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静岡障害者職業センター 〒420-0851 

静岡市葵区黒金町 59-6 

大同生命静岡ビル 7F 

TEL：054-652-3322 

FAX：054-652-3325 

E-mail：shizuoka-ctr@vr.jeed.or.jp 

愛知障害者職業センター 〒453-0015 

名古屋市中村区椿町 1-16 

井門名古屋ビル 2F 

TEL：052-452-3541 

FAX：052-452-6218 

E-mail：aichi-ctr@vr.jeed.or.jp 

豊橋支所 〒440-0888 

豊橋市駅前大通り 1-27 

三菱 UFJ 証券豊橋ビル 6F 

TEL：0532-56-3861 

FAX：0532-56-3860 

E-mail：toyohashi-ctr@vr.jeed.or.jp 

三重障害者職業センター 〒514-0002 

津市島崎町 327-1 

  

TEL：059-224-4726 

FAX：059-224-4707 

E-mail：mie-ctr@vr.jeed.or.jp 

滋賀障害者職業センター 〒525-0027 

草津市野村 2-20-5 

  

TEL：077-564-1641 

FAX：077-564-1663 

E-mail：shiga-ctr@vr.jeed.or.jp 

京都障害者職業センター 〒600-8235 

京都市下京区西洞院通塩小

路下る東油小路町 803 

TEL：075-341-2666 

FAX：075-341-2678 

E-mail：kyoto-ctr@vr.jeed.or.jp 

大阪障害者職業センター 〒541-0056 

大阪市中央区久太郎町

2-4-11 クラボウアネックスビ

ル 4F 

TEL：06-6261-7005 

FAX：06-6261-7066 

E-mail：osaka-ctr@vr.jeed.or.jp 

南大阪支所 〒591-8025 

堺市北区長曽根町 130-23 

堺商工会議所 5F 

TEL：072-258-7137 

FAX：072-258-7139 

E-mail：minamiosaka-ctr@vr.jeed.or.jp

兵庫障害者職業センター 〒657-0833 

神戸市灘区大内通 5-2-2 

  

TEL：078-881-6776 

FAX：078-881-6596 

E-mail：hyogo-ctr@vr.jeed.or.jp 

奈良障害者職業センター 〒630-8014 

奈良市四条大路 4-2-4 

  

TEL：0742-34-5335 

FAX：0742-34-1899 

E-mail：nara-ctr@vr.jeed.or.jp 

和歌山障害者職業センター 〒640-8323 

和歌山市太田 130-3 

  

TEL：073-472-3233 

FAX：073-474-3069 

E-mail：wakayama-ctr@vr.jeed.or.jp 

鳥取障害者職業センター 〒680-0842 

鳥取市吉方 189 

  

TEL：0857-22-0260 

FAX：0857-26-1987 

E-mail：tottori-ctr@vr.jeed.or.jp 

島根障害者職業センター 〒690-0877 

松江市春日町 532 

  

TEL：0852-21-0900 

FAX：0852-21-1909 

E-mail：shimane-ctr@vr.jeed.or.jp 

岡山障害者職業センター 〒700-0952 

岡山市平田 407 

  

TEL：086-243-6955 

FAX：086-241-3599 

E-mail：okayama-ctr@vr.jeed.or.jp 

広島障害者職業センター 〒732-0052 

広島市東区光町 2-15-55 

  

TEL：082-263-7080 

FAX：082-263-7319 

E-mail：hiroshima-ctr@vr.jeed.or.jp 

山口障害者職業センター 〒747-0803 

防府市岡村町 3-1 

  

TEL：0835-21-0520 

FAX：0835-21-0569 

E-mail：yamaguchi-ctr@vr.jeed.or.jp 
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徳島障害者職業センター 〒770-0823 

徳島市出来島本町 1-5 

  

TEL：088-611-8111 

FAX：088-611-8220 

E-mail：tokushima-ctr@vr.jeed.or.jp 

香川障害者職業センター 〒760-0055 

高松市観光通 2-5-20 

  

TEL：087-861-6868 

FAX：087-861-6880 

E-mail：kagawa-ctr@vr.jeed.or.jp 

愛媛障害者職業センター 〒790-0808 

松山市若草町 7-2 

  

TEL：089-921-1213 

FAX：089-921-1214 

E-mail：ehime-ctr@vr.jeed.or.jp 

高知障害者職業センター 〒781-5102 

高知市大津甲 770-3 

  

