
就労相談支援フローチャート 
湘南西部圏域就労支援NW 
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就職したいという相談を受けたら 

• まずは相談支援の対象者かどうかを確認 
▫  一般の方からの相談もある→ハローワークへ 

• 電話相談の場合 
▫ 相談の経緯、概略の把握（障害種別、氏名、居住
地等） 

▫ 面談（来所、訪問）につなげる 

• 来所相談の場合 
▫ 本人状況把握（相談申込表などで）確認 

• 手帳が無くても支援対象者にはなりうるが、対
応が異なるのでまずは手帳の有無を確認 

次へ 

2 



まず手帳の有無を確認 

• 手帳について知らない 

 

• 手帳を取りたい 

 

• 手帳取得を迷っている 

 

• 手帳は取りたくない 

すでに手帳をお持ちの方 

P4へ 

P4へ 

P5へ 

P5へ 

P7へ 
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手帳制度について説明 

• 在住地の障害福祉課（福祉事務所）及び相談支
援窓口を案内 

• 障害者雇用における手帳取得のメリット、デメ
リットについての説明が必要 

▫ 障害者雇用の対象になることで雇用につながりや
すくなるメリット 

▫ 障害者雇用の枠では比較的低賃金である場合が多
く、雇用条件の確認が必要   etc 

メリット・ 
デメリットへ P5へ 
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手帳と雇用の関係 １ 

• 手帳取得のメリット 

▫ 雇用率制度の対象となり雇用につながりやすい 

 

▫ 職場での障害に応じた配慮が受けやすい 

 

▫ ジョブコーチなどのサポートが受けられる 

 

▫ 採用後も継続的な支援が受けられる 

次へ P6へ 
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手帳と雇用の関係 ２ 

• 手帳取得のデメリット 

▫ 賃金が一般的に低い 

 

▫ 「契約社員」が多い（社会保険は概ね加入） 

 

▫ キャリアアップの機会が比較的少ない 

 

▫ 仕事の幅が限られてしまうこともある 
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手帳について理解したら P7へ 



手帳をお持ちの方は・・・ 

• ハローワーク専門援助部門への求職者登録を確認 
 

▫ 登録していない場合、専門援助部門を案内、また
は同行支援 
 

▫ 職業的重度判定の有無の確認 
 

▫ 手帳をオープンにしたくない方の場合 
 

▫ すでに登録済みの方の場合 

P8へ 

P9へ 

7 



手帳をオープンにしたくない 
• オープンにした場合のメリット、デメリット 

 
• 相談窓口での継続的な相談 
• ハローワーク専門援助部門での継続相談 
• 発達障害支援センターでの相談 
▫ 診断が無い方でもＯＫ 

• 保健所での継続的カウンセリング 
▫ 精神障害の方の場合 

• 雇用の必要性の高い場合は、就業・生活支援セ
ンターにつなぐ 

P30へ 

P15へ 
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P5へ 



すでにハローワーク登録済みの方 

• 現時点での失業手当の有無を確認 

▫ 失業手当あり・年金あり 

 

▫ 失業手当あり・年金なし 

 

▫ 失業手当なし・年金あり 

 

▫ 失業手当なし・年金なし 

P10へ 

P11へ 

P12へ 
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失業手当・年金ともある方 

• 多少余裕をもって仕事を探すことが可能 

• 本人の将来設計も視野に、当面の日中活動の場
の提供や、職業訓練などを視野に入れて求職活
動を展開 

▫ ハローワークの職業相談 

▫ 神奈川障害者職業センターの職業評価 

▫ 就業・生活支援センターによる相談、助言 

▫ 就労移行支援事業所の紹介 

P20へ 

P15へ 

P18へ 
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アセスメントシートへ P13へ 



失業手当あり・年金なしの方 

• 失業手当の受給期間の確認 

• 障害年金取得の可能性を探る 

▫ 在住地の保険年金課へ 

• 訓練等の希望の有無を確認 

▫ 地元の相談支援事業所 

▫ 就労移行支援事業所 

▫ 神奈川障害者職業センター 

 

