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は じ め に

新型コロナに打ち克ち、誰もがいきいき生活し、活躍できる東京を目指して！
　新型コロナウイルス感染症との闘いが続く中、東京都においても、感染拡大防止と社会経済
活動の両立や、有事における医療提供体制の在り方、生活困窮者等へのセーフティネットの構
築など、都民の暮らしに直結する様々な課題が投げかけられています。
　一方、我が国では現在、かつて経験したことのないほど急速に少子高齢化が進行しており、
東京においては団塊の世代が75歳以上になる令和７年をピークに人口は減少に転じ、令和17 
年には４人に１人が高齢者になると見込まれています。
　また、東日本大震災や熊本地震、令和元年10月に発生した台風第19号等の経験から、災害時
における医療機能の確保や、高齢者・障害者等の災害時要配慮者への支援などの取組の重要性
が指摘されています。

　このような中で、将来にわたって都民が安心して生活できる社会を実現するためには、これ
までの事業実施の成果を踏まえ、中長期的な視点に立って福祉・保健・医療サービスの充実に
取り組むとともに、社会経済環境の急激な変化や震災等の緊急・突発的な事態にも迅速かつ的
確に対応し、実効性のある施策の展開を図る必要があります。
　そのため、令和４年度は、次のような施策を重点的に進めていきます。

　第一に、子供家庭、高齢者、障害者、生活福祉分野では、地域での自立した生活を支える施
策を進めます。保育サービスの充実や児童相談体制の強化、地域包括ケアシステムの構築や高
齢者の多様なニーズに応じた施設や住まいの整備、障害者が地域で安心して暮らすための基盤
等の充実、低所得者・離職者等の生活の安定に向けた支援、福祉人材の確保・定着・育成への
取組の充実などに取り組んでいきます。

　第二に、保健・医療分野では、質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境
の実現を目指して施策を進めます。在宅療養環境の整備、救急・災害医療、小児・周産期医療
などの医療提供体制の整備やそれを支える医療人材の確保と質の向上に取り組みます。
　また、がん検診受診率の向上に向けた取組など健康づくりの推進、受動喫煙防止対策、総合
的な自殺対策の推進などに取り組んでいきます。

　第三に、健康安全分野では、多様化する健康危機から都民を守る施策を進めます。新型コロ
ナウイルス感染症をはじめとする感染症対策、危険ドラッグ等の排除、食品・医薬品・生活環
境・飲用水等の安全確保などに取り組んでいきます。

　こうした施策以外にも、広域的な視点から、都民ニーズを捉えた様々な施策を、民間・地域・
行政の力を最大限に活用しながら、効率的・効果的に推進します。
　都は、今後とも、大都市「東京」にふさわしい、福祉・保健・医療施策を積極的に展開し、
都民の生命を守り誰もが安心して、いきいき生活し、活躍できる都市の実現に向けて取り組ん
でいきます。

令和４年９月　東京都
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本書の御利用に当たって

○ 　本書は、都の社会福祉の各制度や保健・医療分野の事業、福祉サービス等の利用手続、相
談機関、施設一覧等の最新情報を掲載しています。

〇 　本書に掲載している制度は、①都が実施しているもの、②都の支援を受けて区市町村や民
間団体が実施しているサービスが中心です。区市町村によっては独自の事業を実施したり、
都の事業を拡大したり、又は事業を実施していない場合もあります。

〇 　本書は、令和４年４月１日現在を基本に作成しています。ただし、発行時までに変更のあっ
た内容は最新のものに更新しています。

〇 　新型コロナウイルス感染症等の影響により、各施設や相談窓口等の受付時間等が変更にな
る場合があります。

〇 　各制度は原則として都内居住者を対象としているため、対象者の要件から「都内に住所が
あること」を省略しています。
　　また、「都内に通勤・通学していること」を省略している場合があります。

