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………………………… (生保)170

受動喫煙に関する取組

重度心身障害者手当

……………………91
………… 101･277･278

重度身体障害者グループホーム
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障害福祉サービス等

小規模住居型児童養育事業
小規模多機能型居宅介護
小規模保育事業

…………… 147
…………………78

………………………… 137
………………… 231

…………………… (厚年)197

小児精神障害者入院医療費助成

(障害者)91
…… 140
……… 110

(都立)小児総合医療センター
こころの電話相談室

小児慢性特定疾病医療費助成

………… 144

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

…………………………41

(警視庁)少年相談係･少年センター

……………………… 125

(東京都)消費生活総合センター

障害者控除

自立支援センター
自立生活援助

… (路上生活者対策)232

………………………………92

自立相談支援機関

……………………33･298
298

シルバー人材センター
シルバーパス

……………………84

………………………………85

シルバーピア(高齢者集合住宅)事業
(東京都)人権プラザ
審査請求

145

45･310
310

…………60

……81

………………………60

人材定着･離職防止相談支援事業

………58

……………………………………62

心身障害児(者)歯科診療

310
………………45･310

相談・通報窓口

(東京都)障害者権利擁護センター

…………………………92

自立支援医療

自立支援事業(小児慢性特定疾病児童等) 145

障害厚生年金

…………… 254

………………………… 149

自立訓練(障害者)

(戦没者)215

小児救急相談(子供の健康相談室)

住宅特定改修特別税額控除

自立援助ホーム

……………………… (旧･厚年)199

……………… (国年)190･277

障害者虐待防止法に係る

(東京)ジョブコーチ(職場定着支援事業) 121

……………………… (精神通院医療)110

……… (路上生活者対策)232

41･339
339

………… 252

………………………………… 278

…………………………… (更生医療)109

障害基礎年金

…………………… 100･277

所得制限

……………… 100

巡回相談事業

障害者休養ホーム

重度障害者等包括支援

障害年金

所得控除等･住民税の非課税

……………………… (厚年)197

障害手当金

(高齢者短期入所療養介護)76

(区市町村)障害者虐待防止センター

………………………… (生保)169

障害手当(児童育成手当)

……………………… 107

………………81

住宅扶助

…………………… 122･338
338

手話通訳者の養成

………… 127

……………………81

障害者福祉会館

……… 121

ショートステイ(高齢者短期入所生活介護)76

住宅セーフティネット制度
住宅のバリアフリー化

……………… 256

障害者による地域緑化推進事業

小災害り災者応急援助

……41

…………………… (高齢者) 77

障害者に対する税の軽減

……………………… 248

(東京都)障害者IT地域支援センター

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 113

……………………90

(もくもくゼロ)

