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住所：
電話：
FAX：

常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 16 名 非常勤： 1 名
常勤： 9 名 非常勤： 1 名
常勤： 2 名 非常勤： 1 名

訪問リハビリの種類と範囲

025-382-3450

対象障害

訪問リハビリの種類と範囲

なし

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

025‐388‐6126

ホームページ： http://www.aiko.or.jp/

ホームページ： http://www.rnhj.jp/

地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施していない

高次脳機能障害 認知症

尾山訪問看護ステーション

新潟市北区木崎754番地 施設種類 病床数・定数

025‐388‐6121 訪問看護ステーション 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 訪問看護ステーション等
名称 所属部署

新潟市　北区

ST人数 成人

外来実施の
診療科：

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法：

訪問看護ステーション 有
デイサービス 45

名称 所属部署

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック リハビリテーション部

新潟県新潟市江南区稲葉1-4-3 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類： 訪問看護ステーション

訪問リハビリの範囲： 北区全域　東区一部　聖籠町

地区： 佐渡・下越地区 分類： 訪問看護ステーション等江南区

外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人 就学前 就学後

通所リハビリ 30
ショートステイ

地域での活動等

器質性構音障害
発達障害 知的障害

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法：

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：
機能性構音障害

訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　
・ 江南区　口腔ケアと摂食嚥下を考える会
　スクリーニング講習会、啓発活動、
・ everyday食べる会
　啓発活動、懇親会

訪問リハビリの範囲：
新潟市（中央区、東区、江南区、秋葉

区と西区、南区の一部）
※受診の可否もあり要相談
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

しんわ鍼灸マッサージ・整骨院

ST人数

摂食嚥下障害 音声障害

訪問リハビリの実施： 実施している

ホームページ：

ホームページ： www.midori-gr.jp/houmon/

新潟市中央区新和1丁目9番20号 施設種類 病床数・定数

025-311-4566 しんわ鍼灸マッサージ・整骨院 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 訪問看護ステーション等
名称 所属部署

新潟市　中央区

全年齢

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

025-285-3763 しんわ訪問リハビリ・マッサージ　 有

整形疾患 高次脳機能障害
外来実施の

診療科：
発達障害 呼吸疾患

脳血管疾患 摂食嚥下障害 実施の有無：

神経難病 ディサースリア 申し込み方法：

地区： 佐渡・下越地区 分類： 訪問看護ステーション等新潟市　中央区

当院では、あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸
師、柔道整復師、言語聴覚士、健康運動指導

士、運動療法機能訓練技能講習会認定試験合
格登録者、介護予防運動指導員、介護支援専

門員など等資格を保有している事により、疾患な
どを色々な角度から評価し、治療方針を立て実

施しているところです.

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 訪問リハビリ・マッサージの中で必要に応じて実施 活動の実施：

０２５－２４４－０１４７ 訪問看護ステーション 有
０２５－２４６－０１６６

名称 所属部署

みどり訪問看護リハビリステーション リハビリテーション部

新潟市中央区神道寺２－4－24 施設種類 病床数・定数

申し込み方法：

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：
自動車運転再開支援

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　
地域からの依頼で講話

訪問リハビリの範囲：
新潟市中央区・東区・江南区・西区

まずはご相談ください.

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

神経難病
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 13 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

0256-77-5090

発達障害 知的障害

訪問リハビリの実施： 実施している

0256-88-0171

対象障害

新潟市　西蒲区

にいがた訪問看護ステーション 訪問看護

新潟市西蒲区巻甲4363番地（病院併設） 施設種類 病床数・定数

0256-77-5215 訪問看護ステーション 定員なし

地区： 佐渡・下越地区 分類： 訪問看護ステーション等
名称 所属部署

ホームページ： https://www.jojinkai.com/niigata/

実施の有無： 実施している
自動車運転再開支援 申し込み方法： 外来受診

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

今後、小児領域をやっていく予定

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
活動の実施： 実施している

新潟市　西蒲区

外来実施の
診療科：

内科

訪問看護ステーション 有
025-88-0172

名称 所属部署

西蒲中央病院　訪問看護ステーション 訪問看護ステーション

新潟市西蒲区旗屋731番地 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類： 訪問看護ステーション
地域の茶の間、サロンへの訪問

訪問リハビリの範囲： 西区、西蒲区、南区、燕市

地区： 佐渡・下越地区 分類： 訪問看護ステーション等

外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

ホームページ： http://www.misatokai.or.jp/welfare/homevisit_nursing.php

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

自動車運転再開支援は、リハビリの
み。運転再開のための評価は未実施.

