聴覚障害者情報提供施設一覧（令和２年４月１日時点）
※設置の状況は身体障害者保護費負担金の交付状況等に基づくもの。
施設名称

設置者

住所

HPアドレス

1 北海道聴覚障がい者情報センター

公益社団法人北海道ろう 北海道札幌市中央区北2条西7丁目
あ連盟
北海道立道民活動センター4階

https://www.normanet.ne.jp/~h-jdeaf/index.html

2 青森県聴覚障害者情報センター

青森県

青森県青森市大字筒井字八ツ橋76-9

http://www.aomori-chokaku.jp/

岩手県

岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1

http://www.aiina.jp/facility/sityoukaku/

4 秋田県聴覚障害者支援センター

秋田県

秋田市旭北栄町1番5号
秋田県社会福祉会館5階

http://akita-chokaku.net/

5 宮城県聴覚障害者情報センター

宮城県

宮城県仙台市青葉区本町3丁目1-6

http://www.mimisuppo-miyagi.org/index.html

山形県

山形県山形市小白川町2-3-30

http://y-mimi.sakura.ne.jp/
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6

岩手県立視聴覚障がい者情報セン
ター

山形県聴覚障がい者情報支援セン
ター

一般社団法人福島県聴覚 福島県福島市渡利七社宮111
障害者協会
福島県総合社会福祉センター内

https://www.normanet.ne.jp/~deaffuku/

茨城県立聴覚障害者福祉センター
やすらぎ

茨城県

茨城県水戸市住吉町349-1

https://www.center-yasuragi.or.jp/

9 とちぎ視聴覚障害者情報センター

栃木県

栃木県宇都宮市若草1-10-6

https://www.tochigikenshakyo.jp/service/cent
er/tyoukaku.html

群馬県

群馬県前橋市新前橋町13-12

https://gunma-comipura.jp/

7 福島県聴覚障害者情報支援センター
8

10

群馬県聴覚障害者コミュニケーショ
ンプラザ

11 埼玉聴覚障害者情報センター

社会福祉法人埼玉聴覚障 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
http://saitama-info-center.sai-donguri.org/
害者福祉会
埼玉県浦和合同庁舎別館2階

12 千葉聴覚障害者センター

社会福祉法人千葉県聴覚
千葉県千葉市中央区神明町204-12
障害者協会

http://www.chibadeaf.or.jp/

13 聴力障害者情報文化センター

社会福祉法人聴力障害者
東京都目黒区五本木1-8-3
情報文化センター

http://www.jyoubun-center.or.jp/

14 神奈川県聴覚障害者福祉センター

神奈川県

神奈川県藤沢市藤沢933-2

http://www.kanagawa-wad.jp/

15 新潟県聴覚障害者情報センター

新潟県

新潟県新潟市江南区亀田向陽1-9-1
新潟ふれ愛プラザ内

https://jyoho.n-fureaiplaza.com/

16 富山県聴覚障害者センター

社会福祉法人富山県聴覚
富山県富山市木場町2-21
障害者協会

http://www.tomichokyo.or.jp/

17 石川県聴覚障害者センター

社会福祉法人石川県聴覚
石川県金沢市本多町3丁目1番10号
障害者協会

http://www.deaf-ishikawa.or.jp/

18 福井県聴覚障がい者センター

社会福祉法人福井県聴覚
福井県福井市光陽2丁目3-22
障がい者協会

http://fukui-deaf.jp/

19 山梨県立聴覚障害者情報センター

山梨県

山梨県甲府市北新1-2-12

http://canayell.co.jp/

20 長野県聴覚障がい者情報センター

長野県

長野県長野市下駒沢586

https://www.nagano-choujou.com/

21 岐阜県聴覚障害者情報センター

岐阜県

岐阜市薮田南5-14-53

https://gifudeafcenter.jp/

22 静岡県聴覚障害者情報センター

静岡県

静岡県静岡市葵区駿府町1-70

http://shizu-jousen.sakura.ne.jp

23 あいち聴覚障害者センター

一般社団法人愛知県聴覚 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目7番
https://www.normanet.ne.jp/~ww100046/
障害者協会
2号 桜華会館内