TEL：088-866-2111 

FAX：088-866-0676 

E-mail：kochi-ctr@vr.jeed.or.jp 

福岡障害者職業センター 〒810-0042 

福岡市中央区赤坂 1-6-19 

ワークプラザ赤坂 5F 

TEL：092-752-5801 

FAX：092-752-5751 

E-mail：fukuoka-ctr@vr.jeed.or.jp 

北九州支所 〒802-0066 

北九州市小倉北区萩崎町

1-27  

TEL：093-941-8521 

FAX：093-941-8513 

E-mail：kitakyusyu-ctr@vr.jeed.or.jp 

佐賀障害者職業センター 〒840-0851 

佐賀市天祐 1-8-5 

  

TEL：0952-24-8030 

FAX：0952-24-8035 

E-mail：saga-ctr@vr.jeed.or.jp 

長崎障害者職業センター 〒852-8104 

長崎市茂里町 3-26 

  

TEL：095-844-3431 

FAX：095-848-1886 

E-mail：nagasaki-ctr@vr.jeed.or.jp 

熊本障害者職業センター 〒862-0971 

熊本市大江 6-1-38-4F 

  

TEL：096-371-8333 

FAX：096-371-8806 

E-mail：kumamoto-ctr@vr.jeed.or.jp 

大分障害者職業センター 〒874-0905 

別府市上野口町 3088-170 

  

TEL：0977-25-9035 

FAX：0977-25-9042 

E-mail：oita-ctr@vr.jeed.or.jp 

宮崎障害者職業センター 〒880-0014 

宮崎市鶴島 2-14-17 

  

TEL：0985-26-5226 

FAX：0985-25-6425 

E-mail：miyazaki-ctr@vr.jeed.or.jp 

鹿児島障害者職業センター 〒890-0063 

鹿児島市鴨池 2-30-10 

  

TEL：099-257-9240 

FAX：099-257-9281 

E-mail：kagoshima-ctr@vr.jeed.or.jp 

沖縄障害者職業センター 〒900-0006 

那覇市おもろまち 1-3-25 

沖縄職業総合庁舎 5F 

TEL：098-861-1254 

FAX：098-861-1116 

E-mail：okinawa-ctr@vr.jeed.or.jp 

 
 
 
●都道府県障害者雇用促進協会（雇用開発協会・雇用促進協会・総合雇用推進協会） 

都道府県協会名 所在地 電話番号 FAX 番号 

（社）北海道障害者雇

用促進協会 

〒060-0004 

札幌市中央区北 4 条西 4 丁目 

札幌国際ビル 4F 

011-242-8581 011-242-9615
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（社）青森県障害者雇