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法：

認知症 自動車運転再開支援
外来実施の

診療科：

訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　
・おきがる座談会
　介護予防として、各地域にある茶の間に訪問し
嚥下体操などを行う

訪問リハビリの範囲： 西蒲区、西区、南区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

ホームページ： https://hurumai.com/

ホームページ：

株式会社生活サポーターふるまい

ST人数

摂食嚥下障害 高次脳機能障害

訪問リハビリの実施： 実施している

ふるまい訪問看護リハビリステーション

新潟県見附市本所1丁目25番52号 施設種類 病床数・定数

0258-84-7415 訪問看護ステーション 有

地区： 中越地区 分類： 訪問看護ステーション等
名称 所属部署

見附市

成人

対象障害 外来リハビリの実施

訪問介護 有

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0258-84-7745 デイサービス 有
福祉施設 有

認知症
外来実施の

診療科：

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法：

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　

訪問リハビリの範囲：
見附市を中心に長岡市栃尾地区、
中之島地区、三条市の一部など

地区： 中越地区 分類： 訪問看護ステーション等魚沼市

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施：

025-793-3553 訪問看護ステーション 有

025-793-7761

名称 所属部署

ケアサポートすわ まちなかや訪問看護ステーション

新潟県魚沼市諏訪町1-12 施設種類 病床数・定数

申し込み方法：

認知症
外来実施の

診療科：

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問看護ステーション

・各難病の友の会講師（保健所保健師より依頼があったとき）
　例：脊髄小脳変性症・パーキンソン病の家族会や友の会での講師
・魚沼市口腔機能向上事業（現在依頼なし）
　介護保険非該当の方で口腔の心配事がある方で了解が得られた方
に対して、自宅に訪問し口腔に関する指導やアドバイスなどを実施す
る

訪問リハビリの範囲：
魚沼市全域　川口・南魚沼市一部

は要相談

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

ホームページ： http://toho.shibata.ed.jp

新発田市

０２５４－２３－５１８９

新発田市立東豊小学校 言語障害通級指導教室（ことばの教室）

新発田市東新町４－１０－８ 施設種類 病床数・定数

０２５４－２３－５０７５ 教育機関 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 教育機関
名称 所属部署

機能性構音障害 器質性構音障害 実施の有無：

吃音 発達障害 申し込み方法：

ST人数 就学後

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施している

新潟市　中央区

外来実施の
診療科：

052-222-8996 教育機関 有
025-222-8303

名称 所属部署

新潟市教育委員会 新潟市特別支援教育サポートセンター

新潟市中央区西大畑町458番地 施設種類 病床数・定数

当センターは、新潟市教育委員会が設置している、特別支
援教育の相談機関です。指導主事、臨床心理士とチームに
なって、教育相談、児童生徒の発達支援、学校での合理的
配慮提供支援などを行っています。同一施設内にある、新

潟市教育相談センターとも連携を行っています。

訪問リハビリの種類：
・新発田市教育支援委員会　専門委員
・新発田市特別支援教育推進委員会　研修調査部員
・新潟県立教育センター新任通級指導教員研修（言語）講師

訪問リハビリの範囲：

地区： 佐渡・下越地区 分類： 教育機関

ホームページ：
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/sho_chu_school/tokubetu/tokushi/in

dex.html

対象障害 外来リハビリの実施
高次脳機能障害 機能性構音障害 実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 就学前 就学後 主に就学予定児～高校生

発達障害 知的障害 申し込み方法：

吃音 聴覚障害
外来実施の

診療科：

訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名

地区： 佐渡・下越地区 分類： 教育機関
名称 所属部署

新潟市　中央区

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

主に認知症の方への検査を行っています。
また、治験の対応を行っています.

