
＜西東京市内にある事業所＞ 西東京市　2021.1 現在

事業所名 事業所住所 事業所電話番号 事業所FAX番号 連絡可能時間・曜日 主たる対象者
利用先が市外の場合

の対応可能なエリア
備考

地域活動支援センター　ブルーム
（社会福祉法人　睦月会）

〒188-0011
西東京市田無町5-5-12
田無総合福祉センター2階

042-452-3085 042-452-3086
火･木･金　９:00～19:00
水･土　　 9:00～18:00

（日･月･祝日及び年末年始は休み）
身/知/児 応相談

・事業実施地域以外の居宅訪問の場合、交通費は利用者負
担となります。
・障害児相談支援対応可。

地域活動支援センター　ハーモニー
（医療法人社団　薫風会）

〒188-0011
西東京市田無町4-17-14
西東京市障害者総合支援センター
フレンドリー２階

042-452-2773 042-452-2774
月･火･木･金　 10:00～19:30

          水　 正午～18:00
              土　 10:00～18:00

精
原則市内のみ

(近隣自治体については応相談)

・精神障害のある方が対象です。
・利用先が市外の場合、交通費の実費をご負担いただきま
す。

自立生活企画
（特定非営利活動法人　自立生活企画）

〒188-0011
西東京市田無町5-6-20
第2和光ビル202

042-462-5999 042-462-5955
月～金

10:00～18:00
身/知/精/児 応相談

相談支援センター　さくら
（社会福祉法人　さくらの園）

〒188-0004
西東京市西原町4-5-6

042-452-6005 042-468-5673
月～金

8:45～17:15
（土･日･祝日は休み）

身/知/精/難/児
交通機関を利用して

1時間以内で行ける範囲
新規の作成可能件数は月に1～2件予定。

株式会社ケアワーク北多摩
（株式会社　ケアワーク北多摩）

〒188-0011
西東京市田無町5-8-15

042-461-8230 042-461-5226
月～金

9:00～17:15
（土･日･祝日及び年末年始は休み）

身/知 原則市内のみ 専門分野は在宅系。

相談支援センターたなし
（特定非営利活動法人  ハートフィールド）

〒188-0011
西東京市田無町3-3-7
海老沢第一ビル801号

042-468-3061 042-452-8080
月～金

10:00～16:00
（祝日を除く）

精
原則市内のみ

(近隣自治体については応相談)
当分の間は自法人内優先の為、新規受け入れは困難。

相談室　こころ
（特定非営利活動法人  ハンディキャップサポート
ウーノの会）

〒202-0005
西東京市住吉町3-12-19

042-424-7775 042-439-4487
月～金

10:00～17:00
（祝日を除く）

身/知/精/児
原則市内のみ

(近隣自治体については応相談)
・12月29日～1月4日は休み。
・利用先が市外の場合、交通費実費ご負担いただきます。

ミモザ
（特定非営利活動法人　ミモザ）

〒188-0012
西東京市南町1-14-13-203

042-452-9202 042-497-4088
月～金

９:00～17:00
（祝日を除く）

身/知/精/難
市内および武蔵野市

（その他の地域は応相談）

保谷障害者福祉センター
（特定非営利活動法人　ミモザ）

〒202-0015
西東京市保谷町1-6-20

042-463-9861 042-463-9862
月～金

8:30～17:30
（祝日を除く）

身/難 原則市内のみ 高次脳機能障害者の方も対象。

ととろクラブ　相談室
（特定非営利活動法人　肢体不自由児・者 友の会）

〒188-0014
西東京市芝久保町2-22-32-205

042-452-3467 042-452-3468
月～金

12:00～18:00
（祝日を除く）

身/知/児 原則市内のみ 放課後等デイサービス、日中一時支援を主に運営。

YLひばりが丘相談所
(一般社団法人 Your  Lifestyle研究所）

〒202-0002
西東京市ひばりが丘北3-4-3-304

042-448-1246
090-6000－4789

042-448-1246
