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島根県地域福祉課 

 



《島根県内における再犯防止に関する支援関係団体等リストについて》 

 

平成２８年に施行された「再犯防止等の推進に関する法律」に基づき、平成２９年に国

の「再犯防止推進計画」が策定され、都道府県及び市町村において地方再犯防止推進計画

の策定が努力義務とされました。 

これを受け、島根県においても令和３年６月に「島根県再犯防止推進計画」を策定しま

した。この計画に基づき、誰もが地域の一員として暮らすことのできる地域社会を目指し

て国、県、市町村、民間団体等が互いに理解・協力し、支援を必要としているすべての人

をともに支えることができるよう再犯の防止等に関する施策を推進していきます。 

 

上記取組の一環として、このたび、支援関係団体等を一覧にしたリストを作成しまし

た。犯罪をした者等が地域で生活していく上で必要となる支援につながるよう、就労・住

居・保健医療福祉施策や更生支援に関する支援関係団体が活用することにより、連携体制

のとれた支援を推進することを目的に作成しています。 

なお、本リストの支援対象者は、起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者、矯

正施設出所者、非行のある少年又は非行少年であった者で、就労・住居の確保や保健医療

福祉サービス等の支援が必要な者を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

１ 就労支援に関すること 

 ○ハローワーク 

名称 住所 電話番号 

ハローワーク松江 松江市向島町 134-10松江地方合同庁舎 2 階 0852-22-8609 

ハローワーク隠岐の島 隠岐郡隠岐の島町城北町 55 08512-2-0161 

ハローワーク安来 安来市安来町 903-1 0854-22-2545 

ハローワーク浜田 浜田市殿町 21-6 0855-22-8609 

ハローワーク出雲 出雲市塩冶有原町 1-59 0853-21-8609 

ハローワーク益田 益田市あけぼの東町 4-6 0856-22-8609 

ハローワーク雲南 雲南市木次町里方 514-2 0854-42-0751 

ハローワーク石見大田 大田市大田町大田ロ 1182-1 0854-82-8609 

ハローワーク川本 邑智郡川本町大字川本 301-2 0855-72-0385 

 

 ○しまね若者サポートステーション（15歳から 49歳までの就労支援） 

名称 住所 電話番号 

サポステ松江 松江市東津田町 1741-3いきいきプラザ島根 1階 0852-33-7710 

サポステ出雲 出雲市渡橋町 398正友ビル 2階 0853-31-6663 

サポステ浜田 浜田市野原町 1826-1いわみーる１階 0855-22-6830 

 

 ○障害者就業・生活支援センター（障がい者の就労支援） 

名称 住所 電話番号 

松江障害者就業・生活支援

センター ぷらす 

松江市寺町 198-61寺町プラザ 2階 0852-60-1870 

雲南障がい者就業・生活支

援センター アーチ 

雲南市木次町下熊谷 1259-1 0854-42-8022 

出雲障がい者就業・生活支

援センター リーフ 

出雲市今市町 875-6ユメッセしんまち

1階 

0853-27-9001 

大田障がい者就業・生活支

援センター ジョブ亀の子 

大田市長久町長久ロ 267-6 0854-84-0273 

浜田障害者就業・生活支援

センター レント 

浜田市殿町 75-8 0855-22-4141 

益田障がい者就業・生活支

援センター エスポア 

益田市あけぼの東町 1-9 0856-23-7218 

隠岐障がい者就業・生活支

援センター 太陽 

隠岐郡隠岐の島町岬町中の津四 309-1 08512-2-5699 
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２ 住居の確保に関すること 

 ○島根県住宅供給公社（県営住宅） 

名称 所在地 電話番号 

松江住宅管理事務所 松江市古志原 4丁目 1-1 0852-22-3400 

安来住宅管理事務所 安来市広瀬町広瀬 703番地安来市役所広瀬

庁舎 1階 

0854-32-9020 

雲南住宅管理事務所 雲南市木次町里方 531-1 雲南合同庁舎 2階 0854-47-7151 

出雲住宅管理事務所 出雲市大津町 1139 出雲合同庁舎 1階 0853-23-1591 

浜田住宅管理事務所 浜田市竹迫町 1901-35 島根県土地改良連合

会西部出張所 1階 

0855-25-0535 

益田住宅管理事務所 益田市昭和町 13-1 益田合同庁舎 2階 0856-31-1530 

隠岐住宅管理事務所 隠岐郡隠岐の島町下西 78-2 隠岐の島町役場

2階 

08512-3-1350 

 

