


989－  

0225  

0224－25－  

7303  

0223－25－  

4580  

0220－2ト  

1011  

0187－84－  
3809  

県南障害者就業・生活支援センター「コノコノ」  

障害者就業・生活支援センター わ～く  

障害者就業一生活支援センター「ゆい」  

秋田県 秋田県南障害者就業・生活支援センター  

ウェルビューいずみ障害者就業十生活支援センター  

（社福）白石彿光園  白石市東町2－2－33  

岩沼市中央2－5－26  

登米市迫町佐沼字中江ト10－4  

仙北都美郷町野中辛下村55－2  

（社福）宮城県社会福祉協議989一  
会  2432  

987－  

0511  

019－  

1402  

010－  

0817  

（社福）恵泉会  

（社福）慈泉会  

（社福）いずみ会  

（社福）大館圏域ふくし会  

018－896－  

7088   

大館市総0186－5ト  
8225  

府238－88一  

5357  

023－682－  
0210  

8  0234－24－  
1238  

‾24‾  

024－941－  
0570  

秋田市泉菅野2－17－27  

01フ」大館市字三ノ丸103－4  
0897 合福祉センター2階  

秋田県北障害者就業・生活支援センター   

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   

村山障害者就業・生活支援センター ジョブサポート  
ぱる   

庄内障害者就業■生活支援センター サポートセン  
ターかでる  

（社福）山形県社会福祉事業 993－  
長井市台町4－24  

山形市江俣卜9－26  

酒田市北新橋1－1－1  

いわき市平字堂ノ前2  

郡山市横塚3－4－21  

団   

（社福）山形県社会福祉事業  
団   

（社福）山形県社会福祉手業  
団  

（社福）いわき福音協会  

（社福）ほっと福祉記念会  

（社福）若樹会  

（社福）福島県福祉事業協会   

（社福）福島県社会福祉事業  
団   

（社福）水戸市社会福祉事業  

団  

（社福）慶育会  

（社福）白銀会  

（社）茨城県雇用開発協会  

（社福）鹿島育成園  

（社福）創志会  

（社福）町にくらす会  

0016  

990－  

0861  

998－  

0865  

970－  

8026  

963－  

8803  

福島県 いわき障害者就業・生活支援センター  

県中地域障害者就業・生活支援センター  

会津障害者就業・生活支援センター  

相双障害者就業・生活支援センター  

県南陣がい者就業・生活支援センター  

茨城県 水戸地区障害者就業・生活支援センター  

慶育会 障害者就業・生活支援センター なかま  

障害者就業・生活支援センターかい  

障害者就業・生活支援センター かすみ  

かしま障害者就業・生活支援センター まつぽっくり  

障害者就業・生活支援センターつ〈ぱライフサポート  
センター  

障害者就業・生活支援センター KUINA  

965一会津若松市神指町大字北四合 0242－2ト  
0062字伊丹堂88－1  2242   

976－南相馬市原町区金沢字割田228⇒024ト22－  
0021原町学園アフターケアセンター内㌻2471   

96ト 白河市本町2番地 マイタウン白0248－23－  
0905 河2階  8031  

311－  

4141  

308－  

0811  

029－309－  

6630   
ト  

0296－22－   

5532  

0299－22－  

3215  

029－827－  

llO4   

0299－82－   

6464   

029－847－   

8000   

029－202－  

0777  

水戸市赤塚1－1ミオスビル2階  

筑西市茂田1740  

石岡市鹿の子4－16－52  

土浦市真鍋新町1－14  

鹿嶋市宮下2－1－24  

315－  

0005  

300－  

0053  

314－  

0032  

300－  

2645  

312－  

0004  

つくば市上郷7563－67  

ひたちなか市長砂156ト4  

呂…ニ丁下都柵壬生町大字安塚2032……冒…朝‾  

326－足利市真砂町1－1  0284－44－  

0032栃木県安定健康福祉センター内㌻2268  

栃木県 とちぎ障害者就業・生活支援センター 「め－ぷる」（社福）せせらぎ会  

両毛圏域障害者就業・生活支援センター  （社福）足利むつみ会  

県北昧域障害者就業・生活支援センターふれあい（社福）とちぎ健康福祉協会  

■  

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」  （社福）こぶしの会  

県西圏域障害者就業・生活支援センター「フィールド」（社福）希望の家  

329－  

1312  

32ト  

4305  

028－681－  

6633  

0285－85－  

8451  

0289－60－  

2588   

さくら市桜野1270  

真岡市荒町111－1  

三言岩；鹿沼市武子1566  

¶111－  



丁▲†一‾ －1▼表示高志「品i－も61－                        8666  

ト  1  

373－＿」＿．＿－．－．．．．＿、．－一■‖ ∧  0276－32－  

群馬県障害者就業■生活支援センタ‾エブリイ  
1  

牒福）はるな郷  転記ぎ活支援センター障害者支議定ンターて（社福，杜の舎  
十   

；2太田市細谷町1714‾2  0400  

ト   ーーーー  08  

翳琴業■竺竺竺竺ヲ干支援センタ‾  
ト  

障害者就業・生活支援センター ワークセンターまえ  
ぱし   

陣がい者就業・生活支援センター メルシー  

；三3言丸群馬郡吉岡町上野日3480……三…‾54‾  

L  

