Ⅱ．各ブロック・都道府県社会就労センター協議会等
１．ブロック協議会
No
名
称
1 北海道社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

代表者
会 長 髙江 智和理
（北海道光生舎）

事務局／所在地(TEL･ FAX)
〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 7丁目
北海道社会福祉総合ｾﾝﾀｰ「かでる2.7内」
北海道社会福祉協議会 施設経営支援部 施設福祉課
Tel:011-241-3982 Fax:011-280-3162

2 東北地区社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 松田 賢雄
（岩手県／石上の園）

〒020-0831
盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内
岩手県社会福祉協議会 福祉経営支援部
Tel:019-637-4407 Fax:019-637-4255

3 関東社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 小池 邦子
（長野県／花工房福祉会）

〒381-2226
長野県長野市若里7-1-7
特定非営利活動法人 長野県セルプセンター協議会
Tel:026-291-8280 Fax:026-291-8290

4 東海北陸社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 都築 裕之
（愛知県／あけぼの作業所）

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁1-50
愛知県社会福祉協議会 施設福祉部
Te:052-212-5509 Fax:052-212-5510

5 近畿社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 中谷 美江
〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1-1-54
（兵庫県／ハピネス川西作業所） 社会福祉指導センター内
大阪府社会福祉協議会 施設福祉部
Tel:06-6762-9001 Fax:06-6768-2426

6 中国四国社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 寺本 賢司
（島根県／邑智園）

〒696-1144
島根県邑智郡美郷町小谷361
邑智園
Tel:0855-77-0041 Fax:0855-77-0411

7 九州社会就労センター協議会

会 長 叶 義文
（福岡県／大牟田恵愛園）

〒816-0804
福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ6Ｆ
福岡県社会福祉協議会 施設福祉部 施設課
Tel:092-584-3377 Fax:092-584-3369

２．都道府県協議会
No
名
称
1 北海道社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

代表者
会 長 髙江 智和理
（北海道光生舎）

2 青森県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 福沢 和彦
（あすなろクリーナース）

3 岩手県社会福祉協議会

部会長 松田 賢雄

障がい者福祉協議会 社会就労部会 （石上の園）

（岩手県社会就労センター協議会）

事務局／所在地(TEL･ FAX)
〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 7丁目
北海道社会福祉総合ｾﾝﾀｰ「かでる2.7内」
北海道社会福祉協議会 法人支援部 法人支援課
Tel:011-241-3982 Fax:011-280-3162
ＵＲＬ： http://www.shougai-syuurou.jp/syuro/index.html
〒030-0954
青森市駒込字月見野916-1 法人事務局内
社会福祉法人義栄会
Tel:017-742-3004 Fax:017-742-3002

会員の範囲
社会就労ｾﾝﾀｰ

〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいﾗﾝﾄﾞ岩手内
岩手県社会福祉協議会 福祉経営支援部
Tel:019-637-4407 Fax:019-637-4255
http://www.iwate-selp.net/fukushi/index.html

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ

4 宮城県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 市川 義直
（共生福祉会）

〒981-1102
仙台市太白区袋原5-12-1
社会福祉法人 共生福祉会 法人本部
Tel:022-306-3688 Fax:022-306-2515

社会就労ｾﾝﾀｰ

5 秋田県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 安田 周悦
（緑光苑）

社会就労ｾﾝﾀｰ

6 山形県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 黒沼 祐蔵
（山形県リハビリセンター）

7 福島県社会福祉協議会
障がい児者福祉施設協議会

会 長 市川 謙介
（ふくしの家）

〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 県社会福祉会館
秋田県社会福祉協議会 施設振興・人材・研修部
施設経営振興担当
Tel:018-864-2715 Fax:018-864-2877
ＵＲＬ： https://www.selp-akita.jp/
〒990-0021
山形市小白川町2-3-31県総合社会福祉ｾﾝﾀｰ内
山形県社会福祉協議会 地域福祉部 地域福祉係
Tel:023-622-5805 Fax:023-626-1623
URL：https://www.selp-akita.jp/
〒960-8141
福島市渡利字七社宮111 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ
福島県社会福祉協議会 福祉サービス支援課
Tel:024-523-0102 Fax:024-573-8201

