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地域の団体・施設 
 

――地域団体―― 
 

１．三鷹市の障がい者団体 

三鷹市障がい者福祉懇談会参加団体を掲載しています。掲載希望は問合せ先まで。 

問合せ 障がい者支援課 障がい者支援係  ☎ 0422-29-9232 

№ 団 体 名 連 絡 先 

１ 身体障がい者福祉協会 ☎ 0422-46-1084 （田中） 

２ 心身障害者（児）親の会 ☎ 0422-48-6574 （大山） 

３ 視覚障がい者協会 ☎ 0422-42-4181 （金川） 

４ 聴覚障がい者協会 お問合せは障がい者支援課まで 

５ 精神障がい者家族会 あおき会 ☎ 0422-46-5252 （土屋） 

６ 発達障がい児親の会 モンブランの会 ✉ marble.family7@gmail.com （國澤）  

 

２．三鷹市の障がい者（児）関係福祉団体 
 

問合せ みたかボランティアセンター ☎ 0422-76-1271 FAX 0422-76-1273 

№ 団 体 名 代 表 者 連 絡 先 活 動 内 容 

１ アクアマルシェ 酒井泰葉 080-6518-8019 障がい者水泳 

２ おいしい会 大久保弘子 
(FAX 兼) 

0422-48-7389 
心に障がいがある人達を対象とした食事会 

３ 手話サークル鷹の会 合田陽子 ボランティアセンター 手話学習及び聴覚障がい者との交流 

４ てのひらの会 吉本はる子 ボランティアセンター 布の絵本・遊具の制作・貸出し 

５ 
特定非営利活動法人  

なかよし会 
岡﨑昌史 

(FAX 兼) 

0422-43-8135 
心身に障がいを持つ方の総合的な生活支援 

６ 
特定非営利活動法人  

みたかハンディキャブ 
加持眞人 

0422-41-0185 

FAX 0422-41-

0274 

障がい者・歩行困難な高齢者の外出支援 

（福祉有償運送の運営） 

７ パソコンエイド(PCAID) 牟田総男 0422-49-0542 
視覚障がい者へのパソコン支援、機器、ソフトの購

入相談、講習会など 

８ ほのぼのふらっとCafé 石野一 ボランティアセンター お茶を飲みながらホッとできる場を提供 

９ 三鷹おもちゃ図書館 池田千恵 ボランティアセンター おもちゃを利用しての遊びと貸出し 

10 三鷹きつつき会 伊佐地美樹 ボランティアセンター 点訳サービスとそのための学習 

11 三鷹サタデー学級 小鴨洋子 03-3300-7113 
知的障がい児（者）の活動支援（ｽﾎﾟｰﾂ、手芸、音

楽、調理など） 

12 三鷹市特殊赤十字奉仕団 村田利久 ボランティアセンター 心身障がい児（者）への水泳指導 

13 
三鷹障がい者の権利を守る会 

（通称：ハートウォーミング） 
山崎勝弘 

070-2150-0709

（山崎） 
障がい者の仲間作り、交流 

14 
三鷹図書館朗読 

ボランティアグループ 
松田景一 

0422-43-9151 

(三鷹図書館) 

視覚障がい者へのテープ図書等の作成、対面朗読

サービス他 

15 みんなの本箱 直岡美津子 0422-48-4254 障がい児のための本の読み聞かせ・交流の場所 

16 
朗読ボランティア 

ういろうの会 
向坂髙子 

(FAX 兼) 

0422-48-4734 
視覚障がい者、高齢者などへの朗読サービス他 

50 音順（令和 4 年 4 月 1 日現在のみたかボランティアセンター登録団体を掲載しています。） 

  

mailto:marble.family7@gmail.com
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――三鷹市の障がい者福祉施設―― 
 

