
都道府県 事業所名 分　類 郵便番号 ℡番号 fax番号 各事業所の情報や支援依頼の内容

1 青森県 障害者就業・生活支援センター　みさわ 就業・生活支援センター 033-0052 三沢市本町1-62-9 0176-27-6738
青森県上十三圏域（三沢市、十和田市、野辺地町、七戸町、横浜町、
東北町、六戸町、六ヶ所村）の障害者の就業・生活を担当している。

2 岩手県 しごとネットサクラ 就業支援センター 024-0092
北上市本通り2-1-10
サポートセンターさくら内

0197-63-5791
地元での就職活動のサポートをお願いした。ハローワークと連絡取り
情報提供もしていただけた。

3 岩手県 多機能型施設　ワークセンターむろおか 就労継続支援Ｂ型 028-3625
紫波郡矢巾町大字
室岡第12地割124番地

019-697-6856 019-697-1666

・就労継続支援B型事業で軽作業を行っています。
・生活介護事業で生産活動・創作活動を中心に特別プログラムを設定
し取り組んでいます。
・利用希望される方は、当施設にお気軽にお問い合わせ下さい。

4 宮城県 ウイングル仙台泉センター 就労移行支援 981-3133
仙台市泉区泉中央1-7-1
スウィング5階

022-771-5364 022-771-5365

全国の他の事業所所在地は以下のとおりです。
・仙台宮城野（宮城野区）・黒磯（那須塩原市）・千葉（千葉市）・
船橋（船橋市）・東京みなと（港区）・さいたま（さいたま市）・所
沢（所沢市）・静岡（静岡市）・名古屋緑（緑区）・名古屋（中
区）・神戸（神戸市）・広島（広島市）・福岡（博多区）・宮崎（宮
崎市）・沖縄（沖縄市）・札幌（札幌市中央区）

5 宮城県 社会福祉法人　第二啓生園 授産施設 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-2 022-385-7860 022-291-1783 旧法入所授産施設。

6 宮城県
相談支援事業所
フリースペース ”ＫＡＩ”

相談支援事業所 986-0825
石巻市穀町12-5
セキトモ321ビル

0225-93-2924

　障害のある方やご家族からの各種相談の窓口である「相談支援事業
所」を開設しています。悩みごとや困ったこと、知りたいことなどが
ありましたら、社会福祉士等の資格を持ったスタッフが対応しており
ますので、お気軽にご相談ください。

7 福島県 相双障害者就業・生活支援センター 就業・生活支援センター 975-0032 南相馬市原町区桜井町1-77-2 0244-24-3553

8 茨城県 障害者就業・生活支援センターかすみ 就業・生活支援センター 300-0053 土浦市真鍋新町1-14 029-827-1104 029-827-1105

9 茨城県
かしま障害者就業・生活支援センター
まつぼっくり

就業・生活支援センター 314-0016 鹿島市国末1539-1 0299-82-6475 0299-33-3261

地元での就職活動・職場体験実習の依頼のため、電話相談をした。職
場体験実習先の情報提供や地元求人の情報提供、採用前後のフォロー
をしていただいた。

10 茨城県 障害者就業・生活支援センターかい 就業・生活支援センター 315-0005 石岡市鹿の子4-16-52 0299-22-3215 0299-22-3220

本人が定期的にハローワークを訪問する際に、同行を依頼。その後、
ハローワーク土浦と連携して頂き、地元企業での実習となった。実習
中のフォローもきめ細やかで、内定に結びついた。
白銀会ホームページ：http://business3.plala.or.jp/sirogane/

11 茨城県
つくばライフサポートセンター　かやまる
つくばLSC障害者就業・生活支援センター

就労・生活支援センター 305-0882 つくば市みどりの中央B23-1 029-847-8000 029-875-3574

就職を希望されている障害のある方、或いは在職中の障害のある方が
抱える問題に応じて、 雇用および福祉の関係機関との連携の下、就業
支援担当者と生活支援担当者が協力して、 就業面及び生活面での一体
的な支援を行います。

12 栃木県 ＮＰＯ法人　チャレンジドコミュニティ ＮＰＯ法人（作業所） 320-0851 宇都宮市鶴田町3359 028-633-7455 028-633-7191
コパンという作業所（パン屋）を経営している。
平成２２年４月、新たに作業所を立ち上げる予定とのこと。

13 栃木県
県南圏域障害者就業・生活支援センター
「めーぷる」

就業・生活支援センター 321-0201 下都賀郡壬生町大字安塚2032 0282-86-8917 0282-21-7109
センター修了後、地元での就職活動のサポートを依頼。障害者就業体
験事業により、数多くの地元企業から選んで実習を体験できるとのこ
と。

14 栃木県
県東圏域障害者就業・生活支援センター
「チャレンジセンター」

就業・生活支援センター 321-4305 真岡市荒町111-1 0285-85-8451 0285-85-8452

「こぶしの会」という社会福祉法人で、支援センターを運営してい
る。
就労に関する相談だけでなく、職場定着支援や、作業所との連携も
行っている。

15 栃木県
社会福祉法人　こぶしの会
障がい者生活支援センター　こぶし

相談支援センター 321-0902 宇都宮市柳田町1401 028-613-5703 028-666-6128 障がい児者の相談支援を行っているとのこと。

16 栃木県
社会福祉法人　飛山の里
宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター

就業・生活支援センター 321-0905 宇都宮市平出工業団地43-100 028-678-3256 028-678-3257 地元の障害者職業センター等、各支援期間と連携している。

17 栃木県
一般社団法人　日本医療福祉サービス
フレェ-ルカンパニー新町

就労継続支援施設Ａ型 320-0831 宇都宮市新町2-5-2 028-666-6287 028-634-8388
観賞魚の飼育・繁殖・販売・リースや観葉植物の販売・リース、各種
清掃業務などを行っている。

18 栃木県 ソーシャルファーム長岡 就労継続支援施設Ｂ型 321-0004 宇都宮市長岡町293 028-680-6612 028-680-6613 農作業を中心に支援を行っている。希望により、体験実習も可能。

19 栃木県 ユーファーム平出 就労継続支援施設A型 321-0901 宇都宮市平出1139 028-661-1711 028-661-1712 キノコ栽培が仕事内容。体験実習を経て採用となる。

20 栃木県 地域生活支援センターゆずり葉
相談支援事業所
地域活動支援センターＩ型事
業

325-0055 那須塩原市宮町2-14 0287-63-7777 0287-73-7022
NPO法人が運営する地域生活支援センター。精神障害者対象。就労就労
移行支援等併設。　　ＵＲＬ　http://nasu-f.com/