……… 211

(TOKYOチャレンジネット)
重症心身障害児(者)通所施設

………………… 248

受動喫煙防止対策に係る専門相談窓口

障害児福祉手当

離職者等サポート事業

住宅改修費

(法第3条第2項)185
出産扶助

………… 123･338
338

…………………………91

……………… 114

心身障害者(児)医療費の助成
心身障害者福祉センター
心身障害者福祉手当

………… 113

……………39･307
307

………… 100･277･278

心身障害者扶養共済制度
新生活サポート事業

……………… 101

…………………… 209

…… 344

傷病恩給

………………………………… 214

新生児聴覚検査

………………………… 140

……………………………… 252

傷病賜金

……………………… (戦没者)214

新生児訪問指導

………………………… 140

障害者差別解消の推進

………………… 103

障害者差別解消法に係る相談窓口

………42

障害者支援施設等
支援力育成派遣モデル事業

(東京)障害者職業能力開発校

……………………………… 184

(東京)消防庁救急相談センター
城北労働･福祉センター

………… 104

障害者就業･生活支援センター事業
(区市町村)障害者就労支援事業

傷病手当金

118･338
338

……… 118
…… 119･338
338

障害者自立生活支援事業
(障害者参加型サービス活用事業) …… 104

職業安定所

……… 174

……………… 233

……………………………35･305
305

(都立)職業能力開発センター
食中毒対策

…… 119･338
338

親族里親

………………………………… 146

身体障害者相談員

…………………………40

身体障害者手帳
身体障害者福祉司

……………………………98
……………………… 274

身体障害者補助犬の給付

……………… 106

……………………………… 249

(東京都)女性相談センター

…………49･310
310

女性のための健康ホットライン
女性福祉資金

…………50

…………………………… 160

す
水道･下水道料金の減免等 ……………… 266
361

（すも〜てい）

さくいん

スモン患者に対する

代理投票･点字投票
………………… 247

はり等施術費の助成

成年後見センター･

脱退手当金

リーガルサポート東京支部
税の軽減

せ
生活介護

生活困窮者自立支援制度
生活支援ハウス
生活相談

……………… (ひとり親家庭)154

生活福祉資金
生活扶助

…………………………… 207

………………………… (生保)167

生活保護制度

…………………………… 165

生活保護の状況

………………………… 164

(東京都)性感染症ナビ
生業扶助

……………… 207

……………………………80

……………………65

………………………… (生保)170

青少年リスタートプレイス

…………46･310
310

精神科患者身体合併症医療事業
精神科夜間休日救急診療事業
精神障害者一時入所事業

……… 111
………… 111

……………… 106

……………… (生活保護)172

短期入所(ショートステイ)

…………………… 219･347
347

(高齢者療養介護) 76

………………………………… 201

(障害者) 91

(東京)善意銀行
船員保険
選挙

……………………………………… 269

全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部
戦時死亡宣告

戦傷病者相談員
戦傷病者手帳

……………………………56
…………………………… 216

戦傷病者の特別援護
戦争犠牲者の援護

…………………… 216
……………………… 214

………… 112

戦没者遺族相談員

………………… 140

…………………………55

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

精神障害者等の診察、医療及び保護

戦没者等の妻に対する特別給付金

精神障害者路線バスの割引
精神通院医療(自立支援医療)

…………… 261

精神保健福祉士

専門機能強化型児童養護施設
専門点訳奉仕員の養成
専門養育家庭

………………39･307
307

総合支援資金

製造たばこ小売販売業

… (身体障害者)122

葬祭扶助

成年後見活用あんしん生活創造事業

成年後見制度推進機関

……………………51

成年後見制度等の民間専門相談機関
362

……52

聴覚障害者意思疎通支援事業

………… 108

(レファレンス)サービス

…………… 117

聴覚障害者コミュニケーション
………………………… 108

機器の貸出し

……………… 124

地域子育て支援拠点事業

……… 125

つ

……………… 133

通算遺族年金

………………… (旧･厚年)200

…………………… (高齢者)71

通算老齢年金

………………… (旧･国年)193

地域支援事業

地域生活継続支援事業
地域生活支援事業

………………… 232

…………… (障害者) 92

地域生活支援事業(ふらっとホーム事業) … 150
地域相談支援給付
地域定着支援

(旧･厚年)199
通所介護(デイサービス)

…………………76

通所リハビリテーション(デイケア)

……76

…………………………92

………………… (障害者) 92

地域における子供家庭支援システム

て

……47

地域福祉権利擁護事業

……………………52

地域包括支援センター

………………36･315
315

手当

…………………… (特別児童扶養) 99
(障害児福祉)100

地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型通所介護

(心身障害者福祉)100

…………………78

(特別障害者)101

………………………78

(重度心身障害者)101

地域密着型特定施設入居者生活介護

……78

(児童)131

…………………………… 208

地域緑化推進事業

…………… (障害者)121

(児童育成･育成)156

知的障害者相談員

…………………………40

(児童育成･障害)100

知的障害者福祉司

……………………… 274

(児童扶養)156

相談ほっとLINE＠東京

…………… 57･58

｢(東京)チャレンジオフィス｣の運営

た

………50

………………………… 32･50

…………… 109

………………………… (戦没者)215

………………………… (生保)170

……51

成年後見制度･権利擁護等の相談

弔慰金

…… 104

………… 149

そ

………… 112

(母子家庭)159

地域移行促進コーディネート事業

………………… 123

…………………………… 146

……………… 217

…………………… 264

中等度難聴児発達支援事業

…………………… (障害者)92

(特別養護老人ホーム)

精神保健福祉センター

成年後見制度

…… 215

………… 110

………………………… 275

精神保健福祉士配置促進事業

… 215

駐車禁止規制の除外

聴覚障害者のための講習会など

ち
地域移行支援

精神障害者地域移行体制整備支援事業… 112
…………… 261

55

……………………………… 215

年金給付

中国帰国者等の生活支援

聴覚障害者情報提供施設

…………………………… 216

戦傷病者戦没者遺族等援護法による

…………………… 216

中国帰国者等の援護

聴覚障害者･言語障害者のための調べもの相談

(高齢者生活介護) 76

精神障害者早期退院支援事業

…………………99

… (国年)192

……62

性暴力救援ダイヤルNaNa(ナナ)

