
 電 話：０２３-６２７-１３６４

 FAX：０２３-６２７-１１１4
 　〒990-0031

 　山形市十日町1－6－6

①

②

※

県知的障がい者更生相談所

 電 話：０２３５-２２-０７９０

 FAX：０２３５-２２-０７９１
 　〒997-0013

①

②

※

８．障がい
身体障がいに関する相談

相談窓口名称 詳　細
 県身体障がい者更生相談所

開所日時 月～金曜日　８：３０～１７：１５

 　〒990-0031
予　約

要 　面接相談
 　山形市十日町1－6－6 不要 　電話相談

 電 話：０２３-６２７-１１９７
相談方法 電話・面接・訪問 料 　金

無料

 FAX：０２３-６２７-１１１４ （通話料金はかかります）

留意事項

一般的な相談は、原則、市町村が窓口となります。また、虐待等緊急的
な対応は行っていません。

面接相談を希望される場合は、担当者が不在にしている場合もあるた
め、事前に連絡してから来所して下さい。

判定は市町村からの依頼に基づいて行います。

知的障がいに関する相談
相談窓口名称 詳　細

対 象 者 山形県内にお住まいの、本人又はそのご家族及び関係者

相 談 や
支援内容

１．身体障がい者の日常生活全般に関する相談・助言

２．身体障害者手帳や補装具等に関する相談・判定

肢体不自由と聴覚については、来所又は巡回でも実施しています。

予　約
要 　面接相談

不要 　電話相談

対 象 者 村山・最上・置賜地域にお住まいの、本人又はそのご家族及び関係者

 県知的障がい者更生相談所 開所日時 月～金曜日　８：３０～１７：１５

相談方法 電話・面接・訪問 料 　金
無料

（通話料金はかかります）

県知的障がい者更生相談所　庄内支所
開所日時 月～金曜日　８：３０～１７：１５(祝日及び年末年始を除く）

相 談 や
支援内容

知的障がい者（１８歳以上）の日常生活全般に関する相談・助言

療育手帳の交付や障がい程度確認に関する相談・判定

医学的判定：精神科医師が診断を行います。（原則、交付の場合）

心理学的判定：心理判定員が知能検査を行います。

原則、来所（相談所）又は巡回（総合支庁等）にて行います。

相談方法 電話・面接 料 　金
無料

（通話料金はかかります）

予　約
要 　面接相談

留意事項

一般的な相談は、原則、市町村が窓口となります。また、虐待等緊急的
な対応は行っていません。

知的障がい児（１８歳未満）については、児童相談所が窓口となります。

面接相談を希望される場合は、担当者が不在にしている場合もあるた
め、事前に連絡してから来所して下さい。

判定は市町村からの依頼に基づいて行います。

相 談 や
支援内容

知的障がい者（１８歳以上）の日常生活全般に関する相談・助言

療育手帳の交付や障がい程度確認に関する相談・判定

医学的判定：精神科医師が診断を行います。（原則、交付の場合）

心理学的判定：心理判定員が知能検査を行います。

原則、来所（相談所）又は巡回（障害者支援施設等）にて行います。

 　鶴岡市道形町49-6 不要 　電話相談

対 象 者 庄内地域にお住まいの本人、又はそのご家族及び関係者

留意事項

一般的な相談は、原則、市町村が窓口となります。また、虐待等緊急的
な対応は行っていません。

知的障がい児（１８歳未満）については、児童相談所が窓口となります。

面接相談を希望される場合は、担当者が不在にしている場合もあるた
め、事前に連絡してから来所して下さい。

判定は市町村からの依頼に基づいて行います。



相談窓口名称名 〒 所 在 地
電話番号

詳細
FAX番号

精神障がい（福祉）に関する相談

上山市
999-3192 上山市河崎1丁目1-10

023-672-1111

福祉課　生活福祉係 023-672-8522

山形市
990-8540 山形市旅籠町2丁目3-25

023-641-1212

障がい福祉課　障がい福祉第二係 023-632-7091

山辺町
990-0392 東村山郡山辺町緑ヶ丘5

023-667-1107 （祝日及び年末年始を除く）

保健福祉課　福祉係 023-667-1108

天童市
994-8510 天童市老野森1丁目1-1

023-654-1111 開所日時

社会福祉課　障がい支援係 023-654-2482 月～金　8：30～17：15

寒河江市
991-0021 寒河江市中央2-2-1

0237-86-2111

健康福祉課　生活福祉係 0237-83-3201 料　金

中山町
990-0406

東村山郡中山町大字柳沢
2336-1

023-662-2673 相談方法

健康福祉課　福祉子育て支援グループ 023-662-2065 電話・面接

お住まいの市町村の本人又はご
家族及び関係者朝日町

990-1442

河北町
999-3511 西村山郡河北町谷地戌81

0237-73-2117 無料（通話料金はかかります）

健康福祉課　社会福祉係 0237-71-1802

西村山郡朝日町宮宿1115
0237-67-2132

健康福祉課　福祉子育て係 0237-67-2117

