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・東京メトロ千代田線「湯島」駅より徒歩５分
・東京メトロ銀座線「上野広小路」駅・都営大江戸線「上野御徒町」駅より徒歩８分
・東京メトロ日比谷線「上野」駅より徒歩１０分

21．東京都児童相談センター
１．18 歳未満の児童のさまざまな問題についての相談
２．児童とその家庭についての必要な調査・診断・治療・指導
３．児童福祉施設への入所、里親などへの委託の措置
４．一時保護
５．愛の手帳の交付

交通案内
○高田馬場駅（JR 山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線）
　徒歩 15 分又は都営バス「上 69」・「飯 64」乗車 5 分
○新宿駅西口（JR 線）　関東バス「宿 02」・「宿 08」乗車 12 分
○下落合駅（西武新宿線）　徒歩 12 分又は関東バス「宿 02」乗車 6 分
○落合駅（東京メトロ東西線）　徒歩 10 分
○東中野駅（JR 総武線・都営大江戸線）　徒歩 15 分又は関東バス「百 01」乗車 8 分
○大久保駅（JR 総武線）　徒歩 13 分、関東バス「宿 02」・「宿 08」乗車 6 分
　　　　　　　　　　　　又は都営バス「橋 63」・「飯 62」乗車 2 分
○新大久保駅（JR 山手線）徒歩 15 分又は都営バス「橋 63」・「飯 62」乗車 5 分
○中井駅（都営大江戸線・西武新宿線）徒歩 16 分

《降車バス停》
小滝橋バス停
小滝橋車庫前バス停
新宿消防署バス停
下車徒歩 5 分

☆　問合せ
　　〒１６９－００７４　新宿区北新宿４－６－１
　　東京都子供家庭総合センター内

東中野

西口

至市ヶ谷

正午以降は、
新宿方面からの
右折不可

駐車場出入口は外堀通り
沿いにあります

至九段下

至水道橋

都バス・飯田橋駅前
【飯64】

ＪＲ総武線

電話（５９３７）２３１４（台東区担当直通）　FAX（３３６６）６０３６

22．東京都心身障害者福祉センター
　身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、身体障害者手帳の交付、愛の手帳
の判定（１８歳以上）・交付や補装具の判定、高次脳機能障害のある方への相談・支援を行い、
援護の実施者である区市町村に対する専門的支援を行っています。

　１．身体障害者手帳の交付、愛の手帳の判定（１８歳以上）・交付
　２．補装具などの判定、出張判定、福祉事務所との連絡・調整
　３．身体障害者福祉法第１５条指定医、人材育成の講習
　４．高次脳機能障害者の相談・支援

■　利用方法
　　福祉事務所を通して来所日時を予約。
　　ただし、愛の手帳判定は直接電話で予約。
■　窓口時間
　　土・日・祝日・年末年始を除く。
　　月～金曜日、９時～１２時、１３時～１７時
　　（ただし、高次脳機能障害相談受付は１６時まで）
　　☆　問合せ
　　　　〒１６２－０８２３
　　　　新宿区神楽河岸１－１
　　　　東京都飯田橋庁舎
　　　　 （セントラルプラザ）12 ～ 15 階
　　　　 ・愛の手帳判定予約
　　　　　電　話（３２３５）２９６１
　　　　 ・高次脳機能障害相談
　　　　　電　話（３２３５）２９５５

※その他の電話番号等は、当センターのホームページをご確認ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/oshirase/toiawase.html
※電話での相談が難しい場合には、FAX（３２３５）２９５７

東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）・都営
地下鉄（大江戸線）「飯田橋駅」Ｂ２ｂ出口直結
※地上行きエレベーターは、有楽町線・南北線
の中央改札付近にあります。
ＪＲ総武線「飯田橋駅」西口より徒歩 3 分、東口
より徒歩 4 分

23．東京都手をつなぐ育成会　青年期相談室
　知的障害のある人の進路、就労、日常生活、対人関係などの相談に応じ必要な助言や援助を
行います。

■　相談日時
　　月～木　１０時～１７時（来所相談の場合は電話で予約）

相
談
窓
口 

2
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・東京メトロ千代田線「湯島」駅より徒歩５分
・東京メトロ銀座線「上野広小路」駅・都営大江戸線「上野御徒町」駅より徒歩８分
・東京メトロ日比谷線「上野」駅より徒歩１０分

21．東京都児童相談センター
１．18 歳未満の児童のさまざまな問題についての相談
２．児童とその家庭についての必要な調査・診断・治療・指導
３．児童福祉施設への入所、里親などへの委託の措置
４．一時保護
５．愛の手帳の交付