用促進協会 

〒030-0801 

青森市新町 2-2-4 

青森新町二丁目ビル 7F 

017-773-5037 017-722-8043

（社）岩手県障害者雇

用促進協会 

〒020-0024 

盛岡市菜園 1-12-10 

日鉄鉱盛岡ビル 5F 

019-652-8080 019-652-7355

（社）宮城県高齢・障

害者雇用支援協会 

〒980-0021 

仙台市青葉区中央 3-2-1 

青葉通プラザ 2F 

022-265-2076 022-265-2078

（社）秋田県雇用開発

協会 

〒010-0951 

秋田市山王 3-1-7 

東カンビル 3F 

018-863-4805 018-863-4929

（社）山形県障害者雇

用促進協会 

〒990-0828 

山形市双葉町 1-2-3 

山形テルサ 1F 

023-676-8402 023-645-4406

（社）福島県雇用開発

協会 

〒960-8034 

福島市置賜町 1-29 

佐平ビル 8F 

024-524-2731 024-524-2781

（社）茨城県雇用開発

協会 

〒310-0803 

水戸市城南 1-1-6 

サザン水戸ビル 3F 

029-221-6698 029-221-6739

（社）栃木県雇用開発

協会 

〒320-0033 

宇都宮市本町 4-15 

宇都宮 NI ビル 8F 

028-621-2853 028-627-3104

（社）群馬県雇用開発

協会 

〒371-0026 

前橋市大手町 2-6-17 

住友生命前橋ビル 10F 

027-224-3377 027-224-3556

（社）埼玉県雇用開発

協会 

〒330-0063 

さいたま市浦和区高砂 1-1-1 

朝日生命浦和ビル 7F 

048-824-8739 048-822-6481

（社）千葉県雇用開発

協会 

〒260-0015 

千葉市中央区富士見 2-5-15 

千葉塚本第三ビル 9F 

043-225-7071 043-225-7479

（社）東京都障害者雇

用促進協会 

〒101-0061 

千代田区三崎町 1-3-12 

水道橋ビル 6F 

03-3296-7222 03-3296-7230

（財）神奈川県雇用開

発協会 

〒231-0026 

横浜市中区寿町 1-4 

かながわ労働プラザ 7F 

045-633-6110 045-633-5428

（社）新潟県雇用開発

協会 

〒950-0087 

新潟市東大通 1-1-1 

三越・ブラザー共同ビル 7F 

025-241-3123 025-241-3426

（社）富山県雇用開発

協会 

〒930-0004 

富山市桜橋通り 2-25 

富山第一生命ビル 1F 

076-442-2055 076-442-0224

（社）石川県雇用支援

協会 

〒920-8203 

金沢市鞍月 5-181 

AUBE5F 

076-239-0365 076-239-0398

（社）福井県雇用支援

協会 

〒910-0005 

福井市大手 2-7-15 

明治安田生命福井ビル 10F 

0776-24-2392 0776-24-2394
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（社）山梨県雇用促進

協会 

〒400-0031 

甲府市丸の内 2-7-23 

鈴与甲府ビル 4F 

055-222-2112 055-222-2119

（社）長野県雇用開発

協会 

〒380-8506 

長野市南県町 1040-1 

日本生命長野県庁前ビル 6F 

026-226-4684 026-226-5134

（社）岐阜県障害者雇

用促進協会 

〒500-8856 

岐阜市橋本町 2-20 

濃飛ビル 5F 

058-252-2323 058-252-2325

（社）静岡県障害者雇

用促進協会 

〒420-0857 

静岡市葵区御幸町 11-30 

エクセルワード静岡ビル 6F 

054-255-7139 054-253-7910

（社）愛知県障害者雇

用促進協会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄 2-10-19 

名古屋商工会議所ビル 9F 

052-209-5853 052-209-5855

(社)三重県雇用開発

協会 

〒514-0002 

津市島崎町 137-122 

059-227-8030 059-227-8131

（社）滋賀県雇用開発

協会 

〒520-0056 

大津市末広町 1-1 

日本生命大津ビル 3F 

077-525-8644 077-524-9684

（社）京都府高齢・障

害者雇用支援協会 

〒604-8171 

京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町

577-2 太陽生命御池ビル 3F 

075-222-0202 075-222-0225

（社）大阪府雇用開発

協会 

〒530-0001 

大阪市北区梅田 1-12-39 

新阪急ビル 10F 

06-6346-0122 06-6346-0146

（社）兵庫県障害者雇

用促進協会 

〒650-0025 

神戸市中央区相生町 1-2-1 

東成ビルディング 3F 

078-360-3681 078-360-3684

（社）奈良県障害者雇

用促進協会 

〒630-8122 

奈良市三条本町 9-21 

JR 奈良伝宝ﾋﾞﾙ 4Ｆ 

0742-34-2227 0742-34-2383

（社）和歌山県障害者

雇用促進協会 

〒640-8154 

和歌山市六番丁 24 

ニッセイ和歌山ビル 7F 

073-431-2440 073-424-9613

（社）鳥取県高齢・障

害者雇用促進協会 

〒680-0835 

鳥取市東品治町 102 

明治安田生命鳥取駅前ビル 3F 

0857-27-6974 0857-27-6975

（社）島根県雇用促進

協会 

〒690-0826 

松江市学園南 1-2-1 

くにびきメッセ 6F 

0852-21-8131 0852-25-9267

（社）岡山県雇用開発

協会 

〒700-0907 

岡山市下石井 2-1-3 

岡山第一生命ビル 4F 

086-233-2667 086-223-9583

（社）広島県雇用開発

協会 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀 16-14 

第 2 広電ビル 7F 

082-512-1133 082-221-5854

（社）山口県雇用開発

協会 

〒753-0051 

山口市旭通り二丁目 9-19 

山口建設（株）ビル 3F 

083-924-6749 083-924-6697
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（社）徳島雇用支援協

