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地域 市町村 担当課 対応分野 所在地 電話番号

障がい福祉課 障がい福祉 019-626-7508
教育委員会学校教育課 学校教育 津志田14-37-2 （都南庁舎） 019-639-9045
地域福祉課 障がい福祉
教育委員会事務局学校教育課 学校教育 野駄第19地割75番地（松尾庁舎） 0195-74-2111（代表）
健康推進課 障がい福祉(精神) 万田渡74-1（健康センター内） 019-692-2227
福祉課 障がい福祉（身体・知的） 019-692-6473
教育委員会学校教育課 学校教育 019-692-6576
健康福祉課 障がい福祉
教育委員会（学校教育係） 学校教育
健康福祉課 障がい福祉
教育委員会 学校教育
福祉課 障がい福祉
教育委員会教育総務課 学校教育
福祉課 障がい福祉 日詰字西裏23-1（本庁舎） 019-672-2111（代表）
教育委員会学務課 学校教育 日詰字下丸森24-2（中央公民館内） 019-672-3362
生きがい推進課 障がい福祉  大字南矢幅14-78（保健福祉交流センター内） 019-611-2823（障がい福祉）

教育委員会学務課 学校教育 大字南矢幅13-123（本庁舎） 019-611-2647

地域福祉課 障がい福祉

教育委員会小中学校課 学校教育 石鳥谷町八幡4-161（石鳥谷総合支所）
0198-45-1311
（教育委員会代表)

福祉課 障がい福祉
教育委員会学校教育課 学校教育 0197-65-3365（教育相談電話）
保健福祉課 障がい福祉 0197-85-3412（障がい福祉）
教育委員会学務課 学校教育 0197-85-2337
健康福祉の里福祉課 障がい福祉

教育委員会学校教育課 学校教育

福祉課 障がい福祉

教育委員会学校教育課 学校教育 江刺区大通り1-8（江刺総合支所）
0197-35-2111
（江刺総合支所代表）

保健福祉センター 障がい福祉 西根鑓水98 0197-44-4560

教育委員会（学校教育係） 学校教育 西根南町22-1（本庁舎） 0197-42-2111（代表）

社会福祉課 障がい福祉 0191-21-8355
教育委員会学校教育課 学校教育 0191-21-8832
保健センター 障がい福祉 0191-46-5571 

教育委員会（学校教育係） 学校教育 0191-46-5576 

地域福祉課 障がい福祉
教育委員会学校教育課 学校教育

社会福祉課 障がい福祉

学校教育課 学校教育

保健福祉課 障がい福祉 0192-46-3862

教育委員会（学校教育係） 学校教育 0192-46-3863

地域福祉課 障がい福祉 0193-22-0177
教育委員会学校教育課 学校教育 鈴子町15-2（教育センター） 0193-22-8833
福祉課 障がい福祉 上町1番3号（大槌小学校校庭：仮庁舎） 0193-42-8715

教育委員会教育部学務課 学校教育 小鎚第32地割金崎126（中央公民館内） 0193-42-6100

こども発達支援センター
こどもの「困り」の総合的な
相談

茂市2-112-1（新里庁舎） 0193-68-9117

教育委員会学校教育課 学校教育 茂市2-112-1（新里庁舎） 0193-68-9118
福祉課 障がい福祉 新川町2-1（本庁舎） 0193-62-2111(代表)
健康福祉課 障がい福祉
教育委員会学校教育課 学校教育
保健福祉課 障がい福祉 岩泉字惣畑59番地5（本庁舎）
教育委員会教育指導室 学校教育 岩泉字松橋21-1（町民会館内）
保健福祉課 障がい福祉 田野畑120-3（保健センター） 0194-33-3102

