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支援機関の紹介

障害者の身近な地域において、ハローワークや就労支援機関、

福祉事務所、保健所、医療機関等と連携しながら、就業面と生

活面の一体的な相談支援を行っています。

障害者就業・生活支援センター
県内12か所

県内18か所

職場実習のあっせん

職場定着支援

雇用管理の助言

就業に伴う日常生活に関する相談　など

●

●

●

●

就職を希望する障害者に職業相談や職業紹介、就職後の職場定着

支援を行うとともに、企業に対する障害者雇用の支援を行っています。

豊橋障害者就業・生活支援センター
〒440-0022 豊橋市岩崎町字長尾119-2
TEL 0532-69-1323

1 ハローワーク名古屋中1
〒460-8640
名古屋市中区錦2-14-25 
ヤマイチビル2～9階
TEL 052-855-3740

ハローワーク名古屋南2
〒456-8503
名古屋市熱田区旗屋2-22-21
TEL 052-681-1211

ハローワーク名古屋東3
〒465-8609
名古屋市名東区平和が丘1-2
TEL 052-774-1115

ハローワーク豊橋4
〒440-8507
豊橋市大国町111
豊橋地方合同庁舎1階
TEL 0532-52-7191

ハローワーク岡崎5
〒444-0813
岡崎市羽根町字北乾地50-1 
岡崎合同庁舎1階
TEL 0564-52-8609

ハローワーク一宮6
〒491-8509
一宮市八幡4-8-7
一宮労働総合庁舎1・2階
TEL 0586-45-2048

ハローワーク西尾13
〒445-0071
西尾市熊味町小松島41-1
TEL 0563-56-3622

ハローワーク犬山14
〒484-8609
犬山市松本町2-10
TEL 0568-61-2185

ハローワーク豊川15
〒442-0888
豊川市千歳通1-34
TEL 0533-86-3178

16 ハローワーク蒲郡
〒443-0034
蒲郡市港町16-9
TEL 0533-67-8609

ハローワーク新城17
〒441-1384
新城市西入船24-1
TEL 0536-22-1160

ハローワーク春日井18
〒486-0841
春日井市南下原町2-14-6
TEL 0568-81-5135

ハローワーク半田7
〒475-8502
半田市宮路町200-4
半田地方合同庁舎1階
TEL 0569-21-0023

ハローワーク瀬戸8
〒489-0871
瀬戸市東長根町86
TEL 0561-82-5123

ハローワーク豊田9
〒471-8609
豊田市常盤町3-25-7
TEL 0565-31-1400

ハローワーク津島10
〒496-0042
津島市寺前町2-3
TEL 0567-26-3158

ハローワーク刈谷11
〒448-8609
刈谷市若松町1-46-3
TEL 0566-21-5001

知多地域障害者就業・生活支援センター「ワーク」
〒470-2102 知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129
TEL 0562-34-6669