21 栃木県 社会福祉法人　愛光園
就労継続A･B型
グループホーム
施設入所支援

329-4212 足利市稲岡町596-1 0284-91-3781 048-973-2941
就労継続A型、B型、生活介護などの複合型施設。近隣にグループホー
ム、相談支援センター併設。対象は知的障害、身体障害が多い。

22 群馬県 障害者就業・生活支援センターみずさわ 就業・生活支援センター 370-3606 北群馬郡吉岡町上野田3480-1 0279-30-5235 0279-54-7003
渋川ハローワークと密に連携をとり支援を行っている。ハローワーク
にて本人、家族、ハローワーク障害者担当、生活支援センター担当
者、当センターＣＷで支援会議を持つことができた。

23 群馬県
群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラ
ザ

聴覚障害者情報提供施設 371-0843
前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉総合センター3F

027-255-6633 027-255-6634

聴覚障害者に関する手話通訳者・要約筆記者派遣及び相談支援を行っ
ている。ここから地域の社会資源と連携をとって対応していただけ
る。
ホームページ：http://www.gunma-comipura.jp/
E-mail：info@gunma-comipura.jp

24 群馬県 相談支援センターアドネット 相談支援事業所 370-3531
高崎市足門町146-1
群馬整肢療護園内

027-373-2115 027-373-2115

社会福祉法人二之沢愛育会が運営する相談支援事業所。法人全体で
は、児童施設、障害児施設、生活介護施設、特別養護老人ホーム等の
事業を行っており、幅広い層を対象としたサービス展開を行ってい
る。車いすで発達障害のある方が終了する際に、サービス等利用計画
を作成し、施設から地域生活への移行の支援をしていただいた。

25 群馬県 障害者就業・生活支援センターエブリィ 就業・生活支援センター 370-0065
高崎市末広町115-1
高崎市総合福祉センター1F

027-361-8666 027-361-8666
障害をお持ちの皆様の就業と生活に関する支援を他機関と連携し行っ
ています。

26 群馬県
障がい者就業・生活支援センター「さん
わ」

就業・生活支援センター 376-0121 桐生市新里町新川3743 0277-74-6071 0277-74-6981
地元の職業センター、ハローワークと連携している。桐生市、みどり
市（担当地域）。

27 埼玉県
就労支援センター
ウイングル・ヒューマンサポートさいたま

就労移行支援 338-0011
さいたま市中央区新中里1-3-3
埼大通りﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4Ｆ

048-835-3047 048-835-3048

障がいのある方が就労に向けて新しいことに挑戦できる気づきと学び
の場です。
各種訓練を通して、出来ること出来ないことを整理し、出来ることを
増やしていくことで、企業が求める「戦力」への成長をサポートしま
す。
2009年度13名、2010年度24名の方が見事就職を勝ち取りました。

住　所



28 埼玉県
さいたま市社会福祉事業団
さいたま市　かやの木

就労移行支援
就労継続支援B型

338-0004 さいたま市中央区本町西1-6-3 048-855-2355 048-855-2355

29 埼玉県 埼玉県身体障害者共同作業所
就労移行支援
就労継続支援B型

336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-27-1 048-862-1370 048-862-1378
クリーニングの作業。施設入所もある（区分認定4以上）。居住地の障
害福祉課に利用申請し、施設の実習を受け、検討の上で契約。

30 埼玉県 南区障害者生活支援センターあみーご 相談支援事業所 336-0022 さいたま市南区白幡5-11-16 048-866-5098 048-866-5128 さいたま市南区の障害者相談支援事業全般と計画相談の作成を行う。

31 埼玉県 さいたま市障害者総合支援センター 就労支援センター 338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-7 048-859-7266 048-852-3273
さいたま市の就労支援窓口がある。
就労支援の事業が登録可能。

32 埼玉県
さいたま市中央区障害者生活支援センター
来夢

生活支援センター 338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-7 048-859-7231 048-852-3276
一般就労した修了者がアパートでの一人暮らしになるため、生活面の
フォローを依頼した。

33 埼玉県 さくらとぴあ 相談支援事業所 338-0837 さいたま市桜区田島4-10-8 048-783-7800 048-783-7799 さいたま市桜区の障害者相談支援善歩案と計画相談の作成を行う。

34 埼玉県
さいたま市社会福祉法人
さいたま市大崎むつみの里
第1事業所　　大崎実習センター

就労移行支援
就労継続支援B型

336-0974 さいたま市緑区大字大崎37-1 048-878-2047 048-878-5809
旧法身障授産と知的授産を合併した。就労継続支援B型は知的の方７
割、身体の方は３割くらい。就労移行支援は全員が知的の方で、身体
の方も1割くらいとのこと。

35 埼玉県 株式会社ハマウラ福祉工場 就労継続支援A型 336-0033 さいたま市南区曲本5-4-16 048-864-9666 048-864-9687
修了者の受け入れをしていただいている。現在は定員を満たしてい
る。

36 埼玉県 埼玉県障がい者共同作業所
就労移行支援
就労継続支援B型
施設入所支援

さいたま市南区
鹿手袋４丁目２７−１

048-862-1370 048-862-1378

クリーニング作業。作業室が２ヶ所。１ヶ所は座位でたたみ中心。空
調あり。１ヶ所はアイロンやたたみ作業で立位中心。空調なし。施設
入所支援あり。宿舎は二人部屋。通所での実習を経て契約となる。
8:45～15:00の作業、工賃は平均1万5千円。住宅地にあり、立地は良
い。

37 埼玉県
障害者就業・生活支援センター
かわごえ

就業・生活支援センター 350-1151
川越市大字今福2896-4
川越親愛センター　総合相談棟
2F

049-246-5321 049-293-4571 発達障害がある利用者の支援をしていただいた。

38 埼玉県 就労支援Jast 就労移行支援 350-0822 川越市山田1431-1 049-298-3303 049-298-3305

職業準備訓練を行なっている施設です。
ステップ１では、難易度別の２１種類の職業準備訓練を行い、障害の
特性や、性格、体力面、職業能力等を評価しながら、個々のペースに
あわせて向上を図っております。
ステップ２では、内職の受注訓練を通して、丁寧さ・正確さ・早さを
目的に訓練を行なっております。
ステップ３では、職場見学や職場実習前訓練、職場体験実習等、社会
性や一般常識を学ぶ訓練に取り組んでおります。
見学希望の方は、事前にご連絡下さい。

39 埼玉県 川越いもの子作業所

就労継続支援B型
就労移行支援
生活介護1
生活介護2
生活訓練
入所支援

350-1175 川越市笠幡1410 049-233-2940 049-234-2940

ユニット型の入所施設が併設されている。就労継続Bでは資源回収や木
工製品・Tシャツの製作・販売を行っている。また、就労移行を利用す
る人を中心に施設内の清掃作業を行っている。もともとが知的障害が
ある方の施設のため、利用者は知的障害の方が多い。

