
令和4年度 障害者芸術文化活動支援センター等の設置状況

ブロック 都道府県 運営団体 センター名/担当部署 郵便番号 住所

広域センター 社会福祉法人ゆうゆう
アールブリュット推進センターGently
（ジェントリー）

061-0231
北海道石狩郡当別町六軒町70-18
社会福祉法人ゆうゆう内

北海道

青森県 社会福祉法人あーるど
青森アール・ブリュットサポートセンター
（AASC）

037-0017 青森県五所川原市漆川字鍋懸147-2

岩手県 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団
岩手県障がい者芸術活動支援センター
かだあると

020-0114 岩手県盛岡市高松3-7-33

秋田県

広域センター
特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャ
パン 東北事務局

南東北・北関東ブロック広域センター 980-8546
宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15
仙台フォーラス7階

宮城県
特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャ
パン 東北事務局

障害者芸術活動支援センター＠宮城
（愛称：SOUP）

980-8546
宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15
仙台フォーラス7階

山形県 社会福祉法人愛泉会 ぎゃらりーら・ら・ら
やまがたアートサポートセンターら・ら・
ら

990-0033 山形県山形市諏訪町一丁目2番7号

福島県 社会福祉法人安積愛育園 はじまりの美術館 969-3122 福島県耶麻郡猪苗代町新町4873

茨城県

栃木県 認定特定非営利活動法人もうひとつの美術館 とちぎアートサポートセンターTAM[タム] 324-0618 栃木県那須郡那珂川町小口1181-2

群馬県

広域センター 社会福祉法人みぬま福祉会
南関東・甲信障害者アートサポートセン
ター

333-0831
埼玉県川口市木曽呂1445
社会福祉法人みぬま福祉会 工房集内

埼玉県
（基幹型）

社会福祉法人みぬま福祉会
埼玉県障害者芸術文化活動支援センター
アートセンター集

333-0831
埼玉県川口市木曽呂1445
社会福祉法人みぬま福祉会 工房集内

埼玉県
（基幹型）

社会福祉法人昴 ART（ｓ）さいほく 355-0077
埼玉県東松山市上唐子1532-5
まちこうばGROOVIN'内

千葉県 株式会社いろだま
千葉アール・ブリュットセンター
うみのもり

299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮2553‐8

東京都 社会福祉法人 愛成会
東京アートサポートセンターRights（ライ
ツ）

164-0002 東京都中野区上高田3-38-5 太和屋産業ビル2階

神奈川県 認定ＮＰＯ法人ＳＴスポット横浜
神奈川県障がい者芸術文化活動支援セン
ター

220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15　横浜ＳＴビ
ル208　認定ＮＰＯ法人ＳＴスポット横浜内

山梨県 社会福祉法人八ヶ岳名水会
YAN 山梨アール・ブリュットネットワーク
センター

408-0025 山梨県北杜市長坂町長坂下条1237-3

長野県 社会福祉法人　長野県社会福祉事業団 長野県障がい者芸術文化活動支援センター 381-0034
長野市大字高田364番地１
（長野県社会福祉事業団　本部事務局内）

広域センター 社会福祉法人みんなでいきる
東海・北陸ブロック障害者芸術文化活動広
域支援センター

943-0834 新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル307号室

新潟県 社会福祉法人みんなでいきる 新潟県障害者芸術文化活動支援センター 943-0834
新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル307号室
社会福祉法人みんなでいきる法人本部内

富山県 アートNPO工房COCOPELLI
富山県障害者芸術活動支援センター ばーと
◎とやま(BE=ART◎TOYAMA）

933-0115 富山県高岡市伏木古府元町２-５

石川県
特定非営利活動法人地域支援センターポレポ
レ

文化・芸術活動支援センターかける 920-1346 石川県金沢市三小牛町イ３－２

福井県 社会福祉法人ハスの実の家
福井県障がい者芸術文化活動支援センター
・ふくみなーと

910-4103 福井県あわら市二面87-26-2

岐阜県 公益財団法人岐阜県教育文化財団
岐阜県障がい者芸術文化支援センター
（TASCぎふ）

502-0841
岐阜県岐阜市学園町3-42　ぎふ清流文化プラザ
1F

静岡県
特定非営利活動法人オールしずおかベストコ
ミュニティ

静岡県障害者文化芸術活動支援センターみ
らーと

420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-5　5風来館4階

愛知県
特定非営利活動法人愛知アート・コレクティ
ブ

愛知県障害者芸術文化活動支援センター 462-0841
愛知県名古屋市北区黒川本通2-40 一久ビル2F
（あいち芸術福祉株式会社）

三重県 公益社団法人三重県障害者団体連合会 三重県障がい者芸術文化活動支援センター 514-0113
三重県津市一身田大古曽670-2
三重県身体障害者総合福祉センター内