▫ 就業・生活支援センター 
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P18へ 

P19へ 

P15へ 

アセスメントシートへ P13へ 

有
り
の
場
合 

無
し
の
場
合 



失業手当なし・年金あり（なし） 

• 就労希望が相談のきっかけではあるものの、生
活支援の必要性が高い場合も多いため、丁寧な
アセスメントと引き継ぎが必要 

▫ 経済的余裕の確認 

▫ 家庭状況、生活状況の確認 

▫ 手帳以外の福祉制度の利用の有無 

▫ 生活保護受給の有無、可能性の確認 

▫ 職業訓練などの希望の有無、必要性を確認 
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P13へ アセスメントシートへ 



就職のための訓練へ 

アセスメントシートを記入してみましょう 

就労支援を始めるにあたってのアセスメントシー
トに記入。（別紙） 

 

 ・日常生活で１０点以上かつ合計６０点以上 

 

 

 ・日常生活で０点または６０点未満 

P17へ 
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求職活動開始 P14へ 



求職活動へ 

• 障害者就業・生活支援センター 

 （就労援助センター） 

 

• 障害者しごとサポーター 

 

 

※訓練をしてから就職したい方 

 

P15へ 

P16へ 

P17へ 
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就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障がいがある方が抱える課題に
応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協
力して、就業面および生活面の一体的な支援を行う。 

障がい者就業・生活支援センター 

  

＜就業面での支援＞ 
○就業に関する支援 
 ・就業に関する相談支援 
 ・就職に向けた準備支援 
 （職業準備訓練、職場実習のあっせん） 
 ・就職活動の支援 
 ・職場定着に向けた支援 

○障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ
た雇用管理についての事業所に対する助言 
○関係機関との連絡調整 

＜生活面での支援＞ 
○日常生活、地域生活に関する支援 
 ・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等 
  の日常生活の自己管理に関する助言 
 ・住居、年金、余暇活動など地域生活、生 
  活設計に関する助言 
○関係機関との連絡調整 

平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町にお住まいの方 

住所：平塚市浅間町2-20 
電話：0463-37-1622 
HP：http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sunsity_hiratsuka 
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http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sunsity_hiratsuka
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障害者しごとサポーター 
 企業の雇用管理等や福祉施設における支援の経験者を「障害者しごとサポーター」として、地域
ごとに2名ずつ配置しています。 

 「障害者しごとサポーター」は、地域の福祉施設、関係機関、事業所などを積極的に訪問し、そ
れぞれの情報を結びつけながら、効果的に就労に結び付けていきます。 
 
＜支援内容＞ 
 ・就職の支援  
 ・職場実習を行う際の支援（実習先との調整など）  
 ・職場定着の支援 

 

障害者就労相談センター 
就労支援課 
湘南西部 
障害者しごとサポーター 
 

平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡にお住いの方 

住所：平塚市西八幡1-3-1 
   平塚市合同庁舎別館 
TEL：0463-22-2711 
HP：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6949/p22675.html 
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就職までの支援について 

• 就労移行支援施設での職業訓練 
 

• 障害者職業センターでの職業準備訓練 
 

• 障害者職業能力開発校 
 

• 神奈川能力開発センター 
 

• 障害者就職促進委託訓練「トライ！」 
 

• 福祉的就労で生活リズムを整える 
 
 

P18へ 

P19へ 

P21へ 

P23へ 

P24へ 
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訓練 

P22へ 



就労移行支援とは 

【サービス内容】 

• 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性
に合った職場さがし、就労後の職場定着のための支援。 

• 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職
場訪問等によるサービスを組み合わせた支援。 

• 利用者ごとに、標準時間（24か月）内での利用。 

平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町には 
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法人の名称 事業所の名称 住所 電話 FAX 
主たる対
象者 

ホームページ 

社会福祉法人平塚地域生活福祉会 
スペースセル 就労移行
支援事業部 

平塚市平塚5-8-26AOIビル２F 0463-36-3277 0463-36-3277 精   

社会福祉法人進和学園 しんわルネッサンス 平塚市上吉沢１５２０－１ 0463-58-5414 0463-58-5329 知 http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance 