40 埼玉県 オークタウン 就労継続A型 350-0824
川越市石原町1-27-2
　アルカディア岸107

049-298-8496 049-298-8497

株式会社アライズが運営する就労継続支援A型事業所。平成24年10月開
設。西武新宿線本川越駅もしくは東武東上線川越駅からバス・徒歩と
なる。就業場所は１階となっている。定員20名。3障害対応。古本の回
収・クリーニング・ネット販売や新聞折り込みチラシ準備、模型組立
等を行っている。当センターから40代、右片麻痺、高次脳機能障害の
方が職場体験実習をさせていただいた。

41 埼玉県 クローバー 就労継続A型 350-1165
川越市南台3-1-2
　　サンセール南大塚201号

049-293-2492 049-293-2493

株式会社アライズが運営する就労継続支援A型事業所。平成26年7月開
設。西武新宿線南大塚駅から徒歩2分。就業場所は2階（階段）となっ
ている。定員20名。３障害対応。古本の回収・クリーニング・ネット
販売等を行っている。
当センター終了生の40代、右片麻痺、高次脳機能障害の方と50代、高
次脳機能障害の方が採用となり、就労している。

42 埼玉県 川越市障害者就労支援センター 就労支援センター 350-0824 川越市石原町2-33-1 049-227-5335 049-227-5345

就職活動の支援について依頼した。市内にある他の支援センターとも
情報を共有し、連携しながら支援していただけるとのこと。
URL：http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
E-mail：shuroshien@city.kawagoe.saitama.jp

43 埼玉県 ＮＰＯ法人チューリップ元気の会 その他 350-1137 川越市砂新田92 049-246-2050 049-246-2050

44 埼玉県 川口市障害者就労支援センター 就労支援センター 332-0035
川口市西青木5-2-43
クサカビル内

048-259-3976 048-240-1788
就労移行支援と併設。登録制で、就労支援や就労継続支援の紹介など
を行っていただいた。

45 埼玉県
川口市障害者地域生活支援センター　しら
ゆり

生活支援センター
（相談支援事業）

332-0001 川口市朝日3-16-14 048-223-7238 048-228-7173
修了者の服薬管理、生活面の支援を就労支援センターと連携して行っ
ていただけるよう調整した。

46 埼玉県 相談支援ひまわり事業所 相談支援事業所 333-0825 埼玉県川口市赤山831-6 048-290-2411 048-290-3003

NPO法人　かわぐち健康福祉サービス振興会が運営する特定相談支援事
業所。相談支援事業以外に、同グループで就労支援センターや就労移
行支援・就労継続支援B型などの多機能なサービス提供を行う事業所と
なっている。当センター利用者の方のサービス等利用計画を作成して
いただいている。

47 埼玉県 秩父障がい者就労支援センター　キャップ 就労支援センター 368-0051 秩父市中村町3－12－23 0494-22-2870 0494-22-2870
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町と広域に対応。ハロー
ワークはじめ、各機関と連携して支援を行っている。

48 埼玉県 生活支援センター　アクセス 相談支援事業所 368-0056 秩父市寺尾1476-1 0494-24-1025 0494-24-1026 精神障害者の利用が多い。　通所や入所の施設も併設している。

49 埼玉県 ワークみどり 就労継続支援B型 359-1111 所沢市緑町4-6-6 04-2928-5516 04-2928-5516
リサイクルショップも兼ね備えている。作業は、紙製の手提げ袋の組
み立てや、リサイクル品の回収などを行なっている。

50 埼玉県 所沢どんぐりの家 就労継続支援Ｂ型 359-1131 所沢市久米535-2 050-3761-4347 04-2992-1928

弁当配食事業、ベーカリー事業、サロン喫茶事業、軽作業、古紙回収
等を行なっている。
地域活動支援センター「所沢こぶしの家（04-2993-0615）」、地域生
活支援センター「所沢どんぐり（04-2993-8585）」を併設している。

51 埼玉県 颸埜扉（しのひ）
就労継続支援B型
地域活動支援センター

359-1104 所沢市榎町12-12 04-2924-4059

施設見学し、３回ほど体験。作業は本人に合わせて柔軟に対応してい
ただけた。別にリサイクルショップとコーヒーショップを運営してお
り、ボランティアと共に作業を行うことも可能。地域活動支援セン
ターも運営されている。

52 埼玉県 ところざわ就労支援センター 就労支援センター 359-1143
所沢市宮本町1-1-2
（旧庁舎1階）

04-2921-9200
同じ建物（社会福祉協議会）内にある相談支援センターとの連携を密
に行っている。ケア会議を設け、地域移行の支援について積極的に対
応していただいた。

53 埼玉県
社会福祉法人　安心会
障害者生活支援センター　所沢しあわせの
里

相談支援 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘5-916-3 04-2921-5566 04-2921-6666
併設の生活介護事業所では、日中活動の場（通所）として、身体障害
を受け入れているとのこと。



54 埼玉県 飛行船 地域活動支援センター 359-1111 所沢市緑町4-6-6（飛行船） 04-2926-0108 04-2926-0108
飛行船・飛行船２号は地域活動支援センターとして日中の居場所や仲
間作りの場になっています。

55 埼玉県 飛行船２号 地域活動支援センター 359-1141 所沢市小手指町1-11-1-103 04-2928-4061 04-2928-4061
飛行船・飛行船２号は地域活動支援センターとして日中の居場所や仲
間作りの場になっています。

56 埼玉県 所沢市保健福祉部保健センター 保健センター 359-0025 所沢市上安松1224-1 04-2991-1811 04-2995-1178 相談支援センターからの紹介でケア会議に参加していただいた。

57 埼玉県 ところざわ障がい者相談支援センター 相談支援事業所 359-1143
所沢市宮本町1-1-2
（旧庁舎1階）

04-2929-1705 04-2923-4780
同じ建物（社会福祉協議会）内にある就労支援センターとの連携を密
に行っている。ケア会議を設け、地域移行の支援について積極的に対
応していただいた。

58 埼玉県 所沢しあわせの里 相談支援事業所 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘5-916-3 04-2921-5566 04-2921-6666
障害の種別にかかわらず、さまざまな相談や継続的な支援を行ってい
る。サービス等利用計画作成の面談のために来所していただくことが
多い。

59 埼玉県 イーネクスト所沢センター 就労継続A型・就労移行支援 359-0023 所沢市東所沢和田2-23-5 04-2946-8431 04-2946-8432