8 茨城県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 川俣 宗則
（しらゆり荘）

〒315-0075
かすみがうら市中志筑2409-1
しらゆり荘
Tel:0299-59-5290 Fax:0299-59-5912

社会就労ｾﾝﾀｰ・
更生施設・身障療
護施設

9 栃木県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 阿由葉 寛
（社会就労ｾﾝﾀｰきたざと）

社会就労ｾﾝﾀｰ
〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
栃木県社会福祉協議会 地域福祉部施設福祉課
Tel:028-622-0051 Fax:028-621-5298
ＵＲＬ： http://www.tochigi-selp.jp/ （とちぎセルプセンター）
社会就労ｾﾝﾀｰ
〒371-8525
前橋市新前橋町13-12 社会福祉総合ｾﾝﾀｰ
群馬県社会福祉協議会 施設福祉課
Tel:027-255-6034 Fax:027-255-6173

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ・
総合支援法に基
づく事業所 他

10 一般社団法人
群馬県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 中塚 美子
（くわのみ）

11 一般社団法人
埼玉県セルプセンター協議会

会 長 竹村 絵里
（プラスハート）

〒330-0804
さいたま市大宮区堀の内町1-41-7
Tel:048-782-5302 Fax:048-782-5306
ＵＲＬ： http://www.saitama-jyusan.jp/

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所

12 千葉県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 内藤 晃
（就職するなら明朗塾）

〒289-1103
八街市八街に２０
就職するなら明朗塾
Tel:043-442-0101 Fax:043-440-2020

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所・
NPO法人・株式会
社

13 東京都セルプセンター

運営委員長 今西 康二
（東京コロニー）

〒164-0001
中野区中野5-3-32
東京コロニー コロニーもみじやま支援センター
Tel:03-5318-9952 Fax:03-5318-9953
ＵＲＬ： http://www.selp.or.jp/tokyo/index.html

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所

ＵＲＬ： https://gunma-kyodo.jp （群馬県障害者施設等共同受注窓口）

No
名
称
代表者
14 神奈川県社会福祉協議会
会 長 鈴木 暢
施設部会 社会就労ｾﾝﾀｰ協議会 （ハートピア湘南）

15 新潟県社会就労ｾﾝﾀｰ
連絡協議会

16 山梨県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

17 特定非営利活動法人
長野県ｾﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ協議会

会 長 寺口 能弘
（のんぴーり青山）

全国協議員 大野 秀博
（山梨クリナース）

理事長 小池 邦子
（花工房福祉会）

事務局／所在地(TEL･ FAX)
〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡4-2 県社会福祉会館
神奈川県社会福祉協議会 社会福祉施設・団体担当
Tel:045-311-1424 Fax:045-320-4077
ＵＲＬ： http://www.kanagawa-selp.jp
〒950-8575
新潟市中央区上所2-2-2 新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階
新潟県社会福祉協議会 地域福祉課
Tel:025-281-5521 Fax:025-285-0303

会員の範囲
社会就労ｾﾝﾀｰ

〒400-0005
甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ４階
山梨県社会福祉協議会 福祉振興課
Tel:055-254-8610 Fax:055-254-8614

社会就労ｾﾝﾀｰ

〒380-0928
長野市若里7-1-7
Tel:026-291-8280 Fax:026-291-8290
ＵＲＬ： http://www.n-selp.jp/

社会就労ｾﾝﾀｰ

〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-5 ５風来館４階
Tel:054-204-5088 Fax:054-204-5089
ＵＲＬ： http://www.shizuoka-selp.or.jp/index.htm

社会就労ｾﾝﾀｰ

〒930-0887
富山市五福474-2
ゆりの木の里
Tel:076-442-2430 Fax:076-442-2431
ＵＲＬ： http://www.toyama-selp.org
〒920-8557
金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館
石川県社会福祉協議会 施設振興課
Tel:076-224-1211 Fax:076-208-5760

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所・更
生施設

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所

18 一般社団法人
静岡県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

理事長 山下 敏明
（サンステップ）

19 富山県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 中田 匡
（めひの野園）

20 石川県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 竹中 誠
（日本海倶楽部）

21 福井県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 朝日 正幸
（セルプあすなろ）

〒910-0026
福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉センター内
Tel:0776-63-5099 Fax:0776-63-5705
ＵＲＬ： http://e-selp.org/

