さくいん

さ

く

い

ん
ページの表示が太字の場合、その

（数字は所在地のページを示します。）
医療型児童発達支援センター

あ
愛の手帳

……………………………………99

赤ちゃん･ふらっと事業

……………… 133

………………… 126

医療機関案内サービス

……………………34

医療情報ナビ

………………………………63

アクティブシニア就業支援センター ……84･349
349

医療費控除

(東京都)アレルギー情報navi. ……………65

医療費の助成･公費負担等

あんしん居住制度

……………………………… 253

…………………………82

あんま･はり･きゅう師資格養成事業

………… 127

医療型障害児入所施設

(義務教育就学児)145

… 120

(Ｂ型･Ｃ型ウイルス肝炎)241
(肝がん･重度肝硬変)242
(自立支援医療(更生医療)109

い
育児休業制度

(自立支援医療(精神通院医療)110

…………………………… 138

育成医療(自立支援医療)

(心身障害者(児))113

………… (ひとり親家庭)157･277

(乳幼児)144

育成手当
遺骨の伝達

……………………………… 216

(東京都)いじめ相談ホットライン

(ひとり親家庭等)157

………45

(妊娠高血圧症候群等)142

…………………… (戦没者)214

(特定不妊治療)142

遺族一時金
遺族基礎年金

……………… (国年)190･277

(未熟児→養育医療)143

…………………… (戦没者)215

(身体障害児→自立支援医療(育成医療))144

遺族給与金
遺族厚生年金

…………………… (厚年)198

(結核(児)→療育給付)143

……………………… (旧･厚年)200

(小児慢性特定疾病)143

(戦没者)215

(感染症)237

………………………… 133

(結核)237

遺族年金

一時預かり事業
一時恩給
一時金

(小児精神障害者)110

……………… 144

……………………… (戦没者)214

(難病)237

………………………… (戦没者)214

(大気汚染)245

一時扶助料

…………………… (戦没者)214

(原子爆弾被爆者)246

189(児童相談所全国共通ダイヤル) ………43
１歳６か月児健康診査
一般介護予防事業
いのちの電話

………………… 140

…………………………79

………………………………57

医療安全支援センター

……………………35

(スモン患者)247
医療扶助

………………………… (生保)169

医療保険制度

…………………………… 175

医療保険の給付

………………………… 180

医療連携型グループホーム事業

……… 105
357

（い〜こう）

さくいん

「インターネットにおける人権侵害」に
関する法律相談

…………………………60

インターネット福祉保健モニター

…… 272

介護扶助

………………………… (生保)169

介護保険制度

………………………………72

介護保険制度で利用できるサービス

う
(東京)ウィメンズプラザ

………… 49・310
310

介護予防

救護施設

え

………………………37

……………………………………71

介護予防･生活支援サービス事業

HIV/エイズ対策･相談･検査 … 236･248･311
311

介護老人保健施設

SIDS
（乳幼児突然死症候群）電話相談 … 140

学童クラブ

…………………………77

……………………………… 138

貸金業に関する苦情･相談
家族埋葬料

お
恩給法による年金給付

…………… 115

………………… 214

音声機能障害者発声訓練

……………… 115

か
…………………………………77

介護休業制度
介護給付

………………59

……………………… (健保)184
(法第3条第2項)185

オストメイト社会適応訓練

介護医療院

………79

………………………………84

………………………… (障害者)91

外国語手話普及促進事業

……………… 108

(東京)家庭裁判所
家庭的保育事業

…………………………51
………………………… 136

家庭復帰促進事業

…………………………43

介護タクシーコールセンター
介護福祉士

358

…………… 200

車椅子の貸出し

………………66

………………………… 107

教育支援資金 …………………………… 209

軍歴証明書

……………………………… 216

旧優性保護法一時金受付・相談窓口

訓練等給付

……………………… (障害者)92

(東京都)教育相談センター

… 294

…………45･310
310

教育相談一般・
東京都いじめ相談ホットライン
教育費の援助
教育扶助

…………………………… 211

………………………… (生保)168

協会けんぽ東京支部
共同生活援助

………………………55

………………… (障害者) 92

(東京都)共同募金会
居宅介護

……………… 220･347
347

……………………… (障害者) 91

居宅介護支援

け

………45

………………… (高齢者) 75

ケアマネジャーの養成

……………79

………………… 226

警視庁少年相談係･少年センター
警視庁総合相談センター
携帯電話料金の割引

…………………… 269

軽費老人ホーム(A型･B型)

