
　     みたか社協　福祉サービス早見表　よくあるお問い合わせに答えよう！
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ情報源情報源情報源情報源

　　　　　　　　　　社協代表  0422-46-1108　　　市役所代表  0422-45-1151

キーワードキーワードキーワードキーワード
　 社協の担当係

移送移送移送移送サービスサービスサービスサービス 福祉タクシー(障がい者手帳保持者対象)、リフト付きタクシー(高齢者，重度身体障がい者対象)

（一般のタクシー会社でも福祉車輌を保有しているところあり）

会員制（年会費あり）　　事前に会員登録が必要

医療医療医療医療 病院を紹介してほしい

往診してほしい

休日・２４時間診療について 東京都保険医療情報センター　03-5272-0303 コンピュータによる自動応答サービス

高額医療費について (市)保険課

NPONPONPONPO・・・・市民活動市民活動市民活動市民活動 参加したい・作りたい

　 連絡先を教えて

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

みたかハンディキャブ　0422-41-0185

(市)高齢者支援室

プラスプラスプラスプラスαααα情報情報情報情報

三鷹市医師会　0422-47-2155
東京都医療機関案内サービスひまわり

(市)市民協働センター　0422-46-0048
(都)東京ボランティア・市民活動センター　03-3235-1171

ココにココにココにココに載載載載ってるってるってるってる よくあるよくあるよくあるよくある問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

利用したい

ア
　
行

　 連絡先を教えて

どんな活動をしているのか

介護保険介護保険介護保険介護保険 制度を知りたい

　在宅サービス係 認定調査について

サービスを利用したい

介護用品介護用品介護用品介護用品（（（（福祉機器福祉機器福祉機器福祉機器）））） 買いたい

　在宅サービス係 借りたい

不用品引き取り 介護ベッドなどの不用品をリサイクル販売したり、販売業者が引き取る場合あり。

紙紙紙紙おむつおむつおむつおむつ 売っているところを知りたい 市内の薬局、ドラックストア等で購入可 税控除を受けられる場合あり

支給について (市)高齢者支援室 非課税世帯で要介護度４以上は支給制度あり

東京ボランティア・市民活動センター　03-3235-1171 ボランティア活動団体等への寄付

東京善意銀行　03-5283-6890 福祉施設等への寄付

衣料品（中古）を寄付したい むうぷ舎新川 0422-44-7507 リビングハウスマム 0422-41-8758 NPO法人NGOリサイクル環境組合(中古衣料を販売した資金でフィリピンへ支援物資を送っている)

物品寄付がほしい (市)生活経済課 不要品情報コーナー(市役所、リサイクル市民工房、井の頭コミセン、消費者活動センター内)

高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設 利用したい (市)高齢者支援室 介護保険認定調査を受ける必要あり

((((老人老人老人老人ホーム・デイサービスホーム・デイサービスホーム・デイサービスホーム・デイサービス）））） 働きたい ハローワーク、東京都福祉人材センター　03-5211-2860 ハローワーク三鷹　0422-47-8609

(都)東京ボランティア・市民活動センター　03-3235-1171

(市)高齢者支援室、地域包括支援センター

各取扱業者へ

寄付寄付寄付寄付((((物品物品物品物品）））） 三鷹市社会福祉協議会　0422-46-1108 三鷹市社会福祉協議会への寄付

カ
行

寄付をしたい

((((老人老人老人老人ホーム・デイサービスホーム・デイサービスホーム・デイサービスホーム・デイサービス）））） 働きたい ハローワーク、東京都福祉人材センター　03-5211-2860 ハローワーク三鷹　0422-47-8609

ボランティアしたい みたかボランティアセンター　0422-76-1271

交流の場について (市)子ども家庭支援センター　のびのびひろば　0422-40-5925 子ども、家庭に関する市の拠点施設。３歳までの親子が遊べる。予約・登録不要。