大江町
990-1101 西村山郡大江町左沢882-1

0237-62-2114

西川町　健康福祉課
990-0702 西村山郡西川町海味543-8

0237-74-3243

・障がい者福祉サービスに関す
る相談

福祉課　福祉相談係 0237-43-5565

相談や支援内容

健康福祉課　福祉係 0237-62-4736 ・精神障がい者保健福祉手帳や
自立支援医療の申請等に関する
相談

村山市
995-8666 村山市中央1丁目3-6

0237-55-2111

福祉課　生活福祉係 0237-55-7577

対象者

在宅支援係(西川町保健センター) 0237-74-4811

尾花沢市
999-4292 尾花沢市若葉町1-2-3

0237-22-1111

福祉課　社会福祉係 0237-24-0322

東根市
999-3795 東根市中央1丁目1-1

0237-42-1111

新庄市
996-8501 新庄市沖の町10-37

0233-22-2111

成人福祉課　障がい福祉推進室 0233-23-2469

大石田町
999-4112 北村山郡大石田町緑町1

0237-35-2111

保健福祉課　 0237-35-2118

最上町
999-6101 最上郡最上町向町43-1

0233-43-3117

健康福祉課　福祉係 0233-43-3115

金山町
999-5402 最上郡金山町金山324-1

0233-52-2111

健康福祉課　福祉係 0233-52-2004

真室川町
999-5312 最上郡真室川町新町469-1

0233-62-3436

福祉課　福祉係 0233-64-1526

舟形町
999-4601 最上郡舟形町舟形263

0233-32-0655

健康福祉課　福祉係 0233-32-2117

鮭川村
999-5292 最上郡鮭川村佐渡2003-7

0233-55-2111

健康福祉課　福祉係 0233-55-3269

大蔵村
996-0212 最上郡大蔵村清水2528

0233-75-2111

健康福祉課　福祉係 0233-75-2231



戸沢村
999-6401 最上郡戸沢村古口270

0233-72-2364

健康福祉課　福祉係 0233-72-2116

相談窓口名称名 〒 所 在 地
電話番号

詳細
FAX番号

南陽市
999-2292 南陽市三間通436-1

0238-40-1639 開所日時

福祉課　地域福祉係 0238-40-3387 月～金　8：30～17：15

米沢市　社会福祉課
992-8501 米沢市金池5-2-25

0238-22-5111

障がい者支援室　障がい福祉担当 0238-21-1600

川西町
999-0193

東置賜郡川西町大字上小松
1567

0238-42-6635 相談方法

福祉介護課　福祉グループ 0238-42-6614 電話・面接

高畠町
992-0392

東置賜郡高畠町
大字高畠436

0238-52-4473 （祝日及び年末年始を除く）

福祉こども課　障がい者福祉係 0238-52-1543

小国町
999-1356

西置賜郡小国町
大字あけぼの1-1

0238-61-1000 無料（通話料金はかかります）

健康福祉課　福祉政策室　福祉担当 0238-61-1005

長井市
993-8601 長井市ままの上5-1

0238-87-0686

福祉あんしん課　生活支援係 0238-83-2601 料　金

0235-57-2119

白鷹町
992-0831

西置賜郡白鷹町
大字荒砥甲488

0238-86-0210 対象者

健康福祉課　健康推進係・福祉係 0238-86-0115 お住まいの市町村の本人又はご
家族及び関係者飯豊町

999-0604 西置賜郡飯豊町椿3654-1
0238-86-2338

健康福祉課　福祉室 0238-86-2230

・障がい者福祉サービスに関す
る相談　市民福祉課(障害福祉担当) 0235-62-3755

相談や支援内容

0235-25-9500 ・精神障がい者保健福祉手帳や
自立支援医療の申請等に関する
相談

藤島庁舎
999-7696 鶴岡市藤島字笹花25

0235-64-5806

　市民福祉課(障害福祉担当) 0235-64-5940

本所　福祉課　障害福祉係 997-8601 鶴岡市馬場町9-25
0235-25-2111

羽黒庁舎　
997-0192

鶴岡市羽黒町
荒川字前田元８９

0235-26-8774

酒田市
998-8540 酒田市本町2-2-45

0234-26-5733

福祉課　障がい福祉係 0234-23-2258

温海庁舎
999-7205 鶴岡市温海戊577-1

0235-43-4613

　市民福祉課(障害福祉担当) 0235-43-4632

鶴
岡
市

朝日庁舎
997-0492 鶴岡市下名川字落合1

0235-53-2115

　市民福祉課(障害福祉担当) 0235-53-2119

櫛引庁舎
997-0346 鶴岡市上山添字文栄100

0235-57-2116

　市民福祉課(障害福祉担当)

