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障がいのある人のうち、更生のための医学的治療・生活訓練・職業訓練を受けたい方や、在宅において自立が困
難な重度の障がい者の方には次の施設等が設けられています。入所又は通所する場合は、本人の所得や扶養義務者
の課税状況に応じて費用の一部を負担していただくことがあります。

����障害福祉������所

共通 （障害者総合支援法における自立支援給付の対象です。
）
障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスを受けられる事業所です。家庭等で利用できる「訪問系サービ
ス」
、入所施設等で昼間に利用できる「日中活動系サービス」
、施設入所して利用できる「居住系サービス」に大
きく分けられます。
（指定障害福祉サービス事業所の一覧については、ｐ98～135を参照してください。
）

��障害者支援施設

共通 （障害者総合支援法における自立支援給付の対象です。
）
障害者総合支援法に基づき、主として夜間において日常生活の支援（施設入所支援）を受けながら、日中に施
設入所支援以外の施設障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援）を受けられる施設です。
（障害者支援施設の一覧については、p136～137を参照してください。
）

��障害児通所支援��所�障害児入所施設

児童
（児童福祉法における障害児通所給付及び障害児入所給付の対象です。
）
児童福祉法に基づき、通所による支援を受けられる「障害児通所支援事業所」
、入所による支援を受けられる
「障害児入所施設」です。
（障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の一覧については、p148～159を参照してください。
）

���児の��に�する支援��施する施設

14
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児童
児童福祉法における障害児通所給付対象の「障害児通所支援事業所」については、p.148～p.159 の「児童発
達支援事業」欄を参照してください。
その他、発達に心配のある幼児に対し、通所によりコミュニケーション能力向上など発達支援を行う施設は以
下のとおりです。
圏域
施設名
所在地
電話番号
〒502-0082 岐阜市長良東 2-140
058-295-1133
長良幼児支援教室
北市民健康センター内
岐阜北幼児支援教室
〒502-0814 岐阜市福光西 1-16-2
058-231-5501
〒502-0858 岐阜市下土居 2-9-12
058-231-1121
鷺山幼児支援教室
鷺山保育所内
〒500-8223 岐阜市水海道 1-16-13
岐阜東幼児支援教室
058-259-2401
岐阜東幼稚園内
〒500-8381 岐阜市市橋 6-13-25
058-275-5108
市橋幼児支援教室
市橋コミュニティセンター内
岐阜
〒500-8483 岐阜市加納東丸町 2-9-1
058-278-3755
加納幼児支援教室
加納幼稚園敷地内
〒500-8268 岐阜市茜部菱野 1-75-2
岐阜南幼児支援教室
058-268-6232
南市民健康センター内
〒501-6121 岐阜市柳津町下佐波西 1-15
058-279-6326
柳津幼児支援教室
もえぎの里内
岐南町通園療育ルーム
〒501-6019 羽島郡岐南町みやまち 4-96
058-271-4424
笠松町ことばの教室
〒501-6081 羽島郡笠松町東陽町 44-1
058-387-5215
西濃
関ケ原町すぎの子園
〒503-1501 不破郡関ケ原町大字関ケ原 3608-1
0584-43-2688
坂祝町つくんこ教室
〒505-0075 加茂郡坂祝町取組 35-4
0574-25-0084
富加町あゆみ教室
〒501-3301 加茂郡富加町加治田 350
0574-54-2165
中濃
川辺町おおぞら教室
〒509-0304 加茂郡川辺町中川辺 1537-1
0574-52-0021
御嵩町ことばの教室
〒505-0122 可児郡御嵩町顔戸 1176-2
0574-67-2858
※岐阜市の施設については、３～５歳児を対象としています。
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��地域��������

共通
地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置付けられ
た施設です。障がいのある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
圏
事業所名
身 知 精
所在地
電話番号
域
支援センター ふなぶせ
058-213-8811
● 〒500-8211 岐阜市日野東 4-10-18
地域生活支援センター うかい
058-239-5838
● 〒501-1128 岐阜市洞 1026
支援センター ふなぶせ南
058-201-6711
● 〒500-8263 岐阜市茜部新所 1-167-2
みやこ障害者センター
●
〒500-8309 岐阜市都通 2-23
058-252-0406

岐 阜

サンフレンドうずら障害者センター

●

〒500-8288 岐阜市中鶉 7-58

058-275-3520

サンフレンドみわ障害者センター
国立病院機構 長良医療センター筋
ジス・デイサービス
はしま福祉サポートセンター
でいあい
羽島市地域活動支援センター
のぞみ舎
ＮＰＯ法人エンジェルハウス
地域活動支援センターきざはし
地域活動支援センターふらっと
地域活動支援センターbelief

●

〒501-2526 岐阜市門屋字野崎 95

058-229-5902

●

〒502-8558 岐阜市長良 1300-7

058-232-7755

Detox&Treatment センター
サーラほのぼの

● ● ● 〒501-6232 羽島市竹鼻町狐穴 719－1

058-391-1613

● ● ● 〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106

058-391-0633

● ●
● ● ●
●
● ● ●

058-370-3799
058-385-6231
058-389-5141
058-372-3781

●

〒509-0136
〒509-0123
〒504-0814
〒509-0145
〒504-0966

地域活動支援センター まいむ

● ● ●

地域活動支援センター光陽
せせらぎ
へれんけらあ
グリーンヒル
かざぐるま
特定非営利活動法人 チームわかば
中 美濃市みのりの家作業所
濃 ひびき

● ● ●
●
●
● ●
●
●
● ● ●
●

西 濃

レインボータイム

● ● ● 〒504-0922
〒504-0912
● ● ●

多治見市障害者福祉センター
東 ふきのとう地域活動センター
濃 ホーリークロスセンター
土岐やまびこ作業所
森の音楽隊
飛
地域活動支援センターやまびこ
騨

●

〒501-6031
〒503-0022
〒503-0824
〒503-0401
〒501-3932
〒501-3874
〒501-3744
〒505-0004
〒501-4106