平成25年３月に新規開設された就労継続支援A型及び就労移行支援事業
所（各定員10名）。就労継続支援A型では、リーフレット等の封入封
緘、化粧箱の組み立て、梱包作業や企業倉庫での作業を取り組んでい
る。就労移行支援では、作業を通じて就労に必要なスキルの向上を目
指すとともにビジネスマナーやコミュニケーション力等の社会性の構
築のための講座を行っている。また、本人の資質に応じてパソコンの
ワード・エクセルの基礎の習得を行っている。

60 埼玉県
東松山市障害者就労支援センターZAC
障害者就業・生活支援センターZAC

就労支援センター 355-0013 東松山市小松原町17-19 0493-24-5658 職場実習の際の対応を依頼した。

61 埼玉県 狭山市障害者就労支援センター 就労支援センター 350-1306 狭山市富士見1-1-11 04-2937-7864 04-2937-7772

62 埼玉県 大樹の家生活支援室 相談支援事業所 350-1334 狭山市狭山47-29 04-2955-2946 04-2955-2942

日常生活での困りごとや悩みごと、将来や就職への不安、障害福祉
サービスの利用がわからない、自分の居場所がない、もしかして障害
があるのかも・・・そんなご相談を障害者相談支援専門員がお受けし
ます。
障害の種別や年齢、障害者手帳の有無は問いません。相談料は無料で
す。お気軽にご相談ください。

63 埼玉県 北埼玉障害者生活支援センター 生活支援センター 348-0056 羽生市大字上川俣1486-1 048-560-3411 048-560-3412
当センター入所前に本人と面接済み。修了後の生活面の支援について
依頼した。

64 埼玉県 鴻巣市障がい者就労支援センター 障害者就労支援センター 365-8601 鴻巣市中央1-1
048-541-1537
（直通）

048-541-1328 2010年6月に設置。

65 埼玉県
生活相談支援センター
しゃろーむ

生活支援センター 369-0112 鴻巣市鎌塚40-1 048-547-2099 048-547-3055

鴻巣市、北本市等を管轄。
非常に積極的に活動されており、就職が決まった利用者の支援を依頼
した際に、市役所との話し合い、及び会社との話し合いに参加してい
ただいた。

66 埼玉県
特定非営利活動法人就労支援スマイルワー
ク
鴻巣職業訓練センター

就労移行支援 365-0028 鴻巣市鴻巣1183-2 048-577-5592

H25年開所。障害、年齢は様々。就労につなげるために企業とのかかわ
りを大事にしている。
【特色】
　･　企業実習先　25社
　・　職業評価やマッチング等による就労支援
　･　週1回、2時間半程度、外部講師によるビジネスマナー指導、PC訓
練

67 埼玉県 埼玉のぞみの園（春日園グループ）

就労継続支援Ｂ型
就労移行支援
生活介護
施設入所支援
短期入所
日中一時支援
ケアホーム

369-1105 深谷市本田3343 048-583-5451 048-583-5498

当園では、ハンディキャップのある方も仕事を通じてやりがいや責任
を持ち、希望ある生活を自分の手で掴めるよう支援する事を願いと
し、授産事業では幅広い作業の開拓・導入、また就労移行では民間企
業への就職をサポートします。施設入所支援においては「自助力アッ
プ」を目標に環境整備や機能訓練による残存機能の維持向上を目指し
ています。

68 埼玉県 NPO法人ライフサポート

多機能型（就労継続支援B
型、就労移行支援、生活訓
練、生活サポート事業、ケア
ホーム）

369-0211 深谷市岡部2014-1 048-585-4976 048-585-4976

ナイスデイ（就労継続B型）、駅前福祉館（就労移行）、ミラクル（生
活訓練）、グットライフ（ケアホーム）を運営している。
知的障害者を対象。野菜の洗浄、木工、箱づくり等、体を動かす作業
から、軽作業まで本人の希望と能力に合わせて毎日作業内容を相談し
決めている。

69 埼玉県
障害者就業・生活支援センターCSA
上尾市障害者就労支援センター

就業・生活支援センター
就労支援センター

362-0075
上尾市柏座1-1-15
プラザ館5階

048-767-8991 048-767-8995
埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」より紹介を受け、訪問し
た。
発達障害がある利用者の修了後の支援を依頼した。

70 埼玉県 草加市障がい者就労支援センター 就労支援センター 340-8550
草加市高砂1-1-1
草加市役所障がい福祉課内

048-922-1442 048-922-1153
草加市役所障がい福祉課内にある。就労についての相談とサポートを
実施。具体的には就職準備・就職活動・職場定着等を行う。登録者
は、その方の特性を図るため庁内実習を行うことも可能。

71 東京都 就労継続支援A型事業所　あかり 就労継続A型 343-0042
越谷市千間台東1-1-6
クオレ千間台１F

048-973-2940 048-973-2941

平成25年4月に開設した越谷市内で初の就労継続支援A型事業所。4週８
休。定員30名。三障害の方が利用中。事業所内では、衣類のたたみや
プラ製品の組立等の軽作業を行っている。施設外就労ではポスティン
グやアパート清掃なども取り組んでいる。見学→5日間の実習→面接→
採否決定の流れとなる。身体（車いす）・視覚障害（弱視）の方の利
用相談のため見学したが、利用に至らなかった。

72 埼玉県 戸田市障害者就労支援センター 就労支援センター 335-0034 戸田市笹目2-9-1 048-471-9333 048-471-9334

73 埼玉県 障害者就業・生活支援センター　みなみ 就業・生活支援センター 335-0021 戸田市新曽1321－1
048－432－
8197

048-432-8298
地元での実習や就職活動の支援を依頼した。戸田市もしくはその近辺
の職場開拓を積極的に実施している。

74 埼玉県
障がい者支援ボランティアグループ
ゆいの花

ＮＰＯ法人 358-0012 埼玉県入間市上藤沢296-14 04-2936-9527
障害者生活サポート事業やサロン、さをり織りの教室を行っている。
修了者が講師等で働いている。

75 埼玉県 入間市障害者相談支援センター りぼん 相談支援事業所 358-8511
入間市豊岡1-16-1
入間市役所Ｂ棟3階

04-2901-7088 04-2966-6791 生活支援と就労支援の一体的な支援をすすめている。

76 埼玉県 入間市障害者就労支援センターりぼん 就労支援事業所

77 千葉県 朝霞市障害者就労支援センター 就労支援センター 351－8560 朝霞市大字浜崎51－1
048－486－
2575

048－486－
1455

社協が運営。職場開拓、求人情報提供等依頼しており、情報提供あ
り。

78 埼玉県 志木市障がい者等就労支援センター 就労支援センター 353-8501
志木市中宗岡1-1-1
志木市役所１階　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ奥

