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※区内の各施設・事業所（障がい福祉センターあしすとを除く）を掲載します。
※�下表の「主な利用者」は、身…身体障がい者、知…知的障がい者、精…精神障がい者、難…難病患者、
　児…障がい児　をそれぞれ表しています。

生活介護
表　生活介護施設一覧	 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者

葦の会作業所 東伊興1-14-7 �03-3857-8839 �03-3857-8839 知�
足立あかしあ園 青井4-30-5 �03-3849-1188 �03-3849-7001 身�
足立区綾瀬福祉園 東綾瀬1-26-2 �03-3605-7187 �03-3605-6715 知�
足立区大谷田就労
支援センター 大谷田1-44-3 �03-3605-6762 �03-3605-7037 身�

綾瀬あかしあ園 綾瀬7-2-5 �03-5682-7272 �03-5682-1003 身�
綾瀬なないろ園 綾瀬7-14-12 �03-5682-0730 �03-5682-0731 知�
綾瀬ひまわり園 綾瀬7-2-7 �03-3629-3231 �03-3629-3241 知�
梅田ひまわり工房 梅田5-27-11 �03-3880-3745 �03-5888-5121 知�
かえで 皿沼2-8-8 �03-5691-7150 �03-5691-8147 身�
希望の苑 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�
江北ひまわり園 江北1-26-22 �03-5809-5815 �03-6807-1371 身�知�
江北ひまわり作業所 江北6-16-2-101 �03-3897-8948 �03-3856-4396 知�
神明福祉園 神明南2-6-18 �03-5682-5370 �03-5682-5665 身�知�
神明福祉作業所 神明南2-6-18 �03-5682-5370 �03-5682-5665 知�
生活介護事業所
らっこかん

梅田7-16-3
武林ビル2階 �03-5888-6506 �03-5888-4100 身�知�精�

生活介護事業所
らっこかん２号館 梅田3-18-1 �03-5888-6873 �03-5888-6874 身�知�精�

千住ひまわり作業所 千住仲町24-2 �03-5813-7211 �03-5813-7560 知�
竹の塚あかしあの杜
のぞみ 竹の塚7-19-11 �03-5654-7731 �03-3859-6655 身�

竹の塚ひまわり園 竹の塚7-19-7 �03-5831-1721 �03-5831-1720 知�
竹の塚福祉園 竹の塚7-19-7 �03-5831-1741 �03-5831-1720 知�
たすかる
ステーション竹の塚 島根4-21-20 �03-5851-8539 �03-5851-8553 身�知�精�

東京都立北療育医療
センター城北分園 南花畑5-10-1 �03-3883-5131 �03-3885-9675 身�知�

東光 鹿浜4-25-29 �03-5647-1131 �03-5647-1132 身�知�精�
舎人あかしあ園 古千谷本町2-25-11 �03-3854-1741 �03-3854-1742 身�

施設一覧18
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表　生活介護施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

西新井ひまわり工房 西新井2-11-4 �03-3856-7510 �03-3896-6238 知�
西伊興ひまわり園 西伊興2-1-8 �03-3857-9214 �03-3857-9215 知�
花畑あかしあ園 花畑3-16-4 �03-5856-6878 �03-5856-6876 身�
花畑共同作業所 東六月町5-20 �03-6684-3990 �03-6687-2376 身�知�精�
東六月町ひまわり作業所 東六月町5-20 �03-3884-7109 �03-3859-6024 知�
谷在家福祉園 谷在家3-13-1 �03-3853-0632 �03-3857-5626 身�知�
谷在家福祉作業所 谷在家3-13-1 �03-3853-0632 �03-3857-5626 知�

自立訓練（生活訓練）
表　自立訓練（生活訓練）施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

希望の苑
※施設入所支援の入所者のみ 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�

就労支援施設　ウィズユー 興野2-18-12 �03-5837-4830 �03-3890-8121 知�精�

就労移行支援
表　就労移行支援施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

あいのわしごとセンター 谷中5-13-8 �03-3620-6820 �03-3620-6820 知�
足立区精神障がい者
自立支援センター�ＷｉＺ 竹の塚6-18-4 �03-3883-7249 �03-3883-7413 精�

アポイント足立 谷在家3-20-13
第3丸本ビル2階 �03-5647-6841 �03-5647-6841 知�精�

ＷＥＬ’Ｓ　ＡＲＫ 舎人4-9-13 �03-5837-4495 �03-5838-2024 知�精�
ウェルビー
北千住駅前センター

千住3-57-2
田仁千住3丁目ビル3階 �03-5284-6331 �03-5284-6332 身�知�精�

Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ　
北千住Ｏｆｆｉｃｅ

千住1-3-6
TOCビル3階 �03-5284-8927 �03-5284-8928 身�知�精�

就労移行支援事業所
あすた足立

竹の塚3-10-1�
竹の塚ビル3階B �03-5856-4862 �03-5856-4863 精�

就労移行支援センター
フリーデザイン

西新井栄町1-5-5
海老原ビル3階 �03-5888-2230 �03-5888-2231 身�知�精�

就労支援施設ウィズユー 興野2-18-12 �03-5837-4830 �03-3890-8121 知�精�

就労支援施設
すずかぜ・綾瀬

綾瀬1-33-14
アークステージ
綾瀬2階

�03-6240-7466 �03-6240-7477 知�精�

Ｊｏｂ庵北千住 千住仲町16-1
ニコービル2階 �050-3734-5541 �03-6806-2055 精�

生活学館足立校 足立3-7-16-101 �03-6807-2191 �03-6807-2192 身�知�精�

表　就労移行支援施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

竹ノ塚カルディア 竹の塚6-9-4
飯田ビル5階 �03-5851-9799 �03-5851-9779 身�知�精�

竹の塚ひまわり園
チャレンジチーム 竹の塚7-19-7 �03-5831-1721 �03-5831-1720 知�

ヒューマングロー梅島 梅島1-12-12
プランドール梅島2階 �03-5888-6970 �03-5888-6971 身�知�精�

フォーム竹ノ塚 竹の塚1-27-1
タケカビル5階 �050-3708-5720 �03-4333-0762 知�精�

就労継続支援Ａ型
表　就労継続支援Ａ型施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

アイリス 梅島1-16-6
ジュネス小野田1階 �03-3886-0303 �03-3886-0308 身�知�精�

綾瀬ひまわり園 綾瀬7-2-7 �03-3629-3231 �03-3629-3241 知�
大滝チャレンジド 梅島3-24-4 �03-3886-6331 �03-3886-6340 身�知�精�

