全国の障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、就職や職場への定着に当たって、就業前における支援
とあわせて生活面における支援が必要な障害者を対象として、身近な地域で、雇用、保健、
福祉、教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及び
これに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に実施しています。

都道府県
北海道

上段：センター名

下段：所在地

札幌障害者就業・生活支援センター 「サポートinサッポロ」
〒060-0807 札幌市北区北七条西2-6 37山京ビル 516号室
小樽後志地域障害者就業・生活支援センター 「ひろば」
〒047-0024 小樽市花園4-14-3
函館障害者就業・生活支援センター 「すてっぷ」
〒041-0802 函館市石川町41-3
くしろ・ねむろ障害者就業・生活支援センター 「ぷれん」
〒084-0907 釧路市鳥取北10-16-1

青 森

津軽障害者就業・生活支援センター
〒036-1321 弘前市熊嶋字亀田184-1
青森藤チャレンジド就業・生活支援センター
〒030-0841 青森市奥野3-8-13

岩 手

胆江障害者就業・生活支援センター
〒023-0824 奥州市水沢区泉町9-1
宮古地区チャレンジド就業・生活支援センター
〒027-0097 宮古市崎山第5地割94番地
盛岡広域障害者就業・生活支援センター
〒020-0053 盛岡市上太田穴口53

宮 城

石巻地域総合就業生活支援センター
〒986-0016 石巻市八幡町2-4-23
県北地域福祉サービスセンター 障害者就業・生活支援センター 「Link」
〒989-6162 大崎市古川駅前大通1-15-8 ふるさとプラザ2階
県南障害者就業・生活支援センター「アサンテ」
〒989-1201 柴田郡大河原町大字戸ノ内前41-26

秋 田

秋田県南障害者就業・生活支援センター
〒019-1402 仙北郡美郷町野中字下村55-2
ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター
〒010-0817 秋田市泉菅野2-17-27

山 形

置賜障害者就業・生活支援センター 「サポートセンターおきたま」
〒993-0085 長井市高野町2-3-1 置賜総合支庁西庁舎内

電話番号
011-738-2000

0134-31-3636

0138-34-7177

0154-54-2424

0172-82-4524

017-722-3013

0197-51-6306

0193-62-8011

019-659-3366

0225-93-2924

0229-21-0266

0224-51-5361

0187-84-3809

018-896-7088

0238-88-5357
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都道府県
山 形

上段：センター名

下段：所在地

電話番号

村山障害者就業・生活支援センター 「ジョブサポートぱる」
〒990-0041 山形市緑町1-9-30 緑町会館4階
庄内障害者就業・生活支援センター

0234-22-9980

〒998-0857 酒田市若浜町1-40
福 島

いわき障害者就業・生活支援センター

0246-24-1588

〒970-8026 いわき市平字田町24
県中地域障害者就業・生活支援センター

024-927-6651

〒963-8862 郡山市菜根3-18-2
会津障害者就業・生活支援センター
〒965-0062 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂86-1
茨 城

水戸市障害者就業・生活支援センター
〒311-4141 水戸市赤塚1-1ミオスビル2階
障害者就業・生活支援センター 「なかま」
〒308-0811 筑西市茂田1740

栃 木

群 馬

とちぎ障害者就業・生活支援センター
〒321-0201 下都賀郡壬生町安塚2032
群馬西部地区障害者就業・生活支援センター
〒370-3106 高崎市箕郷町東明屋676
障害者就業・生活支援センター 障害者支援センター 「わーくさぽーと」
〒373-0842 太田市細谷町1714-2

埼 玉

障害者就業・生活支援センター 「ＺＡＣ」
〒355-0013 東松山市小松原町17-19
障害者就業・生活支援センター 「こだま」
〒367-0101 児玉郡美里町大字小茂田756-3

千 葉

障害者就業・生活支援センター 「あかね園」
〒275-0024 習志野市茜浜3-4-5
障害者就業・生活支援センター 「千葉障害者キャリアセンター」
〒261-0002 千葉市美浜区新港43番地
障害者就業・生活支援センター 「ビッグ・ハート」
〒270-0135

東 京

流山市野下2-652-1

流山高等学園親の会KOYOクラブ

内
障害者就業・生活支援センター 「ワーキング・トライ」
〒174-0072 板橋区南常盤台2-1-7
障害者就業・生活支援センター

「アイ・キャリア」

〒158-0091 世田谷区中町2-21-12 なかまちＮＰＯセンター306号
障害者就業・生活支援センター 「オープナー」
〒186-0003 国立市富士見台1-17-4
神奈川
66

023-629-6290

障害者支援センター 「ぽけっと」
〒250-0851 小田原市曽比1786-1 オークプラザ

0242-25-2242

029-309-6630

0296-22-5532

0282-86-8917

027-371-8666

0276-32-0400

0493-24-5658

0495-76-0055

047-452-2715

043-204-2385

04-7141-0112

03-5986-7551

03-3705-5803

042-575-5911

0465-39-2007

都道府県
新 潟

上段：センター名

下段：所在地

障害者就業・生活支援センター 「こしじ」
〒949-5406 長岡市浦4712-1
障害者就業・生活支援センター 「ハート」
〒955-0845 三条市西本成寺1-28-8
障害者就業・生活支援センター 「アシスト」
〒957-0053 新発田市中央町3-1-1