交通案内
○高田馬場駅（JR 山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線）
　徒歩 15 分又は都営バス「上 69」・「飯 64」乗車 5 分
○新宿駅西口（JR 線）　関東バス「宿 02」・「宿 08」乗車 12 分
○下落合駅（西武新宿線）　徒歩 12 分又は関東バス「宿 02」乗車 6 分
○落合駅（東京メトロ東西線）　徒歩 10 分
○東中野駅（JR 総武線・都営大江戸線）　徒歩 15 分又は関東バス「百 01」乗車 8 分
○大久保駅（JR 総武線）　徒歩 13 分、関東バス「宿 02」・「宿 08」乗車 6 分
　　　　　　　　　　　　又は都営バス「橋 63」・「飯 62」乗車 2 分
○新大久保駅（JR 山手線）徒歩 15 分又は都営バス「橋 63」・「飯 62」乗車 5 分
○中井駅（都営大江戸線・西武新宿線）徒歩 16 分

《降車バス停》
小滝橋バス停
小滝橋車庫前バス停
新宿消防署バス停
下車徒歩 5 分

☆　問合せ
　　〒１６９－００７４　新宿区北新宿４－６－１
　　東京都子供家庭総合センター内

東中野

西口

至市ヶ谷

正午以降は、
新宿方面からの
右折不可

駐車場出入口は外堀通り
沿いにあります

至九段下

至水道橋

都バス・飯田橋駅前
【飯64】

ＪＲ総武線

電話（５９３７）２３１４（台東区担当直通）　FAX（３３６６）６０３６

22．東京都心身障害者福祉センター
　身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、身体障害者手帳の交付、愛の手帳
の判定（１８歳以上）・交付や補装具の判定、高次脳機能障害のある方への相談・支援を行い、
援護の実施者である区市町村に対する専門的支援を行っています。

　１．身体障害者手帳の交付、愛の手帳の判定（１８歳以上）・交付
　２．補装具などの判定、出張判定、福祉事務所との連絡・調整
　３．身体障害者福祉法第１５条指定医、人材育成の講習
　４．高次脳機能障害者の相談・支援

■　利用方法
　　福祉事務所を通して来所日時を予約。
　　ただし、愛の手帳判定は直接電話で予約。
■　窓口時間
　　土・日・祝日・年末年始を除く。
　　月～金曜日、９時～１２時、１３時～１７時
　　（ただし、高次脳機能障害相談受付は１６時まで）
　　☆　問合せ
　　　　〒１６２－０８２３
　　　　新宿区神楽河岸１－１
　　　　東京都飯田橋庁舎
　　　　 （セントラルプラザ）12 ～ 15 階
　　　　 ・愛の手帳判定予約
　　　　　電　話（３２３５）２９６１
　　　　 ・高次脳機能障害相談
　　　　　電　話（３２３５）２９５５

※その他の電話番号等は、当センターのホームページをご確認ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/oshirase/toiawase.html
※電話での相談が難しい場合には、FAX（３２３５）２９５７

東京メトロ（有楽町線、南北線、東西線）・都営
地下鉄（大江戸線）「飯田橋駅」Ｂ２ｂ出口直結
※地上行きエレベーターは、有楽町線・南北線
の中央改札付近にあります。
ＪＲ総武線「飯田橋駅」西口より徒歩 3 分、東口
より徒歩 4 分

23．東京都手をつなぐ育成会　青年期相談室
　知的障害のある人の進路、就労、日常生活、対人関係などの相談に応じ必要な助言や援助を
行います。

■　相談日時
　　月～木　１０時～１７時（来所相談の場合は電話で予約）

相
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24．東京都発達障害者支援センター（トスカ）
　都内に住む、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多
動性障害などの発達障害のある本人、家族、関係機関などの方からの相談を受けています。予
約制につき事前の連絡が必要です。

■　事業内容
　　１．相談（生活、その他発達障害に関わるさまざまな相談）
　　２．情報提供、他機関との連携
　　３．普及、啓発
■　利用方法
　　相談は予約制です。
　　申込みは電話･ＦＡＸ・Ｅメールで受け付けます。
　　原則的に、①希望される支援内容の概略を伺い、相談形式を決める、②予備資料を送付し記
　　入したものを本センター宛に返信いただく、③相談日時の確定、④相談、という流れです。
■　窓口時間
　　受付：月・火・水・木・金 　９時 ～  １７時 （祝日・年末年始を除く）
　　相談：月・火・木・金 　　９時 半 ～  １７時 （祝日・年末年始を除く）
　　　　　研修（講師派遣）などについては、日程を調整し、随時行います。
■　利用料
　　相談は無料

