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事 業 名 事 業 所 名　« サービスの種類 » 定 員 住　　　所 管 理 者 電話番号 ＦＡＸ番号

児童養護施設 武蔵野児童学園 50
（本体34＋GH16）

〒193－0826
東京都八王子市元八王子町2-1326

施設長

金子 陽介
042-661-5167
IP 050-3303-7001

042-669-3227

特別養護老人ホーム 西水元あやめ園　«含む、短期入所生活介護»
94

《短期 10 》
〒125－0031
東京都葛飾区西水元2-2-8

施設長

富山 孝行
03-3826-2951 03-3826-2957

さくら学園　«含む、短期入所»
152

《短期 6 》
〒412－0045
静岡県御殿場市川島田1976

施設長

川野 文幸
0550-89-0789
IP 050-3346-0679

0550-89-8984

練馬福祉園　«含む、短期入所»
80

《短期 10 》
〒178－0061
東京都練馬区大泉学園町9-4-1

施設長

宮原 康輔
03-3978-5141 03-3978-0515

大島恵の園　«含む、短期入所»
80

《短期 4 》
〒100－0211
東京都大島町差木地１

施設長

吉倉 美佐子
04992-4-1611
IP 050-3513-2980

04992-4-1579

第２大島恵の園　«含む、短期入所»
82

《短期 2》
〒100－0211
東京都大島町差木地１

施設長

安田 喜人
04992-4-1865
IP 050-3513-2668

04992-4-1870

小平福祉園　«含む、短期入所»
42

《短期 10 》
〒187-0002
東京都小平市花小金井8-1-10

 施設長

多々良 康子
042-433-9330 042-345-3590

リアン文京　«含む、短期入所» 〔日中活動を含む総定員133〕
40

《短期 10 》
〒112ー0006
東京都文京区小日向2-16-15

総合施設長

山内 哲也
03-5940-2822 03-5940-2823

身体障害者福祉センター 八王子市心身障害者福祉センター（市事業受託） ―
〒193－0931
東京都八王子市台町2-7-22 峯尾 常雄

042-624-5850 042-624-5954

身体障害者デイサービス事業 白鳥福祉館 ―
〒125－0063
東京都葛飾区白鳥4-8-1

 
大島 安彦

03-3604-0034
IP 050-3532-2577

03-3604-0320

老人デイサービス事業
西水元在宅サービスセンター
 «含む、介護予防認知症対応型通所介護及び認知症対応型通所介護»