庄内町
999-7781

東田川郡庄内町
余目字町132-1

0234-42-0149

保健福祉課　福祉係 0234-42-0894

三川町
997-1301

東田川郡三川町大字横山
字西田85

0235-35-7030

健康福祉課　福祉係 0235-66-3139

遊佐町
999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

0234-72-5884

健康福祉課　福祉係 0234-72-3317



留意事項

障がい者・家族・関係者の様々な悩み相談
相談窓口名称 詳　細

   障がい者１１０番 開所日時
月～金曜日　８：３０～１７：００

「障がい者なんでも相談室」 （祝日及び年末年始を除く）

 　〒990-2231
予　約

要 　面接相談
 　山形市大字大森385 不要 　電話相談

相談方法 電話・面接 料 　金
無料

電話・ＦＡＸ：023-687-5333 （通話料金はかかります）

難病に関する相談
相談窓口名称 詳　細

   山形県難病相談支援センター
開所日時

月～金曜日　９：００～１６：００

   山形県難病等団体連絡協議会 （祝日及び年末年始を除く）

対 象 者 障がいのある方、そのご家族及び関係者等

相 談 や
支援内容

相談内容に応じて、情報提供や専門機関への連絡調整、カウンセリング
等を行う。

　　「難病窓口」 予　約
要 　面接相談・訪問相談

　 電 話：０２３-６３１-６０６１ 不要 　電話相談

（山形県からセンターの運営を受託しています）
相談方法 電話・面接・メール・訪問 料 　金

無料
（通話料金はかかります）

 　〒990-0021 医療、保健、福祉サービス、就労支援、病弱教育等の情報を提供します。

 　山形市小白川町2－3－30 ３．講演会・研修会の開催
 　山形県小白川庁舎　１階 患者、家族、関係者対象の講演会や研修会を開催します。

 　　「小児慢性特定疾病窓口」
対 象 者 山形県内にお住まいの、当事者とそのご家族及び関係者

　 電 話：０２３-６６４-０１７９

　（二つの窓口ともFAXは同様）

相 談 や
支援内容

１．難病相談

　 FAX：０２３-６３１-６０６１ 療養生活上の不安や悩み等の相談をお受けします。

２．情報提供

５．慢性疾病等を持つ子供の自立支援活動について共に考えます。

留意事項

電話相談は、開設時間内であれば、随時受付けています。

面接を希望される場合は、出来る限り事前にご予約下さい。

緊急の対応は行っていませんので、ご留意下さい。

就労支援に関しては、就職先の斡旋は行っていません。

　 メール：nanbyou-y@ebony.plala.or.jp 難病医療ネットワーク及び、難病医療等連絡協議会活動を支援します。

４．地域交流会等活動の支援
ピアサポーター研修の企画、仲間づくり、情報交換等を目的とした
患者・家族が行う交流会（ピアサポート）を支援します。

相談方法
電話・面接・

メール・巡回相談
料 　金

無料

 電 話：０２３-６８１-３３９４ （通話料金はかかります）

高次脳機能障がいに関する相談
相談窓口名称 詳　細

 山形県
　高次脳機能障がい者支援センター

開所日時
月～金曜日　８：３０～１７：００

（祝日及び年末年始等を除く）

　山形市行才126-2
対 象 者

高次脳機能障害ある方（疑いある方も含む）、家族、関わっている支援
者、関係機関等。    メール：koujinou1@bz03.plala.or.jp

相 談 や
支援内容

・個別相談(受診・診断、サービスの利用、障害理解・対応、就労支援等)
・巡回相談（最上・置賜の二カ所の圏域にて実施）