048-473-1464 048-471-7092

志木市障がい者等就労支援センターでは、職場定着支援や就労支援を
行っています。
当センター修了後、就労を希望する場合は、就労支援センターへご連
絡の上、ご相談下さい。

79 埼玉県
ヤマト自立センター
スワン工房　新座

就労移行支援 352-0017 新座市菅沢1-3-1 048-480-3367 048-479-5873
就労移行支援（定員２３名）として、パンの製造・販売を行う「スワ
ンベーカリー」、衣類のクリーニングを行う「スワンランドリー」を
実施。知的障害の方が主に利用されている。

80 埼玉県 ケアプランえん 相談支援事業所 352-0033 新座市石神2-1-4 048-480-4150 048-201-1311

NPO法人暮らしネット・えんが運営する介護保険のケアプランや障害福
祉サービスのサービス等利用計画を作成する事業所。当センターを利
用していた40代、片麻痺、高次脳機能障害の方のサービス等利用計画
を作成していただいた。



81 埼玉県 新座市障がい者就労支援センター 就労支援センター 352-8623
新座市野火止1-1-1
新座市役所第二庁舎1階

048-477-1111
（代表）

048-479-1600

新座市が運営する障がい者就労支援センター。新座市役所内1階にあ
る。面接による登録手続き後に支援を受けることができるようにな
る。定着支援以外にも、庁舎内で庁舎内実習等も提供している。40代
男性の就職活動支援において協力をいただき、情報提供や職場実習中
のフォローをしていただいた。

82 埼玉県 桶川市障害者就労支援センター 就労支援センター 363-0008 桶川市坂田777 048-729-1255 048-728-7141
利用者が当センターに入所する前から、家族を含めて支援を行ってい
る。

83 埼玉県 相談支援センター「わおん」 相談支援事業所 363-0008 桶川市坂田777 048-729-1195 048-728-7141
当センター入所後は、家族の相談をしつつ、本人の支援をしていただ
いた。

84 埼玉県 埼葛北障害者就業・生活支援センター 就業・生活支援センター 346-0011
久喜市青毛753-1

0480-21-3400 0480-26-4870
肢体不自由（下肢）、視覚障害者の方のサービス等利用計画作成にあ
たり、個別支援会議に参加していただいた。今後の職場実習等におい
て協力していただくことになった。相談の際は、電話で予約。

85 埼玉県 東埼葛北障害者生活支援センター　きらら 相談支援事業所 346-0011 久喜市青毛753-1 0480-26-9753 0480-24-3577
肢体不自由（下肢）、視覚障害者の方のサービス等利用計画作成にあ
たり、個別支援会議に参加していただいた。今後の職場実習等におい
て協力していただくことになった。

86 埼玉県 久喜市障がい者就労支援センター 就労支援センター 346-0011
久喜市青毛753-1

0480-21-3400 0480-26-4870
肢体不自由（下肢）、視覚障害者の方のサービス等利用計画作成にあ
たり、個別支援会議に参加していただいた。今後の職場実習等におい
て協力していただくことになった。相談の際は、電話で予約。

87 埼玉県 富士見市障害者就労支援センター 就労支援センター 354-8511 富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 049-251-1025
訓練場面の見学に来てくださった。就職面接の同行、求人や実習先の
情報提供をしていただいた。

88 埼玉県 三郷市障害者就労支援センター 就労支援センター 341-0026 三郷市幸房1433 048-953-1521 048-953-4779

・ハローワークへの同行を依頼。就職面接への同行や、実習に結びつ
いた際にはジョブコーチ的な対応も可とのこと。
・地元で就職活動する際の支援を依頼した。本人に適した求人情報や
実習先があったら連絡いただけることとなった。

89 埼玉県
医療法人財団　アカシア会
三郷市障がい福祉相談支援センター
「パティオ」

相談支援センター 341-0024 三郷市三郷2-3-1 048-949-2210 048-953-3320 　

90 埼玉県
NPO法人　かえる
就労継続支援施設「ステップ」

就労継続支援B型 350-2206 鶴ヶ島市藤金167-1 049-285-8285
箱折、箱詰め等の受託請け負い作業を主とし、資源回収、手工芸品
（木工、織り）の製作と販売、畑作業を行なっている。

91 埼玉県 鶴ヶ島ゆめの園
多機能型事業所
（就労移行支援、
就労継続支援B型）

350-2205 鶴ヶ島市上新田字丸山256 049-287-1524 049-227-3184
主にチラシ折り、封入、施設外就労（テナントビル清掃、メール便の
配達）等を行っている。

92 埼玉県 吉川市障がい者就労支援センター 就労支援センター 342-0015 吉川市中井3-177-2 048-981-8833 048-981-8855
吉川フレンドパーク(知的障害関連施設)内にある。親切な対応をして
いただいた。

93 埼玉県 ふじみ野市障害者就労支援センター 就労支援センター 356-0058 ふじみ野市大井中央2-2-1 049-266-1186 049-269-1428

94 埼玉県
毛呂山町越生町障害者就業・生活支援セン
ター

就労支援センター 350-0436 入間郡毛呂山町大字川角449-1 049-295-2030 049-295-3045
就職活動を進めていくにあたって支援を相談した。求人情報の紹介や
実習情報等頂けることとなった。

95 埼玉県 蕨市障害者就労支援センター 就労支援センター 335-0005 蕨市錦町3-3-27 048-432-6820 048-441-5405

96 千葉県 流山市障害者就労支援センター 就労支援センター 270-0113 流山市駒木台238-1 04-7155-6421 04-7155-6421

97 千葉県 浦安市障がい者就労支援センター 就労支援センター 279-0032 浦安市千鳥15-5 047-304-6200 047-304-6202

NPO法人タオが運営している。就労移行支援ではダイレクトメールの作
業、ソックモンキー（ぬいぐるみ）の作成、IT講座などを実施。その
他、市内公共施設での売店、レストランの運営をしており60名の方が
利用している。

98 千葉県 市川市障害者就労支援センター　アクセス 市の就労支援センター
272-

0026」
市川市東大和田1-2-10
市川市分庁舎C棟内

047-376-7176 047-376-7176

利用する場合は、2週間支援センター内で、軽作業による実習が必要と
なる。登録後は1年間の支援となり、その間で就職できない場合は、就
業・生活支援センターが支援を引き継ぐ。就職が決まると無期限のア
フターフォローの対応となる。

