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難病患者の皆様へ 

就労相談窓口のご案内 

職業相談・療養相談・生活相談 

「治療」と「就労」の両立を支援するため、

病気の理解や伝え方などをはじめとする就労

相談は、専門医や医療ソーシャルワーカーに

よる相談を活用し、患者・家族と一緒に考え

ながら進めると同時に、就労関係機関と連携

し、支援を行っています。 

職業相談・職業紹介 

求職登録を行い、履歴書や職務経歴書の

作成指導など、具体的な求職活動の方法な

どの相談に応じ、職業紹介を行います。 

① ハローワーク豊橋 

（専門援助部門） 

（  81-0376） 

仕事を紹介して欲しい 

② 難病患者就職 

サポーター 

（  052-855-3740） 

職業相談 

難病の症状の特性を踏まえたきめ細やか

な就労支援を行います。 

働きたいが、何から始

めればいいか分からない

ので相談したい 

就職活動と併せて治

療や療養生活の相談も

したい。 

職業相談・生活相談 

個々で抱える課題を共有し、関係機関と連携

しながら、自分に向いている仕事、できる仕事を

さがす支援をします。必要に応じて、職場見学

や実習の手配、面接の同行を行います。 

④ 豊橋障害者就業・

生活支援センター 

（  69-1323） 

職業相談・職業評価 

仕事の種類や働き方などについて、希望

や症状の特性、課題を踏まえながら、相談や

助言、職業能力の評価、情報提供などを行

います。

⑥ 愛知県医師会 

難病相談室 

（  052-241-4144） 

⑦ 豊橋市保健所 

健康増進課 

（  39-9140） 

③ 愛知障害者職業 

センター豊橋支所 

（  56-3861） 

就職に向けての課題

や自分に合った仕事を

知りたい。 

職業相談・職業紹介 

現在の職場で働き続けることができない

か、難病の方の抱える働きにくさを聞き取り、

障害者雇用制度等の情報提供を行いなが

ら、離職や転職の相談に応じます。 

転職される場合は、求職登録を行い、具

体的な求職活動の方法などの相談に応じ、

職業紹介を行います。

① ハローワーク豊橋 

（専門援助部門） 

（  81-0376） 
病気の調子が悪く、今

の仕事を続けられない。 

仕事を辞めて転職を

考えた方がよいのか相

談したい 

④ 豊橋障害者就業・

生活支援センター 

（  69-1323） 

職業相談・障害福祉サービスの紹介 

障害者手帳制度や就労系障害福祉サー

ビスなど様々な相談に応じます。 

福祉サービスの中で

働くことはできないか 

同じ難病を持ちながら

働いている人の話や経

験を聞きたい 

⑧ 患者会
講演会・勉強会・交流会の開催 

病気に関する正しい知識を学ぶ医療講

演会の開催や、就労や障害年金の勉強

会、同病者同士の交流の機会を設けていま

す。 

同病者同士の語らいや情報共有は、心の

支えになり、病気に立ち向かう力を高め、病

気と上手に付き合う工夫を身につけることが

できます。 

⑥ 愛知県医師会 

難病相談室 

（  052-241-4144） 

⑦ 豊橋市保健所 

健康増進課 

（ 39-9140）

難病の治療をしながら就職を考えている方や働きにくさを感じている方には

専門的な就労支援を受けることができます。 

就労支援機関を利用して,自分らしい働き方を見つけましょう。 

相談に迷ったら豊橋市保健所健康増進課（39-9140）へご連絡ください。 

② 難病患者就職 

サポーター 

（  052-855-3740） 

⑤ とよはし総合相談 

支援センター 

「ほっとぴあ」 

（ 56-4111）

③ 愛知障害者職業 

センター豊橋支所 

（  56-3861） 

障害者雇用枠で働く

にはどうしたらよいか 

職業相談 

現在の職場で働き続けることができない

か、難病の方の抱える働きにくさを聞き取り、

障害者雇用制度等の情報提供を行いなが

ら、離職や転職の相談に応じます 

療養相談・生活相談 

治療や療養生活をはじめ、就労の相談に

も関係機関と連携しながら応じています。 



２．就職に向けての準備、訓練

就労支援機関の連絡先 （予約が必要な場合もあります） 

３．在職中の方の相談

No 施設名 住所 連絡先 備考 

① ハローワーク豊橋 専門援助部門 豊橋市大国町 111（豊橋地方合同庁舎） 電話 81-0376 月～金曜日※ 8：30～17：15 

② 難病患者就職サポーター 名古屋市中区錦 2-14-25 アイワーク 5階 電話 052-855-3740(45#) 火～金曜日※10：00～15：45 

③ 愛知障害者職業センター 豊橋支所 豊橋市駅前大通 1-27 MUS 豊橋ビル 6階 電話 56-3861 月～金曜日※ 8：45～17：00 

④ 豊橋障害者就業・生活支援センター 豊橋市岩崎町字長尾 119-2 電話 69-1323 月～金曜日※ 9：00～18：00 

