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西東京市障害者（児）施設 近隣市との比較 

 ※実際に市民が利用している施設ではなく、施設の所在地で分類しています。（※人口は「東京都の統計」住民基本台帳による世帯と人口より） 

※西東京市の施設については平成 29年８月１日現在の状況を掲載しています。 

※近隣市の施設出典は、社会福祉の手引き 2016（平成 28年 4月 1日現在）WAM NET／東京都（平成 28年 6月 20日現在）のため、現時点と一致しない場合があります。 
 

 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

人  口 
199,790人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

74,510人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

116,867人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

189,885人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

150,739人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

143,964人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

185,101人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

119,359人 

（平成 29年１月 1日現在： 

外国人登録を含む） 

療養介護    

･独立行政法人国立精神・神経

医療研究センター病院 

・緑成会整育園 

・秋津療育園    

生活介護 

・たんぽぽ 

・ラシーネ西東京 

・どろんこ作業所（どろんこ作業

所 手づくり山） 

・Ｐ.Ｆ.Ｐ.Ｃはたらきば 

・西東京市生活介護事業所くろ

ーばー 

・さくらの園 

・清瀬市障害者福祉センター生

活介護事業所 

・東京都清瀬喜望園 

・清瀬市障害者福祉センター清

瀬ひまわり園 

・清瀬作業所 

・わぁーく！わかば 

・工房わかば 

・清瀬療護園 

・清瀬聖ヨハネ支援センター 

・清瀬育成園ひだまりの里きよせ 

・活動センターかなえ 

・のぞみの家 

・東久留米市立さいわい福祉セ

ンター 

・ライフパートナーこぶし 

・すばる 

・プラタナス 

・なかまの家 

・小平市立障害者福祉センター 

・小平市立あおぞら福祉センタ

ー 

・澄水園 

・あさやけ風の作業所 

・小平福祉園 

・曙光園 

・あさやけ作業所 

・生活リハビリセンター六三四 

・生活リハビリセンター雅 

・夢風船 

・リズム工房 

・東京都東村山福祉園 

・なごみの里 生活介護 

・東村山生活実習所 

・ライフサポートつばさ 

・さやま園 

・あゆみの家 成人部 

・東村山楠の樹 地域福祉事業

所ふたば 

・秋津療育園 

・ひなたの道 通園センター 

・デイセンターふれあい 

・デイセンター山びこ 

・ワークセンター大地 

・千川作業所 

・生活リハビリサポートすばる 

・武蔵野福祉作業所 

・ゆうあい製作所 

・ワークイン中町 

・三鷹市北野ハピネスセンター 

・大沢にじの里 

・わたしたちのいえ かごめのか

ごめ 

・にじアート 

・すきっぷ 

・アクティビティセンターはばたけ 

・ソレイユ 

・小金井市障害者福祉センター 

・小金井生活実習所 

・かがわ工房 

・ゆめ工房さくら 

・小金井市福祉共同作業所 

・小金井聖ヨハネ支援センター 

施設入所支援 ・たんぽぽ 

・清瀬作業所 

・清瀬療護園 

・東京清瀬喜望園 

・ライフパートナーこぶし 

・澄水園 

・小平福祉園 

・曙光園 

・さやま園 

・東京都東村山福祉園 
 ・大沢にじの里  

自立訓練（機能訓練）  
・清瀬市障害者福祉センター機

能訓練事業所 
 

・小平市立障害者福祉センター 

・小平市立あおぞら福祉センター 

・曙光園 

 ・生活リハビリサポートすばる  ・小金井市障害者福祉センター 

自立訓練（生活訓練） ・YL ひばりが丘カレッジ事業所  

・広域地域ケアセンター バオバブ 

・プラタナス 

・久留米リカバリーハウス 

   ・巣立ち風  

就労移行支援（一般型） ・さくらの園 ・汽車の家作業所 

・広域地域ケアセンター バオバ

ブ 

・くるめパソコン作業所 

・東久留米市立さいわい福祉セ

ンター 

・おだまき 

・ワークセンター夢の樹 

・サングリーン 

・トーコロ青葉ワークセンター 

・福祉事業センター 

・コロニー東村山 

・チャンレジャー 

・武蔵境ワーキングセンター 

・ワークイン関前 

・武蔵野福祉作業所 

・ワークセンターけやき 

・ゆうあい製作所 

・ワークショップ MEW 

・就労支援センターMEW 

・八幡作業所 

・ジョブアシストいんくる 

・ワークショップハーモニー 

・工房 時 

・ウェルビー三鷹センター 

・就労移行支援事業所 TODAY

三鷹 

・NPO 法人チャレンジャー支援

機構 

・小金井聖ヨハネ支援センター 

・あん工房 

・パン工房ノアノア 

就労継続支援（Ａ型）  ・スマイルアーク 
・就労支援事業所コイノニア 

・きぼう工房東くるめ 
・みくま ・コロニー東村山 ・ワークセンターけやき 

・ワークショップハーモニー 

・三鷹ひまわり第一共同作業所 
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 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

