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■身体障害者相談員（ 平 成３０年４月 ～ 令 和２年３月 ）

■知的障害者相談員（ 平 成３０年４月 ～ 令 和２年３月 ）

髙　橋　庄市郎
坂　本　信　江
野　末　正　之
阪　本　由起子
勝　呂　み ゆ き
折　山　曜　三

台東区谷中７丁目
台東区日本堤１丁目
台東区清川２丁目
台東区浅草６丁目
台東区日本堤１丁目
台東区根岸４丁目

３８２２－１３４０
３８７２－３３２１
３８７５－８０８９
５６０３－８０１６
３８７３－００７３
FAX ３８７１－９１５５

精神障害者地域生活支援センターあさがお
　（運営：NPO 法人台東メンタルコミュニティ）
　〒１１１－００５１ 台東区蔵前３－１８－４　ライフコア蔵前２Ｆ
　電話（５８２３）４２９８　ＦＡＸ　（５８２３）４２９９
　相談時間　月～木　正午～ 20 時（交流室 13 時～ 19 時）
　　　　　　土日　 10 時～ 18 時（ 交流室 10 時 30 分～ 17 時 30 分）
　　　　　　金・祝日・年末年始休

７．身体障害者・知的障害者相談員
心身に障害のある方の身近な相談役として、区長から委嘱された相談員が、心身障害者の方

やそのご家族からのさまざまな相談に応じ、問題解決のための助言・相談を行っています。

８．福祉課（区役所 ３ 階 ５ 番窓口）
１．　応急福祉資金の貸し付け
２．　民生委員・児童委員に関すること

　☆　問合せ　
　　　電話（５２４６）１１７２　FAX（５２４６）１０５９

９．保護課（区役所 ２ 階 ９ 番窓口）
病気、失業等で生活に困っている方や不安を抱えている方の相談を行っています。
※水曜窓口時間延長は行っておりません。

氏　　名 　　　　　　　　　住　　　所　　　　　　　　　　　　　電　話

石　塚　泰　子
松　本　澄　子
米　澤　芳　美
大　島　千恵子
青　木　京　子

台東区松が谷２丁目
台東区谷中５丁目
台東区橋場１丁目
台東区下谷３丁目
台東区入谷１丁目

３８４５－５６３７
３８２７－５６９０
６３２５－５２２９
３８７３－７５２８
３８７４－１２３７

氏　　名 　　　　　　　　　住　　　所　　　　　　　　　　　　　電　話
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10．子育て・若者支援課（区役所 ６ 階 ７ 番窓口）
１．特別児童扶養手当
２．児童扶養手当
３．児童育成手当（育成手当、障害手当）
４．ひとり親家庭等医療費助成
５．子ども医療費助成
６．弱視等治療用眼鏡助成

11．介護保険課（区役所 ２ 階 １・２・３・４ 番窓口）
１．介護保険の資格・保険証及び保険料の納付に関すること
　　　　資格・保険料担当　　
　　　　電話（５２４６）１２４２・１２４６　FAX（５２４６）１２２９
２．介護サービスなどの給付や利用者の負担軽減に関すること
　　　　給付担当　　
　　　　電話（５２４６）１２４９　FAX（５２４６）１２２９
３．要介護認定の申請・調査・審査に関すること
　　　　介護認定担当　　
　　　　電話（５２４６）１２４５　FAX（５２４６）１２２９
４．介護保険に関する相談・苦情
　　　　事業者担当　　
　　　　電話（５２４６）１２４４　FAX（５２４６）１２２９
　　　　お近くの地域包括支援センターでも相談できます。

12．介護予防・地域支援課（区役所 ２ 階 ５・７ 番窓口）
１．介護予防、総合事業に関すること
　　　　介護予防担当
　　　　電話（５２４６）１２９５　FAX（５２４６）１１７９
２．認知症対策、高齢者見守り事業に関すること
　　　　地域支援担当
　　　　電話（５２４６）１２２５　FAX（５２４６）１１７９
３．高齢者に関する在宅生活の総合的な相談
　　高齢者虐待防止に関すること
　　特別養護老人ホーム入所の受付
　　地域包括支援センターの運営に関すること
　　　　高齢者総合相談担当
　　　　電話（５２４６）１２２３・１２２４　FAX（５２４６）１２２９