　  　　　　　　　　　　　　すくすくひろば　0422-45-7710 ３歳までの親子が遊べる。予約・登録不要。

　地域福祉係 (市)親子ひろば　つくつくひろば　03ｰ5384-2441 乳幼児の親子が遊べる

　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　 ハミング　0422-39-3177 　　　　　〃

(市)総合保健センター　0422-46-3254 妊婦、乳児等の健康相談等

(市)子ども家庭支援センター　のびのびひろば　0422-40-5925 トワイライト、ショートステイ、育児支援ヘルパー相談・申請

(市)みたかファミリー・サポートセンター　0422-76-6817

サークルを作りたい 子育てコンビニ　0422-41-7021

取得したい

　＊社会福祉士、介護福祉士 社会福祉振興・試験センター　03-3486-7511

　＊ケアマネジャー 財団法人東京都福祉保健財団　03-5206-8735

　＊ヘルパー養成研修等 東京都訪問介護員養成研修等指定一覧 都の指定を受けたヘルパー研修実施事業者をみることができる

働きたい

資格の内容について
　　福祉のお仕事　　ハローワーク三鷹　0422-47-8609

相談したい

東京都福祉人材センター　03-5211-2860、ハローワーク

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援

育児サポート

サ
行

資格資格資格資格

資格の内容について

職業訓練校に行きたい (社協)生活支援係　生活安定応援窓口 就職チャレンジ支援のご案内

助成金助成金助成金助成金 東京都共同募金会　03-5292-3183【配分担当直通】

　地域福祉係＆ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 東京ボランティア・市民活動センター　03-3235-1171

シルバーパスシルバーパスシルバーパスシルバーパス
いつ・どこでもらえるか 小田急バス武蔵境営業所　0422-31-6191 70歳以上の方は、小田急バス営業所または案内所で購入できる。

生活資金生活資金生活資金生活資金のののの相談相談相談相談 資金を借りたい (社協)生活支援係 　　生活福祉資金貸付のごあんない

　生活支援係 　＊母子家庭 (市)子育て支援室 （都）母子福祉資金、女性福祉資金の窓口。20歳未満の子を扶養している母子家庭対象。

　＊その他 (市)生活経済課 勤労者等生活資金融資あっせん

学費を借りたい (社協)生活支援係 　　生活福祉資金貸付のごあんない

　＊高専、大学 独立行政法人日本学生支援機構　0570-03-7240

　＊私立高校 東京都私学財団　03-5206-7921

　＊母子家庭 (市)子育て支援室 （都）母子福祉資金、女性福祉資金の窓口。20歳未満の子を扶養している母子家庭対象。

教育費の援助について (市)学務課  経済的理由で就学が困難な市立の小中学校に在学する児童・生徒の保護者対象

学習塾費、大学等受験費用を借り
たい

(社協)生活支援係　生活安定応援窓口 チャレンジ支援貸付のご案内

助成を受けたい

たい
(社協)生活支援係　生活安定応援窓口 チャレンジ支援貸付のご案内



キーワードキーワードキーワードキーワード
　 社協の担当係

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 プラスプラスプラスプラスαααα情報情報情報情報ココにココにココにココに載載載載ってるってるってるってる よくあるよくあるよくあるよくある問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

