
















 治療と仕事の両立支援の相談先 

施設名称 相談できる内容 所在地等 相 談 窓 口 ・ 連 絡 先 等 

三重労働局 

 健康安全課 
三重県地域両立支援チームの
総合窓口として、他の相談先の
案内のほか「治療と職業生活の
両立支援のためのガイドライン」
など関係資料に関する情報を提
供します。 

〒514-8524  
津市島崎町327-2  
津第2地方合同庁舎 

月～金曜日（祝日等は除く） 
8：30～17：15 
Tel 059-226-2107 

 

三重労働局 
 職業対策課 

 

治療と仕事の両立支援制度を導
入する事業主に対する助成金
（障害・治療と仕事の両立支援制
度助成金コース）についてのご相
談に応じています。 

〒514-8521 
津市島崎町327-１ 
津第2地方合同庁舎 

助成金室相談窓口 

月～金曜日（祝日等は除く） 
8：30～17：15 
Tel  059-226-2111 

三重労働局 

 雇用環境・均等室 
働き方改革全般についてのご相
談やご希望により働き方・休み方
改善コンサルタントが企業に赴き、
出前講座や出張相談に応じてい
ます。 

〒514-8521 
津市島崎町327-１ 
津第2地方合同庁舎 
 

 

月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：15 
Tel  059-226-2110 
Fax 059-228-2785 

 

三重産業保健総合支援セ
ンター 
 
 
 
※出張相談 
三重大学医学部附属病院 
医療福祉支援センター 
(がん相談支援センター) 

企業からの依頼により企業を訪
問し、両立支援に関する制度導
入の支援や社員に対する意識啓
発を図る教育などを行います。 

また、患者（労働者）の同意の下、
両立支援プラン・職場復帰プラン
の作成を支援します。 

なお、出張相談では、両立支援
の相談のみの対応となります。 

〒514-0003 
津市桜橋2丁目191番の４  
三重県医師会館5階 
 
 
※医療福祉支援センター 
（がん相談支援センター） 
〒514－8507 
津市江戸橋2丁目174 

無料  
月～金曜日（祝日等を除く）  
8：30～17：15 
Tel  059-213-0711 
メールmental@mies.johas.go.jp 
 
※無料・要予約 
月～金曜日（祝日等を除く） 
 8：30～17：00 
Tel  059-231-5434（直通） 
【出張相談日】 
毎月第4木曜日 13：00～15：00 

三重大学医学部附属病院
医療福祉支援センター 
(がん相談支援センター) 

治療と仕事に関することも含め
療養生活についての相談に応じ
ます。 

また、傷病手当金・障害年金に
関することや病気や治療に関し
職場に伝える時期などについて
社会保険労務士による個別相談
会も 開催しています。 

〒514－8507 
津市江戸橋2丁目174 

無料 
月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：00 
Tel  059-231-5434(直通） 
 
【社会保険労務士による相談】 
無料・要予約 毎月第3月曜日 
13：00～16：00 

三重県医療ソーシャルワー
カー協会 

保健医療機関等において、社会
福祉の立場から患者・家族が抱
える生活上の問題の解決に向け
て支援します。また、両立支援を
行う関係機関・職種と連携し、復
職を支援します。 

〒512-1111 
四日市市山田町5538-1  
(事務局）小山田記念温泉病
院 
Tel 059-328-1260 

医療ソーシャルワーカーが所属す
る病院等は協会のホームページに
掲載されています。 
http://mie-msw.com/belong 

三重県がん相談支援セン
ター 

従業員の「がん」に関する相談全
般ついて専門の相談員がご相談
をお受けします。 

また、社会保険労務士による就
労相談を受け付けています。 

〒514-8567 
津市桜橋3丁目446-34 

三重県津庁舎保健所棟１階 

無料 月～金曜日（祝日等を除く）・
毎月第1日曜日 
9：00～16：30 
Tel  059-223-1616(がん専用電話） 
http://www.gansupport-mie.jp/ 
 
【社会保険労務士による就労相談】 
無料・要予約 毎月第3火曜日午後 

三重県若年性認知症支援
コーディネーター 

（三重県長寿介護課） 

若年性認知症支援コーデネー
ターが若年性認知症患者の雇
用・就労に関する支援、同僚へ
の支援など、若年性認知症に関
する相談支援を行います。 

〒513-0818 
鈴鹿市安塚町638-16 
（有）イトーファーマシー 
（委託事業者） 

無料 
月～金曜日（祝日等を除く） 
10：00～17：00 
Tel  090-5459-0960 

日本キャリア開発協会 就労の専門家として、啓発セミナー
や情報提供及び従業員ががん等
の治療を続けながら就労を希望す
る際の調整支援にも対応します。 

〒103-0014 

東京都中央区日本橋蛎殻町
2-14-5 KDX浜町中野橋ビル 

30分無料相談（1回のみ）・要予約 
月～金曜日(祝日等を除く） 
10：00～19：00 

以下、ホームページからお申し込みくだ
さい。 
http://www.jcda.jp/hatarakikata/ 





 治療と仕事の両立支援の相談先 

施設名称 相談できる内容 所在地等 相 談 窓 口 ・ 連 絡 先 等 

三重労働局 

 健康安全課 
三重県地域両立支援チームの総合
窓口として、他の相談先の案内のほ
か関係資料など参考となる情報を提
供します。 

〒514-8524  
津市島崎町327-2  
津第2地方合同庁舎 

月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：15 
Tel 059-226-2107 

 

