発達障がいをお持ちの方がライフステージを通じて困難が生じたとき、家族あるいは本人のみで考え込
むのでなく、必要な支援機関に相談することが大切です。
まずは、現在暮らしている地域の保健や福祉の担当職員、保育園・幼稚園や学校の担任などに相談する
ことになりますが、その他にも次のような相談窓口があります。
◆ 乳幼児期（ ～６歳 ）
市町村で行われている乳幼児健診を受けて、保健師によるフォローアップ、療育相談機関などとの関わり
が開始されます。気になることがあれば、福祉保健所やお住まいの市町村の保健担当課等で乳幼児期の発
達に関する相談を受けることができます。

◆ 学 齢 期
【 就 学 前 】
小学校入学にあたっては、教育委員会による就学相談が行われます。通常の学級、特別支援学級、特別支
援学校など、行動面、学習面などから子どもにあった教育の場を考えていきます。
【 小・中学校、高等学校 など 】
学校におけるトラブル、学業不振、不登校などは、担任のみでなく特別支援教育コーディネーターや校長
をはじめとした校内の支援体制を中心に対策が講じられます。

◆ 成 人 期（ 地域生活・就労 ）
生活面（制度利用等）に関する相談は、福祉関係の各機関に相談できます。市町村の相談支援事業所（相
談支援専門員等）の活用も可能です。お住まいの市町村福祉課へお問い合わせ下さい。
一般の就職に困難がある場合は、就労支援機関を利用することができます。就労支援事業やジョブコーチ
なども活用して就労継続をはかります。

乳
幼
児
期

学
齢
期

成
人
期

機関名等

担当者

特徴

市町村・保健センター、
保健所、福祉事務所
相談支援事業所など

保健師、家庭児童
相談員、相談支援
専門員など

乳幼児健診、発達相談、医療機関紹介、
障害者手帳窓口、福祉サービスなどの相談

親子通園事業
児童発達支援センター／事業
放課後等デイサービス事業

保育士など

主に就学前の子どもが通園し、生活・発達など
について療育を受けることができる

児童相談所

児童心理司など

18 歳未満の子どもの発達、養育などの相談

医療機関（小児科、精神科など）

医師、コメディカ
ルスタッフなど

医学的診断、治療

保育園、児童クラブなど

保育士など

障害児保育事業、放課後児童健全育成事業など

幼稚園、小・中学校、高等学校、 担任、特別支援教
大学、専門学校など
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰなど

小・中・高校では校内委員会を組織して、特別
支援教育を検討

特別支援学校

担任、特別支援教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰなど

地域の特別支援教育のセンター的役割をもち、
保育園、幼稚園、小・中・高とも連携

教育事務所、総合教育センター
市教育委員会（教育研究所）

指導主事、教育相
談員など

教育相談、特別支援教育推進員による支援等

子育て、発達に関する相談

医療機関の情報提供、生活上の各種相談、福祉制度
母子保健の窓口では、育児相談や乳幼児訪問指導などを行っています。お子さんの生活、育児、発育、発達、
健康などの相談を保健師や栄養士、心理士などの専門職員が行っています。
児童福祉の窓口（家庭児童相談室）では、子どものしつけや性格、生活習慣、集団生活などに関する相談に応
じています。

【 市町村の相談窓口 】
保健センターなど母子保健担当課、家庭児童相談室、福祉・教育担当課等へお問い合わせください。

各圏域（複数の市町村のまとまり）に対応する機関
◆ 児童相談所
児童の相談全般（養護相談、保健相談、非行相談、触法行為相談、いじめ、しつけ、不登校など）又は、
障害をもつ児童でお悩みの方への相談を行っています。
児童相談所名