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所

22 岐阜県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 池田 光巳
（いぶき）

〒502-0907
岐阜市島新町5-9 いぶき内
Tel:058-233-7445 Fax:058-232-9140

社会就労ｾﾝﾀｰ

23 愛知県社会福祉協議会
社会就労センター部会

部会長 都築 裕之
（あけぼの作業所）

〒461-0011
名古屋市東区白壁1-50 愛知県社会福祉会館内
愛知県社会福祉協議会 施設福祉部
Tel:052-212-5509 Fax:052-212-5510

社会就労ｾﾝﾀｰ

24 三重県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 倉田 裕
（サンフラワーガーデン）

〒514-1115
津市木造町1824 サンフラワーガーデン内
Tel：059-255-1102 Ｆax：059-255-1103

社会就労ｾﾝﾀｰ

25 滋賀県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 寺川 登
(あゆみ作業所）

〒527-0087
東近江市平田町717-1
あゆみ作業所
Tel:0748-23-6483 Fax:0748-22-7188

社会就労ｾﾝﾀｰ

26 京都社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 小畑 治
（みっくすはあつ）

〒621-0033
亀岡市薭田野町佐伯大門30-1
かめおか作業所内
Tel:0771-24-2596 Fax:0771-24-7502

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ

ＵＲＬ： http://www.kakehashi-net.jp (石川セルプ振興センター）

No
名
称
27 大阪府社会福祉協議会
セルプ部会

代表者
部会長 西山 和幸
（わかくさ福祉会）

事務局／所在地(TEL･ FAX)
〒542-0065
大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内
Tel:06-6762-9001 Fax:06-6768-2426

会員の範囲
社会就労ｾﾝﾀｰ

ＵＲＬ： http://www.osakafusyakyo.or.jp/test_dummy_newhp/jyusan/index.html

28 兵庫県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 中谷 美江
（ハピネス川西作業所）

29 奈良県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 成田 修
（たんぽぽの家)

（大阪府社協 大阪授産事業振興センター）
〒651-0062
神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター６階
兵庫セルプセンター
Tel:078-414-7311 Fax:078-414-7312
ＵＲＬ： http://www.hyogo-selp.jp/kyou/
〒630-8424
奈良市古市町529-4
コミュニティワーク こッから
Tel:0742-63-6765 Fax:0742-63-6766

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ

30 和歌山県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会 会 長 山添 高道
（あすなろ共同作業所）

〒640-8331
和歌山市美園5-4-6
Tel:073-499-6142 Fax:073-499-6142
ＵＲＬ： http://www.w-selp.onamae.jp

社会就労ｾﾝﾀｰ

31 鳥取県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

〒689-0201
鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内

社会就労ｾﾝﾀｰ

会 長 杉岡 淳一
（白兎はまなす園）

Tel:0857-59-6336
32 島根県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 寺本 賢司
（邑智園）

33 特定非営利活動法人
岡山県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 中村 誠一
（トモニー・きずな）

Fax:0857-59-6341

〒696-1144
邑智郡美郷町小谷361
邑智園
Tel:0855-77-0041 Fax:0855-77-0411

社会就労ｾﾝﾀｰ

〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1

社会就労ｾﾝﾀｰ

岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館 岡山県セルプセンター

Tel:086-222-0300 Fax：086-226-0155
ＵＲＬ： http://www.optic.or.jp/SELP-okayama/
（岡山県セルプセンター）
34 広島県社会就労センター協議会 会 長 桝川 豪
〒732-0816
（ワークホーム聖恵）
広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉会館3階
広島県就労振興センター
Tel:082-252-3100 Fax:082-252-3155
ＵＲＬ： http://www.hwpc.jp/ （広島県就労振興センター）
35 山口県障害福祉ｻｰﾋﾞｽ協議会
部会長 益原 忠郁
〒753-0072
（生活支援センターふなき） 山口市大手町9-6 山口県社会福祉会館
Tel:083-924-2799
36 特定非営利活動法人
理事長 松下 義雄
とくしま障がい者就労支援協議会 （ハーモニー）

