
都道府県名 運営主体（委託先） 実施機関 住所 HPｱﾄﾞﾚｽ

1 北海道 一般社団法人北海道視覚障害者福祉連合会 一般社団法人北海道視覚障害者福祉連合会 北海道札幌市中央区北２条西７丁目　道民活動センタービル４階 http://doshiren.or.jp

2 青森県 一般財団法人青森県身体障害者福祉協会 青森県障害者ITサポートセンター 青森市大字野尻字今田52-4 http://nemunoki.jp/apitsc/index.html

3 岩手県 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 岩手県立視聴覚障がい者情報センター 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 https://www.aiina.jp/site/sityoukaku/

4 宮城県 特定非営利活動法人せんだいアビリティネットワーク みやぎ障害者ＩＴサポートセンター 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目2-27　テクノロジークラウド102 http://saposen.san.or.jp/

5 秋田県

6 山形県

7 福島県

8 茨城県 社会福祉法人自立奉仕会 茨城県障害者ITサポートセンター 茨城県笠間市鯉渕6550 http://www.ifc-net.or.jp/itsupport/

9 栃木県 （福）栃木県社会福祉協議会 栃木県障害者ＩＣＴサポートセンター 宇都宮市若草１－１０－６ https://www.tochigikenshakyo.jp/service/center/ict.html

10 群馬県 パソボラ・サポート群馬 群馬県障害者情報化支援センター 群馬県前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉総合センター内2階 http://www8.wind.ne.jp/gunma-johocenta/

11 埼玉県 特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会 埼玉県障害者ITサポートセンター さいたま市浦和区大原3-10-1 https://www.normanet.ne.jp/~ww100089/it.html

12 千葉県 千視協・あかね・トライアングル西千葉共同事業団 障害者ITサポートセンター 四街道市四街道１－９－３ https://tisikyo.jp

13 東京都 社会福祉法人東京コロニー 東京都障害者IT地域支援センター 〒112-0006　東京都文京区小日向4-1-6
東京都社会福祉保健医療研修センター　1階 https://tokyo-itcenter.com/index.html

14 神奈川県 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 かながわ障害者IT支援ネットワーク 事務局：横浜市中区山下町２３ https://shien-network.kanafuku.jp/

15 新潟県

16 富山県

17 石川県 社会福祉法人石川県身体障害者団体連合会 石川県障害者ＩＴサポートセンター 石川県本多町3丁目1番10号 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/oshirase/it_support.html

18 福井県 福井県身体障害者福祉連合会 福井県障がい者社会参加推進センター 福井市光陽2-3-22 https://www.normanet.ne.jp/~fukui/20_suishin/21_index.html

19 山梨県 （福）山梨県障害者福祉協会 障害者ICTサポートセンター 甲府市北新1-2-12 http://sanshoukyou.net/services/itsupport.html

20 長野県 特定非営利活動法人SOHO未来塾 障がい者ITサポートセンター 長野県松本市本庄1-4-10 KOMATSUマンション１階 https://www.sohomiraijuku.jp/it_support/

社会福祉法人岐阜アソシア 視覚障害者生活情報センターぎふ 岐阜市梅河町1-4 https://www.gifu-associa.com/

一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 福祉メディアステーション 大垣市加賀野4-1-7　ソフトピアジャパンセンター1階 https://f-media.jp/

22 静岡県

社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連聴覚言語障害者情報文化センター 名古屋市中村区中村町7-84-1 http://www.meishinren.or.jp

社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 なごや福祉用具プラザ 名古屋市昭和区御器所通3-12-1 http://www.nagoya-rehab.or.jp/plaza/

社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 わだちコンピュータハウス 名古屋市昭和区下構町1-3-3 https://www.aju-cil.com/work/wadachi.html

社会福祉法人名古屋ライトハウス 名古屋ライトハウス情報文化センター 名古屋市港区港陽1-1-65 https://nagoya-lighthouse.jp/joubun/

一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 あいち聴覚障害者センター 名古屋市中区三の丸1丁目7番2号 https://www.normanet.ne.jp/~ww100046/

24 三重県 社会福祉法人三重県視覚障害者協会 三重県視覚障害者支援センター 三重県津市桜橋2丁目131番地 http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/

25 滋賀県 ＮＰＯ法人滋賀県社会就労事業振興センター 滋賀県障害者IT支援センター 滋賀県草津市大路2-11-15 https://hataraku-shiga.net/abput/hatarakikurashiouen/

26 京都府 特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター 京都障害者ITサポートセンター 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 https://kyoto-itsupport.myeki.net/