所在地

電話

沖縄県中央児童相談所

那覇市首里石嶺町 4-404-2

098-886-2900

沖縄県コザ児童相談所

沖縄市知花 6-34-6

098-937-0859

◆ 福祉事務所／保健所
福祉事務所名

電話

保健所名

電話

北部福祉事務所（地域福祉班）

0980-52-0051

北部保健所（地域保健班）

0980-52-2704

中部福祉事務所（地域福祉班）

098-989-6603

中部保健所 （地域保健班）

南部福祉事務所（地域福祉班）

098-889-6364

098-938-9883（児）
098-938-9700（者）
098-889-6945（児）
098-851-3458（者）

宮古福祉事務所

0980-72-3771

宮古保健所

0980-72-8447

八重山福祉事務所

0980-82-2330

八重山保健所

0980-82-3241

（精神保健班）
南部保健所 （地域保健班）
（精神保健班）

県内全域に対応する機関
◆ 沖縄県発達障がい者支援センター がじゅま～る
所在地

沖縄市字比屋根 5-2-17

電話

098-982-2113

FAX

098-982-2114

発達障がい児(者)への支援を総合的に行うこととあわせて、支援体制の整備を目的とした拠点機関。
発達障がいを背景とする諸問題の相談をはじめ、啓発活動や支援機関のネットワーク作りを行っています。

◆ 沖縄県立総合精神保健福祉センター
所在地

南風原町字宮平 212-3

電話（相談専用）

098-888-1450

こころの健康や病気、人間関係に関する相談をはじめ、アルコール・薬物等の依存症、思春期等の相談を
含め精神保健福祉全般の相談を行っています。

◆ 沖縄県ひきこもり専門支援センター（併設）

電 話

098-888-1455

ひきこもりに特化した相談窓口。ひきこもり状態にある本人、家族からの電話・来所等による相談支援をはじ
め、啓発活動や支援機関のネットワーク作りを行います。電話相談は、月～金の 10：00～12：00、13：00
～16：00 の間、来所相談は、電話による予約が必要です。

◆ 沖縄県知的障害者更生相談所（ ※ 身体障害者更生相談所に附置 ）
所在地

那覇市首里石嶺町 4-385-1

電 話

098-886-2115

18 歳以上の知的障害者の医学的、心理学的判定を行っています。
ソ ラ エ

◆ 沖縄県子ども若者みらい相談プラザ
所在地

sorae

那覇市首里石嶺町 4-373-1（沖縄県総合福祉センター西棟 3 階）

電話

098-943-5335

39 歳までのニート、ひきこもり、不登校はじめ様々な悩みを抱える子ども・若者のための総合相談センター

◆ 親子通園事業所（18ヵ所）
発達に不安や遅れがある児童に対して、親子通園による早期の療育支援を行うとともに、子育てに関する
ご心配などをご家族の方と一緒に考えていく子育て支援の機関です。

事業所名
今帰仁村児童デイサービス
児童発達支援通園事業所
名護市ことばの教室

スイミー
本部町ことばの教室

にこにこ

電話（問合せ先）

所在地

0980-56-4762

今帰仁村字天底62

0980-47-7121

本部町字大浜881-4

0980-53-3942

名護市港2-1-1

沖縄市児童発達支援事業所

つくし園

098-934-1283

沖縄市知花6-36-29

北谷町育ちの支援センター

いっぽ

098-936-3050

北谷町字上勢頭622-1（2階）

宜野湾市児童発達支援事業所 愛育園

098-943-2007

宜野湾市赤道2-7-1

浦添市障害児通所支援事業所 たんぽぽ園

098-875-1502

浦添市経塚1-17-1（2階）

那覇市こども発達支援センター

098-858-5206

那覇市鏡原町10-40

さぽーとせんたーｉとまり

098-862-8399

豊見城市親子通園事業「親子通園」

098-850-9214

那覇市泊1-13-7
豊見城市字座安238

西原町親子通園事業

あゆみ

「子育て支援センターぐっぴ～（窓口）」

098-945-4791
（西原町役場 健康支援課）

西原町翁長665（坂田児童館内）

南風原町親子通園事業 ゆうな園
沖縄中央育成園生活支援センター
児童発達支援 ひよこクラブ
与那原町親子通園 おひさま
こども発達支援センターココイク
（ 糸満市親子通園 ぐんぐん ）
南城市親子通園事業 はっぴ～

098-889-4902

南風原町字宮平9（宮平保育所内）

098-889-2856

南風原町字宮平548－1

098-945-3016

与那原町字与那原16-2（2階）

098-992-5519

糸満市字真栄里860-6

098-917-5343

南城市大里字仲間807

石垣市障がい児通所支援事業所 ひまわり

0980-82-7111

石垣市字登野城1357-1（1階）

八重瀬町子育て支援センター「わくわくキッズ」

098-840-7870

八重瀬町字東風平1426-20
（ 令和元年6月末時点 ）

上記以外にも・・・

◆ 障害児通所支援（ 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 等 ）
・児童発達支援：日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ：授業終了後や休日に、生活能力向上の為に必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
・保育所等訪問支援：保育所・幼稚園や学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

