
                       1 市内関係機関及び福祉施設（所在地、電話）一覧表 （令和４年４月１日現在）

機 関 及 び 施 設 名 所        在        地 電　　話

　武蔵野市役所       51-5131

　　地域包括支援センター 　    60-1947

　武蔵野市民社会福祉協議会 吉祥寺北町1-9-1 1階     23-0701

　ボランティアセンター武蔵野 吉祥寺北町1-9-1 1階  　　 23-1170

　武蔵野市立保健センター 吉祥寺北町4-8-10 1階
51-7004
51-0700
51-7006

 （公財）武蔵野健康づくり事業団 吉祥寺北町4-8-10 2階 51-2828

　高齢者総合センター  　　 51-1975

　　管理・社会活動センター  　　 51-1975

　　デイサービスセンター  　　 51-2933

　　住宅改修・福祉用具相談支援センター 51-1974

　　在宅介護・地域包括支援センター  　　 51-1974

　武蔵野市立北町高齢者センター  　　 54-5300

    小規模サービスハウス

　　デイサービスセンター  

　武蔵野市桜堤ケアハウス  　　 36-5122

　　在宅介護・地域包括支援センター  　　 36-5133

　ゆとりえ

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 72-0311

　　デイサービスセンター 72-0312

　　在宅介護・地域包括支援センター 72-0313

　武蔵野館 36-7700

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

　親の家 　　 55-0507

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

　　デイサービスセンター 55-0509

　ケアコート武蔵野  39-0390

　　介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

吉祥寺ホーム

　吉祥寺ナーシングホーム

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 20-0869

　　デイサービスセンター 　　　　 20-0886

　　在宅介護・地域包括支援センター  　　 20-0847

　吉祥寺老人ホーム

　　養護老人ホーム 20-0800

　さくらえん

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 51-5550

　　デイサービスセンター 51-5597

関前2-16-5

八幡町3-4-18

境南町5-10-7

吉祥寺北町2-9-2

桜堤2-8-31

緑町2-2-28

緑町2-4-1

吉祥寺北町4-1-16

桜堤1-9-9

吉祥寺南町4-25-5
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　とらいふ武蔵野

　　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 38-5221

　　デイサービスセンター 38-5261

　ぐっどういる境南 境南町3-25-4  　　 32-6608

　介護老人保健施設あんず苑 境1-18-5  　　 36-6262

　介護老人保健施設あんず苑アネックス 境1-19-20 36-3655

　武蔵野赤十字在宅介護・地域包括支援センター 境南町1-26-1 （武蔵野赤十字病院内）  　　 32-3155

　吉祥寺本町在宅介護・地域包括支援センター 吉祥寺本町4-20-13 23-1213

　介護老人保健施設ハウスグリーンパーク 緑町2-3-21 37-1122

　介護老人保健施設サンセール武蔵野 桜堤1-9-7 27-8212

　光風荘（認知症グループホーム） 関前3-4-17  　　 60-5055

　マザアスホームだんらん武蔵境（認知症グループホーム） 境4-8-1 27-7433

　ナースケアたんぽぽの家（看護小規模多機能型居宅介護） 関前2-24-13 38-9107

　（公財）武蔵野市福祉公社  　　 23-1165

　　ホームヘルプセンター武蔵野  　　 23-2611

　　権利擁護センター 23-5070

　　武蔵野市成年後見利用支援センター 27-1238

　　武蔵野市地域包括ケア人材育成センター 20-3741

　（公社）武蔵野市シルバー人材センター 西久保1-6-27（多摩信用金庫武蔵野支店4階） 55-1231

　テンミリオンハウス 川路さんち 西久保1-34-2 55-6239

　テンミリオンハウス 月　見　路 吉祥寺北町1-11-7 20-8398

　テンミリオンハウス そ～らの家 吉祥寺南町5-6-16 71-3336

　テンミリオンハウス きんもくせい 境4-10-4 50-2611

　テンミリオンハウス 花　時　計 境南町2-25-3  　　 32-8323

　テンミリオンハウス くるみの木 中町3-25-17 　　　38-7552

　テンミリオンハウス ふらっと・きたまち 吉祥寺北町5-7-9 56-8537

　(社福)武蔵野 54-7666

　地域生活支援センターびーと  　　 54-5171

　ライフサポ-トＭＥＷ 中町3-4-9ディアハイム武蔵野1階 36-3830

　地域活動支援センターコット 境1-9-9温泉通りビル205 38-8837

　市民こころの健康相談室 中町3-4-9ディアハイム武蔵野1階 55-6003

　引きこもりサポート事業　それいゆ 御殿山1-6-8ムサシヤビル1階 24-6491

　障害者就労支援センター「あいる」 境南町2-5-8ヴィラージュ武蔵野102号 26-1855

　武蔵野市障害者福祉センター 55-3825

　障害者相談支援事業所ほくと 55-3616

　生活リハビリサポ-トすばる（自立訓練・生活介護） 55-3612

　相談部ハビット（療育相談） 55-8510

　通園部ウィズ（児童発達支援） 54-5162

　千川おひさま幼児教室（児童発達支援）

　千川さくらっこクラブ（障害児学童保育）

　発達支援つむぎ吉祥寺ルーム（児童発達支援） 吉祥寺南町2-5-4 仁愛ビル2階 40-2260

関前1-2-20

51-4008

吉祥寺北町1-9-1 2階

吉祥寺北町4-11-16（武蔵野障害者総合センター内）

八幡町4-28-13（武蔵野市障害者福祉センター
内）

緑町2-6-8武蔵野緑町二丁目第3アパ-ト8号館1階
（武蔵野市児童発達支援センターみどりのこども
館内）

八幡町4-28-13(武蔵野市障害者福祉センター3階)
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　ワークセンターけやき（就労継続支援A型・B型） 54-5096

　ワークセンター大地（生活介護）  　　 54-5112

　デイセンター山びこ（生活介護） 54-5102

　デイセンターふれあい（生活介護） 54-5134

　武蔵野福祉作業所（就労移行支援・就労継続支
援Ｂ型・生活介護）

吉祥寺北町4-12-20 53-1782

　ジョブアシストいんくる（就労移行支援） 中町1-28-10 50-1701

　千川作業所（生活介護） 八幡町4-28-13（武蔵野市障害者福祉センター内） 55-3826

　チャレンジャー（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 境南町4-20-5  　　 30-3010

