
　（平成29年10月現在）　

項目 問い合わせ先 相談・支援・助成金等名 概要

岩手産業保健総合支援センター

盛岡市盛岡駅西通二丁目９－１　マリオス１４階
　【℡：019－621－5366】
　電話受付時間：月曜日～金曜日
　　　　　　　　　　　８時３０分～１７時１５分

　・事業者に対する啓発セミナー
　・管理監督者向けの両立支援教育
　・両立支援に関する相談
　・患者（労働者）と事業場との個別調整支援
　・事業場への個別訪問支援

　・事業者等を対象とする研修会を開催します。
　・両立支援促進員が患者（労働者）と事業者との
　　調整を図り、両立支援プランの作成をお手伝い
　　します。
　・がん拠点病院への出張相談窓口の設置（予定）

（一社）日本産業カウンセラー協会東北支部岩手事務
所

盛岡市大沢川原二丁目５－２５
　【℡：019-681-0380】
　https://www.counselor-tohoku.jp/index.html

　・働く人と職場の課題解決のための相談室
　・カウンセラー、講師の派遣

　・産業カウンセラー、キャリアコンサルタントが働く上
　　での様々な相談をお受けいたします。
　　　（相談料金は有料・要予約）
　・働きやすい快適な職場づくりに寄与するため各種
　　研修実施や相談対応をいたします。

（一社）日本産業カウンセラー協会
　【℡：03－5772－2183】
　電話受付時間：月曜日～土曜日
　　　　　　　　　　　１５時００分～２０時００分

  働く人の悩みホットライン
　職場、暮らし、家族、将来設計など働く上での様々な悩
みの相談をお受けいたします。
　（相談料金は無料）

こころの耳
　働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
　【℡：0120－565－455】
　電話受付時間：月曜日～火曜日
　　　　　　　　　　　１７時００分～２２時００分
　　　　　　　　　　　土曜日～日曜日
　　　　　　　　　　　１０時００分～１６時００分

　働く人の「こころの耳電話相談」

　※厚生労働省委託事業
　　（一社）日本産業カウンセラー協会が運営

　職場、暮らし、家族、将来設計など働く上での様々な悩
みの相談をお受けいたします。
　（通話料金・相談料金は無料）

特定非営利活動法人日本キャリア開発協会

東京都中央区日本橋蛎殻町２－１４－５
　ＫＤＸ浜町中ノ橋ビル４階
　下記電話相談予約申し込みサイト
　https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php

　病気になっても働き続けられるよう
　有資格者によるキャリアコンサルティング

　支援対象・範囲：治療と職業生活の両立に悩んでいる
　　　　　　　　就業者・休退職者
　支援内容：１回３０分の電話相談
　　　　　　　　（平日の１０時００分～１９時００分。
　　　　　　　　　相談料は無料ですが通話料はご相談者の
　　　　　　　　　負担となります。）

特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会

東京都港区芝公園１－６－８　泉芝公園ビル５階
　soudan@career-cc.org

　同上 　同上

岩手県医療ソーシャルワーカー協会
事務局　南昌病院医療福祉科内
紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２－１８１
　【℡：080-3145-2771】
　【Email: iwatemsw@drive.ocn.ne.jp】
  受付時間：月曜日～金曜日
　　　　　　　　　　　９時００分～１６時３０分

　保健医療機関において、社会福祉の立場か
ら患者さんやその家族の方々の抱える経済
的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助
し、社会復帰の促進を図る業務を行います。

　県内の各医療機関の中で当協会の会員が属している
医療機関をご案内いたします。

岩手障害者職業センター

盛岡市青山四丁目１２－３０
　【℡：019－646－4117】
　電話受付時間：月曜日～金曜日
　　　　　　　　　　　８時４５分～１７時００分

　・職業相談
　・職業適応援助者（ジョブコーチ）による支援
　・職業準備支援
　等

　障害のある方の就職や職場定着・継続就労が円滑に
進むように職業カウンセラーが働き方（労働時間や職務
内容等）についての相談や事業所との調整を行ったり、
ジョブコーチが職場に出向き、障害のある方と事業主の
双方への支援を行います。また、就職や復職に向けた
ウォーミングアップのための支援（職業準備支援）を行っ
ています。