⑤ 
とよはし総合相談支援センター 

「ほっとぴあ」 
豊橋市前畑町 115  電話 56-4111 月～土曜日※ 9：00～18：00 

⑥ 愛知県医師会 難病相談室 名古屋市中区栄 4丁目 14-28 電話 052-241-4144 月～金曜日※ 9：00～16：00 

⑦ 豊橋市保健所 健康増進課 豊橋市中野町字中原 100 電話 39-9140 月～金曜日※ 8：30～17：15 

⑧ 患者会 豊橋市保健所 健康増進課（電話 39-9140）へお問合せください。 

⑨ 
【企業にお勤めの方】 

愛知産業保健総合支援センター 

名古屋市中区新栄町 2-13 

栄第一生命ビル 9階 

ホームページにご相談・お問合せフォームがあり、随時相談を受付しています。 

電話の場合：052-950-5375 月～金曜日※8：30～17：15 

⑩ 人事労務担当・産業保健スタッフ 職場の人事労務担当または産業保健スタッフ（産業医・看護職）へお問合せください。 

多くの就労支援機関が

あり、役割や支援内容は異

なりますが、各機関同士連

携しながら、難病患者さん

の就労について一緒に考

え、サポートしていきます。 

職業準備支援 

愛知障害者職業センター本所（名古屋市）

で作業体験や講習を行うことにより、基本的

な労働習慣を身につけ、作業遂行力、コミュ

ニケーション能力の向上を図りつつ、職場で

の配慮事項等を整理します。 

（難病の方は８週間） 

③ 愛知障害者職業

センター豊橋支所 

（  56-3861） 

職業訓練 

病態や障害に応じて、地域の企業、社会

福祉法人、NPO 法人、教育訓練機関等を活

用した多様な職業訓練を実施しています。

① ハローワーク豊橋 

（専門援助部門） 

（  81-0376） 職業に必要な技能や

知識を身につけたい 

職場にどんな配慮を

お願いしたらいいのか一

緒に考えて欲しい 

職業相談・就労系障害福祉サービスの紹介 

・就職のための準備や訓練を行える通所型

福祉サービス事業所（就労移行支援事業所） 

・事業所の紹介や手続き方法等のご案内・障

害者雇用制度等の情報提供 

（就労移行支援事業所の利用期間は 2年以

内で年齢等の要件があります） 

基本的な労働習慣、

生活習慣を身につけた

い。 

⑤ とよはし総合相談

支援センター 

「ほっとぴあ」 

（  56-4111）

主治医や医療ソーシャルワーカーへ相談 

医療ソーシャルワーカーは、医師と本人、

医師と職場をつなぐ役割があり、健康管理と

職業生活の両立のための意見・情報交換が

スムーズにいくように支援しています。 

自分の病気や治療について、担当医と十

分に話をして、自分の病気や治療を正しく理

解しましょう。 

通院医療機関 

就労のため、自分の

病気や治療について、き

ちんと理解したい。 

今の病状で就労が可

能なのか相談したい。 

職業相談・ジョブコーチ支援 

職場でのコミュニケーションに関する助言や

スムーズに職場適応できように、ジョブコーチ

が事業所に出向き、病気の特性を踏まえた

支援を行い、難病のある方と事業主の橋渡し

を行います。 

治療と仕事の両立支援 

労働者の方が治療を続けながら働くことが

できる職場体制づくりを支援しています。 

自分の病状に合った

仕事内容や働き方につ

いて相談したい 

⑤ とよはし総合相談

支援センター 

「ほっとぴあ」 

（ 56-4111）

就労定着支援事業所の紹介 

・就職後に長く働き続けられるよう職場への

定着支援を行う事業所を紹介 

（対象は、就労移行支援又は就労継続支援

A型・B 型等を利用して、通常の事業所に雇

用された難病の方です。 

利用期間は 3年以内、雇用 6 カ月後から利

用可能です。） 

職業相談・生活相談 

面談や職場訪問などの方法をとり、ご本

人、職場それぞれが抱える課題を把握し、長

く働き続けるため支援を行います。必要に応

じて生活面の支援を行います。 

③ 愛知障害者職業 

センター豊橋支所 

（  56-3861） 

④ 豊橋障害者就業・

生活支援センター 

（  69-1323） 難病の病気の症状や

配慮して欲しいことを職

場にどう伝えたらよいか

わからない 

職業相談 

雇用継続等の総合的な就労支援を行います。 
② 難病患者就職 

サポーター 

（  052-855-3740） 

⑨ 愛知産業保健総

合支援センター 

（  052-950-5375） 

⑩ 人事労務担当・ 

産業保健スタッフ 

産業保健スタッフによる健康相談・環境づくり 

従業員 50人以上の事業所には産業医が

います。また、産業看護職のいる事業所もあ

り、彼らは産業保健スタッフという従業員の健

康と安全を守る専門職で、労働による健康

障害の予防や快適に働くことができる職場環

境づくりを行います。 

① ハローワーク豊橋 

（専門援助部門） 

（  81-0376） 

※年末年始・祝日を除く