１． 指定特定相談支援事業所  
 

 障害福祉サービス等を申請した障がい者（児）が適切なサービスを受けれるよう、きめ細かい相

談支援を行う事業所です。サービスの内容・手続きなど詳しくは 1～8ページをご覧ください。 

マップ内 

番号 
事業所名 所在地 電話番号 

主たる対象者 

身 知 児 精 難 

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

② 障がい者計画相談センター くも 下連雀 4-15-23-A102 0422-26-7229 ○ ○ - ○ ○ 

③ 障がい者自立支援センター ゆー・あい 上連雀 4-1-8 0422-43-9047 - - - ○ - 

④ ひまわり 下連雀 4-8-20 0422-24-7290 - - - ○ - 

⑤ 野の花 野崎 2-6-42 0422-30-8800 - - - ○ - 

⑥ めだか相談室 
牟礼 7-6-3 

スフィア A102 
0422-43-0171 - - - ○ - 

⑦ 長谷川病院特定相談支援事業所 深大寺 2-30-17-201 0422-30-5376 ○ 〇 - ○ 〇 

⑧ 三鷹市北野ハピネスセンター 北野 1-9-29 0422-48-6331 ○ ○ - - - 

⑨ 相談支援事業所 にじネット 大沢 1-6-3 0422-39-2411 - ○ - - - 

⑩ 障がい者相談センター つなぐ手 
新川 3-21-19 

はなはなテラス 1 階 
0422-45-1127 - ○ ○ - - 

⑪ 相談支援事業所 結い 井の頭 2-21-18 0422-43-8135 - ○ ○ - - 

⑫ 相談支援事業所 にじアート 新川 4-11-13 0422-43-0727 - ○ ○ - - 

⑬ 障がい者相談センター ともに 
下連雀 1-8-22 

下連雀 HY ビル３階 
0422-24-8223 - ○ ○ - - 

⑭ 三鷹市子ども発達支援センター 
新川 6-37-1 

元気創造プラザ 1 階 
0422-45-1122 - - ○ - - 

⑮ 相談支援事業所 ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 深大寺 3-10-1 050-3703-3466 - ○ ○ - - 

⑯ アウル相談支援事業所三鷹 
大沢 1-12-35 

第三さくらハイツ 322 
0422-26-4703 ○ ○ - ○ - 

⑰ 相談 Lab.群青 
牟礼５-11-25 

東和ドミトリーB 棟２階 
0422-24-7476 ○ ○ - ○ ○ 

⑱ 相談支援などわど 
大沢 1-12-35 

第一さくらハイツ 115 
0422-30-5853 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

マップ内の番号の位置が各指定特定相談支援事業所のおおよその所在地です。 

 

 

  

※ 

⑰ 

 

⑯,⑱ 
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２．通所施設 
◆生活介護◆      内容・手続きなど詳しくは 1～4ページをご覧ください。 
№ 施設名 所在地 電話番号 

１ アクティビティセンターはばたけ 野崎 3-17-9 0422-32-3234 

２ 大沢にじの里 大沢 1-6-3 0422-39-2411 

３ 新川センターきらり 新川 3-10-8 0422-41-5959 

４ すきっぷ 牟礼 3-8-19 050-1558-1184 

５ ソレイユ 大沢 2-2-18 0422-26-1507 

６ にじアート 新川 4-11-13 0422-43-0727 

７ 三鷹市北野ハピネスセンター 北野 1-9-29 0422-48-6331 

８ 連雀センター らしく 下連雀 1-8-22  0422-24-0533 
 

◆就労支援◆         内容・手続きなど詳しくは 1～4ページをご覧ください。 

 № 施設名 形態 所在地 電話番号 

(

主
た
る
対
象
者)