就労継続支援（Ｂ型） 

・ほうや福祉作業所 

・コミュニティルーム友訪 

・ワークステーション  ウーノ（お

かし工房 マーブル/手作り工房 

めぇ/石窯パン工房ウーノ） 

・ラシーネ西東京 

・パッソ西東京 

・たなし工房 

・富士町作業所 

・サンワーク田無 

・さくらの園 

・ベーカリーショップどんぐり 

・清瀬どんぐりの家 

・セルプ清瀬 

・清瀬福祉作業所 

・ライフパートナーこぶし 

・ベーカリーショップどんぐり野塩

工房 

・ベーカリーショップどんぐり元町

店 

・スマイルアーク 

・清瀬育成園ひだまりの里きよせ 

・ECO どんぐり 

・広域地域ケアセンター バオバ

ブ 

・ピープルファースト東久留米 

・くるめパソコン作業所（２カ所） 

・就労支援事業所コイノニア（２カ

所） 

・まあぶる 

・えいぶる 

・就労支援事業所共同作業所 

久留米の家 

・第二どんぐりの家 

・すばる 

・パン工房モナモナ 

・ぶどうの郷 

・どんぐりの家 

・しおん学園（忘れな草） 

・きぼう工房東くるめ 

・杉の子学園福祉作業所（２カ

所） 

・久留米リカバリーハウス 

・おだまき 

・小平第二みどり作業所 

・ワークセンター夢の樹 

・リズム工房 

・夢の樹みどり 

・あしたば作業所 

・食事サービスセンターなごみ 

・バウム 

・サングリーン 

・あさやけ鷹の台作業所 

・クラブハウスはばたき 

・のぞみ作業所 

・あさやけ第二作業所（２カ所） 

・小平福祉園 

・トーコロ青葉ワークセンター 

・福祉事業センター 

・コロニー東村山 

・みどりの森 

・ラ・メール 

・なごみの里 就労継続支援 B型 

・東村山生活実習所 

・平成の里 

・共同作業所セサミ萩（２カ所） 

・える・ぽいん 

・けやき第一作業所 

・けやき第二作業所 

・あきつの園 

・愛の園実習室 

・お弁当くらぶ 

・十二月 

・久米川共同作業所 

・飛翔クラブ 

・仲間の家 

・かりん 

・ひなたの道 

・チャンレジャー 

・武蔵境ワーキングセンター 

・ワークイン関前 

・武蔵野福祉作業所 

・ゆうあい製作所 

・ワークショップ MEW 

・カバーヌ（２カ所） 

・ワークセンターけやき 

・八幡作業所 

・ワークステージりぷる 

・巣立ち工房 

・巣立ち風 

・ワークセンターゆうゆう舎 

・三鷹ひまわり第一共同作業所 

・三鷹ひまわり第二共同作業所 

・三鷹ひまわり第三共同作業所 

・むうぷ舎新川 

・むうぷ舎中原 

・食茶房むうぷ 

・未来工房にじ 

・ワークセンタータートルステップ 

・リビングハウスマム 

・すきっぷ 

・工房 時 

・ワークセンターいくせい工房 

・ワークセンターゆめ 

・ぽけっと工房 

・小金井生活実習所 

・NPO 法人チャレンジャー支援

機構 

・フラワー工房さくら 

・ゆめ工房さくら 

・小金井聖ヨハネワークセンター 

・あん工房 

・共同作業所希望の家 

・スペース楽 

・木馬の会（ライブワークス） 

・小金井市福祉共同作業所 

・ワークセンター「あい」 

・手作り工房たいさんぼく 

・小金井聖ヨハネ支援センター 

・にこにこファクトリー 

・手づくり工房「みらい」 

・にこにこファクトリー（にこにこキ

ッチン） 

・パン工房ノアノア 

点字出版施設       ・東京点字出版所  

市町村障害者虐待防止センタ

ー 

・西東京市障害福祉課 

・西東京市障害者総合支援セン

ター「フレンドリー」 

・清瀬市障害福祉課 ・東久留米市障害福祉課 ・小平障がい者支援課 ・東村山市障害支援課 ・武蔵野市障害者福祉課 ・三鷹市障がい者支援課 
・小金井市障害者虐待防止セン

