
区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

1 保健福祉部 障害者福祉課 総合相談担当 千代田区九段南 1-2-1 03-5211-4217 身・知・高

2 千代田保健所 健康推進課 保健相談係 千代田区九段北 1-2-14 03-5211-8175 精・高

3 福祉保健部 障害者福祉課 中央区築地 1-1-1
03-3546-6032
03-3546-6753

身・知・精

4 中央区保健所 健康推進課 中央区明石町 12-1 03-3541-5930 精

5 中央区立福祉センター 中央区明石町 12-1 03-3545-9311 身・知・高

6 日本橋保健センター 中央区日本橋堀留町 1-1-1 03-3661-5071 精

7 月島保健センター 中央区月島 2-10-3 03-5560-0765 精

8
障害者地域活動支援センター
「ポケット中央」

中央区明石町 12-1
中央区保健所等複合施設５階 03-3541-1021 精

9 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者支援係 港区芝公園 1-5-25 03-3578-2462 身・知・精

10 芝地区総合支所 区民課 保健福祉係 港区芝公園 1-5-25 03-3578-3161 身・知・精

11 麻布地区総合支所 区民課 保健福祉係 港区六本木 5-16-45 03-5114-8822 身・知・精

12 赤坂地区総合支所 区民課 保健福祉係 港区赤坂 4-18-13 03-5413-7276 身・知・精

13 高輪地区総合支所 区民課 保健福祉係 港区高輪 1-16-25 03-5421-7085 身・知・精

14 芝浦港南地区総合支所 区民課 保健福祉係 港区芝浦 1-16-1 03-6400-0022 身・知・精

15 みなと保健所 健康推進課 地域保健係 港区三田 1-4-10 03-6400-0084 精

16
港区立障害保健福祉センター
（ヒューマンぷらざ）

港区芝 1-8-23 03-5439-8053 身・知・精・高

17
港区立精神障害者支援センター
（愛称：あいはーと・みなと）

港区高輪 1-4-8 03-5449-6455 精

18 福祉部 障害者福祉課 支援係 新宿区歌舞伎町 1-4-1 03-5273-4302 身・知・精・高

19 健康部 牛込保健センター 新宿区弁天町 50 03-3260-6231 精

20 健康部 四谷保健センター 新宿区三栄町 25 03-3351-5161 精

21 健康部 東新宿保健センター 新宿区新宿 7-26-4 03-3200-1026 精

22 健康部 落合保健センター 新宿区下落合 4-6-7 03-3952-7161 精

23 健康部 保健予防課 新宿区新宿 5-18-21 03-5273-3862 精

24 新宿区立障害者福祉センター 新宿区戸山 1-22-2 03-3232-3711 身・知・精・高

25 特定非営利活動法人 VIVID(ヴィヴィ）
新宿区下落合 4-20-16
ソレイユ目白103 03-6380-2015 高次脳専門
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区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

