
障害者による
芸術文化活動を
サポートします

障害者芸術文化活動普及支援事業は、

障害のある人が芸術文化にふれ、楽しみ、深めることが

できる社会づくりを推進する中間支援事業です。

令和4年度  厚生労働省
障害者芸術文化活動普及支援事業

あなたの街の支援センターはこちら 上段左：ダンスワークショップ

（神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター）

上段右上：ワークショップ（広島県アートサポートセンター）

上段右下：相談支援（東海・北陸ブロック広域センター）

中段上：展示（岐阜県障がい者芸術文化支援センター）

中段下：ダンスワークショップ

（やまがたアートサポートセンターら・ら・ら）

下段左：ホステルでの展示（障害とアートの相談室）

22 滋賀県  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　
運営団体：社会福祉法人グロー

TEL：0748-46-8118　FAX：0748-46-8228　E-mail：artbrut_info@glow.or.jp

23 京都府  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　
運営団体：きょうと障害者文化芸術推進機構

TEL：050-1110-7655　FAX：050-1110-7655　E-mail：info2015cojin@gmail.com

24 大阪府  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　
運営団体：ビッグ・アイ共働機構

TEL：072-290-0962　FAX：072-290-0972　E-mail：arts@big-i.jp

25 兵庫県  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　
運営団体：兵庫県福祉部ユニバーサル推進課
TEL：078-341-7711（内線2831）　FAX：078-362-9040　

E-mail：universal@pref.hyogo.lg.jp

26 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　
運営団体：和歌山県
TEL：073-441-2533　FAX：073-432-5567　E-mail：e0404003@pref.wakayama.lg.jp

中国・四国ブロック
広域センター  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　
運営団体：特定非営利活動法人脳損傷友の会高知青い空

TEL：088-803-4100　FAX：088-803-4420　E-mail：passerelle@blue-sky-kochi.com

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

TEL：0858-33-5151　FAX：0858-33-4114　E-mail：info.artcenter@ncn-k.net

28 島根県  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　
運営団体：社会福祉法人いわみ福祉会
TEL：080-5756-3225／ 0855-54-3100　FAX：0855-54-3101　

E-mail：artbase@shimaneiro.jp

29  広島県  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　
運営団体：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

TEL：070-5671-8668　FAX：082-831-6889　E-mail：hululu@hullpong.jp

30 徳島県  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　
運営団体：社会福祉法人徳島県社会福祉事業団

TEL：088-631-1200　FAX：088-631-1300　E-mail：t-geibun@kouryu-plaza.jp

31 香川県  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　
運営団体：NPO法人音楽療法グループWALKS

TEL：087-880-1559　FAX：087-880-1559　E-mail：kagawamoves@mc.pikara.ne.jp

32 愛媛県  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　
運営団体：社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

TEL：089-924-2170　FAX：089-923-3717　E-mail：art-support@ehime-swc.or.jp

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

TEL：088-879-6800　FAX：088-879-6800　E-mail：info@warakoh.com

九州ブロック
広域センター  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　
運営団体：特定非営利活動法人まる

TEL：092-516-0677　FAX：092-516-0677　E-mail：info@kda-support.org

34 福岡県  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
運営団体：特定非営利活動法人まる

TEL：092-516-0677　FAX：092-516-0677　E-mail：fact@maruworks.org

35 佐賀県  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　
運営団体：社会福祉法人はる

TEL：080-2794-6195　FAX：0952-34-1024　E-mail：info@s-brut.net

36 長崎県  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　
運営団体：長崎県障害者社会参加推進センター

TEL：095-842-8178　FAX：095-849-4703　E-mail：hdcps-suishin@mbn.nifty.com

37 熊本県  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　
運営団体：社会福祉法人愛隣園

TEL：0968-43-2771　FAX：0968-43-2793　E-mail：ailinkan@magma.jp

38 大分県  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　
運営団体：公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団