がん相談支援センター
岩手県がん診療連携拠点病院内（岩手医科大学附属
病院、県立病院（中央、宮古、大船渡、中部、久慈、磐
井、釜石、二戸、胆沢））

各連絡先は別紙１「がん相談支援センター」でご確認
をお願いします。

　がんに関する相談

　医療ソーシャルワーカー等が、がんの治療について、
経済的負担や支援について、療養生活の過ごし方につ
いて、仕事についてなど様々なご相談をお受けいたしま
す。

岩手県肝疾患相談センター
岩手医科大学附属病院　医療福祉相談室内

盛岡市内丸１９－１
　【℡：019-908-2007】
　月曜日～金曜日　９時００分～１６時３０分
　第１、４土曜日　９時００分～１２時００分

　肝疾患に関する相談
　医療ソーシャルワーカー等が、肝疾患の治療につい
て、医療費助成制度について、仕事についてなど様々な
ご相談をお受けいたします。

ハローワーク盛岡　専門相談部門
岩手医科大学附属病院　医療福祉相談室内
（がん相談支援センター）

盛岡市内丸１９－１
　【℡：019－651－5110 ダイヤルイン2117・2133】
　毎週水曜日１３時００分～１６時００分

　就職支援ナビゲーターによる出張相談
　長期療養しながら働きたい方をマンツーマンで支援い
たします。

                            岩手　治療と職業生活の両立支援に係る相談窓口・助成金等一覧表

両立支援
相談

治療と職業
生活の両立
に関する悩
みのご相談
をお受けい
たします。

https://www.counselor-tohoku.jp/index.html
https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php
mailto:soudan@career-cc.org
mailto:iwatemsw@drive.ocn.ne.jp


項目 問い合わせ先 相談・支援・助成金等名 概要

ハローワーク
（県内１２か所のハローワークで相談をお受けしま
す。）

各ハローワークの連絡先は別紙２「ハローワーク」でご
確認をお願いします。

　就労支援相談 　お仕事を選ぶに当たってお悩みの方の相談をお受けい
たします。

岩手労働局雇用環境・均等室
総合労働相談コーナー

盛岡市盛岡駅西通一丁目９－１５　盛岡第２合同庁舎
５階
　【℡：0120－980－783】
　月曜日～金曜日　９時００分～１７時００分

（県内７か所の労働基準監督署にも相談コーナーがあ
ります。）
各労働基準監督署の連絡先は別紙３「労働基準監督
署」でご確認をお願いします。

　総合労働相談
　労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせ、セクハラ等、職場
のトラブルなどでお悩みの方の相談をお受けいたしま
す。

岩手県社会保険労務士会

盛岡市山王町１－１
　【℡：019－651－2373】
　毎月第２週・第４週水曜日１３時００分～１６時００分
　（要予約）

　総合労働相談
　労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせ、セクハラ等、職場
のトラブルなどでお悩みの方の相談をお受けいたしま
す。

日本労働組合総連合会岩手県連合会（連合岩手）

盛岡市菜園一丁目３－６　農林会館４階
　【℡：0120－154－052】
　月曜日～金曜日　１０時００分～１７時００分

　総合労働相談
　労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせ、セクハラ等、職場
のトラブルなどでお悩みの方の相談をお受けいたしま
す。

岩手県中小企業団体中央会

盛岡市肴町４－５　岩手酒類卸ビル２階
　【℡：019－624－1363】

　個別専門指導事業
　（対象：事業協同組合等）

　社会保険労務士などの専門家に、新たな休暇・勤務制
度を導入するための職場の就業規則等の改定などの相
談を行う際の費用の一部を支援いたします。

　障害者雇用安定助成金
　（障害・治療と仕事の両立支援制度
　　助成コース）

　がん等の病気を抱える労働者の病状や治療内容など
に応じた、治療と仕事の両立を支援するための制度を導
入する事業主には、１０万円の助成金が支給されます。

　職場定着支援助成金
　（雇用管理制度助成コース）

　事業主が、新たに雇用管理制度（研修制度、健康づくり
制度等）の導入・実施を行った場合に制度導入助成（１制
度につき１０万円）を、雇用管理制度の適切な運用を経
て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助
成（５７万円（生産性要件を満たした場合は７２万円）を支
給します。

　職場定着支援助成金
　（中小企業団体助成コース）

　中小企業を構成員とする事業協同組合等が、傘下の
中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するた
めに中小企業労働環境向上事業を行った場合に要した
費用の３分の２を助成します。

　障害者職場復帰支援助成金

　事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の
休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のため
に必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主
に対して助成します。

テレワーク相談センター

東京都千代田区神田駿河台一丁目８－１１
　東京ＹＷＣ会館３階
　【℡：0120－91－6479】

　職場意識改善助成金
　（テレワークコース）

　在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレ
ワークに取り組む中小企業主を支援します。
テレワークの導入・実施に関して、web会議用機器の導
入・運用やテレワーク勤務に関する規定の整備等の取組
に要した費用を助成します。

作成：岩手県地域両立支援推進チーム
事務局：岩手労働局労働基準部健康安全課

ＴＥＬ：０１９－６０４－３００７

労働相談・
事業場の
環境整備

就労や仕事
でのお悩み
の相談をお
受けいたし
ます。

助成金

治療と職業
生活の両立
支援のため
の取組に対
して財政的
な費用を援
助いたしま
す。

岩手労働局職業安定部
職業対策課分室（助成金相談コーナー）

盛岡市盛岡駅西通二丁目９－１　マリオス６階
　【℡：019－606－3285】



別紙１

がん相談支援センター名 所在地・電話番号 対応曜日・時間

　岩手医科大学附属病院
　がん患者支援情報室（がん相談支援センター）

　盛岡市内丸１９－１
　【℡：019－651－5677】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時００分～１６時００分
　土曜日（第１・４）（祝日を除く）
　９時００分～１２時００分

