
※表中の「種別」について
【保健福祉事務所等】こころの健康に関する相談窓口
【市町福祉担当課】福祉に関する市町による相談窓口
【市町保健センター等】こころに関する市町による相談窓口
【相談支援事業所】障害に関する福祉制度や日常生活に関する相談窓口
【障害者就業 ･ 生活支援センター】障害者の就労と生活に関する相談窓口
【ハローワーク】就労や職業紹介に関する相談窓口
【障害者職業センター】障害者・事業主等に対する職業リハビリテーション実施機関
【医療機関】高次脳機能障害に対するリハビリ、相談等を行う医療機関
【障害福祉サービス事業所】障害者に対して日中活動や作業活動への参加、住まいの場の提供などを行う福祉事業所
【教育機関等】高次脳機能障害児の教育に関する相談窓口
【自動車事故相談】自動車事故に関する相談窓口
【地域包括支援センター】介護保険制度の対象となる高齢者等の相談窓口

香川県内の
高次脳機能障害に関する相談先一覧（2016 年度）

高松
中讃

三豊

大川

小豆

大川圏域（さぬき市・東かがわ市）
さぬき市

名　　称 所 在 地 電　話 種　別 対　応 特　記

さぬき市長寿障害福祉課 さぬき市長尾東 888-5 0879-52-2516 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応

さぬき市民病院 さぬき市寒川町石田東甲 387-1 0879-43-2521 医療機関 OT・ST

NPO 法人高次脳機能障害
総合支援センターサンガ
サンガリハビリプラザ

さぬき市昭和 1107-1 0879-23-6789 障害福祉サービス
事業所

就労継続 B 型
グループホーム

障害者生活支援センターましみず さぬき市寒川町石田甲 761-9 0879-43-1104
相談支援事業所 相談

生活支援センターのぞみ さぬき市長尾名 104-4 0879-52-1351

さぬき公共職業安定所 さぬき市長尾東 889-1 0879-52-2595 ハローワーク 相談

東かがわ市
名　　称 所 在 地 電　話 種　別 対　応 特　記

東かがわ市福祉課 東かがわ市湊 1847-1 0879-26-1228 市町福祉担当課 相談

東かがわ市保健課 東かがわ市湊 1847-1 0879-26-1229 市町保健センター等 相談

阪本病院 東かがわ市川東 103-1 0879-25-1121 医療機関 ST

東香川障害者自立支援センター 東かがわ市土居 139-5 0879-49-0797 障害福祉サービス
事業所 就労継続 B 型

相談支援センター白鳥 東かがわ市松原 1387 0879-24-0848
相談支援事業所 相談

東香川障害者自立支援センター相談所 東かがわ市土居 139-5 0879-49-0797

障害者就業 ･ 生活支援センター
共生 東かがわ市松原 1331-5 0879-24-3701 障害者就業・生活

支援センター 相談

さぬき公共職業安定所　
東かがわ出張所

東かがわ市三本松 591-1
大内地方合同庁舎 0879-25-3167 ハローワーク 相談



高松圏域（高松市・直島町・三木町）
高松市

名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

香川県精神保健福祉センター 高松市松島町 1-17-28
香川県高松合同庁舎 4 階 087-804-5566

保健福祉事務所等 相談
県内全域対応

高松市保健センター 高松市桜町 1-9-12 087-839-3801
高松市障がい福祉課 高松市番町 1-8-15 087-839-2333 市町福祉担当課 相談
医療法人社団赤井ヒポクラテスの樹医匠会
赤井香西診療所 高松市香西東町 433-1 087-881-2776

