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＜はじめに＞

○　「まずどこに相談したらよいかわからない」を少しでも解消すべく、
　 　県内各市町村の申請・相談窓口を分野別にまとめました。
○　ぜひご活用ください。
○ 　この情報は、県立こども医療センターが運営するホームページ
　　 「おひさま　小児在宅療養ナビ」にも、わかりやすく掲載しています。

URL： http://ohisama.kcmc.jp/

＜使い方・注意事項＞

○　医療的ケア児に関係する各種相談・申請窓口をまとめたものです。
○　相談内容により、他の所管課にお繋ぎする場合がございます。
○　各窓口の分野ごとに、大まかな色付けをしてあります。

＜色分け一覧＞
障害福祉 保健 給付金 教育 相談 その他

○　以下の順番で掲載しています。

市町村名 項数 市町村名 項数 市町村名 項数
横浜市 4p 秦野市 16p 二宮町 27p
川崎市 5p 厚木市 17p 中井町 28p
相模原市 6p 大和市 18p 大井町 29p
横須賀市 7p 伊勢原市 19p 松田町 30p
平塚市 9p 海老名市 20p 山北町 31p
鎌倉市 10p 座間市 21p 開成町 32p
藤沢市 11p 南足柄市 22p 箱根町 33p
小田原市 12p 綾瀬市 23p 真鶴町 34p
茅ヶ崎市 13p 葉山町 24p 湯河原町 35p
逗子市 14p 寒川町 25p 愛川町 36p
三浦市 15p 大磯町 26p 清川村 37p

○　この全体版のほか、下記の通り大まかな地域（二次保健医療圏をベース）
　　 毎に分割したものも掲載しています。

横浜市

川崎市

相模原市

横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町

藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町

平塚市 秦野市 伊勢原市 大磯町 二宮町

厚木市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市
愛川町 清川町

小田原市 南足柄市 中井町 大井町 松田町
山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町

地域名 含まれる市町村名

横浜、川崎、相模原
（政令市）

横須賀・三浦

湘南東部

湘南西部

県央

県西
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http://ohisama.kcmc.jp/


名称

（備考）
連絡先 TEL:000-000-0000 （代表）

名称

（備考）
連絡先 お住まいにより相談先が異なります。詳しくはHPへ。

名称

（備考）
連絡先 TEL:000-000-0000 （直通）

（○○○○など）

URL －

○○支援センター

内容 障害福祉

（○○○○について）

URL http:/………………………………

○○課

内容 障害福祉

URL http:/………………………………

例：○○市

○○相談センター

内容 各種相談

電話番号の表記について

（直通） ・・・所管課等にそのままつながります。

（代表） ・・・代表番号につながりますので、

交換手に課名等を伝えてください。

同分類の窓口がある場合などに

は、備考欄にカッコ書きで所管内

容を補足しています。

各窓口の所管内容を大まかに分類しています。

各自治体の最上部に記載された窓口に「各種相談」

と標記されている場合には、こちらで医療的ケア児

に関する全般的な相談をお受けしています。

（状況により他部署にお繋ぎすることがあります。）
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http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/1007567/index.html


名称

（備考）
連絡先 お住まいの区の福祉保健センターへお問い合わせください。代表番号におかけいただいた場合は、窓口をご案内します。

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sodan/sogo/mado1.html

横浜市

各区役所福祉保健センター（高齢・障害支援課、こども家庭支援課）

内容 障害福祉 給付金 各種相談
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http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sodan/sogo/mado1.html


（備考）
【川崎区・幸区・中原区】 044-223-6973
【高津区・宮前区・多摩区・麻生区】 044-281-0037

名称

（備考）
連絡先 お住まいの各区地域みまもり支援センター地域支援課へお問い合わせください。

名称

（備考）
連絡先

名称

（備考）
連絡先 TEL:044-844-3700

名称

（備考）
連絡先 TEL:044-200-3796 （直通）

URL
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-2-33-0-0-0-0-0-0-0.html
(障害保健福祉に関するホームぺージです。)