社会福祉法人湘南福祉センター 自立支援事業所あやとり 平塚市明石町15-16 0463-24-5800 0463-24-5802 知   

社会福祉法人かながわ共同会 
秦野精華園チャレンジセ
ンター 

秦野市南矢名3-2-1 0463-77-8811 0463-77-8815 知 http://www.kyoudoukai.jp/hadano/occupation02.html 

社会福祉法人秦野なでしこ会 ユー・アイ 秦野市桜町2-4-50 0463-80-2889 0463-80-2880 精 http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=1846 

社会福祉法人成和会 ジョブライフはたの 神奈川県秦野市三屋127番地3 0463-75-0118 0463-75-0008 知   

社会福祉法人寿徳会 松下園 秦野市戸川454-1 0463-75-2511 0463-75-1689 知 http://www.matsushita-en.com/ 

社会福祉法人よるべ会 コスタ二宮 中郡二宮町緑が丘1-10-6 0463-73-1551 0463-71-1001 
身、知、
精 

http://www.yorube.or.jp/ 

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance
http://www.kyoudoukai.jp/hadano/occupation02.html
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=1846
http://www.matsushita-en.com/
http://www.matsushita-en.com/
http://www.matsushita-en.com/
http://www.yorube.or.jp/


障害者職業センターでの職業準備支援とは 

【支援内容】 

○障害者職業センターにて作業体験等を通じて、 

・作業面・対人面等に関する自分の特徴 

・興味のある仕事 

・得意なこと、苦手なこと 

・職業上の課題 

・会社に求める配慮事項等 

についての理解を深めるためのサポート 

○一人ひとりの特徴に即して、 
・作業を円滑に行う工夫 
・作業場のコミュニケーションスキルの向上 
・疲労、ストレスの対処など 
職業上の課題を解決するためのサポート 

6週間通所 

求職活動 
ジョブコーチ支援へ 

障害者職業センターとは P20へ 
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障害者職業センター 
 地域における就労支援機関の整備状況等を踏まえ、どの地域においても適切な職業リハビリテー
ションを均等、公平に受けられるようにした上で、他の機関では支援が困難な障害者に対する職業
リハビリテーションサービスを重点的に実施。具体的には障害者に対して、職業評価、職業指導、
職業準備訓練及び職場適応援助等の個々の職業リハビリテーションを個々の障害者の状況に応じて
実施するとともに、事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する助言その他の
支援を実施。また各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者その他の関
係機関がより効果的な職業リハビリテーションを実施することができるよう、これらの関係機関に
対して職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他援助を実施 

 
所在地 〒252-0315 神奈川県相模原市南区桜台13-1 
TEL 042-745-3131 
FAX 042-742-5789 
HP http://www.jeed.or.jp/jeed/location/chiiki/14_kanagawa.html 
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障害者職業能力開発校とは 

職業能力開発推進法に基づいて、国が設置し県が運営する職業能力開
発施設。 

障害のある方が、障害の事情等に応じてその有する能力等を活用し、
職業能力の回復、増進、付与等を可能にするための職業訓練を行う。 

〒252-0315 
神奈川県相模原市南区桜台13番1号 
教務課 
電話 042-744-1243 
FAX 042-740-1497 
HP http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6264/ 
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神奈川能力開発センターとは 

知的障害者の方が恵まれた環境の中で一人ひとりの適性、
能力に応じて就労に必要な知識と技能を学び、職業的自立
を目指すための職業訓練施設。 

2年間の寮生活を行い、生活リズムを構築し、身辺自立、
社会参加を促進する。 

22 

〒259-1101 
神奈川県伊勢原市日向496 
TEL (0463)96-4555 
FAX (0463)96-4593  
HP http://www.noukai.ac.jp/index.html 
 

http://www.noukai.ac.jp/index.html
http://www.noukai.ac.jp/index.html


障害者就職促進委託訓練「トライ！」 

【内容】 

県が実施する障害者を対象とした職業訓練 

障害別に様々なコースがある 

申込先は求職登録をしている各ハローワーク 

知的障害者には通年型あり 
 

【問い合わせ先】 

・地域のハローワーク  

・ＮＰＯ法人障害者雇用部会      TEL：045-270-5825       
・神奈川県障害者職業能力開発校    TEL：042-744-5558 

・神奈川県商工労働局労働部産業人材課 TEL：045-210-5715 

 

ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70158/ 
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福祉的就労とは 
• 就労継続支援A型（雇用型） 

 

 

• 就労継続支援B型（非雇用型） 

 

 

• 地域活動支援センター 

 

 

P25へ 

P26へ 

P29へ 
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神奈川県の福祉事業所検索サイト 
「障害福祉情報サービスかながわ」はこちら P31へ 



就労継続支援Ａ型 
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳
未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及
び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 

【対象者】 

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65
歳未満の者（利用開始時65歳未満の者）。具体的には次のような例が挙げられます。 

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者  

(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者  

(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者  

 
平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町の就労継続支援A型事業所 

法人名称 事業所名称 住所 電話 FAX  
主たる
対象者 

ホームページ 

社会福祉法人進和学園 しんわルネッサンス 
神奈川県平塚市上吉沢

1520-1 
0463-58-5414 0463-58-5329 知 http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance 

社会福祉法人かながわ共同
会 

秦野精華園チャレン
ジセンター 

秦野市南矢名3-2-1 0463-77-8811 0463-77-8815 知 http://www.kyoudoukai.jp/hadano/occupation02.html 

社会福祉法人エル・エム・
ヴィ 

湘南福祉工場 伊勢原市鈴川50-3 0463-94-2065 0463-94-1478 身、知   
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就労継続支援Ｂ型 
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害
者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用される
ことが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった
者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機
会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な
支援を行います。 
【対象者】 
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達して
いる者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が
期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。 
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となっ
た者  
(2) 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定での利用を含む）した結果、B型の利用が適当
と判断された者  
(3) 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金１級受給者  
(4) 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏
しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断
した者（平成24年度までの経過措置）  

 

平塚市、伊勢原市の事業所はこ
ちら（Ｐ２６へ） 

秦野市、大磯町、二宮町の事業
所はこちら（Ｐ２７へ） 

26 



就労継続支援Ｂ型事業所（平塚市、伊勢原市） 
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法人の名称 事業所の名称 住所 電話 FAX 
主たる
対象者 

ホームページ 

社会福祉法人神奈川県厚生協会 貴峯荘ワークピア 平塚市達上ヶ丘1番9号 0463-31-0617 0463-32-1177 身 http://kihoso.net/index.html 

社会福祉法人進和学園 しんわルネッサンス 平塚市上吉沢1520-1 0463-58-5414 0463-58-5329 知 http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance 

医療法人研水会 
ポラリス・ワークサ
ポート 

平塚市出縄335-2 0463-30-0370 0463-30-0630 精 http://kensuikai.or.jp/polaris/work_support/index.html 

特定非営利活動法人神奈川県障害者
自立生活支援センター 

デイサービスセン
ター・キルク 

平塚市桃浜町2-36 0463-35-2710 0463-35-2786 
身、知、
精 http://www.kilc.org/office/hiratsuka.html 

社会福祉法人平塚地域生活福祉会 
就労継続支援事業B型 
スペースセル 

平塚市平塚5-8-26AOIビル２F 0463-36-3277 0463-36-3277 精   

特定非営利活動法人あたた会 ベルカンパニー 平塚市平塚2-7-7 エスイービル2階 0463-33-8120 0463-33-8120 精   

特定非営利活動法人平塚４Ｈの会 
コミュニティハウスか
ざぐるま 

平塚市追分８－２ 佐川ビル２Ｆ 0463-34-8099 0463-34-8099 精   

特定非営利活動法人 山晃央園 山晃央園作業所 平塚市夕陽ヶ丘43-7 0463-31-0723 0463-31-0723 知   

株式会社愉快 スタジオ クーカ 平塚市平塚４－１５－１６ 0463-73-5303 0463-73-5305 
身、知、
精 http://studiocooca.com/ 

