１ 相談窓口
(1)相談支援事業者
障害者やその家族に対して、各種の相談に応じ、情報提供及び助言、指導を行うと
ともに、県、市町、障害福祉サービス提供事業者、医療機関等との連絡調整を行い、
障害者やその家族の地域における生活を支援し、在宅障害児者の自立と社会参加を促
進します。
※下記の市町から委託された事業者のほか、指定特定相談支援事業者等があります。
(P126～P141 参照)
【相談支援事業者 1/2】
市町
1
2
3
4

宇都宮市

5

名

称

所在地

320-0806 宇都宮市中央1-1-15
宇 都宮市障 がい者生 活支 宇都宮市総合福祉センター内
援センター
320-0851 宇都宮市鶴田町970-1
宇都宮市子ども発達センター内
障 がい者生 活支援セ ンタ
321-0126 宇都宮市茂原町837-1
ーこぶし
サ ポートセ ンターと みや
321-2116 宇都宮市徳次郎町540
生活支援センター
宇 都宮市泉 が丘ふれ あい
321-0952 宇都宮市泉が丘3-17-16
プラザ

TEL

FAX

028-636-1536 028-636-1537
028-647-4724 028-647-4724
028-680-5748 028-688-0214
028-665-8230 028-612-8110
028-661-9055 028-661-7070

6

うつのみや

320-0861 宇都宮市西2-1-7

028-632-6074 028-658-2117

7

サポートみゆき

321-0983 宇都宮市御幸本町4646

028-661-5116 028-661-5145

足 利市障が い者基幹 相談
支援センター
栃 木市障が い児者相 談支
援センター
障 がい者相 談支援セ ンタ
ーみどり

326-0064 足利市東砂原後町1072
足利市総合福祉センター内

0284-44-0307 0284-44-0318

328-8686 栃木市万町9-25

0282-21-2235 0282-21-2682

8

足利市

9

栃木市

10
佐野市
11

相談支援事業所さの

12
鹿沼市
13
14
日光市
15
16 小山市
17 真岡市
18
大田原市
19
20 矢板市
21 那須塩原市

鹿 沼市障が い者相談 支援
センターPLOW（プラウ）
障 害者相談 支援セン ター
せいわ
日 光市障が い者相談 支援
センター
障 害児者計 画相談支 援セ
ンターこうろく
小 山市障が い児者基 幹相
談支援センター
真 岡市障害 児者相談 支援
センター
大 田原市障 害者相談 支援
センター
地 域生活支 援センタ ーゆ
ずり葉
矢板市障がい児者
相談支援センター
那 須塩原市 障害者相 談支
援センター

327-0831 佐野市浅沼町146-5
(福)とちのみ会 フロム浅沼内
327-0843 佐野市堀米町3905-8
(福)ブローニュの森内

0283-24-5759 0283-24-5333
0283-21-6811 0283-85-7752

322-0007 鹿沼市武子1566

0289-60-2588 0289-60-2588

322-0002 鹿沼市千渡1598

0289-64-0070 0289-64-0100

321-1292 日光市今市本町1

0288-22-8522 0288-21-5105

321-1102 日光市板橋178-29

0288-25-6294 0288-25-6295

323-0023 小山市中央町2-2-21
小山市保健福祉センター内
321-4305 真岡市荒町110-1
真岡市総合福祉保健センター内
324-0021 大田原市若草1-832
大田原市大田原保健センター内
325-0055 那須塩原市宮町2-14
（特非）那須フロンティア内

0285-23-5050 0285-23-5050
0285-80-7765 0285-81-7789
0287-20-6751 0287-20-6751
0287-63-7777 0287-73-7022

329-2164 矢板市本町7-21

0287-40-0886 0287-44-0089

325-8501 那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所（本庁舎）内

0287-62-7787 0287-63-8911

【相談支援事業者 2/2】
市町

名

称

所在地

TEL

FAX

地 域生活支 援センタ ーゆ
ずり葉
(特)栃木県北地区手話通
訳派遣協会
障 がい者支 援センタ ーふ
れあい
障 害者相談 支援セン ター
桜花
那 須烏山市 障がい者 相談
支援センター
下 野市障が い児者相 談支
援センター
上 三川障が い児者生 活相
談支援センター
芳 賀郡障害 児者相談 支援
センター
芳 賀郡障害 児者相談 支援
センター
芳 賀郡障害 児者相談 支援
センター
芳 賀郡障害 児者相談 支援
センター

325-0055 那須塩原市宮町2-14
（特非）那須フロンティア内

0287-63-7777 0287-73-7022

325-0026 那須塩原市上厚崎431-17

0287-73-4422 0287-62-7776

329-1312 さくら市櫻野1270

028-681-6666 028-681-6634

329-1311 さくら市氏家1799-1

028-681-6720 028-681-6721

321-0624 那須烏山市旭1-3610

0287-80-1020 0287-80-1027

33 壬生町

あるしぇん

321-0206 壬生町あけぼの町5-6

34

ラ イフサポ ートセン ター
329-0111 野木町丸林582-1
ゆめ

0280-33-6951 0280-33-6952

みらい

329-0111 野木町丸林371-12

0280-57-2673 0280-57-2673

塩 谷町障害 者相談支 援セ
ンターライキ園
高 根沢町障 害児者生 活支
援センターすまいる
障 害者相談 支援セン ター
いぶき
地 域生活支 援センタ ーゆ
ずり葉
指定相談支援事業所
ノエル
相 談支援セ ンターリ ヴレ
ット
相 談支援事 業所大山 田ノ
ンフェール
那 珂川町社 協相談支 援事
業所

329-2213 塩谷町熊ノ木1057-1
(福)同愛会ライキ園内
329-1225 高根沢町石末1825
(高根沢町福祉センター内)

22
那須塩原市
23
24
さくら市
25
26 那須烏山市
27 下野市
28 上三川町
29 益子町
30 茂木町
31 市貝町
32 芳賀町

野木町
35
36 塩谷町
37
高根沢町
38
39
那須町
40
41
42 那珂川町
43

329-0492 下野市笹原26
下野市役所１階 社会福祉課内
329-0611 上三川町上三川5082-15
上三川ふれあいの家ひまわり内
321-3423 市貝町市塙1720-1
市貝町保健福祉センター内
321-3423 市貝町市塙1720-1
市貝町保健福祉センター内
321-3423 市貝町市塙1720-1
市貝町保健福祉センター内
321-3423 市貝町大字市塙1720-1
市貝町保健福祉センター内

0285-37-9970 0285-37-9970
0285-38-6854 0285-38-6841
0285-81-6565 0285-81-6564
0285-81-6565 0285-81-6564
0285-81-6565 0285-81-6564
0285-81-6565 0285-81-6564
0282-86-7665 0282-21-7109

0287-45-2940 0287-45-2941
028-612-2751 028-612-2751

329-1216 高根沢町桑窪2266-2

028-678-3502 028-676-3501

325-0055 那須塩原市宮町2-14
（特非）那須フロンティア内

0287-63-7777 0287-73-7022

329-3215 那須町寺子乙1994-19

0287-73-5315 0287-73-8636

324-0505 那珂川町芳井840-4

0287-96-5555 0287-96-5556

324-0602 那珂川町大山田下郷955

0287-93-6022 0287-93-6023

324-0613 那珂川町馬頭560-1

0287-92-3002 0287-92-1295