371－前楕市日吉町2－1ト10前橋市総o27－23ト  

（社福）暮英会  

1  

（社福）すてつぶ  

十  

（社福）明清会  

府017合福祉会館1階  
十一 － 

7345   

0270－25－  

3390  

372－  

0001  
伊勢崎市波志江町57卜1  

東松山市小松原町17－19  
（NPO）東松山障害者就労支援355－  0493－24－  

5658  

480 

埼玉県障害者就業・生活支援センター ZAC  

ト  
陣害者就業・生活支援センター こだま  

恒劃ヒ障害者就業ヰ活支援センター  

ト山一－－・▼「－－－  

秩父陣がい者就業・生活支援センター キャップ  

障害者就業・生活支援センターCSA  

傭がい者就業・生活支援センター遊谷  

「  

障害者就業・生活支援センター かわごえ  
【  

千集県障害者就業・生活支援センター あかね圃  

センター  

十  田756－  児玉郡美里町大字小茂  （社福）美里会  

ト  
一■  

i（社福）和  

（社福）清心会  

（社福）あげお福祉会  

1（社福）熊谷竺  

（社福）親愛会  

346－弓久喜市書毛753－1ふれあいセンや－2ト  
0011タ一久書内  3400  

ト   

368－秩父市中村町3－12－23 秩父市 0494－22－  
0051ふれあいセンター内  2870  

048－767－  
8991  

362一  

0075と  
上尾市柏座トト15プラザ館5階   

－   熊谷市      熊谷市宮 
「  

】360  町2－65熊谷市立障害 048－599－  
0041福祉会館2階  1755  

049－256－  

ニz＿  
2715  

350‾  

1151   

275－  

0024  

寸   
261－  

0002  

リIl越市大字今福424  

習志野市茜浜3－4－5  
047－452－  

2715  

043－204－  

2385   04－7168－  

3003  

0479－60－  

0211  

0436－36－  
7782  

043－235－  

7350  
0475－77－  

6511  

（社福）あひるの会  

障害者就業・生活支援センター千葉障害者キャリアト（NPO）ワークス未来干葉  
センター  

千葉市美浜区新港43  

柏市柏1－1－11ファミリ柏3階  

旭市野中3825  

市原市今昔1110－1  

佐倉市鏑木仲田町9－3  

山武都大網白里町細草322ト4  

「   

障害者就業・生活支援センタ‾ビックハ●ト  

l  

兼総障害者就業・生活支援センター  

r障害者就業上生活支援センターふる里学舎地域生   

1活支援センター  

「 
▼‾【▼  

陣害者就業・生活支援センター 就職するなら明朗塾  

ぎ障害者就業・生活支援センターブリオ  

大久保学園障害者就業■生活支援センタ‾  

東京都障害者就業・生活支援センターワーキング小ライ  

障害者就業上生活支援センターアイヰヤリア  

障害者就業・生活支援センターオープナー  

】277一  

0005  

289－  

i2513  1  
290一  

府265   

285－  

0026   
寸  

299－  

3211  

（社福）実のりの会  

（社福）ロザリオの聖母会  

（社福）佑啓会  

（社福）光明会  

（社福）ワーナーホーム  

（社福）大久保学園  

（社福）JHC板橋  

、     ，  

－  

274－船橋市大神保町1359－7船橋 047－457  
0082市光風みどり園内  －7380  

1  

板橋区南常盤台2－1－7   
986‾  

トヤーーーーー、一 －－  

度怨讐豊蒜12なかまち≒03‾370ト                        5803  

0）障害者支援情報セン  

1  

腸   
－  

042－577－  

007∈l  
個立市古土見台1－17－4  （社福）多摩椋欄亭協会  

（NPO）WEL’S新木場  
十云。 － 10トヰ代田区神田錦町3－21ちよだ  

0054プラットフォームスクエア1036  
5281－  

障害者就業・生活支援センターWEL’sTOKYO   障害者就業・生活支援センターTALANT  

2345  

192－八王子市横山町25－9ツカキスク042－648－  
（NPO）わかくさ福祉会  

0081エア3階  
，  

市曹比18オークプ  ・： 2 

78  

465－39－  
害者支援センター ぽけっと  神奈川県  2007   

－112－  



（社福）横須賀市社会福祉事  
業団  

（社福）進和学園  

（社福）こうよう会  

（社福）県央福祉会   

l   

（社福）中越福祉会  

（社福）県央福祉会  

（社福）のぞみの家福祉会  

（社福）さくら園  

（社福）更生慈仁会  

（社福）十日町福祉会  

（社福）セーナー苑  

（社福）たかおか万葉福祉会  

（社福）新川むつみ園  

（社福）渓明会  

（社福）金沢市社会福祉協議  
A  コ■F  

（社福）こまつ育成会  

（社福）福井県福祉事業団   

（社福）敦賀市社会福祉事業  
団  

（社福）八ヶ岳名水会  

（財）住吉病院  

（社福）ぶどうの里  

（社福）かりがね福祉会  

（社福）安曇野福祉協会  

（社福）ともいき会   

（NPO）飯伊脛域障害者総合支  
援センター   

（社福）佐久コスモス福祉会  

三三訂横須賀市柵2－1   
820■  

平塚市鯛町2－20   
‾37‾  

244一棟浜市戸塚区戸塚町4111吉原045－869－  
0003 ビル2階  2323   

243一海老名市東柏ケ谷3－5－1ウ工ル046－232－  
0401ストーン相模野103  2444  

よこすか障害者就業・生活支援センター  

障害者就業・生活支援センター サンシティひらつか  

横浜市障害者就業・生活支援センター スタート  

障害者就業・生活支援センター“ぽむ”  