025－227-0793

新潟大学　脳研究所
付属生命科学リソース研究センター　遺伝子機

能解析学

新潟県新潟市中央区旭町通1－757 施設種類 病床数・定数

025－227-2344 教育機関 有

ホームページ：

外来実施の
診療科：

認知症全般 実施の有無：
申し込み方法：

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 佐渡・下越地区 分類： 教育機関新潟市　西区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない

教員養成が主たる学部になりますので、直接言語聴覚士
の業務に携わることはありません.学校の先生向け、特にこ
とばの教室や通級指導教室の先生方の研修会講師を担当

する機会が多いです。

025(262)6988 教育機関 有

名称 所属部署

新潟大学教育学部 特別支援教育専修

新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050 施設種類 病床数・定数

ホームページ： https://www.niigata-u.ac.jp

申し込み方法：

外来実施の
診療科：

対象障害 外来リハビリの実施
実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数

訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：
・学校への支援事業に参加
　要請があった学校に赴き、そこでのニーズに応
える内容になります。昨年度は新潟市立西特別支
援学校からの要請で、2人のお子さんについて評
価とアドバイスをしました.訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

新潟市　西区

025‐260‐1898 民間英語教育プログラムを物語りを通じて提供し、かつ国
際交流プログラムを提供している。子どもたちの読解力や
身体性，象徴性がそなわったことばの力，英語の力を育て
る。そして多様性を尊重し立場のちがい、文化のちがいに

対しても寛容に接する態度を育てる.

ラボ・パーティ ラボ・榎本パーティ

新潟市西区寺尾上5‐19‐14 施設種類 病床数・定数

025‐260‐1898 教育機関 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 教育機関
名称 所属部署

ホームページ：

PDD 実施の有無：
申し込み方法：

ST人数 就学前 就学後

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施：

燕市

外来実施の
診療科：

０２５６－９２－５４３５ 教育機関 有
０２５６－９２－７９１３

名称 所属部署

新潟県立吉田特別支援学校

新潟県燕市吉田大保町３２－２４ 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 教育機関

対象障害 外来リハビリの実施
病弱特別支援学校 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 就学後 就学前

ホームページ： http://www.yoshida-tk.nein.ed.jp/

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

申し込み方法：

外来実施の
診療科：

訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名

新潟県立長岡聾学校 小学部

長岡市水道町２－１－１３ 施設種類 病床数・定数

0258-32-1007 教育機関 有

地区： 中越地区 分類： 教育機関
名称 所属部署

長岡市

ST人数 就学前 就学後

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0258-39-5665

ホームページ： http://www.nagaokarou.nein.ed.jp/

外来実施の
診療科：

聴覚障害 実施の有無：
申し込み方法：

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 上越地区 分類： 教育機関上越市

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない

025-521-3388 教育機関 有
025-521-3388

名称 所属部署

上越教育大学 大学院学校教育研究科臨床・健康教育学系

上越市山屋敷町1番地 施設種類 病床数・定数

ホームページ：

申し込み方法：

外来実施の
診療科：

対象障害 外来リハビリの実施
実施の有無：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

訪問リハビリの実施： 活動の実施：

訪問リハビリの種類：
・上越言語治療教育研究会
　通級指導教室担当教員の研究会　事例検討、吃
音親子の会、日本特殊教育学会への研究発表等
の活動を行っている。

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 1 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

新潟市　江南区

025-381-8117

新潟県障害者リハビリテーションセンター

新潟県新潟市江南区亀田向陽１丁目９番１号　ふれ愛プラザ内 施設種類 病床数・定数

025-381-8113 福祉施設 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 福祉施設
名称 所属部署

ホームページ： http://www.rnhj.jp/rehabilitation/

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

高次脳機能障害 音声障害 申し込み方法：

ST人数 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない

燕市

摂食嚥下障害 知的障害
外来実施の

診療科：
自動車運転再開支援 発達障害

０２５６－７８－７８０４ 福祉施設 1日10人
０２５６－９３－５３９０

名称 所属部署

きららおひさまこども園 きららにじぐみ

燕市吉田東栄町３４－１０ 施設種類 病床数・定数

当施設は児童発達支援事業、放課後等デイ
サービスを行っています。

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 佐渡・下越地区 分類： 福祉施設

ホームページ： http://yoshihuku.com/

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 知的障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 就学前 就学後