☆　問合せ
　　生活保護制度に関すること　　　　　　電話（５２４６）１１８３
　　生活困窮者自立支援制度に関すること　電話（５２４６）１１５８

☆　問合せ　
　　電話（５２４６）１２３２　FAX（５２４６）１２８９

2



- 32 -

13．高齢福祉課（区役所２階５番窓口）
１．紙おむつの支給、自立支援用具の給付、住宅改修や高齢者ふれあい入浴券などに関する
　　相談
　　　給付担当
　　　電話（５２４６）１２２２　FAX（５２４６）１１７９

２．区立高齢者福祉施設の管理に関すること
　　　施設担当
　　　電話（５２４６）１２０５　FAX（５２４６）１１７９

　詳しくは、高齢福祉課で発行している「高齢者の手引き」をご参照ください。

14．国民健康保険課（区役所２階 14・15 番窓口）
療養の給付及び療養費（高額医療・補装具など）の支給
　国民健康保険の加入者の方
　　給付係　
　　電話（５２４６）１２５３　FAX（５２４６）１２２９
　後期高齢者医療制度の加入者の方
　　後期高齢者医療係　
　　電話（５２４６）１２５４　FAX（５２４６）１２２９

15．区民課　国民年金係（区役所３階１番窓口）
障害基礎年金・特別障害給付金の請求

　　☆　問合せ
　　　　電話（５２４６）１２６２　FAX（５２４６）１１２９

16．教育委員会　学務課（区役所６階２番窓口）
１．就学・就園相談 
２．特別支援学級就学奨励費の認定・支給

　　☆　問合せ
　　　　特別支援学級担当　
　　　　電話（５２４６）１４１６　FAX（５２４６）１４０９

　地域の人びとが、住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめ
ざし、町会、民生委員・児童委員、NPO法人、ボランティアなどの方々のご協力のもと、さまざまな地域
福祉活動を行っています。

　子供の教育上のさまざまな悩みに関して、本人や保護者を対象としたカウンセリングを臨床心理
士が行っています。

17．教育相談室（台東区立教育支援館・生涯学習センター６階）

☆　問合せ
　　〒１１１－８６２１　台東区西浅草３－２５－１６　台東区生涯学習センター６階
　　HP：http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kyoiku/kyouikusienkan/index.html
　　【来所相談】　予約制　　電話（５２４６）５８５５
　　　月～金及び第２・４土曜日（祝日除く）９時３０分～１７時３０分
　　【電話相談】　随　時　　電話（５２４６）５９２５
　　　月～金及び第２・４土曜日（祝日除く）９時３０分～１６時３０分
　　　※水曜日は、来所・電話相談とも１８時３０分まで

18．台東区社会福祉協議会

☆　問合せ
　　台東区社会福祉協議会　
　　〒１１０－０００４　台東区下谷１－２－１１
　　電話（５８２８）７５４５（代）　FAX（３８４７）０１９０

相
談
窓
口 

2



- 33 -

13．高齢福祉課（区役所２階５番窓口）
１．紙おむつの支給、自立支援用具の給付、住宅改修や高齢者ふれあい入浴券などに関する
　　相談
　　　給付担当
　　　電話（５２４６）１２２２　FAX（５２４６）１１７９

２．区立高齢者福祉施設の管理に関すること
　　　施設担当
　　　電話（５２４６）１２０５　FAX（５２４６）１１７９

　詳しくは、高齢福祉課で発行している「高齢者の手引き」をご参照ください。

14．国民健康保険課（区役所２階 14・15 番窓口）
療養の給付及び療養費（高額医療・補装具など）の支給
　国民健康保険の加入者の方
　　給付係　
　　電話（５２４６）１２５３　FAX（５２４６）１２２９
　後期高齢者医療制度の加入者の方
　　後期高齢者医療係　
　　電話（５２４６）１２５４　FAX（５２４６）１２２９

