
地域センター事業主
支援の紹介ページへ

障害者の力を活かせる組織・職場づくりを

多様な価値観をもった人材の活用は、企業を変化させ、
企業の活性化につながります。

地域障害者職業センターでは、事業主の皆様の雇用管理
に関するニーズ・課題に応じた支援を行います。

障害者雇用の
課題解決を

サポートします

～地域障害者職業センター
（事業主支援）のご案内～



企業を取り巻く状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正などにより、企業を取り巻く状況は
変化してきており、経営課題としてどう戦略を立てていくかが問われています。

当機構は「誰もが職業をとおして社会参加できる共生社会」を目指し、高齢者や障害者、求職者等
の方々に対する様々な雇用支援施策を国に代わって実施する厚生労働省所管の独立行政法人です。

各都道府県の「地域障害者職業センター」には、「障害者職業カウンセラー」が配置されており、
ハローワーク等の関係機関との密接な連携の下、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを
実施しています。
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企業が直面している課題

厚生労働省が５年ごとに発表する「障害者雇用実態調査」によると、
「仕事の設定」や「雇用イメージ」など、各企業で共通の課題がみられます。

（ 平成30年度の調査結果。身体障害者、知的障害者についても同様の傾向がみられる ）

（※）合理的配慮の提供とは？ … 過重な負担を及ぼす場合を除き、募集・採用時、及び採用後に、障害の特性に配慮した必要
な措置を講じなければならないもの。障害者との話し合いの中で提供していくことになる。

平成28年4月から、障害者差別の禁止とともに、すべての事業主の義務となっている。

障害者差別の禁止

合理的配慮の提供義務（※）

精神障害者の雇用義務化

多様な人材の確保



障害者職業カウンセラー（障害者雇用の専門家）が
各企業の課題解決をサポートします！！

各企業のご要望や課題に応じて、同業他社の雇用事例や各種制度・助成金の情報提供のほか、
長年蓄積しているノウハウをカスタマイズして、トータル的に雇用管理のサポートを行います。

※ 障害者求人の申込みや求職者の紹介などは、ハローワークが窓口になります。

＜利用方法＞ まずはお気軽にお問い合わせください！ すべての支援が

無料① 電話や会社訪問

障害者雇用の方針や
課題を整理します

② サポート内容の提案

ご要望や課題に応じた
支援計画を提案します

③ サポート＆フォロー

支援計画をもとに
雇用管理を支援します

提案型相談・支援ツール

障害者職業カウンセラーによるサポートの特徴

★ 新規の雇入れから、採用後の定着、職場復帰に至るまで
さまざまな「雇用管理」に関する相談にご対応します！

★ 全国組織のネットワークを活用したサポートが可能です！
（各地域で活躍する特定分野の専門家（労務管理、医療、建築などの

「障害者雇用管理サポーター」）とのネットワークもあります）

★ 注目の「企業在籍型ジョブコーチ」の養成も行います！

★ 年間18,000事業所以上の相談実績があります！

障害者雇用戦略
立案への助言
（トータルプランニング）

職務の切り出し
＆設定・配置

社内研修の
企画＆実施

（管理職対象・従業員対象）

職場への定着
（ジョブコーチによる支援）

＆復帰
（メンタル不調の休職者

対象のリワーク支援）

合理的配慮の
提供への助言

採用への準備

職場実習
面接対策
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詳しくは各施設までお問い合わせください。各施設のホームページに
おいても事業主支援情報を掲載していますので、あわせてご覧ください。

○○障害者職業センター
※都道府県名を入れて検索してください。

地域障害者職業センター連絡先一覧
所在地 電話番号 FAX番号

北海道 障害者職業センター 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5F 011-747-8231 011-747-8134

〃 旭川支所 旭川市四条通8-右1 ＬＥＥ旭川ビル5F 0166-26-8231 0166-26-8232

青森 障害者職業センター 青森市緑2-17-2 017-774-7123 017-776-2610

岩手 障害者職業センター 盛岡市青山4-12-30 019-646-4117 019-646-6860

宮城 障害者職業センター 仙台市宮城野区幸町4-6-1 022-257-5601 022-257-5675

秋田 障害者職業センター 秋田市川尻若葉町4-48 018-864-3608 018-864-3609

山形 障害者職業センター 山形市小白川町2-3-68 023-624-2102 023-624-2179

福島 障害者職業センター 福島市三河北町7-14 024-526-1005 024-535-1000

茨城 障害者職業センター 笠間市鯉淵6528-66 0296-77-7373 0296-77-4752

栃木 障害者職業センター 宇都宮市睦町3-8 028-637-3216 028-637-3190

群馬 障害者職業センター 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3F 027-290-2540 027-290-2541