月～土

9:00～17:00
身/知/精/難/児

市内、近隣市
（その他の地域は応相談）

・主な対象は、知的障害、精神障害者（左記以外も対
象）。

相談支援事業所　ポラリス
(特定非営利活動法人こげら会）

〒202-0023
西東京市新町1-14-10

042－252-3103 042－252-3197
月～金

9:00～17:00
（祝日を除く）

身/知/精/難/児
多摩地区

（西東京市中心）
・主な対象は、知的障害者（児）（左記以外も対象）。

特定相談支援事業所　ワン・ストップ
（合同会社　総合福祉研究会）

〒202-0015
西東京市保谷町２-10-12
菊池ビル201

042-452-9099 042-452-9099
月～金

10:00～19:00
（祝日を除く）

身/知/精/難/児 武蔵野市、練馬区
・12月29日～1月3日は休み。
・利用先が営業区域以外の場合、交通費実費ご負担いただ
きます。

あいおん相談支援センター
（一般社団法人　ION）

〒202-0022
西東京市柳沢１-15
都営柳沢１丁目３号棟110号

042-497-6350 042-497-6360
月～金

9:00～17:00
（祝日を除く）

知/児（知的）
市内、近隣市

（その他の地域は応相談）

・12月29日～1月3日は休み。
・利用先が営業区域以外の場合、交通費実費ご負担いただ
きます。

ハピネス
（特定非営利活動法人　夢スユア）

〒202-0011
西東京市泉町2-17-18
ＮＫビル203

042-439-9619 042-439-9580
月～金

9:00～18:00
（祝日を除く）

知/児 市内、近隣市 12月29日～1月3日は休み。

相談支援事業所　ゆいまーる
（一般社団法人　ゆいまーる）

〒202-0005
西東京市住吉町４-８-19
住吉コーポ102号室

042-430-0839 042-430-0839
月～金

9:00～18:00
（祝日を除く）

精 市内、練馬区
・12月29日～1月3日は休み。
・利用先が営業区域以外の場合、交通費実費ご負担いただ
きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定相談支援事業所一覧表     　　　　　　　　　　　　　　　　　資料４

❖上記事業所はそれぞれ承認を得て、掲載しております。
❖この一覧以外の相談支援事業所に依頼をしてサービス等利用計画案を作成して頂いても構いません。
❖事業所毎に主たる対象者を定めている為、網掛け部分をご参照ください.（身：身体障害者　知：知的障害者　精：精神障害者　難：難病　児：障害児）
❖計画相談に関するお困りごとがあれば、下記までお尋ねください。

西東京市役所　健康福祉部　障害福祉課　障害者支援係　☎ 042-420-2804　FAX 042-466-9666



西東京市　2021.1 現在

事業所名 事業所住所 事業所電話番号 事業所FAX番号 連絡可能時間・曜日 主たる対象者
利用先が市外の場合

の対応可能なエリア
備考

障害者相談支援センター・ぴありす
（特定非営利活動法人　自立生活センター・小平）

〒187-0003
小平市花小金井南町１-26-30
パラシオ102

042-461-7001 042-461-7001
火・木

11:00～17:00
身/知/精/難/児

近隣市
（その他の地域は応相談）

西武新宿線花小金井駅から徒歩数分。

あい
（社会福祉法人　あいの樹）

〒187-0035
小平市小川西町５-22-12

042-349-2191 042-349-2192
月～金

9:00～18:00
（祝日を除く）

身/知/精/難/児
原則、小平市内のみ

（その他の地域は応相談）
・身体障害者と知的障害者の方が主な対象者。
・西武線小川駅から徒歩10分程。

自立生活センターグッドライフ
（特定非営利活動法人　自立生活センター　グッド
ライフ）

〒203-0014
東久留米市東本町14-７
滝ビル１階

042-477-8384 042-477-8394
月～金

10:00～17:00
（祝日を除く）

身/知/精/児
近隣市

（その他の地域は応相談）
・西武池袋線東久留米駅から徒歩10分程。

相談支援事業所陽（てぃーら）
（特定非営利活動法人  介護支援事業所縁)