37 特定非営利活動法人
香川県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

理事長 高橋 英雄

38 愛媛県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 渡邊 大吾
（ポッポ苑）

39 高知県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 田村 輝雄
（さくら福祉事業所）

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ

Fax:083-924-2798

〒770-0005
徳島市南矢三町2丁目1番59
徳島県立障がい者交流プラザ3階
Tel:088-602-7560 Fax:088-602-7561
ＵＲＬ： http://www.arunjo.com/
〒761-0322
高松市前田東町585-5
Tel:087-813-1420 Fax:087-813-1421
ＵＲＬ： http://www.yorokobi-selp.com/
〒790-8553
松山市持田町3-8-15 愛媛県総合社会福祉会館
愛媛県社会福祉協議会 福祉人材部 人材研修課
Tel:089-921-8566 Fax:089-921-3398
ＵＲＬ： http://www.ehime-selp.jp/
〒789-1201
高岡郡佐川町字寺中甲1037-1
さくら福祉事業所
Tel:0889-22-2113 Fax:0889-22-5369

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所

社会就労ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ

No
名
称
40 福岡県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

代表者
会 長 叶 義文
（大牟田恵愛園）

事務局／所在地(TEL･ FAX)
〒816-0804
春日市原町3-1-7 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ6F
福岡県社会福祉協議会 施設福祉部 施設課
Tel:092-584-3377 Fax:092-584-3369

会員の範囲
社会就労ｾﾝﾀｰ・
NPO法人

41 佐賀県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 中尾 富嗣
（多良岳福祉園）

社会就労ｾﾝﾀｰ・
NPO法人

42 長崎県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 江口
（三彩の里）

〒840-0021
佐賀市鬼丸町7-18 県社会福祉会館内
佐賀県社会福祉協議会 施設人材課
Tel:0952-23-4248 Fax:0952-28-4950
ＵＲＬ： http://saga-jyusankyou.net/
〒852-8555
長崎市茂里町3-24 長崎県総合福祉ｾﾝﾀｰ内
長崎県社会福祉協議会 施設団体課
Tel:095-844-2056 Fax:095-845-1181

43 熊本県社会就労センター協議会 会 長 松本 保孝
（ゆきぞの）

〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町3-7 総合福祉ｾﾝﾀｰ
熊本県社会福祉協議会 施設福祉課
Tel:096-324-5462 Fax:096-355-5440

社会就労ｾﾝﾀｰ

44 大分県就労支援事業所協議会

会 長 花宮 良治
（ソレイユ）

〒870-0907
大分市大津町2-1-41 県総合社会福祉会館
大分県社会福祉協議会 施設団体支援部
Tel:097-558-0300 Fax:097-558-6001

社会就労ｾﾝﾀｰ

45 宮崎県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 岩下 博子
（ブライトハウス住吉）

〒880-0121
宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター
宮崎県社会福祉協議会 地域福祉部 施設支援課
Tel:0985-22-3380 Fax:0985-23-3160

社会就労ｾﾝﾀｰ・
NPO法人

〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1-7 県社会福祉ｾﾝﾀｰ４Ｆ
鹿児島県社会福祉協議会 地域福祉部(施設福祉)
Tel:099-257-1001 Fax:099-250-9358
ＵＲＬ： http://kago-selp.jp/
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉ｾﾝﾀｰ西棟405
Tel:098-882-5663 Fax:098-882-5664
ＵＲＬ： http://www.okiselp.jp/

社会就労ｾﾝﾀｰ

司

46 鹿児島県社会就労センター協議会 会 長 松久保 和俊
（知覧育成園）

47 一般財団法人
沖縄県セルプセンター

理事長 金城 幸範
（たまん）

社会就労ｾﾝﾀｰ
（社会福祉法人・
NPO法人）

社会就労ｾﾝﾀｰ・
小規模作業所

３．各都道府県等セルプセンター
No
名
称
1 認定特定非営利活動法人
日本セルプセンター

代表者
会 長 髙江 智和理

2 北海道社会就労センター協議会

会 長 髙江 智和理
（北海道光生舎）

3 岩手県社会福祉協議会
共同受注センター

会 長 長山 洋

4 特定非営利活動法人
みやぎセルプ協働受注センター

会 長 市川 義直
（共生福祉会）

5 福島県授産事業振興会

会 長 三浦 正一

6 茨城県セルプセンター

会 長 川俣 宗則
（しらゆり荘）

7 とちぎセルプセンター

理事長 黒川 亨

8 一般社団法人
埼玉県セルプセンター協議会

会 長 竹村 絵里
（プラスハート）

9 東京都セルプセンター

運営委員長 今西 康二
（東京コロニー）

10 特定非営利活動法人
神奈川セルプセンター

会 長 鈴木 暢
（ハートピア湘南）

11 特定非営利活動法人
長野県セルプセンター協議会

理事長 小池 邦子
（花工房福祉会）

所在地／(TEL・FAX)
〒160－0022
新宿区新宿1-13-1 大橋御苑駅ビル別館2階
Tel:03-3355-8877 Fax:03-3355-7666
ＵＲＬ： http://www.selpjapan.net/
〒060-0002