　ワークイン中町（生活介護） 中町2-6-5 27-7519

　ワークイン関前（就労継続支援Ｂ型） 関前3-41-16  　　 37-6266

　ななほしワークス（生活介護） 境2-11-3-101 38-8083

　武蔵境ワーキングセンター（就労継続支援Ｂ型） 境南町3-10-1 　　  33-1708

　八幡作業所（就労継続支援Ｂ型） 八幡町4-5-5 27-8390

　ゆうあい製作所（就労移行支援・就労継続支援
Ｂ型・生活介護）

緑町1-5-16 60-5353

　ワークショップＭＥＷ（就労継続支援Ｂ型） 中町3-4-9ディアハイム武蔵野1階 36-2089

　就労支援センターＫＩＴＡＲＵ（就労移行支
援）

中町1-19-2矢島ビル201 36-3577

　カバーヌ（就労継続支援Ｂ型） 境1-17-6興栄マンションむさしの106 55-1533

　ワークステージりぷる（就労継続支援Ｂ型） 吉祥寺北町4-12-11北町ほっと館1階 60-2663

　らんたん（就労継続支援Ｂ型） 西久保2-30-2-103 90-2196

　ＩＯＮ第２事業所（就労継続支援Ｂ型） 桜堤3-31-18 38-8821

　あすはｋｉｄｓ（放課後等デイサービス） 八幡町3-3-26 36-5151

　子ども発達支援ルームおれんじ学園（児童発達
支援・放課後等デイサービス）

吉祥寺北町3-5-8 １F-110 50-0323

　千川さくらんぼクラブ（放課後等デイサービス） 八幡町2-5-3武蔵野中央公園北ホール1階 080-5458-9175

　障害者地域生活ステーションわくらす武蔵野 吉祥寺北町5-7-5 54-7673

　なごみの家 吉祥寺北町5-7-5（わくらす武蔵野内） 54-7673

　ささえ（児童発達支援・放課後等デイサービス） 吉祥寺本町1-35-14ユニアス七井ビルF-1号室 27-1736

　ロゼット（放課後等デイサービス） 境1-4-5早川ビル 56-8405

　ウイングむさしの（児童発達支援・放課後等デ
イサービス）

境南町2-13-5グレーハイツ泉妻1階 30-8431

　スタジオそら武蔵野（児童発達支援・放課後等
デイサービス）

中町1-23-12クレール武蔵野1階 50-0389

　ペピータくらぶ（日中一時支援） 緑町2-4-38第二清嵐ハイツ1階 27-8027

　アトリエ銀木星（日中一時支援） 中町1-19-10ルピナス武蔵野203  　　 52-5395

　TEENS吉祥寺（放課後等デイサービス） 吉祥寺本町2-25-12 Santa Fe 1-C 050-2018-2842

　子ども発達支援ルームおれんじ学園nico（児童
発達支援・放課後等デイサービス）

中町1-19-8シティハイツ武蔵野1階 38-5073

　wacca（放課後等デイサービス） 八幡町3-8-6ニューハイツ武蔵野1階 38-8919

　ニューロワークス吉祥寺センター（就労移行支
援）

御殿山1-6-11K2ビル3階 26-9503

　アビリティーズジャスコ武蔵境センター（就労
移行支援）

境南町2-3-16武蔵境第一高木ビル4階 30-5682

吉祥寺北町4-11-16（武蔵野障害者総合センター
内）
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　就労移行支援事業所TODAY吉祥寺（就労移行支援） 吉祥寺本町3-21-12光ビル1階 38-7725

　井の頭はうす 吉祥寺南町4-21-17ネスト138-1F  　　 46-7707

　桜はうす・今泉 桜堤1-5-1  　　 46-7707

　Cocorport三鷹駅前Office(就労移行支援) 中町1-13-3ホーメスト武蔵野ビル6階 38-9700

　発達支援教室スマイル吉祥寺校（児童発達支援） 吉祥寺本町4-25-7-201 27-1945

　ルンアルン１（就労移行支援・自立訓練） 中町1-34-5武蔵野第2パークマンション303 59-0081

　ミラトレ三鷹（就労移行支援） 中町1-6-7朝日生命三鷹ビル6階 38-5820