24 三重県聴覚障害者支援センター

三重県

三重県津市桜橋2丁目131

https://www.deaf-mie-center.com/

25 滋賀県立聴覚障害者センター

滋賀県

滋賀県草津市大路二丁目11-33

https://shigajou.or.jp/

26 京都府聴覚言語障害センター

社会福祉法人京都聴覚言
京都府城陽市寺田林ノ口11-64
語障害者福祉協会

http://www.kyotochogen.or.jp/communityplaza/

大阪府立福祉情報コミュニケーショ
27 ンセンター 聴覚障がい者情報提供
施設

大阪府

大阪市東成区中道1-3-59

http://osakacommunication.com/

28 兵庫県立聴覚障害者情報センター

兵庫県・神戸市

兵庫県神戸市灘区岸地通1-1-1

https://hyogocenter.jp/

29 奈良県聴覚障害者支援センター

奈良県

奈良県橿原市大久保町320-11
奈良県社会福祉総合センター4階

http://www.nds-center.nara.jp/

30 和歌山県聴覚障害者情報センター

和歌山県

和歌山県和歌山市手平二丁目1番2号
県民交流プラザ和歌山ビック愛6階

https://wakayama-djc.jp/

31 島根県聴覚障害者情報センター

島根県

島根県松江市東津田町1741-3

https://www.shimane-choukaku.jp/

島根県

島根県浜田市野原町1826-1

https://www.bd-iwami.org/

33 岡山県聴覚障害者センター

岡山県

岡山県岡山市北区南方二丁目13番1号 http://www.kirameki-plz.com/~okatyo/

34 広島県聴覚障害者センター

広島県

広島県広島市南区皆実町1-6-29

http://hiro-chokaku.jp/

35 山口県聴覚障害者情報センター

山口県

山口県山口市鋳銭司南原2364-1

https://www.c-able.ne.jp/~lookym33/

徳島県立障がい者交流プラザ
覚障がい者支援センター

徳島県

徳島県徳島市南矢三町2丁目1-59

http://www.kouryu-plaza.jp/sc-center/topics/

37 香川県聴覚障害者福祉センター

香川県

香川県高松市太田上町405-1

http://www.chosyocenter.com/

38 愛媛県視聴覚福祉センター

愛媛県

愛媛県松山市本町6丁目11番5号

https://sityoukaku.pref.ehime.jp/index.php

39 高知県聴覚障害者情報センター

社会福祉法人小高坂更生
高知県高知市越前町2丁目4番5号
センター

http://www.kodakasa-h.com/chokaku.html

40 福岡県聴覚障害者センター

社会福祉法人福岡県聴覚 福岡県春日市原町3丁目1-7
障害者協会
クローバープラザ3F

http://www.fad.or.jp/

41 佐賀県聴覚障害者サポートセンター

佐賀県

佐賀県佐賀市白山2丁目1番12号
佐賀商工ビル4階

http://saga-mimisapo.jp

42 長崎県聴覚障害者情報センター

長崎県

長崎県長崎市橋口町10-22

https://nagasaki-choukaku.jp/wordpress/

43 熊本県聴覚障害者情報提供センター

熊本県

熊本県熊本市東区長嶺南2丁目3-2

http://kumajou.jp/

44 大分県聴覚障害者センター

大分県

大分県大分市大津町1-9-5

http://www.toyonokuni.jp/

45 県立聴覚障害者センター

宮崎県

宮崎県宮崎市江平西2-1-20

http://msen.sakura.ne.jp/center-index.html

46 鹿児島県視聴覚障害者情報センター

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市小野1丁目1-1

http://www.shichocenter.kagoshima.kagoshima.
jp/newpage7.html

47 沖縄聴覚障害者情報センター

一般社団法人沖縄県聴覚 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番
障害者協会
地1西棟3階322室

https://www.otjc.org/

48 札幌市視聴覚障がい者情報センター

札幌市

札幌市中央区大通西19丁目

http://www.city.sapporo.jp/shinshocenter/shichokaku/

障害者スポーツ文化センター横浜ラ
ポール聴覚障害者情報提供施設

横浜市

横浜市港北区鳥山町1752

http://www.yokohama-rf.jp/rapport/jyoutei/

50 川崎市聴覚障害者情報文化センター

川崎市

川崎市中原区井田三舞町14-16

http://www.joubun.net/index.html
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49

島根県西部視聴覚障害者情報セン
ター

視聴

社会福祉法人名古屋市身
名古屋市中村区中村町7-84-1
体障害者福祉連合会

http://meishinren.or.jp/

52 京都市聴覚言語障害センター

京都市

京都市中京区西ﾉ京東中合町2

http://www.kyoto-chogen.or.jp/center/

堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障
53 害者センター（聴覚障害者情報提供
施設）

堺市

堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3-1

http://www.sakai-kfp.info/ear/index.cgi

54 北九州市立聴覚障害者情報センター

北九州市

北九州市八幡西区黒崎三丁目15-3
コムシティ5階

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/hohuku/k17600117.html

51

名身連聴覚言語障害者情報文化セン
ター