医療機関

OT・ST

一般財団法人大西精神衛生研究所
付属大西病院 高松市上天神町 336 087-866-1792 OT・心理

かがわ総合リハビリテーション病院 高松市田村町 1114 087-867-6008 OT・ST
香川県済生会病院 高松市多肥上町 1331-1 087-868-1551 OT
キナシ大林病院 高松市鬼無町藤井 435-1 087-881-3631 OT･ST･ 心理 ･ 相談
クワヤ病院 高松市塩屋町 1-4 087-851-5208 OT
香川医療生活協同組合高松協同病院 高松市木太町 4664 087-833-2330 OT･ST･ 相談
高松平和病院 高松市栗林町 1-4-1 087-833-8113 OT・ST
香川県立中央病院 高松市朝日町 1-2-1 087-811-3333 OT･ST･ 心理 ･ 相談 当院の入院患者のみ対応
一般社団法人三宅医学研究所付属
三宅リハビリテーション病院 高松市天神前 5-5 087-831-2101 OT・ST・相談

香川県厚生農業協同組合連合会
屋島総合病院 高松市屋島西町 2105-17 087-841-9141 OT・ST

おさか脳神経外科病院 高松市三名町 378-1 087-886-3300 OT・ST
独立行政法人地域医療機能推進機構
りつりん病院 高松市栗林町 3-5-9 087-862-3171 OT・ST

障害者生活支援センターあい 高松市前田東町 585-5 087-847-1021

相談支援事業所 相談

障害者生活支援センターたかまつ 高松市田村町 1114 087-815-0330
障害者相談支援センターりゅううん 高松市仏生山町甲 2436-1 087-815-5266
障害者地域生活支援センターほっと 高松市川島東町 1914-1 087-840-3770
相談支援事業所ライブサポートセンター 高松市岡本町上新開 60-1 087-815-7877
地域活動支援センタークリマ 高松市牟礼町原 883-16 087-845-0335
地域生活支援センターこだま 高松市木太町 1997-3 087-802-2660
支援センターこがも 高松市香南町横井 553-1 087-879-0423
相談支援事業所マックス 高松市扇町 3-8-17 087-862-1285
障害者就業 ･ 生活支援センターオリーブ 高松市御厩町 546-1 087-816-4649 障害者就業･生活支援センター 相談
高松公共職業安定所 高松市花ノ宮町 2-2-3 087-869-8609 ハローワーク 相談
独立行政法人高齢 ･ 障害 ･ 求職者雇用支援機構
香川支部香川障害者職業センター 高松市観光通 2-5-20 087-861-6868 障害者職業センター 相談 県内全域対応

かがわ総合リハビリテーション
成人支援施設 高松市田村町 1114 087-867-8422

障害福祉サービス事業所

機能訓練
生活訓練

就労移行支援
短期入所

施設入所支援
就労継続支援 B 型事業所かしの実作業所 高松市香南町岡 552-1 087-879-0612 就労継続 B 型
就労継続 B 型事業所かがやき 高松市元山町 904-3 087-813-6145 就労継続 B 型

クローバーハウスこがも 高松市香南町横井 551-1 087-879-0423 生活介護
短期入所

障害者支援施設サン未来 高松市新田町甲 2717-1 087-818-1080
生活介護
短期入所

施設入所支援
社会福祉法人竜雲学園
多機能型事業所ぼだいじゅ 高松市仏生山町甲 3207-2 087-889-1227 就労継続 A 型

生活介護

ワイワイ創造館 高松市岡本町上新開 60-1 087-815-7872 就労移行支援
就労継続 B 型

独立行政法人自動車事故対策機構
高松主管支所 高松市福岡町 3-3-6 087-851-6963 自動車事故相談 相談 県内全域対応

高松市地域包括支援センター 高松市桜町 1-9-12 087-839-2811 地域包括支援センター 相談

直島町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

直島町住民福祉課 直島町 1122-1 087-892-2223 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応

三木町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

三木町健康福祉課 三木町大字氷上 310 087-891-3304 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応
香川大学医学部付属病院 三木町池戸 1750-1 087-898-5111 医療機関 相談

