
区市町村名 事業所名 住所 電話番号

医療的ケアシッター ナンシー 千代田区神田神保町1-14-1 KDX神保町ビル4F 03-6811-0920

千代田区立子ども発達センター 千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階 03-5296-9282

千代田区障害者よろず相談MOFCA 千代田区一ツ橋1-1-1　パレスサイドビル１階 03-6269-9755

中央区立子ども発達支援センター 中央区明石町12-1 3階 03-3545-9844

中央区立基幹相談支援センター 中央区明石町12-1 中央区立福祉センター2階 03-6264-3957

中央区立子ども発達支援センター障害児相談支援事業所 中央区明石町12-1 3階 03-6260-6464

ハッピーテラスケアサポート芝浦 港区芝浦4-12-31 03-6435-4738

港区立児童発達支援センター 港区南麻布4-6-13 03-6277-3903

ケアコーディネーション 港区白金3-3-4-106 03-6453-9336

港区立障害保健福祉センター 港区芝1-8-23 03-5439-8053

相談支援事業所Kaien新宿 新宿区西新宿7-7-29 西新宿ビル5階 050-2018-2040

新宿区基幹相談支援センター（新宿区福祉部障害福祉課） 新宿区歌舞伎町1-4-1 03-5273-4302

team shien m.a 新宿 新宿区早稲田鶴巻町549 木村ビル303 03-6380-3462

ベビーのための相談支援ベビーノ 新宿区西新宿8-3-32　カーメルⅠ204 03-6279-3825

相談支援事業所リリーフ 文京区湯島3-20-9-401 03-6240-1977

文京区福祉部障害福祉課 文京区春日1-16-21 03-5803-1219

指定特定（障害児）相談支援事業ふくろう 文京区弥生2-9-6 03-3812-3700

リアン文京（文京総合福祉センター） 文京区小日向2-16-15 03-5940-2822

台東区松が谷福祉会館（障害者自立支援センター） 台東区松が谷1-4-12 03-5246-9651

巴 三ノ輪 サービス部 台東区根岸5-22-6　ブロッケン6階 03-3876-7456

あしたば相談支援事業所 墨田区押上1-43-3 03-6456-1669

相談支援はあと 墨田区八広5-30-5 03-6657-2399

江東区こども発達扇橋センター 江東区扇橋3-7-2　障害者福祉センター1階 03-3648-3760

カレッジケア 江東区北砂5-20-13-101 03-5875-2622

江東区こども発達センター 江東区塩浜2-5-20　塩浜福祉プラザ1階 03-5632-2591

相談支援ルームボンデイ 江東区青海2-4-32　タイム24ビル1階 03-5579-6270

こぴあクラブ 江東区冬木6-20 03-3630-1363

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

品川区重症心身障害者通所事業所ピッコロ
品川区八潮5-3-8　障害者福祉課八潮分室 03-3799-5931

インクルーシブひろば ベル 品川区戸越6-16-14 03-6811-0907

品川区障害者福祉課障害者相談支援担当 品川区広町2-1-36 03-5742-6711

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

目黒障害者相談センター 目黒区中根1-3-9 森戸ビル302 03-3725-8808

ふれんず 目黒区中目黒5-28-21　SV祐天寺ビル３階 070-5595-6214

目黒区生活福祉課保護第三係 目黒区上目黒2-19-15 03-5722-9858

目黒区児童発達支援センター相談支援ひまわり 目黒区中央町2-23-24　目黒区児童発達支援センター内 03-3792-6691

たんぽぽの会相談支援 目黒区五本木3-32-8　小佐井ビル104 03-6412-8372

特定相談支援事業所　ワークスタッフ鵜の木 大田区鵜の木2-17-3　ライオンズマンション鵜の木1階 03-5741-8239

TOMOソーシャルサポートネット 東京都大田区蒲田1-24-17 03-5480-7391

あいりすキッズ 大田区西馬込1-32-15 03-4400-2756

NPO法人結ぶ会 大田区中央5-8-14 03-6755-4349

指定障害者相談支援事業所大田 大田区萩中2-10-11 03-3745-0878

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会

重症心身障害児療育相談センター
世田谷区三宿2-30-9 03-3413-6781

相談支援事業所梅ヶ丘 世田谷区松原6-37-1 03-6379-1592

からふるplan 世田谷区池尻3-13-12 03-4586-7962

相談支援ウイング 世田谷区宮坂3-12-18　ブエノス経堂203 03-5799-7400

地域障害者相談支援 ぽーときぬた 世田谷区祖師谷3-21-1　3階 03-6411-5680

渋谷区子ども発達センター 渋谷区宇田川町5-6　渋谷区子育てネウボラ7階 03-3463-3786

一般社団法人Relation（リレーション） 渋谷区神宮前3-1-24　ソフトタウン青山225号 080-5957-0210

社会福祉法人　正夢の会　中野区療育センターゆめなりあ 中野区弥生町5-5-2 03-6382-4781

なごみ相談支援事業所（なごみ訪問看護ステーション内） 中野区野方1-29-4 03-6383-3189

相談支援事業所まっしろキャンバス 中野区野方5-28-1　エクセルシオール野方1-102 03-6821-7530

相談支援りんく中野事業所 中野区中央4-21-18　コリンズ14ビル1階 03-6382-8660

南部すこやか障害者相談支援事業所 中野区弥生町5-11-26　2階 03-5340-7888

千代田区

中野区

渋谷区

世田谷区

大田区

目黒区

品川区

江東区

墨田区

台東区

文京区

港区

中央区

新宿区

東京都医療的ケア児コーディネーターが所属する事業所一覧（令和4年10月1日時点）
＊この表には、研修修了生のうち、同意が取れた者のみ記載しています
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永福南社会福祉ガーデン　相談支援事業所 杉並区永福1-7-6 03-6379-3011