クリスタルサービス足立 保木間1-10-18
淵江プラザビル2階 �03-5831-5924 �03-5831-5934 知�精�

竹の塚ひまわり園
クリーンチーム 竹の塚7-19-7 �03-5831-1721 �03-5831-1720 知�

のんの 保木間1-1-3
東潤ビル1階 �03-6677-2976 �03-5851-2391 身�知�精�

フリージア 梅島1-19-10
ホワイトテラス梅島1階 �03-5845-5050 �03-5845-5053 身�知�精�

谷在家福祉作業所 谷在家3-13-1 �03-3853-0632 �03-3857-5626 知�
ルブラン 中央本町4-4-12 �03-5888-5908 �03-5888-5906 知�精�

就労継続支援Ｂ型
表　就労継続支援Ｂ型施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

葦の会作業所 東伊興1-14-7 �03-3857-8839 �03-3857-8839 知�
足立区大谷田就労支援
センター 大谷田1-44-3 �03-3605-6762 �03-3605-7037 身�知�

足立区精神障がい者
自立支援センター�ＺｉＰ 竹の塚6-18-4 �03-3883-7397 �03-3883-7413 精�

アトリエほっと・しかはま 鹿浜7-23-13
小宮ハイツ三番館1階 �03-3855-6135 �03-3855-6135 精�

アトリエ・ミック 大谷田1-41-8 �03-5856-0369 �03-5856-0369 知�精�

綾瀬共同作業所 東綾瀬1-23-5�
雅マンション101 �03-5682-9988 �03-5682-9988 知�精�

綾瀬スマイル工房 東和1-27-16
ピーク･ショア1階 �03-5697-5383 �03-5697-5391 精�

綾瀬なないろ園 綾瀬7-14-12 �03-5682-0730 �03-5682-0731 知�



- 100 -- 99 -

覧
一
設
施

覧
一
設
施

覧
一
設
施

覧
一
設
施

表　就労継続支援Ｂ型施設一覧　　　　　　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

綾瀬ひまわり園 綾瀬7-2-7 �03-3629-3231 �03-3629-3241 知�
アリス 中央本町1-18-17 �03-3849-6300 �03-3849-6300 精�
ＷＥＬ’Ｓ　ＦＬＡＴ 舎人6-6-22 �03-5838-0033 �03-5838-0034 知�精�
Ｓ.Ｇ.Ｓ.さんらいず 千住元町10-7 �03-3881-6554 �03-5284-7215 精�
ＯＵＣＨＩ�ＣＡＦＥ・
ＫＩＴＣＨＥＮ 西新井5-18-14 �03-6803-1755 �03-6803-1756 精�

希望の苑 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�
協立作業所 梅島3-7-21　1Ｆ �03-3840-4339 �03-3840-4339 精�

けい　ＳＨＡＲＥ 西新井2-32-14
サンセール西新井1階 �03-5647-6616 �03-5647-9902 身�知�精�

江北ひまわり園 江北1-26-22 �03-5809-5815 �03-6807-1371 知�
コスモス会 本木西町11-14 �03-3854-3175 �03-3854-3175 精�
コレカラ堂 谷中3-7-21 �03-5849-5759 �03-5849-5759 精�
就労継続支援Ｂ型事業所
びすた

竹の塚3-19-5
松久ハイツ1階103A �03-5856-5563 �03-5856-5579 精�

就労支援施設
ウィズユー 興野2-18-12 �03-5837-4830 �03-3890-8121 知�精�

就労支援施設
すずかぜ・綾瀬

綾瀬1-33-14　
アークステージ綾瀬2階 �03-6240-7466� �03-6240-7477 身�知�精�

神明福祉作業所 神明南2-6-18 �03-5682-5370 �03-5682-5665 知�

すたっかぁと 綾瀬2-37-1
小泉コーポ第6　1階 �03-6662-9001 �03-6662-9003 知�精�

諏訪木作業所 西新井3-10-17 �03-3899-9513 �03-3899-9442�精�
竹の塚ひまわり園 竹の塚7-19-7 �03-5831-1721 �03-5831-1720 知�

のんの 保木間1-1-3
東潤ビル2階 �03-5851-2390 �03-5851-2391 身�知�精�

はなさく第二共同作業所 柳原1-25-8 �03-5813-3625 �03-6311-8732 身�知�精�
花畑共同作業所 東六月町5-20 �03-6684-3990 �03-6687-2376 身�知�精�
一粒の麦 花畑4-34-16 �03-3884-8351 �03-3884-8351 精�

渕江作業所 保木間3-4-13
シオガマビル1階 �03-5856-5806 �03-5856-5806 精�

ベルの会共同作業所 西新井本町2-15-7 �03-3856-9420 �03-5809-5605 精�
保木間作業所 保塚町9-14 �03-3860-9513 �03-3860-9513 精�
ボンサンス・千寿 千住4-3-9 �03-3888-1470 �03-3888-1483 精�

