
事務所名 郵便番号 所在地 電話番号

西多摩福祉事務所 198-0036 東京都青梅市河辺町6-4-1 ０４２８－２２－１１６５
大島支庁 100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1 ０４９９２－２－４４２１
三宅支庁 100-1102 東京都三宅村伊豆642 ０４９９４－２－１３１１
八丈支庁 100-1401 東京都八丈町大賀郷2466-2 ０４９９６－２－１１１２
小笠原支庁 100-2101 東京都小笠原村父島字西町 ０４９９８－２－２１２１
千代田区福祉事務所 102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 （０３）３２６４－２１１１
中央区福祉事務所 104-8404 東京都中央区築地1-1-1 （０３）３５４３－０２１１
港区福祉事務所（芝地区総合支所） 105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 （０３）３５７８－２１１１
港区福祉事務所（麻布地区総合支所） 106-8511 東京都港区六本木5-16-45 （０３）３５８３－４１５１
港区福祉事務所（赤坂地区総合支所） 107-8516 東京都港区赤坂4-18-13 （０３）５４１３－７０１１
港区福祉事務所（高輪地区総合支所） 108-8581 東京都港区高輪1-16-25 （０３）５４２１－７６１１
港区福祉事務所（芝浦港南地区総合支所） 108-0023 東京都港区芝浦3-1-47 （０３）３４５６－４１５１
新宿区福祉事務所 160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 （０３）３２０９－１１１１
文京区福祉事務所 112-0003 東京都文京区春日1-16-21 （０３）３８１２－７１１１
台東区福祉事務所 110-8615 東京都台東区東上野4-5-6 （０３）５２４６－１１１１
墨田区福祉事務所 130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20 （０３）５６０８－１１１１
江東区福祉事務所(第一課) 135-8383 東京都江東区東陽4-11-28 （０３）３６４５－３１０１
江東区福祉事務所(第二課) 136-0072 東京都江東区大島4-5-1 （０３）３６３７－２７０１
品川区福祉事務所 140-8715 東京都品川区広町2-1-36 （０３）３７７７－１１１１
目黒区福祉事務所 153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15 （０３）３７１５－１１１１
大田区福祉事務所(大森生活福祉課) 143-0015 東京都大田区大森西1-12-1 （０３）５７６４－０６６５
大田区福祉事務所(蒲田生活福祉課) 144-0053 東京都大田区蒲田本町2-1-1 （０３）５７１３－１７０６
大田区福祉事務所(調布生活福祉課) 145-0067 東京都大田区雪谷大塚町4-6 （０３）３７２６－０７９１
大田区福祉事務所
(糀谷・羽田生活福祉課)