新潟県 障害者就業・生活支援センター こしじ  

障害者就業・生活支援センター ハート  

陣害者就業・生活支援センターアシスト  

障害者就業・生活支援センター さくら  

障害者就業1生活支援センター らいふあっぷ  

障害者就業■生活支援センター あおぞら  

富山県 富山障害者就業・生活支援センター  

高岡障害者就業・生活支援センター  

新川障害者就業■生活支援センター  

砺波障害者就業・生活支援センター 陣がい者サ  
ポートセンター きらり   

石川県 金沢障害者就業・生活支援センター  

こまつ障害者就業・生活支援センター  

福井県 福井障害者就業・生活支援センター ふっとわーく  

嶺南障害者就業・生活支援センター ひびき  

山梨県 障害者就業・生活支援センター 陽だまり  

すみよし障がい者就業・生活支援センター  

障害者就業・生活支援センター コピット  

長野県 上小地域障害者就業・生活支援センタp SHAKE  

松本圏域障害者就業・生活支援センター あるぷ  

長野圏域障害者就業・生活支援センター ウィズ  

飯伊圏域障害者就業・生活支援センター ほっとすま  
いる  

障害者就業・生活支援センター 佐久  

≡三ヲ；長岡市来迎寺1864  
0258－92－  
5163  

0256－35－  

6692  

0254－23－  
1987  

955－  

0845  

957－  

0053  

三条市西本成寺ト28－8  

新発田市中央町3一卜1  

t  

943－上越市寺町2－20－1上越市福祉025－538－  
0892 交流プラザ内  9087  

L   

箭新潟市西区上新栄町3－20－183；亨；250‾  

呂芸…三十日町市高山1360－2   
752‾  

……；言古山市坂本3110  
467‾  

933－高岡市博労本町4－1高岡市ふ 0766－26－  
0935 れあい福祉センター2階  4566  

3喜；；下新川郡入善町浦山新2208  
0765－78－  
1131  

0763－33－  
1552  

939－  

1374  
砺波市山王町1－2 4号室  

920一金沢市高岡町7－25 金沢市松ケ 076－23ト  
0864 枝福祉館内  3571  

076ト2ト  

8553  

0776－98－  

3747  

0770－20－  

1236  

055卜32－  

0035  

055－221－  

2133  

0553－39－  

8181  

923－  

0942  

910－  

3623  

914－  

0135  

408－  

0025  

小松市桜木町96－2  

福井市島寺町67－30  

敦賀市長谷47－21  

北杜市長坂町長坂下条1368－1  

甲府市住吉4丁目11－5  

；甲州市塩山上於曹933－－  

386一上田市中央3－5－1上田市ふれ や268－27－  
0012 あいセンター2階  2039  

……岩言安曇野市鮒4156－1  
ぺト  

380一長野市大字南長野新田町1485－026－214－  
08351もんぜんプラザ4階  3737  

395－  

0024  

385－  

0051  

飯田市東栄町3108－1  

佐久市中込3100－3   

－11こ卜l  



■  
0265－74一  

5627  

†  
0269－62－  

1344  

諏訪市総合‾54‾  

「  

言；丁伊那市伊那－499－7  

1  

あ  

（社福）高水福祉会  

（社福）清明全  

■   

←  
（社福）木曽社会福祉事業協   
A   ココ：   

－  

（社福）岐阜市社会福祉事業  

L団   

（社福）飛騨慈光会  

上伊那圏域障害者就業・生活支援センターきらり  

ー  

北信匪域障害者就業・生活支援センター   

諏細脚害者就業・生活支援セン←   

唐津空空空車タ十ラム   

木曽圏域障害者就業●生活支援センタ‾ともに  

＋      【  

岐阜県 岐阜障害者就業・生活支援センター  
トーーーー  

山ゆり障害者就業・生活支援センター  

ひまわりの丘陣害者就業・生活支援センター  

ト  

西濃陣がい者就業・生活支援センター  

L   

甜陣がい者就業・生活支援センター   

鯛県毎中東遠障害者就業せ舌支援センターラック  

障害者就業・生活支援センターだんだん  

障害者就業・生活支援センターひまわり  

富士障害者就業・生活支援センターチャレンジ  

障害者就業・生活支援センターぱれっと  

障害者就業・生活支援センターさつき  

389－  

2254  
飯山市南町19－8  

L  

392－諏訪市小和田19－3  

厄024福祉センター内  
十  

398－大町市大字大町1129大町総合026ト62－  
祉センタ‾内   3855  

399一木曽郡上松町大字小州702ひ0264－52－  
1竺49チ  5607のきの里総合福祉センター内  

500一岐阜市日ノ出町2－5－2ハヤシビ 058－266一  

8876 ル2階  

高山市山田町831－43  

関市桐ヶ丘3－2  

不破都垂井町栗原2066－2  

多治見市白山町ト60  

袋井市泉町2－10－13  

浜松市北区三幸町20卜4  

沼津市原1418－46  

富士市大渕2075－3  

506－  

0058  

501－ 3938  

†  L  
503－  

2123   

507－  
0038   

43ト  

0062   

0575－24－  

5880  

0584－22－  

5861  

0572－21－  

1151  

四福）岐阜県福祉事業団  

，  

i（社福）あゆみの家   

（社福）陶技学園   

（社福）明和会   

（医）至空会  

（社福）あしたか太陽の丘  

＋  

（社福）誠信金  

（社福）ハルモニア  

（社福）明光会  

（社福）城ケ崎いこいの里   

L（社福）岩崎学園   

（社福）愛光園  

（社福）共生福祉会  

（社福）愛恵協会  

→   

（社福）壬楽福祉会   

（社福）樫の木福祉会  

十   

一
l
 
 
一
2
 
 

3
 
〇
 
 
一
U
 
■
－
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■
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－
 
 
1
 
3
 
4
 
8
 
 
4
 
（
U
 
 

」
1
†
 
 