メロディー竹の塚 保木間1-1-13
足立水道会館�2階 �03-5851-9802 �03-5851-9803 知�精�

麵屋　時風 青井4-34-16 �03-6806-3985 �03-6806-3995 知�精�
萌作業所 梅田2-19-1 �03-3840-1003 �03-3840-1003 精�
谷在家福祉作業所 谷在家3-13-1 �03-3853-0632 �03-3857-5626 知�

表　就労継続支援Ｂ型施設一覧　　　　　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

ルブラン 中央本町1-13-18 �03-5845-3760 �03-5888-5906 身�知�精�
ワーカーズコープ青井 青井5-10-2 �03-6807-2982 �03-6807-2984 身�知�精�

就労定着支援
表　就労定着支援施設一覧　　　 　（令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者
あいのわしごと
センター 谷中5-13-8 �03-3620-6820 �03-3620-6820 身�知�精�難�

あすた足立 竹の塚3-10-1
竹ノ塚ビル3階B �03-5856-4862 �03-5856-4863 精�

足立区障がい者
自立支援センター 竹の塚6-18-4 �03-3883-7249 �03-3883-7413 精�

ＷＥＬ’Ｓ　ＡＲＫ 舎人4-9-13 �03-5837-4495 �03-5838-2024 身�知�精�
Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ
北千住ｏｆｆｉｃｅ

千住1-3-6
TOCビル3階 �03-5284-8927 �03-5284-8928 身�知�精�難�

就労移行支援センター
フリーデザイン

西新井栄町1-5-5
海老原ビル3階 �03-5888-2230 �03-5888-2231 身�知�精�難�

就労定着支援事業所
ウェルビー北千住駅前
センター

千住3-57-2
田仁千住三丁目ビル3階 �03-5284-6331 �03-5284-6332 身�知�精�難�

竹の塚ひまわり園
就労定着支援事業 竹の塚7-19-7 �03-5831-1721 �03-5831-1720 知�

Ｊｏｂ庵　北千住 千住仲町16-1
ニコービル2階 �050-3734-5541 �03-6806-2055 精�

のんの 保木間1-1-3
東潤ビル2階 �03-5851-2390 �03-5851-2391 身�知�精�難�

ヒューマングロー梅島 梅島1-12-12
プランドール梅島2階 �03-5888-6970 �03-5888-6971 身�知�精�難�

自立生活援助
表　自立生活援助施設一覧　　　　　　　　　　　　　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者
あしたば相談支援
センター 中央本町2-25-5-104 �03-5888-6576 �03-5888-6576 精�

あだちの里相談支援
センター 江北1-26-22 �03-5856-9551 �03-6807-1371 知�

自立生活援助事業所
クララ 西新井本町2-15-7 �03-3857-3093 �03-3857-3152 精�

成仁相談支援事業所 島根3-2-1 �050-3734-5406 �03-5851-7671 身�知�精�難�



- 102 -- 101 -

覧
一
設
施

覧
一
設
施

覧
一
設
施

覧
一
設
施

短期入所
表　短期入所施設一覧　　　　　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者
あしの家　西伊興 西伊興1-13-20 �03-3898-3670 ― 知�
かえで 皿沼2-8-8 �03-5691-7150 �03-5691-8147 身�
希望の苑 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�
ショートステイ　おはな 六木3-39-32 �03-5849-5756 �03-5849-5757 知�精�

ショートステイ花畑
花畑���
※番地は施設に
　お問合せください。

�03-5242-2288� �03-5242-2288 精�

ショートステイ谷中 谷中5-13-8 �03-5613-8878 �03-5613-8879 身�知�
竹の塚あかしあの杜なごみ 竹の塚7-19-11 �03-5654-7731� �03-3859-6655 身�

でてこいサービス 足立1-5-5
第98新井ビル204 �03-3852-4848 �03-3852-4848 知�

ハーモニー竹の塚 竹の塚1-32-1 �03-5851-9607� �03-5851-9608 知�
ひのきショートステイ 新田2-16-13 �03-5902-3121 �03-5902-3139 身�
有限会社ペガサス 梅田2-8-7 �03-5681-8039 �03-5681-8039 身�知�

施設入所支援
表　施設入所支援施設一覧　　　　　　　　　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者
希望の苑 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�
竹の塚あかしあの杜きずな 竹の塚7-19-11 �03-5654-7731 �03-3859-6655 身�
かえで 皿沼2-8-8 �03-5691-7150 �03-5691-8147 身�

共同生活援助（グループホーム）
表　共同生活援助施設（グループホーム）一覧 〈身体・知的障がい者〉　 （令和3年7月1日現在）

名称（事業所） 名称（ユニット） 所在地 電話番号

あしの家
あしの家　西新井 西新井4-3-10 �03-3855-1257
あしの家　西伊興 西伊興1-13-20 �03-3898-3670

足立区大谷田グループホーム 足立区大谷田グループホーム
大谷田1-44-3
足立区大谷田障がい
福祉施設3階

�03-3605-0343

足立区大谷田ホーム 足立区大谷田ホーム
大谷田1-44-3
足立区大谷田障がい
福祉施設2階

�03-3629-2286

あだちの里北ホーム

あじさい寮 東六月町11-34 �03-5856-5775
秋桜寮 保木間1-25-12 �03-5851-8923
杉田寮 一ツ家3-18-13 �03-6906-7200