先天性代謝異常等検査

精神障害者保健福祉手帳

(母子家庭)159
短期在留外国人の脱退一時金

(厚年)199

ワンストップ支援センター

………… 120

精神障害者都営交通乗車証

……… (身体障害者)122

(東京都)性犯罪･性暴力被害者

精神障害者社会適応訓練事業

… 111

たばこ小売販売業

………………………………… 252

税の減免など

………………………… (障害者)92

……………52

…………………… 269

……………………… (厚年)199

第１号被保険者の独自給付

(TOKYO)チャレンジネット
…………… 191

大気汚染に係る健康障害者の
医療費助成

…………………………… 245

中国帰国者相談

… 118

………… 211

……………………………56

中国帰国者等自立支援通訳員･自立指導員、
中国帰国者等生活相談員

………………56

手当等一覧
DV防止

……………………………… 277
………………………………49･152

ｔ−薬局いんふぉ

…………………………64

定期巡回･随時対応型訪問介護看護
定期利用保育事業

……78

……………………… 137
363

（でい〜ふく）

さくいん

デイケア(通所リハビリテーション)
デイサービス(通所介護)

(認知症対応型通所介護)
手帳

……76

…………………76

都立施設利用の取扱い
都立病院

………………… 267

…78

年金委員

……………………………… (愛の) 99
(精神障害者保健福祉) 99
(戦傷病者)216
(被爆者健康)246

難病医療費等助成疾病・認定
難病相談･支援センター

… 214

………… 237

……………… 244

(母子健康)139
点字出版施設
点字投票

……………………………… 124

点訳奉仕員指導者･専門点訳奉仕員の養成 … 123

……………………… (障害者) 91

同行援護

同和問題に関する専門相談

日本司法支援センター(法テラス)

…………… 148

(こんにちは赤ちゃん事業)
乳児健康診査

………… 133

…………………………… 140

乳幼児突然死症候群
（SIDS）
電話相談 … 140
認可保育所

妊産婦訪問指導
認証保育所

……………………………… 135
………………………… 140

……………………………… 136

妊娠高血圧症候群等の医療費助成
妊娠支援ポータルサイト
妊娠相談ほっとライン

…… 142

……………… 141
………………… 140

認知症疾患医療センター……………………83

特別障害給付金

………………………… 193

認知症対応型共同生活介護

特別障害者手当

………………………… 101

特例老齢年金

………………………77

………………… (旧･厚年)200

配偶者控除

ひまわり(医療機関案内サービス)
病院･施設内分教室･訪問教室

………34

(障害児)116

……………… 180

…………………………… 137
……… 281

ふ

……………………………… 252

配偶者暴力相談支援センター

……………49

……………………49･152
……………… 221

(TOKYO)働きやすい福祉の
職場宣言事業

(認知症高齢者グループホーム)

… 78･79

認知症対応型通所介護(デイサービス)
(とうきょう)認知症ナビ

…78

…………… 65･70

ファミリー･サポート･センター事業
(小規模住居型児童養育事業)

発達障害者支援センター

…………………40

母親･両親学級、育児学級

付加年金

…………… 140

ハローワーク(公共職業安定所)