26 保健衛生部 予防対策課 文京区春日 1-16-21 03-5803-1230 精

27 保健サービスセンター 文京区春日 1-16-21 03-5803-1807 精

28 保健サービスセンター 本郷支所 文京区千駄木 5-20-18 03-3821-5106 精

29 福祉部障害福祉課 文京区春日 1-16-21 03-5803-1219 身

30 文京地域生活支援センター あかり
文京区千石 4-27-12
水間ビル１階 03-5976-3351 精

31 文京区障害者基幹相談支援センター 文京区小日向 2-16-15 03-5940-2903 身・知・精

32 障害福祉課総合相談 台東区東上野 4-5-6 03-5246-1202 身・知

33 障害者自立支援センター
台東区松が谷 1-4-12
（松が谷福祉会館内） 03-3842-2672 身・知

34 台東保健所 保健予防課 精神保健担当 台東区東上野 4-22-8 03-3847-9405 精・高

35 台東保健所 保健サービス課 保健指導担当 台東区東上野 4-22-8 03-3847-9497 精

36 浅草保健相談センター 台東区花川戸 2-11-10 03-3844-8172 精

37 向島保健センター 墨田区東向島 5-16-2 03-3611-6135 精

38 本所保健センター 墨田区東駒形 1-6-4 03-3622-9137 精

39 すみだ地域生活支援センター 友の家
墨田区太平 1-11-7
グランドステータスKIYA４階 03-3626-6165 精

40 障害者福祉課 障害者相談係 墨田区吾妻橋 1-23-20 03-5608-6165 身・知

41 すみだ福祉保健センター 墨田区向島 3-36-7 03-5608-3738 高次脳専門

42 障害福祉部 障害者支援課 江東区東陽 4-11-28 03-3647-4308 身・知・精

43 江東区障害者福祉センター 江東区扇橋 3-7-2 03-3699-0316 身・知・精・高

44 城東保健相談所 江東区大島 3-1-3 03-3637-6521 精

45 深川保健相談所 江東区白河 3-4-3-301 03-3641-1181 精

46 深川南部保健相談所 江東区枝川 1-8-15-102 03-5632-2291 精

47 城東南部保健相談所 江東区南砂 4-3-10 03-5606-5001 精

48 保健所保健予防課 江東区東陽 2-1-1 03-3647-5906 精

49 地域生活支援センター ステップ
江東区東陽 3-16-12
田中ビル２階 03-5633-7714 精

50 地域活動支援センター ロータス
江東区大島 5-10-10
セントラルプラザ大島101 03-5858-8696 精

51 地域活動支援センター ウィル・オアシス
江東区住吉 1-17-20
住吉ビル４階 03-6284-0545 精

52 障害者福祉課 品川区広町 2-1-36 03-5742-6711 身・知・精

53 品川区旗の台障害児者相談支援センター 品川区旗の台 5-2-2 03-5750-4995 身・知・高

54 品川区東品川障害者相談支援センター 品川区東品川 3-1-8 03-5479-2912 身・知

55 品川区南品川障害児者相談支援センター
品川区南品川 3-7-7　品川区立
障害児者相談支援施設２階 03-5460-5301 身・知

56
品川区精神障害者地域生活支援センター
「たいむ」

品川区西五反田 2-24-2 03-5719-3381 精

57 品川保健センター 品川区北品川 3-11-22 03-3474-2903 精

58 荏原保健センター 品川区荏原 2-9-6 03-3788-7016 精

59 大井保健センター 品川区大井 2-27-20 03-3772-2666 精

60 品川区発達障害者相談支援センター 品川区上大崎 1-20-12 03-5793-7071 身・知・精
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区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