417」  

O801  

◆  
426一  

心066  

42卜  

1211  
◆  
413－  
0232  

十  

藤枝市青葉町2－1ト1  

†  

伊東市八幡野1259－21  障害者就業・生活支援センターおおむろ  

440－豊橋市岩崎町字利兵72－2岩崎O532－69－  
0022通勤♯内  1321  愛知県厚楕障害者就業■生活支援センター  

ト   

知多地脚害者就業．生活支援センターワーク  

なごや障害者就業・生活支援センター  

ト  

西三河障害者就業上生活支援センター「輸輪」   

j尾張北部障害者就業・生活支援センター「ようわ」  

‾■‾‾  知多郡東浦町馴字寿久茂129言≡……瑚‾   

二7十  †45。二盲主産嘉中右左井表示，  
0012 泉第一ビル2階  

052－459－  

1918  

0564－27－  

8511  

444－  

3511  
岡崎市舞木町宇山中町121  

丁  

忠謳日井市鯛町字神屋洞703－1冒〒冒≡‾88‾  

I I 

‾68‾  
三三子妄一宮市明地字上平35－－  

54‾  
監尾張旭市東印脚二反田－46 冨訂  

ト 
日市市諏訪町2‾2総合会館2354‾  

三 

尾張西部障害者就業・生活支援センター rすろ－  

ぷ」   

尾張東部障害者就業・生活支援センター アクト  

四日市障害者就業・生活支援センタープラウ  

（社福）ひまわり福祉会   

（社福）四日市市社会福祉協  

議会  

恵忘去孟」5－20  
0596－20－  

6525   ≒伊勢志摩障害者就業上生活支援センターブレス  （社福）三重済美学院  

ー114－   

t「て諷†   



513㍉鈴鹿市神戸1－柑－18鈴鹿市役所059－381一  
心01西館2階  1035  

名弓長市西原町2625   ‾65‾  

こ去丁桑名市寿町卜‖  
‾27‾  

禁踪語1－50－  
」冒≡≡；  

514－津市丸之内2ト10津市社会福加9－229－  
0033祉センター1階  い380  

三三冒三甲抑水口町暁3－44  
‾63‾  

1  

522一彦根市西今町甘ト16NaSu8－ 0749－21－  
0054103  2245   

520一大津市京町3－5－12森田ビルー077－522－  
0044階  15142  

〒喜；妄高肺今津町桜町2－3－‖ 間‾22‾  

■  

524一守山市梅田町2－1－217（セル077－583－  
0037バ守山内）  5979   

523一近江八幡市鷹飼町571平和堂近0748－36－  
0891江八幡店5階  7999   

526一長浜市末広町6－2ウイエフビル180749－64－  
00631階  5130   

606一京都市左京区下鴨北野々神町2075－702－  
0846 6 北山ふれあいセンター内  3725  

鈴鹿亀山障害者就業一生活支援センターあい  

伊賀圏域障がい者就業・生活支援センタージョブサ  
ポート ハオ  

障害者就業・生活支援センターそういん  

松阪・多気地域障がい者就業・生活支援センター  
マーベル  

津地域障がい者就業・生活支援センター「ふらっと」   

滋賀県 障害者雇用・生活支援センター（甲賀）  

障害者就業・生活支援センター働き・暮らしコトー支援  
センター  

おおつ障害者就業・生活支援センター  

湖西地域障害者就業・生活支援センター  

湖南地域障害者就業・生活支援センター  

東近江圏域障害者就業・生活支援センター  

湖北地域しょうがい者就業・生活支援センター  

京都府 京都障害者就業・生活支援センター  

障害者就業・生活支援センターはぴねす  