健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課

内容 障害福祉 各種相談

（就学相談）

URL

川崎市総合教育センター

内容 教育

URL https://kawasaki-edu.jp/

（障害福祉サービス）

URL

各区役所地域みまもり支援センター　高齢・障害課（障害者支援係）

内容 障害福祉 給付金

（母子保健） （児童福祉）

URL

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000108731.html

お住まいの各区地域みまもり支援センター高齢・障害課（障害者支援係）へお問い合わせください。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000040733.html

各区役所地域みまもり支援センター　地域支援課

内容 保健 各種相談

（医療的ケア児・者に関する専門相談窓口） （個別支援）

URL

川崎市

内容 各種相談 その他

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000131869.html

川崎市医療的ケア児・者等支援拠点
【川崎区・幸区・中原区】 総合リハビリテーション推進センター
【高津区・宮前区・多摩区・麻生区】 地域相談支援センターそれいゆ

名称

連絡先
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tel:044-844-3700
tel:0442003796
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-2-33-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-2-33-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.keins.city.kawasaki.jp/sodan/index.htmｌ
http://www.keins.city.kawasaki.jp/sodan/index.htmｌ
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000040733.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000131869.html


名称

（備考）
連絡先 お住まいや手続きにより相談先が異なります。詳しくはHPへ。

名称

（備考）
連絡先 お住まいにより相談先が異なります。詳しくはHPへ。

名称

（備考）
連絡先 お住まいや手続きにより相談先が異なります。詳しくはHPへ。

名称

（備考）
（緑区）042-775-8813　（中央区）042-769-9267　
（南区）042-701-7723　（保育課）042-769-8340

名称

（備考）
連絡先 TEL:042-704-8917 （直通）

名称

（備考）
連絡先 お住まいや手続きにより相談先が異なります。詳しくはHPへ。

URL https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/jyoho/1025051.html

医療的ケア児等コーディネーター（緑・南障害者相談支援キーステーション）

内容 各種相談

（就学相談）

URL https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006056.html

教育委員会教育局学校教育部　青少年相談センター

内容 教育

（保育所等利用相談）

URL http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/1025044.html

各区子育て支援センター（子育てサービス班）、保育課（教育・保育支援班）

内容 その他

連絡先

（医療費給付等）

URL http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/teate_josei/index.html

こども・若者未来局 こども家庭課、子育て給付課、各区子育て支援センター

内容 給付金

URL https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006066.html

各区子育て支援センター（療育相談班）

内容 療育相談

URL http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/shogai/index.html

相模原市

各高齢・障害者相談課

内容 障害福祉 給付金
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tel:0427048917
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/jyoho/1025051.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006056.html
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/1025044.html
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/teate_josei/index.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006066.html
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/shogai/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-822-8249 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-820-2323 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-822-8513 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-824-7141 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:中央）046-824-7632　北）046-861-4118　南）046-836-1511　西）046-856-0719

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-823-2630 （代表）　※現在の主治医とご相談の上ご利用ください。

URL https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/

横須賀市立うわまち病院（医療相談室）

内容 在宅療養相談

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html

民生局健康部地域健康課各健康福祉センター（中央・北・南・西）

内容 保健

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html

民生部健康部地域健康課総務・母子保健担当

内容 保健

（就学相談）

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8320/index.html

教育委員会事務局学校教育部 支援教育課（支援教育担当）

内容 教育

（児童福祉）

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.html 

こども家庭支援センター 児童相談課（相談係）

内容 各種相談

URL https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/index.html

横須賀市

民生局福祉こども部障害福祉課計画係

内容 障害福祉
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tel:046-822-8249
tel:0468202323
tel:0468228513
tel:0468247141
tel:中央）046-824-7632　北）046-861-4118　南）046-836-1511　西）046-856-0719
tel:046-823-2630
http://www.aoitori-y.jp/yokosuka-ryoiku/
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8320/index.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-822-6741（直通）　※　現在の主治医とご相談の上ご利用下さい。

（療育、障害児通園）

URL http://www.aoitori-y.jp/yokosuka-ryoiku/

社会福祉法人青い鳥（横須賀市療育相談センター地域生活支援課）

内容 療育相談
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名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-32-2738 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-21-8774 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-55-2111 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-36-6012 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-37-1776 （直通）