　こども発達支援室ハンモック（児童発達支援） 境1-17-6-106B 27-8848

　GIFTEDキッズ（児童発達支援） 吉祥寺南町2-4-5 69-3218

　ディーキャリア武蔵境オフィス（就労移行支援） 境2-2-19武蔵境イニシャルハウス3階 59-0851

　KIZUNA武蔵野（児童発達支援・放課後等デイサービス） 西久保2-12-7メゾン欅1階 27-7220

　スカイファーム・キッズ（日中一時支援） 御殿山2-21-14 090-5303-3136

　MITTむさしの（日中一時支援） 関前2-29-6秋山貸家（3-東） 080-4934-8450

　武蔵野市放課後等デイサービスパレット（放課
後等デイサービス）

桜堤1-9-9 36-5127

　ウイング西久保（放課後等デイサービス） 西久保2-27-23トライコートＢ 38-5995

　アトリエあいおん（放課後等デイサービス） 緑町1-5-13緑の家 38-7512

　ぷらすいっと（日中一時支援） 西久保2-17-12 69-2206

　メンバーシップむさしの（日中一時支援） 緑町2-1-6 39-8753

　学校法人武蔵野東学園（日中一時支援） 緑町2-1-10 52-2211

　預りスペースあまか 境1-4-12 60-2320

　天の甍寮（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 30-0022

　ミューのいえみなみ（精神障害者・共同生活援
助）

 --------------------  　　 55-5969

　ミューのいえ西久保（精神障害者・共同生活援助）  -------------------- 38-8155

　ひまわりハウス（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 　　  52-2664

　せきまえハウス（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 55-5350

　きたまちハウス（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 60-2661

　桜寮（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 30-0022

　関前上水寮（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 30-0022

　グループホームくすの木（知的障害者・共同生
活援助）

 -------------------- 54-5465

　グループホームかしの木（北館）（知的障害
者・共同生活援助）

 -------------------- 27-8505

　グループホームかしの木（南館）（知的障害
者・身体障害者・共同生活援助）

 -------------------- 27-8720

　境南葵寮（知的障害者・共同生活援助）  -------------------- 30-0022

　友愛寮  -------------------- 53-7711

　吉祥寺泉寮  -------------------- 30-0022

　ＩＯＮ第１事業所グループホーム/緑の家 緑町1-5-13 38-6403

　ＩＯＮ第１事業所グループホーム/桜の家 桜堤3-31-21 38-8821

　Life Design つむぎ（知的障害者・共同生活援
助［日中サービス支援型］）

 -------------------- 38-5646

　東京都多摩府中保健所 府中市宮西町1-26-1東京都府中合同庁舎内 042-362-2334
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　東京都多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター 西久保3-1-22  　　 54-2209