61 障害者支援課 目黒区上目黒 2-19-15 03-5722-9850 身・知

62 保健予防課 目黒区上目黒 2-19-15 03-5722-9503 精

63 碑文谷保健センター 目黒区碑文谷 4-16-18 03-3711-6446 精

64 目黒区心身障害者センター あいアイ館 目黒区八雲 1-1-8 03-5701-2221 身

65 目黒区高次脳機能障害者支援センター
目黒区碑文谷 5-12-1
TS碑文谷ビル３階 03-6808-8575 高次脳専門

66 地域活動支援センター セサミ
目黒区中央町 2-32-5
スマイルプラザ中央町３階 03-5794-4101 精

67 障がい者総合サポートセンター 大田区中央 4-30-11 03-5728-9433 身・知・精・高

68 志茂田福祉センター機能訓練係 大田区西六郷 1-4-27 03-3734-0764 身・知・精・高

69 福祉部 大森地域福祉課 大田区大森西 1-12-1 03-5764-0657 身・知

70 福祉部 大森地域健康課 大田区大森西 1-12-1 03-5764-0662 精

71 福祉部 調布地域福祉課 大田区雪谷大塚町 4-6 03-3726-2181 身・知

72 福祉部 調布地域健康課 大田区雪谷大塚町 4-6 03-3726-4147 精

73 福祉部 蒲田地域福祉課 大田区蒲田本町 2-1-1 03-5713-1504 身・知

74 福祉部 蒲田地域健康課 大田区蒲田本町 2-1-1 03-5713-1702 精

75 福祉部 糀谷・羽田地域福祉課 大田区東糀谷 1-21-15 03-3743-4281 身・知

76 福祉部 糀谷・羽田地域健康課 大田区東糀谷 1-21-15 03-3743-4163 精

77 世田谷総合支所 保健福祉センター保健福祉課 世田谷区世田谷 4-22-33 03-5432-2865 身・知・精

78 北沢総合支所 保健福祉センター保健福祉課 世田谷区北沢 2-8-18 03-6804-8727 身・知・精

79 玉川総合支所 保健福祉センター保健福祉課 世田谷区玉川 1-20-21 03-3702-2092 身・知・精

80 砧総合支所 保健福祉センター保健福祉課 世田谷区成城 6-2-1 03-3482-8198 身・知・精

81 烏山総合支所 保健福祉センター保健福祉課 世田谷区南烏山 6-22-14 03-3326-6115 身・知・精

82 世田谷区立保健センター専門相談課
世田谷区松原 6-37-10
保健医療福祉総合プラザ２階 03-6265-7548 身・知・精・高

83 ケアセンターふらっと
世田谷区下馬 2-20-14
パーム下馬 03-5712-5105 身・高

84 福祉部 障がい者福祉課 身体福祉係 渋谷区宇田川町 1-1 03-3463-1937 身

85 福祉部 障がい者福祉課 精神福祉係 渋谷区宇田川町 1-1 03-3463-1905 精

86 中央保健相談所 渋谷区宇田川町 5-6 03-3463-2439 精

87 恵比寿保健相談所 渋谷区恵比寿 2-27-18 03-3443-6251 精

88 幡ヶ谷保健相談所 渋谷区幡ヶ谷 3-39-1 03-3374-7591 精

89 渋谷区基幹相談支援センター 渋谷区宇田川町 1-1 03-3463-3298 身・知・精・高

90 障害福祉課 障害者支援係 中野区中野 4-8-1 03-3228-8706 身・知

91 中部すこやか福祉センター 中野区中央 3-19-1 03-3367-7788 精

92 北部すこやか福祉センター 中野区江古田 4-31-10 03-3389-4321 精

93 南部すこやか福祉センター 中野区弥生町 5-11-26 03-3382-1750 精

94 鷺宮すこやか福祉センター 中野区若宮 3-58-10 03-3336-7111 精

95 障害者地域自立生活支援センター つむぎ
中野区中野 5-68-7
スマイルなかの５階 03-3389-2375 身・知・精・高
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区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