（計画相談支援など）

URL https://shisen.or.jp/chiiki-shien-center/soudan/

しせん相談室ひらつか

内容 障害福祉

（就学相談など）

URL http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page-c_02164.html

平塚市子ども教育相談センター

内容 教育

（母子保健など）

URL http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kenko/index.html

健康・こども部 健康課（保健センター）

内容 保健

（18歳以上対象）

URL http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/shogai.html

福祉部 障がい福祉課

内容 障害福祉

（未就学児療育相談等） （18歳未満対象）

URL http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_00246.html

平塚市

こども発達支援室　くれよん（こども家庭課発達支援担当）

内容 各種相談 障害福祉
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tel:0463322738
tel:0463218774
tel:0463552111
tel:0463366012
tel:0463371776
https://shisen.or.jp/chiiki-shien-center/soudan/
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page-c_02164.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kenko/index.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/shogai.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_00246.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-23-5130（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3974（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3944 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-23-0630（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3894（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3812（直通）

URL -

教育文化財部　教育指導課

内容 教育

URL -

こどもみらい部　保育課

内容 保育

（手当等）

URL -

こどもみらい部　こども相談課

内容 給付金 各種相談

（母子保健）

URL https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2020/20200401.html

健康福祉部　市民健康課「ネウボラすくすく」

内容 保健

URL http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenkou/fukushi/shougaisha/index.html

健康福祉部 障害福祉課

内容 障害福祉

（発達相談など）

URL https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/hattatsu/tattatsu_top.html

鎌倉市

こどもみらい部 発達支援室

内容 療育相談
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tel:0467-23-5130（直通）
tel:0467-61-3974（直通）
tel:0467-61-3944
tel:0467-23-0630（直通）
tel:0467-61-3894（直通）
tel:0467-61-3812（直通）
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2020/20200401.html
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenkou/fukushi/shougaisha/index.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/hattatsu/tattatsu_top.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0466-50-3569 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0466-50-3522 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0466-25-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0466-87-2800 （代表）

（委託相談支援事業所）

URL http://shonanmaronie.com/chiikifukushi/

地域福祉支援センター・マロニエ

内容 障がい福祉

URL http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sidouka/index.html

教育部 教育指導課

内容 教育

(母子保健)

URL http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kenko-z/

健康医療部　健康づくり課

内容 保健

（福祉サービスの相談も可）

URL https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kodomo-ss/index.html

藤沢市

子ども青少年部 子ども家庭課

内容 各種相談
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tel:0466-50-3569
tel:0466503522
tel:0466251111
tel:0466872800
http://shonanmaronie.com/chiikifukushi/
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sidouka/index.html
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kenko-z/
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kodomo-ss/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-33-1467 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-47-4722 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-46-6787 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-46-6034 （直通）

（教育相談）

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

教育部教育指導課教育相談係（おだわら子ども若者教育支援センター内）

内容 教育

（療育相談、発達相談など）

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

子ども青少年部子ども青少年支援課（おだわら子ども若者教育支援センター）

内容 各種相談

（母子保健）

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

小田原市 健康づくり課 ( 小田原市保健センター）

内容 保健

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

小田原市

福祉健康部 障がい福祉課

内容 障害福祉
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tel:0465331467
tel:0465470820
tel:0465-46-6787
tel:0465-46-6034
http://www.clover-odawara.org/index.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/


名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-82-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-38-3331 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-82-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-82-1111 （代表）

（就学相談に関すること）

URL https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009972.html

教育推進部　学校教育指導課

内容 学校教育

（保育園に関すること）

URL https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009922.html

こども育成部　保育課

内容 保育

（母子保健に関すること）

URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1023526.html

保健所　健康増進課

内容 保健

（サービス利用に関すること）

URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009917.html

茅ヶ崎市

福祉部　障がい福祉課

内容 障害福祉

13

tel:0467821111
tel:0467383331
tel:0467-82-1111
tel:0467-82-1111
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009972.html
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009922.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1023526.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009917.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-2523 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-8114 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-8117 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-8152 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-2898・9498 （直通）