南関東・甲信

東海・北陸

―

―

―

北海道・北東北

南東北・北関東

―



広域センター 一般財団法人たんぽぽの家 障害とアートの相談室 630-8044 奈良県奈良市六条西3-25-4

滋賀県 社会福祉法人グロー
アール・ブリュット インフォメーション＆
サポートセンター

521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4837-2

京都府 きょうと障害者文化芸術推進機構 art space co-jin 602-0853
京都府京都市上京区河原町通荒神口上ル宮垣町
83 レ・フレール１階

大阪府 ビッグ・アイ共働機構 国際障害者交流センター  ビッグ・アイ 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-8-1

兵庫県 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

奈良県

和歌山県 和歌山県
和歌山県　福祉保健部福祉保健政策局障害
福祉課

640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1

広域センター 特定非営利活動法人脳損傷友の会高知青い空
中国・四国Artbrut Support Center
passerelle

780-8014 高知県高知市塩屋崎町2丁目12-42

鳥取県 特定非営利活動法人アートピアとっとり あいサポート・アートセンター 682-0821 鳥取県倉吉市魚町2563

島根県 社会福祉法人いわみ福祉会
島根県障がい者文化芸術活動支援センター
アートベースしまねいろ

695-0024 島根県江津市二宮町神主1964番地31

岡山県

広島県
認定特定非営利活動法人コミュニティリー
ダーひゅーるぽん

広島県アートサポートセンター 731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-28-15

山口県

徳島県 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団
徳島県障がい者芸術・文化活動支援セン
ター

770-0005
徳島県徳島市南矢三町2-1-59
徳島県立障がい者交流プラザ1階

香川県 NPO法人音楽療法グループWALKS
香川みんなのアート活動センターKAGAWA
MOVES

761-1703 香川県高松市香川町浅野1032-6

愛媛県 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 愛媛県障がい者アートサポートセンター 790-0843
愛媛県松山市道後町2-12-11
（愛媛県身体障がい者福祉センター内）

高知県 特定非営利活動法人蛸蔵 藁工ミュージアム　分室 781-0074 高知県高知市南金田28

広域センター 特定非営利活動法人まる 九州障害者アートサポートセンター 815-0041
福岡県福岡市南区野間1-13-1
グレイスビル602号

福岡県 特定非営利活動法人まる
FACT（福岡県障がい者文化芸術活動支援セ
ンター）

815-0041
福岡県福岡市南区野間1-13-1 グレイスビル602
号

佐賀県 社会福祉法人はる 佐賀県障がい者芸術活動支援センター SANC 849-0917
佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1168-1
社会福祉法人はる内

長崎県 長崎県障害者社会参加推進センター 長崎県障害者芸術文化活動支援センター 852-8104 長崎県長崎市茂里町3-24 総合福祉センター内

熊本県 社会福祉法人　愛隣園
障害者芸術文化活動支援センター＠熊本 愛
隣館

861-0551 熊本県山鹿市津留2022

大分県
公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財
団

おおいた障がい者芸術文化支援センター 870-0029
大分県大分市高砂町2-33
iichiko総合文化センター内

宮崎県
社会福祉法人ゆくり
（アートステーションどんこや）

宮崎県障がい者芸術文化支援センター 880-0825 宮崎県宮崎市東大宮4-23-1

鹿児島県 社会福祉法人ゆうかり
鹿児島県障害者芸術文化活動支援センター
（かごしまアールブリュットセンター）

890-0014
鹿児島市草牟田1丁目8-7
地域生活支援拠点ゆうかり内

沖縄県

- 特定非営利活動法人アートＮＰＯリンク 連携事務局 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜ＳＴビル
208

- 株式会社precog 連携事務局 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-24-15

全国

近畿

中国・四国

九州

―

―

―

―