………… 79･87

軽費老人ホーム利用料

…………… 289･290

結核医療費の公費負担

………………… 237

(とうきょう)健康ステーション

…………………………………… 206

緊急一時保護事業

……………………… 232

健康増進事業

肝炎初回精密検査費用の助成
肝炎定期検査費用の助成

………… 243

……………… 243

看護小規模多機能型居宅介護

……………78

緊急小口資金

…………………………… 208

緊急通報システム
勤労学生控除

…………… (高齢者) 72

…………………………… 254

… 242

感染症医療費の公費負担

……………… 237

…… 228

健康保険

区市町村社会福祉協議会

…………63

…………………… (高齢者)82

(東京都)健康長寿医療センター

……83･342
342

…………………………… 176･291

健康保険委員

現物給付
………… 218･478
478

区市町村障害者虐待防止センター
区市町村障害者就労支援事業

き

…………………… (医療保険)182

………………………………55
……………… 246

原子爆弾被爆者の介護保険利用等助成

く

…………………………35

…… 228

現金給付

原子爆弾被爆者の医療等

…………………… 242

患者の声相談窓口

…………………… 137

…45･312
312

…………………36

…………………………76

花粉症

……………… 128

ケアハウス(軽費老人ホーム)

居宅療養管理指導

…41･432
432

246

…………………… (医療保険)180

権利擁護センターぱあとなあ東京…………52
権利擁護相談事業

……………… (子供) 44

………… 118

(地域福祉) 52

区市町村のボランティア

喫煙・受動喫煙に関する取組

………… 248

……………………………… 276

義務教育就学児医療費の助成

………… 145

介護福祉士養成施設

旧令共済組合員期間の特例

グループホーム情報バンク

居宅訪問型保育事業

………… 265

介護福祉士修学資金等の貸与

…………………… (障害者)125

………………………… (国年)191

………… 228

介護職員の奨学金返還・育成支援

休養ホーム

………………………………… 253

肝疾患相談センター

介護職員の宿舎借り上げ支援

(障害者) 92
(重度身体障害者)106

寡婦年金

肝がん・重度肝硬変医療費助成制度

………………… 226

… 214

………………………………… 170

寡夫控除

………… 247

介護職員のキャリアパス導入支援

(認知症高齢者) 79

居宅訪問型児童発達支援

………… 161

介護支援専門員の養成

………………63

…………… (養護児童)148

………………………………… 252

外国人未払医療費補てん事業

…………………65

グループホーム

寡婦控除

外国人女性(来日)の緊急保護
介護サービス情報の公表

暮らしの中の医療情報ナビ

救急通訳サービス
（医療機関向け） ………34
旧軍人･軍属及び戦没者遺族の援護

(介護予防･日常生活支援総合事業) 79
介護保険に係る相談

……………… 174

……………………… 174

(施設サービス) 77
(介護予防サービス) 78

………………………… 243

救急相談センター

(在宅サービス) 75
(地域密着型サービス) 78

(東京都)ウイルス性肝炎重症化
予防推進事業

……75

(東京版)救急受診ガイド

相談窓口(ボランティアセンター等) … 229
区市役所･町村役場

こ

…………………… 300

………… 227

虐待(児童)対策事業

………………………43

薬と薬局の情報サービス

…………………… 227

救急コールセンター

…………………… 174

くすりの救Ｑ箱

…………………64

……………………………64

広域支援相談員

…………………… 103･438

公園(都立)の無料入場等

……………… 267
359

（こう〜じど）

さくいん

公害健康被害の補償等に

こころの電話相談(夜間)

