大分県発達障がい者支援センター
番号

機関・団体名

1

大分県こころとからだの相談支援センター（精神
保健福祉センター、知的障害者更生相談所）

2
3
4
5
6
7
8
9

独立行政法人医療機構
国立病院機構西別府病院
医療法人 謙誠会 博愛病院
社会福祉法人藤本愛育会
大分こども療育センター
大分県教育庁義務教育課特別支
援教育課
大分労働局職業安定部
職業対策課
大分県障害福祉課
大分県健康対策課
大分市障害福祉課
大分県こども・女性相談支援センター

10 （中央児童相談所）
11 大分県中津児童相談所
12 大分県知的障害者施設協議会
13 大分県社会福祉事業団
14

代表者職氏名

所長 大隈 紘子

連絡協議会委員名簿

委員職氏名
郵便番号
身体・知的障害相談支援課長 荒金健
８７０−１１５５ 大分市玉沢平石９０８
司
こころの健康課長 松尾 佳子

副院長 後藤 一也

８７４−０８３８

別府市鶴見４５４８

０９７７−２４−１２２１

院長 釘宮 誠司

同 左

８７０−０８６８

大分市野田１１１１

０９７−５８６−０８８８

理事長 藤本 保

所長 加藤 裕久

８７０−０９４３

大分市片島長三郎２９９６−３

０９７−５５７−０１１４

課長 高橋 俊二

指導主事兼主幹（総括） 清末 直樹 ８７０−８５０３ 大分市府内町３−１０−１

局長 小澤 龍二

地方障害者雇用担当官 安東 俊

課長 四ッ谷 年晴
課長 藤内 修二
課長 仲野 龍男

同 左
課長補佐 佐藤 元治
専門員 和田 喜久子

大分市東春日町１７−２０
大分第二ソフィアプラザビル３Ｆ
８７０−８５０１ 大分市大手町３−１−１
８７０−８５０１ 大分市大手町３−１−１
８７０−８５０４ 大分市荷揚町２−３１

所長 永松 悟

総務企画課 主幹 髙山 英明

８７０−０８８９

所長 荒木 啓司
会長 釘宮 卓司
理事長 首藤 忍

８７１−００２４ 中津市中央町１−１０−２２
主査 牧 久代
８７０−０９０７ 大分市大津町２−１−４１
副会長 横山 巌
糸口第二厚生園施設長 立川 邦彦 ８７０−０９０７ 大分市大津町２−１−４１

社会福祉法人別府発達医療センター

社会福祉法人直心会
在宅支援センター ポケット
社会福祉法人すぎのこ村
19
Ｂｅｅすけっと
社会福祉法人シンフォニー
20

大分市障害者生活支援センター コーラス

大分市荏隈五丁目

０９７−５３５−２０９０
０９７−５３６−１１１１
０９７−５３６−１１１１
０９７−５３４−６１１１
０９７−５４４−２０１６
０９７９−２２−２０２５
０９７−５５８−０３００
０９７−５５２−１３１６

別府市鶴見４０７５−１

０９７７−２１−１６９７

８７５−００８５

臼杵市大字井村２２１２

０９７２−６３−５８８８

８７９−７１４４

豊後大野市三重町本城２０６５

０９７４−２２−３２３０

相談支援専門員 疋田 秀美

８７９−３１０２

佐伯市直川上直見１８８９−１

０９７２−５８−２６１１

相談支援専門員 佐々木 智子

８７１−０１０１

中津市三光森山８２３−３

０９７９−４３−６１８１

センター長 石松 聡美 同 左

８７７−１３６５

日田市水目町３４１−２

０９７３−２７−６２５１

施設長 村上 和子

相談支援専門員 伊藤 聖子

８７０−０８６２

大分市中尾６０３

０９７−５８６−５５７７

会長
会長
会長
会長

同 左
理事 大石 美智子
副会長 大津 康司
池田 貴士

８７０−０８５４ 大分市羽屋13組アーバンパレス古国府５１０ ０９７−５４３−５３５６
８７０−０９０７ 大分市大津町２−１−４１
０９７−５５１−１８２１
８７０−００２２ 大分市大手町１−１−１３
０９７−５３２−５５４５
８７０−０９０７ 大分市大津町２−１−４１
０９７−５５１−５５１３

施設長 菅沼 育雄

21
22
23
24

大分県自閉症協会
大分県手をつなぐ育成会
大分県私立幼稚園連合会
大分県保育連合会

25

大分県警察本部生活安全部少年課
少年課長 矢野 公生 主幹 石口 洋子
大分っ子フレンドリーサポートセンター

平野
斎藤
土居
佐藤

亙
国芳
孝信
成己

独立行政法人高齢・障害者雇用支
主任障害者職業カウンセラー
所長 青栁 智夫
援機構大分障害者職業センター
村上 寿一
27 社会福祉法人萌葱の郷 めぶき園 施設長 五十嵐 康郎 同 左
28 大分県発達障がい者支援センター センター長 五十嵐 猛 同 左
26

８７０−００３７

０９７−５３６−１１１１

８７４−０８３８

社会福祉法人大分県社会福祉事業団
施設長 土屋 裕道
佐伯圏域障害者支援センター ほっぷ

18

０９７−５４１−６２９０

院長 森 照明

理事長 小松 紘一郎 相談支援専門員 首藤 辰也
地域支援センター ほっと
社会福祉法人みずほ厚生センター
15
理事長 大塚 恭弘
相談支援専門員 吐合 紀子
さぽーとセンター 風車
社会福祉法人紫雲会
16
施設長 神田 年生
相談支援専門員 本田 博之
サポートセンター つばさ
17

電話番号

８７０−８５０２

大分市大手町３丁目１番１号

０９７−５３６−２１３１

８７４−０９０５

別府市上野口町３０８８−１７０

０９７７−２５−９０３５

８７９−７３０６ 豊後大野市犬飼町下津尾４３５５−１０
８７９−７３０４ 豊後大野市犬飼町大寒２１４９−１

０９７−５７８−０８１８
０９７−５８６−８０８０