〇　各項目の末尾には、原則として当該制度に関する都の所管課を掲載しています。

〇 　本書では、「平日」は月曜日から金曜日までを指します。
　　また、「休日」は「国民の祝日に関する法律」に規定する休日を指します。

〇 　所在地一覧には、都立施設や行政機関を中心に掲載しています。各福祉施設等は、福祉保
健局ホームページや「とうきょう福祉ナビゲーション」を御覧いただくか、福祉事務所、区
市町村、都の所管課へお問合せください。

〇 　東京区部の市外局番（０３）を省略しています。

○「社会福祉の手引」について、御意見をお寄せください。利用する皆様方の声で、
　本書をより良いものにしたいと思います。
　（宛先）〒163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
　　　　東京都福祉保健局総務部総務課広報担当
　　　　☎ ５３２０－４０３２（直通）　内線３２－１４１
　　　　FAX ５３８８－１４００
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◎『東京の福祉保健』（毎年４月発行）
　 　東京の福祉・保健・医療の現状と主な施策について、分かりやすく説明した
ものです。大きさはＡ４判で、約100ページです。都庁第一本庁舎３階の都民
情報ルームや都庁受付、区市町村窓口等で配布するほか、郵送もしています。
音声版も発行しています。

　　また、福祉保健局ホームページに全文を掲載しています。
　　　　　　　＊福祉保健局総務部総務課広報担当　☎５３２０－４０３２

◎『福祉保健』（毎月発行）
　 　東京の福祉・保健・医療に関するタイムリーな話題を提供するため、毎月発
行しています。大きさはＡ４判で、４ページです。

　　福祉保健局ホームページに掲載しています。
　　　　　　　＊福祉保健局総務部総務課広報担当　☎５３２０－４０３２

◎『社会福祉施設等一覧』（福祉保健局ホームページに掲載）
　 　都内の社会福祉施設等の名称、所在地、定員などを施設の種類別に編集した
ものです。

　ホームページアドレス

　�https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushi_shisetsu/shs_

list/index.html

　　　　　＊福祉保健局総務部総務課統計調査担当　☎５３２０－４０３３

東京都福祉保健局からのお知らせ

主な広報誌等



⑴ ｢東京の福祉保健 2022  分野別取組｣
東京都の取組



⑵ 東京都の福祉保健予算
　東京都の令和４年度予算は、「都政に課された使命を確実に果たし、次なるステージへと力
強く歩みを進めることで、希望ある未来を切り拓いていく予算」と位置付け、編成されました。
　福祉保健局では、都民の生命と健康を守り、地域での自立を支える利用者本位の福祉を実現
するため、大都市特有のニーズに即した様々な取組を強化するとともに、誰もがいきいきと活
躍できる都市の実現に向けた施策展開を協力に推進していくという方針で編成しました。
　この結果、福祉保健局予算は１兆6,954億9,100万円となり、東京都予算（一般会計総額７兆
8,010億円）に占める割合は21.7%となりました。
　また、「福祉と保健」に関する予算（福祉保健予算、病院に対する支出金など）の都一般歳
出に占める割合は、29.3%となっています（令和４年１月28日発表時点）。
※ ウクライナ危機を発端とする原油価格高騰等の状況を踏まえた対策を実施するため、福祉保健予算へ８億1,700
万円を補正予算として計上（令和４年３月17日発表）。
○ 一般歳出は、一般会計のうち、公債費及び特別区財政調整会計繰出金、地方消費税交付金など税の一定割合を
区市町村に交付する経費（税連動経費）などを除いた、いわゆる政策的経費のこと。

■当初予算一般歳出額と、それに占める「福祉と保健」の構成比の推移
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ご来院の患者さんへ
地方独立行政法人化後も、