障害者就業・生活支援センターわかば  

障害者就業・生活支援センター「あん」  

なんたん障害者就業・生活支援センター  

障害者就業・生活支援センターアイリス  

大阪府 大阪市障害者就業・生活支援センター  

北河内東経害者就業・生活支援センター  

南河内南障害者就業・生活支援センター  

すいた障害者就業・生活支援センター  

高槻市障害者就業・生活支援センター  

八尾・柏原障害者就業・生活支援センター  

（社福）和順会  

十  

（社福）名張育成会  

（医）北勢会  

（社福）敏夫福祉会  

（社福）聖マッテヤ会  

（社福）しがらき会  

（社福）ひかり福祉会   

（NPO）おおつ「障害者の生活  
と労働」協議会   

（社福）ゆたか会   

（財）滋賀県障害者雇用支援セ  
ンター  

（社福）わたむきの里福祉会  

（社福）湖北会  

（社福）京都総合福祉協会  

（社福）南山城学園  

（社福）みずなぎ学園   

（社福）京都ライフサポート協  
rO コミ   

（社福）松花苑  

（財）長岡記念財団   

（社福）大阪市障害者福祉・ス  
ポーツ協会   

（社福）大阪手をつなぐ育成会   

（社福）大阪府障害者福祉事  
業団  

（社福）ぷくぷく福祉会  

（社福）花の会  

（社福）信貴福祉会  

；宇治市大久保町北ノ山0ト10  

；紬市字鹿原772－1  

0774－4ト  

2661  

0773－65－  

2071  

‾86‾  
3…3；木津川市山城町上狛前畑12－8≡三；芸  

3岩1；亀岡市大柵小金岐北浦1627三1‾24‾  

0833書館7階 70ト6   617■長岡京市神足2－3‾1′くンビオ1塩952‾  

543一大阪市天王寺区東上町中17 大06－6776－  
0026阪市立中央授産場内  7336   

574一大東市末広町15－6 支援セン 072－87ト  
0036ターさくら内 0047  

言3…；河内長野市西之山町2－21 3言；去‾53‾  

㌫吹田市元町19－－5丸ニビル1階  
06－6317－  

3749  

569－高槻市城北町トト16リーベン 072－662－  
0071城北2階  4510  

072－940－  

1215  

581－  

0853  
八尾市楽音寺1－84  

（＿N甲）豊中市障害者就労雇用561一隻中市寺内トト10ローズコミュ06－4866－  とよなか障害者就業・生活支援センター  

東大阪市坪害者就業・生活支援センター  

支援センター 0872土テイ・緑地1階  

（社福）東大阪市社会福祉事三言；；東大阪稲井田元町1－2－13 業団  

7100  

06－6789－  

0374  

ー115－   



嵐可内北障害者就業・生活支援センター   

枚方市障害者就業・生活支援センター  
トーーーー▲－－川－、  

r寝屋川市障害者就業■生活支援センター  

j喜；≡溜野市白佃6‾3セシル古市j写言…了95ト  
ド社福）ふたかみ福祉会  
r   

■  

（社福）であい共生舎  

r（社福）光輝会  

■  
kNPO）あいむ   

■  
J  

ド社福）摂津市社会福祉事業団  

仁  
（社福）明日葉  

（NPO）チャレンジド・ネットいず  

み  

自立セン  

（財）箕面市障害者事業団   

（NPO）堺市障害者就労促進協  

r会  

（社福）加古川はぐるま福祉会   

573一枚方市大垣内町2－1－20枚方市 090－2064－  
8666役所別館1階  2188  

072－822－  
－
2
一
2
一
2
 
 

5
－
2
0
8
3
 
5
9
7
竺
弼
0
0
6
 
 