● ● ● 〒507-0041
● ● 〒508-0032
● 〒509-5141
〒509-5301
●
● ● ● 〒509-5301

● 〒509-4124 高山市国府町村山 251-2
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058-249-4515
058-386-7310
058-370-3731
090-1723-3002
058-374-1958
0584-81-8521
0584-78-6771
0584-55-2501
0575-21-5566
0575-23-4859
0575-35-1735
0574-25-1294
0575-79-2304
0572-25-1134
0573-66-8088
0572-55-0602
0572-57-6381
0573-25-3237
0577-72-5023
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すいせい

〒504-0907

各務原市松が丘 7-101
各務原市鵜沼宝積寺 5-2
各務原市蘇原興亜町 4-4-1
各務原市鵜沼朝日町 2-3-10
各務原市那加本町 36
マナベビル 3 階
各務原市前渡東町 2-56
各務原市那加住吉町 1-27
オフィスＹ＆Ｙ２階
各務原市那加桜町 3-236
メゾンド R107
羽島郡笠松町米野 309-1
大垣市中野町 1-10
大垣市旭町 1-5
海津市南濃町津屋 1491-1
関市稲口 774-1
関市孫六町 13
美濃市段町 148-1
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3555
郡上市美並町白山 847-1
美並町商工会館 2F
多治見市太平町 2-39-1
中津川市栄町 8-9
土岐市泉岩畑町 3-2
土岐市妻木町 3020-10
恵那市大井町字奥戸 2709-476

��心身障�者�����施設

身体 知的
身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく通所の授産施設を利用することが困難な地域に、市町村が通
所の場を設けて心身に障がいのある者に対して自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させること
を目的とする施設。これは、学齢を越えた心身障がい者に市町村が作業室、作業場等必要な施設を設けて、専任
職員による訓練を行う施設です。
圏域
施設名
所在地
電話番号
岐阜なずな学園
〒500-8265 岐阜市茜部神清寺 2-51
058-271-7359
岐阜
笠松町心身障害者小規模授産所
〒501-6063 羽島郡笠松町長池 237
058-387-2469
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障がい者団体・ボランティア
障がい者団体・ボランティア

１�障がい者・障がい児団体
（１）心身障がい者（児）福祉関係団体

身体

知的

団体名

14
15

所在地

（��）岐阜�身体障�者福祉��
【事業内容】身体障がい者の生活援護と親睦・
福祉増進を図るための事業

〒500-8385
岐阜市下奈良 2-2-1 県福祉・農業会館 5F
TEL 058-273-1111
FAX 058-273-9308

（��）岐阜���障�者福祉��
【事業内容】視覚障がい者の福祉向上に関する
事業

〒500-8804
岐阜市京町 1-64（白杖園内）
TEL 058-264-4523

（��）岐阜���������
【事業内容】親の会、研修会相談会、機関誌の
発行等を行い知的障害者の福利向上を図る事業

〒500-8309
岐阜市都通 2-2 岐阜市民福祉活動センター内
TEL 058-253-8062
FAX 058-254-9210

岐阜�身体障�者��������
【事業内容】相談員の資質の向上、連絡調整、
大会・研修会の開催

〒500-8385
岐阜市下奈良 2-2-1 県福祉・農業会館 5F
TEL 058-273-1111
FAX 058-273-9308

岐阜�身体障�者����
【事業内容】身体障がい者の福祉向上のため、
大会・研修会開催

〒500-8385
岐阜市下奈良 2-2-1 県福祉・農業会館 5F
TEL 058-273-1111
FAX 058-273-9308

（��）岐阜���障�者��
【事業内容】聴覚障がい者福祉向上のため、大
会・研修会等各種文化活動

〒500-8384
岐阜市薮田南 5-14-53 ＯＫＢふれあい会館６Ｆ
TEL 058-278-1301
FAX 058-274-1800

岐阜��体���児者�������
【事業内容】施設視察慰問、表彰、調査、研修

〒503-0971
大垣市南一色町 683-45 日比方
TEL 0584-75-1277

岐阜�������ィ���
〒509-0224
【事業内容】入院患者・在宅患者慰問、研修会、 可児市久々利 1548
懇談会
TEL 0574-64-1620

障がい者団体・ボランティア

岐阜���障�児������
【事業内容】相談会、親子レクリエーション、
ハイキング、スポーツ大会、会報発行

〒502-0002
岐阜市粟野東 5-418 あしたの会作業所内
TEL 058-237-5318

岐阜������
【事業内容】療育相談、知識の普及・啓発、調
査・研究、講演会

〒502-0867
岐阜市鷺山南 6-28
TEL 058-232-5331

FAX 058-232-5331

岐阜���心身障�児（者）����
【事業内容】調査、療養相談、研修、研究会、
懇談会

〒501-1175
岐阜市下西郷 2-255
TEL 058-239-4892

FAX 058-239-4892

（��）����者��
【事業内容】中途失聴・難聴者の福祉向上、会
報発行、要約筆記講座、研修会の開催

〒500-8828
岐阜市若宮町 2-9-8 AIS ビル４階
TEL 058-266-0827
FAX 058-266-0827
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