TEL：097-533-4505　FAX：097-533-4013　E-mail：artbrut-oita@emo.or.jp

39 宮崎県  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　
運営団体：社会福祉法人ゆくり（アートステーションどんこや）
TEL：0985-27-2823　FAX：0985-89-6000　E-mail：donkoya@jl.moo.jp

40 鹿児島県  鹿児島県障害者芸術文化活動支援センター
〒890-0014　鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目8-7　地域生活支援拠点ゆうかり内
運営団体：社会福祉法人ゆうかり
TEL：080-8379-7852　FAX：099-813-7175　E-mail：kac@yuukari-s.jp

発行：令和4年度障害者芸術文化活動
普及支援事業 連携事務局

連携事務局
美術分野  特定非営利活動法人アートNPOリンク

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜STビル 208
TEL：045-325-0414　FAX：045-325-0414　

舞台芸術分野  株式会社 precog
〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂1丁目24番15号
TEL：03-6825-1223　FAX：03-6421-2744　

令和4年度 障害者芸術文化活動普及支援事業
公式ウェブサイト：https://arts.mhlw.go.jp/
E-mail：welfare@arts-npo.org



北海道・北東北
ブロック

南東北・北関東ブロック

九州ブロック

東海・北陸ブロック

近畿ブロック

中国・四国ブロック

南関東・甲信ブロック

北海道・北東北ブロック
広域センター  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　
運営団体：社会福祉法人ゆうゆう
TEL：0133-22-2896　FAX：0133-23-0811　E-mail：gently@yu-yu.or.jp

01 青森県  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　
運営団体：社会福祉法人あーるど

TEL：0173-26-1021　FAX：0173-26-1021　E-mail：aasc@aorld.com

02 岩手県  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　
運営団体：社会福祉法人岩手県社会福祉事業団
TEL：019-656-7081　FAX：019-681-2514　E-mail：kadarto@iwate-fukushi.or.jp

南東北・北関東ブロック
広域センター  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
運営団体：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

TEL：070-5328-4208　FAX：022-774-1576　E-mail：soup@ableart.org

03 宮城県  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
運営団体：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

TEL：070-5328-4208　FAX：022-774-1576　E-mail：soup@ableart.org

04 山形県  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　
運営団体：社会福祉法人愛泉会 ぎゃらりーら・ら・ら

TEL：023-674-8628　FAX：023-664-2118　E-mail：g.lalala@y-aisenkai.or.jp

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

TEL：0242-62-3454　FAX：0242-23-8185　E-mail：otoiawase@hajimari-ac.com

06 栃木県  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　
運営団体：認定特定非営利活動法人もうひとつの美術館
TEL：080-3001-8088　FAX：0287-92-8088　E-mail：tam@nactv.ne.jp

南関東・甲信ブロック
広域センター  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　
運営団体：社会福祉法人みぬま福祉会

TEL：048-290-7355　FAX：048-290-7356　E-mail：artcenter@kobo-syu.com

07 埼玉県  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（基幹型）
〒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　
運営団体：社会福祉法人みぬま福祉会

TEL：048-290-7355　FAX：048-290-7356　E-mail：artcenter@kobo-syu.com

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

TEL：0493-81-4597　FAX：0493-81-4597　E-mail：arts_saihoku@subaru-swc.com

09 千葉県  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　
運営団体：株式会社いろだま

TEL：0475-36-7411　FAX：0475-42-6138　E-mail：info@uminomori.net

10 東京都  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　
運営団体：社会福祉法人 愛成会

TEL：03-5942-7251　FAX：03-5942-7252　E-mail：rights@aisei.or.jp

11 神奈川県  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　運営団体：認定NPO法人STスポット横浜

TEL：045-325-0410　FAX：045-325-0414　E-mail：info@k-welfare.org

12 山梨県  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　
運営団体：社会福祉法人八ヶ岳名水会
TEL：0551-45-7027　FAX：0551-32-6351　E-mail：yan@y-meisui.or.jp