会 

〒770-0831 

徳島市寺島本町西 1-7-1 

日通朝日徳島ビル 7F 

088-655-1050 088-623-3663

（社）香川県雇用支援

協会 

〒760-0017 

高松市番町 1-2-26 

トキワ番町ビル 3F 

087-811-2285 087-811-2286

（社）愛媛高齢・障害

者雇用支援協会 

〒790-0006 

松山市南堀端町 5-8 

オワセビル 4F 

089-943-6622 089-932-2181

（社）高知県雇用開発

協会 

〒780-0053 

高知市駅前町 5-5 

大同生命高知ビル 7F 

088-884-5213 088-884-5306

（財）福岡県高齢者・

障害者雇用支援協会

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前 3-25-21 

博多駅前ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 3F 

092-473-7685 092-451-4150

（社）佐賀県障害者雇

用促進協会 

〒840-0816 

佐賀市駅南本町 5-1 

住友生命佐賀ビル 5F 

0952-29-8883 0952-24-7529

（社）長崎県雇用支援

協会 

〒850-0862 

長崎市出島町 1-14 

出島朝日生命青木ビル 5F 

095-827-6805 095-827-6822

（社）熊本県高齢・障

害者雇用支援協会 

〒860-0844 

熊本市水道町 8-6 

朝日生命熊本ビル 3F 

096-355-1002 096-355-1054

（財）大分県総合雇用

推進協会 

〒870-0026 

大分市金池町 1-1-1 

大交セントラルビル 3F 

097-537-5048 097-538-5465

（社）宮崎県雇用開発

協会 

〒880-0812 

宮崎市高千穂通 2-1-33 

明治安田生命宮崎ビル 8F 

0985-29-0500 0985-29-5131

（財）鹿児島県雇用支

援協会 

〒892-0844 

鹿児島市山之口町 1-10 

鹿児島中央ビルディング 11F 

099-219-2000 099-226-9991

（社）沖縄雇用開発協

会 

〒901-0152 

那覇市字小禄 1831-1 

沖縄産業支援センター7F 

098-891-8460 098-891-8470

 
 
 

■ 難病相談・支援センター 

都道 

府県 

難病相談・支援セ

ンター 

所在地 

ホームページまたはＥメールアドレス 

電話番号   ＦＡＸ番号 

北海道 北海道難病センタ

ー 

〒064-0804  札幌市中央区南 4 条西 10 丁目 

http://www.do-nanren.jp/ 
011-512-3233  011-512-4807 

青森県 難病相談・支援セ

ンター 
 

〒038-1331 青森県青森市浪岡女鹿沢字平野 155 
 

0172-62-5514  0172-62-5514 
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岩手県 岩手県難病相談支

援センター 

〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手団体交流室内 

 
019-614-0711  019-637-7626 

宮城県 宮城県難病相談支

援センター 

〒981-0915 宮城県仙台市青葉区通町1-6-9 通町分庁舎宮城県患者・家族

団体連絡協議会内 

http://www18.ocn.ne.jp/~miyagi-p/ 
022-718-3090  022-275-6360 

秋田県 秋田県難病相談・

支援センター 

〒010-0922 秋田市旭北栄町 1 番 5 号 秋田県社会福祉会館 3 階 

http://akinan.com/ 
018-866-7754  018-866-7782 

山形県 山形県難病相談支

援センター 

〒990-0021 山形市小白川町 2-3-30 山形県小白川庁舎内 

http://www17.plala.or.jp/nanbyou-yamagata/ 
023-631-6061  023-631-6061 

福島県 福島県難病相談支

援センター 
〒960-8065 福島県福島市杉妻町 5-75 
 

024-521-7961  024-521-7963 
茨城県 茨城県難病相談・

支援センター 

〒305-0005 つくば市天久保 2-1-1 筑波大学附属病院内 B 棟 350 号室 

E-mail：nanbyou@mail.hosp.tsukuba.ac.jp  
029-853-3610  029-853-3612 

栃木県 とちぎ難病相談支

援センター 

〒320-0065 栃木県宇都宮市駒生町 3337-1 とちぎリハビリテーションセンタ

ー総合相談部内 http://www.nanbyo.pref.tochigi.jp/nanbyou/ 
028-623-6113  028-623-7255 

群馬県 群馬県難病相談支

援センター 

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目 39 番 15 号（国立大学法人群馬大

学医学部附属病院）http://nanbyou.dept.med.gunma-u.ac.jp/ 
027-220-8069  027-220-8537 

埼玉県 埼玉県難病相談支

援センター 

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 
http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BT00/nanbyo/ 

