
障害のある求職者のみなさまへ 

仕事をしたいと思ったら、まずハローワークへお越しください。ハローワークでは、障害

について専門的な知識をもつ担当者が、仕事に関する情報を提供したり、就職に関する相

談に応じるなど、きめ細かい支援体制を整えています（所在地・連絡先は裏面参照）。 

厚生労働省・愛知労働局・ハローワーク岡崎 

 

ハローワークは、就職を希望する障害者の方に 

専門的な支援を行っています 

  たとえば、次のようなご相談に応じています。 

 仕事をしたいが、不安がある。 

 どのような仕事が向いているかわからない。 

 採用面接で、自分のことをうまく説明する自信がない。 

 就職しても長続きしないのではないか、心配。 

 仕事の探し方や履歴書の書き方など、仕事に関するさまざまな相談に応じます。 

 生活面を含む幅広い支援を希望される方には、「障害者就業・生活支援センター」などの支援機
関をご案内します。 

 障害者を対象とした求人の情報を提供します。 
  ※求人の閲覧方法はハローワークにお尋ねください。 

 障害の状況やこれまでの経験などをお聞きしながら、アドバイスします。 

 職業能力や仕事の適性などを把握するため、必要に応じて専門機関（愛知障害者職業センター）
による職業評価（無料）をご案内します。 

 就職のために新たな技能を身につけたい方には、職業訓練（無料）をご案内します。 

 求人に応募する際、配慮を必要とする内容などをハローワークから求人企業に説明します。 

 ご希望に応じて、ハローワークや就労支援機関の担当者が採用面接に同行します。 

 就職した後も、ハローワークや就労支援機関が、電話や訪問を通じて継続的に支援します。 

 専門的な知識を持った援助者（ジョブコーチ）が就職先を訪問し、職場に適応できるよう、さまざ
まな支援を行う制度をご紹介します。 

 

 
  ハローワークインターネットサービス 検索 （ https://www.hellowork.go.jp/ ） 

● インターネットで障害者求人の検索ができます ●  

障害があるため（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病など）長期にわたり、 
 職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が支援の対象です。手帳の 
 有無は問いません。 
 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はご持参ください。なお、相談の内容 
によっては、主治医の診断書、意見書（ハローワークの書式）の提出をお願いする場合があります。 

https://www.hellowork.go.jp/


＜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。 
 

 ハローワーク 

 地域障害者職業センター 

 障害者就業・生活支援センター 

愛知労働局職業対策課 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング15F  ☎052-219-5507 FAX052-220-0572 

 障害者就労支援センター（名古屋市） 

 その他の支援機関 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ 管轄区域 

 名古屋中 名古屋市中村区名駅南１-２１-５  
  ★０５２ （５８２) ８１７１ 

４５＃ 
  ０５２ （５８1）０８２２ 

西区 中村区 中区 中川区 北区、北名古屋市 清須市 
西春日井郡 

 名古屋南 名古屋市熱田区旗屋２-２２-２１   ０５２ （６８１) １２１７  ０５２ （６８２）０１３４ 瑞穂区 熱田区 港区、南区 緑区 豊明市 

 名古屋東 名古屋市名東区平和が丘１-２   ０５２ （６８６) ４４７６  ０５２ （７７６）５８６５ 
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 

 豊橋 豊橋市大国町１１１   ０５３２ （８１) ０３７６  ０５３２ （５２）７１５９ 豊橋市 田原市  

 岡崎 岡崎市羽根町字北乾地５０-１   ０５６４ （５２) ８６０９  ０５６４ （７１）５８５１ 岡崎市 額田郡 

 一宮 一宮市八幡４-８-７   ０５８６ （８８) ５０１５  ０５８６ （４６）２１７９ 一宮市 稲沢市（平和町を除く。） 

 半田 半田市宮路町２００-４   ０５６９ （２１) ００２３  ０５６９ （２１）９０４５ 半田市 常滑市 東海市 知多市、知多郡 

 瀬戸 瀬戸市東長根町８６   ０５６１ （８２) ５１２３  ０５６１ （８３）８２２６ 瀬戸市 尾張旭市 

 豊田 豊田市常盤町３-２５-７   ０５６５ （３１) １４００  ０５６５ （３１）６１８８ 豊田市 みよし市 

 津島 津島市寺前町２-３   ０５６７ （２６) ３１５８  ０５６７ （２６）１１２７ 
津島市 愛西市 稲沢市（平和町）、弥富市 あま市 海部
郡  

 刈谷 刈谷市若松町１-４６-３   ０５６６ （２１) ５２９８  ０５６６ （２１）６１６３ 刈谷市 安城市 知立市 高浜市、大府市 

  碧南出張所 碧南市浅間町１-４１-４   ０５６６ （４１) ０３２７  ０５６６ （４８）２２６３ 碧南市 

 西尾 西尾市熊味町小松島４１-１   ０５６３ （５６) ３６２２  ０５６３ （５６）３６２４ 西尾市  

 犬山 犬山市松本町２-１０   ０５６８ （６１) ２１８５  ０５６８ （６1）８６０９ 犬山市 江南市 岩倉市 丹羽郡 

 豊川 豊川市千歳通１-３４   ０５３３ （８６) ３１７８  ０５３３ （８６）３１７０ 豊川市 

  蒲郡出張所 蒲郡市港町１６-９   ０５３３ （６７) ８６０９  ０５３３ （６７）１８８１ 蒲郡市 

 新城 新城市西入船２４-１   ０５３６ （２２) １１６０  ０５３６ （２２）１９６０ 新城市 北設楽郡 

 春日井 春日井市大手町２-１３５   ０５６８ （８１) ５１３５  ０５６８ （８４）３６１２ 春日井市 小牧市 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ 

