障害者就業・生活支援センターから受けられる支援

障害者雇用でお困りではありませんか？

【事業所向け支援】

障害者就業・生活支援センターは

・雇用管理における助言
障害者の方に、どのように接していったらよいか、アドバイスを行います。
・職務の切出し支援
障害者の方に、どのような仕事を行っていただいたらよいか、アドバイスを行います。
・職場定着支援
障害者の方の雇用後、職場訪問や面談等行い、障害者の雇用の安定を図ります。
・関係機関の情報提供
障害者の方に必要な支援を行うさまざまな機関についての情報提供します。
・職場実習のあっせん
障害者雇用に不安をかかえる事業所さまに、まずは障害者雇用を理解していただくために、
職場実習をあっせんします。
・ハローワークとのチーム支援
障害者就業・生活支援センターが就業に足りないスキル等を支援し、ハローワークが
障害者の就職あっせんを行います。
・病休復職障害者等の復職支援
職場で病休した方の職場復帰のためのアドバイスを行います。

障害者の身近な地域において、
就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う機関です。
H２７.１.５現在 ３２５ｾﾝﾀｰ（全国）

平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加えられます。

精神障害者等の雇用には、
障害者の就労支援機関が有効です。
障害者就業・生活支援センターは「障害者雇用促進法」により定められた機関です。

他、障害者雇用で悩む事業所さまの様々な相談にのります。

【求職者向け支援】

【相談・支援料は無料です】

・職業相談
・面接同行
・ハローワーク同行
・履歴書等作成
・面接指導
・職場実習のあっせん
・職場準備訓練のあっせん
・就職者（在職者）の交流会・勉強会
・就職後の職場訪問（職場定着支援）
・障害者手帳の取得等にかかる相談
・就業における生活相談 （金銭管理や通勤指導など）
など

◎障害者雇用を検討しているが、どのように進めたらいいのか
迷っている事業所さま
◎どのような仕事をお願いしたらよいのか迷っている事業所さま
◎雇入れ後も引き続き支援機関にフォローしてほしい事業所さま

ハローワーク
＜ご利用時間は８：３０～１７：１５（土・日・祝・年末年始を除く）です＞
★の印は「ハローワーク・コールセンター」の電話番号です。自動音声応答による取り次ぎサービスを行っていますので、
音声案内にしたがって「部門コード」と「＃」を押すことによって、担当係へお取り次ぎを行います。

名称
名古屋中
名古屋南
名古屋東
豊 橋
岡 崎
一 宮
半 田
瀬 戸
豊 田
津 島
刈 谷
碧南出張所
西 尾
犬 山
豊 川
蒲郡出張所
新 城
春日井

所在地
名古屋市中区名駅南1-21-5
名古屋市熱田区旗屋2-22-21
名古屋市名東区平和が丘1-2
豊橋市大国町111
岡崎市羽根町字北乾地50-1
一宮市八幡4-8-7
半田市宮路町200-4
瀬戸市東長根町86
豊田市常磐町3-25-7
津島市寺前町2-3
刈谷市若松町1-46-3
碧南市浅間町1-41-4
西尾市熊味町小松島41-1
犬山市松本町2-10
豊川市千歳通1-34
蒲郡市港町16-9
新城市西入船24-1
春日井市大手町2-135

※厚生労働省ホームページより検索できます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/shougaisha/index.html#hid2_mid7

電話番号
★052(582)8171
★052(681)1211
★052(774)1115
★0532(52)7191
0564(52)8609
★0586(45)2048
0569(21)0023
0561(82)5123
0565(31)1400
0567(26)3158
★0566(21)5001
0566(41)0327
0563(56)3622
0568(61)2185
0533(86)3178
0533(67)8609
0536(22)1160
0568(81)5135

まずは、お電話でご相談ください。

管轄区域
西区 中村区 中区 中川区 北区 北名古屋市 清州市 西春日井郡

瑞穂区 熱田区 港区 南区 緑区 豊明市
千種区 昭和区 名東区 天白区 東区 守山区 日進市 長久手市 愛知郡

＜平成25年実績＞当時11センター
愛知県下の障害者就業・生活支援センターの支援を受けて、
就職した障害者の方は、533件です。
また、職場定着支援を3,357件行いました。
障害者就業・生活支援センターを通じて就職した方の6ヶ月後
の定着率は87.5%で、1年後の定着率は79.6%でした。
障害者就業・生活支援センターは、障害者の方から年間
33,803件もの相談を受けています。

豊橋市 田原市
岡崎市 額田郡
一宮市 稲沢市（平和町を除く）
半田市 常滑市 東海市 知多市 知多郡
瀬戸市 尾張旭市
豊田市 みよし市
津島市 愛西市 稲沢市（平和町） 弥富市 あま市 海部郡