・協力機関・事業所とのネットワークの構築
・専門チーム等による個別支援（カンファレンス等の開催）
・社会復帰トレーニング事業（通所教室「暁才」の運営）
・普及・啓発（講習会、研修会(年２回)の開催）
・リーフレットの作成・配布

 FAX：０２３-６８１-３１３４
予　約

要 　面接相談
 　〒990-0876 不要 　電話相談・メール相談

留意事項

・１回の相談で解決することはほとんどないので、継続的に関わらせて
いただきます。
・医療的な専門リハビリプログラムは実施していません。
・充実した地域生活、社会参加に向けて段階的に福祉サービス等、関係
機関へつないでいきます。



 電 話：０２３-６７３-３３１４

 FAX：０２３-６７３-３３６０
 　〒999-3145

 　上山市河崎三丁目7－1

相談方法
電話・面接・訪問・

メール相談
料 　金

無料

 電 話・FAX：0235-57-5877 （通話料金はかかります）

相談窓口名称 詳　細

 山形県庄内
　高次脳機能障がい者支援センター

開所日時
月～金曜日　９：００～１７：３０

（祝日及び年末年始等を除く）

　 鶴岡市上山添字神明前38
対 象 者

高次脳機能障害ある方本人、その家族、医療・福祉・教育関係者、行
政、会社・企業関係者等の関わっている支援者や機関。    メール：koujinou2.cl@healthcarenet.jp

相 談 や
支援内容

・受診・診断に関わる相談
・精神保健福祉手帳取得支援
・福祉サービス利用援助
・運転評価
・社会復帰への相談支援

予　約
要 　面接相談・訪問相談

 　〒997-0346 不要 　電話相談・メール相談

留意事項
専門外来
毎月1回（原則 金曜日）9：00～15：00予約制

発達障がいに関する相談
相談窓口名称 詳　細

 山形県発達障がい者支援センター
開所日時

月～金曜日　８：３０～１７：１５

（祝日及び年末年始を除く）

相談方法 電話・面接 料 　金
無料

（通話料金はかかります）

予　約
要 　面接相談

不要 　電話相談

原則予約制です。事前に電話でお申し込みのうえ、お越し

ください。

留意事項

　山形県立こども医療療育センター内
対 象 者

山形県内にお住まいの、本人又はそのご家族及び関係者

発達障がいに関わる関係機関・団体

相 談 や
支援内容

発達障がいに関する相談(発達支援・就労支援）に応じます。

なお、就労先の斡旋は行っておりませんので、ご留意ください。

１．電話相談

開設時間内に、随時受け付けています。

２．面接相談

予　約 要

 電 話：０２３-６３５-３６４８
料　金

有料：出張相談の場合２０，０００円

 FAX：０２３-６３５-３６８５ 無料：電話相談（通話料はかかります）

障がい者の様々なトラブルに関する相談
相談窓口名称 詳　細

　山形県弁護士会 開所日時
月～金曜日　９：００～１７：００

　「高齢者・障がい者のための
　　　　　　弁護士電話法律相談」

（祝日及び年末年始を除く）

相談方法 電話・面接・訪問（出張）

留意事項

 　〒990-0042
対 象 者 高齢者・障がい者ご本人、ご家族、支援者の方々
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　ＮＡＮＡ　ＢＥＡＮＳ ８階

相 談 や
支援内容

遺言の書き方、相続、預金の管理、借金等
まずは電話相談をした結果、面談して相談する必要がある場合は、面談
相談をお受けします。弁護士事務所まで相談にいくことが難しい方のた
めに出張相談も致します。面接・出張相談は原則有料ですが、ご本人の
資力等によって無料となる場合もあります。