15．区民課　国民年金係（区役所３階１番窓口）
障害基礎年金・特別障害給付金の請求

　　☆　問合せ
　　　　電話（５２４６）１２６２　FAX（５２４６）１１２９

16．教育委員会　学務課（区役所６階２番窓口）
１．就学・就園相談 
２．特別支援学級就学奨励費の認定・支給

　　☆　問合せ
　　　　特別支援学級担当　
　　　　電話（５２４６）１４１６　FAX（５２４６）１４０９

　地域の人びとが、住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめ
ざし、町会、民生委員・児童委員、NPO法人、ボランティアなどの方々のご協力のもと、さまざまな地域
福祉活動を行っています。

　子供の教育上のさまざまな悩みに関して、本人や保護者を対象としたカウンセリングを臨床心理
士が行っています。

17．教育相談室（台東区立教育支援館・生涯学習センター６階）

☆　問合せ
　　〒１１１－８６２１　台東区西浅草３－２５－１６　台東区生涯学習センター６階
　　HP：http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kyoiku/kyouikusienkan/index.html
　　【来所相談】　予約制　　電話（５２４６）５８５５
　　　月～金及び第２・４土曜日（祝日除く）９時３０分～１７時３０分
　　【電話相談】　随　時　　電話（５２４６）５９２５
　　　月～金及び第２・４土曜日（祝日除く）９時３０分～１６時３０分
　　　※水曜日は、来所・電話相談とも１８時３０分まで

18．台東区社会福祉協議会

☆　問合せ
　　台東区社会福祉協議会　
　　〒１１０－０００４　台東区下谷１－２－１１
　　電話（５８２８）７５４５（代）　FAX（３８４７）０１９０
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◆権利擁護センター　あんしん台東
　高齢者及び障害のある方が、安心して地域での生活が続けられるように下記のサービスを行っ
ています。
　１．  福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）
　　　対　　　　象 ： 高齢や知的・精神障害者等で、判断能力が十分でない方
　　　サービス内容 ： 福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービス・書類などの預かり

サービス（日常的金銭管理サービスのみ、書類等預かりサービスのみの
利用はできません）

　　　利　 用　 料 ： １回１時間まで８００円、以後３０分までごとに４００円加算、書類等預
かり１ヶ月８００円、通帳等預かり１ヶ月８００円

　２．  財産保全管理サービス
　　　対　　　　象 ： 判断能力はあるが、高齢（おおむね６０歳以上）や身体的障害等で外出

が困難なため、日常的金銭管理や重要書類の保管が難しい方
　　　サービス内容 ： 日常的金銭管理サービス、書類などの預かりサービス
　　　利　 用　 料 ： １回１時間まで８００円、以後３０分までごとに４００円加算、書類等預

かり１ヶ月８００円、通帳等預かり１ヶ月８００円
　３．  成年後見制度の相談・情報提供
　　　成年後見制度は、認知症や知的、精神障害などで、福祉サービスなどの契約や意思決定
　　が困難な方の権利や財産を保護する制度です。
　　　サービス内容 ： 成年後見制度の相談・説明・情報提供、成年後見制度の申立手続きに関

する支援、法人による後見人などの受任（受任には一定の条件がありま
す）区から委託を受け実施する市民後見人育成研修

　４．  その他
　　　福祉サービスに関する苦情の受付、福祉の法律相談（予約制）などをお受けします。お
　　気軽にご利用ください。

　☆　問合せ
　　　電話（５８２８）７５０７　FAX（３８４７）０１９０

◆台東ボランティア・地域活動サポートセンター
　ボランティアに関するさまざまな相談・コーディネート、ボランティアに関する講座や講習会を
実施しています。さらに、区内で活動する町会、任意団体、NPO 法人などの活動団体及び事業
者等やこれから地域活動を始めようとする区民等に対して、活動を支援しています。