刈谷市 安城市 知立市 高浜市 大府市
碧南市
西尾市
犬山市 江南市 岩倉市 丹羽郡
豊川市
蒲郡市
新城市 北設楽郡
春日井市 小牧市

愛知労働局職業対策課 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ﾋﾞﾙﾁﾞﾞﾝｸﾞ15F ☎052-219-5507 FAX052-220-0572

障害者雇用の進んで
いる事業所ほど支援
機関を利用しています

～ 障害者就業・生活支援センターは愛知労働局（国）と愛知県（県）の委託事業です ～

2703

愛知労働局・ハローワーク

なごや障害者就業・生活支援センター
月曜日～金曜日

営業日

営業時間

９：００～１７：００

営業日

連絡先

TEL：０５２－９０８－１０２２
FAX：０５２－９０８－１０２３

所在地

〒462-0825

所在地

名古屋市北区大曽根４丁目７－２８
大曽根原ビル

圏域（活動地域）

主に名古屋市内・近郊

就職先職種実績一例

事務・清掃・製造・軽作業

アクセス

◎地下鉄「平安通」①出口 徒歩７分
◎JR・名鉄「大曽根」徒歩10分

尾張北部障害者就業・生活支援センター
月曜日～金曜日

営業日

春日井市坂下町4－295-1

連絡先

圏域（活動地域）

尾張北部（春日井市、小牧市、犬山市、
江南市、岩倉市、大口町、扶桑町）

就職先職種実績一例

事務・清掃・製造・軽作業など

TEL：０５６８－８８－５１１５
FAX：０５６８－８８－５０１５
アクセス

◎JR中央線高蔵寺駅下車
◎名鉄バス JR高蔵寺駅北口発福祉の里行 坂下公
民館下車 徒歩1分
◎自家用車 国道19号線坂下町4丁目交差点を東へ3
分

尾張西部障害者就業・生活支援センター
月曜日～土曜日

営業日

（第２日曜日は営業）

所在地

一宮市大和町馬引字郷裏４２番地

８：３０～１７：３０

連絡先

TEL：０５８６－８５ー８６１９
FAX：０５８６－６４－５８５２

圏域（活動地域）

尾張西部（一宮市、稲沢市）

就職先職種実績一例

事務・清掃・製造・軽作業・調理補助・介護補助など

アクセス

◎ＪＲ尾張一宮駅もしくは名鉄一宮駅下車後、
名鉄バス2番のりばから「西中野行き」「起行
き」「蓮池行き」のいずれかに乗車。馬引バス
停下車すぐ。

尾張東部障害者就業・生活支援センター
月曜日～金曜日

営業日

尾張旭市東印場町二反田１４６
（中継事業所）名古屋市名東区梅森坂3-3607

就職先職種実績一例

事務補助・清掃・製造・軽作業など

所在地

豊田市栄町１丁目７番地１

月曜日～金曜日

営業時間

〒496-0807

所在地

津島市天王通６－１
ロクサンビル１階102

連絡先

海部圏域（津島市・愛西市・弥富市・あま市・
大治町・蟹江町・飛島村）名古屋市（港区・中川区）

圏域（活動地域）
就職先職種実績一例

事務・製造業・福祉サービス・飲食店・
小売店従業員・清掃等

９：００

軽作業・製造・事務・清掃など

知多地域障害者就業･生活支援センター
月曜日～金曜日

営業日

知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129番地

月曜日～金曜日

営業日
所在地

豊橋市岩崎町字長尾１１９－２

事務・清掃・製造・軽作業・看護補助など

アクセス

豊橋鉄道バス
豊橋駅東口3番のりばから
飯村岩崎線「赤岩口」または「多米峠口」行きにて
「岩崎葦毛湿原」下車 徒歩0.5分

東三河北部障害者就業・生活支援センター
月曜日～金曜日

営業時間

〒441-1301

新城市矢部字本並48番地

連絡先

圏域（活動地域）

東三河北部(豊川市一宮町、新城市、
設楽町、東栄町、豊根村)