生活保護生活保護生活保護生活保護
申請したい (市)生活福祉課

成年後見成年後見成年後見成年後見
　生活支援係

相談機関相談機関相談機関相談機関 (市)相談・情報センター　0422-45-1151【内線2215】

　法律･･･生活支援係 (社協)権利擁護センターみたか　0422-46-1203

　介護等･･･在宅サービス係 東京多摩いのちの電話　042-328-4343【法律相談直通】 毎月第１・３火曜日　16:00～18:00

(市)相談・情報センター　0422-45-1151【内線2215】

(市)総合保健センター　0422-46-3254

東京多摩いのちの電話　042-327-4343（10時～21時） 東京いのちの電話　03-3264-4343（24時間対応）

(市)高齢者支援室

(市）総合保健センター　0422-46-3254【直通】 介護予防・健康づくり相談および事業実施介護

カウンセリング・精神保健

法律

　　権利擁護センターパンフレット利用したい、制度を知りたい (社協)権利擁護センターみたか　0422-46-1203
サ
行
続
き

(市）総合保健センター　0422-46-3254【直通】 介護予防・健康づくり相談および事業実施

市内各地域包括支援センター、在宅介護支援センター

精神科・心療内科情報 東京都医療機関案内サービスひまわり

よろず相談 (市)相談・情報センター　0422-45-1151【内線2215】

相談機関一覧 　　　東京都福祉の手引き

障害年金を受けたい (市)地域福祉課

年金を確認したい 武蔵野社会保険事務所　0422-56-1411

入浴入浴入浴入浴 銭湯の場所について 　　タウンページ 老人福祉センターに高齢者用お風呂あり。（コミュニティセンターによってはお風呂設置有）

お風呂入浴券について (市)高齢者支援室 ６５歳以上で原則住民税非課税の方が対象

寄付（物品等の）をしたい

　福祉関係のリサイクルショップ リビングハウスマム　0422-41-8758  むうぷ舎新川 0422-44-7507

　地域福祉係or 　福祉施設等のバザー 三鷹ひまわり共同作業所、アクティビティセンターはばたけ、みたか街かど自立センター、朝陽学園→詳細は各施設へ

　　ボランティアセンター 開催情報 ボランティアセンター【ふろしき市】、(市)消費者活動センター、コミュニティセンターでも開催する場合あり

福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設・・・・団体連絡先団体連絡先団体連絡先団体連絡先
知りたい 　　東京都福祉の手引き

ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー 来てほしい・利用したい (市)高齢者支援室　　(市)地域福祉課

バザー ・フリーマーケッバザー ・フリーマーケッバザー ・フリーマーケッバザー ・フリーマーケッ
ト・リサイクルト・リサイクルト・リサイクルト・リサイクル

ハ
行

ナ
行

年金年金年金年金

ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー 来てほしい・利用したい (市)高齢者支援室　　(市)地域福祉課

　在宅サービス係 働きたい 東京都福祉人材センター　03-5211-2860、ハローワーク 新聞折り込み求人広告、求人雑誌にも情報あり

苦情を言いたい (市)高齢者支援室 サービス事業者の苦情は東京都国民健康保険団体連合会でも受付　03-6238-0177

保育園保育園保育園保育園
入りたい (市)子育て支援室 　　　　　市立保育園入園申し込みに必要な書類をダウンロードできる

ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動 ボランティアしたい ボランティアコーディネーターによるコーディネート

　ボランティアセンター ボランティアに来てほしい

ボランティアを学びたい

ボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループ 参加したい・作りたい

　ボランティアセンター 連絡先を教えて

どんな活動をしているのか

ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険
　ボランティアセンター

老人給食老人給食老人給食老人給食 利用したい

ボランティアしたい

入りたい 　　ボランティア保険のご案内

ラ
行 (市)高齢者支援室

ボランティアしたい

◎その他の連絡先（自分が必要な連絡先等を記入） ◎社協の事業　よくあるお問合わせ

名称 住所 電話 キーワード

●会員会費 ●話相手

　会費とは？／入退会／使いみち 　来てほしい／したい

●会議室利用 総務係 ●募金

●学童保育所 総務係 　募金したい／使いみち

●切手・カード収集 ●ほのぼのネット

●寄付金・物品寄付 ●ボランティア講座

●車いす ●老人クラブ 地域福祉係

　日常生活で利用

　学習で利用 ●子育てサロン

●災害義援金 ●老人福祉センター

平成２１年９月１日現在

地域福祉係

担当係

在宅サービス係

総務係

地域福祉係

担当係キーワード

ボランティアセンター

ボランティアセンター

　地元のクラブを知りたい／入会

在宅サービス係or
ボランティアセンター

総務係

地域福祉係

ボランティアセンター総務係

●災害義援金 ●老人福祉センター

※ＴＶＡＣ＝Tokyo Volunteer Action Center （東京ボランティア・市民活動センター） 　寄付したい／使い道 ●老人レジャー農園

総務係
地域福祉係

地域福祉係