教育委員会 学校教育 和野278-1（アズビィ楽習センター） 0194-34-2226 
社会福祉課 障がい福祉 0194-52-2119

教育委員会学校指導課 学校教育 0194-52-2155

福祉課 障がい福祉 0194-65-5915

教育委員会総務学校課 学校教育 0194-65-5920

住民福祉課 障がい福祉 大字野田第20地割14番地 0194-78-2927

教育委員会学校教育班 学校教育 大字野田第20地割14番地2 0194-78-2936

住民福祉課 障がい福祉 0194-35-2113

教育委員会（学校教育係） 学校教育 0194-35-2711　

福祉課 障がい福祉

教育委員会教育企画課 学校教育 福岡字川又18-8（分庁舎） 0195-23-3111（代表）

健康福祉課 障がい福祉 大字軽米2-54-5（健康ふれあいセンター内） 0195-46-4736

教育委員会（教育総務グルー
プ）

学校教育 大字軽米10-85（本庁舎） 0195-46-4743

健康福祉課 障がい福祉 一戸字砂森93-2（総合保健福祉センター） 0195-32-3700

教育委員会学校教育課 学校教育 高善寺字大川鉢24-9（本庁舎） 0195-33-2111（代表）

住民生活課 障がい福祉

教育委員会教育総務班 学校教育

１　市町村（本紙P.29「４」）１　市町村（本紙P.29「４」）１　市町村（本紙P.29「４」）１　市町村（本紙P.29「４」）

世田米字川向96-1

陸前高田市

0192-27-3111（代表）

住田町

一関市

金ケ崎町

竹山町7-2（本庁舎）

0193-82-3111（代表）

釜石市
 大渡町三丁目15-26（保健福祉センター）

宮古市

0197-24-2111

0197-64-2111（代表)

沢内字太田２地割８１番地１（沢内庁舎）

北上市

0198-62-2111（代表）

0194-22-2111（代表）

大槌町

山田町 八幡町3番20号（本庁舎）

岩泉町

内丸12-２（本庁舎）

雫石町

岩手町

0198-62-5111（代表）

東舘町8-12（本庁舎）

0198-24-2111（代表)
花巻市

水沢区大手町1-1（本庁舎）

奥州市

遠野市

0192-54-2111（代表）

盛岡市

大更第35地割62番地（本庁舎）

千刈田5-1（本庁舎）

0195-66-2111（代表）

滝沢村  019-684-2111 （代表）

大字五日市10-44（本庁舎） 0195-62-2111（代表）　

葛巻町

花城町9番30号（本庁舎）

鵜飼字中鵜飼55（本庁舎）

西和賀町

芳町1-1（本庁舎）

紫波町

矢巾町

葛巻16-1-1（本庁舎）

野田村

洋野町 種市23-27（種市庁舎）

久慈市 川崎町1-1（本庁舎）

平泉町 平泉字志羅山45-2

大船渡市 盛町字宇津野沢15（本庁舎）

高田町字鳴石42番地5（仮庁舎）

0195-42-2111（代表）

普代村 第9地割字銅屋13番地2（本庁舎）

軽米町

一戸町

九戸村 大字伊保内第10地割11番地6（本庁舎）

福岡字八幡下11番地1
（二戸市総合福祉センター）二戸市

0195-23-1313（代表）

0195-76-2111（代表）

盛岡地域

花巻・北上・
遠野地域

胆江地域

松崎町白岩字薬研淵４－１（健康福祉の里）

　ここでは、市町村の障がい福祉担当課及び教育委員会学校教育担当課を掲載しています。御相談の内容に応じて、御活用ください（掲　ここでは、市町村の障がい福祉担当課及び教育委員会学校教育担当課を掲載しています。御相談の内容に応じて、御活用ください（掲　ここでは、市町村の障がい福祉担当課及び教育委員会学校教育担当課を掲載しています。御相談の内容に応じて、御活用ください（掲　ここでは、市町村の障がい福祉担当課及び教育委員会学校教育担当課を掲載しています。御相談の内容に応じて、御活用ください（掲
載の情報は、平成25年３月１日時点のものです載の情報は、平成25年３月１日時点のものです載の情報は、平成25年３月１日時点のものです載の情報は、平成25年３月１日時点のものですが、が、が、が、平成25年４月から組織名等が変更となる場合には、変更後の内容を掲載しています平成25年４月から組織名等が変更となる場合には、変更後の内容を掲載しています平成25年４月から組織名等が変更となる場合には、変更後の内容を掲載しています平成25年４月から組織名等が変更となる場合には、変更後の内容を掲載しています）。）。）。）。