144-0033 東京都大田区東糀谷1-21-15 （０３）３７４１－６５２１

世田谷区世田谷福祉事務所 154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33 （０３）５４３２－１１１１
世田谷区玉川福祉事務所 158-8503 東京都世田谷区等々力3-4-1 （０３）３７０２－１７３０
世田谷区砧福祉事務所 157-8501 東京都世田谷区成城6-2-1 （０３）３４８２－１３４３
世田谷区北沢福祉事務所 156-0043 東京都世田谷区松原6-3-5 （０３）３３２３－９９１０
渋谷区福祉事務所 150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 （０３）３４６３－１２１１
中野区福祉事務所 164-8501 東京都中野区中野4-8-1 （０３）３３８９－１１１１
杉並区福祉事務所(高円寺事務所) 166-0003 東京都杉並区高円寺南2-24-18 （０３）５３０６－２６１１
杉並区福祉事務所(荻窪事務所) 167-0051 東京都杉並区荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪1階 （０３）３３９８－９１０４
杉並区福祉事務所(高井戸事務所) 168-0072 東京都杉並区高井戸東3-26-10 （０３）３３３２－７２２１
豊島区福祉事務所(生活福祉課) 170-8422 東京都豊島区東池袋1-18-1 （０３）３９８１－１１１１
豊島区福祉事務所(西部生活福祉課) 17１-0043 東京都豊島区要町1-５-1 （０３）５９１７－５７６１
北区福祉事務所 114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 （０３）３９０８－１１１１
荒川区福祉事務所 116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3 （０３）３８０２－３１１１
板橋区板橋福祉事務所 173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1 （０３）３５７９－２３２２
板橋区赤塚福祉事務所 175-0092 東京都板橋区赤塚6-38-1 （０３）３９３８－５１２６
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板橋区志村福祉事務所 174-0046 東京都板橋区蓮根2-28-1 （０３）３９６８－２３３１
練馬区練馬総合福祉事務所 176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 （０３）３９９３－１１１１
練馬区石神井総合福祉事務所 177-8509 東京都練馬区石神井町3-30-26 （０３）５３９３－２８０１
足立区千住福祉事務所 120-0036 東京都足立区千住仲町19-3 （０３）３８８８－３１４１
足立区中部福祉事務所 120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 （０３）３８８０－５８８０
足立区東部福祉事務所 120-0004 東京都足立区東綾瀬1-26-2 （０３）３６０５－７１０５
足立区西部福祉事務所 123-0864 東京都足立区鹿浜8-27-15 （０３）３８９７－５０１１
足立区北部福祉事務所 121-8555 東京都足立区竹の塚2-25-17 （０３）３８８３－６８００
葛飾区福祉事務所(西生活課) 124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 （０３）３６９５－１１１１
葛飾区福祉事務所(東生活課) 125-0042 東京都葛飾区金町1-6-24 （０３）３６０７－２１５２
江戸川区福祉事務所(第一課) 132-0021 東京都江戸川区中央1-3-17 （０３）３６５２－１１５１
江戸川区福祉事務所(第二課) 133-0052 東京都江戸川区東小岩6-9-14 （０３）３６５７－１１０５
江戸川区福祉事務所(第三課) 134-0084 東京都江戸川区東葛西7-12-6 （０３）５６５９－６６１０
世田谷区烏山福祉事務所 157-8555 東京都世田谷区南烏山6-22-14 （０３）３３２６－６１１１
練馬区光が丘総合福祉事務所 179-0072 東京都練馬区光が丘2-9-6 （０３）５９９７－７７１３
練馬区大泉総合福祉事務所 178-8601 東京都練馬区東大泉1-29-1 （０３）５９０５－５２６２
八王子市福祉事務所 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 ０４２－６２６－３１１１
立川市福祉事務所 190-8666 東京都立川市泉町1156-9 ０４２－５２３－２１１１
武蔵野市福祉事務所 180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 ０４２２－５１－５１３１
三鷹市福祉事務所 181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1 ０４２２－４５－１１５１
青梅市福祉事務所 198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1 ０４２８－２２－１１１１
府中市福祉事務所 183-8703 東京都府中市宮西町2-24 ０４２－３６４－４１１１
昭島市福祉事務所 196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1 ０４２－５４４－５１１１
調布市福祉事務所 182-8511 東京都調布市小島町2-35-1 ０４２－４８１－７１１１
町田市福祉事務所 194-8520 東京都町田市中町1-20-23 ０４２－７２２－３１１１
小金井市福祉事務所 184-8504 東京都小金井市本町6-6-3 ０４２－３８３－１１１１
小平市福祉事務所 187-8701 東京都小平市小川町2-1333 ０４２－３４１－１２１１
日野市福祉事務所 191-8686 東京都日野市神明1-12-1 ０４２－５８５－１１１１
東村山市福祉事務所 189-8501 東京都東村山市本町1-2-3 ０４２－３９３－５１１１
国分寺市福祉事務所 185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1 ０４２－３２５－０１１１
国立市福祉事務所 186-8501 東京都国立市富士見台2-47-1 ０４２－５７６－２１１１
西東京市福祉事務所(保谷庁舎) 202-8555 東京都西東京市中町1-5-1 ０４２－４６４－１３１１
西東京市福祉事務所（田無庁舎） 188-8666 東京都西東京市南町5-6-13 ０４２－４６４－１３１１
福生市福祉事務所 197-8501 東京都福生市本町5 ０４２－５５１－１５１１
狛江市福祉事務所 201-8585 東京都狛江市和泉本町1-1-5 ０３－３４３０－１１１１
東大和市福祉事務所 207-8585 東京都東大和市中央3-930 ０４２－５６３－２１１１
清瀬市福祉事務所 204-8511 東京都清瀬市中里5-842 ０４２－４９２－５１１１
東久留米市福祉事務所 203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1 ０４２－４７０－７７７７
武蔵村山市福祉事務所(第一グループ) 208-8501 東京都武蔵村山市本町1-1-1 ０４２－５６５－１１１１
武蔵村山市福祉事務所(第ニグループ) 208-0012 東京都武蔵村山市緑ヶ丘1460-1104号 ０４２－５９０－２２３０
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多摩市福祉事務所 206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 ０４２－３７５－８１１１
稲城市福祉事務所 206-8601 東京都稲城市東長沼2111 ０４２－３７８－２１１１
羽村市福祉事務所 205-8601 東京都羽村市緑ケ丘5-2-1 ０４２－５５５－１１１１
あきる野市福祉事務所 197-0814 東京都あきる野市二宮350 ０４２－５５８－１１１１