……35･305
305

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口 …61

………………………… (国年)191

福祉型障害児入所施設

福祉サービス第三者評価制度
福祉サービス利用援助事業

……………… 79･87

認定こども園

…………………………… 136

被災者生活再建支援金

………………… 267

妊婦健康診査

…………………………… 139

ビデオの貸出し

51･312
312

……………66
………………51

………………… (生活の福祉)208
……………………………33･297
297

福祉情報総合ネットワーク
(とうきょう福祉ナビゲーション)
………………… 241

(東京都)ひきこもりサポートネット

都立公園の無料入場等

………………50

福祉サービス総合支援事業相談窓口

福祉事務所

Ｂ型･Ｃ型ウイルス肝炎
治療医療費助成制度

………… 127

………………… 127

福祉サービス総合支援事業

福祉資金

ひ

……… 147

………………………… 143

福祉型児童発達支援センター

………………………… 221

… 139

ファミリーホーム
不育症検査助成

職場宣言情報公表事業

都市型軽費老人ホーム

364

…………………62

病気やけがに対する給付

………………………………………70

特別児童扶養手当………………………99･277

特別養護老人ホーム

… 159

………………………… 246

は

乳児家庭全戸訪問事業

認知症

被爆者健康手帳

費用徴収基準及び利用者負担額

………………… 250

…………………………… 115

避難者の孤立化防止事業

………………………… 200

………………… 251

特別支援学校

………… 157

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ねんきんネット

都営住宅入居者の募集

…………………… 142

ひとり親家庭等医療費の助成

………………………………… 142

働きやすい福祉･介護の

… 254

……48

……… 153

…………………………………… 148

配偶者等暴力防止

…………………77

ひとり親家庭相談窓口強化事業

病児保育事業

…………………… 141

特定増改築等住宅借入金等特別控除

…………………… 155

……………………………54

…………………… 145

特定施設入居者生活介護

促進資金貸付事業

(東京都)ひとり親家庭支援センター

専用ダイヤル

乳幼児期の事故防止

……………………… (生保)171

ひとり親家庭高等職業訓練

…60･346
346

都営住宅使用料の減免

特定不妊治療費助成

…………………………… 202

乳幼児医療費の助成

……………… 261

……………54

…………………54

ねんきん定期便･ねんきんネット

………………61

都営交通の無料乗車券等

…………54･311
311

…………………………54

………………… 261

都営交通の運賃の割引

都加算援護

………………52

乳児院の家庭養育推進事業

きょう」「TOKYO」は、省略しています。

……………………54

(街角の)年金相談センター

年金担保貸付

(地域福祉権利擁護事業)

乳児院

名称の頭にある「東京都」「東京」「とう

(FAXによる)年金相談

ねんきんダイヤル

日常生活自立支援事業

入院助産

と

………………………………… 186

ねんきん加入者ダイヤル

に

………………………………… 269

点字による即時情報ネットワーク事業… 109

年金制度

………………… 200

年金相談の予約受付専用電話

…………………………… 124

点字図書館

……………………………53･310
310

年金生活者支援給付金

NASVA交通事故被害者ホットライン

……………… 155

認定試験合格支援事業

……………………………………55

年金事務所

な

(身体障害者) 98

ひとり親家庭高等学校卒業程度

ね

………………………………… 335

……57

………………… 231

……………… (障害者)126

……64

(東京都)福祉人材情報バンクシステム
「ふくむすび」 ………………………63･222
(東京都)福祉人材センター

……… 220･348
348

(東京都)福祉人材対策推進機構

… 221･348
348
365

（ふく〜よい）

さくいん

福祉・トライアルショップの展開

…… 122

(とうきょう)福祉ナビゲーション

………64

福祉の仕事イメージアップ
キャンペーン事業

…………………… 221

………………………………………… 230
福祉ホーム

ヘルプマーク

福祉用具購入費

…………………………90･103

ふくむすび(福祉人材情報バンクシステム)
………………………………………63･222
不在者投票

……………………………… 269

(母子家庭及び)父子家庭
(母子家庭及び)父子家庭
自立支援教育訓練給付金事業

……… 154

…………………48

母子家庭及び父子家庭

ほ
保育士

保育士資格取得支援事業
保育士試験

……………… 223

……………………………… 223

保育士修学資金等貸付事業
保育士養成施設

…………… 224

………………………… 223

保育所(認可保育所)

… 225

…………………… 135
……………………… 128

保育所等を利用する多子世帯への支援
保育人材確保事業

放課後等デイサービス

婦人保護施設
普通恩給

…………………………… 161

……………………… (戦没者)214

普通扶助料

…………………… (戦没者)214

不動産担保型生活資金
不妊検査等助成
不服申立て

………………………… 143
……………… 141

………………… (社会保険)202
(生保)166

扶養義務者費用徴収基準
扶養共済制度(心身障害者)
扶養控除

放送受信料の減免

……………… 288
…………… 101

………………………………… 252

222

………………… 128

法第３条第２項被保険者
ホームヘルプサービス

………………………… 232

訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員などの養成研修
訪問看護(介護保険制度)
訪問看護ステーション

………76

………………………35

民生･児童委員協力員

め
面会交流支援

………… (ひとり親家庭)154

……………………… 159

も

母子の健康診査･保健指導 ……………… 139
母子・父子自立支援員

……………………48

盲人用具の販売あっせん

母子・父子自立支援プログラム策定事業 153

盲導犬の給付

補助犬の給付

盲ろう者支援センター

…………………………… 106

補装具費の支給
…………… 114

(購入、借受け又は修理)
(東京)ボランティア･

……………… 125

…………………………… 106
……………………41

盲ろう者通訳･介助者の養成

………… 105

盲ろう者通訳･介助者の派遣

………… 104

もくもくゼロ
348
……………… 229･348

市民活動センター

(受動喫煙防止対策に係る専門相談窓口) 248

(区市町村)ボランティア相談窓口
(ボランティアセンター等)

………… 229

や
夜間こころの電話相談

ま
(家族)埋葬料

夜間対応型訪問介護

…………………… (健保)185
(法第3条第2項)185

マザーズハローワーク

……………………40
………………………78

(東京都)薬局機能情報提供システム
ヤング･テレホン･コーナー

……………54･311
311

ゆ

…………………76

マル子(義務教育就学児医療費助成) …… 145

郵便料金等の減免

マル障(心身障害者(児)医療費助成)