特定非営利活動法人よろずやたきの
会 

夢工房 明日花 平塚市四之宮１－３－３１ 0463-74-4628 0463-74-4638 
身、知、
精 http://takinokai.jp/夢工房明日花/ 

社会福祉法人 進和学園 サンメッセしんわ 平塚市高根277番地 0463-35-3800 0463-35-3950 知 http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sanmesse 

社会福祉法人日辰会 ロータス授産センター 平塚市出縄３３６番５ 0463-35-7200 0463-35-7300 知 http://lotus.or.jp/index.html 

特定非営利活動法人みんなの家ココ みんなの家ミミ 平塚市横内3784番地3 0463-51-4628 0463-51-4629 
身、知、
精   

特定非営利活動法人伊勢原市手をつ
なぐ育成会 

地域作業所ドリーム 伊勢原市桜台5-12-27 0463-91-5000 0463-91-5005 知 http://dream.i-ikuseikai.or.jp/ 

特定非営利活動法人クローバー クローバー 伊勢原市沼目3丁目11番3号 0463-92-7536 0463-92-7536 
身、知、
精 

  

社会福祉法人さくらの家福祉農園 
社会福祉法人 さくら
の家福祉農園 

伊勢原市岡崎6940-2 0463-91-7343 0463-91-7346 知 http://www3.ocn.ne.jp/~sakuraie/ 

社会福祉法人緑友会 つくし 
伊勢原市田中７０－５サンライトオア
シス１０１号室 

0463-92-7900 0463-92-7901 知、精   

有限会社からだハウス からだハウス 伊勢原市笠窪３８３－３ 0463-93-0626 0463-93-0625 精   

特定非営利活動法人貴有意の郷 貴有意の郷 伊勢原市池端181 0463-93-5591 0463-93-5591 
身、知、
精 

  

http://kihoso.net/index.html
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/renaissance
http://kensuikai.or.jp/polaris/work_support/index.html
http://www.kilc.org/office/hiratsuka.html
http://studiocooca.com/
http://takinokai.jp/夢工房明日花/
http://takinokai.jp/夢工房明日花/
http://takinokai.jp/夢工房明日花/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sanmesse
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sanmesse
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/sanmesse
http://lotus.or.jp/index.html
http://dream.i-ikuseikai.or.jp/
http://dream.i-ikuseikai.or.jp/
http://dream.i-ikuseikai.or.jp/
http://www3.ocn.ne.jp/~sakuraie/


就労継続支援Ｂ型事業所（秦野市、大磯町、二宮町） 
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法人の名称 事業所の名称 住所 電話 FAX 
主たる
対象者 

ホームページ 

社会福祉法人かながわ共同会 
秦野精華園チャレンジ
センター 

秦野市南矢名3-2-1 0463-77-8811 0463-77-8815 知 http://www.kyoudoukai.jp/hadano/occupation02.html 

社会福祉法人秦野なでしこ会 あけぼの 秦野市寺山434-2 0463-80-0789 0463-80-0788 精 
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Cat
egory=1846 

社会福祉法人地域精神保健福祉会 鶴巻・大根工芸 秦野市鶴巻1840-2 0463-77-7769 0463-77-7769 精   

社会福祉法人成和会 ジョブライフはたの 神奈川県秦野市三屋127番地3 0463-75-0118 0463-75-0008 精   

社会福祉法人成和会 にこにこパン工房 秦野市清水町9-24 0463-84-5556 0463-84-5556 精   

社会福祉法人秦野なでしこ会 ユー・アイ 秦野市桜町2-4-50 0463-80-2889 0463-80-2880 精 
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Cat
egory=1846 

社会福祉法人常成福祉会 秦野ワークセンター 秦野市菩提1711番地2 0463-75-3343 0463-75-3343 身 http://www.jousei.or.jp/jyusan/index.html 

社会福祉法人鶯会 うぐいすの家 秦野市西田原146番地 0463-83-3200 0463-84-5688 
身、知、
精 

  

