
都道府県名 運営主体（委託先） 住所 HPｱﾄﾞﾚｽ

1 北海道

2 青森県 一般財団法人青森県身体障害者福祉協会 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 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 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会 山形県山形市大字大森385 http://y-sinsyokyo.com/

7 福島県 公益財団法人福島県身体障がい者福祉協会 〒960-8012
福島県福島市御山町8-30 https://fukushinkyo.jp/

8 茨城県 社会福祉法人自立奉仕会 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 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/

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

社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 比企郡嵐山町古里1848番地 https://www.sswc-gr.jp/

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 四街道市四街道１－９－３ https://tisikyo.jp

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

社会福祉法人富山県視覚障害者協会 富山市磯部町3-8-8 https://toyama-ssk.com/

社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会 高岡市葦附1239-27 https://www.shikino.or.jp/

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会 魚津市新金屋2-13-26 https://uoshakyo.net/

社会福祉法人マーシ園 南砺市谷142 https://www.mercy-en.or.jp/

17 石川県 社会福祉法人石川県身体障害者団体連合会 石川県金沢市本多町3丁目1番10号 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/oshirase/it_support.html

18 福井県

19 山梨県 （福）山梨県障害者福祉協会 甲府市北新1-2-12 http://sanshoukyou.net/services/pcvhaken.html

20 長野県

社会福祉法人岐阜アソシア 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 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 特定非営利活動法人浜松NPOネットワークセンター（東部・中部・西部） 浜松市中区佐鳴台３の52の23（東部･中部･西部） http://www.n-pocket.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 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 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 名古屋市港区港陽1-1-65 https://nagoya-lighthouse.jp/joubun/

社会福祉法人三重県視覚障害者協会 三重県津市桜橋二丁目１３１番地 http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/

特定非営利活動法人ＣＴＦ松阪 三重県松阪市中町六丁目9番地サンマンションアトレ松阪駅前1401号室 http://ctf.dip.jp/index.html

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

26 京都府

27 大阪府 社会福祉法人大阪障害者自立支援協会 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 兵庫県神戸市灘区岸地通１－１灘区民ホール２階 http://hyogodeaf.com/office/center

特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会 兵庫県神戸市兵庫区水木通２丁目1-9中山記念会館301 http://hyogo-db.com/index.html

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 和歌山市手平2-1-2 http://wakaten.jp/

31 鳥取県 有限会社ほうき 鳥取県倉吉市山根540-6 http://pasobora-tottori.jp/

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 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 徳島県徳島市南矢三町２丁目１－５９ http://fukushi-center.jp/honbu/#gsc.tab=0

（福）かがわ総合リハビリテーション事業団 香川県高松市田村町1114 http://www.kagawa-reha.net/fukusi.html

（公財）香川県視覚障害者福祉協会 香川県高松市番町1-10-35 http://shikaku.sakura.ne.jp/

（公社）香川県聴覚障害者協会 香川県高松市太田上町405-1 http://www.chosyocenter.com/

38 愛媛県 愛媛県障がい者社会参加推進センター 〒790-8553愛媛県松山市持田町3丁目8-15愛媛県総合社会福祉会館１階 https://ehime-shinsyo.jimdofree.com/

39 高知県 合同会社VIVACE BANBINA 高岡郡日高村下分１６４３番地 HPなし

40 福岡県 福岡県障害者社会参加推進センター 福岡県春日市原町３－１－７　クローバープラザ６階 https://www.kenshinkyo.org/it_support.html

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 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 長崎県障害者社会参加推進センター 長崎県長崎市橋口町１０－２２
長崎県視覚障害者情報センター内 http://johocenter.sakura.ne.jp/

43 熊本県

44 大分県

45 宮崎県 公益財団法人宮崎県視覚障害者福祉協会 宮崎県宮崎市江平西2丁目1番20号 https://www.miyashishou.jp

46 鹿児島県 社会福祉法人　鹿児島県身体障害者福祉協会 鹿児島市小野１丁目１－１ http://shogaisha-kagoshima.jp/etc/pc-soudan/

47 沖縄県

48 札幌市 特定非営利活動法人　札幌チャレンジド 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 仙台市泉区泉中央2－24－1 http://www15.plala.or.jp/isupport/index.html

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

64 広島市 公益社団法人広島市視覚障害者福祉協会 広島市東区光町二丁目１番５号 https://hiroshimashi.jouhoucenter.jp/

24 三重県

28 兵庫県

37 香川県
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