　　交通案内
　　　電車　小田急線「千歳船橋」駅から徒歩５分
　　　バス　バス停「千歳船橋」から徒歩３分
　　　　　　・東急バス 　　渋谷～祖師ヶ谷大蔵
　　　　　　　　　　 　　　田園調布～千歳船橋
　　　　　　・京王バス 　　千歳烏山～千歳船橋
　　　　　　・小田急バス　 成城学園～千歳船橋

　　☆　問合せ
　　　　〒１５６－００５５　世田谷区船橋 1－3 0－9
　　　　電 話 （３４２６）２３１８（センター専用電話）
　　　　FAX（３７０６）７２４２
　　　　ホームページ　http://www.tosca-net.com/
　　　　Ｅメール　tosca@kisenfukushi.com

☆　問合せ
　　〒1 6 0－0 0 2 3 　新宿区西新宿７－８－１０　オークラビル２F
　　社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会
　　　　本部事務局相談室
　　　　電 話 （５３８９）２６００　　FAX（５３８９）４０９０

■　設置場所

■　事業内容

＜共通＞平日午前１０時から午後５時まで（相談の受付は午後４時まで）

面談相談をご希望の場合は、事前にお電話で予約してください。

名称

東京都難病相談・
支援センター

東京都多摩難病
相談・支援室

東京都難病ピア
相談室

　　　電話番号

０３－５８０２－１８９２

０４２－３２３－５８８０

（相談専用）
０３－３４４６－０２２０

（予約・問合せ専用）
０３－３４４６－１１４４

　　　　　所在地

〒１１３－８４３１
文京区本郷三丁目１番３号

（順天堂大学医学部付属
順天堂医院１号館２階）

〒１８３－００４２
府中市武蔵台二丁目６番１号

（都立神経病院２階）

〒１５０－００１２
渋谷区広尾五丁目７番１号

（東京都広尾庁舎１階）

　　　　　　　アクセス
・JR 中央・総武線「御茶ノ水」駅
　御茶ノ水橋口　徒歩約５分
・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　徒歩約５分
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅　
　徒歩約７分
下記駅からバス「総合医療センター」下車
・JR 中央・武蔵野線「西国分寺」駅
・JR 中央線「国立」駅（南口）
・JR 中央線「国分寺」駅（南口）
・京王線「府中」駅

東京メトロ日比谷線「広尾」駅
徒歩３分

事業内容
東京都難病
相談・支援
センター

●

●

●

●

●

●

●

東京都多摩
難病相談・

支援室

●

●

●

東京都難病
ピア相談室

●

●

●

●

●

※アクセス・地図等の詳細は、東京都福祉保健局ホームページにてご確認ください。   
【URL】http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/zaitakunanbyo/siencenter.html   

日常生活・療養生活における悩みや疑問につ
いて、難病相談支援員が対応します。その他、
公的手続等に関する情報提供を行います。
難病患者就労コーディネーターが、就労に関
する悩みや疑問についてご相談をお受けしま
す。また、必要に応じてハローワークへの訪問
に同行し、職業紹介が円滑に進むよう支援を
行います。
ハローワーク飯田橋の難病患者就職サポータ
ーが東京都難病相談・支援センターにて出張
相談を行います。

【相談日】
毎月第３金曜日午前１０時から午後５時
難病に関する書籍や資料及び行政情報等を閲
覧できます。
用具について説明を受けることができます。
専門医による個別相談（原則お一人につき３
０分程度）を行います。
専門医による疾病別の講演会を行います。
日常生活・療養生活における相談について、
ピア相談員（難病患者・家族）が対応します。
患者さん同士の交流と情報交換を目的とした
交流会を行います。
患者同士の自主的な活動や地域住民と患者団
体との交流等を育成・支援するため、会議室
の貸出等を行います。

難病療養相談
（電話・面接）

就労相談
（電話・面接）

難病患者就職サポーター
による出張相談

難病情報資料の提供

日常生活用具展示

難病医療相談会

難病医療講演会

疾病別ピア相談

難病患者・家族の交流会

患者及び患者会等の
自主活動への支援

　地域で生活する難病患者の日常生活の相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援を行う拠
点として下記センターを設置しています。

相
談
窓
口 

25．東京都難病相談・支援センター
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24．東京都発達障害者支援センター（トスカ）
　都内に住む、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多
動性障害などの発達障害のある本人、家族、関係機関などの方からの相談を受けています。予
約制につき事前の連絡が必要です。

