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■情報のぺージ】

○児童に関係する施設
施 設 名 所 在 地 電話番号 種 別

(社福)宝山寺福祉事業団

仔鹿園
奈良市古市町1-2 0742-62-5811 知的障害児通園施設

(社福)心身障害児総合通園

センター

わかくさ愛育園

さくら

磯城郡田原本町大字多722番地 0744-32-0200
知的、肢体不自由、

難聴児通園施設

重症心身障害児(者)

通園施設(Ａ型)

(社福)東大寺福祉事業団

東大寺福祉療育病院

東大寺整肢園

東大寺光明園

華の明

奈良市雑司町406番地の１ 0742-22-5577
肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

重症心身障害児(者)

通園施設(Ａ型)

奈良県立登美学園 奈良市菅野台２番43号 0742-45-0691 知的障害児施設

(社福)愛の集い学園 大和高田市根成柿340番地の１ 0745-52-5174 知的障害児施設

(社福)吉野学園 吉野郡大淀町下渕1642-20 0747-52-7631

知的障害児施設

重症心身障害児(者)

通園事業(Ｂ型)

(社福)成美学寮 奈良市柳生下町445 0742-94-0205 知的障害児施設

(社福)五條学園 五條市島野町744 0747-23-5862 知的障害児施設

○市町村が実施している療育教室（児童デイサービス等）
市町村 教 室 名 所 在 地 電話番号

奈良市 みどり園
奈良市左京5-3-1

奈良市総合福祉センター内
0742-71-0770

大和郡山市 発達支援センターめばえ
大和郡山市植槻町3-8

大和郡山市社会福祉会館内
0743-53-6534

天理市 天理市療育教室 杉の子学級 天理市丹波市町196-1 0743-63-4598

橿原市
橿原市心身障害児訓練施設

かしの木園
橿原市久米町678 0744-27-8585

桜井市
児童デイサービス

クローバー学園
桜井市桜井535-1 0744-42-2743

生駒市 こども支援センター あすなろ 生駒市元町2-14-8 0743-75-0530

香芝市 児童デイサービス ひまわり園
香芝市逢坂1-374-1

香芝市総合福祉センター内
0745-76-7107
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○相談窓口
こども家庭相談センター

　18歳未満の子どもに関するあらゆる問題についての相談・援助。子どもの発達や情緒面の相談、お母さ

ん自身の育児不安の相談を受けています。また、療育手帳の判定も行っています。

所 属 名 住 所 電話番号 管 轄 区 域

奈良県中央

こども家庭相談センター
奈良市紀寺町833 0742-26-3788

奈良市、大和郡山市、天理市、

桜井市、生駒市、宇陀市、宇

陀郡、生駒郡、磯城郡、山辺

郡

奈良県高田

こども家庭相談センター
大和高田市大中17-6 0745-22-6079

橿原市、大和高田市、香芝市、

御所市、五條市、葛城市、北

葛城郡、高市郡、吉野郡

市町村保健センター（母子保健相談窓口）

乳幼児健診以外にも発達相談を行っています。また、児童デイサービス以外にも各市町村が実施してい

る療育教室もありますので詳しい内容については窓口でお問い合わせください。

市町村委託相談支援事業所

福祉サービスの利用調整や援助、社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援、介護相談，情報提

供などを行います。詳しくは市の障害福祉担当課にお問い合わせください。

奈良県発達障害支援センター「でぃあ～」

発達障害（自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群・ＬＤ（学習障害）・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動

性障害等）のあるご本人、ご家族、関係施設、関係機関のスタッフが利用対象になります。相談支援、発

達支援、就労支援、普及啓発・研修などを行っています。

（連絡先） 奈良市古市町1-2 奈良仔鹿園内 ＴＥＬ 0742-62-7746

奈良県教育研究所特別支援教育部

学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等への支援をすすめています。その

ために理解啓発をはじめ、特別支援教育コーディネーターの養成や特別支援教育巡回アドバイザーによる

相談支援の充実を図っています。

（連絡先） 磯城郡田原本町秦庄22-1 ＴＥＬ 0744-32-8201
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○通級指導教室設置校
通常の学級に在籍している軽度の障がいのある児童生徒に対して、通級指導教室において、障がいに応じ