これまでと変わらずに受診いただけます。

〇予約の流れや電話番号はこれまでと 
変わりません。

〇お持ちの診察券をそのままご使用い
ただけます。

〇既に予約済みの場合は、予約を取り
直す必要はありません。

法人のシンボルマーク

ーシンボルマークに込めた思いー
●東京（｢tokyo｣）の頭文字｢t｣と、病院の｢十字マーク｣に、

両腕を広げる人の姿を重ねたイメージで、都立病院
が安心の拠り所であることを表現しました。

●安心と信頼を感じさせるブルーとグリーンをベース
に、光を感じる色調で、未来へ向かって東京の医療
を支えていくことを表現しました。

都立工芸高校でデザインを学んでいる生徒が制作

都民の皆さんに
必要な医療を一層充実
　医療の質やサービスをさらに充実させ、都民の皆さ
んの生命と健康を守る役割を果たし続けていきます。
　 ・救急医療、がん治療などにおいて、重症の患者さんや合併症のある患者さん

の受け入れ体制を強化

災害等緊急時の体制を強化
　新型コロナウイルス感染症をはじめ緊急時におい
ては、都の方針の下、法人全体で率先して対応して
いきます。

　 ・14病院1施設が連携し、新型コロナウイルス感染症の変化に応じて機動的に
対応

　・今後起こり得る新興感染症や首都直下地震に対して着実に準備

地域医療の充実に貢献
　誰もが住み慣れた地域で安心して療養できるよ
う、地域医療の充実に貢献していきます。
　・地域医療機関等との連携を一層強化

　東京都では、4年7月1日に、高度･専門的医療を担ってきた都立病院（8病院）と
地域医療を強みとしてきた公社病院（6病院･東京都がん検診センター）を一体とし
て地方独立行政法人化し、地方独立行政法人東京都立病院機構※を設立しました。

※法律に基づき、東京都が100％出資して設立される法人

これまでも、これからも。変わらぬ安心、よりよい医療
7月1日、「新たな都立病院」がスタートしました

必要な医療サービスを一層向上させ、都民の皆さんを医療で支えていきます

｢新たな都立病院｣で強化する取り組み

✓

✓

✓

〈「新たな都立病院」について〉
福祉保健局都立病院支援部法人調整課　☎03-5320-5864　地方独立行政法人東京都立病院機構　☎03-5320-5812
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主な対象者別対象事業
※各事業別に、対象の条件（身体的状況、世帯の状況、所得等）がありますので、各事業の
事業説明を御覧ください。

❖ 一人暮らし高齢者（65歳以上）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・高齢者見守り相談窓口の設置（37･328㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・介護保険に係る相談（37㌻）
　・地域包括支援センター（36･315㌻） 　・老人福祉センター（86㌻）

日常生活援助
　・地域支援事業（71㌻） 　・高齢者住宅火災通報システム（72㌻）
　・高齢者救急通報システム（71㌻） 　

住宅
　・シルバーピア（高齢者集合住宅）事業（81㌻） 
　・住宅のバリアフリー化（81㌻）
　・サービス付き高齢者向け住宅事業
　　登録・閲覧制度（81㌻）

　
　・あんしん居住制度（82㌻）
　・都営住宅入居者の募集（250㌻）
　

しごと
　・授産場（85･231㌻）

施設
　・軽費老人ホーム（79㌻） 　・養護老人ホーム（86㌻）
　・有料老人ホーム（80㌻）

交通
　・高齢運転者等専用駐車区間制度（265㌻）

その他
　・老人クラブ（85㌻） 　・シルバーパス（70歳以上）（85㌻）

❖ 認知症高齢者（65歳以上）のいる世帯 主な対象事業
相談の窓口
　・成年後見制度（32･51㌻） 　・介護保険に係る相談（37㌻）
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・日常生活自立支援事業（52㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・認知症疾患医療センター（83㌻）
　・地域包括支援センター（36･315㌻）

日常生活援助
　・地域支援事業（71㌻） 　・介護保険制度で利用できるサービス（76㌻）

施設
　・特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）（77･87㌻）

住宅
　・認知症高齢者グループホーム（79㌻） 　・住宅のバリアフリー化（81㌻）

その他
　・生活福祉資金（207㌻）
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❖ 要介護高齢者（65歳以上）のいる世帯 主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・地域包括支援センター（36･315㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・介護保険に係る相談（37㌻）