96 中野区 地域生活支援センター せせらぎ
中野区中野 5-68-7
スマイルなかの６階 03-3387-0993 精

97 障害者生活支援課 地域生活支援担当
杉並区高井戸東 4-10-5
杉並障害者福祉会館２階 03-3332-1817 高次脳専門

98
障害者地域相談支援センター荻窪
すまいる「荻窪」

杉並区荻窪 5-20-1
杉並保健所２階 03-3391-1976 身・知・精

99
障害者地域相談支援センター高円寺
すまいる「高円寺」

杉並区高円寺南 2-24-18
杉並福祉事務所高円寺事務所４階 03-5306-6381 身・知・精

100
障害者地域相談支援センター高井戸
すまいる「高井戸」

杉並区高井戸東 4-10-5
杉並障害者福祉会館３階 03-3331-2510 身・知・精

101 NPO法人モナミセブン
杉並区荻窪5-30-17-407
荻窪豊栄ステーションプラザ 03-6339-7722 高次脳専門

102 障害福祉課 心身障害者福祉センター 豊島区目白 5-18-8 03-3953-2811 高次脳専門

103 障害福祉課 身体障害者支援第一グループ 豊島区南池袋 2-45-1 03-3981-2141 身

104 障害福祉課 身体障害者支援第二グループ 豊島区南池袋 2-45-1 03-4566-2442 身

105 障害福祉課 精神障害者福祉グループ 豊島区南池袋 2-45-1 03-3981-1988 精

106 豊島区在宅医療相談窓口
豊島区西池袋 3-22-16
豊島区医師会館２階 03-5956-8586 身・知・精

107 池袋保健所 健康推進課 豊島区東池袋 4-42-16 03-3987-4174 精

108 長崎健康相談所 豊島区長崎 2-27-18 03-3957-1191 精

109 地域生活支援センター こかげ
豊島区東池袋 4-5-1
エアライズタワー103 03-5958-1990 身・知・精

110 健康福祉部 障害者福祉センター 事業係 北区中十条 1-2-18 03-3905-7121 高次脳専門

111 健康福祉部 障害福祉課 王子障害相談係 北区王子本町 1-15-22 03-3908-9081 身・知・精

112 健康福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
北区赤羽南 1-13-1
赤羽会館６階 03-3903-4161 身・知・精

