
区市町村名 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

千代田区 保健福祉 生活支援 生活支援 03-5211-4215 102-8688 千代田区九段南1-2-1

中央区 福祉保健 生活支援 地域福祉 03-3543-0211 5348 104-8404 中央区築地1-1-1

港区 保健福祉支援 生活福祉調整 生活福祉調整 03-3578-2450 2450 105-8511 港区芝公園1-5-25

新宿区 福祉 地域福祉 福祉計画 03-5273-3517 160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1

文京区 福祉 生活福祉 管理 03-3812-7111 2749 112-8555 文京区春日1-16-21

台東区 福祉 福祉 福祉振興 03-5246-1172 110-8615 台東区東上野4-5-6

墨田区 福祉保健 厚生 厚生 03-5608-1163 130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20

江東区 福祉 福祉 福祉管理係 03-3647-4318 135-8383 江東区東陽4-11-28

品川区 福祉 福祉計画
地域包括ケア
推進

03-5742-6914 140-8715 品川区広町2-1-36

目黒区 健康福祉 生活福祉 相談援護 03-5722-9853 153-8573 目黒区上目黒2-19-15

大田区 福祉 福祉管理 援護 03-5744-1245 144-8621 大田区蒲田5-13-14

世田谷区 保健福祉 生活福祉担当 生活福祉 03-5432-2931 2931 154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

渋谷区 福祉 管理 民生 03-3463-1832 2225 150-8010 渋谷区渋谷1-18-21

中野区 健康福祉 福祉推進分野 高齢福祉担当 03-3228-5632 164-8501 中野区中野4-8-1

杉並区 保健福祉 管理 地域福祉 03-3312-2111 1356 166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1

豊島区 保健福祉 福祉総務 総務グループ 03-4566-2421 171-8422 豊島区南池袋2-45-1

北区 健康福祉 健康福祉 健康福祉 03-3908-9015 114-8508 北区王子本町1-15-22

荒川区 福祉 福祉推進 地域福祉 03-3802-3111 2616 116-8501 荒川区荒川2-2-3

福祉 管理 援護 03-3579-2354 173-8501 板橋区板橋2-66-1

区民文化部 赤塚支所 住民サービス 03-3938-5113 175-0092 板橋区赤塚6-38-1

練馬区 福祉 管理 地域福祉 03-5984-2716 176-8501 練馬区豊玉北6-12-1

足立区 福祉 福祉管理 民生 03-3880-5870 120-8510 足立区中央本町1-17-1

葛飾区 福祉 福祉管理 地域福祉 03-5654-8244 124-8555 葛飾区立石5-13-1
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江戸川区 福祉 福祉推進 庶務 03-5662-0031 132-8501 江戸川区中央1-4-1

八王子市 福祉 福祉政策 042-620-7240 192-8501 八王子市元本郷町3-24-1

立 川 市 福祉保健 福祉総務 調整 042-523-2111 1490 190-8666 立川市泉町1156-9

武蔵野市 健康福祉 地域支援 0422-60-1941 2514 180-8777 武蔵野市緑町2-2-28

三 鷹 市 健康福祉 地域福祉 地域福祉 0422-45-1151 2613 181-8555 三鷹市野崎1-1-1

青 梅 市 健康福祉 福祉総務 庶務 0428-22-1111 2333 198-8701 青梅市東青梅1-11-1

府 中 市 福祉保健 地域福祉推進 社会福祉 042-335-4161 183-8703 府中市宮西町2-24

昭 島 市 保健福祉 生活福祉 福祉推進 042-544-5111 2124 196-8511 昭島市田中町1-17-1

調 布 市 福祉健康 福祉総務 地域福祉 042-481-7101 182-8511 調布市小島町2-35-1

町 田 市 地域福祉 福祉総務 事業 042-724-2537 194-8520 町田市森野2-2-22

小金井市 福祉保健 地域福祉 地域福祉 042-387-9915 184-8504 小金井市本町6-6-3

小 平 市 健康福祉 生活支援 地域福祉担当 042-346-9537 187-8701 小平市小川町2-1333

日 野 市 健康福祉 福祉政策 地域福祉 042-514-8467 2813 191-8686 日野市神明1-12-1

東村山市 健康福祉 地域福祉推進 042-393-5111 3183 189-8501 東村山市本町1-2-3

国分寺市 健康 地域共生推進 地域づくり担当 042-325-0111 348 185-8501 国分寺市戸倉1-6-1

国 立 市 健康福祉 福祉総務 地域福祉推進 042-576-2111 152 186-8501 国立市富士見台2-47-1

福 生 市 福祉保健 社会福祉 福祉総務 042-551-1511 2616 197-8501 福生市本町５

狛 江 市 福祉保健 地域福祉 地域福祉 03-3430-1111 2231 201-8585 狛江市和泉本町1-1-5

東大和市 福祉 福祉推進 庶務 042-563-2111 1154 207-8585 東大和市中央3-930

清 瀬 市 健康福祉
地域包括ケア
推進

福祉総務 042-497-2056 204-8511 清瀬市中里5-842

東久留米市 福祉保健 福祉総務 福祉政策 042-470-7749 203-8555 東久留米市本町3-3-1

武蔵村山市 健康福祉 地域福祉 042-565-1111 154 208-8501 武蔵村山市本町1-1-1
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多 摩 市 健康福祉 福祉総務 福祉総務担当 042-338-6889 206-8666 多摩市関戸6-12-1

稲 城 市 福祉 生活福祉 地域福祉 042-378-2111 212 206-8601 稲城市東長沼2111

羽 村 市 福祉健康 社会福祉 庶務 042-555-1111 114 205-8601 羽村市緑ヶ丘5-2-1

あきる野市 健康福祉 生活福祉 庶務計画 042-558-1927 2612 197-0814 あきる野市二宮350

西東京市 健康福祉 生活福祉 生活福祉 042-438-4025 188-8666 西東京市南町5-6-13

瑞 穂 町 福祉 福祉 福祉 042-557-7620 190-1292
西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎
2335

日の出町 子育て福祉 地域支援 042-597-0511 292 190-0192 西多摩郡日の出町平井2780

檜 原 村 村民 村民保険 042-598-1011 111,116 190-0212 西多摩郡檜原村467-1

奥多摩町 福祉保健 福祉 0428-83-2777 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6

大 島 町 福祉けんこう 福祉医療 04992-2-1471 100-0101 大島町元町1-1-14

利 島 村 住民 04992-9-0011 100-0301 利島村248

新 島 村 民生 民生 04992-5-0243 100-0402 新島村本村1-1-1

神津島村 福祉 04992-8-0011 37 100-0601 神津島村904

三 宅 村 福祉健康 福祉 04994-5-0902 111 100-1212 三宅島三宅村阿古497

御蔵島村 総務 04994-8-2121 100-1301 御蔵島村字入かねが沢

八 丈 町 福祉健康 高齢福祉 04996-2-5570 154 100-1498 八丈島八丈町大賀郷2551-2

青ヶ島村 総務 庶務民生 04996-9-0111 100-1701 青ヶ島村無番地

小笠原村 村民 住民 04998-2-3113 100-2101 小笠原村父島字西町
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