札幌市中央区北 2条西 7丁目

北海道社会福祉総合ｾﾝﾀｰ「かでる2.7内」

北海道社会福祉協議会 法人支援部 法人支援課
Tel:011-241-3982 Fax:011-280-3162
ＵＲＬ： http://www.shougai-syuurou.jp/syuro/index.html
〒020-0831
盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいﾗﾝﾄﾞ岩手内
Tel:019-601-7031 Fax:019-637-4255
ＵＲＬ： http://www.iwate-selp.net/
〒981-1102
仙台市太白区袋原5-12-1
仙台ワークキャンパス内
Tel:022-399-6299 Fax:022-306-2515

ＵＲＬ： http://www.miyagi-selp.org/

12 一般社団法人
静岡県社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

13 石川セルプ振興センター

理事長 山下 敏明
（サンステップ）

運営委員長 秋山 和紀
（若草福祉作業所）

〒960-8012
福島市御山町8番30号
福島県保健衛生合同庁舎４階
Ｔel：024-563-1228 Fax：024-563-1234
ＵＲＬ： http://f-jusan.jp/
〒315-0075
かすみがうら市中志筑2409-1
しらゆり荘
Tel:0299-59-5290 Fax:0299-59-5912
〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
栃木県社会福祉協議会 地域福祉部施設福祉課
Tel:028-622-0433 Fax:028-622-5788
ＵＲＬ： http://www.tochigi-selp.jp/
〒330-0804
さいたま市大宮区堀の内町1-41-7
Tel:048-782-5302 Fax:048-782-5306
ＵＲＬ： http://www.saitama-jyusan.jp/
〒164-0001
中野区中野5-3-32
東京コロニー コロニーもみじやま支援センター
Tel:03-5318-9952 Fax:03-5318-9953
ＵＲＬ： http://www.selp.or.jp/tokyo/index.html
〒252-0804
神奈川県藤沢市湘南台1-7-8
エスポワール304号室
Tel:0466-53-7802 Fax:0466-53-7803
〒380-0928
長野市若里7-1-7
Tel:026-291-8280 Fax:026-291-8290
ＵＲＬ： http://www.n-selp.jp/
〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-5 ５風来館４階
Tel:054-204-5088 Fax:054-204-5089
ＵＲＬ： http://www.shizuoka-selp.or.jp/index.htm
〒920-8557
金沢市本多町3-1-10 石川県社会福祉会館
石川県社会福祉協議会 施設振興課
Tel:076-224-1211 Fax:076-208-5760

ＵＲＬ： http://www.kakehashi-net.jp

No
名
称
14 社会福祉法人
福井県セルプ
福井県セルプ振興センター

代表者
理事長 大舘 嘉昭

所在地／(TEL・FAX)
〒910-0028
福井市学園3-7-5
Tel:0776-29-2234 Fax:0776-43-1751
ＵＲＬ： http://www.e-selp.or.jp

15 岐阜県セルプ支援センター

運営委員長 池田 光巳
（いぶき ）

〒500-8385
岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館
岐阜県社会福祉協議会 施設福祉部
Tel:058-273-1111（内線2526） Fax:058-275-4888

16 一般社団法人
愛知県セルプセンター

会 長 近藤 正臣
（名古屋ライトハウス）

〒454-0826
名古屋市中川区小本本町1-71
Tel:052-304-7890 Fax:052-304-7813
ＵＲＬ： http://www.aichi-selp.net/

ＵＲＬ： http://www.winc.or.jp/contents/selp/

17 特定非営利活動法人
共同受注窓口みえ

理事長 松村 浩
（維雅幸育会）

〒514-0003
津市桜橋2-131 三重県社会福祉会館2階
Tel:059-264-7373 Fax:059-264-7374
ＵＲＬ： http://madoguchimie.com/