だりあ寮 東保木間3-32-13
第124新井ビル101 �03-3850-0841

表　共同生活援助施設（グループホーム）一覧 〈身体・知的障がい者〉　 （令和3年7月1日現在）
名称（事業所） 名称（ユニット） 所在地 電話番号

あだちの里北ホーム なずな寮 竹の塚3-5-5�第56新井ビル
302･303･304 �03-5856-7374

あだちの里西ホーム

磯寮 西伊興1-17-24 �03-3890-1601
おきの寮 興野2-6-8 �03-5647-6671
つくし寮 栗原4-4-11 �03-3890-0874
とちの木寮 西伊興1-17-24-102・201 �03-3890-1601
なのはな寮 西竹の塚1-7-4 �03-3899-0856

西竹の塚寮
西竹の塚1-10-4
伊興町第2アパート
4-401･404･405

�03-3898-2580

やまみ寮 栗原3-27-16 �03-3890-7144

あだちの里東ホーム

宇津宮寮 綾瀬6-17-17 �03-5849-3523
カサブランカ 東和4-8-2 �03-5849-3200

東和寮
東和4-8-9
グリーンハイム二番館
101・102・301・302

�03-3620-2670

第二東和寮 東和4-8-16-201 �03-3620-2670
第三東和寮 東和4-8-16-301 �03-3620-2670
第四東和寮 東和4-8-16-302 �03-3620-2670
西綾瀬寮 西綾瀬3-29-5�305･307 �03-3848-6677

医師が作った
グループホーム

医師が作ったグループホーム
大谷田 大谷田1-43-18 �03-6807-2792

医師が作ったグループホーム
加平 加平1-2-26 �03-6807-2792

医師が作ったグループホーム
関原 関原3-1-3 �03-6807-2792

医師が作ったグループホーム
竹の塚 六月2-17-16 �03-6807-2792

縁家 縁家　梅島１号館 梅田4-20-15 �090-1531-3527

ＧＨソシオ東京
ソシオ綾瀬 綾瀬4-20-21 �080-7386-8010
ソシオ亀有 中川2-5-13 �080-7386-8010

ＧＨナノハナ足立

ナノハナ足立１ 島根1-1-2
第52新井ビル509 �03-5831-5605

ナノハナ足立２ 保木間3-30-11
第21新井ビル702 �03-5831-5605

ナノハナ足立3 島根1-1-2　
第52新井ビル608 �03-5831-5605

グループホーム　
ル　シエル

グループホーム　
ル　シエル六月 六月2-13-8 �03-5888-7327

元気のでるはうす 元気のでるはうす 東和3-4-8 �03-3605-5757
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表　共同生活援助施設（グループホーム）一覧 〈身体・知的障がい者〉 　（令和3年7月1日現在）
名称（事業所） 名称（ユニット） 所在地 電話番号

コンフォート

舎人 古千谷本町2-16-8 �03-5856-9170
舎人Ⅱ 古千谷本町2-16-5-104 �03-5856-9170
舎人Ⅲ 舎人5-29-20-305 �03-5856-9170
舎人Ⅳ 西伊興4-12-11 �03-5856-9170

舎人Ⅴ 舎人1-12-10-104・
113・114 �03-5856-9170

志茂寮
日の出寮

日ノ出町41-8
北千住ホワイトハイツ
102

�03-5284-9914

第二日の出寮 千住柳町37-7 �03-6806-1047
障がい者グループ
ホームほし

障がい者グループ
ホームほし

伊興4-7-4
サンライズ朝香1階 �03-6326-6187

城北地域生活支援
センター

足立中央寮 中央本町2-7-3-104 �03-3880-8508
あやせ田中寮 綾瀬1-24-2 �03-5680-0400

清和寮 花畑4-23-5-201
第102新井ビル �03-3883-5700

東和エミール 東和5-10-18 �03-3629-4615

みんなのいえ 青井6-9-7
アンザベルデⅢ-103 �03-5681-8800

セーブライフ障がい者
福祉自立支援事業所

グループホーム
グリーンプラム 梅田1-22-17 �03-6807-2635

中央本町第１

中央本町第１－Ⅱ 中央本町1-12-14 �03-5681-8024
中央本町第１－Ⅲ 中央本町4-11-8 �03-6806-3146
中央本町第１－Ⅳ 中央本町3-7-7�2階 �03-3852-0109
中央本町第１－Ⅴ 中央本町3-7-7�3階 �03-6806-4554
Ｕｍｅｄａ 梅田2-18-5 �03-5888-4664

でてこいライフ

でてこいホーム�オレンジ 足立1-5-5
第98新井ビル202・203 �03-6240-8581

でてこいホーム�ゆず 花畑3-37-14
第150新井ビル102 �03-5856-6477

でてこいホーム�りん 花畑3-37-14
第150新井ビル205 �03-3859-5589

デフ・クローバーハウス デフ・クローバーハウス 島根1-1-2　新井ビル �03-5851-9039
なでしこ園六町ハウス なでしこ園六町ハウス 南花畑2-25-2 �03-5686-8477

西新井事業所
栗原３ 栗原3-14-6 �03-6385-2298
舎人３ 舎人3-3-1 �03-6385-2298
本木東の家 本木東町29-3 �03-6385-2298

のんのハウス

のんのはうす（章江弐番館）東保木間2-8-16章江弐番館3階 �03-5851-8520

のんのハウス（章江弐番館）
アネックス

東保木間2-8-16
章江弐番館2階 �03-5851-8520

のんのハウス東保木間 東保木間2-8-16
章江弐番館1階 �03-5851-8520

表　共同生活援助施設（グループホーム）一覧 〈身体・知的障がい者〉　 （令和3年7月1日現在）
名称（事業所） 名称（ユニット） 所在地 電話番号

のんのハウス２

のんのハウス梅田 関原2-25-7 �03-5851-8520
のんのハウス五反野 中央本町2-7-19 �03-5851-8520
のんのハウス西新井本町 西新井本町5-2-4 �03-5851-8520
のんのハウス西伊興 西伊興4-11-23 �03-5851-8520