■　事業内容
　　１．相談（生活、その他発達障害に関わるさまざまな相談）
　　２．情報提供、他機関との連携
　　３．普及、啓発
■　利用方法
　　相談は予約制です。
　　申込みは電話･ＦＡＸ・Ｅメールで受け付けます。
　　原則的に、①希望される支援内容の概略を伺い、相談形式を決める、②予備資料を送付し記
　　入したものを本センター宛に返信いただく、③相談日時の確定、④相談、という流れです。
■　窓口時間
　　受付：月・火・水・木・金 　９時 ～  １７時 （祝日・年末年始を除く）
　　相談：月・火・木・金 　　９時 半 ～  １７時 （祝日・年末年始を除く）
　　　　　研修（講師派遣）などについては、日程を調整し、随時行います。
■　利用料
　　相談は無料

　　交通案内
　　　電車　小田急線「千歳船橋」駅から徒歩５分
　　　バス　バス停「千歳船橋」から徒歩３分
　　　　　　・東急バス 　　渋谷～祖師ヶ谷大蔵
　　　　　　　　　　 　　　田園調布～千歳船橋
　　　　　　・京王バス 　　千歳烏山～千歳船橋
　　　　　　・小田急バス　 成城学園～千歳船橋

　　☆　問合せ
　　　　〒１５６－００５５　世田谷区船橋 1－3 0－9
　　　　電 話 （３４２６）２３１８（センター専用電話）
　　　　FAX（３７０６）７２４２
　　　　ホームページ　http://www.tosca-net.com/
　　　　Ｅメール　tosca@kisenfukushi.com

☆　問合せ
　　〒1 6 0－0 0 2 3 　新宿区西新宿７－８－１０　オークラビル２F
　　社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会
　　　　本部事務局相談室
　　　　電 話 （５３８９）２６００　　FAX（５３８９）４０９０

■　設置場所

■　事業内容

＜共通＞平日午前１０時から午後５時まで（相談の受付は午後４時まで）

面談相談をご希望の場合は、事前にお電話で予約してください。

名称

東京都難病相談・
支援センター

東京都多摩難病
相談・支援室

東京都難病ピア
相談室

　　　電話番号

０３－５８０２－１８９２

０４２－３２３－５８８０

（相談専用）
０３－３４４６－０２２０

（予約・問合せ専用）
０３－３４４６－１１４４

　　　　　所在地

〒１１３－８４３１
文京区本郷三丁目１番３号

（順天堂大学医学部付属
順天堂医院１号館２階）

〒１８３－００４２
府中市武蔵台二丁目６番１号

（都立神経病院２階）

〒１５０－００１２
渋谷区広尾五丁目７番１号

（東京都広尾庁舎１階）

　　　　　　　アクセス
・JR 中央・総武線「御茶ノ水」駅
　御茶ノ水橋口　徒歩約５分
・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　徒歩約５分
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅　
　徒歩約７分
下記駅からバス「総合医療センター」下車
・JR 中央・武蔵野線「西国分寺」駅
・JR 中央線「国立」駅（南口）
・JR 中央線「国分寺」駅（南口）
・京王線「府中」駅

東京メトロ日比谷線「広尾」駅
徒歩３分

事業内容
東京都難病
相談・支援
センター
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●

東京都多摩
難病相談・

支援室

●

●

●

東京都難病
ピア相談室

●

●

●

●

●

※アクセス・地図等の詳細は、東京都福祉保健局ホームページにてご確認ください。   
【URL】http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/zaitakunanbyo/siencenter.html   

日常生活・療養生活における悩みや疑問につ
いて、難病相談支援員が対応します。その他、
公的手続等に関する情報提供を行います。
難病患者就労コーディネーターが、就労に関
する悩みや疑問についてご相談をお受けしま
す。また、必要に応じてハローワークへの訪問
に同行し、職業紹介が円滑に進むよう支援を
行います。
ハローワーク飯田橋の難病患者就職サポータ
ーが東京都難病相談・支援センターにて出張
相談を行います。

【相談日】
毎月第３金曜日午前１０時から午後５時
難病に関する書籍や資料及び行政情報等を閲
覧できます。
用具について説明を受けることができます。
専門医による個別相談（原則お一人につき３
０分程度）を行います。
専門医による疾病別の講演会を行います。
日常生活・療養生活における相談について、
ピア相談員（難病患者・家族）が対応します。
患者さん同士の交流と情報交換を目的とした
交流会を行います。
患者同士の自主的な活動や地域住民と患者団
体との交流等を育成・支援するため、会議室
の貸出等を行います。

難病療養相談
（電話・面接）

就労相談
（電話・面接）

難病患者就職サポーター
による出張相談

難病情報資料の提供

日常生活用具展示

難病医療相談会

難病医療講演会

疾病別ピア相談

難病患者・家族の交流会

患者及び患者会等の
自主活動への支援

　地域で生活する難病患者の日常生活の相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援を行う拠
点として下記センターを設置しています。

相
談
窓
口 

25．東京都難病相談・支援センター
2