寝屋川市本町卜2  

貝塚市畠中1－3－10   泉州中障害者就業・生活支援センター  

茨木・摂津障害者就業・生活支援センター  

北河内西陣害者就業・生活支援センター  

里内  摂左右ふ姦上5－2－8ふれあいのr？；：；853一   

570一層口市日吉町1－2－12守口市身 価－6994－  

∞81体薄青者・高齢者交流会館4階 3988  

和泉市池田下町134トー2 声享……‾26‾  

庖8－泉佐野市下瓦屋222－1   072－463－  02野イ‾2  
1562＿1箕面市稲1丁目11番2号 

f了867  

。72＿72。  

州北障害者就業・生活支援センター  

泉州南障害者就業・生活支援センター   

豊能北陣害者就業せ活支援センター  

堺市辞書者就業上生活支援センタ‾  

1【▼ 

兵輌加古川障害者就業．生活支援センター  

神戸障害者就業・生活支援センター  

西播磨障害者就業十生活支援センター  

淡路ン  

姫路障害者就業・生活支援センター  

072－292  
:1826 

590－  
0141  

675一  

心002  

堺市南区桃山台1－23－1  
ト   

加古川市山手1－11－10  

・  
0  794－38－  

し？728  

b78－672－  

6480  （社福）神戸聖隷福祉事業団：…；；ミ神戸市細区駅南遺5一トー  

t  

㍉1一十  

1福）兵剛社会福祉事業  赤穂市大津，327赤鮒筆削≒…訂43－  
】0799－33－  

’ 
一  

0792－91－  

団  （社福）兵庫岨会福祉研摩訂淋市五色町都志大日707   

（財）姫路市障害者職業自立セ670－  
ンター  0074  

1  

姫路市御立西5－6－26  

篠山市東沢田240－1   

一 
079－554一  

1566  

669－  

2314  （社福）わかたけ福祉会  

（社福）宰楽ゆいの会  

（社福）大和会   

／（社福）ちいろば会  

丹波障害者就業・生活支援センター  

i - 

㍑卜奈良市大宮町。＿5＿。9  
奈良県なら陣がい者就業・生活支援センターコンパス  

…なら東和経書者就業・生活支援センターたいよう  

／なら西和障害者就業・生活支援センターライク  

L1．＋  
なら中和障害者就業・生活支援センターブリッジ  

ー   

和歌山県廃南障害者就業十生活支援センター  

障害者就業・生活支援センター つれもて  

紀中障害者就業■生活支援センタ‾わ‾くねっと  

庫牟稟圏域障害者就業・生活支援センターあーち   

伊納がい者就業．生活支援センタ＿   

帥県障害者就業・生活支援センターしゆ－と  

8115j設第3ビル302   

633－桜井市桜井232 ヤガビル3階  
0091302号室  

636－  
0802  

生駒郡三郷町三重卜和一柑   

ト  

（社福）奈良県手をつなぐ育成厄4－  
檀原市今井町2－9－19  

田辺市上の山2－23－52  

和歌山市三沢町3－40  

御坊市湯川町財部726－9  

新宮市野田ト8  

橋本市野5－1  

r（社福）やおき福祉会  

0812  

646－  
00（i1  

640－  
8123  （社福）「麦会  

（社福）太陽福祉会  

（社福）和歌山県福祉事業団  

644－   

0011  

1丁＋ 
647－  

0041   

648‾   

0074  
（社福）筍憩会  

（社福，あし＿ど  

L  

683一米子市道実町2－126垂木ビル1   
0064階  

⊥一 【  」 ▼ゝ＿ 
2140   

一116－  

I£て爵  爵  



障害者就業・生活支援センターしらはま  

障害者就業・生活支援センターくらよし  

島根県 浜田障害者就業・生活支援センターレント  

出雲障害者就業・生活支援センターリーフ  

松江障害者就業・生活支援センターぷらす  

訂鳥取市伏野2259－17  
0857－59－  

6060  

0858－23－  

8448  

0855－22－  

4141  

0853－43－  

0189  

0852－60－  

1870  

0856－23－  
7218   

0854－45－  

3150  

0854－84－  
0271  

086－275－  
5697  

（社福）鳥取県厚生事業団  

（社福）鳥取県厚生事業団  

（社福）いわみ福祉会  

（社福）親和会  

（社福）桑友  

682－  

0806  

697－  

0027  

699－  

0822  

690－  

0064  

倉吉市昭和町ト156  

浜田市殿町75－8  

出幸市神西沖町2476－1  

松江市天神町4ト1  

益田市乙吉町イ336－4  

雲南市三刀屋町古城45－6  

698－  

0003  

690－  

2405  

益田圏域障害者就業・生活支援センターエスポア（社福）希望の里福祉会  

妻南障害者就業・生活支援センターアーチ  

大田障害者就業・生活支援センタージョブtの子   

岡山県 岡山障害者就業・生活支援センター  

（社福）葦南広域福祉会  

（社福）亀の子  

（社福）旭川荘   

（社福）倉敷市総合福祉事業  
団   

（社福）津山社会福祉事業会  

（社福）みどりの町  

（社福）静和会  

（社福）つつじ  

丁太田市長久町長久口267－6  

周山市北区中原664－1先  

710一倉敷市笹沖180くらしき健康福 086－434－  倉敷障がい者就業・生活支援センター  

津山障害者就業・生活支援センター  

広島県 みどりの町障害者就業十生活支援センター  

東部地域障害者就業・生活支援センター  

広島中央障害者就業・生活支援センター  

広島障害者就業・生活支援センター  

呉安芸地域障害者就業・生活支援センター  

山口県 光栄会障害者就業・生活支援センター  

なごみの里障害者就業・生活支援センター  

鴫滝園障害者就業・生活支援センターデパール  

障害者就業t生活支援センター蓮華  

障害者就業・生活支援センターワークス周南  

ふたば園障害者就業・生活支援センター  

徳島県 障害者就業・生活支援センター「わーくわく」  

障害者就業・生活支援センター「箸蔵山荘」  

障害者就業十生活支援センター「よりそい」   

香川県障害者就業・生活支援センター共生  

083十祉プラザ  9886  

0868－21－  

8830  

0847－34－  

1375  

0847－46－  

2636  

082－497－  

0701  

082－537－  

1132  

708－  

0841  

729－  

1322  

津山市川崎1554  

三原市大和町福川1470－2  

三言冒妄府中市中須町1550－1  