 ○各市町村公営住宅等担当課（市町村営住宅） 

市町村名 担当課 住所 電話番号 

松江市 建築指導課 松江市末次町 86 0852-55-5344 

浜田市 建築住宅課 浜田市殿町 1 0855-25-9630 

出雲市 建築住宅課 出雲市今市町 70 0853-21-6150 

益田市 建築課 益田市常盤町 1-1 0856-31-0382 

大田市 建築営繕課 大田市大田町大田ロ 1111 0854-83-8110 

安来市 建築住宅課 安来市伯太町東母里 580 0854-23-3315 

江津市 建築住宅課 江津市江津町 1016-4 0855-52-7951 

雲南市 建築住宅課 雲南市木次町里方 521-1 0854-40-1065 

奥出雲町 町民課 仁多郡奥出雲町三成 358番地 1 0854-54-2510 

飯南町 建設課 飯石郡飯南町下赤名 880 0854-76-3942 

川本町 町民生活課 邑智郡川本町大字川本 271-3 0855-72-0632 

美郷町 建設課 邑智郡美郷町粕渕 168 0855-75-1215 

邑南町 建設課 邑智郡邑南町矢上 6000 0855-95-1120 

津和野町 建設課 鹿足郡津和野町枕瀬 218-18  0856-74-0081 

吉賀町 税務住民課 鹿足郡吉賀町六日市 750 0856-77-1113 

海士町 環境整備課 隠岐郡海士町海士 1490 08514-2-1827 

西ノ島町 観光定住課 隠岐郡西ノ島町大字美田 600-4 08514-6-1257 

知夫村 建設課 隠岐郡知夫村 1065番地 08514-8-2211 

隠岐の島町 建設課 隠岐郡隠岐の島町下西 78-2 08512-2-8564 
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※松江市・浜田市・出雲市・益田市・安来市・江津市・雲南市・隠岐の島町は島根県住宅

供給公社に公営住宅管理を委託 

 

３ 福祉的な支援に関すること 

〔高齢者支援〕 

 ○各市町村地域包括支援センター 

市町村名 名称 住所 電話番号 

松江市 松東地域包括支援センター 松江市西川津町 825-2 シ

ルバーワークプラザ 3階 

0852-24-1810 

松東サテライト 松江市美保関町下宇部尾

61-2 松江市美保関支所内 

0852-72-9355 

中央地域包括支援センター 松江市千鳥町 70 松江

市総合福祉センター内 

0852-24-6878 

松北地域包括支援センター 松江市鹿島町佐陀本郷

640-1 松江市鹿島支所内 

0852-82-3160 

松南第１地域包括支援センター 松江市大庭町 735 0852-60-0783 

松南第２地域包括支援センター 松江市東出雲町揖屋 1216-1 

東出雲保健相談センター内 

0852-52-9570 

湖南地域包括支援センター 松江市乃白町 32-2 保健

福祉総合センター３階 

0852-24-1830 

湖南サテライト 松江市宍道町上来待

213-1 宍道健康セン

ター内 

0852-66-9355 

浜田市 浜田市地域包括支援センター 浜田市殿町 1 0855-25-9321 

サブセンター金城 浜田市金城町下来原

171金城支所内 

0855-42-1235 

サブセンター旭 浜田市旭町今市 637旭

支所内 

0855-45-1435 

サブセンター弥栄 浜田市弥栄町長安本郷

542-1弥栄支所内 

0855-48-2656 

サブセンター三隅 浜田市三隅町三隅 1434 

三隅支所内 

0855-32-2806 

出雲市 出雲高齢者あんしん支援センター 出雲市今市町 543出雲

市社会福祉センター内 

0853-25-0707 

平田高齢者あんしん支援センター 出雲市平田町 2112-1 

平田福祉館内 

0853-63-8200 
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佐田高齢者あんしん支援センター 出雲市佐田町反辺 1747-6 出