113 健康福祉部 健康推進課 王子健康支援センター
北区東十条 2-7-3
北区保健所１階 03-3919-7588 身・知・精

114 健康福祉部 健康推進課 赤羽健康支援センター
北区赤羽南 1-13-1
赤羽会館６階 03-3903-6481 身・知・精

115
健康福祉部 健康推進課 滝野川健康支援セン
ター

北区西ヶ原 1-19-12 03-3915-0184 身・知・精

116 滝野川地域障害者相談支援センター 北区西ヶ原 4-51-1 03-4334-6548 身・知・精

117
北区障害者地域活動支援室
支援センターきらきら

北区中十条 1-2-18 03-3905-7201 身・知・精

118 障害者福祉課 相談支援係 荒川区荒川 2-2-3 03-3802-3111 身・知・精

119 荒川区立心身障害者福祉センター 荒川区荒川 1-53-20 03-3891-6824 身・知・高

120 板橋福祉事務所 障がい者支援係 板橋区板橋 2-66-1 03-3579-2460 身・知

121 赤塚福祉事務所 障がい者支援係 板橋区赤塚 6-38-1 03-3938-5118 身・知

122 志村福祉事務所 障がい者支援係 板橋区蓮根 2-28-1 03-3968-2337 身・知

123 板橋区立障がい者福祉センター 板橋区高島平 9-25-12 03-3550-3401 身・知・精・高

124 地域活動支援センター スペースピア 板橋区南常盤台 2-1-7 03-3554-3081 精

125 練馬総合福祉事務所
練馬区豊玉北 6-12-1
区役所西庁舎２階 03-5984-4609 身・知

126 光が丘総合福祉事務所
練馬区光が丘 2-9-6
光が丘区民センター２階 03-5997-7796 身・知

127 石神井総合福祉事務所
練馬区石神井町 3-30-26
石神井庁舎４階 03-5393-2816 身・知

128 大泉総合福祉事務所
練馬区東大泉 1-29-1
ゆめりあ１・４階 03-5905-5272 身・知

129 豊玉保健相談所 練馬区豊玉北 5-15-19 03-3992-1188 精

130 北保健相談所 練馬区北町 8-2-11 03-3931-1347 精

131 光が丘保健相談所
練馬区光が丘 2-9-6
光が丘区民センター内１階 03-5997-7722 精

北 区

豊 島 区

練 馬 区

荒 川 区
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杉 並 区



区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

132 石神井保健相談所 練馬区石神井町 7-3-28 03-3996-0634 精

133 大泉保健相談所 練馬区大泉学園町 5-8-8 03-3921-0217 精

134 関保健相談所 練馬区関町東 1-27-4 03-3929-5381 精

135 光が丘障害者地域生活支援センター すてっぷ
練馬区光が丘 2-9-6
光が丘区民センター６階 03-5997-7858 身・知・精

136 大泉障害者地域生活支援センター さくら 練馬区東大泉 5-35-2 03-3925-7371 身・知・精

137 豊玉障害者地域生活支援センター きらら 練馬区豊玉北 5-15-19 03-3557-9222 身・知・精

138 石神井障害者地域生活支援センター ういんぐ
練馬区石神井 7-3-28
石神井保健相談所併設 03-3997-2181 身・知・精

139
練馬区立心身障害者福祉センター
（だんだん）

練馬区貫井 1-9-1 03-3926-7214 高次脳専門

140 障がい福祉課 中部援護第一係 足立区中央本町 1-17-1 03-3880-5881 身

141 障がい福祉課 中部援護第二係 足立区中央本町 1-17-1 03-3880-5882 知

142 障がい福祉課 千住援護係 足立区千住仲町 19-3 03-3888-3146 身・知

143 障がい福祉課 東部援護係 足立区東綾瀬 1-26-2 03-3605-7520 身・知

144 障がい福祉課 西部援護係 足立区鹿浜 8-27-15 03-3897-5034 身・知

145 障がい福祉課 北部援護係 足立区竹の塚 2-25-17 03-5831-5799 身・知

146
足立区障がい福祉センターあしすと
自立生活支援室

足立区梅島 3-31-19 03-5681-0132 身・知・精・高

147 中央本町地域・保健総合支援課 足立区中央本町 1-5-3 03-3880-5351 精

148 竹の塚保健センター
足立区西竹の塚 1-11-2
エミエルタワー竹の塚２階 03-3855-5082 精

149 江北保健センター 足立区西新井本町 2-30-40 03-3896-4004 精