 愛知障害者職業センター 名古屋市中村区椿町１－１６ 井門名古屋ビル４階  ０５２－４５２－３５４１  ０５２－４５２－６２１８ 

 愛知障害者職業センター 豊橋支所 豊橋市駅前大通１－２７ ＭＵＳ証券豊橋ビル６階  ０５３２－５６－３８６１  ０５３２－５６－３８６０ 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ 

 なごや障害者就業・生活支援センター 名古屋市北区大曽根４－７－２８わっぱ共生・共働センター  ０５２－９０８－１０２２  ０５２－９０８－１０２３ 

 尾張北部障害者就業・生活支援センター『ようわ』 春日井市坂下町４－２９５－１  ０５６８－８８－５１１５  ０５６８－８８－５０１５ 

 尾張西部障害者就業・生活支援センター『すろーぷ』 一宮市明地字上平３５番地の１  ０５８６－６８－６８２２  ０５８６－６８－６８２３ 

 尾張東部障害者就業・生活支援センター『アクト』 尾張旭市東印場町二反田１４６  ０５６１－５４－８６７７  ０５６１－５２－５４９２ 

 尾張中部障害者就業・生活支援センター 北名古屋市西之保三町地 広瀬ビル1F西  ０５６８－６８－６０１０  ０５６８－６８－６０７７ 

 海部障害者就業・生活支援センター 津島市天王通り６丁目１番地六三ビル  ０５６７－２２－３６３３  ０５６７－２２－３６３４ 

 知多地域障害者就業・生活支援センター『ワーク』 知多郡東浦町大字緒川字寿久茂１２９  ０５６２－３４－６６６９  ０５６２－３４－６６１８ 

 西三河障害者就業・生活支援センター『輪輪』 岡崎市舞木町字山中町１２１番地  ０５６４－２７－８５１１  ０５６４－２７－８５１１ 

 西三河北部障害者就業・生活支援センター 豊田市栄町１丁目７－１  ０５６５－３６－２１２０  ０５６５－３６－０５６７ 

 豊橋障害者就業・生活支援センター 豊橋市岩崎町字長尾１１９－２  ０５３２－６９－１３２３  ０５３２－６２－７２８３ 

 東三河北部障害者就業・生活支援センター『ウィル』   新城市矢部字本並４８  ０５３６－２４－１３１４  ０５３６－２４－１５５５ 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ 

 障害者就労支援センター 親愛  名古屋市中村区豊国通３－１０  ０５２－５２６－１５１５  ０５２－４６２－１３９９  

 障害者就労支援センター めいりは  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  ０５２－８３５－３８３７  ０５２－８３５－３８２６ 

 名古屋市障害者雇用支援センター 名古屋市熱田区千代田町２０－２６ 知的障害者センターサンハート内  ０５２－６７８－３３３３  ０５２－６８３－５２５０ 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ 

 あいち発達障害者支援センター 春日井市神屋町７１３－８ 心身障害者コロニー内  ０５６８－８８－０８４９  ０５６８－８８－０９６４ 

 名古屋市発達障害者支援センター 『りんくす名古屋』 名古屋市昭和区折戸町４－１６ 児童福祉センター内  ０５２－７５７－６１４０  ０５２－７５７－６１４１ 

 愛知県精神保健福祉センター 名古屋市中区三の丸３－２－１  ０５２－９６２－５３７７  ０５２－９６２－５３７５ 

 名古屋市精神保健福祉センター ここらぼ 名古屋市中村区名楽町４－７－１８  ０５２－４８３－２０９５  ０５２－４８３－２０２９ 

 名古屋市総合リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援課 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山１－２  ０５２－８３５－３８１１  ０５２－８３５－３７４５ 

 愛知県医師会 難病相談室 名古屋市中区栄４－１４－２８  ０５２－２４１－４１４４  ０５２－２４１－４１３０ 

「県内の支援機関一覧」 

 職業訓練機関 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ 

 愛知障害者職業能力開発校 豊川市一宮町上新切３３－１４  ０５３３－９３－２１０２  ０５３３－９３－６５５４  

 愛知県春日台職業訓練校 春日井市神屋町７１３  ０５６８－８８－０８１１  ０５６８－８８－０９４８ 

 なごや職業開拓校 名古屋市西区則武新町２―２４―１４   ０５２－５８２－６００６  ０５２－５８２－６０２２ 

H25.4.1現在 


