファックス
電子メール
ホームページ

0858-22-7208
0858-22-7209
yell@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/yell
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この冊子の中で使われているＰＣＳ（ピクチャーコミュニケー
ションシンボル）は、Mayer-Johnson, LLCが著作権を有してい
ます。

「ライフステージにおけるよりよい支援のために」
〜発達障害の理解と支援の流れ〜（2008年度版）
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