13 長野県  長野県障がい者芸術文化活動支援センター
〒381-0034　長野県長野市大字高田364番地1　長野県社会福祉事業団　本部事務局内
運営団体：社会福祉法人　長野県社会福祉事業団
TEL：026-217-0022　FAX：026-228-0310　E-mail：art@nagano-swc.com

東海・北陸ブロック
広域センター  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　
運営団体：社会福祉法人みんなでいきる

TEL：025-530-7264　FAX：025-530-7261　E-mail：info@niigata-artbrut.net

14 新潟県  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
運営団体：社会福祉法人みんなでいきる

TEL：025-530-7264　FAX：025-530-7261　E-mail：info@niigata-artbrut.net

15 富山県  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　
運営団体：アートNPO工房COCOPELLI

TEL：070-2643-0796　E-mail：beart.toyama@gmail.com

16 石川県  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　
運営団体：特定非営利活動法人地域支援センターポレポレ

TEL：080-7484-9349　FAX：076-287-0886　E-mail：po0po0.kakeru@m.email.ne.jp

17 福井県  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　
運営団体：社会福祉法人ハスの実の家

TEL：0776-78-6743　FAX：0776-78-6744　E-mail：center-fukui@hyougen.org

18 岐阜県  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　
運営団体：公益財団法人岐阜県教育文化財団

TEL：058-233-5377　FAX：058-233-5811　E-mail：tasc-gifu@g-kyoubun.or.jp

19 静岡県  静岡県障害者文化芸術活動支援センターみらーと
〒420-0031　静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 5風来館4階　
運営団体：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

TEL：054-251-3520　FAX：054-251-3516　E-mail：info@mirart-shizuoka.com

20 愛知県  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）　
運営団体：特定非営利活動法人愛知アート・コレクティブ

TEL：052-912-3676 　FAX：052-912-3653　E-mail：art_collective8@yahoo.co.jp

21 三重県  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　
運営団体：公益社団法人三重県障害者団体連合会
TEL：059-232-6803　FAX：059-231-7182　E-mail：info@mie-asc.jp

近畿ブロック
広域センター  障害とアートの相談室
〒630-8044　奈良県奈良市六条西3-25-4　
運営団体：一般財団法人たんぽぽの家

TEL：0742-43-7055　FAX：0742-49-5501　E-mail：artsoudan@popo.or.jp

障害者芸術文化活動
支援センターとは

令和4年度障害者芸術文化活動普及支援事業では、全国の都道府県に

40の＜障害者芸術文化活動支援センター＞（以下「支援センター」）を設置し、

障害のある人の芸術文化活動の普及・支援に取り組んでいます。また、7

地域に分かれた広域ブロック内の連携・情報共有を担う「広域センター」、

そして支援センター／広域センターを取りまとめる「連携事務局」が全国

的な連携を図っています。

＊支援センターが未設置の場合は
広域センターにお問い合わせいただけます

相談支援
芸術文化活動に関するさまざまな悩みを
伴走しながら解決にみちびく

創作や発表など、障害のある人の芸術文化活動に関するあらゆる悩み
を伴走しながら解決に導きます。当事者やその家族、介助者等、さまざ
まな方から相談を受付けています。

人材育成
障害のある人の芸術文化活動を
推進する人材の育成

美術や舞台芸術等についての福祉事業所職員向けの研修や、芸術作
品の著作権についての講座を開催するなど、障害のある人の芸術文化
活動を推進する人材を育成します。

機会創出
芸術文化に触れる
機会を生み出す

公募型の展覧会や障害の有無にかかわらず参加できるワークショップ、
公演などを開催することで芸術文化に触れる機会をより多く生み出す
取組です。

情報発信
障害のある人の芸術文化活動に関する
幅広い情報の収集と発信

展覧会、公演、ワークショップ、講座などのイベント情報、地域のアー
ティストや芸術文化活動の実態などの情報を収集し、さまざまな方法で
発信していきます。

支援センターで行っていること
地域における支援体制を全国に展開しています。「相談支援」「機会創出」「人材育成」「情報発信」に取り組みながら、

領域を横断するネットワークを築いていくことで地域における支援体制をつくっています。