（県庁特定疾患対策担当 TEL）048-830-3562 
（難病団体 TEL）048-831-8005 
（県庁特定疾患対策担当 FAX）048-830-4804 

千葉県 千葉県総合難病相

談・支援センター 

〒260-0856 千葉市中央区亥鼻 1-8-1 千葉大学医学部附属病院 

http://www.nanbyousien-chiba.jp/ 
043-222-7171 

千葉県 千葉地域難病相

談・支援センター 

〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町 673 独立行政法人国立病院機構千葉

東病院 

 
043-264-3662 

千葉県 東葛南部地域難病

相談・支援センター 

〒279-0021 千葉県浦安市富岡 2-1-1 順天堂大学医学部付属順天堂浦安

病院 
 

047-353-3111（内 2179） 

千葉県 東葛北部地域難病

相談・支援センター 

〒277-0004 千葉県柏市柏下 163-1 東京慈恵会医科大学附属柏病院 

 
047-167-9681 

千葉県 印旛山武地域難病

相談・支援センター 
〒286-0041 千葉県成田市飯田町 90-1 成田赤十字病院 
 

0476-22-2311（内 7503） 

千葉県 香取海匝地域難病

相談・支援センター 

〒289-2511 千葉県旭市イ 1326 総合病院国保旭中央病院 
 

0479-63-8111（内 3150） 

千葉県 夷隅長生地域難病

相談・支援センター 
〒299-4114 千葉県茂原市本納 2777 公立長生病院 
 

0475-34-2121 
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千葉県 安房地域難病相

談・支援センター 

〒296-0041 千葉県鴨川市東町 929 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 
 

04-7099-1261 
千葉県 君津地域難病相

談・支援センター 

〒292-0822 千葉県木更津市桜井 1010 国保直営総合病院君津中央病院 

 

0438-36-1071（内 2809） 

千葉県 市原地域難病相

談・支援センター 

〒277-0004 千葉県市原市姉崎 3426-3 帝京大学医学部附属市原病院 

 

0436-62-1211（内 1287） 

東京都 東京都難病相談・

支援センター 
〒112-0012 東京都文京区大塚 4-21-5 
 

03-3943-4050  03-3943-4051 
神奈川

県 
かながわ難病相

談・支援センター 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かながわ県民センター14 階 

http://www.kanagawa-nc.join-us.jp/ 
045-321-2711  045-321-2651 

新潟県 新潟県難病相談支

援センター 

〒950-2085 新潟県新潟市真砂 1-14-1 （独立行政法人国立病院機構西新

潟中央病院内）http://homepage2.nifty.com/niigata-nansen/ 
025-267-2170  025-267-2210 

富山県 富山県難病相談･

支援センター 

〒930-0094 富山県富山市安住町 5 番 21 号 富山県総合福祉会館(サンシ

ップとやま）7 階

http://www.toyama-shakyo.or.jp/nanbyousenta-/index.htm 
076-432-6577 

石川県 石川県難病相談･

支援センター 

〒920-0353 石川県金沢市赤土町 13-1 石川県リハビリテーションセンター

内 http://www.pref.ishikawa.jp/nanbyou/ 

TEL：076-266-2738  FAX：076-266-2864 

福井県 福井県難病支援セ

ンター 

〒910-0846 福井県福井市四ツ井 2 丁目 8-1 福井県立病院内 3 階

http://www.hokuriku.ne.jp/support/ 

TEL：0776-52-1135（直通） 0776-54-5151（内線 2585）  

FAX：0776-52-1135 

山梨県 山梨県難病相談・

支援センター 

〒400-8543 山梨県甲府市太田町 9-1 (中北保健所等合同庁舎内）

http://www.nanbyou-soudan.jp/index.html 
055-223-3241  055-223-3241 

長野県  同様事業を県内１０保健所及び長野県難病患者連絡協議会において実施中 
TEL：長野県衛生部保健予防課感染症難病係 026-235-7148 
FAX：長野県衛生部保健予防課感染症難病係 026-235-7170