た指導を行っています。通常の学級における指導と通級による指導とを織り交ぜながら、指導の充実を図っ

ています。通級には、自校通級と他校通級があります。市町村を越えて他校通級をしているところもありま

す。詳細は、設置している市町村教育委員会にお問い合わせください。

学 校 名 所 在 地 連 絡 先 種 別

橿原市立畝傍南小学校 橿原市見瀬町164 0744-28-0105(直通) 言語

奈良市立椿井小学校 奈良市椿井町25 0742-23-7062 難聴

奈良市立済美小学校 奈良市西木辻町5-2 0742-22-2724(直通) 言語

奈良市立あやめ池小学校 奈良市あやめ池南9-939-39 0742-43-4446(直通) 言語

奈良市立鳥見小学校 奈良市鳥見町3-11-2 0742-43-4723
言語

ＬＤ等

生駒市立生駒小学校 生駒市山崎町4-44 0743-75-1408(直通) 言語

平群町立平群東小学校 生駒郡平群町吉新2-2-13 0745-45-0004 言語

大和郡山市立郡山北小学校 大和郡山市北郡山町115 0743-53-2807 言語

天理市立丹波市小学校 丹波市町180 0743-63-4110 ＬＤ等

香芝市立下田小学校 香芝市下田西２丁目9-41 0745-79-8707(直通)
言語

ＬＤ等

大和高田市立高田小学校 大和高田市大中東5-15 0745-22-0251 ＬＤ等

○医療機関
機 関 名 所 在 地 連 絡 先

奈良県総合リハビリテーションセンター 磯城郡田原本町大字多722 0744-32-0200

奈良県立医科大学付属病院 橿原市四条町840 0744-22-3051

奈良県立奈良病院 奈良市平松1-30-1 0742-46-6001

この他にも小児の発達外来を行っている民間医療機関がありますので、県、市町村の障害福祉医療担当窓

口、もしくは相談支援事業所にお問い合わせ下さい。

＊その他各種の情報をインターネットでもご覧頂くことができます。

奈良県 障害者福祉のご案内 ホームページ http://www.shienhi.jp/

福祉サービスについての情報を得ることができます。
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■おわりに

　子どもの発達のことについて心配や不安を抱える保護者の相談が多く

なり、具体的な支援が求められる事が増え、また昨今では発達障害等の

情報や知識が広がってきました。

　今回のパンフレットでは悩みや相談を集約した内容になっています

が、これはほんの一例であり、もっと個々のニーズに添った具体的な答

えが必要とされていると思います。相談支援をさせて頂いているとそつ

のない答え方では実際の支援には結びつかないことが多々あります。し

かし基本的な考え方、捉え方、関わり方、支援の求め方がわかると次へ

進みやすいのではないかと思います。

　「療育」とは生きていくために必要なことを身につけてもらう子育て

ではないでしょうか。

　パンフレット作成にあたり、ご協力を頂きました「療育」に携わる皆

様をはじめ、コラムにお寄せいただきました保護者の皆様にも感謝申し

上げます。

平成20年10月

パンフレット作成検討会議



■療育支援パンフレット作成検討会議

奈良県発達障害支援センター でぃあ～

東大寺福祉療育病院

こども支援センター あすなろ

橿原市心身障害児訓練施設 かしの木園

児童デイサービスセンター クローバー学園

香芝市社会福祉協議会 ひまわり園

奈良市社会福祉協議会 みどり園

生活支援センター Ｓｈａｋｅ

児童デイサービスセンター 「ＨＡＧ・ＬＩＶＥ」

ゆらくの里児童デイサービスセンター

ケアーステーション みのり

障害福祉サービス事業所 なごみ

コッペ大淀 地域活動支援センター“みんなの広場”

知的障害児施設 県立登美学園

知的障害児施設 愛の集い学園

綜合施設 美吉野園

奈良市障がい福祉課

十津川村福祉事務所

知的障害児通園施設 仔鹿園

奈良県福祉部障害福祉課
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