埼玉 障害者職業センター さいたま市桜区下大久保136-1 048-854-3222 048-854-3260

千葉 障害者職業センター 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉4F 043-204-2080 043-204-2083

東京 障害者職業センター 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル３F 03-6673-3938 03-6673-3948

〃 多摩支所 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル５F 042-529-3341 042-529-3356

神奈川 障害者職業センター 相模原市南区桜台13-1 042-745-3131 042-742-5789

新潟 障害者職業センター 新潟市東区大山2-13-1 025-271-0333 025-271-9522

富山 障害者職業センター 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル７F 076-413-5515 076-413-5516

石川 障害者職業センター 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三２F 076-225-5011 076-225-5017

福井 障害者職業センター 福井市光陽2-3-32 0776-25-3685 0776-25-3694

山梨 障害者職業センター 甲府市湯田2-17-14 055-232-7069 055-232-7077

長野 障害者職業センター 長野市中御所3-2-4 026-227-9774 026-224-7089

岐阜 障害者職業センター 岐阜市日光町6-30 058-231-1222 058-231-1049

静岡 障害者職業センター 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル７F 054-652-3322 054-652-3325

愛知 障害者職業センター 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見ビル5F 052-218-2380 052-218-2379

〃 豊橋支所 豊橋市駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル6F 0532-56-3861 0532-56-3860

三重 障害者職業センター 津市島崎町327-1 ハローワーク津３F 059-224-4726 059-224-4707

滋賀 障害者職業センター 草津市野村2-20-5 077-564-1641 077-564-1663

京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803

ハローワーク京都七条５F

大阪 障害者職業センター 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル４F 06-6261-7005 06-6261-7066

〃 南大阪支所 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館５F 072-258-7137 072-258-7139

兵庫 障害者職業センター 神戸市灘区大内通5-2-2 ハローワーク灘３F 078-881-6776 078-881-6596

奈良 障害者職業センター 奈良市四条大路4-2-4 0742-34-5335 0742-34-1899

和歌山 障害者職業センター 和歌山市太田130-3 073-472-3233 073-474-3069

鳥取 障害者職業センター 鳥取市吉方189 0857-22-0260 0857-26-1987

島根 障害者職業センター 松江市春日町532 0852-21-0900 0852-21-1909

岡山 障害者職業センター 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル17F 086-235-0830 086-235-0831

広島 障害者職業センター 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル12F 082-502-4795 082-211-4070

山口 障害者職業センター 防府市岡村町3-1 0835-21-0520 0835-21-0569

徳島 障害者職業センター 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島４F 088-611-8111 088-611-8220

香川 障害者職業センター 高松市観光通2-5-20 087-861-6868 087-861-6880

愛媛 障害者職業センター 松山市若草町7-2 089-921-1213 089-921-1214

高知 障害者職業センター 高知市大津甲770-3 088-866-2111 088-866-0676

福岡 障害者職業センター 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂５F 092-752-5801 092-752-5751

〃 北九州支所 北九州市小倉北区萩崎町1-27 093-941-8521 093-941-8513

佐賀 障害者職業センター 佐賀市天祐1-8-5 0952-24-8030 0952-24-8035

長崎 障害者職業センター 長崎市茂里町3-26 095-844-3431 095-848-1886

熊本 障害者職業センター 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本４F 096-371-8333 096-371-8806

大分 障害者職業センター 別府市上野口町3088-170 0977-25-9035 0977-25-9042

宮崎 障害者職業センター 宮崎市鶴島2-14-17 0985-26-5226 0985-25-6425

鹿児島 障害者職業センター 鹿児島市鴨池2-30-10 099-257-9240 099-257-9281

沖縄 障害者職業センター 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5F 098-861-1254 098-861-1116

075-341-2678

センター名

障害者職業センター京都 075-341-2666