就職先職種実績一例

環境美化（清掃、土木)・製造・軽作業、
サービス、配送、事務など

１７：００

月曜日～金曜日

営業日

ウィル

9:00～17:00
（緊急時は時間外でもご相談ください）

TEL：０５３６－２４－１３１４
FAX：０５３６－２４－１５５５
アクセス

【電車でお越しの方】
◎JR飯田線茶臼山駅から徒歩20分
【お車でお越しの方】
◎国道151号線新栄交差点北へ1ｋｍ

所在地

北名古屋市西之保三町地14-2
広瀬ビル1F西

【公共交通機関ご利用の場合】
◎名鉄巽ケ丘駅から徒歩12分
【自動車ご利用の場合】
◎知多半島道路 東浦知多インターより5分

９：００～１７：００

連絡先

TEL：０５６８－６８－６０１０
FAX：０５６８－６８－６０７７

圏域（活動地域）

尾張中部圏域（北名古屋市・清須市・豊山町）

就職先職種実績一例

事務、調理補助、清掃、製造、軽作業など

西側ロータリーから徒歩1分

ワーク

営業時間

〒481-0033

アクセス ◎名鉄犬山線「西春駅」西出口徒歩7分

（ご本人の希望と得意不得意などを考慮し、一緒に探します。）

西三河南部西障害者就業・生活支援センター
所在地

就職先職種実績一例

TEL：０５３２－６９－１３２３
FAX：０５３２－６２－７２８３

就職先職種実績一例

TEL：０５６２－３４ー６６６９
FAX：０５６２－３４－６６１８
アクセス

連絡先

東三河南部（豊橋市・豊川市（旧一宮町は除く）・
蒲郡市・田原市）

連絡先

事務・清掃・製造・軽作業（組立）・
梱包作業・介護職員補助・陳列・商品補充

９：００～１８：００

圏域（活動地域）

営業日

知多圏域（半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）

営業時間

〒440-0022

９：００～１8：００

圏域（活動地域）

アクセス

◎愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 徒歩15分（南西1100m)
◎名鉄豊田・三河線 梅坪駅 徒歩20分（西1400m)
◎名鉄豊田線 豊田市駅 徒歩25分（北1900m）
◎「とよたおいでんバス」利用「藤岡・豊田線（加納経
由）」「けやきワークス」下車

豊橋障害者就業・生活支援センター

営業時間

〒470-2102

所在地

～

名鉄津島駅

(土曜日9:00～17:00)

尾張中部障害者就業・生活支援センター

TEL：０５６７－２２－３６３３
FAX：０５６７－２２－３６３４
アクセス

TEL：０５６５－３６－２１２０
FAX：０５６５－３６－０５６７

就職先職種実績一例

海部障害者就業・生活支援センター
営業日

連絡先

豊田市・みよし市

所在地

事務・清掃・製造・軽作業・など

【電車でお越しの方】
◎名鉄名電山中より北に徒歩3分
【お車でお越しの方】
◎国道1号線「山中小北」交差点北へ300m

９：００～１９：００

圏域（活動地域）

TEL：０５２－７０９－３８９１
FAX：０５２－７０９－３８９２

就職先職種実績一例

TEL・FAX 0564-27-8511
Email rin-rin@aikei-k.or.jp

営業時間

〒471-0066

連絡先

アクセス

9:00～17:00
(毎月第3日曜日は9:00～12:00)

アクセス

月曜日～土曜日

営業日

アクト

【交通機関】地下鉄東山線 星ヶ丘駅下車
名古屋市営バス幹星丘1号系統 梅森荘下車 徒歩5分
【お車】名古屋から県道217号線（岩藤名古屋線）
日進方面、岩﨑台交差点右折 300メートル先右側

輪輪

西三河北部障がい者就業・生活支援センター

営業日

尾張東部（尾張旭市・瀬戸市・長久手市・日進市・
豊明市・東郷町）名古屋市守山区・名東区

連絡先

西三河南部東圏域(岡崎市、幸田町)

９：００～１７：００

圏域（活動地域）

営業時間

圏域（活動地域）

営業時間

〒488-0833

所在地

岡崎市舞木町字山中町121番地

すろーぷ

営業時間

〒491-0931

月曜日～金曜日
及び毎月第3日曜日午前中

〒444-3511

ようわ

９：００～１７：００

営業時間

〒480-0305

所在地

西三河障害者就業・生活支援センター

月曜日～金曜日

営業時間

９：００～１７：００

連絡先

TEL：０５６６－７０－８０２０
FAX：０５６６－７０－８５１１

〒448-0843

刈谷市新栄町7－73
フラワービル3階

圏域（活動地域）
就職先職種実績一例

※職業のあっせん（職業紹介）は行っていません。活動圏域はありますが、本人等の希望により、どのセンターでもご利用できます。

くるくる

西三河南部西圏域（安城市、刈谷市、高浜市、
知立市、西尾市、碧南市）
製造業・サービス業・小売業・軽作業・事務

等

アクセス

◎ＪＲ東海道線「刈谷駅」南口徒歩15分
◎名鉄三河線「刈谷市駅」より徒歩10分