〒177-0045
練馬区石神井台７-26-５

03-5934-4105 03-5934-4106
月～土

10:00～18:00
（日・祝日を除く）

身/知/精/児
練馬区内と近隣市

（基本的に区内と隣接する区市であ
るがその他地域は応相談）

・西武新宿線武蔵関駅から徒歩10分弱。
・主な対象は児童。

つづれおり
（特定非営利活動法人  コットンハウス、フレンズ）

〒183-0034
府中市住吉町２-13-３
ベルメゾン住吉第２　201

042-319-0697 042-319-0697
月～金

9:00～1７:00
（祝日を除く）

精/児
府中市内と多摩地域

（その他の地域は応相談）

・精神障害者の方が主な対象。
・京王線中河原駅から徒歩数分。
・府中市外の事業所・自宅への訪問の交通費は、利用者負担となる。

地域生活支援センター澄水
（社会福祉法人  黎明会）

〒187-0032
小平市小川町１-485

042-346-7412 042-346-7330
月～金

8:45～17:15
（祝日を除く）

身/知/精/難/児
近隣市

（その他の地域は応相談）
・西武拝島線東大和市駅から徒歩15分程。

相談支援センターこだま
（社会福祉法人　小さい共同体）

〒189-0013
東村山市栄町2-9-32
晃正プラザ303

042-395-1427
080-7945-2553

042-395-1427
月～金

9:00～17:00
（祝日を除く）

身/知/精/難/児 電車・バス移動可能エリア
・西武新宿線久米川駅前（南口、徒歩3分）。
・医療行為のある方、重症心身障害者（児）も応相談。

相談ステーションむくむく
（特定非営利活動法人  生活支援グループ夢来夢来）

〒203-0031
東久留米市南町４-10-26

042-475-6909
090-8809-8207

042-475-6909 曜日・時間帯不定 身/知/児
近隣市

（東久留米市との市境程度の範
囲）

・重症心身障害者(児）も応相談。
・ひばりヶ丘・田無駅からバスに乗り、南沢5丁目で下車後、徒歩10分
程。

Link福祉相談局
（株式会社  ティラ）

〒170-0013
豊島区東池袋４-27-５
ライオンズプラザ池袋1210

03-5957-1179 03-5957-1179
月～金

9:00～18:30
（祝日を除く）

身/知/精/難/児 応相談
・区外、埼玉、神奈川等、利用先が遠方の場合は応相談。
・有楽町線東池袋駅から徒歩5分程。

株式会社みのり
（株式会社  みのり）

〒204-0022
清瀬市松山２-５-20 Ａ-101

042-492-8815 042-492-8816
月～金

9:00～18:00
（祝日を除く）

身/知/精/難/児
近隣市

（その他の地域は応相談）
清瀬駅南口より500ｍ（徒歩7分）、都立清瀬高校近く。

たまみずき相談支援事業所
（株式会社たまみずき）

〒177-0045
練馬区石神井台３-２-18

03-5923-9223 03-5923-9194
月～金

10:00～19:00
（祝日を除く）

身/知/精/児
近隣市

（その他の地域は応相談）
・12月29日～1月3日は休み。
・利用先が市外の場合、交通費実費ご負担いただきます。

ルンアルン２
（一般社団法人ルンアルン）

〒180-0006
武蔵野市中町１-34-５
武蔵野第二パークマンション303

0422-59-0081 0422-59-0082
月　8:30～17:30

火～金　9:30～15:30
（祝日は除く）

精
近隣市

（その他の地域は応相談）
・中央線三鷹駅北口から徒歩５分

相談支援事業所　スワロウ
（合同会社アルメリア）

〒178-0064
練馬区南大泉5-38-15
シェルクレール105

03-6904-6524 03-6904-6525
月～金

10:00～19:00
（土日祝日を除く）

身/知/精/難/児 西東京市、武蔵野市、新座市

相談支援まんまる
（合同会社LIVENOW）

〒177-0045
練馬区石神井台３-26-８-104

050-3187-6415
070-4390-8803

03－4333－7998
月～金

９:00～18:00
（土日祝日を除く）

身/知/精/難/児
近隣区市

（その他の地域は要相談）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定相談支援事業所一覧表     　　　　　　　　　　　　　　　　　資料４

＜西東京市を営業区域としている事業所（一部）＞

❖上記事業所はそれぞれ承認を得て、掲載しております。
❖この一覧以外の相談支援事業所に依頼をしてサービス等利用計画案を作成して頂いても構いません。
❖事業所毎に主たる対象者を定めている為、網掛け部分をご参照ください.（身：身体障害者　知：知的障害者　精：精神障害者　難：難病　児：障害児）
❖計画相談に関するお困りごとがあれば、下記までお尋ねください。

西東京市役所　健康福祉部　障害福祉課　障害者支援係　☎ 042-420-2804　FAX 042-466-9666