27 大阪府 社会福祉法人大阪障害者自立支援協会 大阪府ITステーション 大阪市天王寺区上汐４丁目４－１ http://www.itsapoot.jp/

社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会 兵庫県点字図書館 兵庫県神戸市中央区坂口通２丁目１−１ http://kensikyo.sakura.ne.jp/library.html

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 兵庫県立聴覚障害者情報センター 兵庫県神戸市灘区岸地通１－１灘区民ホール２階 http://hyogodeaf.com/office/center

公益財団法人兵庫県身体障害者福祉協会 ひょうご障害者スマホ・パソコン相談室 兵庫県神戸市中央区坂口通２丁目１−１ https://hyoshinkyo.jp/

29 奈良県

30 和歌山県 社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟 和歌山県点字図書館 和歌山市手平2-1-2 http://wakaten.jp

31 鳥取県 有限会社ほうき 鳥取県障がい者ＩＣＴ相談窓口 鳥取県倉吉市山根540-6 http://www.houki.work/index.html

32 島根県

33 岡山県 公益財団法人岡山県身体障害者福祉連合会 障害者ＩＴサポートセンターおかやま 岡山市北区南方2丁目13-1 http://www.pref.okayama.jp/page/490972.html

34 広島県 広島情報シンフォニー 広島県障害者ITサポートセンター 広島県広島市東区牛田新町二丁目２番１号 http://www.symphony.co.jp/it-support/

35 山口県

36 徳島県 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 徳島県徳島市南矢三町２丁目１－５９ http://fukushi-center.jp/honbu/#gsc.tab=0

37 香川県

38 愛媛県 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 愛媛県障がい者ICTサポートセンター 松山市道後町2丁目12番11号（愛媛県身体障がい者福祉センター内） https://www.ehime-swc.or.jp/facility/shinsho/

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県 特定非営利活動法人
市民生活支援センター
ふくしの家 ゆめくれよん＋ 佐賀県佐賀市鍋島三丁目
３番２０号
鍋島シェストビル３Ｆ http://ykureyon.com

42 長崎県

43 熊本県

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県 社会福祉法人　鹿児島県身体障害者福祉協会 鹿児島県障害者ＩＴサポートセンター 鹿児島市小野１丁目１－１ http://shogaisha-kagoshima.jp/etc/pc-soudan/

47 沖縄県 （特非）沖縄県脊髄損傷者協会 沖縄県障がい者ITサポートセンター 沖縄県浦添市内間5-4-3ハウジングシーサー101 https://o-it.jp/

48 札幌市 特定非営利活動法人　札幌チャレンジド 札幌市障がい者ICTサポートセンター 札幌市北区北７条西６丁目１番地 http://www.s-challenged.jp/itsupport/

49 仙台市 特定非営利活動法人アイサポート仙台 仙台市視覚障害者支援センター 仙台市泉区泉中央2－24－1 http://www15.plala.or.jp/isupport/index.html

社会福祉法人　日本点字図書館 川崎市視覚障害者情報文化センター 川崎市川崎区堤根34-15　ふれあいプラザかわさき3階 http://www.kawasaki-icc.jp/

社会福祉法人　神奈川聴覚障害者総合福祉協会 川崎市聴覚障害者情報文化センター 川崎市中原区井田三舞町14-16 https://www.joubun.net/

55 新潟市 国立大学法人新潟大学 新潟市障がい者ＩＴサポートセンター 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地　新潟大学大学院自然科学研究科内 http://nitsc.site

59 京都市 社会福祉法人京都ライトハウス 京都ライトハウス情報ステーション 京都府京都市北区紫野花ノ坊町１１番地 https://www.kyoto-lighthouse.or.jp/

62 神戸市 特定非営利活動法人　神戸アイライト協会 神戸アイライト協会 神戸市兵庫区水木通２丁目1番9号 中山記念会館内 https://eyelight.eek.jp/

公益社団法人広島市身体障害者福祉団体連合会 広島市障害者支援情報提供サイト 広島市南区松原町５番１号 http://shougai-hiroshimacity.jp/

公益社団法人　広島市身体障害者福祉団体連合会 公益社団法人　広島市身体障害者福祉団体連合会 広島市南区松原町５－１ http://shishinren.com/

公益社団法人広島市視覚障害者福祉協会 広島市視覚障害者情報センター 広島市中区富士見町１１番２７号 https://hiroshimashi.jouhoucenter.jp/

118 高知市 高知市（直営） オーテピア高知声と点字の図書館 高知市追手筋2丁目１－１ https://otepia.kochi.jp/braille/
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53 川崎市
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