99 千葉県 我孫子市障害者就労支援センター
市が設置する就労支援セン
ター

270-1112 我孫子市新木1637 04-7185-1917 04-7188-4190
地元での就職活動支援のため、訪問し登録相談をした。登録は数回の
作業評価を行う必要がある。

100 千葉県 (株)グッドライフ　サニーロード八千代 就労継続A型 276-0033
八千代市八千代台南1-1-4
曽根ビル5F

047-489-1690 047-489-5044
5月1日に開設されて事業所。利用者を募集中。
リサイクル業者から委託をされ、リサイクル品の検品などの作業を実
施。今後は、CDのネット販売等の事業を拡大する予定。

101 千葉県

社会福祉法人　ワーナーホーム　パンプキ
ンハウス
障害者就業・生活支援センター　山武ブリ
オ

就業・生活支援センター
相談支援事業所

299-3211 山武郡大網白里町細草3221-4 0475-77-6511 0475-77-3399
職場実習等は障害者就業・生活支援センター山武ブリオ、一般的な相
談・計画相談はパンプキンハウスとなっている。

102 千葉県
千葉県千葉リハビリテーションセンター
更生園

障害者支援施設 266-0005 千葉市緑区誉田町1-45-2 043-291-1831 043-291-1849
当センター入所前に自立訓練を受けていた施設。修了後、本人及びご
家族の希望により、千葉リハの就労移行支援を受けたいとのことで、
利用に至った。

103 千葉県 地域活動支援センターさくら 278-0006 野田市柳沢210-15 04-7124-6285 04-7124-6285

医療法人社団啓心会が運営している。精神障害者を主な対象者として
いる。活動内容としては、簡単な就労作業、相談援助活動、レクリ
エーション活動を行っている。当センターの利用者のサービス等利用
計画の策定のため関わりがあった。

104 東京都 千代田区障害者就労支援センター 就労支援センター 102-8688
千代田区九段南1-2-1
千代田区役所（3階）生活福祉
課内

03-3264-2153 03-3264-0927

障害のある方への就労支援や生活支援、雇用する企業への支援を行っ
ています。対象は千代田区内に住んでいる18歳以上の身体・知的・精
神障害者、及び発達障害者や高次脳機能障害のある方、又はそのご家
族です。現在の区内の登録者は80名程度となっています。

105 東京都
障害者就業・生活支援センターWEL`S
Tokyo

就業・生活支援センター 101-0054

千代田区神田錦町3-12
ちよだプラットフォームスクエ
アCN312

03-5259-8372

地元での就職活動支援のため登録。訪問し、職場実習先の情報提供や
実習の支援をしていただいた。母体である特定非営利活動法人WEL'S新
木場では、就労移行支援事業、企業内授産施設の運営も行なってい
る。

106 東京都 文京区障害者就労支援センター 障害者就労支援センター 112-8555
文京区春日1-16-21
文京シビックセンター5階北側

03-5803-1814 03-5803-1815

区立の施設なので平日の昼間のみの対応であるが、予約をすれば平日
の夜も対応してくれる。会社に訪問してくれるなどフットワークも軽
く、柔軟に対応。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_syogaifukushi_syurou_
syurousiencenter.html

107 東京都 台東区心身障害者就労支援室 就労支援センター 111-0036
台東区松が谷1-4-12
松が谷福祉会館6階

03-3847-6431 03-3847-6434 仕事探しのお手伝いや、就職後のフォローアップを行っています。

108 東京都
社会福祉法人
おいてけ堀協会ユニークジョブサポート

その他 130-0013
墨田区錦糸3-8-2　IK第5ﾋﾞﾙ
3・4F

03-5608-8904 03-5608-8904

109 東京都
社会福祉法人　泉会
泉の家

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型
生活介護
短期入所

157-0076 世田谷区岡本2-33-23 03-3417-3451 03-3417-3463 URL：http://izumikai.jp/izumi/



110 東京都
障害者就業・生活支援センター　アイ-
キャリア

就業・生活支援センター 158-0091
世田谷区中町2-21-12
なかまちNPOセンター306号

03-3705-5803 03-3705-5803

再就職ケースの支援のため登録引率をする。今回は登録のみのため詳
細は不明だが、無理な日程調整に配慮してくれたり、本人の意思を尊
重した上で実習フォローに入ろうとする姿勢が見られた。事務所は元
社宅を事務所として活用している。同ﾋﾞﾙ内に様々なNPOが入ってい
る。

111 東京都 自立体験ホーム　なかまっち
自立体験ホーム
（世田谷区独自事業）

158-0091 世田谷区中町2-17-21 03-5758-2626 03-5707-2828
区の独自事業として、自立を目指す身体障害の方へサービス提供して
いる。

112 東京都 中野区障害者福祉事業団 就労支援センター 165-0026 中野区新井2丁目8番13号 03-3388-2941 03-3388-2942
事業団では、就労支援の一環として、就業前訓練室を設置、運営して
いる。

113 東京都
社会福祉法人いたるセンター　パン工房＆
カフェPukuPuku

就労継続A型 167-0052 東京都杉並区南荻窪4-1-15 03-6795-5695 03-6795-5695
PukuPukuは天然酵母と国産小麦を使用したパンを製造し、販売してい
る。又、カフェも併設している。区役所やイベント等で移動販売も
行っている。店舗内はバリアフリーとなっている。

114 東京都 ワーキング・トライ 就業・生活支援センター 174-0072 板橋区南常盤台2-1-7 03-5986-7551 03-3554-8202

修了後の支援について依頼した。通常は関係施設（就労移行支援事業
所や就労継続B型事業所など）での実習で本人の状況を確認してから支
援開始となるとのこと。当センターでの訓練場面を見ていただいた
り、修了後にケース会議を開いていただくなど、柔軟な対応をしてい
ただいた。

115 東京都
中途障がい（高次脳機能障がい等）者・難
病者のデイサービスおむすび

地域活動支援センター 173-0005 板橋区仲宿45-6 03-3579-7059 03-3579-7059
利用者が当センター入所前に通っていた施設。Ｈ23年度後半を目途に
就労継続Ｂを立ち上げる予定とのこと。
ホームページ：http://www5.ocn.ne.jp/~omusubi/

116 東京都
一般財団法人　練馬区障害者就労促進協会
レインボーワーク

就労支援センター 176-0012
練馬区豊玉北6-15-14
共栄ﾋﾞﾙ402

03-3948-6501 03-3557-8176

修了時の支援として、フォローをお願いしたところ、センターに来所
していただき、訓練状況を実際に見ていただいた。その上で、勤務初
日は会社へ同行していただいた。
利用にあたっては、電話連絡の上、月4回開催している事業説明会への
参加が必要。

