（ホ）…ホームヘルプの相談

障害福祉サービスの窓口一覧（２３区）
（令和 3 年 4 月 1 日時点）

区

名

部

署

所在地

電 話

保健福祉部障害者福祉課総合相談担当

九段南 1-2-1

03-5211-4217

千代田保健所健康推進課保健相談係

九段北 1-2-1４

03-5211-8175

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

築地 1-1-1

03-3546-6753

芝地区総合支所区民課

芝公園 1-5-25

03-3578-3161

麻布地区総合支所区民課

六本木 5-16-45

03-5114-8822

赤坂地区総合支所区民課

赤坂 4-18-13

03-5413-7276

高輪地区総合支所区民課

高輪 1-16-25

03-5421-7085

芝浦港南地区総合支所区民課

芝浦 1-16-1

03-6400-0022

新宿区

福祉部障害者福祉課支援係

歌舞伎町 1-4-1

03-5273-4583

文京区

保健衛生部予防対策課

春日 1-16-21
文京シビックセンター8 階

03-5803-1847

台東区

台東保健所保健予防課精神保健担当

東上野 4-22-8

03-3847-9405

向島保健センター

東向島 5-16-2

03-3611-6135

本所保健センター

東駒形 1-6-4

03-3622-9137

江東区

福祉部障害者支援課身体障害相談係

東陽 4-11-28

03-3647-4953・4958

品川区

障害者福祉課

広町 2-1-36

03-5742-6711

目黒区

健康福祉部障害者支援課精神障害福祉・難病係 上目黒 2-19-15

03-5722-9369

福祉部大森地域福祉課（大森地域庁舎）

大森西 1-12-1

03-5764-0696

福祉部調布地域福祉課（調布地域庁舎）

雪谷大塚町 4-6

03-3726-4139

福祉部蒲田地域福祉課（蒲田地域庁舎）

蒲田本町 2-1-1

03-5713-1383

福祉部糀谷・羽田地域福祉課
（糀谷・羽田地域庁舎）

東糀谷 1-21-15

03-3741-6682

保健所大森地域健康課健康事業係
（大森地域庁舎）

大森西 1-12-1

03-5764-0662（ホ）

保健所調布地域健康課健康事業係
（調布地域庁舎）

雪谷大塚町 4-6

03-3726-4147（ホ）

保健所蒲田地域健康課健康事業係
（蒲田地域庁舎）

蒲田本町 2-1-1

03-5713-1702（ホ）

保健所糀谷・羽田地域健康課健康事業係
（糀谷・羽田地域庁舎）

東糀谷 1-21-15

03-3743-4163（ホ）

千代田区

中央区

港区

墨田区

大田区

区

名

部

署

所在地

電 話

世田谷総合支所保健福祉センター
保健福祉課

世田谷 4-22-33

03-5432-2865

北沢総合支所保健福祉センター
保健福祉課

北沢 2-8-18
（北沢タウンホール）

03-6804-8727

玉川総合支所保健福祉センター
保健福祉課

等々力 3-4-1

03-3702-2092

砧総合支所保健福祉センター
保健福祉課

成城 6-2-1

03-3482-8198

烏山総合支所保健福祉センター
保健福祉課

南烏山 6-22-14

03-3326-6115

障がい者福祉課知的福祉係

宇田川町 1-1

03-3463-1978

障がい者福祉課身体福祉係

宇田川町 1-1

03-3463-1937

障がい者福祉課経理係

宇田川町 1-1

03-3463-1934（ホ）

中部すこやか福祉センター

中央 3-19-1

03-3367-7788

北部すこやか福祉センター

江古田 4-31-10

03-3389-4321

南部すこやか福祉センター

弥生町 5-11-26

03-3380-5551

鷺宮すこやか福祉センター

若宮 3-58-10

03-3336-7111

杉並区

保健福祉部障害者施策課認定・給付係

阿佐谷南 1-15-1

03-3312-2111

豊島区

障害福祉課

南池袋 2-45-1

03-3981-1988

王子障害相談係（区役所内）

王子本町 1-15-22
（第 1 庁舎 3 番窓口）

03-3908-1358

赤羽障害相談係

赤羽南 1-13-1 赤羽会館 6 階

03-3903-4161

荒川区役所障害者福祉課

荒川 2-2-3

03-3802-3111（代表）
内 2378

板橋福祉事務所障がい者支援係

板橋 2-66-1

03-3579-2460

赤塚福祉事務所障がい者支援係

赤塚 6-38-1

03-3938-5118

志村福祉事務所障がい者支援係

蓮根 2-28-1

03-3968-2339

練馬総合福祉事務所障害者支援係

豊玉 6-12-1
区役所西庁舎 2 階

03-5984-4609

光が丘総合福祉事務所障害者支援係

光が丘 2-9-6
光が丘区民センター2 階

03-5997-7796

石神井総合福祉事務所障害者支援係

石神井町 3-30-26
石神井庁舎 4 階

03-5393-2816

大泉総合福祉事務所障害者支援係

東大泉 1-29-1
ゆめりあ１ 4 階

03-5905-5272

障がい福祉課中部援護第一係・第二係

中央本町 1-17-1
区役所北館 1 階

03-3880-5881～2

障がい福祉課千住援護係

千住仲町 19-3
千住福祉課内

03-3888-3146

障がい福祉課東部援護係

東綾瀬 1-26-2
東部福祉課内

03-3605-7520

障がい福祉課西部援護係

鹿浜 8-27-15
西部福祉課内

03-3897-5034

障がい福祉課北部援護係

竹の塚 2-25-17
竹の塚センター2 階

03-5831-5799

世田谷区

渋谷区

中野区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

区

名

部

署

所在地

電

話

青戸保健センター

青戸 4-15-14
健康プラザかつしか内

03-3602-1284

金町保健センター

金町 4-18-19

03-3607-4141

新小岩保健センター

西新小岩 4-21-12

03-3696-3781

水元保健センター

東水元 1-7-3

03-3627-1911

小岩健康サポートセンター

東小岩 3-23-3

03-3658-3171

東部健康サポートセンター

瑞江 2-5-7
東部フレンドホール 3 階

03-3678-6441

清新町健康サポートセンター

清新町 1-3-11

03-3878-1221

葛西健康サポートセンター

中葛西 3-10-1

03-3688-0154

鹿骨健康サポートセンター

鹿骨 1-55-10

03-3678-8711

小松川健康サポートセンター

小松川 3-6-1

03-3683-5531

なぎさ健康サポートセンター

南葛西 7-1-27

03-5675-2515

江戸川区福祉部障害者福祉課
身体障害者相談係

中央 1-4-1

03-5662-0052

葛飾区

江戸川区