知
的
障
が
い
者 

１ 
ワークショップ 

ハーモニー 
就労移行・Ａ型 大沢 1-1-43 0422-26-8620 

２ 工房 時 就労移行・Ｂ型 野崎 2-6-41 0422-30-5571 

３ すきっぷ Ｂ型 牟礼 3-8-19 050-1558-1184 

４ 
ワークセンター 

タートルステップ 
Ｂ型 下連雀 3-8-13  0422-41-2180 

５ 未来工房にじ Ｂ型 大沢 1-6-3 0422-39-2411 

６ 
新川センター 

きらり 
Ｂ型 新川 3-10-8 -1 階 0422-41-5959 

７ 
ワークセンター 

ゆめ 
Ｂ型 

下連雀 4-15-18 

下連雀複合施設 1 階 
0422-48-8843 

（
主
た
る
対
象
者
）
精
神
障
が
い
者 

８ ウェルビー三鷹センター 就労移行 
下連雀 3-32-3 

名取屋興産ﾋﾞﾙ 305 号室 
0422-40-4800 

９ 
就労移行支援事業所 

ＴＯＤＡＹ三鷹 
就労移行 

下連雀４−１５−３８ 

ビバリーホームズ三鷹１・２階 
0422-24-6288 

10 サザン 就労移行 上連雀 1-1-3 0422-56-8261 

11 食茶房むうぷ Ｂ型 新川 6-9-23 0422-43-4600 

12 巣立ち風 Ｂ型 野崎 2-6-42 0422-34-2761 

13 巣立ち工房 Ｂ型 
下連雀 4-17-6 

ミタカサンライズマンション 102 
0422-24-7739 

14 ぽけっと工房 Ｂ型 
牟礼 1-18-13 

ハイツ白樺 3 号棟 1 階 
0422-26-7123 

15 
三鷹ひまわり 

第一共同作業所 
Ｂ型 下連雀 4-8-20 0422-76-0388 

16 
三鷹ひまわり 

第二共同作業所 
Ｂ型 

上連雀 4-1-8 

福祉コアかみれん内 
0422-48-5240 

17 
三鷹ひまわり 

第三共同作業所 
Ｂ型 下連雀 3-11-8 0422-72-0231 

18 むうぷ舎新川 Ｂ型 新川 4-9-5 0422-44-7507 

19 むうぷ舎中原 Ｂ型 牟礼 7-5-14-1 階 0422-49-3583 

20 リビングハウスマム Ｂ型 
上連雀 2-18-16 

グリーンサイド 1 階 
0422-41-8758 

◆児童発達支援◆        内容・手続きなど詳しくは7～8ページをご覧ください。 

№ 施設名 所在地 電話番号 

１ あきやまケアルーム 下連雀 3-45-16 びゅうリエット三鷹 0422-24-7462 

２ 三鷹市子ども発達支援センター 新川 6-37-1 元気創造プラザ 1 階 0422-45-1122 

３ こどもデイサービスらびぃ 新川 4-12-6 0422-49-7110 

４ ＴＡＫＵＭＩ  下連雀 3-17-20 101 号室 0422-24-8733 

５ Ｇｒｅｅｎ Ａｐｐｌｅ大沢 大沢 4-10-15 0422-26-1801 

６ 
チャイルドデイケア 

ケンパ井の頭 
井の頭 1-14-5 0422-29-8895 

７ 
てらぴぁぽけっと 

三鷹下連雀教室 
下連雀 4-17-12 シャルマン三鷹 202 号 0422-24-7210 

８ ｗｉｔｈあん・ぐらん 牟礼２-11-24 0422-24-9402 
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◆放課後等デイサービス◆    内容・手続きなど詳しくは 7～8ページをご覧ください。 
 

 