朝日園 三木町池戸 931-6 087-898-2323 障害福祉サービス事業所

就労継続 A 型
就労継続 B 型

生活介護
短期入所

施設入所支援



中讃圏域（坂出市・善通寺市・丸亀市・綾川町・宇多津町・琴平町・多度津町・まんのう町）
坂出市

名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記
坂出市ふくし課 坂出市室町 2-3-5 0877-44-5007 市町福祉担当課 相談
坂出市けんこう課 坂出市室町 2-3-5 0877-44-5006 市町保健センター等 相談
医療法人社団赤心会赤沢病院 坂出市府中町 325 0877-48-3200

医療機関

OT･ST･ 心理 ･ 相談
医療法人五色台病院 坂出市加茂町 963 0877-48-2700 OT・心理・相談
総合病院回生病院 坂出市室町 3-5-28 0877-46-1011 OT・ST
西山脳神経外科病院 坂出市加茂町 593-1 0877-48-3366 OT･ST･ 心理 ･ 相談
あいうえお相談支援事業所 坂出市白金町 3-6-27 0877-85-6102

相談支援事業所 相談
指定相談支援事業所わかたけ 坂出市川津町字金山 1826-19 0877-59-0582
障害者生活支援センターピア 坂出市府中町字南谷 5001-2 0877-56-3070
中讃地域生活支援センター 坂出市加茂町 700-13 0877-56-3200
坂出公共職業安定所 坂出市文京町 1-4-38 0877-46-5545 ハローワーク 相談

善通寺市
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

善通寺市社会福祉課 善通寺市文京町 2-1-1 0877-63-6339 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応
独立行政法人国立病院機構
四国こどもとおとなの医療センター

善通寺市仙遊町 2-1-1 0877-62-1000 医療機関 OT・ST・心理

しょうがい者生活支援センター
ふらっと

善通寺市文京町 2-1-4
善通寺市総合会館 2F

0877-64-0705 相談支援事業所 相談

香川県立善通寺養護学校
（こころとからだの相談センター）

善通寺市仙遊町 2-1-2 0877-62-7631 教育機関等 相談

善通寺市地域包括支援センター 善通寺市文京町 2-1-4 0877-63-6364 地域包括支援センター 相談

丸亀市
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

丸亀市福祉課 丸亀市大手町 2-3-1 0877-24-8805 市町福祉担当課 相談
丸亀市保健福祉センター 丸亀市大手町 2-1-7 0877-24-8806 市町保健センター等 相談
医療法人社団重仁麻田総合病院 丸亀市津森町 219 0877-23-5555

医療機関
OT・ST

香川労災病院 丸亀市城東町 3-3-1 0877-23-3111 OT・ST・相談
三船病院 丸亀市柞原町 366 0877-23-2341 相談
香川県ふじみ園（相談支援センター） 丸亀市飯山町東坂元 3667 0877-98-3163

相談支援事業所 相談指定相談支援事業所はなぞの 丸亀市柞原町 116 0877-21-5712
相談支援事業所野の花 丸亀市飯山町東坂元字楠見 1987-1 0877-98-3945
障害者就業 ･ 生活支援センターくばら 丸亀市柞原町 185-1 0877-64-6010 障害者就業・生活支援センター 相談
丸亀公共職業安定所 丸亀市中府町 1-6-36 0877-21-8609 ハローワーク 相談

綾川町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

綾川町健康福祉課 綾川町滝宮 299 087-876-1113 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応
綾川町国民健康保険陶病院 綾川町陶 1720-1 087-876-1185

医療機関
OT・ST

滝宮総合病院 綾川町滝宮 486 087-876-1109 OT・ST・相談

宇多津町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

宇多津町保健福祉課（相談支援センター） 宇多津町 1881 0877-49-8028 市町福祉担当課 相談
宇多津町保健センター 宇多津町 1881 0877-49-8008 市町保健センター等 相談
宇多津町教育委員会 宇多津町 1881 0877-49-8007 教育機関等 相談

琴平町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

琴平町福祉課 琴平町榎井 817-10 0877-75-6706 市町福祉担当課 相談
琴平町健康推進課 琴平町榎井 817-10 0877-75-6723 市町保健センター等 相談