＊詳細については、お住まいの市町村（ 障害福祉担当課または児童担当課 ）へお問い合わせ下さい。

◆ 障害児等療育支援事業（ 県委託事業 ）11 ヵ所（令和元年度）

※ 利用は無料です。

訪問や外来の方法で、必要な療育指導及び相談を行います。また、事業所等への療育に関する助言も行います。

事業所名

電話

所在地

名護療育医療センター

0980-52-0957

名護市宇茂佐 1765

沖縄中部療育医療センター

098-932-6077

沖縄市字比屋根 5-2-17

グリーンホーム

098-895-3999

中城村字新垣 1583

Enjoy

098-877-0552

浦添市字前田 998-3

沖縄南部療育医療センター

098-832-3283

那覇市寄宮 2-3-1

さぽーとせんたーi

098-987-1167

那覇市三原 2 丁目 6-1（2 階）

みなみの里

098-997-3900

糸満市字摩文仁 207

ふれあいの里

0980-74-3719

宮古島市平良字西仲宗根 1327-1

チャイルドサポートみやこ

0980-79-5474

宮古島市平良字東仲宗根 475-1

支援センターfit

0980-79-5115

宮古島市平良字西里 1352-2

園・学校支援センターウィズ・アシスト

0980-87-0203

石垣市登野城 1015-2

就学相談や学齢期を通じた教育情報は、
お住まいの市町村の教育委員会にお問い合わせ出来ます。

校内委員会

特別支援教育コーディネーター

各学校で組織。学級担任のほか校長、特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、生徒指導
主事、学年主任、養護教諭などで、支援や指導について検討します。

学校内の特別支援教育の推進役。保護者や外部関係
機関との連絡調整も行っています。

◆ 沖縄県立総合教育センター（ 特別支援教育班 ）
所在地

電話

沖縄市字与儀 3-11-1

098-933-7526

障害のある（気になるを含む）子どもの育て方、障害理解、就学・転学・進路について、学校教育における
手立てについて等の教育相談を行っています。

◆ 特別支援学校
県内すべての特別支援学校において、子どもの発達に何らかの問題を感じている保護者や学校・保育園等の担当者、
またその関係者から、養育・教育に関する相談を行っています。相談は無料。秘密厳守となっております。

エリア

学校名

電話

所在地

名護特別支援学校

0980-52-0505

名護市字宇茂佐 760

桜野特別支援学校

0980-52-3920

名護市字宇茂佐 1787-1

沖縄ろう学校

098-932-5475

北中城村字屋宜原 415

美咲特別支援学校

098-938-1037

沖縄市美里 4-18-1

美咲特別支援学校 はなさき分校

098-989-0192

北中城村字屋冝原 415

泡瀬特別支援学校

098-932-7584

沖縄市字比屋根 5-2-20

森川特別支援学校

098-945-3008

西原町字森川 151

沖縄高等特別支援学校

098-973-1661

うるま市字田場 1243

沖縄県立中部農林高等支援学校

098-973-3578

うるま市字田場 1570

大平特別支援学校

098-877-4941

浦添市大平 1-27-1

鏡が丘特別支援学校

098-877-4940

浦添市字当山 3-2-7

那覇特別支援学校

098-834-0948

那覇市寄宮 2-3-30

鏡が丘特別支援学校 浦添分校

098-879-5590

浦添市字経塚 715

沖縄盲学校

098-889-5375

南風原町字兼城 473

島尻特別支援学校

098-998-8240

八重瀬町字友寄 160

島尻特別支援学校 馬天小学校分教室

098-947-0090

南城市佐敷字津波古 1800

西崎特別支援学校

098-994-6855

糸満市西崎町 1-1-2

大平特別支援学校 久米島高校分教室

098-985-2233

久米島町字嘉手苅 727

南風原高等支援学校

098-889-4618

南風原町字津嘉山 1140

やえせ高等支援学校

098-998-2401

島尻郡八重瀬町友寄 850
(沖縄県立南部商業高等学校内)