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

地域の相談支援事業所の相談員を通じて
の申し込み

申し込み方法：

外来実施の診療科：
地域の福祉課等に相談し、相談事業所を

紹介してもらう

聴覚障害 吃音 療育を必要とする児童が通所する

重症心身障害

訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 11 名 非常勤： 名
常勤： 10 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名 就学前 就学後

住所：
電話：
FAX：

常勤： 1 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

長岡療育園　こども発達センター 医務部リハビリテーション

長岡市深沢町2278-8 施設種類 病床数・定数

0258-46-6611（代） 福祉施設 140

地区： 中越地区 分類： 福祉施設
名称 所属部署

福祉施設

発達障害 知的障害 実施の有無： 実施している
申し込み方法： 外来受診（電話にて外来受付の予約が必要）

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

療養介護施設・医療型障害児入所施設
医療法に基づく病院

発達期からの障害などであれば、成人受診可

上記を併せ持つ場合、構音障害や吃音なども可

0258-47-3535

ホームページ： www.nagaryo.or.jp

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施している

外来実施の
診療科：

小児科 小児神経科

0254₋62₋7200 障がい児通所支援事業 25
0252₋62₋7370 障がい児相談支援事業

名称 所属部署

一般社団法人Natural　こども発達支援所 はる

新潟県村上市羽黒町11番23号 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類：
・市町村から依頼の支援学校、親子教室・プレイ
教室に契約での地域支援.今年度、5か所で実施し
ている.
　各教室を運営しているスタッフや教諭に対する療
育技術指導、講義指導訪問リハビリの範囲：

地区： 佐渡・下越地区 分類： 相談室・支援所等村上市

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 知的障害 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 就学前 就学後

ホームページ： http://shien-natural.net/

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

小児科

聴覚障害 吃音
障がいの種別なし

通所施設のため、すべて外来と同じ。外来リハビリ同様にリハビリ
だけ定期的に利用する子が多い。

実施の有無：

直接電話　HPからの申し込みも可能申し込み方法：

外来実施の診療
科： 診療科は無いが、協力医療機関および嘱託医師は小児科医師

訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：
保育所等訪問支援事業、居宅訪

問型児童発達支援事業

・保育所等訪問支援
　保育所、学校、放課後児童クラブなど集団生活を営む施設を訪問
し、障害のない子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を
行うものです。
・居宅訪問型児童発達支援
　障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な 動作の指導、
知識技能の付与等の支援を実施します。訪問リハビリの範囲：

村上市、関川村、胎内市
相談に応じて対応可能
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 2 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

新発田市こども発達相談室

新発田市住吉町1-7-17 施設種類 病床数・定数

0254-26-3359 児童発達支援事業所 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 相談室・支援所等
名称 所属部署

新発田市

ST人数 就学前

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0254-23-6111

ホームページ： htpp;//www.city.sibata.niigata.jp

外来実施の
診療科：

機能性構音障害 発達障害 実施の有無： 実施している
知的障害 吃音 申し込み方法： 直接電話

訪問リハビリの種類： 活動事業名：

訪問リハビリの範囲： 活動内容：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない

０２５−３８６−１１１０

新潟市豊栄幼児ことばの相談室 新潟市北区健康福祉課

新潟市北区横井２７９　（木崎保育園併設） 施設種類 病床数・定数

０２５−３８６−１１１０ 市が独自に設置運営している相談室 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 相談室・支援所等
名称 所属部署

新潟市　北区

ホームページ：

機能性構音障害 発達障害 実施の有無： 実施していない
知的障害 吃音 申し込み方法： 直接電話

ST人数 就学前

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施している

外来実施の
診療科：

診断名のない幼児の相談支援 医療機関ではないのでリハビリとは言えな
いが、構音指導等は行っている。

訪問リハビリの種類：

・新潟市の母子事業（１歳６ヶ月児健診・３歳児健診・経過観察事業・療育事業・医師による発
達相談会）
・新潟市北区就学支援委員会

　１歳半健診や３歳児健診にて、ことばや発達に関する相談に応じる。
　健診後、要フォローとなった親子に対する相談会や集団療育への従事。
　保育園や子育て支援センターを訪問し、保護者や職員からの相談に応じる。
　就学支援委員会に加わり、就学の判定に対して意見提案を行う。訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 0 名
常勤： 1 名 非常勤： 2 名
常勤： 1 名 非常勤： 0 名