117 東京都 有限会社　クリーニングフランセ 就労継続支援施設Ａ型 123-0842 足立区栗原3-25-12 03-3856-1512 03-3856-0556 　

118 東京都
足立区障がい福祉センターあしすと
雇用支援室

東京都区市町村就労支援事業 121-0816 足立区梅島3-31-19 03-5681-0133 03-5681-0135
足立区福祉事務所との面談時に同席いただいた。復職が決まったた
め、今後の職場定着支援の際に同行していただくなどフォローを中心
に依頼している。

119 東京都 葛飾区障害者就労支援センター 就労支援センター 124-0012
葛飾区立石5-27-1
（ウイメンズパル内）

03-3695-2224 03-3696-1872
一般企業に就職した修了者のフォローアップを行っていただいてい
る。

120 東京都 第三ＣＣＭ作業所 就労継続支援Ｂ型（予定） 133-0061 江戸川区篠崎町2-402-5 03-6658-4308 03-6658-4308

第一～第三まで作業所があり、第一は座位作業系、第二は点字名刺な
どの作成（パソコン利用）、第三は座位中心の作業系。
身体（車いす）の利用者が多いが、重複障害の利用者もいる。駅から
徒歩圏内にある。

121 東京都 ジョブアンティ 就労継続支援施設Ｂ型 133-0073
江戸川区鹿骨1-61-8
エムグローリー1階

03-6231-8035 03-6231-8036

高次脳機能障害の方の当センター終了後の利用者相談建学のため訪問
した。ＮＰＯ法人自立生活支援センターむくが運営する事業所。農作
業や軽作業（メダカ飼育や水耕栽培等）、ＰＣクリーニングや解体作
業を行っている。

122 東京都
ＮＰＯ法人
自立支援センター　むく　PC工房

就労移行支援
就労継続支援施設Ｂ型

132-0034
江戸川区小松川1-5-2
トニワンビル305号

03-5875-5592 03-5875-5593
NPO法人自立支援センターむくが運営する事業所。ＰＣの分解、組み立
て、クリーニング、ＯＳインストール作業等を行っている。1階のぴー
しー工房Shopでは　アクセサリー制作（販売や値札付け等）も行う。

123 東京都 江戸川区立障害者就労支援センター 就労支援センター 133-0061 江戸川区篠崎町1-107-3 03-5636-5270 03-5636-5312 就職後の職場定着支援をしていただいている。

124 東京都
ＮＰＯ法人自立生活センターＳＴＥＰえど
がわ

自立生活センター 133-0065 江戸川区南篠崎町3-9-7 03-3676-7422 03-3676-7425
自立生活を送るための様々な支援を展開している。ピアカウンセリン
グやIPLを開催している。自立生活体験ルームあり。

125 東京都 障害者就業・生活支援センターTALANT 就業・生活支援センター 192-0081
八王子市横山町25-9
ツカキ・スクエア3Ｆ

042-648-3278 042-648-3598

126 東京都
八王子市障害者生活支援事業　ぴあ・らい
ふ

就業・生活支援センター 192-0046
八王子市明神町4-14-1　1階

042-646-4991 042-646-4992

母体はヒューマンケア協会。登録制ではなく、困った時に連絡すると
当事者（職員）が相談に応じてくれる。
八王子市に住むことを希望している人、又は、八王子市民を対象とす
る。

127 東京都 立川リハビリ・ワークステーション立川

就労継続支援Ｂ型・就労移行
支援（ワークステーション立
川）
生活介護事業（立川リハビ
リ）

190-0013 立川市富士見町7-33-3 042-521-1234 042-521-1203

病院・高齢者施設等で使用する寝具類のリネンサプライによるクリー
ニング作業、観賞魚水槽のリース・販売によるメンテナンス作業、観
賞魚店舗での販売、簡易作業、パソコン入力作業等を行なっておりま
す。

128 東京都 ＮＰＯ法人　自立生活センター・立川 立川市障害者就労支援事業 190-0023
立川市柴崎町2-10-16
オオノビル2F

042-525-0879 042-521-3134
自立生活運動を原点とし、身体・知的・精神三障害対応の生活支援・
就労支援を立川市より委託を受け事業を行なっている。

129 東京都 ワークセンターけやき
就労移行支援
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

180-0001 武蔵野市吉祥寺北町4-11-16 0422-54-5051 0422-54-5063

130 東京都 武蔵野市障害者就労支援センターあいる 就労支援センター 180-0022 武蔵野市境2-11-3 0422-50-0255 0422-38-7252
復職を目指している修了者の職業訓練の調整、復職先との調整、実習
訪問などを行っていただき、復職に結びつけることができた。

131 東京都
府中市立心身障害者福祉センター
地域生活・就労支援事業　み～な

就労支援センター
生活支援センター

183-0026 府中市南町5丁目38番地 042-360-1312 042-368-6127
本人が養護学校卒業後登録しており、養護学校先生と連携してフォ
ローしていただけた。

132 東京都 町田荘
生活介護
施設入所支援
短期入所（空床利用型）

194-0203 町田市図師町2987 042-791-0905 042-792-1531 施設見学は随時受け付けています。

133 東京都
小平市障害者就業・生活支援センターほっ
と

区市町村障害者就労
支援事業

187-0001 小平市大沼町2-1-3 042-316-9078 042-316-9078
母体の法人は、社会福祉法人　未来。就職に向けての相談をさせて頂
いた。

134 東京都 東京コロニートーコロ青葉ワークセンター
就労移行支援
就労継続支援B型
精神障害者通所授産施設

189-0002 東村山市青葉町2-39-10 042-395-1439 042-395-1451 メールサービス作業、情報処理作業、防災作業、清掃作業等がある。

135 東京都 東京コロニー　コロニー東村山
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型

189-0001 東村山市秋津町2-22-9 042-394-1111 042-397-8117
印刷業の会社として本格的に運営している。高い工賃と一般企業への
就労支援を積極的に行っている。

136 東京都 東村山市障害者就労支援室 就労支援センター 189-0014
東村山市本町1-1-1
市民センター1F

042-313-3794 042-313-3795
就職活動の支援について依頼した。就職面接の同行や就職した際の定
着支援をしていただく予定。後日、訓練状況を見学しに来てくださっ
た。

137 東京都 久米川共同作業所 就労継続B型 189-0003 東村山市久米川町2-21-14 042-396-5649 042-396-5731

社会福祉法人ネットが運営する就労継続支援B型事業所。定員２0名
で、脳血管障害のある方が多い。作業時間は9:30～15:30。昼休み1時
間。ボランティアで安価に昼食提供がある。作業内容は①手動ロクロ
による陶器製造と販売、②手作り豆腐の仕入れ作業などとなってい
る。送迎対応を行っているが、要相談となっている。50代の片麻痺・
高次脳機能障害の方が当センター終了後、利用することになった。