相談支援事業所　HUGはぐ 杉並区高円寺南4-45-4　高円寺南サマリアマンション704 03-5307-8989

杉並区保健福祉部障害者施策課 杉並区阿佐谷南1-15-1 03-3312-2111（内1148）

杉並区保健福祉部障害者施策課児童発達相談係 杉並区阿佐谷南1-14-8　4階 03-5305-6713

キラキラステーション 杉並区阿佐谷南2-14-23　エクシブ阿佐ヶ谷102 03-6454-6513

いたる相談室 杉並区阿佐谷北2-32-1 03-6383-5571

つむぐケア永福 杉並区永福4-18-2　東宝ビル4階　 03-6338-4722

相談支援事業所らいと 杉並区上井草1-23-23 上井草1丁目事務所3階 03-5303-9878

相談支援事業所なでしこ 杉並区高円寺北1-28-1　 03-5345-6741

八成相談支援事業所 杉並区井草1-40-16　はちなり苑 03-3395-7531

二葉庵 杉並区高井戸西2-1-24　高井戸Tビル202号室 03-5941-8306

相談支援事業所 庵（いおり） 杉並区梅里2-10-11　芝萬梅里マンション224 03-6454-6416

青い鳥 杉並区荻窪4-24-18　荻窪家族レジデンス102号 03-6383-5888

相談支援事業所　かすみ草 杉並区和泉3-22-15　グランヴェール和泉101 03-6265-7991

社会福祉法人フロンティア　いけぶくろ茜の里　相談支援室 豊島区池袋4-15-10 03-5960-5231

相談支援事業所アニマートとしま 豊島区東池袋2-22-4　市川ビル101 03-5927-1939

相談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 03-5958-1997

相談支援事業所 モア 豊島区池袋2-24-17　 03-6384-4766

王子神谷相談支援センター 北区王子5-2-2-117 03-6903-2239

株式会社かいごのきもち 北区中里1-15-1-102号 03-5539-3669

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑 北区西ヶ原4-51-1 03-3940-9181

あすか山訪問看護ステーション 北区神谷1-13-10　Kourt K3 1階 03-5959-3121

つみき相談室 北区上十条1-19-6 03-5948-9554

相談支援センター　あらかわ 荒川区東日暮里1-17-12　二村ビル１階 03-3801-7227

荒川自立支援センター 荒川区西日暮里6-23-4　光ビル1階 03-6806-5249

社会福祉法人同愛会　板橋区立加賀福祉園 板橋区加賀1-7-2 03-3579-2366

さくらヘルプケア 板橋区高島平1-48-5-102 03-3935-2201

よつば介護 板橋区中板橋22-9-101 03-5944-1766

心身障害児総合医療療育センター 板橋区小茂根1-1-10
03-3974-2146

（内351、352）

志村ゆめの国障害者相談支援センター 板橋区坂下1-11-3-102 03-3966-2548

かがやき相談支援事業所 練馬区中村南2-18-14　ﾏｳﾝﾄｽｸｳｴｱ101号室 03-6754-9872

あいの風相談支援ステーション 練馬区谷原2-4-3 03-6913-1081