雲市役所佐田行政センター内 

0853-84-0019 

多伎高齢者あんしん支援センター 出雲市多伎町小田 50 多

伎地域福祉センター内 

0853-86-7122 

湖陵高齢者あんしん支援センター 出雲市湖陵町三部 1352 

湖陵福祉センター内 

0853-43-7611 

大社高齢者あんしん支援センター 出雲市大社町杵築南 1397-

2出雲市役所大社行政セン

ター内 

0853-53-3232 

斐川高齢者あんしん支援センター 出雲市斐川町上庄原

1766-2 

0853-73-9125 

益田市 益田市東部・中部地域包括支援セ

ンター 

益田市遠田町 1917-2 

益田市医師会内 

0856-31-1010 

益田市西部地域包括支援センター 益田市高津四丁目 6-40 

梅寿会ますだハイツ内 

0856-22-2028 

益田市美都地域包括支援センター 益田市美都町都茂 1803-1

益田市社会福祉協議会美都

支所 

0856-52-3335 

益田市匹見地域包括支援センター 益田市匹見町匹見イ 1208特別

養護老人ホームもみじの里内 

0856-56-0539 

大田市 大田市地域包括支援センター 大田市大田町大田イ 140-2

大田市民センター2階 

0854-83-7766 

安来市 安来市地域包括支援センター 安来市広瀬町広瀬 754 広

瀬社会福祉センター内 

0854-32-9110 

はくたサブセンター 安来市伯太町安田 1687 

いきいきの郷はくた内 

0854-37-1540 

やすぎサブセンター 安来市飯島町 1240-13 0854-27-7100 

江津市 江津市地域包括支援センター 江津市江津町 1016番地 37

済生会江津総合病院 1階 

0855-52-7488 

雲南市 雲南市地域包括支援センター 雲南市三刀屋町三刀屋

1212-3 

0854-47-7799 

雲南市地域包括支援センター大東 雲南市大東町大東 1038 0854-43-5671 

奥出雲町 奥出雲町地域包括支援センター 仁多郡奥出雲町三成

358-1 

0854-54-2512 

飯南町 飯南町地域包括支援センター 飯石郡飯南町頓原 2064飯

南町保健福祉センター内 

0854-72-1770 
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川本町 川本町地域包括支援センター 邑智郡川本町大字川本 271-3 0855-72-0633 

美郷町 美郷町地域包括支援センター 邑智郡美郷町粕渕 168 0855-75-1231 

邑南町 邑南町地域包括支援センター 邑智郡邑南町矢上 6000 0855-95-1115 

津和野町 津和野町地域包括支援センター 鹿足郡津和野町森村ロ

141 

0856-72-0683 

吉賀町 吉賀町地域包括支援センター 鹿足郡吉賀町六日市

580-4 

0856-77-3123 

海士町 海士町地域包括支援センター 隠岐郡海士町海士 1490 08514-2-1822 

西ノ島町 西ノ島町地域包括支援センター 隠岐郡西ノ島町浦郷 544-

15浦郷シルバー会館内 

08514-6-1182 

知夫村 知夫村地域包括支援センター 隠岐郡知夫村 1065 08514-8-2211 

隠岐の島

町 

隠岐の島町地域包括支援センター 隠岐郡隠岐の島町下西

78-2 

08512-2-4500 

 

 ○島根県地域生活定着支援センター（被疑者や矯正施設入所者のうち、支援が必要

な高齢者または障がい者が対象） 

  住所：松江市東津田町 1741-3いきいきプラザ島根 5階 

  電話番号：0852-32-5945 

 

〔障がい者支援〕 

 ○障害者就業・生活支援センター（再掲） 

名称 住所 電話番号 

松江障害者就業・生活支援

センター ぷらす 

松江市寺町 198-61寺町プラザ 2階 0852-60-1870 

雲南障がい者就業・生活支

援センター アーチ 

雲南市木次町下熊谷 1259-1 0854-42-8022 

出雲障がい者就業・生活支

援センター リーフ 

出雲市今市町 875-6ユメッセしんまち 1

階 

0853-27-9001 

大田障がい者就業・生活支

援センター ジョブ亀の子 

大田市長久町長久ロ 267-6 0854-84-0273 

浜田障害者就業・生活支援

センター レント 

浜田市殿町 75-8 0855-22-4141 

益田障がい者就業・生活支

援センター エスポア 

益田市あけぼの東町 1-9 0856-23-7218 

隠岐障がい者就業・生活支

援センター 太陽 

隠岐郡隠岐の島町岬町中の津四 309-1 08512-2-5699 
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〔生活困窮者支援関係〕 