ハーモニー竹の塚
ハーモニー竹の塚 竹の塚1-32-1 �03-5851-9607
ハーモニー竹の塚第２ 東六月町11-7 �03-5856-4860

はるのいえ　東京Ａ

小台ハウスⅠ 小台2-39-13 �080-3303-9145
古千谷本町ハウスⅠ 古千谷本町4-6-13 �080-3303-9145
六木ハウスⅠ 六木1-8-16 �080-3303-9145
六木ハウスⅡ 六木1-8-14 �080-3303-9145
六木ハウスⅢ 六木1-8-15 �080-3303-9145
六木ハウスⅣ 六木1-8-1 �080-3303-9145

福
光 鹿浜5-3-1 �03-3853-8688
福 鹿浜5-3-20 �03-3853-8688

ふくろうの会 結の屋 弘道1-21-23 �03-5888-7370

ホーム虹
ホーム虹 六町1-4-4　2・3階 �03-6304-1654
ホーム虹２ 六町1-4-4　１階 �03-6304-1654

桃の木寮
小春の里 綾瀬1-23-7 �03-5629-2976
桃の木寮 谷中1-1-19 �03-5697-0520

谷中ハウス

青井第１ハウス 青井6-20-18 �03-5845-5340
青井第２ハウス 青井6-20-22 �03-5845-5340
綾瀬ハウス 綾瀬1-20-11 �03-6662-9951
谷中第１ハウス 谷中5-13-8 �03-5613-8878
谷中第２ハウス 谷中5-13-8 �03-5613-8878

ユニライフ梅島 ユニライフ梅島 梅田8-3-13
梅島ビル �03-6806-4075

ロッキー ロッキー 東保木間1-10-12 �03-5856-7033

わおん障がい者
グループホーム
足立江北アリス１

わおん障がい者グループ
ホーム足立江北アリス1 江北3-23-3 �03-5647-2610

にゃおん障がい者グループ
ホーム足立花畑アリス2 花畑2-2-20 �03-5686-8610

わおん障がい者
グループホーム荒川 北千住ユニット 千住仲町44-12 �070-1216-6606

わおん障がい者
グループホームＳＡ江北１

北千住１ 千住龍田町22-2 �03-6877-1499
江北１ 江北3-29-15 �03-6877-0943
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表　共同生活援助施設（グループホーム）一覧 〈精神障がい者〉　 （令和3年7月1日現在）
名称（事業所） 名称（ユニット） 所在地 電話番号

ＮＰＯ法人クララ
グループホーム
クララハイツ

ＮＰＯ法人クララ
グループホーム
クララハイツ

西新井本町
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-3857-3093

エヌホームズ足立
エヌホームズ梅島

梅島
※番地は施設に
　お問い合わせください。 �03-6882-3670

エヌホームズ五反野
足立
※番地は施設に
　お問い合わせください。

ＯＵＣＨＩ　ＨＯＭＥ

グルプホームかりん
西新井
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-3890-0555

ＯＵＣＨＩ　ＨＯＭＥ　Ａ
西新井
※番地は施設に
　お問い合わせください。 �03-6803-1758

ＯＵＣＨＩ　ＨＯＭＥ　Ａ
西新井
※番地は施設に
　お問い合わせください。

グループホーム仲

タビタ
千住旭町
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-5244-0233ハンナ
千住旭町
※番地は施設に
　お問い合わせください。

ノア
千住旭町
※番地は施設に
　お問い合わせください。

さくらホーム
さくらホームⅠ

花畑
※番地は施設に
　お問い合わせください。 �03-5851-8155

さくらホームⅡ
花畑
※番地は施設に
　お問い合わせください。

潤グループホーム
潤グループホーム

保木間
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-3858-8040

潤グループホーム２号館
保木間
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-6313-0235

すてーきホーム すてーきホーム
島根
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-3860-0222

ハートパル花畑
ハートパル花畑Ａ

花畑
※番地は施設に
　お問い合わせください。 �03-5242-2288

ハートパル花畑Ｂ
花畑
※番地は施設に
　お問い合わせください。

特定非営利活動法人足立
区精神障害者グループ
ホーム協議会
ハウス・ウィング

ハウス・ウィング
西新井本町
※番地は施設に
　お問い合わせください。

�03-3890-7160

ボヌール
ボヌール

佐野
※番地は施設に
　お問い合わせください。 �03-5856-0369

第２ボヌール
神明
※番地は施設に
　お問い合わせください。

地域活動支援センター
表　地域活動支援センター一覧　　　　　　　　 　（令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

アイ・サポート
デイサービスセンター

梅島3-4-8
うめじまKSビル202 �03-6806-4774 �03-6806-4775 身�

神明デイサービスセンター 神明南2-6-18 �03-5682-5370 �03-5682-5665 身�
竹の塚ふれあいセンター 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�
地域活動支援センター
足立区デフケア・クローバー

竹の塚6-9-4　
飯田ビル4階 �03-5856-4818 �03-5856-4818 身�

地域活動支援センターかなめ 千住仲町20-9 �03-5284-7591 �03-5284-7592 精�
地域活動支援センター
ふれんどりぃ 竹の塚6-18-4 �03-3883-7177 �03-3883-7413 精�

ピア・さくら 青井3-8-31 �03-5888-7669 �03-5888-7669 身�精�
谷在家デイサービスセンター 谷在家3-13-1 �03-3853-0632 �03-3857-5626 身�

日中保護（日中一時支援）
表　日中保護（日中一時支援）施設一覧　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な
利用者