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkyu/

逗子市療育教育総合センター（教育研究相談センター）

内容 教育相談

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/gakkou/

教育部学校教育課

内容 教育

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kosodate/top.html

教育部子育て支援課 子育て支援係

内容 母子保健

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syougai/

福祉部障がい福祉課障がい福祉係

内容 障害福祉

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hinata/

逗子市

逗子市療育教育総合センター（こども発達支援センター）

内容 療育相談

14

tel:0468722523
tel:0468728114
tel:0468728117
tel:0468728152
tel:046-872-2898・9498
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkyu/
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/gakkou/
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kosodate/top.html
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syougai/
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hinata/


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

（医療費給付など）

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/hoken/shouni_index.html

保健福祉部 保険年金課

内容 給付金

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/gakkoukyouiku.html

教育部 学校教育課

内容 教育

（母子保健について） （子どもに関すること）

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/kosodate/kosodatesienka_soudan.html

保健福祉部 子ども課

内容 保健 各種相談

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/fukushi/syougai_welfare_info.html

三浦市

保健福祉部 福祉課 障害福祉グループ

内容 障害福祉

15

tel:0468821111
tel:0468821111
tel:0468821111
tel:0468821111
http://www.city.miura.kanagawa.jp/hoken/shouni_index.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/gakkoukyouiku.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/kosodate/kosodatesienka_soudan.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/fukushi/syougai_welfare_info.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-82-7616 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-82-9604 （直通）

URL http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000002451/index.html

こども健康部 こども家庭支援課（親子健康担当）

内容 保健

URL http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000004281/index.html

秦野市

福祉部 障害福祉課

内容 障害福祉

16

tel:0463827616
tel:0463829604
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000004234/index.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000004281/index.html


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

17

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

18

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:0463-94-4721 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-94-4637 （母子保健：直通） TEL:0463-94-4633 （給付金等：直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-74-5253 （直通）

URL http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2011040100054/

教育センター

内容 教育

（医療費給付など）

URL http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014041000026/

子育て支援課

内容 保健 給付金

URL http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014102900050/

伊勢原市

保健福祉部 障がい福祉課

内容 障害福祉

19

tel:0463-94-4721
tel:0463-94-4637
tel:0463-94-4633
tel:0463-74-5253
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2011040100054/
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014041000026/
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014102900050/


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

20

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

21

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:0465-73-8047　 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-73-8377 （直通）

（母子保健）

URL http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/soshiki/gyoumu/p06805.html

福祉健康部 こども支援課（こども健康班）

内容 保健

URL http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/soshiki/gyoumu/p03657.html

南足柄市

福祉健康部 福祉課（障害福祉班）

内容 障害福祉

22

tel:0465738047　
tel:0465-73-8377
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/soshiki/gyoumu/p06805.html
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/soshiki/gyoumu/p03657.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

23

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:046-876-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046－876-1111（内線7310）

（学齢期の医療的ケア児の就学について）

URL

葉山町教育委員会教育研究所

内容 教育

URL

葉山町

葉山町 子ども育成課（子育て相談係）

内容 各種相談

24

tel:0468761111
tel:046－876-1111（内線7310）


名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-74-1111（内線164）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-74-1111 （代表）

URL
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/fukushi/shogaifukushi/info
/index.html

健康福祉部 福祉課（障がい福祉担当）

内容 障害福祉

（母子保健）

URL
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/manabi/kosodatesienka/nobisuku/t
antouzyouhou/index.html

寒川町

学び育成部 子育て支援課

内容 保健

25

tel:0467-74-1111（内線164）
tel:0467741111
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/fukushi/shogaifukushi/info/index.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/fukushi/shogaifukushi/info/index.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/manabi/kosodatesienka/nobisuku/tantouzyouhou/index.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/manabi/kosodatesienka/nobisuku/tantouzyouhou/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-61-4100 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL：0463-73-4530（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-61-4100 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-71-3377 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-61-4100 （代表）

URL http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/kyoiku/gakkoukyouikuka/index.html

教育部 学校教育課（教育指導係）

内容 教育

（育児・療育相談など）

URL
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/kosodate/tanto/shiencenter/ind
ex.html

町民福祉部 子育て支援課（子育て支援総合センター）

内容 各種相談

（幼稚園） （保育・子どもに関すること）

URL http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/kosodate/index.html