宮古地区

宮古特別支援学校

0980-72-5117

宮古島市平良字狩俣 4005-1

八重山地区

八重山特別支援学校

0980-86-7345

石垣市字宮良 77

北部地区

中部地区

那覇地区

南部地区

◆ 教育事務所
事務所名

電話（代表）

事務所名

電話（代表）

国頭教育事務所

0980-52-2664

島尻教育事務所

098-998-4416

中頭教育事務所

098-939-0044

宮古教育事務所

0980-72-3222

那覇教育事務所

098-867-2710

八重山教育事務所

0980-82-3622

◆ 沖縄障害者職業センター（ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 ）
所在地

那覇市おもろまち 1-3-25（沖縄職業総合庁舎 5 階）

電話

098-861-1254

障害者の職業自立に向けた相談評価をもとにプランニングし、個々人にあわせた具体的な支援を展開し
ます。
（ 職業準備支援、職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業、事業主への支援等 ）

◆ 障害者就業・生活支援センター
就職を希望している又は在職中の障害者が抱える悩みに応じて、職場・ハローワーク・障害者職業セン
ター・医療・教育・福祉等の関係機関と連携しながら、就業とそのフォロー、地域生活に関する相談・
助言を行います。
事業所名

所在地

北部地区障害者就業・生活支援センター
名護市宇茂佐の森 1-17-9
ティーダ＆チムチム
中部地区障害者就業・生活支援センター
にじ
（※新規来所の際は事前にご連絡下さい）

沖縄市諸見里 2-10-17
シンシアハイツ 1 階

南部地区障がい者就業・生活支援センター
浦添市前田 1004-9（2 階）
かるにあ
障害者就業・生活支援センター みやこ

電話
0980-54-8181

098-931-1716

098-871-3456

宮古島市平良字下里 1202-8（1 階） 0980-79-0451

八重山地区障害者就業・生活支援センター
石垣市字石垣 371 東アパート 1 階
どりいむ

0980-87-0761

◆ ハローワーク（ 公共職業安定所 ）
求職の申込みを受理し、技能、職業適性、知識、希望職種の状況を確認し、職業相談、公共職業訓練等
の斡旋を行っています。
※ 一般の窓口以外に、障がい者専用の職業相談窓口（ 専門援助部門等 ）もあります。
事業所名

所在地

電話

ハローワーク那覇

那覇市おもろまち 1-3-25 沖縄職業総合庁舎

098-866-8609

ハローワーク沖縄

沖縄市住吉 1-23-1 沖縄労働総合庁舎 1・2 階

098-939-3200

ハローワーク名護

名護市東江 4-3-12

0980-52-2886

ハローワーク宮古

宮古島市平良字下里 1020

0980-72-3329

ハローワーク八重山

石垣市字登野城 55-4 石垣地方合同庁舎 1 階

0980-82-2327

※ 上記以外にも、就労支援事業所や地域活動支援センター等の利用もできます。
また、日常生活上のお悩みや困りごとについては、地域の相談支援事業所等にご相談で
きます。詳細については、お住まいの市町村（障害福祉担当課）へお問い合わせ下さい。

沖縄県内の発達障がいに関わる親の会・成人当事者団体等 一覧
（ 令和2年4月時点 ）

※ 各団体の詳細については、沖縄県発達障がい者支援センターホームページにて掲載しています。
具体的な内容については、直接それぞれの団体へお問い合わせ下さい。
No