練馬区立こども発達支援センター 練馬区光が丘3-1-1 03-3975-6251

練馬区障害者施策推進課事業計画担当係 練馬区豊玉北6-12-1 03-5984-4602

りんごの木相談支援事業所 練馬区大泉学園町1-7-18 03-6904-5053

足立区教育委員会　子ども家庭部　子ども施設指導・支援担当課 足立区中央本町1-17-1 03-3880-5395

あだちの里相談支援センター 足立区江北1-26-22 03-5856-9551

うめだ・あけぼの子ども相談支援センター 足立区梅田7-12-15 03-3848-1197

スマイル相談支援センター 足立区西新井1-38-11-204 03-5838-2825

足立区障がい福祉センター　自立生活支援係 足立区梅島3-31-19 03-5681-0132

葛飾区子ども発達センター 葛飾区堀切3-34-1 03-5698-1324

葛飾区障害者施設課発達支援第一係 葛飾区立石15-13-1 03-3695-1111

相談支援事業所なないろ 葛飾区西新小岩4-40-20　マンションサンエイドA202 03-5875-6441

永仁介護サービス　平井相談支援事業所 江戸川区平井4-1-19 03-3683-4441

にじいろ相談支援事業所 江戸川区中央4-25-16 03-5879-3820

まある相談支援事業所 江戸川区中葛西1-38-18 03-6663-9870

一般社団法人オリオン　相談支援センターぽこ・あ・ぽこ 江戸川区松島3-42-11　1階 03-6231-4278

日本リック相談支援一之江事業所 江戸川区一之江4-6-22　 03-5879-2602

江戸川区発達相談・支援センター 江戸川区平井4-1-29（小松川区民館隣） 03-5875-5321

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101 03-5879-6744

江戸川区立希望の家 江戸川区江戸川5-32-6 03-3680-1531

永仁介護サービス　瑞江相談支援事業所 江戸川区春江町3-51-4 03-3698-4441

わかこま相談支援室 八王子市横川町521-1 042-621-2277

障がい者(児)の夢を実現させる相談支援 八王子市めじろ台1-8-25　アゴラビルF-104 090-8504-7814

社会福祉法人もくば会　八王子地域生活支援室　高尾 八王子市東浅川町914-6　東浅川ビル1階 042-629-9088

八王子市福祉部障害者福祉課 八王子市元本郷町3-24-1 042-620-7245

八王子中央相談室 八王子市西寺方町658-1　リベーラ三光1階 042-659-0822

相談支援スペース「ゆめ」 八王子市緑町935-15 042-634-8518

サポートNARS 八王子市横川町391-7　第2真尾ビル1階 042-623-7784

マインドはちおうじ相談支援センター 八王子市小門町75-7　エイビット小門町ビル3階　 042-620-8851

杉並区

板橋区

荒川区

北区

八王子市

江戸川区

豊島区

葛飾区

足立区

練馬区
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相談支援事業所　介護グループふれあい 立川市羽衣町2-41-1　羽衣第一ビル2階 042-595-6620