３．グループホーム    内容・手続きなど詳しくは１～４ページをご覧ください。 
※ 通過型は、概ね３年間で単身生活へ移行できるよう取り組む施設です。 

身
体 

№ 名称 所在地 電話番号 

1 ホームつぼみ 牟礼 4-3-19 0422-76-4121 
 

知
的
障
が
い
者 

№ 名称 所在地 電話番号 

2 ウインズ 上連雀 5-4-4 0422-29-9335 

3 ウインズⅡ 上連雀 5-4-4 0422-29-9335 

4 かのん 新川３−２１−１９ はなはなテラス２階 0422-24-7775 

5 グリーンコート 上連雀 5-17-3 0422-47-9744 

6 グループホーム us 新川 4-9-13 080-7005-5677 

7 グループホームスマイル三鷹台 井の頭２-27-18 03-6750-3150 

8 グループホームにじの空 野崎 1-17-11 0422-47-7671 

9 グループホーム・ピアいのかしら 井の頭 2-13-6 0422-49-6444 

10 ケアホームにじ 上連雀 2-5-6 0422-44-6335 

11 さくらハイツ 井の頭 4-22-6 0422-71-7780 

12 つなぐなかまの家 深大寺 2-23-13 0422-34-5081 

13 つむぎの家 大沢 2-19-9 0422-26-1320 

14 ハーベスト 野崎１-６-11 0422-48-9555 
 

精
神
障
が
い
者 

№ 名称 電話番号 

15 グループホーム陽だまり荘（通過型） 0422-45-2233 

16 巣立ちホーム（通過型） 0422-30-2125 

17 ハイツぽけっと（通過型） 0422-26-7675 

18 グループホームかみれん 0422-30-9939 

19 ケアホーム大沢 0422-33-2366 

20 野川ホーム 0422-31-8102 

21 ひまわりの家 緑ハイツ 0422-49-8362 

22 ひまわりの家井口 0422-32-9939 

23 ひまわりの家新道北 0422-49-8362 
 

４．施設入所支援      内容・手続きなど詳しくは１～４ページをご覧ください。 
№ 名称 所在地 電話番号 

１ 大沢にじの里 大沢 1-6-3 0422-39-2411 
 

5．短期入所        内容・手続きなど詳しくは１～４ページをご覧ください。 
№ 名称 所在地 電話番号 

１ 大沢にじの里 大沢 1-6-3 0422-39-2411 

２ 障害者支援施設 みずき 府中市朝日町 3-17-5 042-352-0081 

３ 調布市知的障害者援護施設 なごみ 調布市西町 290-4 042-481-7371 

４ もくれん 住所詳細非公表 042-498-1322 

 

№ 施設名 所在地 電話番号 

１ ウイングみたか 野崎 1-7-21 ユニパレス三鷹１階 0422-26-7861 

２ こどもデイサービスらびぃ 新川 4-12-6 0422-49-7110 

３ Ｇｒｅｅｎ Ａｐｐｌｅ大沢 大沢 4-10-15 0422-26-1801 

４ Ｇｒｅｅｎ Ａｐｐｌｅ三鷹 深大寺 3-10-1 0422-34-4567 

５ ＴＡＫＵＭＩ  下連雀 3-17-20 101 号室 0422-24-8733 

６ ＴＥＥＮＳ三鷹 下連雀 3-42-10 イニシア三鷹下連雀２階 050-2018-1094 

７ 東京ヘルスケア学習運動センター 下連雀２−２４−８ アーデンコート三鷹 101A 0422-77-6389 

８ なかよし教室 井の頭 2-21-18 0422-43-8135 

９ にじアート児童デイサービス 新川 4-11-13 0422-43-0727 

10 
放課後等デイサービス 

シュウエール 
大沢 4-10-15 本田ビル２階 0422-30-5658 

11 放課後等デイサービスひかり 野崎 2-17-42 司ビル１階 0422-26-4822 

12 放課後等デイサービス Mana 中原 1-24-8 日本バプテスト連盟仙川キリスト教会内 03-6670-4813 

13 まどか 上連雀６-１-２ ベルコート上連雀１階 0422-24-9604 

14 ｗｉｔｈあん・ぐらん 牟礼２-11-24 0422-24-9402 
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相談窓口 

――障がい者支援課―― 
〒181-8555 三鷹市野崎１－１－１  ☎ 0422-45-1151（代表） 

三鷹市役所 健康福祉部 障がい者支援課 FAX 0422-47-9577 
 

障がい者支援係 １階 16 番窓口 ☎ 0422-29-9232 

障がい者福祉に係る計画、就労支援、障がい者施設等の整備を行います。 

障がい者相談係 １階 15 番窓口 ☎ 0422-29-9233 

身体障害者手帳の交付、障がい者（児）に関する相談、施設入所等の支援を行います。 

障がい者医療・給付係 １階 14 番窓口 ☎ 0422-29-9234 ☎ 0422-29-8361 

障がい者手当支給、医療費助成、精神障害者保健福祉手帳の交付等の事務を行います。 

基幹相談支援センター １階 15 番窓口 ☎ 0422-29-8267 

障がいの内容に関わらず、総合的・専門的な相談等を行います。 

 

――各種相談窓口―― 

１．身体障がい、知的障がいの方の相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

地域活動支援センター 

まちかど 

市内在住の障がい者（児）（主に

身体障がい）とその家族の方が利

用できます。地域の中で自由に集

い、趣味活動や社会参加等を行う

場です。当事者同士で外出体験な

どの自立に向けたプログラムや

ピアカウンセリングを行います。 

〒181-0012 

三鷹市上連雀 4-1-8 

福祉コアかみれん内 

☎ 0422-48-0648 

FAX 0422-48-0648 

障がい者相談支援センター 

ぽっぷ 

三鷹市内にお住いの障がい者

（児）とその家族の方が利用でき

ます。障がい者の方の日常生活に

関する問題全般について相談を

受けます。 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 4-15-18 

下連雀複合施設２階 

☎ 0422-71-0901 

FAX 0422-26-5141 

東京都 

心身障害者福祉センター 

心身障がい者の医療、教育、職業

等あらゆる問題の相談に応じる

とともに、社会生活に必要な指

導・訓練を行っています。 

本所 

〒162-0823 

新宿区神楽河岸 1-1 

セントラルプラサﾞ 12～15 階 

☎ 03-3235-2946 

FAX 03-3235-2968 
 

多摩支所 

〒186-0003 

国立市富士見台 2-1-1(東京都

多摩障害者スポーツセンター内) 