2

なごや障害者就業・生活支援センター
〒462-0825 名古屋市北区大曽根2-9-25
TEL 052-908-1022

3

西三河障害者就業・生活支援センター「輪輪」
〒444-3511 岡崎市舞木町字小井沢4-1
TEL 0564-27-8511

4

尾張西部障害者就業・生活支援センター「すろーぷ」
〒491-0931 一宮市大和町馬引字郷裏41

ハイツノダコウ102
TEL 0586-85-8619

5

尾張北部障害者就業・生活支援センター「ようわ」
〒480-0305 春日井市坂下町4-295-1
TEL 0568-88-5115

6

尾張東部障害者就業・生活支援センター「アクト」
〒465-0065 名古屋市名東区梅森坂3-3607

ネットワークひまわり1階
TEL 052-709-3891

7

西三河北部障がい者就業・生活支援センター
〒471-0066 豊田市栄町1-7-1
TEL 0565-36-2120

8

海部障害者就業・生活支援センター
〒496-0807 津島市天王通り6-1　六三ビル1階　102号室
TEL 0567-22-3633

9

東三河北部障害者就業・生活支援センター「ウィル」
〒441-1301 新城市矢部字本並48
TEL 0536-24-1314

10

尾張中部障害者就業・生活支援センター
〒452-0815 名古屋市西区八筋町260

ITALIAN第三平松マンション501
TEL 052-908-2540

11

西三河南部西障害者就業・生活支援センター「くるくる」
〒448-0843 刈谷市新栄町7-73 フラワービル3階
TEL 0566-70-8020

12

障害者

家庭

生活

企業

仕事

一体的な支援

障害者就業・生活支援センター

関係機関と連携

障害者 企業

登録

職業相談

紹介

相談

就職の支援 採用の支援

ハローワーク

職業紹介

各種助成金・制度の案内

職場定着支援

雇用管理の助言　など

●

●

●

●

障害者雇用に関わる支援機関の中から、

代表的なものを紹介します。

※ハローワークの
管轄区域で
色分けしています。

ハローワーク

ハローワーク碧南
〒447-0865
碧南市浅間町1-41-4
TEL 0566-41-0327
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支援機関の紹介

地域の支援機関と連携し、障害者に対する就

職・復職・定着に関する専門的支援を行っていま

す。また、企業に対する障害者の雇用管理に関す

る支援のほか、支援機関への研修や助言も行って

います。

障害者が企業で働くために必要な知識

や能力を身につけるトレーニングや障害者

の適性に合った職場探しを行います。就

職後の職場定着支援も行っています。

地域障害者職業センター

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所等の就労支援機

関を利用して企業に就職した方の職場定

着支援を行っています。

就労定着支援事業所

障害のある児童生徒に専門性を生かした教育を行っていま

す。卒業後の社会参加を目指し、作業学習や企業での職場実

習を行っています。

特別支援学校

障害者の就職をより容易にするため、ITのスキルなど職業に必

要な知識・技能を習得する公共職業訓練を行っています。

障害者職業能力開発校

愛知障害者職業センター

〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1

MIテラス名古屋伏見5階

TEL： 052-218-2380

豊橋支所

〒440-0888 豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル6階

TEL： 0532-56-3861

愛知障害者職業能力開発校

〒441-1231 豊川市一宮町上新切33-14

TEL：0533-93-2102

精神障害者の多くは、疾患の管理をするため、病院やクリ

ニックなどの医療機関を利用しています。定期的な通院や服

薬の継続が必要な方も多く、障害特性や本人の状態などを

理解するためにも、医療機関と定期的に連携を図ることが大

切です。

医療機関 

高次脳機能障害に関する支援拠点機関として、高次脳機

能障害に関する専門的な相談支援、地域支援ネットワークの

充実、研修等を行い、支援体制の整備を行っています。

高次脳機能障害支援拠点機関

発達障害者とその家族が地域で安心して暮らせるよう、総

合的な拠点として関係機関と連携した専門的な支援を行っ

ています。

発達障害者支援センター 

あいち発達障害者支援センター

〒480-0392 春日井市神屋町713-8　医療療育総合センター内

TEL： 0568-88-0849

名古屋市発達障害者支援センター「りんくす名古屋」

〒466-0858 名古屋市昭和区折戸町4-16　児童福祉センター内

TEL： 052-757-6140

なごや高次脳機能障害支援センター

〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2

名古屋市総合リハビリテーションセンター内

TEL：052-835-3814

県と国が一体となり、障害者の受入れから職場定着まで、企業における

障害者の雇用を支援します。

適切な支援機関の紹介も行いますので、まずは気軽にお電話ください。

あいち障害者雇用総合サポートデスク　

〒450-0002　名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター17階

TEL：052-583-1010

高次脳機能障害愛知県東部支援センター「笑い太鼓」

〒441-8013 豊橋市花田一番町72 東和西駅前マンション101

TEL：0532-34-6098

医学的な支援業務の支援

生活面の支援

医療機関企業

障害者

支援機関

障害者

就職

教育・訓練

特別支援学校
障害者職業能力開発校

家庭

企業

地域と連携

支援機関

企業

地域障害者職業センター

障害者

支援機関

就職・復職・定着の支援

雇用管理の支援研修・助言

障害者

家庭

専門的な支援

発達障害者支援センター
高次脳機能障害支援拠点機関

情報発信・連携

支援機関 支援機関

企業病院

企業

通所 就職

就労の訓練・支援 定着の支援

就労移行
支援事業所

就労定着
支援事業所

障害者

職業準備支援

ジョブコーチ支援

リワーク支援

雇用管理の助言　など

●

●

●

●

※具体的な事業所については、（独）福祉医療機構が運営する公式サイト
　 「WAM NET」内にある「障害福祉サービス等情報検索」で調べることができます。
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