　☆　問合せ
　　　電話（３８４７）７０６５、（５８２８）７５４６　FAX（３８４７）０１９０

◆はつらつサービス
１．  家事介護サービス （継続的なサービスをご希望の場合）
　　家事援助サービス：洗濯・掃除・食事作り・話し相手・散歩の付添など
　　介護援助サービス：通院介助・外出介助など
　　■　対象
　　　　障害のある方や６５歳以上の高齢者で日常生活に支障があってお困りの方
　　■　費用
　　　　家事援助サービス　平日　　　１時間７００円　

休日（日曜・祝日・年末年始）１時間７７０円
介護援助サービス　　　　　　１時間１,０５０円 （交通費等は利用者負担）

２．  身の回り応援サービス（ちょっとした困りごとの支援）
　　３０分 以内で終了する緊急性・危険性・専門性・継続性のない軽易な活動
　　■　対象
　　　　６５歳 以上で一人暮らし又は高齢者のみの世帯
　　　　障害のある方で一人暮らし又は障害者のみの世帯
　　■　費用
　　　　３００円 /  ３０分 （実費は利用者負担）

３．  配食サービス
食事の確保にお困りの方に栄養バランスのいい食事をお届けします。安否確認を行うため
お届けは手渡しを原則としています。

　　■　対象
　　　　障害者や６５歳 以上の高齢者で食事の確保にお困りの方
　　■　費用
　　　　昼食　４３０円 ～７５０円 程度
　　　　夕食　４３０円 ～７５０円 程度
　　※費用は変更する場合があります。詳しくはお問合せください。

　　　☆　問合せ
　　　　　電話（５８２８）７５４１　FAX（３８４７）０１９０
　　　　　受付時間　８時３０分～１７時１５分　土日祝日年末年始除く

19．民生委員・児童委員
　民生委員・児童委員は、それぞれ担当地域をもち、生活上の福祉に関する相談を受け付けて
います。相談内容に応じて区役所や関係機関との連絡調整を行っています。
　相談内容については、秘密を守ることが法律で義務づけられていますので安心して地域を担
当する民生委員に相談ください。
　担当する民生委員については、下記までお問合せください。

☆　問合せ　
　　福祉課　区役所 3 階 5 番窓口
　　電話 （５２４６）１１７２　FAX（５２４６）１０５９

20．上野年金事務所
障害厚生年金・障害手当金の給付

☆　問合せ
　　〒１１０－８６６０　台東区池之端１－２－１８　いちご池之端ビル　
　　電話　０５７０（０５）１１６５（ねんきんダイヤル） ８時３０分 ～１７時１５分
　　電話　（６７００）１１６５（一般電話）　　　　　　 ８時３０分 ～１７時１５分
　　交通案内（駐車場なし）
　　・ＪＲ「上野」駅より徒歩１０分・ＪＲ「御徒町」駅より徒歩１０分・京成「上野」駅よ
　　　り徒歩１０分
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◆権利擁護センター　あんしん台東
　高齢者及び障害のある方が、安心して地域での生活が続けられるように下記のサービスを行っ
ています。
　１．  福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）
　　　対　　　　象 ： 高齢や知的・精神障害者等で、判断能力が十分でない方
　　　サービス内容 ： 福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービス・書類などの預かり

サービス（日常的金銭管理サービスのみ、書類等預かりサービスのみの
利用はできません）

　　　利　 用　 料 ： １回１時間まで８００円、以後３０分までごとに４００円加算、書類等預
かり１ヶ月８００円、通帳等預かり１ヶ月８００円

　２．  財産保全管理サービス
　　　対　　　　象 ： 判断能力はあるが、高齢（おおむね６０歳以上）や身体的障害等で外出

が困難なため、日常的金銭管理や重要書類の保管が難しい方
　　　サービス内容 ： 日常的金銭管理サービス、書類などの預かりサービス
　　　利　 用　 料 ： １回１時間まで８００円、以後３０分までごとに４００円加算、書類等預