富 山

富山障害者就業・生活支援センター
〒939-2298 富山市坂本3110
高岡障害者就業・生活支援センター 「かたかご苑」
〒939-1254 高岡市滝新15
新川障害者就業・生活支援センター
〒939-0633 下新川郡入善町浦山新2208

石 川

金沢障害者就業・生活支援センター
〒920-0864 金沢市高岡町7-25 金沢市松ヶ枝福祉館内
こまつ障害者就業・生活支援センター
〒923-0942 小松市桜木町96-2

福 井

山 梨

長 野

福井障害者就業・生活支援センター 「ふっとわーく」
〒910-3623 福井市島寺町67-30
障害者就業・生活支援センター 「陽だまり」
〒408-0025 北杜市長坂町長坂下条1368-1
上小地域障害者就業・生活支援センター 「シェイク」
〒386-0012 上田市中央3-5-1 上田市ふれあいセンター2階
松本圏域障害者就業・生活支援センター 「あるぷ」
〒399-8205 安曇野市豊科5126

岐 阜

岐阜障害者就業・生活支援センター
〒500-8876 岐阜市日ノ出町2-5-2ハヤシビル２F
山ゆり障害者就業・生活支援センター
〒506-0054 高山市岡本町1-100-5 玉井ビル

静 岡

静岡中東遠障害者就業・生活支援センター 「ラック」
〒437-0062 袋井市泉町2-10-13
障害者就業・生活支援センター 「だんだん」
〒433-8101 浜松市三幸町201-4
障害者就業・生活支援センター 「ひまわり」
〒410-0312 沼津市原1418-48
富士障害者就業・生活支援センター 「チャレンジ」
〒417-0801 富士市大渕2075-3

愛 知

豊橋障害者就業・生活支援センター
〒440-0022 豊橋市岩崎町字利兵72-2 岩崎通勤寮内

電話番号
0258-92-5163

0256-35-0860

0254-23-1987

076-467-5093

0766-36-2626

0765-78-1131

076-231-3571

0761-21-8553

0776-98-3747

0551-32-0035

0268-27-2039

0263-73-4664

058-266-4757

0577-32-8736

0538-43-0826

053-420-0802

055-968-1120

0545-35-1148

0532-61-2062
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都道府県
愛 知

上段：センター名

下段：所在地

知多地域障害者就業・生活支援センター 「ワーク」
〒470-2102 知多郡東浦町緒川字寿久茂129
なごや障害者就業・生活支援センター
〒453-0012 名古屋市中村区井深町15-17 泉第一ビル2階

三 重

四日市障害者就業・生活支援センター
〒510-0085 四日市市諏訪町2-2
伊勢志摩障害者就業・生活支援センター
〒516-0077 伊勢市宮町1-5-20

滋 賀

障害者雇用・生活支援センター（甲賀）
〒528-0012 甲賀市水口町暁3-44
湖東地域障害者就業・生活支援センター
〒522-0088 彦根市銀座町6-10 平和堂彦根銀座店3階
おおつ障害者就業・生活支援センター
〒520-0801 大津市におの浜4-2-33大津市立障害者福祉センター内

京 都

京都障害者就業・生活支援センター
〒603-8465 京都市北区鷹峰土天井町55-2
障害者就業・生活支援センター 「はぴねす」
〒610-0111 城陽市富野狼谷2-1
障害者就業・生活支援センター 「わかば」
〒625-0014 舞鶴市字鹿原209-3

大 阪

大阪市障害者就業・生活支援センター
〒547-0026 大阪市平野区喜連西4-7-19
北河内東障害者就業・生活支援センター
〒574-0036 大東市末広町15-6大東園内
南河内南障害者就業・生活支援センター
〒584-0025 富田林市若松町西1-1888-1 第2北野ビル6階
すいた障害者就業・生活支援センター
〒564-0025 吹田市南高浜町1-17-2
高槻市障害者就業・生活支援センター
〒569-0071 高槻市城北町1-7-16 宮本ビル２Ｆ

兵 庫

加古川障害者就業・生活支援センター
〒675-0002 加古川市山手1-11-10
神戸障害者就業・生活支援センター
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-1-1
西播磨障害者就業・生活支援センター
〒678-0252 赤穂市大津1327 赤穂精華園内

奈 良
68

障害者就業・生活支援センター 「ウィ〜ズ」
〒636-0351 磯城郡田原本町松本160-4

電話番号
0562-34-6669

052-459-1918

059-354-2550

0596-20-6525

0748-63-5830

0749-25-2245

077-511-2111

075-494-1744

0774-56-8880

0773-65-2072

06-4302-8977

072-871-0047

0721-20-6576

06-6317-3749

072-662-4510

0794-38-8728

078-672-6480

0791-43-2091

07443-3-0510

都道府県
奈 良

和歌山

上段：センター名

下段：所在地

なら障害者就業・生活支援センター 「コンパス」
〒630-8115 奈良市大宮町3-5-35 宝泉ビル5階
紀南障害者就業・生活支援センター
〒646-0061 田辺市上の山2-23-52
障害者就業・生活支援センター 「つれもて」
〒640-8123 和歌山市三沢町3-40
紀中障害者就業・生活支援センター 「わーくねっと」
〒644-0011 御坊市湯川町財部726-9