三重労働局 
 ハローワーク津 
 
 
※出張相談 
三重大学医学部附属病院 
医療福祉支援センター 
(がん相談支援センター) 

就職支援ナビゲーターが長期にわた
るがん等の治療が必要な求職者の
方を対象に能力や適正、病状、治療
状況などを考慮して、仕事探しをサ
ポートします。 

  

〒514-8521 
津市島崎町327-１ 
長期療養者相談窓口 
 
※医療福祉支援センター 
（がん相談支援センター） 
〒514－8507 
津市江戸橋2丁目174 

月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：15 
Tel  059-228-9161 
 
※無料・要予約 
月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：00 
Tel  059-231-5434(直通） 
【出張相談日】 
毎月第2木曜日① 第3月曜日② 
         第4火曜日① 
①13：00～15：00 ②13：00～16：00 

三重産業保健総合支援セ
ンター 
 
 
 
※出張相談 
三重大学医学部附属病院 
医療福祉支援センター 
(がん相談支援センター) 

がん等の疾病により治療を続けなが
ら仕事を続けたいと希望している方
のお悩みや不安に対するご相談や
申出があれば、両立支援に向けて、
専門の両立支援促進員が事業者と
の間の調整支援も行います。 

なお、出張相談では、両立支援の相
談のみの対応となります。 

  

〒514-0003 
津市桜橋2丁目191番の４  
三重県医師会館5階 
 
 
※医療福祉支援センター 
（がん相談支援センター） 
〒514－8507 
津市江戸橋2丁目174 

無料  
月～金曜日（祝日等を除く） 
 8：30～17：15 
Tel  059-213-0711 
メールmental@mies.johas.go.jp 
 
※無料・要予約 
月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：00 
Tel  059-231-5434（直通） 
【出張相談日】 
毎月第4木曜日 13：00～15：00 

三重大学医学部附属病院
医療福祉支援センター 
(がん相談支援センター) 

 

治療と仕事に関することも含め療養
生活についての相談に応じます。 

また、傷病手当金・障害年金に関す
ることや病気や治療に関し職場に伝
える時期などについて社会保険労務
士による個別相談会も 開催してい
ます。 

〒514－8507 
津市江戸橋2丁目174 

 

無料 
月～金曜日（祝日等を除く） 
8：30～17：00 
Tel  059-231-5434(直通） 
 
【社会保険労務士による相談】 
無料・要予約 毎月第3月曜日 
13：00～16：00 

三重県医療ソーシャルワー
カー協会 

病気にともなって起こってくる生活上
の問題や社会復帰が円滑にできる
ように心理的・社会的問題の解決に
向けて支援します。 

〒512-1111 
四日市市山田町5538-1  
(事務局）小山田記念温泉
病院 
Tel 059-328-1260 

医療ソーシャルワーカーが所属する病院等
は協会のホームページに掲載されています。 
http://mie-msw.com/belong 

三重県がん相談支援セン
ター 

 

がん患者・家族の方からの両立支援
の他、がんに関する相談全般につい
て専門の相談員がご相談をお受けし
ます。 

また、社会保険労務士による就労相
談を受け付けています。 

〒514-8567 
津市桜橋3丁目446-34 
三重県津庁舎保健所棟 

１階 

無料 
月～金曜日・毎月第1日曜日（祝日等を除く） 
9：00～16：30 
Tel  059-223-1616(がん専用電話） 
http://www.gansupport-mie.jp/ 
【社会保険労務士による就労相談】 
無料・要予約 毎月第3火曜日 午後 

三重県若年性認知症支援
コーディネーター 

（三重県 長寿介護課） 

若年性認知症支援コーディネーター
が就労に対する支援、家族介護者
への働き方支援、様々な制度の利
用や自立支援に関する生活指導な
ど若年性認知症に関する相談支援
を行います。 

〒513-0818 
鈴鹿市安塚町638-16 
(有)イトーファーマシー 
（委託事業者） 

 

無料 
月～金曜日(祝日等を除く） 
10：00～17：00 
Tel  090-5459-0960 

日本労働組合総連合会 
三重県連合会 

（連合三重） 

治療と仕事の両立支援の他、労働
全般のご相談に応じます。 

〒514-0004 
津市栄町1－891 
三重県勤労者福祉会館 

無料 
月～金曜日（祝日等を除く）  
10：00～17：00 
フリーダイヤル0120-154-052 

日本キャリア開発協会 がん等の疾病により治療を続けなが
ら仕事を続けたい、これから働きた
い方からの一人ひとりにあった働き
方についてキャリアカウンセラーが
ご相談をお受けします。 

〒103-0014 

東京都中央区日本橋蛎
殻町2-14-5 KDX浜町中
野橋ビル 

 

30分無料相談（1回のみ）・要予約 
月～金曜日(祝日等を除く） 
10：00～19：00 
以下、ホームページからお申し込みください。 
http://www.jcda.jp/hatarakikata/ 

日本産業カウンセラー協会 
中部支部三重事務所 

事業場での人間関係でお悩みの方、
メンタルに不安をお感じの方のご相
談を産業カウンセラーがお受けしま
す。 

〒514-0009 
津市羽所町５１３ 

サンヒルズ２階 

有料 
月～金曜日（祝日等を除く） 
9：00～17：00 
Tel  059-213-6960 






