☎ 042-573-3311 

FAX 042-576-5295 
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２．子ども・教育に関する相談 
名称 内容 所在地・連絡先 

子ども育成課 
保育園、幼稚園、認定こども園な

どについて。 

三鷹市役所４階 44，45番窓口 

保育施設係☎ 0422-29-9673 

FAX 0422-48-3852 

私立学校・幼稚園係 

     ☎ 0422-29-9674 

    FAX 0422-48-3852 

子育て支援課 手当・医療係 
特別児童扶養手当、児童扶養手

当、育成医療等の事務を行います 

三鷹市役所４階 43 番窓口 

☎ 0422-29-9675 

FAX 0422-48-3852  

子ども発達支援センター 
子育てと子どもの発達に関する

あらゆる相談に対応します。 

三鷹中央防災公園元気創造プラザ

1 階   ☎ 0422-45-1122 

FAX 0422-45-1178 

子ども家庭支援センター 

りぼん 

子どもと家庭に関するあらゆる

相談に応じます。 

三鷹市教育センター 

２階   ☎ 0422-40-5925 

FAX 0422-29-9667 

子ども家庭支援センター 

すくすくひろば 

子どもと家庭に関するあらゆる

相談に応じます。 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 4-19-6 

☎ 0422-45-7710 

FAX 0422-45-7713 

子ども家庭支援センター 

のびのびひろば 

子どもと家庭に関するあらゆる

相談に応じます。 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 3-30-12 

三鷹市中央通りタウンプラザ 3階 

☎ 0422-40-2926 

FAX 0422-76-6819 

学務課総合教育相談室 
教育に関する様々な悩みや、困り

ごとなどの相談を受けています。 

三鷹市教育センター２階  

☎ 0422-47-0110 

FAX 0422-49-3924 

東京都杉並児童相談所 
児童福祉司が児童に関するさま

ざまなことについて相談を受け

ています。 

〒167-0052 

杉並区南荻窪 4-23-6 

☎ 03-5370-6001 

FAX 03-5370-6005 

 

３．発達障がいの方の相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

発達障がい相談 

成人の発達障がいの本人とその

家族を対象に相談を受けていま

す。 

三鷹市役所１階 15 番窓口  

基幹相談支援センター 

☎ 0422-29-8267 

FAX 0422-47-9577 

東京都発達障害者支援センター 

「TOSCA（トスカ）」 

東京都内に住む、発達障がい（自

閉症、広汎性発達障がいなど）の

ある本人やその家族及び関係施

設・機関からの相談を受けていま

す。 

〒156-0055 

世田谷区船橋 1-30-9 

☎ 03-3426-2318 

FAX 03-3706-7242 
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４．高次脳機能障がいの方の相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

高次脳機能障がいの相談 

高次脳機能障がいの本人とその

家族等を対象に相談を受けてい

ます。 

三鷹市役所１階 15 番窓口  

基幹相談支援センター 

☎ 0422-29-8267 

FAX 0422-47-9577 

高次脳機能障害者 

相談専用電話 
(東京都心身障害者福祉センター) 

高次脳機能障がい者又はその家

族及び関係機関等から、生活や就

労などに関する、さまざまな相談

にお応えします 

〒162-0823 

新宿区神楽河岸 1-1 

セントラルプラザ 12～15 階 

☎ 03-3235-2955 

FAX 03-3235-2957 

 