025-247-6532 福祉型児童発達支援センター 有
025-247-6541

名称 所属部署

新潟市立児童発達支援センター こども未来部こども家庭課

新潟市中央区新道寺南2丁目4-27 施設種類 病床数・定数

地区： 佐渡・下越地区 分類： 相談室・支援所等新潟市　中央区

対象障害 外来リハビリの実施
機能性構音障害 発達障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 就学前

ホームページ：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

知的障害 吃音 申し込み方法：

外来実施の
診療科：

株式会社Nose　つばめ療育館

燕市勘新1111-1 施設種類 病床数・定数

0256-66-1211 児童発達支援 有

地区： 佐渡・下越地区 分類： 相談室・支援所等
名称 所属部署

訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

燕市

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0256-66-1222 放課後等デイサービス 有

就学前：児童発達支援 放課後等デイサービス：小学生～高校生まで

ホームページ： http://www.ryoiku-kan.com

外来実施の
診療科：

知的障害 発達障害 実施の有無： 実施していない
吃音 申し込み方法：

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施していない
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 1 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 1 名

地区： 中越地区 分類： 相談室・支援所等見附市

0258-63-2860 行政 有
0258-62-7052

名称 所属部署

見附市教育委員会 こども課　ネウボラみつけ

見附市学校町2-13-30　見附市保健センター2階 施設種類 病床数・定数

見附市が行っている子育て支援です.月3回
こどばの相談「すこやか」を担当しています.ホームページ： www.city.mitsuke.niigata.jp

知的障害 吃音 申し込み方法：

器質性構音障害 聴覚障害
外来実施の

診療科：

対象障害 外来リハビリの実施
機能性構音障害 発達障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 就学前

訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

長岡市子ども家庭センター こども発達相談室

長岡市幸町2丁目1番1号 施設種類 病床数・定数

0258－36－3727

地区： 中越地区 分類： 相談室・支援所等
名称 所属部署

長岡市

ホームページ：

機能性構音障害 吃音 実施の有無：
申し込み方法：

ST人数 就学前

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

外来実施の
診療科：

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 8 名 非常勤： 名

0254-56-8292 養成校 学部生25名
0254-56-8291

名称 所属部署

新潟リハビリテーション大学 医療学部リハビリテーション学科言語聴覚学専攻

新潟県村上市上の山2-16 施設種類 病床数・定数

地区： 佐渡・下越地区 分類： 養成校村上市

現在、学部での募集を終了している.

対象障害 外来リハビリの実施
実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数

ホームページ： https://nur.ac.jp/

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

申し込み方法：

外来実施の
診療科：

併設の新潟リハビリテーションクリニックで外来リハビリを実施して
いる.

新潟医療福祉大学
①言語聴覚学科　②大学院言語聴覚分野　③言

語発達支援センター

新潟市北区島見町1398番地 施設種類 病床数・定数

０２５－２５７－４５０７ 養成校 学部生40名

地区： 佐渡・下越地区 分類： 養成校
名称 所属部署

訪問リハビリの実施： 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

・村上市地域ケア個別会議助言者および傍聴者として出席
・村上市介護予防事業（元気応援あさひ教室：佐藤厚、元気応援かみ
はやし教室　介護予防塾（口腔指導））
・村上市介護事業所個別リハビリ指導など

訪問リハビリの範囲：

新潟市　北区

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

０２５－２５７－４５０７

ホームページ： https://www.nuhw.ac.jp/faculty/medical/st/

音声障害 吃音
外来実施の

診療科：

医師の診断はなし

聴覚障害 言語発達障害

知的障害 機能性構音障害 実施の有無： 実施している
発達障害 器質性構音障害 申し込み方法： 直接電話

訪問リハビリの種類：

・ことばの相談委託業務（阿賀町、胎内市、出雲崎町）
　子どものことばの相談指導等
言語発達支援センターは新潟医療福祉大学のプロジェクト研究セン
ターとして教員が無償でことばの指導・支援をしています。

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している
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