希望の苑 竹の塚7-19-9 �03-5831-1801 �03-5831-1802 知�
日中保護事業所
グランファミリア

梅島3-4-8
うめじまKSビル2階 �03-5888-6188 �03-5888-6189 知�

児童発達支援
表　福祉型児童発達支援センター一覧　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス
うめだ・あけぼの学園 梅田7-12-15 �03-3848-1190 �03-3848-1191

表　児童発達支援施設一覧　 （令和3年7月1日現在）
名　称 所在地 電話番号 ファクス

あしたも笑顔　北綾瀬 大谷田4-14-12�1階 �03-5849-3440 �03-5849-3441
おだいステップ 小台2-1-46 �03-6903-2773 �03-6903-2776
Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ足立 島根3-1-10 �050-3734-5542 �03-5851-7671

Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ梅島 梅田7-26-15�
エミネンス梅島2階 �050-3734-5544 �03-6806-3474

からふるＫｉｄｓ綾瀬 綾瀬2-46-6�河合ビル1階 �03-6662-7518 �03-6662-7519
きたせんじゅステップ第３ 千住大川町37-2�清晋南1階 �03-3888-2555 �03-3888-2555
ここね 弘道1-3-24�1階 �03-6806-4166 �03-6806-4167
こぱんはうすさくら　
本木教室

本木西町1-20�
宮内サンハイツ1階 �03-5809-5383 �03-5809-5384
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表　児童発達支援施設一覧　　　　　　　　 （令和3年7月1日現在）
名　称 所在地 電話番号 ファクス

コペルプラス五反野教室 足立4-40-3
レジデンスタワー五反野202 �03-6806-4018 �03-6806-4019

児童デイサービス
ＫｏＭｏＲｅＢｉ北千住

千住曙町37-10�
段上ビル2階 �03-6806-1397 �03-6806-1398

児童デイサービス
ハートぽっぽ 保木間1-5-21 �03-3850-8487 �03-3850-8401

児童デイサービス
ハートぽっぽ　ＥＡＳＴ 東保木間2-23-5 �03-3883-0841 �03-3883-0841

すかいきっず 西保木間1-21-7-101 �03-5856-6136 �03-5856-6146
発達支援つむぎ　
北千住ルーム 日ノ出町41-14 �03-5284-9514 �03-5284-9513

ハッピートライアングル
竹ノ塚

竹の塚1-30-1
コンフォールAB�1階 �03-5851-7151 �03-5856-6912

ハッピートライアングル
西新井西 西新井4-20-1�2階 �03-5647-8852 �03-5647-8853

ふきのとう 本木1-21-15 �03-5888-4648 �03-5856-9370
楽患チャイルド 西新井栄町2-10-16�1階 �03-6807-2088 �03-6807-2087
楽患ニーニョ 西新井栄町2-12-1�1階 �03-6874-1390 �03-6807-2087

リッスンアンドコミュニティ 足立3-27-1�
プラザホワイトC2階 �03-6807-2802 �03-6807-2803

リッスンアンドコミュニティ
五反野教室

弘道2-12-25�
サンマンション五反野108 �03-6807-2411 �03-6807-2411

療育室つばさ 扇1-44-15�FLAP�YARD �03-5809-5388 �03-5809-5389

医療型児童発達支援
表　医療型児童発達支援センター一覧　　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス
東京都立北療育医療
センター城北分園 花畑5-10-1 �03-3883-5131 �03-3885-9675

放課後等デイサービス
表　放課後等デイサービス施設一覧　 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス
あある　まつりか 東保木間2-6-8 �03-5856-5443 �03-5856-5444

あある　まつりかフラワー 花畑4-23-8
グリーンパーク花畑Ⅳ101号室 �03-5856-6701 �03-5856-6704

あしたも笑顔　北綾瀬 大谷田4-14-12�1階 �03-5849-3440 �03-5849-3441
あしたも笑顔　谷中公園 東和5-14-18�1階 �03-5856-2506 �03-5856-2507

あったかいデイ　花畑 花畑5-12-1
花畑団地82号棟102 �03-5851-5400 �03-5242-5722

えにし　こどもプラス 神明2-2-11 �03-5613-8108 �03-5613-8109

表　放課後等デイサービス施設一覧 （令和3年7月1日現在）
名　称 所在地 電話番号 ファクス

おだいステップ 小台2-1-46 �03-6903-2773 �03-6903-2776
Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ足立 島根3-1-10 �050-3734-5542 �03-5851-7671

Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ梅島 梅田7-26-15�
エミネンス梅島2階 �050-3734-5544 �03-6806-3474