５．精神障がいの方の相談  

名称 内容 所在地・連絡先 

精神保健福祉相談 

（こころの健康相談） 

毎月１回、精神科専門医による個別

相談を実施します。利用するには事

前申込が必要です。 

申込  

障がい者支援課障がい者相談係 

☎ 0422-29-9233 

FAX 0422-47-9577 

障がい者自立支援センター 

ゆー・あい 

地域の中で自由に集い、趣味活動や

社会参加等を行う場です。三鷹市在

住の障がい者（児）とその家族が利

用できます（ただし、精神障がい者

の方が主な対象）。また、日常生活に

関する問題全般について相談を受け

ます。 

〒181-0012 

三鷹市上連雀 4-1-8 

福祉コアかみれん内 

☎ 0422-43-9047 

FAX 0422-43-9045 

障がい者相談支援センター 

ぽっぷ 

三鷹市にお住いの障がい者（児）と

その家族が利用できます。障がい者

の方の日常生活に関する問題全般に

ついて相談を受けます。 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 4-15-18 

下連雀複合施設２階 

☎ 0422-71-0901 

FAX 0422-26-5141 

多摩 

総合精神保健福祉センター 

多摩地域を担当する総合精神保健福

祉センターとして、東京都民の精神

保健の向上並びに精神障がい者の医

療の充実、社会復帰の促進及び福祉

の増進を図るため、さまざまな事業

を行っています。 

〒206-0036 

多摩市中沢 2-1-3 

☎ 042-376-1111 

FAX  042-376-6885 

多摩府中保健所 

武蔵野三鷹地域センター 

精神保健についての相談などを受け

ています。 

※予約は多摩府中保健所まで。 

〒180-0013 

武蔵野市西久保 3-1-22 

☎ 0422-54-2209 

FAX 0422-56-0911 

多摩府中保健所 精神保健や難病についての相談など

を受けています。 

〒183-0022 

府中市宮西町 1-26-1 東京都府中合同

庁舎内    ☎ 042-362-2334 

FAX 042-360-2144 

精神障がい者の特別相談 

精神障がい者とその家族・関係者等

が抱えている悩みごとや生活上の問

題を解決するためのピアカウンセリ

ング。 

〒108-0014 

港区芝 5-18-2 

東京都障害者福祉会館１階 

☎ 03-3455-6321 

FAX 03-3453-6550 
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６．こころの相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

心のなやみ相談 

相談日  第 2・4 水曜日 
※祝日・年末年始除く 

予約専用☎ 0422-44-6600 

三鷹市民（在学・在勤含む）の方 

対人関係や自己内面のなやみに

ついて医師が応じます。 

三鷹市役所２階 

総務部 相談・情報課 

こころの相談室(女性向け) 

相談日  毎週木・土 
※祝日・年末年始除く 

予約専用☎ 0422-44-6600 

三鷹市民（在学・在勤含む）の方 

対人関係や自己内面のなやみ、Ｄ

Ｖやアルコール依存など専門相

談機関に所属するカウンセラー

が応じます。 

三鷹市女性交流室 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 3-30-12 

三鷹市中央通りタウンプラザ 4 階 

こころの相談ダイヤル 

(女性・男性向け) 
予約不要 

三鷹市民（在学・在勤含む）の方 

第2火曜日 午後2時から4時 

第4火曜日 午後6時から8時 

相談員直通 

☎ 0422-29-9864 

夜間こころの電話相談 
都内在住・在勤の方 

毎日   午後５時から 10 時 

東京都福祉保健局 

☎ 03-5155-5028 

７．難病の方の相談 
名称 内容 所在地・連絡先 

東京都 

難病相談・支援センター 

 

地域で生活する難病患者の日

常生活における相談・支援、地

域交流活動の促進などを行う

拠点として、患者さんの療養を

支援します。 

〒113-8431 
文京区本郷 3-1-３ 

順天堂大学医学部付属順天堂医院 

１号館２階 

☎ 03-3446-0220 

東京都多摩難病相談・支援室 

〒183-0032 

府中市武蔵台 2-6-1 

東京都立神経病院 2階 

☎ 042-323-5880 

東京都難病ピア相談室 

 

ピア相談、難病患者・家族の交流

会等 

〒150-0012 

渋谷区広尾 5-7-1 

東京都広尾庁舎１階 

☎ 03-3446-0220 

FAX 03-3446-0221 

 

８．健康に関する相談 
名称 内容 所在地・連絡先 

総合保健センター 

（三鷹市健康福祉部健康推進課） 
各種の健康相談を行っています。 

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ

2 階   ☎ 0422-24-8207 

FAX 0422-46-4827 
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９．しごとの相談 
名称 内容 所在地・連絡先 