岐阜県 難病生きがいサポ

ートセンター 
〒500-8881 岐阜県岐阜市青柳町 5-2-4 

http://www.gifunanbyo.org/ 
058-252-3567  058-252-3567 

静岡県 静岡県難病相談支

援センター 
〒424-0806 静岡県静岡市清水区辻 4-4-17 

http://www.spcc.or.jp/ 
0543-63-1233  0543-63-1233 

愛知県 愛知県医師会難病

相談室 
〒460-0008 名古屋市中区栄 4 丁目 14 番 28 号 

 
052-241-4144 

三重県 三重県難病相談支

援センター 

〒514-0003 三重県津市桜橋 3 丁目 446-34（三重県津庁舎）

http://members2.tsukaeru.net/mie-nanbyo/ 
059-223-5063  059-223-5064 

滋賀県 滋賀県難病相談・

支援センター 

〒520-0044 滋賀県大津市京町 4 丁目 3-28 厚生会館別館 2 階 

E-mail：sigananbyo@ex.biwa.ne.jp 
077-526-0171  077-526-0172 

京都府 京都府難病相談・

支援センター 

〒616-8255 京都市右京区鳴滝音戸山町 8 独立行政法人国立病院機構宇

多野病院内 http://www.pref616kyoto-nanbyoucenter.jp/ 
075-461-5148/5154  075-461-5163 
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大阪府 大阪難病相談支援

センター 

〒553-0006 大阪市福島区吉野 4-29-20 大阪 NPO プラザ 203 
 
TEL：06-6463-2388   FAX：06-6463-2298 

兵庫県 兵庫県難病相談セ

ンター 
〒660-0828 尼崎市東大物町 1-1-1 

http://www.amahosp.amagasaki.hyogo.jp/nanbyo/ 

TEL：06-6482-7205   FAX：06-6482-7205 

奈良県 奈良県難病相談支

援センター 

〒639-1005 大和郡山市植槻町 3-16 奈良県郡山保健所内 

http://www.pref.nara.jp/nanbyounet/ 

TEL：0743-53-2701（内線 115） 0743-55-0631（直通） FAX：
0743-52-6095 

和歌山

県 
和歌山県難病・子

ども保健相談支援

センター 

〒641-8510 和歌山市紀三井寺 811-1 和歌山県立医科大学付属病院 3 階

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050300/kodomo/index.ht

ml  
073-445-0520  073-445-0603  

鳥取県 鳥取県難病相談・

支援センター 

〒683-0826 鳥取県米子市西町 36-1 鳥取大学医学部附属病院内 
 

0859-38-6986  0859-38-6985 
島根県 しまね難病相談支

援センター 

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町 223-7 島根難病研究所内 

http://www.nanken.or.jp/ 
0853-24-8510  0853-22-6498 

岡山県 岡山県難病相談・

支援センター 

〒700-0952 岡山市平田 408-1 岡山県南部健康づくりセンター1 階 

http://www.okakenko.jp/zaidan/ 
086-246-6284  086-246-6285 

広島県 難病対策センター

（CIDC) 
〒734-0037 広島市南区霞 1 丁目 2-3（広島大学病院内 外来棟 2 階）

http://home.hiroshima-u.ac.jp/%7Enaika3/cidc/index.html 

ＴＥＬ：082-252-3777 （小児難病相談室）082-256-5558  ＦＡ

Ｘ：082-257-5072 

山口県  未設置  

徳島県 徳島県難病相談・

支援センター 

〒770-0941 徳島市万代町 1 丁目 1 番地 県庁健康増進課疾病対策担当 

 

（県庁健康増進課疾病対策担当）088-621-2224  （県庁健康増進

課）088-621-2841 

香川県 香川県難病相談支

援ネットワーク事業 

〒760-0017 高松市番町 4-1-10（県庁本館 16 階 健康福祉総務課内）

http://www.pref.kagawa.jp/kenkosomu/nanbyo/index.shtml 

（県庁）087-832-3272  （県難病連）087-844-4976 
（県庁）087-861-2193  （県難病連）087-844-4976 

愛媛県 愛媛県難病相談・

支援センター 

〒790-0001 愛媛県松山市末広町 1 番地 1 愛媛県健康増進センター内

http://www.pref.ehime.jp/040hokenhukushi/030healthpro/0000

7221050906/nanbyou.htm 

(089)935-8784  089-921-5609 

高知県 高知県難病相談・

支援センター 
5 か所の福祉保健所（安芸・中央東・中央西・須崎・幡多） 

http://www.pref.kochi.jp/~kenkou/nanbyou/nanbyousoudan.html 

ＴＥＬ：（調整窓口）(高知県健康づくり課母子・難病対策担

当)088-823-9678 
ＦＡＸ：（調整窓口）(高知県健康づくり課母子・難病対策担

当)088-873-9941 

福岡県 福岡県難病相談・

支援センター 

〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 九州大学医学部神経内科内 

http://www.med.kyushu-u.ac.jp/nanbyou/center/center_top.htm 
092-643-8292  092-643-1389 