町民福祉部 子育て支援課（子育て支援係）

内容 給付金 教育 その他

URL
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/hukushi/tanto/syougaihukushi/in
dex.html

町民福祉部 福祉課(障がい福祉係)

内容 障害福祉

URL http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/sports/index.html

大磯町

町民福祉部 スポーツ健康課（健康増進係）

内容 保健

26

tel:0463614100
tel:0463713377
tel:0463614100
tel:0463713377
tel:0463614100
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/kyoiku/gakkoukyouikuka/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/kosodate/tanto/shiencenter/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/kosodate/tanto/shiencenter/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/kosodate/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/hukushi/tanto/syougaihukushi/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/hukushi/tanto/syougaihukushi/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/sports/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-75-9289 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-71-7100 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0463-75-9261 （直通）

URL
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomu/shido/index
.html

教育委員会 教育総務課（指導班）

内容 教育

（保育、子育てなど）

URL
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kenkofukushi/kosodate_kenkou/inde
x.html

健康福祉部子育て・健康課

内容 保健 その他

URL
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kenkofukushi/fukushihoken/fukushi_s
hogaishashien/index.html

二宮町

健康福祉部 福祉保険課（福祉・障がい者支援班）

内容 障害福祉

27

tel:0463-75-9289
tel:0463-71-7100
tel:0463-75-9261
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomu/shido/index.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomu/shido/index.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kenkofukushi/kosodate_kenkou/index.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kenkofukushi/kosodate_kenkou/index.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kenkofukushi/fukushihoken/fukushi_shogaishashien/index.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/kenkofukushi/fukushihoken/fukushi_shogaishashien/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-81-5548 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-81-5546 （直通）

URL https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/menugrouptop/menugrouptop.aspx?menugroup_id=104

健康課（健康づくり班）

内容 保健

URL https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3923

中井町

福祉課（福祉班）

内容 障害福祉

28

tel:0465815548
tel:0465815546
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/menugrouptop/menugrouptop.aspx?menugroup_id=104
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3923


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-83-8012 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-83-8024 （直通）

URL https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/7/

福祉課

内容 障害福祉

（18歳まで）

URL https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/8/

大井町

子育て健康課

内容 保健 給付金 各種相談

29

tel:0465838011
tel:0465838011
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/7/
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/8/


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-83-1226 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-84-5544 (直通）

（母子保健） （児童相談、育児相談など）

URL https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/8/

子育て健康課

内容 保健 各種相談

URL https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/7/

松田町

福祉課

内容 障害福祉
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tel:0465831226
tel:0465845544
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/8/
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/7/


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-75-3644 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-75-0822

（母子保健）

URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp

保険健康課　健康づくり班

内容 保健

URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp

山北町

福祉課　福祉推進班

内容 小児医療、重度障害者医療、補装具、日
常生活用具、障害福祉サービス等
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tel:0465753644
tel:0465-75-0822
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-84-0316 （直通）

（障害福祉全般）

URL https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=163

開成町

福祉介護課

内容 障害福祉
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tel:0465840316
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=163


名称

（備考）
連絡先 TEL:0460-85-7790 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0460-85-9595 （直通）

（母子保健など） （小児医療費給付など）

URL https://www.town.hakone.kanagawa.jp/sections/index.cfm?footer=10

福祉部 子育て支援課

内容 保健 給付金

URL https://www.town.hakone.kanagawa.jp/sections/index.cfm?footer=9

箱根町

福祉部 福祉課（障がい福祉係）

内容 障害福祉
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tel:0460857790
tel:0460859595
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/sections/index.cfm?footer=10
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/sections/index.cfm?footer=9


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-68-1131 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-68-1131 （代表）

URL http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/kyouiku/

教育課

内容 教育

URL http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/

真鶴町

福祉課（子育て支援係、町民支援係）

内容 各種相談 保健 障害福祉
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tel:0465681131
tel:0465681131
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/kyouiku/
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/


名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-63-2111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0465-63-2111 （代表）

（母子保健）

URL https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/

保健センター

内容 保健

URL https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/

湯河原町

社会福祉課（障がい福祉係）

内容 障害福祉
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tel:0465632111
tel:0465632111
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/


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
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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
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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