 ○各市町村相談窓口 

市町村名 名称 住所 電話番号 

松江市 松江市くらし相談支援センタ

ー 

松江市千鳥町 70番地松江

市総合福祉センター2階 

0852-60-7575 

浜田市 あんしん生活相談窓口 浜田市野原町 859-1浜田市

総合福祉センター内 

0855-25-1755 

出雲市 生活支援・相談センター 出雲市今市町 543出雲市社

会福祉センター2階 

0853-23-3790 

益田市 益田市あんしん生活支援セン

ター 

益田市須子町 3番 1号益田

市総合福祉センター内 

0856-22-7256 

0120-062-301 

大田市 生活サポートセンターおおだ 大田市大田町大田イ 128 

大田市民センター2階 

0854-82-0820 

安来市 生活支援・相談センター 安来市飯島町 1240-13 0854-27-7888 

江津市 生活支援相談センター 江津市江津町 1518番地 1  

パレットごうつ 2階 

0855-52-2474 

雲南市 生活支援・相談センター 雲南市三刀屋町三刀屋

1212-3 

0854-45-3933 

奥出雲町 奥出雲町福祉事務所 仁多郡奥出雲町三成 358番地 1 0854-54-2541 

飯南町 飯南町福祉事務所 飯石郡飯南町頓原 2064番地 0854-72-1773 

川本町 川本町社会福祉協議会 邑智郡川本町大字川本 332番地 16 0855-72-0104 

美郷町 くらしの相談所みさと 邑智郡美郷町粕渕 195番地

1美郷町保健福祉センター 

0855-75-1300 

邑南町 邑南町社会福祉協議会 邑智郡邑南町高見 485 番地 1 0855-84-8484 

津和野町 津和野町社会福祉協議会 鹿足郡津和野町日原 14  

津和野町保健福祉センター

やまびこ 

0856-74-1617 

吉賀町 くらしもっと 鹿足郡吉賀町六日市 580番地 4 0856-77-0136 

海士町 海士町健康福祉課 隠岐郡海士町海士 1490 08514-2-1823 

西ノ島町 西ノ島町健康福祉課 西ノ島町大字美田 600 番地 4 08514-6-0104 

知夫村 知夫村村民福祉課 隠岐郡知夫村 1065番地 08514-8-2211 

隠岐の島町 隠岐の島町あんしんセンター 隠岐郡隠岐の島町原田 396番地 08512-3-1303 

 