【対応分野について】【対応分野について】【対応分野について】【対応分野について】
　対応分野については概ね次のとおりとしていますが、相談内容によっては担当課が異なる場合があります。詳しくは、ご相談の際にお住まいの市町村にお問い合わせくださ
い。
「障がい福祉」：障がい福祉の制度に関する相談
「学校教育」：就学、進学に関する相談

両磐地域

気仙地域

釜石地域

久慈地域

二戸地域

八幡平市

宮古・下閉
伊地域

田野畑村
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機関名 支援内容 所在地 電話番号

もりおか・いわて若者サポートス
テーション

〒020-0023
盛岡市内丸11-2岩手県公会堂15号室

電話：019-625-8460
FAX：019-625-8461

みやこ若者サポートステーション
〒027-0031
宮古市八木沢4-1-25

電話：0193-63-4135
FAX：0193-63-4135

機関名 支援内容 所在地 電話番号

ハローワーク盛岡
〒020-0885
盛岡市紺屋町7-26

019-624-8904

ハローワーク沼宮内
〒028-4301
岩手郡岩手町大字沼宮内7‐11‐3

0195-62-2139

ハローワーク釜石
〒026-0043
釜石市新町6‐55

0193-23-8609

ハローワーク遠野
〒028-0524
遠野市新町2‐7

0198-62-2842

ハローワーク宮古
〒027-0038
宮古市小山田1‐1‐1　宮古合同庁舎　1階

0193-63-8609

ハローワーク花巻
〒025-0098
花巻市材木町27‐10

0198-23-5118

ハローワーク一関
〒021-0026
一関市山目字前田13‐3

0191-23-4135

ハローワーク水沢
〒023-8502
奥州市水沢区東中通り1‐5‐35

0197-24-8609

ハローワーク北上
〒024-0091
北上市大曲町5‐17

0197-63-3314

ハローワーク大船渡
〒022-0002
大船渡市大船渡町字赤沢17‐3　大船渡合同庁舎
1階

0192-27-4165

ハローワーク二戸
〒028-6103
二戸市石切所字荷渡6-１　二戸合同庁舎　1階

0195-23-3341

ハローワーク久慈
〒028-0051
久慈市川崎町2‐15

0194-53-3374

ハローワークプラザ北上
〒024-0092
北上市新穀町1-4-1　ツインモールプラザ西館2階

0197-65-5810

機関名 支援内容 所在地 電話番号

ジョブカフェいわて
〒020-0024
盛岡市菜園1-12-18　盛岡菜園センタービル　5階

019-621-1171

ジョブカフェはなまき
〒025-0092
花巻市大通り1-3-5ビジネスインキュベータ内

0198-22-3277

ジョブカフェさくら
〒024-0095
北上市芳町2-8　北上地区合同庁舎　1階

0197-63-3533

ジョブカフェ一関
〒021-0881
一関市大町4-29　なのはなプラザ　4階（旧新鮮館
おおまち）

0191-26-3910

ジョブカフェ気仙
〒022-8502
大船渡市猪川町字前田6-1　大船渡地区合同庁舎
1階

0192-21-3456

ジョブカフェみやこ
〒027-0076
宮古市栄町3-35　キャトル宮古　5階

0193-64-3513

ジョブカフェ久慈
〒028-0051
久慈市川崎町13-1　久慈市勤労青少年ホーム内

0194-53-3344

ジョブカフェいわて☆カシオペア
〒028-6103
二戸市石切所荷渡6-3　二戸地区合同庁舎　1階

050-7544-4480

機関名 支援内容 所在地 電話番号

胆江障害者就業・生活支援セン
ター

〒023-0824
奥州市水沢区台町6-28

0197-51-6306

宮古地区チャレンジド就業・生活
支援センター

〒027-0073
宮古市緑ヶ丘2-3　はあとふるセンターみやこ内

0193-71-1245

盛岡広域障害者就業・生活支援