150 千住保健センター 足立区千住仲町 19-3 03-3888-4277 精

151 東部保健センター 足立区大谷田 3-11-13 03-3606-4171 精

152 障害福祉課 援護係 葛飾区立石 5-13-1 03-5654-8302 身・知・高

153 福祉部 障害者施設課 地域活動支援係 葛飾区堀切 3-34-1　 03-5698-1336 身・知・高

154 保健所・青戸保健センター 葛飾区青戸 4-15-14 03-3602-1284 精

155 新小岩保健センター 葛飾区西新小岩 4-21-12 03-3696-3781 精

156 金町保健センター 葛飾区金町 4-18-19 03-3607-4141 精

157 水元保健センター 葛飾区東水元 1-7-3 03-3627-1911 精

158 障害者福祉課 身体障害者相談係 江戸川区中央 1-4-1 03-5662-0052 身

159 江戸川区立障害者支援ハウス 江戸川区中葛西 2-11-8 03-5667-1333 身・知・精

160 中央健康サポートセンター 江戸川区中央 4-24-19 03-5661-2467 身・知・精

161 小岩健康サポートセンター 江戸川区東小岩 3-23-3 03-3658-3171 身・知・精

162 東部健康サポートセンター 江戸川区瑞江 2-5-7 03-3678-6441 身・知・精

163 清新町健康サポートセンター 江戸川区清新町 1-3-11 03-3878-1221 身・知・精

164 葛西健康サポートセンター 江戸川区中葛西 3-10-1 03-3688-0154 身・知・精

165 鹿骨健康サポートセンター 江戸川区鹿骨 1-55-10 03-3678-8711 身・知・精

166 小松川健康サポートセンター 江戸川区小松川 3-6-1 03-3683-5531 身・知・精

足 立 区

練 馬 区

葛 飾 区

江 戸 川 区



区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

167 なぎさ健康サポートセンター 江戸川区南葛西 7-1-27 03-5675-2515 身・知・精

168 地域活動・相談支援センター かさい 江戸川区中葛西 2-8-3 03-5679-6445 身・知・精

169 地域活動支援センター えどがわ
江戸川区松島 3-46-10
かとりコーポ１階 03-5879-0708 身・知・精

170 地域活動支援センター こまつがわ
江戸川区小松川 2-9
小松川二丁目第三アパート１階 03-5858-6421 身・知・精

171 地域活動支援センター はるえ野 江戸川区春江町 2-41-8 03-5664-6070 身・知・精・高

172 福祉部 障害者福祉課 八王子市元本郷町 3-24-1
042-620-7366
042-620-7367

身・知・精

173 八王子市高次脳機能障害者相談室 はっぱ 八王子市椚田町 583-15 080-1254-7480 高次脳専門

174 立 川 市 福祉保健部 障害福祉課 立川市泉町 1156-9 042-523-2111 身・知・精

175 健康福祉部 障害者福祉課 武蔵野市緑町 2-2-28 0422-60-1847 身・知・精

176 高次脳機能障害相談室 ゆいっと
武蔵野市八幡町 4-28-13
武蔵野市障害者福祉センター内 0422-55-5018 高次脳専門

177
健康福祉部 障がい者支援課
基幹相談支援センター担当

三鷹市野崎 1-1-1 0422-45-1151 身・知・精・高

178 健康福祉部 三鷹市北野ハピネスセンター 三鷹市北野 1-9-29 0422-48-6331 身・知

179 障がい者自立支援センター ゆー・あい
三鷹市上連雀 4-1-8
福祉コアかみれん２階 0422-43-9047 精

180 障がい者相談支援センター ぽっぷ
三鷹市下連雀 4-15-18
下連雀複合施設２階 0422-71-0901 身・知

181 健康福祉部 障がい者福祉課 青梅市東青梅 1-11-1 0428-22-1111 身・知・精

182 青梅市障がい者サポートセンター 青梅市大門 2-261-1 0428-30-0152 身・知・精・高

183 福祉保健部 障害者福祉課 府中市宮西町 2-24 042-335-4022 精

184 福祉保健部 障害者福祉課 府中市宮西町 2-24 042-335-4962 身・知

185 地域生活支援センター あけぼの
府中市寿町 3-9-11
山上ビル1階 042-358-1085 身・知・精・高

186 保健福祉部 障害福祉課 昭島市田中町 1-17-1 042-544-5111 身・知・精

187 昭島市障害者相談支援センター
昭島市昭和町 4-7-1
昭島市保健福祉センター２階 042-513-5456 身・知・精

188 福祉健康部 障害福祉課 相談係 調布市小島町 2-35-1 042-481-7094 身・知・精