　東京都杉並児童相談所 杉並区南荻窪4-23-6  03-5370-6001

　武蔵野年金事務所 吉祥寺北町4-12-18  　　 56-1411

　のぞみの家 境南町5-6-21  　　 31-2224

　赤十字子供の家 境南町1-26-27  　　 31-8283

　市立桜堤児童館 桜堤2-1-29  　　 53-2206

　市立南保育園 吉祥寺南町3-6-15  　　 48-1501

　市立境保育園 境4-11-3 53-1783

　市立境南保育園 境南町5-1-1 　　  32-2443

　市立吉祥寺保育園 吉祥寺北町5-11-51  　　 51-5206

　武蔵野赤十字保育園 中町3-25-7  　　 52-3298

　西久保保育園 西久保2-18-6  　　 51-5307

　精華第一保育園 中町2-31-8  　　 54-3854

　ふじの実保育園 緑町3-4-3 　　  55-2525

　ありんこ保育園 西久保1-11-10 54-1356

　精華第二保育園 西久保2-15-3 38-7352

　千川保育園 八幡町1-4-13 51-8478

　北町保育園 吉祥寺北町1-23-17 21-6681

　桜堤保育園 桜堤2-1-27 　　　52-4671

　東保育園 吉祥寺東町3-28-3 21-2495

　境南第２保育園 境南町2-20-17 32-8167

　吉祥寺きらめき保育園 吉祥寺南町3-8-1 26-7723

　境こども園 境4-11-6 53-2312

　まちの保育園 吉祥寺 吉祥寺本町3-27-13 38-8260

　ニチイキッズ武蔵野やはた保育園 八幡町1-2-25 60-2015

　武蔵境コスモ保育園 境1-20-5 55-8686

　グローバルキッズ武蔵境園 境南町4-2-19 51-2242

　キッズガーデン武蔵野関前 関前3-4-11アビタシオン武蔵野1階 他
38-6825
38-6867

　境南すみれ保育園 境南町1-21-6 30-9582

　うぃず吉祥寺第一保育園 吉祥寺本町2-35-12 27-1575

　うぃず吉祥寺第二保育園 吉祥寺本町2-23-4 27-5469

　マミー吉祥寺東保育園 吉祥寺東町3-1-2 27-5549

　ひまわり保育園 境4-7-12 56-8723

　武蔵野もみじの森保育園 関前3-12-1 38-8611

　このえ武蔵境保育園 境1-16-26 27-8550

　中町すみれ保育園 中町2-5-5クロフトコテージ1階 38-6220

　まなびの森保育園武蔵境 境5-2-11 38-5066

　吉祥寺東町すみれ保育園 吉祥寺東町2-6-2 20-6640

　ピノキオ幼児舎吉祥寺保育園
吉祥寺本町4-10-10大信吉祥寺ビル3階（本園）
吉祥寺本町4-10-9ツインリーブス1階（分園）

27-6085

　むくむくみらい保育園 中町2-5-9 90-6484
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　ミアヘルサ保育園ひびき武蔵野西久保 西久保2-27-15 38-8601