ター 

医療型障害児入所施設（重心）    ・緑成会整育園 ・秋津療育園    

重症心身障害児（者）通所

施設等 
・西東京市生活介護事業所くろ

ーばー 
  ・小平福祉園 すけっち 

・秋津療育園通園センター 

・あゆみの家成人部 

・ひまわり 

 ・あきやまケアホーム  

指定発達支援医療機関（障

害児入所施設） 
   

･独立行政法人 国立精神・神経

医療研究センター病院 
    

福祉型障害児入所施設（知

的障害児） 
    ・東村山福祉園    

福祉型児童発達支援センタ

ー（知的障害児） 
 ・日本社会事業大学付属こども学園      

・賀川学園 

・小金井市児童発達支援センタ

ーきらり 

児童発達支援（センター以

外） 

・西東京市こどもの発達センター

ひいらぎ 

・児童発達支援事業みらい 

・清瀬市子どもの発達支援・交流

センター 

・きずな 

・アプリ児童デイサービス清瀬 

・東久留米市立わかくさ学園 

・小平市立障害者福祉センター 

・あすなろの家 

・小平福祉園 

・あゆみの家幼児部 

・幼児室ポッポ 

・ひまわり 

・楽しい放課後 みんな 

・ウィズ 

・千川おひさま幼児教室 

・手毬塾ウノ 

・子ども発達支援ルームおれん

じ学園 

・発達支援つむぎ吉祥寺ルーム 

・児童発達支援・放課後等デイ

サービスささえ 

・スタジオそら武蔵野 

・三鷹市北野ハピネスセンター 

くるみ幼児園 

・あきやまケアルーム 

・こどもデイサービスらびぃ 

・虹のかけはし 
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 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

放課後等デイサービス 

・Pur aile ひばりが丘 

・シュプロスひばりヶ丘教室 

・ジョブチャレンジひばり 

・シュプロスひばりヶ丘教室Ⅱ 

・ＳＴＥＰ西東京 

・ＳＴＥＰ保谷 

・りぼん 

・りぼんＵ 

・たまみずきひばり 

・放課後等デイサービス くれぱ

す田無 

・ウイング西東京 

・くまさん 保谷教室 

・くろーばーきっず 

・療育型児童デイサービスさざん

か第１ 

・療育型児童デイサービスさざん

か第５ 

・ととろクラブ 

・ととろキッズ 

・障害者福祉センター 学童クラ

ブのびのび 

・わかば第１学童クラブ 

・わかば第２学童クラブ 

・たまみずき清瀬 

・きずな 

・マイスペ児童デイサービス清瀬 

・ピーキッズきよせ 

・アプリ児童デイサービス清瀬 

・てんとうむし 

・だっく 

・ぐ～す 

・このみ 

・しおん学園 

・シュプロス東久留米 

・ゆうやけ子どもクラブ 

・ゆうやけ第２子どもクラブ 

・ゆうやけ第３子どもクラブ 

・あすなろの家 

・みんなの家７７ 

・アート療育 FACT 小平 

・小平 JAM きっず事務所 ポップ

コーン 

・放課後等デイサービス  STEP

小平 

・あい 

・小平福祉園 

・「スマイル」 

・山鳩訓練室 

・楽しい放課後 みんな 

・やまだ こども教室 

・トーコロあおば就労サポートセ

ンター 

・児童発達センターぽこあぽこ 

・あすは Kids 

・手毬塾ウノ 

・子ども発達支援ルームおれん

じ学園 

・千川さくらんぼクラブ 

・児童発達支援・放課後等デイ

サービスささえ 

・ピーキッズむさしの 

・スタジオそら武蔵野 

・ロゼット 

・にじアート児童デイサービス 

・なかよし教室 

・GreenApple 

・こどもデイサービスらびぃ 

・ウイングみたか 

・TAKUMI 

・虹のかけはし 

・木馬の会 

・児童発達センターびぃぼ 

・おもちゃ箱こがねい 

・おもちゃ箱桜上水 

・小金井市児童発達支援センタ

ーきらり 

保育所等訪問支援  
・日本社会事業大学付属子ども

学園 
     

・小金井市児童発達支援センタ

ーきらり 

・賀川学園 

心身障害者等歯科医療機

関（国・公立等）等 
 ・国立病院機構東京病院  ・公立昭和病院 

・国立療養所 多摩全生園 

・多摩北部医療センター 
   

心身障害者歯科医療機関

（その他） 
 ・複十字病院  

・南台病院 

・緑成会整育園 

・多摩済生病院 

・松見病院 

 ・武蔵野複十字病院 
・井之頭病院 

・長谷川病院 
 

 

■以下の施設は、西東京市及び近隣７市に設置なし 

・宿泊型自立訓練 

・盲人ホーム 

・身体障害者福祉ホーム 

・精神障害者福祉ホーム 

・特別支援学校（私立） 

・その他区市町村障害者就労支援の窓口 

・障害者就業・生活支援センター 

・都立職業能力開発センター（実務作業科） 

・東京障害者職業センター 

・知的障害者福祉工場 

・障害者スポーツセンター 

・点字図書館 

・聴覚障害者情報提供施設 

・盲ろう者支援センター 

・医療型障害児入所施設（肢体） 

・医療型児童発達支援センター（肢体） 

・医療型児童発達支援センター（重心） 

・福祉型児童発達支援センター（重心） 

・福祉型障害児入所施設（ろうあ児） 

・福祉型児童発達支援センター（難聴児） 

・福祉型障害児入所施設（自閉症児） 

・医療型障害児入所施設（自閉症児） 

・心身障害者歯科医療機関（地区口腔保健センター等） 

 