社会福祉法人かしの木会 
くず葉学園通所事業所
Ⅱ 

秦野市菩提字入角２０５８－２ 0463-75-3224 0463-75-2573 知 http://www.kuzuhagakuen.com/ 

特定非営利活動法人ちっちゃな星
の会 

福祉作業所 リトルス
ター 

秦野市鈴張町１－１ 0463-84-4502 0463-84-4502 
身、知、
精 

  

特定非営利活動法人かがやき会 地域作業所かがやき 秦野市南矢名２丁目６番１７号 0463-78-3532 0463-78-3532 知   

社会福祉法人寿徳会 松下園 秦野市戸川454-1 0463-75-2511 0463-75-1689 知 http://www.matsushita-en.com/ 

一般社団法人伊勢原 もいちど倶楽部 秦野市鶴巻1921-1 0463-91-9050 0463-91-9050 精   

社会福祉法人おおいそ福祉会 かたつむりの家 中郡大磯町国府本郷１１９５－１ 0463-70-1771 0463-70-1772 知 http://www.oiso-fukushikai.or.jp/hp/katatsumuri 

社会福祉法人素心会 素心デイセンター 中郡大磯町虫窪18番地1 0463-71-1256 0463-71-1284 知 http://www.scn-net.ne.jp/~sosinkai/day.html 

特定非営利活動法人ソーシャル
ファーム大磯 

ソーシャルファーム大
磯 みつばち大磯 

中郡大磯町生沢491株式会社ファー
マーズデザイン 

0463－72－5329 0463－72－5472 知、精 http://www.scn-net.ne.jp/~farmers/ 

社会福祉法人二宮町社会福祉協議
会 

愛の家かんな作業所 
中郡二宮町緑が丘1-10-6 二宮町福
祉ワークセンター内 

0463-73-2405 0463-73-2405 
身、知、
精 http://ninomiya-syakyo.jp/menu07.html 

社会福祉法人よるべ会 コスタ二宮 中郡二宮町緑が丘1-10-6 0463-73-1551 0463-71-1001 知 http://www.yorube.or.jp/ 

特定非営利活動法人湘南いこいの
里 

オアシス 中郡二宮町二宮１３７４－２ 0463-71-8314 0463-71-8314 
身、知、
精   

http://www.kyoudoukai.jp/hadano/occupation02.html
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=1846
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=1846
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=1846
http://www.nadeshikokai.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=1846
http://www.jousei.or.jp/jyusan/index.html
http://www.kuzuhagakuen.com/
http://www.matsushita-en.com/
http://www.matsushita-en.com/
http://www.matsushita-en.com/
http://www.oiso-fukushikai.or.jp/hp/katatsumuri
http://www.oiso-fukushikai.or.jp/hp/katatsumuri
http://www.oiso-fukushikai.or.jp/hp/katatsumuri
http://www.scn-net.ne.jp/~sosinkai/day.html
http://www.scn-net.ne.jp/~sosinkai/day.html
http://www.scn-net.ne.jp/~sosinkai/day.html
http://www.scn-net.ne.jp/~farmers/
http://www.scn-net.ne.jp/~farmers/
http://www.scn-net.ne.jp/~farmers/
http://ninomiya-syakyo.jp/menu07.html
http://ninomiya-syakyo.jp/menu07.html
http://ninomiya-syakyo.jp/menu07.html
http://www.yorube.or.jp/


発達障害者支援センター 

 発達障害者支援センターは、発達障害児（者）への支援を総合的に
行うことを目的とした専門的機関です。都道府県・指定都市自ら、ま
たは、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人
等が運営しています。 

 発達障害児（者）とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保
健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における
総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障害児（者）とその
家族からのさまざまな相談に応じ、指導と助言を行っています。 

住所：〒２５９－０１５７ 足柄上郡中井町境２１８ 
電話：：０４６５－８１－０２８８（代表） 
FAX：０４６５－８１－３７０３ 
ホームページ：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f984/ 
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http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f984/


障害福祉情報サービスかながわ 
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HP http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/default.asp 
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