日常生活援助
　・介護保険制度で利用できるサービス（76㌻）

住宅
　・住宅のバリアフリー化（81㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

医療
　・指定介護療養型医療施設（療養病床等）（77㌻） 　・訪問看護ステーション（82㌻）
　・健康増進事業（82㌻）

施設
　・介護老人保健施設（77㌻） 　・介護医療院（78㌻）
　・特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）（77･87㌻）

その他
　・生活福祉資金（207㌻）

❖ ひとり親家庭 主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・子供家庭支援センター（45･132･308㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・母子・父子自立支援員（48㌻）
　・児童相談センター・児童相談所（43･307㌻） 　・東京都ひとり親家庭支援センター（48㌻）

手当・年金・貸付
　・児童扶養手当（156㌻） 　・遺族基礎年金（190㌻）
　・児童育成手当（育成手当）（157㌻） 　・遺族厚生年金（198㌻）
　・母子及び父子福祉資金（158㌻）

日常生活援助
　・ひとり親家庭ホームヘルプサービス（159㌻）

保育
　・保育所（認可保育所）（135㌻） 　・認定こども園（136㌻）
　・認証保育所（135㌻） 　・家庭的保育事業（136㌻）

就労支援
　・母子・父子自立支援プログラム策定事業（153㌻） 　・母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業（154㌻） 
　・ひとり親家庭相談窓口強化事業（153㌻） 　・母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業（155㌻）
　・就業支援事業・就業支援講習会（154㌻） 　・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業（155㌻）
　・在宅就業推進事業（154㌻） 　・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（156㌻）

医療
　・ひとり親家庭等医療費の助成（157㌻）

施設
　・母子生活支援施設（母子家庭）（159㌻）

その他
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営交通の無料乗車券と運賃の割引
　・都営住宅使用料の減免（母子家庭）（251㌻） 　　（児童扶養手当受給世帯）（261㌻）
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❖ 肢体不自由児（18歳未満）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・保健所・保健センター（33･34･301･304㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・児童相談センター･児童相談所（43･307㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・児童育成手当（障害手当）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（公的年金受給者は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（公的年金受給者は対象外）（100㌻） 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）

日常生活援助
　・車椅子の貸出し（107㌻）

医療等
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻） 　・自立支援医療（育成医療）（144㌻）
　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）

訓練・教育
　・特別支援学校（115㌻） 　・病院・施設内分教室・訪問教育（116㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

施設
　・医療型障害児入所施設
　　（肢体不自由児、重症心身障害児）（126㌻）
　・重症心身障害児（者）通所施設（重度の知的障害と
　　重度の肢体不自由が重複している児童）（126㌻）
　・医療型児童発達支援センター
　（旧肢体不自由児通園施設）（127㌻）

・児童発達支援事業（127㌻）
・放課後等デイサービス（127㌻）
・居宅訪問型児童発達支援（127㌻）
・保育所等訪問支援（128㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
　・郵便料金等の減免（267㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
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❖ 肢体不自由者（18歳以上）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・公共職業安定所（ハローワーク）（35･305㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・障害者福祉会館（122･338㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・心身障害者福祉手当（20歳以上）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（20歳未満。公的年金受給 　・特別障害者手当（20歳以上）（100㌻）
　　者は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（20歳未満。公的年金受給者 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）
　　は対象外）（100㌻） 　・障害基礎年金（20歳以上）（190㌻）
　・児童育成手当（障害手当）（20歳未満）（100㌻）

日常生活援助
　・福祉ホーム（106㌻） 　・車椅子の貸出し（107㌻）
　・身体障害者補助犬の給付（106㌻）

医療等
　・自立支援医療（更生医療）（109㌻） 　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

訓練
　・重度身体障害者在宅パソコン講習事業（120㌻）

しごと
　・区市町村障害者就労支援事業（117㌻） 　・都立職業能力開発センター（実務作業科）（119･338㌻）
　・障害者就業・生活支援センター事業（118･338㌻） 　・（公財）東京しごと財団障害者就業支援課（119･338㌻）
　・東京障害者職業能力開発校（119･338㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