東甜市八本松町米満461  

（社）甜県手をつなぐ育成会三三3；班市西区打越町17－27  

737一呉市中央5－12－21呉市福祉会 0823－25－  
0051館2階 8870  

；屠都市中称10－44  ‾39‾  

262一  
言≡呂妄下関市大字蒲生野字鮎川2？子吉  

言…ヲ妄山口市下小脚大道2287－1冒？ヲヂ02‾   

㌫岩国市横山トー2－51   ‾28‾  

■  周南市久米7－6－4  ‾39‾  

萩市大字江向510  ‾24－  

771－板野都松茂町満穂字満穂開拓088－699－  
021450－5  7523  

（社）広島県就労振興センター  

（社福）光栄会   

（社福）下関市民生事業助成  
ム  コ言   

（社福）ほおの木会  

（社福）ピタ・フェリーチェ  

（社福）大和福祉会  

（社福）ふたば園  

（社福）愛育会  

（社福）池田博愛会  

（社福）柏涛会  

（社福）意愛福祉事業団  

三好市池田町州津井関‖2ト1  

779一海部郡美濃町北河内字本村  
2302344－1  

妄東かがわ市松原－331－5  

0883－72－  

2444  

0884－77－  
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／陣害者就業・生活支援センターオリーブ  

「…  、  一▼γ▼【、ゝ、 ‾  
弓障害者就業・生活支援センターくぼら  

一陣害者就業ヰ活支援センターつばさ  

卜  

愛媛県えひめ障害者就業十生活支援センター  

鹿害者就業・生活支援センターあみ  
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陣害者就業・生活支援センター はぎの  
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のべおか障害者就業・生活支援センター  
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ひゆうが障害者就業・生活支援センター  

鹿児島県かごしま障害者就業・生活支援センター  

おおすみ障害者就業・生活支援センター  
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中部地区障害者就業・生活支援センター  

南部地区障害者就業・生活支援センター しごと・せ  
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（社福）大分県社会福祉事業  
団  

（社福）紫壬会   

（社福）宮崎県社会福祉事業  
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（社福）高和会  

（社福）燦燦会  

（NPO）キャンバスの会  

（社福）浩和会  
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（関連資料18）  

障障発1117第1号  

平成21年11月17日  

都 道 府 県  

各 指 定 都 市 民生主管部（局）長 殿  

児童相談所設置市  

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部障害福祉課長  

障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について   

障害児施設の入所に係る契約及び措置の判断については、「障害児施設給付費  

等の支給について」（平成19年3月22日障発第0322005号厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部長通知）により示してきたところであるが、その判断については、  

各都道府県、指定都市及び児童相談所設置市により差が生じているとの指摘があ  

ることから、全国的に適切な判断が行われるよう別紙のとおりその運用の考え方  

を示すので、現在障害児施設に入所している児童も含めて、適切な運用に努めら  

れたい。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に規定  

する技術的な助言に当たるものである。  
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（別紙）  

障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について   

1．趣旨  

障害児施設への入所に関しては、平成17年の児童福祉法（昭和 22年法律  

第164 号）の改正により、保護者と事業者との契約による「契約制度」が導  

入されたところである。   

これにより、障害児施設 への入所に関し、契約により行うか、措置により  

行うかに関する判断については、各都道府県、指定都市及び児童相談所設置  

市（以下「都道府県等」という。）が、個別に行うこととなった。   

このため、障害児施設に係る契約及び措置に関する判断について適切に行  

うことができるよう、「障害児施設給付費等の支給決定について」（平成19  

年3月 22 日付障発第0322005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通  

知）において、契約及び措置に関する判断基準を地方公共団体に対して示し  

たところである。   

しかし、障害児施設の入所に係る契約及び措置に関する判断については、  

都道府県等により、ばらつきが生じているとの指摘があり、「社会保障審議会  

障害者部会報告（平成20年12月16日）」等においても、「その判断について  

都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含む）によって差が生じている状  

況があり、このため、措置か契約かの判断をより適切に行う との観点から、  

判断基準を明確化する作業を進め、ガイドラインを作成することとすべきで  

ある」等の指摘がされたところである。   

本通知は、例えば、虐待のおそれのある場合も虐待等として柔軟に対応す  

るなど、各自治体において、障害児に対する虐待等についてより適切に対応  

できるようにすることなどを目的として、契約及び措置に関する判断につき、  

不適切に運用されていると思われる事例などを踏まえつつ、その判断のあり  

方について再度整理するとともに、都道府県等において適切に行われるよう、  

必要な技術的助言を行うものである。  

＜参照＞   

「障害児施設給付費等の支給決定について」（抄）  

（平成19年3月 22 目付障発第0322005号  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）  