138 東京都 就業・生活支援センター　オープナー 就業・生活支援センター 186-0003 国立市富士見台1-17-4 042-577-0079 042-575-5911 精神障害の方の利用が多いことが特徴。

139 東京都 天成舎 就労継続支援B型 186-0003 国立市富士見台1-41-15 042-571-2231 利用者が当センター入所前（在学中）に実習を行った作業所。

140 東京都
福生市障害者自立生活支援センター
すてっぷ

社会福祉協議会 197-0004
福生市南田園2-13-1
福祉センター内

直）042-539-
3217
代）042-552-
2121

042-553-7532
生活面での相談のみではなく、就労する際の支援も行っている。福祉
センター内にあり、すてっぷ以外にも様々な機能を併せ持っている。

141 東京都
①わーくあっぷ福生
②わーくあっぷ立川

就労継続B型

①197-
0013

②190-
0012

①福生市武蔵野台1-11-7
②立川市曙町1-24-11

①042-513-
7132
②042-595-
8540

①042-513-
7132
②042-595-
8540

Ｔシャツプリントやクレヨン、オリジナルグッズ作りをしており、
アットホームな雰囲気のＢ型事業所。送迎があるため、車椅子の方も
安心して通所できる。

142 東京都 障害者就業・生活支援センター　けるん 就業・生活支援センター 197-0022 福生市本町94-9　山本ビル1F 042-553-6320 042-553-6320
母体はNPO法人青少年自立援助センター。会社訪問など協力して頂け
た。

143 東京都 就労支援事業所　NOAH 就労継続支援B型 207-0014

①東大和市南街5-89-11若林ビ
ル2F、3F
②東大和市南街5-89-10 Yビル
1F

042-566-8891 042-566-8892 パソコン関連の作業、喫茶等を行っている。

144 東京都 東京都清瀬喜望園 障害者支援施設 204-0023 清瀬市竹丘3-1-72 042-493-5551 042-493-5550

重度呼吸器機能障害者の授産施設として東京都が設置。平成２２年よ
り障害者自立支援法の事業を実施。内部障害者を対象とした生活介護
（定員８０名）、自立訓練（定員２０名）、施設入所支援（定員１０
０名）。

145 東京都
東久留米市立
さいわい福祉センター

身体障害者福祉センター 203-0052 東久留米市幸町3-9-28 042-477-2711 042-477-2750

就労移行支援、生活介護、身体障害者機能回復訓練、都型ショートス
テイ、日中一時支援、入浴サービス、居宅介護、移動支援、就労支援
センター事業、相談支援事業、障害者地域生活支援事業、育成事業を
行なっている。
市立運営のため、市内の方へのサービスとなる。

146 東京都 ヒューマンケアみつき グループホーム 208-0032 武蔵村山市三ツ木1-58-8 042-569-2272

147 東京都
武蔵村山市社会福祉協議会
武蔵村山市障害者地域自立生活支援セン
ター

相談支援事業所 208-8503 武蔵村山市学園4-5-1 042-590-1501 042-590-1305
定期的に連絡を取るなどして、利用者との関係作りに熱心。生活面も
考慮の上で対応をしていただいている。

148 東京都
稲城市障害者総合相談センター
「マルシェいなぎ」

就労支援センター
相談支援事業所

206-0802 稲城市東長沼2107-3 042-379-9234 042-379-9240

149 東京都
あきる野市障がい者就労・生活支援セン
ター
あすく

就業・生活支援センター 197-0814 あきる野市二宮670 042-532-1793 042-532-1793

150 東京都 西東京市障害者就労支援センター　一歩 就労支援センター 188-0011
西東京市田無4-17-14
フレンドー1F

042-452-0095 042-452-0096 23年3月頃田無駅前に移転した。

151 東京都
社会福祉法人　東京リハビリ協会
日の出リハビリ・ワークスタディ日の出

就労移行支援
就労継続B型
生活介護

190-0182 西多摩郡日の出町平井218-1 042-597-4111 042-588-7212
クリーニング事業やウェス事業及び人工観葉植物販売などを行ってい
る。様々な障害の方が利用しており、重度障害・重複障害の方もい
る。福祉ホームも併設している。

152 神奈川県
中部就労援助センター
（川崎障害者就業・生活支援センター）

就労支援センター 211-0063
川崎市中原区小杉町3-264-3
富士通ﾕﾆｵﾝﾋﾞﾙ3階

044-739-1294 044-739-1295
利用者の修了後の支援を依頼した。必要に応じて支援していただける
とのこと。

153 神奈川県 湘南アフタケア協会 障害者支援施設 238-0047 横須賀市吉倉町1-105 046-822-2824 046-825-3917
◎神奈川後保護施設＜生活介護、自立訓練（機能訓練）、施設入所支
援＞
◎重度神奈川後保護施設＜生活介護、施設入所支援＞

154 新潟県 地域サポートセンター　にじのいえ 就労継続B型 954-0216 長岡市中之島中条丁305-2 0258-66-1538

ＮＰＯ法人虹の家が運営。生活介護、就労継続支援Ｂ型、地域生活支
援事業を展開。見学時は、門松作りをしており、アットホームな雰囲
気だったとのこと。希望者には送迎サービスあり（地域は限定される
ので要相談）。

155 長野県 北信圏域障害者就業・生活支援センター 就労支援 389-2253 飯山市大字飯山3599-1 0269-62-1344 0269-62-1344

156 長野県 北信圏域障害者総合支援センター 相談センター 383-0062 中野市大字笠原765-1 0269-23-3525 0269-23-3521

157 静岡県 NPO法人　フレンドシップ・イルカ 就労継続支援A型 411-0846 三島市栄町5-16
055－960－
9011

055-960-9022
就労継続支援施設A型以外にも、リサイクル回収事業、青少年活動を推
進している。

158 静岡県
NPO法人ひまわり事業団
相談支援事業部ピアサポート

相談支援センター 422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-58 054-287-5588 住宅改修や整備について依頼した。

159 広島県
広島県立障害者リハビリテーションセン
ター
広島県高次脳機能センター

その他 739-0036 東広島市西条町田口295-3 082-425-1455 広島県で関係者会議を行った際にコーディネートを依頼した。

160 宮崎県 みやざき障害者就業・生活支援センター 就労支援センター 880-0930
宮崎市花山手東3-25-2
宮崎市総合福祉保健センター内

0985-63-1337 0985-53-5999
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団が母体。採用面接の同行や職場定
着支援を依頼した。

054-287-4922
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