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文京総合福祉センター

巻石通り

文京総合福祉センター

（平成 27 年 4 月 1 日から）

文京区小日向二丁目 16 番 15 号文京区福祉部障害福祉課
発行／令和 2 年 9 月

印刷物番号：E0320022
再生紙を使用しています。

　文京総合福祉センター建設に伴い
出土した神田上水白堀跡遺構（幕末～
明治）を１階正面入口左側に復原して
展示しています。
　出土した遺構は胴木と石積み垣で、
川底と片方の側面部分です。

神田上水白堀（しらほり）跡
遺構【復原】

地域防災への対応
　文京総合福祉センターは、防災備蓄倉庫、かまどベンチ、マンホールトイレなどが設置されて
います。また、4階の文京福祉センター江戸川橋は、隣接する江戸川橋体育館と併せて非常時
の際の避難所として利用されます。

交通アクセス

※ 駐車場の用意はありません。お車でのご来場はご遠慮ください。

・東京メトロ　有楽町線　「江戸川橋」４番出口徒歩４分
・都バス　上６９・飯６４系統　「石切橋」　徒歩３分
・都バス　上５８系統　「江戸川橋」徒歩８分
・Ｂーぐる　目白台・小日向ルート　６・２１番　「文京総合福祉センター」徒歩０分

障害者基幹相談支援センター 1 階

障害者支援施設 リアン文京 1～3 階

文京福祉センター江戸川橋 ４階

子育てひろば江戸川橋 3 階

子どもショートステイ 3 階

  施　　設　　名  設置者・設置所管課

 文京福祉センター江戸川橋 高齢福祉課

 子育てひろば江戸川橋 子育て支援課 

 子どもショートステイ・トワイライトステイ 子育て支援課 

 障害者支援施設　リアン文京 社会福祉法人　武蔵野会

 障害者基幹相談支援センター 障害福祉課

※リアン文京は、社会福祉法人武蔵野会が運営します。他の施設は、
　武蔵野会を含む社会福祉法人に委託または指定管理者制度により
　運営します。
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１階 障害者基幹相談支援センター
 障害者支援施設 リアン文京

地下１階 機械室・倉庫

各階平面図 地上４階・地下１階　　延べ床面積　8022.81㎡文京福祉センター江戸川橋（地域福祉振興施設）

　地域福祉の振興を目的に、視聴覚室、地域活動室Ａ・Ｂ・Ｃ、
料理教室、多目的室の貸出しを行います。
　また、老人福祉センターの学習室、トレーニングルームは、
夜間の貸出しを行います。
　利用時間：午前９時から午後９時30分まで
　休 館 日：年末年始

　電話：03-5940-2901
　ホームページ：http://care-net.biz/13/lien/

４階

障害者基幹相談支援センター

　知的障害・身体障害・精神障害・難病などの障害のある方
に、社会福祉士等の専門相談員が相談支援や障害福祉サー
ビスの利用支援等の総合相談を行い、地域における相談支
援活動の拠点としての役割を担います。
　利用時間：午前９時から午後６時まで
　　　　　  （土曜日は午後５時まで）
　休 館 日：日曜日・祝日・年末年始

　電話：03-5940-2903
FAX：03-5940-2904

1階

障害者支援施設 リアン文京

指定管理者：社会福祉法人 武蔵野会

障害児通所支援　放課後等デイサービスびおら

　対象：知的障害及び身体障害等のある就学後の18歳未満
　内容：日常生活上の支援やレクリエーションなどの居場所

づくり
　リアン文京 電話：03-5940-2822

3階
運営：社会福祉法人 武蔵野会

子どもショートステイ・トワイライトステイ

　満２歳から小学６年生までの子どもを対象に、保護者が仕
事・病気等の理由により一時的に子どもを自宅で保育するこ
とが困難になった場合に、宿泊を伴う一時預かり・夜間の
時間帯の一時預かりを行います。

　子育て支援課 電話：03-5803-1256

3階
運営委託：社会福祉法人 武蔵野会

子育てひろば江戸川橋

　保護者と就学前の乳幼児が、一緒に安心して遊びながら、
他の親子との情報交換や交流が図れる場です。
　専門指導員が常時勤務していますので、「子育て」について
お気軽にご相談ください。
　利用時間：午前10時から午後４時まで
　　　　　  夏期（7月1日～ 8月31日）は午後５時まで
　休 館 日：祝日・年末年始

