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＜別掲＞ 

施設入所（措置）等にかかわる担当区分「法別番号５３」 

負担者番号 ５３１３６００８ については下記のとおりです。 

（下四けた６００８以外の負担者番号は、区市町村で取扱っている番号です。） 

 

区   分 主   管   課 
電話番号 

（直通） 

都庁代表 

5321－1111 

（内線） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

福祉保健局 少子社会対策部  

育成支援課 児童施設担当 
5320-4122 32-651～4 

乳児院 

児童養護施設 

（旧虚弱児施設） 

里親 

ファミリーホーム 

福祉保健局 少子社会対策部 

育成支援課 里親担当 
5320-4135 32-631～4 

一時保護所 
福祉保健局 少子社会対策部  

家庭支援課 児童相談所運営担当 
5320-4127 32-761～4 

福祉型障害児入所施設 
福祉保健局 障害者施策推進部 

施設サービス支援課 児童福祉施設担当 

 

5320-4374 

 

33-113 

医療型障害児入所施設 
福祉保健局 障害者施策推進部 

施設サービス支援課 児童福祉施設担当 
5320-4374 33-114 

入院助産 
福祉保健局 少子社会対策部  

家庭支援課 母子医療助成担当 
5320-4375 32-671～3 
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公費負担医療費制度の所管一覧 

法別 

番号 
区       分 所       管 

電話番号 

（直通） 

１０ 
感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律 

一般医療 都内市町村の区域内 

福祉保健局 感染症対策部  

防疫・情報管理課 結核担当 

特別区（23区）及び保健所政令市の区域内 

各区市役所 結核医療担当課 

 

5320-4483 

 

９３ （都単独部分） 

１１ 
入院勧告 

（措置） 

１２ 生活保護法 

医療扶助 
福祉保健局 生活福祉部 保護課 

医療担当 
5320-4065 

介護扶助 
福祉保健局 生活福祉部 保護課 

介護担当 
5320-4059 

１３ 
戦傷病者特別援護法  

療養給付 福祉保健局 生活福祉部 計画課   

援護恩給担当 
5320-4078 

１４ 更生医療 

１５ 障害者総合支援法 更生医療 
福祉保健局 障害者施策推進部  

施設サービス支援課 調整担当 
5320-4146 

１６ 障害者総合支援法 育成医療 
福祉保健局少子社会対策部 

家庭支援課母子医療助成担当 

5320-4375 

１７ 児童福祉法 療育給付 

都内市町村の区域内 

福祉保健局 少子社会対策部 

家庭支援課 母子医療助成担当 

特別区（23区）及び保健所政令市の区域内 

各区市役所 保健衛生主管課 

１８ 原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律 

認定疾病医療 福祉保健局 保健政策部  

疾病対策課 被爆者援護担当 
5320-4473 

１９ 一般疾病医療 

２０ 
精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律 
措置入院 

福祉保健局 障害者施策推進部 

精神保健医療課 医療担当 
5320-4462 

２１  

障害者総合支援法 

精神通院医療 

認定について 

福祉保健局 

中部総合精神保健福祉センター 

事務室 自立支援医療担当 

制度について 

福祉保健局 障害者施策推進部 

精神保健医療課 生活支援担当 

 

 

 

3302-7871 

 

 

5320-4464 

９３ （都単独部分） 

２２ 
麻薬及び向精神薬取

締法 
入院措置 

福祉保健局 健康安全部  

薬務課 麻薬対策担当 
5320-4505 

２３ 母子保健法 養育医療 
福祉保健局 少子社会対策部 

家庭支援課 母子医療助成担当 
5320-4375 

２４ 障害者総合支援法 
療養介護 

医療 

福祉保健局 障害者施策推進部  

施設サービス支援課  

障害者支援施設担当 

児童福祉施設担当 

5320-4156 

5320-4374 

２５ 
中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支

援に関する法律 

支援給付 

福祉保健局 生活福祉部 計画課 

中国帰国者対策担当 
5320-4084 

１２ 

介護支援給付に

おける介護保険

被保険者以外 
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法別 

番号 
区       分 所       管 

電話番号 

（直通） 

２８ 感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律 

１類・２類・

新型インフ

ルエンザ等 

感染症 

都内市町村の区域内 

福祉保健局 感染症対策部 

計画課 指導調整担当 

特別区（23区）及び保健所政令市の区域内 

各区市役所 感染症医療担当課 

5320-4381 

２９ 新感染症 

５４ 

難病の患者に対

する医療等に関

する法律 

指定難病 
認定について 

福祉保健局 保健政策部 

  疾病対策課 難病認定担当 

制度について（法別番号３８以外） 

福祉保健局 保健政策部 

  疾病対策課 疾病対策担当 

制度について（法別番号３８） 

福祉保健局 保健政策部 

  疾病対策課 疾病対策推進担当 

 

 

 

 

5320-4472 

 

 

5320-4471 

 

 

5320-4476 

８３ 都単独疾病 ○都 

５１ ○都国の研究事業対象疾病 

８２ ○都難病等(人工透析を要する腎
じ ん

不全) 

３８ 
○都Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎医療費助成制度 

○都肝がん・重度肝硬変治療研究事業  

５２ 児童福祉法 小児慢性特定疾病 

福祉保健局 少子社会対策部 

家庭支援課 母子医療助成担当 

（八王子市及び児童相談所設置市を除く。）  

5320-4375 

５３ ○児児童福祉法 別掲（P33を参照してください。） 

７９ 児童福祉法 
福祉保健局 障害者施策推進部  

施設サービス支援課 児童福祉施設担当  
5320-4374 

８０ ○障心身障害者(児)医療費助成制度 
福祉保健局 保健政策部  

医療助成課 助成担当       
5320-4571 

８１ 被爆者介護保険利用等助成制度 
福祉保健局 保健政策部 

 疾病対策課 被爆者援護担当 
5320-4473 

８１  ○親ひとり親家庭等医療費助成制度 
福祉保健局 保健政策部  

医療助成課 医療助成担当      
5320-4282 

８２ ○都小児精神病 

認定について 

福祉保健局 

中部総合精神保健福祉センター 

事務室 精神障害者福祉手帳担当 

制度について 

福祉保健局 障害者施策推進部 

精神保健医療課 生活支援担当 

3302-7739 

 

 

 

5320-4464 

８２ ○都被爆者の子に対する医療 
福祉保健局 保健政策部 

  疾病対策課 被爆者援護担当 
5320-4473 

８２ ○都大気汚染関連疾病 
福祉保健局 健康安全部  

環境保健衛生課 環境保健担当 
5320-4491 

８７ ○都、○区妊娠高血圧症候群等 

都内市町村の区域内 

福祉保健局 少子社会対策部 

家庭支援課 母子医療助成担当 

特別区（23区）及び保健所政令市の区域内 

5320-4375 
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各区市役所 保健衛生主管課 

法別 

番号 
区       分 所       管 

電話番号 

（直通） 

８８ 
○乳乳幼児医療費助成制度 

福祉保健局 保健政策部  

医療助成課 医療助成担当 
5320-4282 

○子義務教育就学児医療費助成制度 

８９ ○青高校生等医療費助成制度 

 