相談支援事業所　暖 立川市高松町1-17-20 粕谷ビル2階 042-512-5868

こども相談室RNC 武蔵野市境1-4-12 エミールシティ303 0422-27-7255

武蔵野市児童発達支援センターみどりのこども館　相談部ハビット 武蔵野市緑町2-6-8 0422-55-8510

じゅうと生活サポートセンター 三鷹市大沢1-16-26 0422-26-1772

三鷹市子ども発達支援センター 三鷹市新川6-37-1　三鷹中央防災公園元気創造プラザ1階 0422-45-1122

青梅市 ほめてこおうめ相談支援事業所 青梅市新町3-65-2-105 0428-78-0600

地域生活支援センターふらっと 府中市清水が丘3-27-17　1階 042-370-1781

府中市福祉保健部障害者福祉課 府中市宮西町2-24 042-364-4111

わの会相談支援 府中市住吉町1-60-10　 042-319-2688

地域生活支援センターあけぼの 府中市中寿町3-9-11　山上ビル1階 042-358-1085

地域生活支援センターみ～な 府中市南町5-38　府中市立心身障害者福祉センター内 042-360-1312

昭島市 昭島生活実習所 昭島市松原町3-11-15 042-541-8796

調布市福祉健康部障害福祉課相談係 調布市小島町2-35-1 2階 042-481-7094

シエル相談支援センター 調布市飛田給1-38-1-101 042-426-7717

相談支援みつばち 町田市南成瀬2-32-11　クレスト南成瀬Ⅱ2-11 080-4191-3838

相談支援事業　かけはし 町田市下小山田町3267-2 042-797-6004

町田市子ども発達センター 町田市中町2-13-14 042-726-6570

相談支援事業所うらら 町田市金森2-30-8 1階 080-3202-7316

小金井市児童発達支援センターきらり 小金井市梶野町1-2-3 0422-60-1550

あしすと さくら 小金井市貫井南町2-7-14 042-401-2220

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4-17-10 042-381-8811

マッチ相談支援ステーション 小金井市桜町2-12-32　セレーサ小金井102 042-202-2094

小平市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　福祉会館内２階 042-341-6555

㈱フローレンス　相談支援センターくれよん 小平市小川東町5-2-22 042-341-7588

地域生活支援センター澄水 小平市小川町1-485 042-346-7412

相談支援事業所　れんげ草 小平市学園東町1-22-6 042-405-1779

相談支援室かすみそう 小平市小川町1-390-2　第一宮寺ビル1階102号室 042-313-2505

スカイサポートセンター 小平市仲町357-6　 042-312-1894

日野市 地域生活相談室おあしす 日野市程久保872-1　多摩療護園内 042-591-4016

相談支援事業所トビラ 東村山市富士見町3-4-16 070-6425-3180

みのり障害生活支援センター 東村山市本町2-24-1　ラヴィアンオランジュ110号 042-313-0151

アークこども相談センター 東村山市青葉町3-9-33 042-306-3714

国分寺市 国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ 国分寺市戸倉3-1-1 042-323-7970

相談支援事業ルピナス 国立市西2-20-10　第2村上ビル2階 042-505-7151

相談支援センターみなも 国立市矢川3-16-1 042-577-2557

はなそーよ 福生市南田園3-14-6　２階 042-513-7977

福生市福祉保健部障害福祉課障害福祉係 福生市本町5 042-551-1742

相談支援センターみずき 狛江市東和泉1-32-21 03-5761-4796

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3階 03-3480-2236

東大和市 東大和市立やまとあけぼの学園 東大和市新堀１-1523-2 042-564-5923

清瀬市 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会　相談支援センターひだまり 清瀬市梅園3-1-30 042-497-8882

武蔵村山市 東京小児療育病院　地域支援センター 武蔵村山市学園4-10-1 042-561-2521

相談支援センターしまだ 多摩市中沢1-31-1　島田療育センター内 042-374-2101

マルシェたま 障害者相談支援事業所 多摩市関戸4-19-5　市立健康センター4階 042-311-2300

稲城市 社会福祉法人稲城市社会福祉協議会 稲城市百村7　福祉センター内 042-378-3318

をとん あきる野市小中野196-1 042-588-4540

上代継在宅地域支援センター あきる野市上代継84-6 042-559-2241

社会福祉法人SHIP　障がい者相談支援センター　いまここ あきる野市秋川1-12-1-1B 042-595-5720

ワン・ストップ 西東京市保谷町2-10-12　菊池ビル201 042-452-9099

西東京市こどもの発達センターひいらぎ 西東京市住吉町6-15-6 042-422-9897

地域活動支援センターブルーム 西東京市田無町5-5-12 042-452-3085

相談室こころ 西東京市住吉町3-12-19 042-424-7775

檜原村 ひのきのその 西多摩郡檜原村5354-6 042-598-3113

府中市

三鷹市

武蔵野市

立川市

町田市

調布市

西東京市

あきる野市

多摩市

狛江市

福生市

国立市

東村山市

小平市

小金井市
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