　電話：03-5940-2909

3階
運営委託：社会福祉法人 武蔵野会

運営委託：復生あせび会・文京槐の会共同事業体

運営：社会福祉法人 武蔵野会
　障害のある方々が、自立した日常生活または社会生活を営
むことができるよう各種障害福祉サービスを行います。

き   らく   

◆短期入所・日中短期入所 【３階】　短期入所ユニット気楽
　対象：知的障害者及び身体障害者等
　内容：短期間の入所による生活支援
◆軽度障害者入浴 【３階】
　対象：軽度の障害や変形等のため公衆浴場の利用が困難な方
　内容：定期的に浴室の提供   

れん　  きずな　  ゆい　  なごみ   

◆施設入所支援 【２～３階】　生活ユニット連・絆・結・和
　対象：知的障害者及び身体障害者等
　内容：居住施設において夜間や休日の生活支援
◆地域活動支援センターⅠ型【２階】
　対象：障害者（児）及び医療的ケア児
　内容：創作活動・各種機能訓練・余暇支援・社会体験（医

療的ケア児）・地域交流の促進及び福祉講座など
◆生活介護 【１～２階】
　対象：知的障害者及び身体障害者
　内容：日常生活の身体介助サービスや機能訓練、創作活動など
◆就労継続支援［Ａ型・Ｂ型］【１階】
　対象：一般企業等への雇用が困難な障害者
　内容：働く場及び生産活動の機会の提供など

　電話：03-5940-2822
　ホームページ：http://www.team-lien.com

1～3階

２階 障害者支援施設 リアン文京

３階 子育てひろば江戸川橋
 子どもショートステイ
 障害者支援施設 リアン文京

４階 文京福祉センター江戸川橋

　地震等による災害が発生し、家屋の倒壊・消失等によ
り避難が必要となった際に、一般の避難所では生活が困
難な障害者の方が安全に生活できるよう、福祉避難所を
設置・運営します。

福 祉 避 難 所

文京福祉センター江戸川橋（老人福祉センター）

　区内に住所を有する満60歳以上の方を対象に、介護予防、
健康相談、入浴サービス等の各事業を行います。
　また、高齢者の交流の場として、学習室、トレーニングルー
ムの貸出しを行います。
　利用時間：午前９時から午後５時まで
　休 館 日：年末年始

　電話：03-5940-2901
　ホームページ：http://care-net.biz/13/lien/

４階
指定管理者：社会福祉法人 武蔵野会
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巻石通り

文京総合福祉センター
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文京区小日向二丁目 16 番 15 号文京区福祉部障害福祉課
発行／令和 2 年 9 月

印刷物番号：E0320022
再生紙を使用しています。

　文京総合福祉センター建設に伴い
出土した神田上水白堀跡遺構（幕末～
明治）を１階正面入口左側に復原して
展示しています。
　出土した遺構は胴木と石積み垣で、
川底と片方の側面部分です。

神田上水白堀（しらほり）跡
遺構【復原】

地域防災への対応
　文京総合福祉センターは、防災備蓄倉庫、かまどベンチ、マンホールトイレなどが設置されて
います。また、4階の文京福祉センター江戸川橋は、隣接する江戸川橋体育館と併せて非常時
の際の避難所として利用されます。

交通アクセス

※ 駐車場の用意はありません。お車でのご来場はご遠慮ください。

・東京メトロ　有楽町線　「江戸川橋」４番出口徒歩４分
・都バス　上６９・飯６４系統　「石切橋」　徒歩３分
・都バス　上５８系統　「江戸川橋」徒歩８分
・Ｂーぐる　目白台・小日向ルート　６・２１番　「文京総合福祉センター」徒歩０分

障害者基幹相談支援センター 1 階

障害者支援施設 リアン文京 1～3 階

文京福祉センター江戸川橋 ４階

子育てひろば江戸川橋 3 階

子どもショートステイ 3 階

  施　　設　　名  設置者・設置所管課

 文京福祉センター江戸川橋 高齢福祉課

 子育てひろば江戸川橋 子育て支援課 

 子どもショートステイ・トワイライトステイ 子育て支援課 

 障害者支援施設　リアン文京 社会福祉法人　武蔵野会

 障害者基幹相談支援センター 障害福祉課

※リアン文京は、社会福祉法人武蔵野会が運営します。他の施設は、
　武蔵野会を含む社会福祉法人に委託または指定管理者制度により
　運営します。
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