有料道路通行料金の割引

……………………82

フレンドホーム

(東京都)保健医療公社

………………… 335

保健医療情報センター

………………34･305
305

マル乳(乳幼児医療費助成)

… 113

…………… 145

有料老人ホーム

……………………… 267
……………… 263

……………………………80

(とうきょう)ユニバーサルデザインナビ

…………………76

…………………………34

……64

………………45

……………………50

街角の年金相談センター

………………………………76

保健医療福祉相談

……………………36

マル親(ひとり親家庭等医療費助成) …… 157

……………………… (障害児)116

訪問入浴介護

民生委員･児童委員

…………… 226

訪問リハビリテーション

366

母子生活支援施設

(ひとり親家庭)159
ホームレス対策

……… 174

……………………… 218

…………………………… 139

…60･346
346

……… (高齢者) 76

ふらっとホーム事業(地域生活支援事業) 150
………………………… 147

母子健康手帳

……………… 178

法テラス(日本司法支援センター)

訪問教育

民間社会福祉事業

……………………… 266

………………… 209

不妊･不育ホットライン

138

……………………… 222

(母子及び)父子福祉資金

……………… 157

(東京)民間救急コールセンター

…… 155
……… 154

自立支援教育訓練給付金事業

…………………………………… 274

(東京都)保育人材･保育所支援センター

…………………………………50

………………… 157

………………………… 263

民営バスの割引

母子家庭及び父子家庭

(母子･)父子自立支援プログラム策定事業 153
婦人相談員

……………………… 165

高等職業訓練促進給付金等事業

保育所等訪問支援

(母子･)父子自立支援員

保護の申請と決定

… 103

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
…… 155

高等職業訓練促進給付金等事業

……………… 110

……………………34･301
301･304
304

母子及び父子福祉資金

ヘルプマーク･ヘルプカードの推進

…………… 219･347
347

………………… (高齢者) 77

保健センター

103

……………… 229

……………… (高齢者) 77

福祉用具貸与

…………… 103

(区市町村)ヘルプマーク活用推進事業

…………………… (障害者)106

(東京都)福祉保健財団

301･304
304
……………………………33･301

保健所精神保健福祉事業

ヘルプカード活用促進事業

(東京都)福祉のまちづくり整備基準適合証
福祉のまちづくりの推進

保健所

へ

64

み
未帰還者の留守家族の援護
未熟児訪問指導

…………… 216

………………………… 140

よ
4152(よいこに)電話相談

…………………44
367

（よう〜わか）
養育医療の給付

………………… (子供)144

老人福祉指導主事

……………………… 273

養育家庭(里親)

………………………… 146

老人福祉センター

…………………………86

養育費面談

…………… (ひとり親家庭)154

養護児童グループホーム
養護老人ホーム

……………… 149

……………………………86

養護老人ホームの費用徴収基準

…………………………………86

労働相談(東京都ろうどう110番)
朗読奉仕員指導者の養成

………59

……………… 124

……… 287

老齢基礎年金

…………………… (国年)188

…………………………… 147

老齢厚生年金

…………………… (厚年)195

養子縁組里親

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要約筆記者の養成
予防接種

老人ホーム

209

老齢年金

……………………… (旧･国年)193

……………………… 107

………………………………… 248

(旧･厚年)199
老齢福祉年金

…………… (旧･国年)193･277

路上生活者(ホームレス)対策

………… 232

ら
来日外国人女性の緊急保護事業

……… 161

LINE相談

わ
若者しごとホットライン

｢子ゴコロ･親ゴコロ相談＠東京｣

……44

…………………59

(東京都)若者総合相談センター
「若ナビα」57

り
離婚時における厚生年金分割
離婚前後の法律相談
利子等の非課税

………… 198

… (ひとり親家庭)154

………………………… 254

療育給付

………………………… (子供)143

療育相談

………………………………… 140

利用者支援事業

………………… (子供)134

療養介護

……………………………………92

療養病床

……………………………………83

臨時特例つなぎ資金貸付

……………… 209

────略語の説明────
（旧・厚年）……………旧厚生年金保険

れ

（旧・国年）…………………旧国民年金
（健保）…………………………健康保険

連携型専門ケア機能モデル事業

……… 149

（厚年）……………………厚生年金保険
（国年）…………………………国民年金

ろ
労災保険
老人クラブ

………………………………… 204

368

…………………………………85

（国保）……………………国民健康保険
（生保）…………………………生活保護
（船保）…………………………船員保険