20
〒125－0031
東京都葛飾区西水元2-2-8 富山 孝行

03-3826-2951 03-3826-2957

老人短期入所事業 西水元あやめ園 14
〒125－0031
東京都葛飾区西水元2-2-8

（同上） （同上） （同左）

文京福祉センター 江戸川橋 ―
〒112－0006
東京都文京区小日向2-16-15 野村 美奈 03-5940-2822 03-5940-2823

文京福祉センター 湯島 ―
〒113－0034
東京都文京区本郷3-10-18 野村 美奈 03-3814-9245 （同左）

白鳥福祉館
 30《生活介》
 15《就労Ｂ》

〒125－0063
東京都葛飾区白鳥4-8-1

大島 安彦
03-3604-0034
IP 050-3532-2577

03-3604-0320

東堀切くすのき園 50
〒124－0004
東京都葛飾区東堀切1-21-3 金澤 正義

03-3603-2228
IP 050-3533-9370

03-3603-2279

練馬区立大泉町福祉園（区事業受託） 60
〒178－0062
東京都練馬区大泉町3-29-20

酒井 康弘
03-5387-4681
IP 050-3519-8451

03-5387-4683

世田谷区立駒沢生活実習所（区事業受託） 40
〒154－0016
東京都世田谷区弦巻2-1-5 木村 文孝

03-5430-6311
IP 050-3350-1988

03-5430-6314

世田谷区立九品仏生活実習所（区事業受託） 42
〒158－0083
東京都世田谷区奥沢7-39-13 山内 ゆきみ

03-3703-1519
IP 050-3350-2875

03-3703-1493

世田谷区立九品仏生活実習所　中町分場（区事業受託） 15
〒158－0091
東京都世田谷区中町2-25-17

（同上） 03-5706-7301 03-5706-7330

八王子生活実習所 40
〒193－0931
東京都八王子市台町1-24-7 岡部 智彦

042-623-1630
IP 050-3657-2846

042-624-7682

リンクス椚田 20
〒193ー0942
東京都八王子市椚田町５４５－６ 岡部 智彦

042-662-1055 042-666-0012

練馬区立光が丘福祉園（区事業受託） 40
〒179－0072
東京都練馬区光が丘2-4-10

 
横尾 泰朗

03-3976-5100
IP 050-3389-5173

03-3976-5432

希望の里
 20《生活介》
 20《就労Ｂ》

〒192－0151
東京都八王子市上川町3889

042-654-7311
IP 050-3622-1363

042-654-7279

白鳥福祉館
 30《生活介》
 15《就労Ｂ》

〒125－0063
東京都葛飾区白鳥4-8-1

 
大島 安彦

03-3604-0034
IP 050-3532-2577

03-3604-0320

きね川福祉作業所  40《就労Ｂ》
〒124－0014
東京都葛飾区東四つ木3-8-10

 
大和田 卓

03-3694-1577
IP 050-3657-6303

03-5698-1757

練馬区立北町福祉作業所（区事業受託）  47《就労Ｂ》
〒179－0081
東京都練馬区北町8-2-12 村山 俊彦

03-3559-0361 03-3559-0362

世田谷区立世田谷福祉作業所（区事業受託）
 45《就労Ｂ》
 6 《就移行》

〒154-0002
東京都世田谷区下馬2-31-６ 伊藤 久美子

03-3414-0141
IP 050-3661-0465

03-3412-1084

世田谷区立烏山福祉作業所（区事業受託） 66《就労Ｂ》
〒157-0061
東京都世田谷区北烏山1-29-15

 
野々村 武志

03-3326-8001
IP 050-3379-7238

03-3326-8010

八王子福祉作業所
 55《就労Ｂ》
 12《就移行》

〒192－0051
東京都八王子市元本郷町4-13-3 松岡 利明

042-626-0631
IP 050-3657-6026

042-621-0774

小平福祉園　サンライズ 10《就労Ｂ》
〒187-0002
東京都小平市花小金井8-1-10

 施設長

多々良 康子
042-433-9330 042-345-3590

相談支援サービス事業所 相談支援センター事業所 もなか ―
〒193－0931
東京都八王子市台町1-24-27

042-624-7682 042-624-7682

練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター
  「すてっぷ」（区事業受託）

―
〒179－0072　東京都練馬区光が丘2-9-6
光が丘区民センター6Ｆ

所長

石野 哲朗
03-5997-7856 03-5997-7857

千代区立障害者福祉センター（区事業受託） ―
〒101－0062
東京都千代田区神田駿河台2-5 高橋　道也

03-3291-0600
03-3291-0607

03-3291-0608

障害児通所支援事業センター すぎな愛育園 50
〒193－0931
東京都八王子市台町2-7-22

野田 久美子
042-625-8007
IP 050-3350-2592

042-626-7797

すぎな愛育園　　きらきら 20
〒192-0914
東京都八王子市片倉町1630-4

管理者

野田 久美子 042-638-0503

練馬福祉園　　えとわる 20
〒178－0061
東京都練馬区大泉学園町9-4-1

管理者

宮原 康輔
03-3978-5141 03-3978-0515

小平福祉園　　すけっち 10
〒187-0002
東京都小平市花小金井8-1-10

 施設長

多々良 康子
042-433-9330 042-345-3590

すぎな愛育園 放課後等デイサービス 　こすもす 10
〒193－0931
東京都八王子市台町2-7-22

管理者

野田 久美子
042-625-8007
IP 050-3350-2875

042-626-7797

すぎな愛育園 放課後等デイサービス 　あみぃ 10
〒193－0942
東京都八王子市椚田町539-9

管理者

野田 久美子
042-673-5723 042-673-5724

小平福祉園 放課後等デイサービス　　ぱすてる 10
〒187ー0002
東京都小平市花小金井8-1-10

 施設長

多々良 康子
042-433-9330 042-345-3590

さくら学園 放課後等デイサービス 　さくらんぼ 15
〒412－0045
静岡県御殿場市川島田1976

管理者

川野 文幸
0550-89-0789
IP 050-3346-0679

0550-89-8984

柘植寮（大島町）«共同生活援助»
（バックアップ施設　第２大島恵の園)

0
〒100－0211
東京都大島町差木地１

管理者

安田 喜人
04992-4-1865
IP 050-3513-2668

(第２大島恵の園の
 FAX番号 へ)