理事長 兼 センター長 城 貴志 〒525-0032
18 特定非営利活動法人
滋賀県社会就労事業振興センター
草津市大路2-11-15
Tel：077-566-8266 Fax：077-566-8277
ＵＲＬ： http://hataraku-shiga.net/

19 京都社会就労ｾﾝﾀｰ協議会

会 長 小畑 治
（みっくすはあつ）

〒621-0033
亀岡市薭田野町佐伯大門30-1
かめおか作業所内
Tel:0771-24-2596 Fax:0771-24-7502

20 特定非営利活動法人
兵庫セルプセンター

理事長 山﨑 玲輔

〒651-0062
神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター６階
Tel:078-414-7311 Fax:078-414-7312
ＵＲＬ： http://www.hyogo-selp.jp/

21 特定非営利活動法人
理事長 藤井 正紀
奈良県社会就労事業振興センター

〒630-8114
奈良市芝辻町2丁目11-16 圭真ビル102
Tel:0742-93-3244 Fax:0742-93-3245
ＵＲＬ： http://shinko-center.org/

22 和歌山県セルプセンター

会 長 山添 高道
（あすなろ共同作業所）

〒640-8331
和歌山市美園5-4-6
Tel:073-499-6142 Fax:073-499-6142
ＵＲＬ： http://www.w-selp.onamae.jp

23 特定非営利活動法人

会 長 廣田 和幸

〒683-0802
米子市東福原1-1-45
Tel:0859-31-1015 Fax:0859-31-1035
ＵＲＬ： http://sinko-tori.net/

鳥取県障害者就労事業振興センター

24 岡山県セルプセンター

会 長 中村 誠一
（トモニー・きずな）

25 公益社団法人
広島県就労振興センター

会 長 山田 正史
（つつじ）

〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館1階
Tｅｌ：086-222-0300 Fax：086-226-0155
ＵＲＬ： http://www.optic.or.jp/SELP-okayama/
〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉会館3階
Tel:082-252-3100 Fax:082-252-3155
ＵＲＬ： http://www.hwpc.jp/

No
名
称
代表者
26 特定非営利活動法人
理事長 益原 忠邦
山口県社会就労事業振興センター (生活支援センターふなき）

所在地／(TEL・FAX)
〒753-0072
山口市大手町9-6 山口県社会福祉会館
Tel:083-933-1522 Fax:083-933-1533
ＵＲＬ： http://www.selp-yamaguchi.jp/

27 特定非営利活動法人
とくしま障がい者就労支援協議会

〒770-0005
徳島市南矢三町2丁目1番59
徳島県立障がい者交流プラザ3階
Tel:088-602-7560 Fax:088-602-7561
ＵＲＬ： http://www.arunjo.com/
〒837-0922
大牟田市大字今山4368-3
Tel:0944-54-2100 Fax:0944-54-2101
ＵＲＬ： http://magokoro-ichiba.jp/

理事長 松下 義雄
（ハーモニー）

28 特定非営利活動法人
セルプセンター福岡

会 長 叶 義文
（大牟田恵愛園）

29 街かどのふれあいバザール
運営委員会

運営委員長 竹内 一
（ながさきワークビレッジ）

30 熊本県セルプセンター

〒852-8555
長崎市茂里町3-24 長崎県総合福祉センター内
長崎県社会福祉協議会 施設団体課
Tel:095-846-8022 Fax:095-842-7922
ＵＲＬ： http://www.fureai-shop.jp/
会 長 松本 保孝
〒861-4731
（障がい者総合支援センターゆきぞの） 下益城郡美里町栗崎564

31 一般社団法人
代表理事 松久保 和俊
かごしま障がい者共同受注センター （知覧育成園）

32 一般財団法人
沖縄県セルプセンター

理事長 金城 幸範
（たまん）

Tel:0964-47-2381 Fax:0964-47-2382
ＵＲＬ： https://kumamoto.nice-heart-net.jp/
〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1-7 県社会福祉センター4Ｆ
Tel:099-206-5210 Fax:099-250-9358
ＵＲＬ： http://k-kyodo.jp/
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉ｾﾝﾀｰ西棟405
Tel:098-882-5663 Fax:098-882-5664
ＵＲＬ： http://www.okiselp.jp/

