
名称

（備考）
連絡先 TEL:046-225-2254 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-225-2597 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-225-2660 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-225-2904 （直通）

（障害福祉総合相談）

URL https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/iryo_fukushi/shogaisha/5/11/13794.html

厚木市障害者総合相談室　ゆいはあと（厚木市障がい者基幹相談支援センター）

内容 障害福祉 各種相談

（特別支援教育）

URL https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kyoikushidoka/index.html

学校教育部教育指導課(教育指導係)

内容 教育

URL https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenkozukurika/index.html

市民健康部 健康づくり課（母子保健係）

内容 保健

（障害福祉サービス）

URL https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/index.html

厚木市

福祉部 障がい福祉課（障がい者支援第二係）

内容 障害福祉

tel:0462252254
tel:0462252201
tel:046-225-2660
tel:0462252904
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/iryo_fukushi/shogaisha/5/11/13794.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kyoikushidoka/index.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenkozukurika/index.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-260-5673 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-273-8353 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL：046-260-5672（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL：046-272-0040

URL http://www.oak.or.jp/office/#soudan

相談支援センター松風園

内容 各種相談

（保育園）

URL https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/purpose/O/O00013.html

こども部ほいく課

内容 その他

URL https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/G/G00011.html

教育委員会　特別支援教育センター「アンダンテ」

内容 教育

URL
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/public/download/iryoutekicar
e.pdf

大和市

こども部すくすく子育て課発達支援係

内容 各種相談

2

tel:0462605673
tel:046-273-8353
http://www.oak.or.jp/office/#soudan
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/purpose/O/O00013.html
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/G/G00011.html
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/public/download/iryoutekicare.pdf
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/public/download/iryoutekicare.pdf


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-235-4812 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-235-7885 （直通）

URL
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/soshiki/soshiki/hokenfukushi/1006797.htm
l

保健福祉部 こども育成課

内容 保健

URL
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/soshiki/soshiki/hokenfukushi/1003968.htm
l

海老名市

保健福祉部 障がい福祉課（相談支援係）

内容 各種相談 障害福祉

3

tel:0462354812
tel:0462357885
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/soshiki/soshiki/hokenfukushi/1006797.html
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/soshiki/soshiki/hokenfukushi/1006797.html
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/soshiki/soshiki/hokenfukushi/1003968.html
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/soshiki/soshiki/hokenfukushi/1003968.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-252-7132 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-252-7225 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-252-8732 （直通）

URL http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1274082025421/index.html

教育部 教育指導課（指導係）

内容 教育

URL
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1000000000299/ind
ex.html

健康部 健康づくり課（保健予防係）

内容 保健

URL
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1000000000276/ind
ex.html

座間市

福祉部 障がい福祉課（障がい者支援係）

内容 障害福祉

4

tel:0462527132
tel:0462527225
tel:0462528732
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/job/1000000000147/index.html
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/job/1000000000088/index.html
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/job/1000000000088/index.html
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1000000000276/index.html
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1000000000276/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-76-6770 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-77-1118 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-70-5623 （直通）

（福祉サービス利用）

URL http://www.city.ayase.kanagawa.jp/

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当

内容 障害福祉

（生活全般など） （福祉サービス利用）

URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000039400/hpg000039388.htm

福祉部 障がい福祉課 障がい児者相談支援センター

内容 各種相談 障害福祉

（発達相談など） （障がい児相談）

URL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000032000/hpg000031977.htm

綾瀬市

福祉部 障がい福祉課 もみの木園

内容 各種相談 障害福祉

5

tel:0467766770
tel:0467771118
tel:0467-70-5623
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000039400/hpg000039388.htm
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000032000/hpg000031977.htm


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-285-6970 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-285-6928 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-206-1061 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL：046-240-0393（直通）

（医療）

URL http://atsugi-ishikai.or.jp/detail/detail.html?id=8&notice_id=56

厚木医師会在宅医療相談室　ル　リアン

内容 その他

URL https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/kyouikuiinkai/shido/index.html

教育委員会　指導室 

内容 教育

URL http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/minsei/fukushi_suishin/index.html

民生部 福祉支援課（障害福祉班）

内容 障害福祉

URL https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/minsei/kenko_suishin/index.html

愛川町

民生部 健康推進課（すこやか保健班）

内容 保健

6

tel:0462856970
tel:0462856928
tel:0462061061
tel:0462400393
http://atsugi-ishikai.or.jp/detail/detail.html?id=8&notice_id=56
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/kyouikuiinkai/shido/index.html
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/minsei/fukushi_suishin/index.html
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/minsei/kenko_suishin/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-281-3861 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-288-1215 （直通）

URL https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Parenting_education/gakko/index.html

学校教育課

内容 教育

（障害福祉サービス） （小児医療費助成など）

URL https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/health_welfare/hukushi/index.html

清川村

保健福祉課

内容 障害福祉 給付金 各種相談

7

tel:0462813861
tel:0462881215
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Parenting_education/gakko/index.html
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/health_welfare/hukushi/index.html