施設
　・療養介護（92㌻） 　・重症心身障害児（者）通所施設（18歳未満の時に重度の
 　　知的障害と重複している状態になった者）（126㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
　・郵便料金等の減免（267㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
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❖ 視覚障害児（18歳未満）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・保健所・保健センター（33･34･301･304㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・児童相談センター・児童相談所（43･307㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・児童育成手当（障害手当）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（公的年金受給者は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（公的年金受給者は対象外）（100㌻） 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）

日常生活援助
　・視覚障害者日常生活情報点訳等のサービス（108㌻）

医療等
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻） 　・自立支援医療（育成医療）（144㌻）
　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）

訓練・教育
　・特別支援学校（115㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・視覚障害者用図書製作・貸出し（124㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻） 　・視覚障害者用図書レファレンスサービス（124㌻）
　・点字図書館（123㌻） 　・視覚障害者のための講習会など（124㌻）
　・点字出版施設（123㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）

施設
　・福祉型障害児入所施設（旧盲児施設）（126㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・視覚障害のある納税義務者に対する点字サービス
　・障害者に対する税の軽減（256㌻） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（258㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
　・郵便料金等の減免（267㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
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❖ 視覚障害者（18歳以上）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・公共職業安定所（ハローワーク）（35･305㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・障害者福祉会館（122･338㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・心身障害者福祉手当（20歳以上）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（20歳未満。公的年金受給者 　・特別障害者手当（20歳以上）（100㌻）
　　は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（20歳未満。公的年金受給者は 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）
　　対象外）（100㌻） 　・障害基礎年金（20歳以上）（190㌻）
　・児童育成手当（障害手当）（20歳未満）（100㌻）

日常生活援助
　・視覚障害者ガイドセンター（105㌻） 　・視覚障害者日常生活情報点訳等のサービス（108㌻）
　・福祉ホーム（106㌻） 　・点字による即時情報ネットワーク事業（108㌻）
　・身体障害者補助犬の給付（106㌻）

医療等
　・自立支援医療（更生医療）（109㌻） 　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

訓練・教育
　・視覚障害者等のための対面音訳・録音及び点訳図書製作サービス（116㌻）

しごと
　・区市町村障害者就労支援事業（117㌻） 　・都立職業能力開発センター（実務作業科）（119･338㌻）
　・障害者就業･生活支援センター事業（118･338㌻） 　・（公財）東京しごと財団障害者就業支援課（119･338㌻）
　・東京障害者職業能力開発校（119･338㌻） 　

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・視覚障害者用図書製作・貸出し（124㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻） 　・視覚障害者用図書レファレンスサービス（124㌻）
　・点字図書館（123㌻） 　・視覚障害者のための講習会など（124㌻）
　・点字出版施設（123㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・視覚障害のある納税者に対する点字サービス
　・障害者に対する税の軽減（256㌻） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（258㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
　・郵便料金等の減免（267㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
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❖ 聴覚障害児（18歳未満）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・保健所・保健センター（33･34･301･304㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・児童相談センター・児童相談所（43･307㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・児童育成手当（障害手当）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（公的年金受給者は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（公的年金受給者は対象外）（100㌻） 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）

日常生活援助
　・デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業（108㌻） 　・中等度難聴児発達支援事業（109㌻）
　・聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出し（108㌻） 　

医療等
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻） 　・自立支援医療（育成医療）（144㌻）
　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）

訓練・教育
　・特別支援学校（115㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻） 　・字幕入り映像ライブラリー（125㌻）
　・聴覚障害者情報提供施設（124㌻） 　

施設
　・福祉型障害児入所施設 　・福祉型児童発達支援センター
　　（旧ろうあ児施設）（126㌻） 　　（旧難聴幼児通園施設）（127㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
　・郵便料金等の減免（267㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
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❖ 聴覚障害者（18歳以上）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・公共職業安定所（ハローワーク）（35･305㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・障害者福祉会館（122･338㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・心身障害者福祉手当（20歳以上）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（20歳未満。公的年金受給者 　・特別障害者手当（20歳以上）（100㌻）
　　は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（20歳未満。公的年金受給者は 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）
　　対象外）（100㌻） 　・障害基礎年金（20歳以上）（190㌻）
　・児童育成手当（障害手当）（20歳未満）（100㌻）