団体名

代表者名

設立年月日

対象地域

1

沖縄自閉症児者親の会
まいわーるど（ 沖縄県自閉症協会 ）

新垣 浩樹

昭和49年

県全域

那覇市首里石嶺町4-373-1

2

公益社団法人
沖縄県手をつなぐ育成会

田中 寛

平成4年5月

県全域

那覇市首里石嶺町4-373-1

3

沖縄ＬＤ児・者親の会 「はばたき」

新垣 和江

平成7年

県全域

浦添市西原1-9-6

4

アスペの会

照屋 美佐子

平成16年

県全域

沖縄市比屋根4-6-2
サザンウィンド203

098-927-5375

平均年齢30歳

5

発達障がい「知る・つながる会」
ニヌファスター

県全域

うるま市みどり町6-9-1
（みどり町児童センター内）

098-972-6200

成人

6

南部地区発達支援研究会

県全域

南風原町字津嘉山1662－18
090-1088-0217
大徳マンション305

7

チャレンジド・サポート沖縄

8

個性豊かな子をもつ親の会

9

10

空（ SKY ）

知花 さおり 平成26年9月

事務局 所在地

（沖縄県総合福祉センター西棟2階）

（沖縄県総合福祉センター西棟3階）

問合せ先

080-9853-4085

098-882-5727

平成23年4月

嘉陽田 栄利子

平成23年

宜野湾市
（県全域）

仲村 千秋

平成26年２月

うるま市
（県全域）

うるま市豊原345-1

うるま市 多様性を応援する
親の会 ふろしき

児玉 初美

平成30年

うるま市
（県全域）

うるま市みどり町6-9-1
（みどり町児童センター内）

「 そら 」 ｏｋｉｎａｗａ

米須 綾子

平成19年4月

中部地域

沖縄市上地2-6-7

090-9587-8790

八重瀬町字東風平1188

098-998－9598

南城市

070-5413-3163

ひだまり

（特に南部を中心）

090-8352-0911
(嘉陽田)
090-8293-1190
(高山)

宜野湾市

（なかきす児童センター内）

11

菜の花の会（八重瀬町）

八重瀬町
社会福祉課

平成9年

八重瀬町

12

NPO わくわくふれんど

吉本 由美子

平成21年

南部

13

ママサポ

神里 さよ子 平成23年2月

14

那覇市の個性派な子をもつ親の会
がぁなきっず

新垣 美果

15

沖縄市障害児（者）父母の会
だるま会

富山 安昇

16

彩紅の会

岡 江美子

平成12年4月

恩納村

恩納村字恩納6302番地
（恩納村社会福祉協議会）

17

雨のち晴れ

ファーガソン智世

平成29年5月

恩納村

恩納村

智子

昭和49年

宜野湾市

真

令和元年7月

結

～親の会～

18

宜野湾市手をつなぐ親の会

19

病気や障がいの枠を超えた
チャンプルー親の会Lopi（ﾛﾋﾟ）

金城

新里

平成20年9月

豊見城市近郊
（南部地区）

豊見城市字平良467－4
（ 豊見城市社会福祉協議会内 ）

沖縄市内

（近隣地域も可）

中部を中心に
沖縄県全域

知的障害のうち
自閉症含む

沖縄市住吉1丁目14番29号
（沖縄市福祉センター内）

宜野湾市赤道2-7-1
（社会福祉センター内）

発達の気になる子、
軽度知的障害、自閉
症スペクトラム症、
ADHD（児童～成
人）保護者

098-972-6200 保護者、支援者等

（ 社会福祉課直通 ）

未就学児～
会員20名余

保育、幼、
小学生中心

当事者、
発達の気になる子
の保護者、支援者

080-4312-3580 特に定めていない

小・中・高
平均年齢10歳

050-3701-7177

平均年齢15歳
（5～50歳）

098-966-1193

保護者・支援者

080-6488-8645

障害をもつ
子供たちと
その保護者

098-892-6525

宜野湾市にて障がい
のある子を育ててい
る保護者（家族、支
援者等）

098-939-2411

保護者および家族

沖縄市海邦2-9-18
（NPO法人障がい児サポートハウス
Ohana 事務局内）

学童

098-974-1309 保護者、支援者等

nahaganakids@yahoo.co.jp

那覇市

平均年齢18歳
（０～50歳以上）

070-5695-4178 小学生～中学生

平良 悟

すくらむ

対象者 等

沖縄県発達障がい者支援センター

作成

ご本人のプロフィールや支援の経過などの記録を一冊にまとめ、
必要な情報をつづるオリジナルファイルです。
各ライフステージにおいて、スムーズな情報の引き継ぎ・共有が
図られることで、一貫したよりよいサポートが受けやすくなるこ
とを目的に作成されました。

※ えいぶるの各シートは、沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
ホームページからダウンロードして入手できます。

推進センター

【 問合せ先

】

沖縄県発達障がい者支援センター

がじゅま～る

〒904-2173 沖縄市字比屋根 5-2-17（ 沖縄中部療育医療センター内 ）
TEL：（098）982-2113
FAX：（098）982-2114
ホームページ http://www.okinawa-gajyumaru.jp/
※ このリストの最新版は、当センターホームページからダウンロードが可能です。是非ご活用下さい。

