
区市町村名 事業所名 住所 電話

1 千代田区 千代田区障害者就労支援センター
千代田区九段南 1-2-1
千代田区役所３階 03-3264-2153

2 中央区 中央区障害者就労支援センター
中央区東日本橋 2-27-12
両国郵便局合同建物５階 03-3865-3889

3 港区 就労支援センター かもめ
港区芝 1-8-23
港区立障害保健福祉センター
５階

03-5439-8062

4 新宿区
公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援
センター 就労支援部 就労支援課
障害者等就労支援担当

新宿区新宿 7-3-29
新宿ここ・から広場
しごと棟１階

03-3200-3316

5 文京区 文京区障害者就労支援センター
文京区本郷 4-15-14
文京区民センター１階 03-5805-1600

6 台東区 台東区障害者就労支援室
台東区松が谷 1-4-12
松が谷福祉会館６階 03-3847-6431

7 墨田区 すみだ障害者就労支援総合センター 墨田区緑 4-25-4 03-5600-2004

8 江東区 江東区障害者就労・生活支援センター
江東区東陽 4-11-28
防災センター２階 03-3699-0325

9 品川区 障害者就労支援センター げんき品川 品川区大崎 4-11-12 03-5496-2525

10 目黒区 目黒障害者就労支援センター
目黒区中央町 2-32-5
スマイルプラザ中央町１階 03-5794-8180

11 大田区 大田区立障がい者就労支援センター 大田区中央 4-30-11 03-5728-9135

12
世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」

世田谷区船橋 5-33-1 03-3302-7927

13
世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」分室「クローバー」

世田谷区太子堂 2-15-1
野村三軒茶屋ビル８階 03-5787-4355

14
世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」分室「そしがや」

世田谷区祖師谷 3-1-3 03-5494-5581

15
世田谷区障害者就労支援センター
「しごとねっと」

世田谷区太子堂 2-15-1
野村三軒茶屋ビル８階 03-3418-1432

16
世田谷区障害者就労支援センター
「ゆに（ＵＮＩ）」

世田谷区上用賀 5-14-1
上用賀アートホール２階 03-5797-2343

17 渋谷区
渋谷区障害者就労支援センター
ハートバレーしぶや

渋谷区神南 1-19-8 03-3462-2513

18 中野区 一般財団法人中野区障害者福祉事業団 中野区新井 2-8-13 03-3388-2941

19 杉並区 杉並区障害者就労支援センター 杉並区高井戸東 4-10-26 03-5346-3250

20 豊島区
豊島区保健福祉部障害福祉課
施設・就労支援グループ

豊島区南池袋 2-45-1 03-3985-8330

21 就労支援センター北 ドリームヴイ 北区上十条 2-1-12 03-3906-7753

22 就労支援センター北 わくわくかん
北区赤羽南 2-6-6
スカイブリッジビル地下１階 03-3598-3337

23 荒川区
荒川区障害者就労支援センター
じょぶ・あらかわ

荒川区南千住 1-13-20 03-3803-4510

24 板橋区
板橋区障がい者就労支援センター
ハート・ワーク

板橋区前野町 4-16-1
板橋区おとしより
保健福祉センター内

03-3968-9900

　就労支援･生活支援コーディネーターなどを配置し、職業相談、職業準備支援、職場開拓、職場定着支援な
どとともに、日常生活及び社会生活上必要な支援を行っています。東京都心身障害者福祉センターで実施した
調査（令和３年８月現在）をもとに作成した就労支援事業の一覧です。　　　　　　　　令和4年4月20日時点