日常生活援助
　・福祉ホーム（106㌻） 　・デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業（108㌻）
　・身体障害者補助犬の給付（106㌻） 　・聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出し（108㌻）

医療等
　・自立支援医療（更生医療）（109㌻） 　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

訓練・教育
　・聴覚障害者・言語障害者のための調べもの相談(レファレンス)サービス（117㌻）

しごと
　・区市町村障害者就労支援事業（117㌻） 　・都立職業能力開発センター（実務作業科）（119･338㌻）
　・障害者就業･生活支援センター事業（118･338㌻） 　・（公財）東京しごと財団障害者就業支援課（119･338㌻）
　・東京障害者職業能力開発校（119･338㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・聴覚障害者のための講習会など（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・聴覚障害者情報提供施設（124㌻） 　・字幕入り映像ライブラリー（125㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
　・郵便料金等の減免（267㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
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❖ 内部障害児（18歳未満）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・保健所・保健センター（33･34･301･304㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・児童相談センター・児童相談所（43･307㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・児童育成手当（障害手当）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（公的年金受給者は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（公的年金受給者は対象外）（100㌻） 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）

日常生活援助
　・車椅子の貸出し（107㌻）

医療等
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻） 　・自立支援医療（育成医療）（144㌻）
　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）

訓練・教育
　・オストメイト社会適応訓練（115㌻） 　・病院・施設内分教室・訪問教育（116㌻）
　・特別支援学校（115㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
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❖ 内部障害者（18歳以上）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・公共職業安定所（ハローワーク）（35･305㌻） 　・身体障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・障害者福祉会館（122･338㌻）

手帳・手当・年金
　・身体障害者手帳（98㌻） 　・心身障害者福祉手当（20歳以上）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（20歳未満。公的年金受給者 　・特別障害者手当（20歳以上）（100㌻）
　　は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（20歳未満。公的年金受給者は 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）
　　対象外）（100㌻） 　・障害基礎年金（20歳以上）（190㌻）
　・児童育成手当（障害手当）（20歳未満）（100㌻）

日常生活援助
　・福祉ホーム（106㌻） 　・車椅子の貸出し（107㌻）

医療等
　・自立支援医療（更生医療）（109㌻） 　・補装具費の支給（購入、借受け又は修理）（114㌻）
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

訓練
　・オストメイト社会適応訓練（115㌻）

しごと
　・区市町村障害者就労支援事業（117㌻） 　・都立職業能力開発センター（実務作業科）（119･338㌻）
　・障害者就業・生活支援センター事業（118･338㌻） 　・（公財）東京しごと財団障害者就業支援課（119･338㌻）
　・東京障害者職業能力開発校（119･338㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
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❖ 知的障害児（18歳未満）主な対象事業
相談の窓口
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・保健所・保健センター（33･34･301･304㌻） 　・知的障害者相談員（40㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・児童相談センター・児童相談所（43･307㌻）

手帳・手当・年金
　・愛の手帳（99㌻） 　・児童育成手当（障害手当）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（公的年金受給者は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（公的年金受給者は対象外）（100㌻） 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）

医療
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

訓練・教育
　・特別支援学校（115㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

施設
　・医療型障害児入所施設
　　（旧重症心身障害児施設）（126㌻）
　・ 重症心身障害児（者）通所施設（重度の知的障害

と重度の肢体不自由が重複している児童）（126㌻）
　・福祉型障害児入所施設
　　（旧知的障害児施設）（126㌻）

・福祉型児童発達支援センター
（旧知的障害児通園施設）（127㌻）
・児童発達支援事業（127㌻）
・放課後等デイサービス（127㌻）
・居宅訪問型児童発達支援（127㌻）
・保育所等訪問支援（128㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
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❖ 知的障害者（18歳以上）主な対象事業
相談の窓口
　・成年後見制度（32･51㌻） 　・心身障害者福祉センター（39･307㌻）
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・知的障害者相談員（40㌻）
　・公共職業安定所（ハローワーク）（35･305㌻） 　・日常生活自立支援事業（52㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・障害者福祉会館（122･338㌻）