189
調布市障害者地域活動支援センター
「ドルチェ｣

調布市小島町 2-47-1
社会福祉法人調布市
社会福祉協議会

042-490-6675 身・精・高

190 町 田 市 社会福祉法人まちだ育成会 ひかり療育園 町田市忠生 3-6-2 042-794-0733 身・知・精・高

191 福祉保健部 自立生活支援課 相談支援係
小金井市本町 6-6-3
市役所第二庁舎２階 042-387-9841 身・知・精

192 小金井市障害者地域自立生活支援センター 小金井市緑町 4-17-10 042-381-8411 身・知・精・高

193
小金井市精神障害者地域生活支援センター
そら

小金井市本町 2-20-30 042-381-6922 精

194 健康福祉部 障がい者支援課 サービス支援担当
小平市小川町 2-1333
健康福祉事務センター内１階 042-346-9542 身・知・精・高

195 障がい者地域自立生活支援センター ひびき
小平市学園東町 1-19-13
小平市福祉会館２階 042-341-6555 身・知・精

196 地域生活支援センター あさやけ
小平市小川東町 4-2-1
「小平元気村 おがわ東」１階 042-345-1741 精

197 健康福祉部 障害福祉課 日野市神明 1-12-1 042-514-8489 身・知・精・高

198 地域生活支援センター ゆうき 日野市高幡 864-15 042-591-6321 精

199 地域活動支援センター やまばと 日野市旭が丘 2-42-5 042-582-3400 身・知

200 高次脳機能障害者相談支援センター つくし 日野市多摩平 3-5-21 070-1316-8800 高次脳専門

八 王 子 市

武 蔵 野 市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

小 金 井 市

小 平 市

日 野 市

江 戸 川 区



区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

201 健康福祉部 障害支援課
東村山市本町 1-2-3
いきいきプラザ１階 042-393-5111 身・知・精・高

202 東村山市基幹相談支援センター るーと
東村山市野口町 1-25-15
東村山市地域福祉センター内１階 042-394-1555 身・知・精・高

203 地域生活支援センター ふれあいの郷
東村山市本町 2-8-2
プライムビル207 042-397-6400 精・高

204 福祉部 障害福祉課 国分寺市戸倉 1-6-1 042-325-0111 身・知・精・高

205 国分寺市基幹相談支援センター
国分寺市戸倉 2-7-26
KOCO・ジャム ２階 042-320-1300 身・知・精・高

206 国分寺市地域活動支援センター つばさ 国分寺市泉町 2-3-8 042-321-1136 身・知・精・高

207 国分寺市地域生活支援センター プラッツ 国分寺市南町 3-4-4 042-359-2440 精

208 国分寺市地域活動支援センター 虹 国分寺市戸倉 4-14 042-300-0608 知・精

209 国 立 市
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課
相談支援係

国立市富士見台 2-47-1 042-576-2121 身・知・精・高

210 福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係 福生市本町 ５ 042-551-1742 身・知・精・高

211 福生市障害者自立生活支援センター すてっぷ 福生市南田園 2-13-1 042-539-3217 身・知

212 地域活動支援センター ハッピーウイング 福生市東町 6-8 MEビル３階 042-553-9888 精

213 福祉保健部 福祉相談課 相談支援係 狛江市和泉本町 1-1-5 03-3430-1111 身・知・精・高

214
狛江市障害者地域自立生活支援センター
サポート

狛江市元和泉 2-35-1 03-5438-3533 身・知・精

215 地域生活支援センター リヒト
狛江市元和泉 2-35-1
あいとぴあセンター内 03-3480-2236 身・知・精

216 相談支援センター みずき 狛江市東和泉 1-32-21 03-5761-4796 身・知・精

217 福祉部 障害福祉課 東大和市中央 3-930 042-563-2111 身・知・精

218 地域生活支援センター ウエルカム 東大和市中央 3-912-3 042-564-0891 精

219 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係 清瀬市中里 5-842 042-492-5111 身・知・精