佐賀県 佐賀県難病相談・

支援センター 
〒840-0814 佐賀市成章町 5-2  

http://www2.bunbun.ne.jp/~sagapref-nanbyo/ 
0952-27-0855  0952-27-0855 
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長崎県 長崎県難病相談・

支援センター 

〒852-8104 長崎市茂里町 3 番 24 号 
 
095-846-8620  095-846-8607 

熊本県 熊本県難病相談・

支援センター 

〒862-0901 熊本県熊本市東町 4 丁目 11 番 1 号 熊本県健康センター内

http://kumanan.fc2web.com/ 
096-331-0555  096-369-3080 

大分県 平成 19 年度中設置予定 

宮崎県 宮崎県難病相談・

支援センター 

〒880-0007 宮崎県宮崎市原町 2-22 宮崎県福祉総合センター2 階 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/nanbyo_center

/index.html  
0985-31-3414  0985-31-3414 

鹿児島

県 
鹿児島県難病相

談・支援センター 

●県難病相談・支援センター【県庁 健康増進課】 

●地域難病相談・支援センター【お住まいの市町村を管轄する保健所】 

（県難病相談支援センター）県庁 健康増進課 099-286-2714 
（難病連相談・支援センター）NPO 法人鹿児島県難病・障害者連絡協議

会 099-261-4900 

沖縄県 沖縄県難病相談・

支援センター 

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-24-29NPO「アンビシャス」 

http://www.ambitious-npo.com/ 
098-951-0567  098-951-0565 

 
 
■ 地域難病患者団体 

団体名 
所在地 ホームページＵＲＬ 

電話番号等 

日本難病･疾病団体協議

会 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-20-9 巣鴨ファーストビル 3F 

TEL：03-5940-0182  ＦＡＸ：03-5395-2833 

財団法人北海道難病連  〒064-8506 北海道札幌市中央区南 4 条西 10 丁目  http://www.do-nanren.jp/

TEL：011-512-3233  ＦＡＸ：011-512-4807 

青森県難病団体等連絡

協議会  

〒038-1331 青森市浪岡大字女鹿沢字平岩木憩いの家内 

ＴＥＬ：0172-62-5514  ＦＡＸ：0172-62-5514 

岩手県難病団体連絡協

議会 

〒020-0831 盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内 

ＴＥＬ：019-614-0711  ＦＡＸ：019-637-7626 

(NPO)宮城県患者・家族

団体連絡協議会 

〒981-0915 仙台市青葉区通町 1 丁目-6-9 通町分庁舎内 

ＴＥＬ：022-275-6360  ＦＡＸ：022-275-6360 

(NPO)秋田県難病団体連

絡協議会  

〒010-0922 秋田市旭北栄町 1 番 5 号 秋田県社会福祉会館 3 階 

http://www.akinan.com/index.html 

TEL：018-823-6233  ＦＡＸ：018-824-4627 

山形県難病等団体連絡

協議会  

〒990-0021 山形市小白川町 2-3-30 県小白川庁舎 1F 山形県難病相談支援セ

ンター内    http://www3.ic-net.or.jp/%7Ekennanren/ 

TEL：090-2986-9590 川越   ＦＡＸ：023-625-3184 

福島県難病団体連絡協

議会 

〒960-8253 福島市泉字曲松 21-2 エムハウス１階 

TEL：024-556-1702 ＦＡＸ：024-556-1702 

茨城県難病団体連絡協

議会 

〒310-0851 水戸市千波町 1918 県総合福祉会館内 4F 

TEL：029-244-4535   ＦＡＸ：029-244-4535 

栃木県難病団体連絡協

議会 

〒321-0113 宇都宮市砂田町 461 玉木方 

ＴＥＬ：028-656-2386   ＦＡＸ：028-656-7260 

群馬県難病団体連絡協

議会  

〒371-0843 前橋市新前橋町 13-12 群馬県福祉総合センター ４Ｆ 

http://www5.ocn.ne.jp/%7Eg-nanbyo/ 

TEL：027-255-0035  ＦＡＸ：027-255-0035 

千葉県難病団体連絡協

議会 

〒272-0144 市川市新井 2-5-7 望月方 

TEL：047-358-2904   ＦＡＸ：047-358-2904 
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(社)埼玉県障害難病団体