多度津町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

多度津町福祉保健課 多度津町栄町 1-1-91 0877-33-4488 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応
多度津町町民健康センター 多度津町西港町 127-1 0877-32-8500 市町保健センター等 相談
しおかぜ病院 多度津町堀江 4-3-19 0877-33-2545 医療機関 OT・心理

障害福祉サービス事業所ひざし工房 多度津町堀江 2-6-43 0877-85-6451 障害福祉サービス事業所
就労継続 B 型

生活介護

まんのう町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

まんのう町福祉保険課 まんのう町吉野下 430 0877-73-0124 市町福祉担当課 相談
まんのう町健康増進課 まんのう町長尾 501-1 0877-73-0126 市町保健センター等 相談
医療法人圭良会永生病院 まんのう町買田 221-3 0877-73-3300 医療機関 OT・ST



◆ 作成者
香川県高次脳機能障害支援普及事業　支援拠点機関
かがわ総合リハビリテーション福祉センター　（担当　森川・多田）
〒 761-8057　高松市田村町 1114　電話 087-867-7686 

香川県内の高次脳機能障害の当事者と家族のための集まり
「かがわ脳外傷友の会　ぼちぼち」

毎月定例会を持ち、話し合いやレクリエーションの場を作っています。同じ立場同士での
相談もお受けしています。
ぼちぼちへの入会やご相談を希望される方は、下記センターまでご連絡をお願いします。

小豆圏域（小豆島町・土庄町）
小豆島町

名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

小豆島町健康づくり福祉課 小豆島町安田甲 144-90 0879-82-7038 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応

小豆島病院 小豆島町池田 2519-4 0879-75-0570
医療機関

心理・相談

小豆島中央病院 小豆島町池田 2060-1 0879-75-1121 OT・ST・心理

オリーブ 小豆島町池田字下地 2519-7 0879-75-2310 相談支援事業所 相談

土庄町
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

土庄町福祉課 土庄町甲 559-2 0879-62-7002 市町福祉担当課 相談

土庄町保健センター
（やすらぎプラザ内） 土庄町渕崎甲 1400-25 0879-62-1234 市町保健センター等 相談

きらら 土庄町上庄 463-2 0879-62-5959 相談支援事業所 相談

土庄公共職業安定所 土庄町甲 6195-3 0879-62-1411 ハローワーク 相談

三豊圏域（観音寺市・三豊市）
観音寺市

名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

観音寺市社会福祉課 観音寺市坂本町 1-1-1 0875-23-3963 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応

地域生活支援センターありあけ 観音寺市柞田町甲 1340-4 0875-57-5501
相談支援事業所 相談

地域生活支援センターえがお 観音寺市坂本町 1-1-6 0875-25-7752

障害者就業 ･ 生活支援センター
つばさ 観音寺市流岡町 750-1 0875-24-8266 障害者就業・生活

支援センター 相談

観音寺公共職業安定所 観音寺市坂本町 7-8-6 0875-25-4521 ハローワーク 相談

三豊市
名称 所 在 地 電話 種別 対応 特記

三豊市福祉課 三豊市高瀬町下勝間 2373-1 0875-73-3015 市町福祉担当課 相談 こころに関する相談も対応

医療法人社団和風会橋本病院 三豊市山本町財田西 902-1 0875-63-3311
病院

OT・ST

三豊市立西香川病院 三豊市高瀬町比地中 2986-3 0875-72-5121 OT・ST

障害者生活支援センター結 三豊市高瀬町佐股乙 443-1 0875-74-7211
相談支援事業所 相談

指定相談支援事業所高瀬荘 三豊市高瀬町佐股乙 425-3 0875-74-7811

障害者支援施設みとよ荘 三豊市高瀬町佐股乙 443-1 0875-74-7829
障害福祉サービス

事業所

生活介護
短期入所

施設入所支援

特定非営利活動法人はあと 三豊市高瀬町新名 801-1 0875-72-6201 就労継続 B 型
生活介護