 ○島根県社会福祉協議会（生活福祉資金貸付制度・日常生活自立支援事業） 

  住所：松江市東津田町 1741-3いきいきプラザ島根５Ｆ 

  電話番号：0852-32-5996 
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〔生活保護〕 

 ○各市町村福祉事務所 

市町村名 名称 住所 電話番号 

松江市 松江市福祉事務所 松江市末次町 86 0852-55-5305 

浜田市 浜田市福祉事務所 浜田市殿町 1 0855-25-9301 

出雲市 出雲市福祉事務所 出雲市今市町 70 0853-21-6691 

益田市 益田市福祉事務所 益田市常盤町 1-1 0856-31-0242 

大田市 大田市福祉事務所 大田市大田町大田ロ 1111 0854-83-8146 

安来市 安来市福祉事務所 安来市広瀬町広瀬 1930-1 0854-23-3210 

江津市 江津市福祉事務所 江津市江津町 1016-4 0855-52-7486 

雲南市 雲南市福祉事務所 雲南市木次町里方 521-1 0854-40-1041   

奥出雲町 奥出雲町福祉事務所 仁多郡奥出雲町三成 358-1 0854-54-2541   

飯南町 飯南町福祉事務所 飯石郡飯南町頓原 2064 0854-72-1773   

川本町 川本町福祉事務所 邑智郡川本町大字川本 271-3 0855-72-0633 

美郷町 美郷町福祉事務所 邑智郡美郷町粕淵 168 0855-75-1931 

邑南町 邑南町福祉事務所 邑智郡邑南町矢上 6000 0855-95-1236 

津和野町 津和野町福祉事務所 鹿足郡津和野町後田ロ 64-6 0856-72-0673 

吉賀町 吉賀町福祉事務所 鹿足郡吉賀町六日市 750 0856-77-1165   

海士町 海士町福祉事務所 隠岐郡海士町大字海士 1490 08514-2-1823 

西ノ島町 西ノ島町福祉事務所 隠岐郡西ノ島町大字美田 600-4 08514-6-0104 

知夫村 知夫村福祉事務所 隠岐郡知夫村 1065 08514-8-2211 

隠岐の島町 隠岐の島町福祉事務所 隠岐郡隠岐の島町下西 78-2 08512-2-8561 

 

４ 保健・医療に関すること 

 ○各保健所（心の健康相談） 

名称 住所 電話番号 

松江保健所 松江市東津田町 1741-3いきいきプラザ

島根 3階 

0852-23-1316 

雲南保健所 島根県雲南市木次町里方 531-1 0854-42-9642 

出雲保健所 出雲市塩冶町 223-1 0853-21-1653 

県央保健所 大田市長久町長久ハ 7-1 0854-84-9823 

浜田保健所 浜田市片庭町 254 0855-29-5550 

益田保健所 益田市昭和町 13-1 0856-31-9545 

隠岐保健所 隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24 08512-2-9712 

隠岐保健所島前保健環境課 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田 56-17 08514-7-8121 
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○県立心と体の相談センター（心の健康相談） 

  住所：松江市東津田町 1741-3いきいきプラザ島根 2階 

  電話番号：0852-32-5905 

 

 ○県立こころの医療センター（医療観察法による入院等） 

  住所：出雲市下古志町 1574-4 

  電話番号：0853-30-0556 

 

５ 少年支援に関すること 

 ○島根県立わかたけ学園（児童福祉施設「児童自立支援施設」） 

  住所：松江市宍道町西来待 1300 

  電話番号：0852-66-0053 

  

 ○児童相談所（18歳までの養護・保健・障がい・非行・育成相談等） 

名称 住所 電話番号 

中央児童相談所 松江市西川津町 3090-1 0852-21-3168 

出雲児童相談所 出雲市小山町 70 0853-21-0007 

浜田児童相談所 浜田市上府町イ 2591 0855-28-3560 

益田児童相談所 益田市高津 4-7-47 0856-22-0083 

中央児童相談所隠岐相談室 隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24 08512-2-9810 

 

 ○子ども若者総合相談センター（相談等） 

名称 住所 電話番号 

松江市青少年支援センター 松江市白潟本町 43番地 STIC6階 0800-200-2700 

浜田市青少年サポートセン

ター 

浜田市殿町 22番地 0120-783-419 

出雲市子ども・若者支援セ

ンター 

出雲市今市町北本町 1-7 出雲こ

どもホーム１階 

0120-84-7867 

益田市子ども・若者支援セ

ンター 

益田市赤城町 8-1 080-0600-4357 

大田市子ども・若者総合相

談窓口 

大田市大田町大田ロ 1111 0854-83-8147 

安来市子ども・若者総合相

談窓口 

安来市広瀬町広瀬 1930-1 0854-23-3248 

江津市子ども・若者総合相

談窓口 

江津市江津町 954 番地 59 0855-52-7741 
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雲南市子ども家庭支援セン

ター すワン 

雲南市木次町里方 521-1 0854-40-1067 

雲南市教育支援センター 

おんせんキャンパス 

雲南市木次町平田 506 0854-48-0007 

飯南町子ども・若者総合相

談窓口 

飯石郡飯南町頓原 2064 0854-72-1773 

 