就　労　支　援　機　関

世田谷区

北区

○区市町村障害者就労支援事業



区市町村名 事業所名 住所 電話

25 練馬区
練馬区障害者就労支援センター
レインボーワーク

練馬区豊玉北 5-14-6
新練馬ビル５階 03-3948-6501

26 足立区
足立区障がい福祉センターあしすと
雇用支援室

足立区梅島 3-31-19 03-5681-0133

27 葛飾区 葛飾区障害者就労支援センター
葛飾区立石 5-27-1
ウィメンズパル２階 03-3695-2224

28 江戸川区 江戸川区立障害者就労支援センター 江戸川区東小岩 6-15-2 03-5622-6050

29 八王子市
八王子市障害者就労・生活支援センター
ふらん

八王子市子安町 1-8-3
コーポ森２階 042-642-0080

30 立川市 立川市障害者就労支援センターはたらこ
立川市柴崎町 2-10-16
オオノビル2階 042-525-0884

31 武蔵野市 武蔵野市障害者就労支援センターあいる
武蔵野市境南町 2-5-8
ヴィラージュ武蔵野102号室 0422-26-1855

32 三鷹市 三鷹市障がい者就労支援センターかけはし
三鷹市下連雀 4-15-18
下連雀複合施設２階 0422-27-8864

33 青梅市 青梅市障害者就労支援センター
青梅市東青梅 1-2-5
東青梅センタービル３階 0428-25-8510

34 府中市 府中市障害者就労支援センターみ～な 府中市南町 5-38 042-360-1312

35 昭島市 昭島市障害者就労支援センター クジラ
昭島市松原町 3-6-7
アートヒルズ105 042-569-6433

36
調布市障害者地域生活・就労支援センター
ちょうふだぞう

調布市国領町 3-19‐1 042-487-4552

37
調布市こころの健康支援センター就労支援室
ライズ

調布市布田 5-46-1 042-426-9161

38
町田市障がい者就労・生活支援センター
りんく

042-728-3161

39
町田市障がい者就労・生活支援センター
Let's（レッツ）

042-728-3162

40 小金井市
小金井市障害者就労支援センター
エンジョイワーク・こころ

小金井市前原町 3-41-15 042-387-9866

41 小平市
小平市障害者就労・生活支援センター
ほっと

小平市大沼町 2-1-3 042-316-9078

42 日野市
日野市障害者生活・就労支援センター
くらしごと

日野市多摩平 2-5-1
クレヴィア豊田多摩平の森
サウスレジデンス１階

042-843-1806

43 東村山市 東村山市障害者就労支援 東村山市本町 1-1-1 042-313-3794

44 国分寺市 国分寺市障害者就労支援センター
国分寺市泉町 2-3-8
国分寺市障害者センター１階 042-300-1500

45 国立市
国立市役所健康福祉部しょうがいしゃ支援課
相談支援係就労支援担当

国立市富士見台 2-47-1 042-576-2111

46 福生市
福生市障害者自立生活支援センター
「すてっぷ」

福生市南田園 2-13-1
福祉センター内 042-539-3217

47 狛江市
狛江市障がい者就労支援センター「サポー
ト」

狛江市元和泉 2-35-1
あいとぴあセンター内 03-5438-3533

48 東大和市
東大和市総合福祉センターは～とふる
障害者就労生活支援センター

東大和市桜が丘 2－53－6 042-516-3983

49 清瀬市 清瀬市障害者就労支援センター 清瀬市元町 1-9-14 042-495-0010

50 東久留米市障害者就労支援室 さいわい 東久留米市幸町 3-9-28 042-477-3100

51 東久留米市障害者就労支援室 あおぞら
東久留米市幸町3-6-2
アトモスビル２階 042-476-2625

52 武蔵村山市 武蔵村山市障害者就労支援センターとらい 武蔵村山市伊奈平 1-64-1 042-560-7839

53 多摩市
マルシェたま　多摩市障がい者就労支援
センター なちゅーる

多摩市関戸 4-19-5
市立健康センター４階 042-311-2324

54 稲城市
稲城市障害者総合相談センター
マルシェいなぎ

稲城市東長沼 2107-3
ヒルテラス稲城103 042-379-9234

町田市原町田 4-24-6
せりがや会館１階

町田市

調布市

東久留米市



区市町村名 事業所名 住所 電話

55 羽村市 羽村市障害者就労支援センター エール 羽村市神明台 1-27-4 042-570-1233

56 あきる野市
あきる野市障がい者就労・生活支援センター
あすく

あきる野市秋川 1-7-6
リヴェール麗2階 042-532-1793

57 西東京市
西東京市障害者就労支援センター
一歩

西東京市田無町 4-17-14
西東京市障害者総合支援セン
ターフレンドリー内

042-452-0095

58 瑞穂町 瑞穂町障害者就労支援センター
西多摩郡瑞穂町大字石畑 2008
ふれあいセンター１階 042-568-0139

59 日の出町
日の出町障がい者就労・生活支援センター
あるって

西多摩郡日の出町平井 3261-2 042-519-9761

60
奥多摩町
（※）

奥多摩町福祉保健課福祉係 西多摩郡奥多摩町氷川 1111 0428-83-2777

61
新島村
（※）

新島村民生課福祉介護係
新島村本村 3-12-8
さわやか健康センター内 04992-5-1856

住所 電話

1 障害者就業・生活支援センター ワーキング・トライ 板橋区南常盤台 2-1-7 03-5986-7551

2 障害者就業・生活支援センター アイ-キャリア
世田谷区奥沢 3-31-4
W.OKUSAWA４階 03-6421-8127

3 障害者就業・生活支援センター オープナー 国立市富士見台 1-17-4 042-577-0079

4 障害者就業・生活支援センター ＷＥＬ’Ｓ  ＴＯＫＹＯ
千代田区神田錦町 3-21
ちよだプラットフォーム
スクウエアCN308

03-5259-8372

5 障害者就業・生活支援センター ＴＡＬＡＮＴ　
八王子市明神町 4-5-3
橋捷ビル４階 042-648-3278

6 障害者就業・生活支援センター けるん 福生市本町53 健之会ビル４階 042-553-6320

住所 電話

東京障害者職業センター 上野本所
台東区東上野 4-27-3
上野トーセイビル２階・３階 03-6673-3938

東京障害者職業センター 多摩支所
立川市曙町 2-38-5
立川ビジネスセンタービル５
階

042-529-3341

住所 電話

東京しごと財団　障害者就業支援課
千代田区飯田橋 3-10-3
東京しごとセンター８階 03-5211-2681

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて設置されており、職業生活における自立を図るために就
業及びこれに伴う日常生活支援を行っています。

　職業相談、職業評価、職業準備支援事業、ＯＡ講習、職業適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業など
を行っています。

○公益財団法人　東京しごと財団

　障害者職場体験実習事業、障害者委託訓練事業、東京ジョブコーチ支援事業などの障害者就業支援事業を
行っています。

事業所名

事業所名

○障害者職業センター

　　※印の町村：障害者就労支援の窓口を設置

○障害者就業・生活支援センター

事業所名