三鷹市 

障がい者就労支援センター 

かけはし 

一般企業への就労を希望する障

がいのある方（またはご家族）に

対し、就労に関する相談（予約

制）、ハローワーク等と連携した

求職活動支援や就職後の定着支

援を行います。 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 4-15-18 

下連雀複合施設２階 

☎ 0422-27-8864 

FAX 0422-76-1442 

ハローワーク三鷹 

無料で、職業紹介や就職支援のサ

ービスや、雇用保険に関する各種

の手当や助成金の支給などを行

っています。障がいのある方の職

業相談・紹介の窓口があります。 

〒181-8517 

三鷹市下連雀 4-15-18 

☎ 0422-47-8609 

FAX 0422-49-0601 

 

10．生活保護・就労に関する相談 
名称 内容 所在地・連絡先 

生活福祉課 

自立支援・相談係 
生活保護の相談等を行います。 

三鷹市役所２階 21 番窓口 

☎ 0422-24-6092 

FAX 0422-45-5376  

生活・就労支援窓口 

生活困窮者等を対象に生活・就労、

子どもの学習などの相談支援を行

います。 

三鷹市役所２階 23 番窓口 

☎ 0422-24-6083 

FAX 0422-29-9669 

 

 

11．その他 

名称 内容 所在地・連絡先 

子育て支援課 

相談支援係 

ひとり親家庭の生活・就労・教育費な

どに関する相談を受け付けています 三鷹市役所 4 階 42 番窓口 

☎ 0422-45-1151 

内）2754，2755 

FAX 0422-48-3852 

ＤＶ、ストーカー、若年層の性暴力被

害などに関する相談を受け付けてい

ます。 

障がい者支援課 

基幹相談支援センター 

医療的ケア児に関する相談等を行い

ます。 

三鷹市役所１階 15 番窓口 

☎ 0422-29-8267 

FAX 0422-47-9577 
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1２．高齢者の相談 
名称 内容 所在地・連絡先 

介護保険課 
要介護認定、介護保険料、介護給

付や介護保険事業者に関すること 

三鷹市役所１階 11番窓口 

要介護認定に関すること 

☎ 0422-29-9275 

介護保険料に関すること 

☎ 0422-29-9277 

介護給付に関すること 

☎ 0422-29-9274 

介護保険事業者に関すること 

☎ 0422-29-8095 

FAX 0422-29-9820 

高齢者支援課 
介護保険以外の高齢者の福祉に関す

るサービスの相談・申請。 

三鷹市役所１階 12番窓口 

☎ 0422-29-9271 

☎ 0422-29-9272 

FAX 0422-48-2813 
 
 

事業所名 住所 電話番号 担当地区 

三鷹市東部 

地域包括支援センター 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 5-2-5 

特別養護老人ホーム弘済園１階 

0422（48）8855 
牟礼、北野、 

新川２～３丁目 

三鷹市井の頭 

地域包括支援センター 

〒181-0002 

三鷹市牟礼 6-12-30 

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう内 

0422（44）7400 井の頭 

三鷹市連雀 

地域包括支援センター 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 8-3-6 

野村病院内 

0422（40）2635 

下連雀５～９丁目 

上連雀６～９丁目 

野崎１丁目 

三鷹市三鷹駅周辺 

地域包括支援センター 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 4-2-8 

介護老人保健施設太郎内 

0422（76）4500 
下連雀１～４丁目 

上連雀１～５丁目 

三鷹市西部 

地域包括支援センター 

〒181-0016 

三鷹市深大寺 2-29-13 

高齢者センターけやき苑内 

0422（34）6536 
井口、深大寺 

野崎２～４丁目 

三鷹市大沢 

地域包括支援センター 

〒181-0015 

三鷹市大沢 4-8-8 

旧どんぐり山施設内 

0422（33）2287 大沢 

三鷹市新川中原 

地域包括支援センター 

〒181-0004 

三鷹市新川 5-6-31 

特別養護老人ホームみたか紫水園内 

0422（40）7204 
中原 

新川１・４～６丁目 

井の頭 

地域福祉支援センター 

〒181-0001 

三鷹市井の頭 2-32-30 

井の頭コミュニティ・センター新館内 

0422（24）7335 井の頭 
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1３．税金の相談 
 

名称 内容 所在地・連絡先 

市民税課 

税務管理係 

法人市民税・軽自動車税（種別割）・事業

所税などの課税に関すること 

三鷹市役所２階 26 番窓口 

☎ 0422-29-9193 

FAX 0422-48-2095  

市民税課 

市民税係 
個人市民税・都民税の課税に関すること 

三鷹市役所２階 27 番窓口 

☎ 0422-29-9194 

FAX 0422-48-2095 

武蔵野税務署 所得税など、国税に関すること 

〒180-8522 

武蔵野市吉祥寺本町 3-27-1 

☎ 0422-53-1311 

FAX 0422-53-3659 

都税総合事務センター 
自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動

車税（環境性能割）に関すること 

〒176-8517 

練馬区豊玉北 6-13-10 

☎ 03-3525-4066 

 