　岩手県立中央病院
　地域医療福祉連携室（医療相談室）

　盛岡市上田１－４－１
　【℡：019－653－1151（内線2118)】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　８時３０分～１７時００分

　岩手県立宮古病院
　がん相談支援センター
 （地域医療福祉連携室）

　宮古市崎鍬ヶ崎第１地割１１－２６
　【℡：0193－62－4011（内線2130)】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　８時３０分～１７時１５分

　岩手県立大船渡病院
　気仙がん相談支援センター

　大船渡市大船渡町字山馬越１０－１
　【℡：0192－26－1111（内線2160）】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　8時3０分～１7時15分

　岩手県立中部病院
　がん相談支援センター

　北上市村崎野１７地割１０
　【℡：0197－71－1511（内線1070)】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時００分～１６時00分

　岩手県立久慈病院
　がん相談支援センター

　久慈市旭町第１０地割１
　【℡：0194－53－6131（内線6049)】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　８時３０分～１５時００分（予約制）

　岩手県立磐井病院
　がん相談支援センター

　一関市狐禅寺字大平１７
　【℡：0191－23－3452】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時００分～１７時００分（予約制）

　岩手県立釜石病院
　がん相談支援センター

　釜石市甲子町第１０地割４８３－６
　【℡：0193－25－2011】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時００分～１７時００分

　岩手県立二戸病院
　がん相談支援センター
　（カシオペアがんなんでも相談室）

　二戸市堀野字大川原毛３８－２
　【℡：0195－23－2191（内線5014）】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時００分～１７時００分

　岩手県立胆沢病院
　がん相談支援センター

　奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１
　【℡：0197－24－4121（内線1066）】

　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　９時００分～１７時００分

岩手　治療と職業生活の両立支援に係る相談窓口・助成金等一覧表
岩手県内の「がん相談支援センター」

作成：岩手県地域両立支援推進チーム
事務局：岩手労働局労働基準部健康安全課

ＴＥＬ：０１９－６０４－３００７

掲載している情報は、「国立がん研究センターがん対策情報センター情報サービス」に掲載されている「がん相談支援センター」の所在地等になり
ます。随時、掲載されている情報は更新され、特に対応時間については、現状と異なる場合がありますので、事前にお問い合わせする等によりご
確認ください。
 ※一部病院については、現状の時間に修正しています。



別紙２

ハローワーク名 所在地・電話番号 対応曜日・時間

　ハローワーク盛岡
  専門相談部門

　盛岡市紺屋町7-26
　【℡：019-624-8904】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク沼宮内
　岩手郡岩手町大字沼宮内7-11-3
　【℡：0195-62-2139】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク釜石
　釜石市新町6-55
　【℡：0193-23-8609】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク遠野
　遠野市新町2-7
　【℡：0198-62-2842】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク宮古
　宮古市小山田1-1-1　宮古合同庁舎1F
　【℡：0193-63-8609】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク花巻
　花巻市城内9-27 花巻合同庁舎1F
　【℡：0198-23-5118】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク一関
　一関市山目字前田13-3
　【℡：0191-23-4135】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク水沢
　奥州市水沢区東中通り1-5-35
　【℡：0197-24-8609】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワ ーク北上
　北上市大曲町5-17
　【℡：0197-63-3314】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク大船渡
　大船渡市大船渡町字赤沢17-3　大船渡合同庁舎
　【℡：0192-27-4165】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク二戸
　二戸市石切所字荷渡6-1　二戸合同庁舎1F
　【℡：0195-23-3341】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　ハローワーク久慈
　久慈市川崎町2-15
　【℡：0194-53-3374】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　岩手　治療と職業生活の両立支援に係る相談窓口・助成金等一覧表
岩手県内のハローワーク

作成：岩手県地域両立支援推進チーム
事務局：岩手労働局労働基準部健康安全課

ＴＥＬ：０１９－６０４－３００７



別紙３

労働基準監督署名 所在地・電話番号 対応曜日・時間

　盛岡労働基準監督署
　盛岡市盛岡駅西通1-9-15盛岡第２合同庁舎６F
　【℡：019-604-2530】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　宮古労働基準監督署
　宮古市緑ヶ丘5-29
　【℡：0193-62-6455】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　釜石労働基準監督署
　釜石市上中島町4-3-50　NTT東日本上中島ビル1F
　【℡：0193-23-0651】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　花巻労働基準監督署
　花巻市城内9-27 花巻合同庁舎2F
　【℡：0198-23-5231】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　一関労働基準監督署
　一関市旭町5-11
　【℡：0191-23-4125】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　大船渡労働基準監督署
　大船渡市大船渡町字台13-14
　【℡：0192-26-5231】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

　二戸労働基準監督署
　二戸市石切所字荷渡6-1二戸合同庁舎2F
　【℡：0195-23-4131】

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時3０分～１7時15分

岩手　治療と職業生活の両立支援に係る相談窓口・助成金等一覧表
岩手県内の労働基準監督署（総合労働相談コーナー）

作成：岩手県地域両立支援推進チーム
事務局：岩手労働局労働基準部健康安全課

ＴＥＬ：０１９－６０４－３００７