　キッズいながき保育園吉祥寺 吉祥寺南町5-3-9 70-7833

　武蔵境すみれ保育園 境1-17-16グレースフラットサカイ1階 38-9292

　鈴木ママの家 八幡町3-8-3 37－5772

　い～ママん家 中町2-6-2-101 53-7909

　家庭的保育室はぐ 西久保3-9-12木の実ハイツ102 090-5397-8930

　家庭的保育室e－room 関前4-1-12パールハイツ205 080-4117-4918

　ひまわり保育室みどり 緑町2-3武蔵野緑町パークタウンB8号棟104 27-7019

　ひまわり保育室さくら 桜堤1-2サンヴァリエ桜堤14号棟103 27-7164

　どんぐり保育室 桜堤1-2サンヴァリエ桜堤19号棟101 52-9622

　吉祥寺南町すみれ保育園 吉祥寺南町3-6-2アビタシオン1階 26-6329

　みらいえ保育園吉祥寺 吉祥寺本町2-4-14メディ・コープビル8　1階 27-6726

　エムズナーサリーひだまりルーム武蔵境 境南町3-14-6山桃ビル1階 34-8600

　カルガモ保育室 境5-18-10 52-6555

　すくすく泉　いずみのおうち 吉祥寺本町3-27-17 77-0213

　みらいえ保育園吉祥寺南 吉祥寺南町2-17-2リーラ南町1階 27-6726

　ひかり保育園武蔵境 境2-8-3おおやクリニック2階 38-7401

　マミーぽぷら保育園 中町1-32-1 1階 38-8377

　チャイルドホーム武蔵境 境南町5-6-23クレスト武蔵野101 26-4722

　カルガモ第２保育室 桜堤1-2サンヴァリエ桜堤15号棟103 56-8766

　とことこ保育室　みんなのとことこ 関前4-17-10ユリイカマンション1階 27-7195

　ベリールーム 関前1-2-20特別養護老人ホームとらいふ武蔵野内 38-5260

　武蔵野プチ・クレイシュ 境南町2-11-22第一飛翔ビル2階 33-4400

　風の子保育園 境1-16-34グリーンハイムむさしの 　　　55-9872

　かっぱの家保育所 吉祥寺本町2-17-4  　　 23-5960

　ポピンズナーサリースクール武蔵野 中町3-6-1 　　　50-2125

　ポピンズナーサリースクール吉祥寺 吉祥寺南町1-6-3吉祥寺東急REIホテル2階 　　　70-2171

　ポピンズナーサリースクール武蔵野タワーズ
中町1-12-10武蔵野タワーズスカイゲートタワー
タワーズモール5階

　　　60-2180

　グローバルキッズコトニア吉祥寺園 吉祥寺南町5-15-10 21-3355

　ポピンズナーサリースクール武蔵境 境1-2-22ブリリアントパレス1階 38-6731

　マミー吉祥寺北保育園 吉祥寺北町1-10-2GRANZビル1階 27-6422

　マジオたんぽぽ保育園吉祥寺 吉祥寺本町2-10-5 三慶ビル4階 27-2870

　中町第2すみれ保育園
中町3-8-1プラウドシティ武蔵野三鷹フロント
コートA棟

38-8710

　八丁はなみずき保育園 中町2-21-14-103ウエストコート 080-3556-8732

　病後児保育室ラポ-ル 西久保2-1-10本忠ビル2階 56-0910

　病児・病後児保育室プチあんず 境南町4-2-27（あんずクリニック併設） 　　　50-9774

　病児・病後児保育室いながき 吉祥寺南町5-3-9 76-7388

　一小こどもクラブ 吉祥寺本町4-17-16  第一小学校校庭内 21-3226

　二小こどもクラブ 境4-2-15　第二小学校校舎内 51-5815

　三小こどもクラブ 吉祥寺南町2-35-6　第三小学校隣接 45-5323
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　四小こどもクラブ 吉祥寺北町2-4-5　第四小学校校舎内 22-4398

　五小こどもクラブ 関前3-2-20　第五小学校校舎内 53-3740

　大野田こどもクラブ 吉祥寺北町4-11-37　大野田小学校校庭内  　　 54-1900

　境南こどもクラブ 境南町2-27-18  境南小学校校庭内 31-4588

　本宿こどもクラブ 吉祥寺東町4-1-9　本宿小学校校舎内 21-6555

　千川こどもクラブ 八幡町3-5-25　千川小学校校庭内  　　 53-2248

　井之頭こどもクラブ 吉祥寺本町3-27-19　井之頭小学校校舎内 54-9333

　関前南こどもクラブ 関前3-37-24  関前南小学校隣接 53-4551

　桜野こどもクラブ 桜堤1-8-19  桜野小学校校舎内 53-3404

　０１２３吉祥寺 吉祥寺東町2-29-12 20-3210

　０１２３はらっぱ 八幡町1-3-24 56-3210

　おもちゃのぐるりん
緑町2-6-8武蔵野緑町二丁目第3アパート8号棟1階
（みどりのこども館内）

37-2016

 （公財）武蔵野市子ども協会事務局 西久保1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4階 36-0671

　すくすく泉 吉祥寺本町3-27-17 77-0213

　武蔵野市ファミリー・サポート・センター 境南町2-10-24 30-8077

　子育てひろば　みずきっこ 吉祥寺北町4-1-16（北町高齢者センター2階） 38-5150
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