かり１ヶ月８００円、通帳等預かり１ヶ月８００円
　３．  成年後見制度の相談・情報提供
　　　成年後見制度は、認知症や知的、精神障害などで、福祉サービスなどの契約や意思決定
　　が困難な方の権利や財産を保護する制度です。
　　　サービス内容 ： 成年後見制度の相談・説明・情報提供、成年後見制度の申立手続きに関

する支援、法人による後見人などの受任（受任には一定の条件がありま
す）区から委託を受け実施する市民後見人育成研修

　４．  その他
　　　福祉サービスに関する苦情の受付、福祉の法律相談（予約制）などをお受けします。お
　　気軽にご利用ください。

　☆　問合せ
　　　電話（５８２８）７５０７　FAX（３８４７）０１９０

◆台東ボランティア・地域活動サポートセンター
　ボランティアに関するさまざまな相談・コーディネート、ボランティアに関する講座や講習会を
実施しています。さらに、区内で活動する町会、任意団体、NPO 法人などの活動団体及び事業
者等やこれから地域活動を始めようとする区民等に対して、活動を支援しています。

　☆　問合せ
　　　電話（３８４７）７０６５、（５８２８）７５４６　FAX（３８４７）０１９０

◆はつらつサービス
１．  家事介護サービス （継続的なサービスをご希望の場合）
　　家事援助サービス：洗濯・掃除・食事作り・話し相手・散歩の付添など
　　介護援助サービス：通院介助・外出介助など
　　■　対象
　　　　障害のある方や６５歳以上の高齢者で日常生活に支障があってお困りの方
　　■　費用
　　　　家事援助サービス　平日　　　１時間７００円　

休日（日曜・祝日・年末年始）１時間７７０円
介護援助サービス　　　　　　１時間１,０５０円 （交通費等は利用者負担）

２．  身の回り応援サービス（ちょっとした困りごとの支援）
　　３０分 以内で終了する緊急性・危険性・専門性・継続性のない軽易な活動
　　■　対象
　　　　６５歳 以上で一人暮らし又は高齢者のみの世帯
　　　　障害のある方で一人暮らし又は障害者のみの世帯
　　■　費用
　　　　３００円 /  ３０分 （実費は利用者負担）

３．  配食サービス
食事の確保にお困りの方に栄養バランスのいい食事をお届けします。安否確認を行うため
お届けは手渡しを原則としています。

　　■　対象
　　　　障害者や６５歳 以上の高齢者で食事の確保にお困りの方
　　■　費用
　　　　昼食　４３０円 ～７５０円 程度
　　　　夕食　４３０円 ～７５０円 程度
　　※費用は変更する場合があります。詳しくはお問合せください。

　　　☆　問合せ
　　　　　電話（５８２８）７５４１　FAX（３８４７）０１９０
　　　　　受付時間　８時３０分～１７時１５分　土日祝日年末年始除く

19．民生委員・児童委員
　民生委員・児童委員は、それぞれ担当地域をもち、生活上の福祉に関する相談を受け付けて
います。相談内容に応じて区役所や関係機関との連絡調整を行っています。
　相談内容については、秘密を守ることが法律で義務づけられていますので安心して地域を担
当する民生委員に相談ください。
　担当する民生委員については、下記までお問合せください。

☆　問合せ　
　　福祉課　区役所 3 階 5 番窓口
　　電話 （５２４６）１１７２　FAX（５２４６）１０５９

20．上野年金事務所
障害厚生年金・障害手当金の給付

☆　問合せ
　　〒１１０－８６６０　台東区池之端１－２－１８　いちご池之端ビル　
　　電話　０５７０（０５）１１６５（ねんきんダイヤル） ８時３０分 ～１７時１５分
　　電話　（６７００）１１６５（一般電話）　　　　　　 ８時３０分 ～１７時１５分
　　交通案内（駐車場なし）
　　・ＪＲ「上野」駅より徒歩１０分・ＪＲ「御徒町」駅より徒歩１０分・京成「上野」駅よ
　　　り徒歩１０分
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