鳥 取

とっとり障害者就業・生活支援センター
〒683-0064 米子市道笑町2-126 桑本ビル1階
障害者就業・生活支援センター 「しらはま」
〒689-0201 鳥取市伏野2259-17

島 根

島根西部障害者就業・生活支援センター 「レント」
〒697-0027 浜田市殿町75-8
障害者就業・生活支援センター 「リーフ」
〒699-0822 出雲市神西沖町2476-1
松江障害者就業・生活支援センター
〒690-0065 松江市灘町38-1

岡 山

岡山障害者就業・生活支援センター
〒703-8555 岡山市祇園地先
倉敷障害者就業・生活支援センター
〒710-0834 倉敷市笹沖180 くらしき健康福祉プラザ

広 島

みどりの町障害者就業・生活支援センター
〒729-1322 三原市大和町箱川1470-2
東部地域障害者就業・生活支援センター
〒726-0012 府中市中須町1550-1

山 口

徳 島

光栄会 障害者就業・生活支援センター
〒755-0072 宇部市中村3-12-52
障害者就業・生活支援センター 「わーくわく」
〒771-0214 板野郡松茂町満穂字満穂開拓50-5
障害者就業・生活支援センター「箸藏山荘」
〒778-0020 三好郡池田町字州津井関1121-1
障害者就業・生活支援センター 「よりそい」
〒779-2302 海部郡美波町北河内字本村344-1

香 川

愛 媛

障害者就業・生活支援センター 「共生」
〒769-2702 東かがわ市松原1331-5
えひめ障害者就業・生活支援センター
〒790-0843 松山市道後町2-12-11

電話番号
0742-32-5512

0739-26-8830

073-427-8149

0738-23-1955

0859-37-2140

0857-59-6036

0855-22-4141

0853-43-0189

050-5202-9330

086-275-5697

086-434-9886

0847-34-1375

0847-46-2636

0836-36-7571

088-699-4143

0083-72-1487

0784-77-0434

0879-24-3701

089-917-8516
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愛 媛

高 知

上段：センター名

下段：所在地

障害者就業・生活支援センター 「あみ」
〒794-0022 今治市室屋町1−1−8
障害者就業・生活支援センター 「ラポール」
〒787-0010 四万十市古津賀1409
高知障害者就業・生活支援センター 「シャイン」
〒780-0935 高知市旭町2-21-6

福 岡

北九州障害者就業・生活支援センター
〒804-0064 北九州市戸畑区沖台2-4-8
障害者就業・生活支援センター「デュナミス」
〒834-0115 八女郡広川町大字新氏1110 グランセラーノ１階A号室
福岡県央障害者就業・生活支援センター
〒822-0024 直方市須崎町１６−１９

佐 賀

長 崎

障害者就業・生活支援センター
〒849-1422 嬉野市塩田町谷所甲1388
長崎障害者就業・生活支援センター
〒854-0001 諫早市福田町357-1
長崎県北地域障害者就業・生活支援センター
〒858-0907 佐世保市棚方町207-23

熊 本

熊本障害者就業・生活支援センター
〒860-0844 熊本市水道町8-6 朝日生命熊本ビル3階
熊本県南部障害者就業・生活支援センター「結」
〒866-0876 八代市田中西町15-15ナイスビル B号室

大 分

障害者就業・生活支援センター 大分プラザ
〒870-0029 大分市高砂町2-50 オアシス21
障害者就業・生活支援センター 「サポートネットすまいる」
〒879-0314 宇佐市大字猿渡1042
障害者就業・生活支援センター

「はぎの」

〒877-0078 日田市大字友田2881-2
宮 崎

鹿児島

沖 縄

みやざき障害者就業・生活支援センター
〒880-0877 宮崎市宮崎駅東1-3-2
かごしま障害者就業・生活支援センター
〒899-2503 日置郡伊集院町妙円寺1-1-1
障害者就業・生活支援センター 「ティーダ＆チムチム」
〒905-0006 名護市字宇茂佐943
中部地区障害者就業・生活支援センター
〒904-0033 沖縄市山里2-1-1
南部地区障害者就業・生活支援センター「しごと・せいかつ支援センター群星」
〒920-0061 那覇市字古島12-1 3階
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電話番号
0898-34-8811

0880-34-6670

088-822-7119

093-871-0073

0943-32-4477

0949-22-3645

0954-66-9093

0957-22-2203

0956-48-6788

096-320-8001

0965-35-3313

097-514-3300

0978-32-1154

0973-24-2451

0985-35-3310

099-272-5756

0980-54-8181

098-931-1716

098-941-5008