センター

〒020-0015
盛岡市本町通3-19-1　岩手県福祉総合相談セン
ター2階

019-605-8822

一関広域障害者就業・生活支援
センター

〒029-0131
一関市狐禅寺字石の瀬61-3

0191-34-9100

久慈地区チャレンジド就業・生活
支援センター

〒028-0061
久慈市中央4-34

0194-66-8585

岩手中部障がい者就業・生活支
援センターしごとネットさくら

〒024-0092
北上市本通り2-1-10

0197-63-5791

二戸圏域チャレンジド就業・生活
支援センターカシオペア

〒028-6103
二戸市石切所字川原28-7

0195-26-8012

気仙障がい者就業・生活支援セ
ンター

〒022-0003
大船渡市盛町字東町11-12

0192-27-0833

釜石大槌地域障がい者就業・生
活支援センターキックオフ

〒026-0034
釜石市中妻町1-4-20

0193-55-4181

久慈市、九戸郡(軽米
町、九戸村を除く)、下閉
伊郡のうち普代村

宮古市、下閉伊郡(普代
村を除く)

花巻市

一関市、西磐井郡

奥州市、胆沢郡

北上市、和賀郡

大船渡市、陸前高田市、
気仙郡

盛岡市、八幡平市、岩手
郡、紫波郡

　就職したい人と、社員を採
用したい企業を結び付ける
仕事をしています。
　発達障がいの人は、「トラ
イアル雇用」での就職支援を
受けることができます。これ
は、発達障がいの人を採用
した企業に、３か月間補助金
が出るものです。

-

５　障害者就業・生活支援センター（本紙P.33「13」）５　障害者就業・生活支援センター（本紙P.33「13」）５　障害者就業・生活支援センター（本紙P.33「13」）５　障害者就業・生活支援センター（本紙P.33「13」）

４　ジョブカフェ（本紙P.32「11」）４　ジョブカフェ（本紙P.32「11」）４　ジョブカフェ（本紙P.32「11」）４　ジョブカフェ（本紙P.32「11」）

岩手郡のうち岩手町、葛
巻町
釜石市、遠野市、上閉伊
郡

遠野市

宮古市周辺

二戸市、二戸郡、九戸郡
のうち軽米町、九戸村

３　ハローワーク（本紙P.31「10」）３　ハローワーク（本紙P.31「10」）３　ハローワーク（本紙P.31「10」）３　ハローワーク（本紙P.31「10」）

盛岡広域圏（盛岡市、八
幡平市、岩手町、葛巻
町、雫石町、紫波町、矢
巾町、滝沢村）

宮古広域圏（宮古市、山
田町、岩泉町、田野畑
村）

　就労と自立に困難を抱える
若者と、その家族およびそ
の関係者への支援をおこ
なっています。
　就業に不安のある人や、
長い期間にわたって社会参
加していなかった人に向け
て調理実習などの活動の場
を提供するとともに相談対
応、資格取得から就職活動
にいたるサポートをおこなっ
ています。

地域

地域

２　地域若者サポートステーション（本紙P.31「９」）２　地域若者サポートステーション（本紙P.31「９」）２　地域若者サポートステーション（本紙P.31「９」）２　地域若者サポートステーション（本紙P.31「９」）

　就職に関する様々なサ
ポートをおこなうワンストップ
サービスセンターです。
　岩手県内に８か所あり、そ
れぞれの地域で特色のある
サービスをおこなっておりま
す。
（サービスの内容など、詳し
くは各地域のジョブカフェま
でお問い合わせください。）

花巻市周辺

北上市周辺

一関市周辺

気仙地域

二戸地域

久慈市周辺

気仙地域

地域

盛岡市周辺

釜石地域

二戸市周辺

地域

胆江地域

　県内にある９か所のセン
ターでは、障がいのある人
の就業と生活を一体とした
支援をおこなっています。
　安心して身近な地域で働く
ことができるよう、仕事に関
する相談や支援をおこない
ます。
　また、自立した日常生活を
送るために、必要な支援を
おこないます。

宮古・下閉伊地域

盛岡地域

両磐地域

久慈地域

花巻・北上・遠野地域
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