からふるＫｉｄｓ綾瀬 綾瀬2-46-6�河合ビル1階 �03-6662-7518 �03-6662-7519

きたせんじゅステップ 千住龍田町3-13�
徳輝ビル1階 �03-6806-2133 �03-6806-2133

きたせんじゅステップ第２ 千住寿町38-8�木島ビル1階 �03-3870-7301 �03-3870-7301

きたせんじゅステップ第３ 千住大川町37-2
清晋南ビル1階 �03-3888-2555 �03-3888-2555

きたせんじゅステップ第４ 千住中居町1-18 �03-6806-1522 �03-6806-1522

キッズの森
保木間2-2-1
オオサキ竹ノ塚マンション
1階

�03-5831-8091 �03-5831-8092

キッズの森第２　梅田 梅田1-15-9�1階 �03-6806-3337 �03-6806-3419

キッズの森第３　南花畑 南花畑4-31-4�
MY第2ビル101号室 �03-5831-5607 �03-5831-5608

キッズの森　六月 六月1-5-28�相川ビル1階 �03-5851-9371 �03-5851-9372
こぱんはうすさくら本木
教室

本木西町1-20�
宮内サンハイツ1階 �03-5809-5383 �03-5809-5384

児童デイサービス
ＫｏＭｏＲｅＢｉ北千住

千住曙町37-10�
段上ビル2階 �03-6806-1397 �03-6806-1398

児童デイサービス　
たのしー 六月3-3-4 �03-3850-6565 �03-3850-6348

児童デイサービス
にじいろ東和 東和4-4-20 �03-5849-3105 �03-5849-3106

児童デイサービス
ハートぽっぽ 保木間1-5-21 �03-3850-8487 �03-3850-8401

児童デイサービス
ハートぽっぽＥＡＳＴ 東保木間2-23-5 �03-3883-0841 �03-3883-0841

児童デイサービス
リズム西新井 西新井本町1-19-11�1階 �03-5837-4933 �03-5837-4936

児童デイサービス
リズム東伊興

東伊興3-14-23
第二佐藤ビル1階 �03-5838-1145 �03-5838-1146

白い鳥 大谷田4-1-18 �03-5849-5736 �03-5849-5737
すかいきっず 西保木間1-21-7-101 �03-5856-6136 �03-5856-6146
すかいきっずあるふぁ 梅島1-22-4 �03-5888-6741 �03-5888-6742

すかいきっずぷらす 西新井1-38-11
オリエント第6ビル102号 �03-5856-9803 �03-5856-9804

でいじいおれんじ 梅島1-1-17�TCHビル2階 �03-5888-6050 �03-5888-6058

でいじいすまいる 島根2-2-1
島根グリーンフォレスト1階 �03-5856-6260 �03-5856-6280

Ｄ－ＬＩＮＥぷらす 足立4-22-10 �03-5888-7702 �03-5888-7702
ハッピートライアングル
北綾瀬 谷中1-15-8�中原ビル1階 �03-5849-3798 �03-5849-3799

ハッピートライアングル
竹ノ塚

竹の塚1-30-1�
コンフォールAB�1階 �03-5851-7151 �03-5856-6912
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表　放課後等デイサービス施設一覧 （令和3年7月1日現在）
名　称 所在地 電話番号 ファクス

ハッピートライアングル
西新井西 西新井4-20-1�2階 �03-5647-8852 �03-5647-8853

パワフルキッズ 入谷1-16-13 �03-5647-6130 �03-5647-6130

パワフルキッズ西保木間 西保木間2-5-5 �03-5856-6418 �03-5856-6418

ふきのとう 本木1-21-15 �03-5888-4648 �03-5856-9370

ふきのとう２ 本木1-19-5-101 �03-5888-4648 �03-5856-9370

ぷらちな児童デイ 加平1-8-23 �03-5697-9933 �03-5697-9020
放課後等デイサービス
あおぞら六木 六木1-4-17 �03-5856-3023 �03-5856-3029

放課後等デイサービス
笑がお 青井3-5-26-101 �03-5845-5385 �03-5845-5386

放課後等デイサービス
おはな

谷中2-14-3�
皐月マンション102 �03-6802-6740 �03-6802-6741

放課後等デイサービス
にこにこキッズ

保木間3-33-8　
第126新井ビル102 �03-3858-3725 �03-3858-3726

放課後等デイサービス
にこにこキッズ　保木間 保木間3-35-3�山崎ビル �03-5856-7925 �03-5856-7928

まつぼっくりツリー 足立3-10-6�
ヴァロービル2階 �03-5888-9311 �03-5888-9312

みつばちはうす 六月3-3-5 �03-3850-6339 �03-3850-6348
リッスンアンド
コミュニティ五反野教室

弘道2-12-25�
サンマンション五反野108 �03-6807-2411 �03-6807-2411

療育室つばさ 扇1-44-15�FLAP�YARD �03-5809-5388 �03-5809-5389

わいわいプラス足立教室 関原3-2-18�竹内ビル1階 �03-6806-3781 �03-6806-3782

保育所等訪問支援
表　保育所等訪問支援施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス

うめだ・あけぼの学園 梅田7-12-15 �03-3848-1190 �03-3848-1191

Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ梅島 梅田7-26-15�
エミネンス梅島2階 �050-3734-5544 �03-6806-3474

スマイル保育所等訪問支援 西新井1-38-11
オリエント第6ビル204 �03-5838-2825 �03-5838-2850

東京都立北療育医療
センター城北分園 南花畑5-10-1 �03-3883-5131 �03-3885-9675

ハッピートライアングル
北綾瀬 谷中1-15-8�中原ビル1階 �03-5849-3798 �03-5849-3799

計画相談支援・障害児相談支援
表　計画相談支援・障害児相談支援施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者

あいのわ相談センター 古千谷本町
2-25-11 �03-5647-6252 �03-3854-1742 身�知�

あしたば相談支援
センター

中央本町
2-25-5-104 �03-5888-6576 �03-5888-6576 精�

足立区精神障がい者
自立支援センター 竹の塚6-18-4 �03-3883-7177 �03-3883-7413 精�

あだちの里
相談支援センター 江北1-26-22 �03-5856-9551 �03-6807-1371 知�児�

ＷＥＬ‘Ｓ　ＰＯＲＴ 舎人6-6-22 �03-5838-0033 �03-5838-0034 身�知�精�
うめだ・あけぼの
子ども相談支援センター 梅田7-12-15 �03-3848-1197 �03-3848-1191 児�

株式会社
ベル訪問介護ステーション

栗原2-4-2
リュミエール
西新井1F

�03-3850-6334 �03-3850-6348 身�知�児�

ゴールデンハーベスト 中央本町1-13-18 �03-5888-5908 �03-5888-5906 身�知�精�難�

さぽーと西新井
栗原4-5-1
いそがひファー
ストビル1階

�03-5647-9261 �03-5647-9262 身�知�精�難�児�

指定特定相談支援事業所
クララ

西新井本町
2-15-7 �03-3857-3093 �03-3857-3152 精�

スマイル相談支援
センター

西新井1-38-11
オリエント第6
ビル204号

�03-5838-2825 �03-5838-2850 身�児�

成仁相談支援事業所 島根3-2-1 �050-3734-5406 �03-5851-7671 身�知�精�難�児�
相談支援事業所
ウェルビー
北千住駅前センター