 ○警察署（少年相談、社会参加活動、立ち直り支援活動） 

名称 住所 電話番号 

松江警察署 松江市袖師町 5-10 0852-28-0110 

安来警察署 安来市今津町 674-1 0854-22-0110 

雲南警察署 雲南市三刀屋町三刀屋 124-2 0854-45-0110 

出雲警察署 出雲市塩冶有原町 2丁目 19 0853-24-0110 

大田警察署 大田市長久町長久ハ 7-1 0854-82-0110 

川本警察署 邑智郡川本町大字川本 337-6 0855-72-0110 

江津警察署 江津市江津町 1016-48 0855-52-0110 

浜田警察署 浜田市黒川町 3748-10 0855-22-0110 

益田警察署 益田市東町 7-5 0856-22-0110 

津和野警察署 鹿足郡津和野町大字森村ロ 84-2 0856-72-0110 

隠岐の島警察署 隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 20-15 08512-2-0110 

浦郷警察署 隠岐郡西ノ島町大字浦郷 218-4 08514-6-0121 

 

６ 更生保護団体 

 ○島根県保護司会連合会 

  住所：松江市向島町 134-10松江地方合同庁舎 6階 

  電話番号：0852-21-3767 

 

 ○各地区保護司会   

名称 住所 電話番号 

松江地区保護司会 松江市千鳥町 70更生保護サポートセンター松江 0852-31-7031 

安来地区保護司会 安来市安来町 1931-1 十神交流センター 0854-26-4181 

雲南地区保護司会 雲南市木次町木次 1012-1雲南更生保護サポート

センター 

0854-42-3550 

出雲地区保護司会 出雲市今市町 543出雲更生保護サポートセンタ

ー 

0853-22-7190 



10 

 

大田地区保護司会 大田市仁摩町仁万 643-2大田地区更生保護サポ

ートセンター 

0854-88-2051 

邑智地区保護司会 邑智郡川本町大字川本 315-8邑智地区更生保護

サポートセンター 

0855-74-2230 

浜田地区保護司会 浜田市殿町 6-1浜田地区更生保護サポートセン

ター 

0855-25-5345 

益田地区保護司会 益田市須子町 3-1更生保護益田サポートセンタ

ー 

0856-23-6666 

隠岐地区保護司会 隠岐郡隠岐の島町城北町 163番地隠岐更生保護

サポートセンター 

08512-3-1701 

 

 ○更生保護施設しらふじ（一時的な生活基盤の提供等） 

  住所：松江市奥谷町 306-1 

  電話番号：0852-21-5383 

 

７ 国の関係機関 

 ○松江保護観察所 

  住所：松江市向島町 134-10松江地方合同庁舎 6階 

  電話番号：0852-21-2087 

  

 ○検察庁   

名称 住所 電話番号 

松江地方検察庁 松江市母衣町 50 0852-32-6715 

松江地方検察庁出雲支部 出雲市塩冶善行町 13-3 0853-21-0282 

松江地方検察庁浜田支部 浜田市田町 116-1 0855-22-0376 

松江地方検察庁益田支部 益田市幸町 6-57 0856-22-0428 

 

 ○矯正施設 

名称 住所 電話番号 

松江刑務所 松江市西川津町 67 0852-23-2222 

島根あさひ社会復帰促進センター 浜田市旭町丸原 380-15 0855-45-8171 

松江少年鑑別所 松江市内中原町 195 0852-21-3155 

 

 ○法律 

名称 住所 電話番号 
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島根県弁護士会 松江市母衣町 55-4 0852-21-3450 

法テラス島根 松江市南田町 60 050-3383-5500 

 

８ 県の関係課（制度所管課） 

制度 所管課 電話番号 

再犯防止推進関係 地域福祉課 0852-22-6822 

高齢者支援関係 高齢者福祉課 0852-22-5204 

障がい者支援関係 障がい福祉課 0852-22-6526 

薬物乱用防止関係 薬事衛生課 0852-22-5259 

依存症対策関係 障がい福祉課 0852-22-6526 

生活困窮者自立支援関係 地域福祉課 0852-22-6822 

生活保護関係 地域福祉課 0852-22-6822 

居住関係 建築住宅課 0852-22-5485 

就労支援関係 雇用政策課 0852-22-6560 

非行少年支援関係 県警本部少年女性対策課 0852-26-0110 
 