第三 障害児に係る支給決定の方法   

1障害児に係る支給決定に係る留意事項  

（前略）  
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なお、次のいずれかに該当する場合であって、児童福祉法第27条第1項第  

3号に係る措置が適当であると児童相談所が判断した場合にあっては、「措置  

制度」に基づく施設利用となり、この通知の適用外の扱いとなる。  

① 保護者が不在であることが認められ、利用契約の締結が困難な場合  

② 保護者が精神疾患等の理由により、制限行為能力者又はこれに準ずる状   

態にある場合  

③ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締   

結が困難と認められる場合   

（なお、「等」の解釈として、  

・親が養育を拒否（親に対する指導を児童相談所が行っても、改善されない   

場合を想定）している場合  

・親が障害を受容できず、健常児と同じ育児に固執し、児童に悪影響を与え   

る場合  

・家庭環境の問題によって、児童を家庭から引き離さなければ、児童の成長   

に重大な影響を与えると判断された場合   

等が想定されるが、個々の事例に関しては、十分に家庭環境や障害児の発   

育を考慮し決定すべきである。）  

2 障害児施設の入所に係る契約及び措置の具体的な運用について   

障害児施設の入所に係る契約及び措置に関する判断については、下記を参  

考の上、個々の児童の状況を勘案して行うこと。  

（1）「保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締   

結が困難と認められる場合」について判断する際には、以下の点に留意す  

ること。   

① 児童虐待の．早期発見・早期対応の観点から、明らかに虐待が確認され  

る場合のほか、虐待が疑われる場合や、放置すると虐待につながるおそ  

れがある場合など「虐待のおそれがある場合」も虐待等に含めて、柔軟  

に対応すること。   

② 虐待等が見受けられる場合において、保護者に利用契約の意思があり、  

契約することが可能であっても、子どもの健全な育ちを確保するため、  

措置とすること。   

③ 虐待等により児童を措置した場合において、当該児童のきょうだいに  

つき、当該児童が措置により入所していることのみを理由に措置とする  

のではなく、個々の児童ごとに、虐待等の状況などを把握した上で、措  

置にするかどうかの判断を行うこと。  

（2）保護者が利用料を滞納または未納している場合には、以下の点に留意す  

ること。  
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① 保護者が利用料の滞納等をしていることだけをもって措置とするので   

はなく、児童の虐待等の状況などを勘案して判断すること。  

ただし、利用料の滞納等を受け、催告など必要な手続きを行った上で   

契約の解除がなされた場合において、引き続き対象児童を入所させるこ   

とが必要なときは、措置とすること。，  

② 措置による入所でなければ受け入れないなどの事業者の意向ではなく、   

障害児の状態等から措置にするかどうかを個別に判断すること。  

なお、事業者が正当な理由がなく、契約を拒む場合は、児童福祉法に   

基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成  

18年厚生労働省令第178号）第10条等に抵触するため、必要に応じて、   

当該事業者の指定権限者である都道府＝県等と相談して必要な対応をとる   

こと。  

（3）その他、以下の点に留意すること。   

① 18歳以上の者については、一律に契約とするのではなく、個々の状況  

を判断し、措置の必要があれば措置とすること。   

② 里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者（ファミリーホーム）に  

委託されている障害児が障害児通園施設（児童デイサービス事業を含む）  

を利用する場合には、「「里親に委託されている児竜が保育所へ入所する  

場合等の取扱いについて」の一一部改正について」（平成21年3月 31日付  

障障発第0331004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

良通知）に示したように、措置とすること。   

③ 契約または措置で入所した場合でも、その後の児童や家庭等の状況の  

変化に応じて、契約から措置へ、また措置から契約へと柔軟に対応する  

こと。   

④ 民法上、対象児童の保護者以外の者（保護者でない祖父母など）と契  

約することはできないため、保護者が契約できない場合であって、障害  

児施設の利用が必要な場合には、措置とすること。  

3  障害児施設に障害児が入所した後の児童相談所等の関わり   

障害児が契約や措置により障害児施設に入所した後も、子どもが健やかに  

育つことができるような環境を確保する観点から、児童相談所及び都道府県  

等は、「児童相談所運営指針」（平成2年3・月 5 日付児発第178号厚生省児童  

家庭局長通知）等を踏まえつつ、障害児、障害児の保護者及び施設等から継  

続的に情報を収集した上で適切な支援を行うこと。  
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