1４．年金の相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

市民課庶務・年金係 障害基礎年金などの国民年金について 

三鷹市役所１階３番窓口 

☎ 0422-29-9190 

FAX 0422-45-1298 

武蔵野年金事務所 
厚生年金などを扱い、一般的な年金相談

を行います。 

〒180-8621 

武蔵野市吉祥寺北町 4-12-18 

☎ 0422-56-1411 

FAX 0422-56-2449 

 

1５．権利擁護の相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

基幹相談支援センター 
障がい者の権利擁護に関する相談を受

け付けています。 

三鷹市役所１階 15 番 

☎ 0422-29-8267 

FAX 0422-47-9577 

権利擁護センターみたか 

認知症、知的・精神障がいなどによっ

て判断能力が十分でない方々の権利擁

護（成年後見、金銭管理など）に関する

相談窓口です。 

三鷹中央防災公園元気創造

プラザ 3 階 福祉センター 

☎ 0422-46-1203 

FAX 0422-71-2053 

 

1６．法律相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

障がい者相談支援センター

ぽっぷ 
無料法律相談を行っています。 

〒181-0013 

三鷹市下連雀 4-15-18 

下連雀複合施設２階 

☎ 0422-71-0901 

FAX 0422-26-5141 
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1７．虐待の相談 

名称 内容 所在地・連絡先 

障がい者虐待防止センター 
障がい者の虐待にかかわる通報や届出、

支援などの相談を受け付けます。 

三鷹市役所１階 15 番 

基幹相談支援センター内 

☎ 0422-29-8267 

FAX 0422-47-9577 

 

1８．福祉サービスに関する苦情相談 
 相談にあたっては、まず、利用されている事業者（施設やサービス提供者）の苦情相談窓口にご相

談ください。事業者に相談しにくい場合や相談したが解決しない場合は下記へお問い合わせください。 

名称 内容 所在地・連絡先 

障がい者支援課障がい者相談係 

事業所の運営やサービス提供上の問題

点等に関する苦情相談を受付けていま

す。必要に応じて関係機関と連携して

対応します。 

三鷹市役所１階 15 番窓口 

☎ 0422-29-9233 

FAX 0422-47-9577  

権利擁護センターみたか 
弁護士等の専門家が相談に応じ、解決

方法の助言等を行います。 

三鷹中央防災公園元気創造

プラザ 3 階 福祉センター 

☎ 0422-46-1203 

FAX 0422-71-2053 

福祉サービス運営適正化委員会 

事業者に対する調査や改善の申し入

れ、利用者とのあっせん等を行う機関

です。必要に応じて区市町村や東京都

と調整を行い、解決を図ります。 

福祉サービス運営適正化委員会事務局  

☎ 03-5283-7020 

FAX 03-5283-6997 

 

1９．地域の相談員 

◆身体障がい者相談員・知的障がい者相談員 

障がい者や障がい児の子育て経験者の中から選ばれた相談員です。 

地域の中でみなさんに寄り添ってお話を伺い、みなさんの身近な相談に応じています。 

相談員氏名 連絡先 主として担当する障がい 

加藤 弘之 0422-33-0007 視覚障がい 

芳賀 景子 
e-mail：mnpryptgms@i.softbank.jp 

FAX：0422-48-2577 
聴覚障がい 

南雲  潤 （街かど自立センター）0422-48-0648 肢体不自由 

野原 英裕 090-4099-2490 知的障がい 

愛沢 美雪 0422-31-1466 知的障がい 

國澤 真弓 0422-76-2720 知的障がい 

窓 口 障がい者支援課 障がい者相談係 ☎ 0422-29-9233  FAX 0422-47-9577 

 

◆民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱を受けた福祉ボランティアです。地域の中でみなさんの相談に応じ、見守

りや関係機関の橋渡しをする身近な相談相手です。地区の担当など、詳しくは窓口へ。 

窓 口 地域福祉課 地域福祉係  ☎ 0422-29-9231   FAX 0422-29-9620 
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