千住3-57-2
田仁千住三丁目
ビル3階

�070-6409-8126 �03-5284-6332 身�知�精�難�

相談支援事業所
ディオーブ

青井1-4-10
CASASHINO�201 �03-5888-7588 �03-5888-7598 身�知�精�難�児�

相談支援事業所夢工房
花畑1-35-15　
メ ゾ ンエスポ
ワール101

�03-3860-6309 �03-3860-6309 身�知�難�児�

相談支援
ＳＯ・ＳＩ・ＲＥ・ＭＩ

保木間2-2-1
オオサキ竹ノ塚
マンション1階

�03-6687-7535 �03-5831-8092 知�児�

相談室あだち 千住仲町24-2 �03-5813-7211 �03-5813-7560 知�児�

相談室とまりぎ 扇1-44-15
FLAP-YARD �03-5809-5388 �03-5809-5389 児�

地域支援センターフリー
デザイン

西新井栄町1-5-5
海老原ビル3階 �03-5888-2230 �03-5888-2231 身�知�精�難�

でてこいサービス
相談支援

花畑3-37-14
第150新井ビル
206

�03-5856-6052 �03-5856-6052 知�

特定相談支援事業所
アーニモ

中央本町4-12-6
五反野ハイツ101 �03-3848-1515 �03-3848-1515 身�知�精�難�児�

のるでん 柳原1-11-11 �03-6806-1014 �03-6806-1092 身�知�精�難�児�

のんの相談支援事業所 東保木間1-3-3
東潤ビル3階 �03-5856-6941 �03-5856-6996 身�知�精�難�児�
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表　計画相談支援・障害児相談支援施設一覧　 （令和3年7月1日現在）
名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者

ハートぽっぽ相談支援
事業所 保木間1-5-21 �03-3850-8487 �03-3850-8401 身�知�児�

一粒の麦 花畑4-34-16 �080-7997-0160 �03-3884-0570 精�
ひのき相談支援センター 新田2-16-13 �03-5902-3121 �03-5902-3139 身�知�精�難�
ぷらちな相談支援
センター 加平1-8-23 �03-5697-9200 �03-5697-9020 身�知�精�難�児�

ぽぽらーと相談室 入谷1-16-13 �03-5888-5302 �03-3857-6571 身�知�精�児�

地域移行支援
表　地域移行支援施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者
あしたば相談支援
センター

中央本町
2-25-5-104 �03-5888-6576 �03-5888-6576 精�児�

あだちの里相談支援
センター 江北1-26-22 �03-5856-9551 �03-6807-1371 知�

成仁相談支援事業所 島根3-2-1 �050-3734-5406 �03-5851-7671 精�
地域移行定着支援事業所
星月夜

西新井栄町1-5-5
海老原ビル3階 �03-5888-2230 �03-5888-2231 身�知�精�難�児�

地域定着支援
表　地域定着支援施設一覧 （令和3年7月1日現在）

名　称 所在地 電話番号 ファクス 主な利用者
あしたば相談支援
センター

中央本町
2-25-5-104 �03-5888-6576 �03-5888-6576 精�児�

あだちの里相談支援
センター 江北1-26-22 �03-5856-9551 �03-6807-1371 知�児�

成仁相談支援事業所 島根3-2-1 �050-3734-5406 �03-5851-7671 精�
地域移行定着支援事業所
星月夜

西新井栄町1-5-5
海老原ビル3階 �03-5888-2230 �03-5888-2231 身�知�精�難�児�

障がい者への貸出施設
竹の塚障がい福祉館　〒121-0813　竹の塚2-25-17　 �03-3883-6171　 �03-3883-6971
◆内容　　　　�障がい者団体･障がい者の家族および関係者団体などの学習・活動・交流の場とし

て会議室などを貸し出します。（利用には、事前の団体登録が必要です）
◆問合せ先　　障がい福祉課障がい施設調整担当（区役所北館1階）

　 �03-3880-5708　 �03-3880-5754

その他区外の障がい者施設
国立障害者リハビリテーションセンター
◆問合せ先　〒359-8555　埼玉県所沢市並木4-1　 �04-2995-3100　 �04-2992-4525

就労移行支援
◆内容　　　　�技能習得訓練（事務系、サービス系[クリーニング]、作業系など）、職場体験訓練、

就労マッチング支援、実習訓練
◆対象　　　　就労を希望する、主に身体障がい者、高次脳機能障がい者、発達障がい者

就労移行支援（養成施設）
◆内容　　　　�あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格取得のための

基礎および専門カリキュラム
◆対象　　　　視覚障がいがあり、資格取得後就労が見込まれる方

自立訓練（機能訓練）
◆内容　　　　①日常生活訓練、コミュニケーション訓練、移動訓練、スポーツ訓練

②�理学療法、作業療法、スポーツ訓練、職能訓練、自動車訓練、健康管理、社会的
支援

◆対象　　　　①主に視覚障がい者　②主に頸髄損傷による四肢麻痺の方

自立訓練（生活訓練）
◆内容　　　　�日常生活訓練、社会技能の向上、代償手段の獲得、スポーツ訓練、就労準備訓練、

グループ訓練
◆対象　　　　主に高次脳機能障がい者

施設入所支援
◆内容　　　　�宿舎利用、食事の提供
◆対象　　　　上記の支援サービスを通所で受けることが困難な方




