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６ 就労についての相談 
◆ハローワーク（公共職業安定所） 

 
 
 
 

機 関 名 電 話 番 号 FAX 番号 所 在 地 管 轄 地 域 

ハローワーク広島 
（広島公共職業安定所） 

082-223-8609 082-223-5122 
広島市中区上八丁堀
8-2 広島清水ビル 1～４
階 

広島市のうち中区，西
区，安佐南区，佐伯区
（湯来町，杉並台を除く） 

ハローワーク広島東 
（広島東公共職業安定所） 

082-264-8609 082-264-1355 広島市東区光が丘 13-7 
広島市のうち東区，南
区，安芸区，安芸郡 

ハローワーク可部 
（可部公共職業安定所 

082-815-8609 082-814-6222 
広島市安佐北区可部南
三丁目 3-36 

広島市のうち安佐北区，
山県郡 

ハローワーク広島西条 
（広島西条公共職業安定所） 

082-422-8609 082-422-7294 
東広島市西条町寺家
6479-1 

東広島市 

ハローワーク竹原 
（広島西条公共職業安定所
竹原出張所） 

0846-22-8609 0846-22-9316 竹原市中央５丁目 2-11 竹原市，豊田郡 

ハローワーク呉 
（呉公共職業安定所） 

0823-25-8609 0823-22-1106 呉市西中央一丁目 5-2 呉市，江田島市 

ハローワーク尾道 
（尾道公共職業安定所） 

0848-23-8609 0848-23-2852 
尾道市栗原西二丁目
7-10 

尾道市，世羅郡 

ハローワーク福山 
（福山公共職業安定所） 

084-923-8609 084-931-8486 福山市東桜町 3-12 福山市 

ハローワーク三原 
（三原公共職業安定所） 

0848-64-8609 0848-62-0130 三原市館町一丁目 6-10 三原市 

ハローワーク三次 
（三次公共職業安定所） 

0824-62-8609 0824-62-1859 
三次市十日市東三丁目
4-6 

三次市 

ハローワーク安芸高田 
（三次公共職業安定所安芸
高田出張所） 

0826-42-0605 0826-42-0224 
安芸高田市吉田町 
吉田 1814-5 

安芸高田市 

ハローワーク庄原 
（三次公共職業安定所庄原
出張所） 

0824-72-1197 0824-72-7533 
庄原市中本町一丁目
20-1 

庄原市 

ハローワーク府中 
（府中公共職業安定所） 

0847-43-8609 0847-43-1115 府中市府中町 188-2 府中市，神石郡 

ハローワーク廿日市 
（廿日市公共職業安定所） 

0829-32-8609 0829-32-3350 
廿日市市串戸四丁目
9-32 

廿日市市，広島市佐伯
区のうち湯来町，杉並台 

ハローワーク大竹 
（廿日市市公共職業安定所
大竹出張所） 

0827-52-8609 0827-53-8609 
大 竹 市 白 石 一 丁 目
18-16 

大竹市 

 ◆広島障害者職業センター 

 

 

機 関 名 電 話 番 号 FAX 番号 所 在 地 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構広島支部 広島障害者職業センター 
082-263-7080 082-263-7319 

広島市東区光二丁目 15-55 

（広島市児童総合相談センター２階） 

 

就労についての相談を行っています。 
相談時間 月～金 8：30～17：15（祝日・年末年始を除く） 

  

障害者職業カウンセラー等を配置し，就職希望者に対する職業評価，職業相談，職業準備支援，ジョブコ
ーチ支援や職場復帰支援などを行っています。 
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◆障害者就業・生活支援センター 
 
 
 
 
 
 
 
 

機関名[設置主体] 電 話 番 号 FAX 番号 住所 管轄地域 

広島障害者就業・生活支援 
センター 

082-297-5011 082-297-5012 
広島市西区横川町二丁目 5-6 
メゾン寿々屋 201 号 

広島市（中区，西区，
佐伯区，安佐南区，
安佐北区），安芸高田
市，安芸太田町，北
広島町 

広島東障害者就業・生活支
援センター 

082-262-5100 082-262-5102 
広島市東区若草町 15-20  
（就労サポートセンターSOAR 
５階） 

広島市（東区，南区，
安芸区），  
府中町，海田町，熊
野町，坂町 

呉安芸地域障害者就業・生
活支援センター 

0823-25-8870 0823-25-8868 
呉市中央五丁目 12-21 
（呉市福祉会館 3 階） 

呉市，江田島市 

広島中央障害者就業・生活
支援センター 

082-490-4050 082-427-6280 
東広島市西条町西条 414-31 
（サポートオフィス QUEST 内） 

東広島市，竹原市， 
大崎上島町 

みどりの町障害者就業・生活
支援センター 

0847-35-3350 0847-35-3339 三原市大和町箱川 1503 
三原市，尾道市， 
世羅町 

みどりの町障害者就業・生活
支援センター 三原センター 

0848-86-2345 - 
三原市本郷北三丁目 4-5 
（とよの郷内） 

 

みどりの町障害者就業・生活
支援センター 尾道センター 

0848-48-5066 - 尾道市美ノ郷町三成 1190-1 
 

東部地域障害者就業・生活
支援センター 

0847-46-2636 0847-44-6624 
府中市広谷町 959-1 
福祉交流館（パレットせいわ 2 階）  

福山市，府中市， 
神石高原町 

東部地域障害者就業・生活
支援センター 福山事務所 

084-926-3805 084-926-3806 
福山市三吉町南二丁目 11-22 
（福山すこやかセンター２階） 

 

広島西障がい者就業・生活
支援センターもみじ 

0829-34-4717 0829-34-4718 
廿日市市串戸五丁目 3-45 
（あまのコミュニティーケアプラ
ザ LaLa２階） 

大竹市，廿日市市 

備北障害者就業・生活支援 
センター 

0824-63-1896 0824-63-1897 
三次市十日市東三丁目 14－1 
（三次市福祉保健センター1 階） 

三次市，庄原市 

 

◆広島障害者職業能力開発校 

 

 

機 関 名 電 話 番 号 FAX 番号 所 在 地 

広島障害者職業能力開発校 0 82-254-1766 082-254-1716 広島市南区宇品東四丁目 1-23 

 

◆ 発達障害者支援センター 
 
 
 
 
 
 

機 関 名 電 話 番 号 FAX 番号 所 在 地 

広島県発達障害者支援センター 0 82-490-3455 082-427-6280 
東広島市西条町西条 414 番地 31 
サポートオフィス QUEST 内 

広島市発達障害者支援センター 0 82-568-7328 082-261-0545 
広島市東区光町二丁目 15-55 
広島市こども療育センター内 

就職を希望する障害者や在職中の障害者が抱える課題に応じて，雇用及び福祉の関係機関と連携の下， 
就業支援担当者と生活支援担当者が協力して，就業面及び生活面の一体的な支援を行います。 
≪就業面での支援≫ 
・職業準備訓練，職場実習あっせん，就職活動の支援 等 
≪生活面での支援≫ 
・生活習慣の形成，健康管理，金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言， 
・住居，年金，余暇活動など地域生活，生活設計に関する助言 

障害のある方々に，様々な職種についての知識や専門的な技術，技能を習得していただくために，職業
能力開発促進法に基づいて国が設置し，県が委託を受けて運営する職業能力開発施設です。 

 発達障害者支援センターでは，発達障害がある方の就労に関する悩みに対する相談を行っています。 

必要に応じて，情報の提供や医療，福祉，保育，教育，就労などの関係機関への紹介を行っています。 

※来所相談は予約制のため，電話をしてください。 