協議会  

〒338-0801 さいたま市大原 3-10-1 県障害者交流センター内 

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/snk/ 

TEL：048-831-8005   MAIL：shnky@tbm.t-com.ne.jp 

特定非営利活動法人 

東京難病団体連絡協議

会  

〒112-0012 東京都文京区大塚 4-21-5  

http://www.tounanren.org/ 

TEL：03-3943-0020  FAX：03-3943-4051  

MAIL：info@tounanren.org 

（NPO）神奈川難病連 

 

〒221-0834 横浜市神奈川区台町１６-１  ソレイユ台町４０１号 神奈川難病連 

TEL：045-314-6771  FAX：045-314-6771 

新潟県患者・家族団体協

議会 

〒950-0328 新潟市舞潟 38-1 舞平クリニック 

ＴＥＬ：025-280-7441  FAX：280-7441 

NPO 法人難病ネットワー

クとやま  

〒930-0036 富山市清水町 1 丁目 1-1   http://www.toyamav.net/%7Enannet/ 

TEL：076-423-0188   FAX：076-423-0188 

山梨県患者家族団体協

議会 

〒406-0821 山梨県笛吹市八代町北 1617 

TEL：055-265-1568   FAX：055-265-1568 

長野県難病患者連絡協

議会 

〒399-0425 長野県上伊那郡辰野町樋口 463-5 有坂 方 

TEL：0266-43-2022   FAX：0266-43-0105 

岐阜県難病団体連絡協

議会  

〒500-8881 岐阜市青柳町 5-2-4 

http://www.gifunanbyo.org/explain.html  

TEL：058-253-6864   ＦＡＸ：058-253-6864 

(NPO)静岡県難病団体連

絡協議会 

〒424-0806 静岡市清水区辻 4-4-17  

ＴＥＬ：054-364-6202   ＦＡＸ：054-363-1233 

愛知県難病団体連合会 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸 1-7-2 桜華会館・南館３階 

TEL：052-223-4430   FAX：052-223-4430 

(NPO)三重難病連 〒514-8567 津市桜橋 3-446-34 

ＴＥＬ：059-223-5035   ＦＡＸ：059-223-5064 

NPO)滋賀県難病連絡協

議会 

〒520-0044 大津市京町 4-3-28 滋賀県厚生会館別館 2 階 

TEL：0 77-510-0703   ＦＡＸ：077-510-0703  

京都難病団体連絡協議

会  

〒602-8143 京都市上京区堀川通丸太町南入 京都社会福祉会館 4F 

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/k-nanren/ 

TEL：075-822-2691   ＦＡＸ：075-822-2691 

ＮＰＯ法人大阪難病連  〒553-0006 大阪市福島区吉野 4-29-20 大阪ＮＰＯプラザ 203 

http://www15.ocn.ne.jp/%7Enanren72/ 

TEL：06-6463-2388   ＦＡＸ：06-6463-2298 

兵庫県難病団体連絡協

議会  

〒650-0021 神戸市中央区三宮町 1-9-1-903-2  

http://www.sanynet.ne.jp/%7Ehyonanre/ 

TEL：078-322-1878   ＦＡＸ：078-322-1876 

(NPO)奈良難病連 〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町 265-8 白樺ハイツ大宮Ⅱ106 

http://www.geocities.jp/nara_nanbyouren/ 

TEL：0742-35-6707   ＦＡＸ：0742-35-6707 

和歌山県難病連 〒649-6612 紀ノ川市北涌 371 森田方 

TEL：0736-75-4413   ＦＡＸ：0736-75-4413 

岡山県難病団体連絡協

議会 

〒701-0204 岡山市大福 281-5 青木内科小児科医院 

TEL：086-281-5831   ＦＡＸ：086-281-6481 

広島難病団体連絡協議

会  

〒730-0013 広島市中区八丁堀 1-23 ヴェル八丁堀 515 号 

http://www.hiroshima-cdas.or.jp/home/kanyuu/nanren-index.html 

TEL：082-227-7834   ＦＡＸ：082-227-7841 

とくしま難病支援ネットワ

ーク  

〒771-1232 徳島県板野郡藍住町富吉字穂実 35-9 藤井美幸 方 

http://wwwi.netwave.or.jp/%7Esun-8015/ 

TEL：088-692-0016   FAX：088-692-0016 