しろがねホーム（港区）«共同生活援助»
（バックアップ施設　練馬福祉園）

5
〒108－0072
東京都港区白金2-6-12

管理者

宮原 康輔 03-3443-6151 （同左）

ふじもりホーム（八王子市）«共同生活援助»
（バックアップ施設　八王子福祉作業所）

4
〒193－0931
東京都八王子市台町1-19-3

管理者

松岡 利明
042-626-0631
IP 050-3657-6026

042-621-0774

ふじもりホーム hachiwell lab house（八王子市）«共同生活援助»
（バックアップ施設　八王子福祉作業所）

2
〒193－0834
東京都八王子市東浅川町527-6

（同上） （同上） （同上）

グループホーム　サライ（八王子市）«共同生活援助»
（バックアップ施設　希望の里）

5
〒193－0824
東京都八王子市長房町14-12

管理者

福田 信行
042-663-9878 （同左）

くぬぎだホーム（八王子市）«共同生活援助、短期入所»
（バックアップ施設　リンクス椚田）

4
〒193ー0942
東京都八王子市椚田町５４５－６ 岡部 智彦

042-662-1055 042-666-0012

からすやまホーム（世田谷区）«共同生活援助»
（バックアップ施設　世田谷区立烏山福祉作業所）

4
〒157－0062
東京都世田谷区南烏山1-9-20

管理者

野々村 武志
03-6750-5255 （同左）

グループホームふぁみりあ（千代田区）
«共同生活援助、共同生活介護、短期入所»（三障害）
（バックアップ施設 千代田区立障害者福祉センター）

4
《短期 2 》

〒101－0062
東京都千代田区神田駿河台2-5

管理者

高橋 道也
03-3291-0600
03-3291-0607

03-3291-0608

きたまちホーム（練馬区）«共同生活介護»
（バックアップ施設　小平福祉園）

5
〒179－0081
東京都練馬区北町8-14-20

管理者

多々良 康子
03-3936-8508 （同左）

おおいずみまちホーム（練馬区）«共同生活介護»
（バックアップ施設　練馬福祉園）

7
〒178－0062
東京都練馬区大泉町3-29-27

管理者

宮原 康輔
03-3978-7156 （同左）

地域子育て支援拠点事業 子育てひろば 江戸川橋（文京区子育てひろば事業） ―
〒112－0006
東京都文京区小日向2-16-15 野村 美奈 03-5940-2822 03-5940-2823

葛飾区在宅心身障害者
緊急一時保護事業

西水元あやめ園（区事業受託） ―
〒125－0031
東京都葛飾区西水元2-2-8

管理者

富山　孝行
03-3826-2956 03-3826-2957

葛飾区
高齢者ショートステイ事業

西水元あやめ園（区事業受託） ― （同上） （同上） （同上） （同上）

居宅介護支援事業 あやめ 70 （同上） （同上） （同上） （同上）

葛飾区通所型介護予防事業 西水元在宅サービスセンター（区事業受託） 15 （同上） （同上） （同上） （同上）

巡回発達相談 個別相談指導事業 すぎな愛育園 ―
〒193－0931
東京都八王子市台町2-7-22

管理者

野田　久美子
042-625-8007
IP 050-3350-2592

042-626-7797

八王子市知的障害児療育支援事業 すぎな愛育園　ぽけっと・ひまわり（市事業受託） ―
〒193－0931
東京都八王子市台町2-7-22

管理者

野田　久美子
042-625-5503 （同左）

練馬区基幹相談支援センター
練馬区立光が丘障害者地域生活支援センター
  「すてっぷ」（区事業受託）

―
〒179－0072　東京都練馬区光が丘2-9-6
光が丘区民センター6Ｆ

所長

石野 哲朗
03-5997-7856 03-5997-7857

世田谷区
地域障害者相談支援センター事業

世田谷区地域障害者相談支援センター
  「ぽーと からすやま」（区事業受託）

―
〒157－0062
東京都世田谷区南烏山1-１３-１６

管理者

野々村 武志
03-5357-8760 （同左）

重症心身障害者（通所型）
生活介護事業

リアン文京 ―
〒112－0006
東京都文京区小日向2-16-15 山内 哲也 03-5940-2822 03-5940-2823

文京福祉センター 湯島 ―
〒113－0034
東京都文京区本郷3-10-18 野村 美奈 03-3814-9245 （同左）

文京福祉センター 江戸川橋 ―
〒112－0006
東京都文京区小日向2-16-15 野村 美奈 03-5940-2822 03-5940-2823

文京区地域福祉振興施設事業

第
一
種
社
会
福
祉
事
業

障害者支援施設
《生活介護、施設入所支援》

障害福祉サービス事業
《放課後等デイサービス》

障害福祉サービス事業
《共同生活援助》
　　　又は
《共同生活介護》《短期入所》

障害福祉サービス事業
《就労継続支援（B型）》
《就労移行支援（一般）》

特定相談支援事業
　　　及び
地域活動支援センター

障害児通所支援事業
《児童発達支援事業》

老人福祉センター

公
益
事
業

障害福祉サービス事業
《生活介護》

第
二
種
社
会
福
祉
事
業