手帳・手当・年金
　・愛の手帳（99㌻） 　・心身障害者福祉手当（20歳以上）（100㌻）
　・特別児童扶養手当（20歳未満。公的年金受給者 　・特別障害者手当（20歳以上）（100㌻）
　　は対象外）（99㌻） 　・重度心身障害者手当（101㌻）
　・障害児福祉手当（20歳未満。公的年金受給者は 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）
　　対象外）（100㌻） 　・障害基礎年金（20歳以上）（190㌻）
　・児童育成手当（障害手当）（20歳未満）（100㌻）

医療
　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

しごと
　・区市町村障害者就労支援事業（117㌻） 　・東京障害者職業能力開発校（119･338㌻）
　・障害者就業・生活支援センター事業（118･338㌻） 　・都立職業能力開発センター（実務作業科）（119･338㌻）
　・東京チャレンジオフィスの運営（118㌻） 　・（公財）東京しごと財団障害者就業支援課（119･338㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

施設
　・療養介護（92㌻） 　・重症心身障害児（者）通所施設（18歳未満の時
　　 　　に重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複
　　 　　している状態になった者）（126㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・ＪＲ等運賃の割引（259㌻） 　・都営交通の運賃の割引（261㌻）
　・航空運賃の割引（259㌻） 　・民営バスの割引（263㌻）
　・都営交通の無料乗車券等（261㌻） 　・有料道路通行料金の割引（263㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
　・都立施設利用の取扱い（267㌻）
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❖ 精神障害者 主な対象事業
相談の窓口
　・成年後見制度（32･51㌻） 　・精神保健福祉センター（39･307㌻）
　・福祉事務所（33･297㌻） 　・夜間こころの電話相談（40㌻）
　・保健所・保健センター（33･34･301･304㌻） 　・都立小児総合医療センターこころの電話相談室（45･310㌻）
　・公共職業安定所（ハローワーク）（35･305㌻） 　・日常生活自立支援事業（52㌻）
　・民生委員・児童委員（35㌻） 　・障害者福祉会館（122･338㌻）

手帳・手当・年金
　・精神障害者保健福祉手帳（99㌻） 　・特別障害者手当（100㌻）
　・特別児童扶養手当（99㌻） 　・心身障害者扶養共済制度（101㌻）
　・障害児福祉手当（100㌻） 　・障害基礎年金（190㌻）

日常生活援助
　・精神障害者一時入所事業（106㌻）

医療
　・自立支援医療（精神通院医療）（110㌻） 　・心身障害者（児）医療費の助成（◯障）（113㌻）

しごと
　・区市町村障害者就労支援事業（117㌻） 　・東京チャレンジオフィスの運営（118㌻）
　・障害者就業･生活支援センター事業（118･338㌻） 　・都立職業能力開発センター（実務作業科）（119･338㌻）

文化・レクリエーション
　・障害者福祉会館（122･338㌻） 　・障害者休養ホーム（125㌻）
　・障害者スポーツセンター（122･338㌻）

施設
　・福祉ホーム（106㌻）

住宅
　・都営住宅入居者の募集（250㌻） 　・都営住宅使用料の減免（251㌻）

税の軽減等
　・所得控除等・住民税の非課税（252㌻） 　・障害者に対する税の軽減（256㌻）

交通
　・精神障害者都営交通乗車証（261㌻） 　・精神障害者路線バスの割引（262㌻）

各種料金の減免等
　・放送受信料の減免（266㌻） 　・携帯電話料金の割引（269㌻）
　・都立施設利用の取扱い（267㌻）

❖ 盲ろう者（児）主な対象事業
相談の窓口
　・盲ろう者支援センター（41㌻）

日常生活援助
　・盲ろう者通訳・介助者の派遣（104㌻）