220 清瀬市社会福祉協議会相談支援事業所 清瀬市上清戸 1-16-62 042-495-5513 身・知

221 地域生活支援センター どんぐり 清瀬市元町 1-13-24 042-495-5110 精

222 福祉保健部 障害福祉課 東久留米市本町 3-3-1 042-470-7747 身・知・精

223 東久留米市立さいわい福祉センター 東久留米市幸町 3-9-28 042-477-2711 身・知

224 地域生活支援センター めるくまーる
東久留米市幸町 3-6-2
アトモスビル１階 042-476-1335 精

225 健康福祉部 障害福祉課
武蔵村山市学園 4-5-1
市民総合センター内 042-590-1185 身・知・精・高

226 地域活動支援センター お伊勢の森
武蔵村山市学園 4-5-1
市民総合センター内 042-567-7256 精

227 武蔵村山市障害者地域自立生活支援センター
武蔵村山市学園 4-5-1
市民総合センター２階 042-590-1501 身・知

228 健康福祉部 障害福祉課 相談支援担当 多摩市関戸 6-12-1 042-338-6847 身・知・精

229 多摩市地域活動支援センター のーま
多摩市関戸 4-19-5
市立健康センター４階 042-311-2300 身・知・精

230 多摩市地域活動支援センター あんど
多摩市南野 3-15-1
多摩市総合福祉センター３階 042-356-0348 身・知・精・高

231 福祉部 障害福祉課 稲城市東長沼 2111 042-378-2111 身・知・精

232 稲城市社会福祉協議会 相談支援事業 稲城市百村 7 042-378-3318 身・知・精

233
稲城市障害者総合相談センター
マルシェいなぎ

稲城市東長沼 2107-3
ヒルテラス稲城103 042-379-9234 身・知・精・高

234 福祉健康部 障害福祉課 羽村市緑ヶ丘 5-2-1 042-555-1111 身・知・精・高

235 羽村市地域活動支援センター あおば
羽村市栄町 2-18-1
羽村市福祉センター内 042-555-1210 身・知・精

東 大 和 市

東 村 山 市

狛 江 市

国 分 寺 市

福 生 市

清 瀬 市

東久留米市

武蔵村山市

多 摩 市

稲 城 市

羽 村 市



区市町村名 事業所名 住所 電話 種別

236 健康福祉部 障がい者支援課 あきる野市二宮 350 042-558-1111 身・知・精・高

237 あきる野市障がい者相談支援センター
あきる野市二宮 670-5
秋川健康会館１階 042-559-0368 身・知・精・高

238
あきる野市障がい者就労・生活支援センター
あすく

あきる野市秋川 1-7-6
リヴェール麗２階 042-532-1793 身・知・精・高

239 健康福祉部 障害福祉課（田無庁舎） 西東京市南町 5-6-13 042-420-2805 身・知・精・高

240 西東京市保谷障害者福祉センター 西東京市保谷町 1-6-20 042-463-9861 身・精・高

241 基幹相談支援センター えぽっく
西東京市田無町 4-17-14
障害者総合支援センター
フレンドリー１階

042-452-0075 身・知・精・高

242 瑞　穂　町 福祉部 福祉課 障がい者支援係 西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎 2335 042-557-0574 身・知・精

243 日 の 出 町 子育て福祉課 地域支援係 西多摩郡日の出町平井 2780 042-588-4112 身・知・精

244 福祉けんこう課 西多摩郡檜原村 2717 042-598-3121 身・知・精

245 相談支援事業所 ひのきのその 西多摩郡檜原村 5354-6 042-598-3113 身・知・精

246 奥 多 摩 町 福祉保健課 西多摩郡奥多摩町氷川 1111 0428-83-2777 身・知・精・高

247 大　島　町 福祉けんこう課 福祉医療係 大島町元町 1-1-14 04992-2-1471 身・知・精・高

248 利　島　村 住民課 利島村 248 04992-9-0011 身・知・精

249 民生課 福祉介護係 新島村本村 1-1-1 04992-5-0243 身・知・精

250 さわやか健康センター 新島村本村 3-12-8 04992-5-1856 身・知・精・高

251 福祉課 神津島村 904 04992-8-0011 身・知

252 保健センター 神津島村 1009-1 04992-8-0010 精

253 三　宅　村 福祉健康課 福祉係 三宅村阿古 497 04994-5-0902 身・知・精・高

254 御 蔵 島 村 総務課 民生係 御蔵島村字入かねが沢 04994-8-2121 身・知・精

255 八　丈　町 福祉健康課 障がい福祉係 八丈町大賀郷 2551-2 04996-2-5570 身・知・精

256 青 ヶ 島 村 総務課 青ヶ島村無番地 04996-9-0111 身・知・精

257 小 笠 原 村 村民課 福祉係 小笠原村父島字西町 04998-2-3939 身・知・精

神 津 島 村

新　島　村

あきる野市

西 東 京 市

檜　原　村