関する法律による給付
高額療養費

……………… 245

……………………………… 182

後期高齢者医療制度

…………………… 185

公共施設内の売店設置

… (身体障害者)122

公共職業安定所(ハローワーク)
航空運賃の割引

……35･305
305

………………………… 259

後見制度(成年後見制度)

…………… 32･50

後見センター(東京家庭裁判所)

行動援護

……………40

………………… 213
……………… 259
………… 214

………………………… 253

……………………………… 214

高齢運転者等専用駐車区間制度
高齢者火災安全システム

……… 265

…………………72

…………80

高齢者･障がい者のための電話相談
高齢者のための夜間安心電話
高齢者被害110番

……52

……………37

…………………………38

……………………… 133

在宅難病患者訪問診療事業

…………… 243

知って安心暮らしの中の医療情報ナビ

…………………………………58

在宅難病患者訪問相談指導

…………… 244

指定医療機関

…………………… (生保)171

指定介護機関

…………………… (生保)171

こたエール

子供家庭支援センター……………44･132･308
308

里親

(とうきょう)子供・子育て施設

３歳児健康診査

情報ポータル
「こぽる」 ……………… 134
(こたエール)

…… 140

子供の権利擁護専門相談事業
(東京子供ネット)

………………………44

こぽる(子供・子育て施設情報ポータル)

こんにちは赤ちゃん事業

……………… 133

サービス付き高齢者向け
住宅事業登録･閲覧制度

サービス付き高齢者向け住宅等の

災害救助

国民年金

……………………… 313

………………………………… 186

こころといのちのホットライン
360

…………56

…………………………… 231

災害救助法

………………………………… 231
……………………………… 231

災害障害見舞金
災害弔慰金

………………………… 231

……………………………… 231

在宅就業推進事業

……………………… 154

在宅重症心身障害児(者)訪問事業

…… 113

………… (障害手当)100･277

…………………………………… 138

ＪＲ等運賃の割引

児童虐待対策事業

……………………… 259

支援付地域生活移行事業

……………… 232
…………… 106

視覚障害者日常生活

………………………… 130

児童虐待防止のための普及啓発活動

…………………… 212

自動車事故による
……………… 108

………… 213

重度後遺障害者の受入施設

……… 125

自動車事故被害者に対する支援

視覚障害者用図書製作･貸出し

……… 124

自動車に関する税の減免
児童自立支援施設

……………… 125

レファレンスサービス

……………………… 258

視覚障害のある納税義務者に対する
………………………… 258

点字サービス
歯科診療

……………… (心身障害児者)114

事業所内保育事業

……44

……………………………… 274

自動車事故対策機構

視覚障害者のための講習会など

音声コード対応

………43

…………………………43

児童虐待の実態
児童指導員

音訳･録音及び点訳図書製作サービス … 117

視覚障害のある納税義務者に対する

………………………… 251

供給助成事業

……………………………………36

児童虐待カウンセリング強化事業

視覚障害者用図書
………………81

…………… (特別養護老人ホーム) 77･87
児童委員

Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費助成 ……… 241

情報点訳等のサービス

さ

指定介護老人福祉施設

児童館

視覚障害者等のための対面

………… (厚年)197

…63

(育成手当)157･277

し

………………………………… 202

雇用保険との支給調整

……… 105

指定介護療養型医療施設(療養病床等) ……77

児童育成手当

視覚障害者ガイドセンター

…………38

国民健康保険組合

…………………………… 233

134

高齢消費者見守りホットライン

……………… 218

………………………… 140

山谷対策事業

………………44

子供の健康相談室(小児救急相談)

災害援護資金

…………………………… 175

……………………………………… 145

……………………………58

子どもの虐待防止センター

……37･328
328

国民健康保険

… 121

…………… 149

(東京)こどもネット・ケータイヘルプデスク

高齢者見守り相談窓口設置事業
国債の担保貸付買上償還

…………………… (障害者)92

失語症者意思疎通支援者の養成

…………………72

高齢者集合住宅(シルバーピア)

………………… (障害者)116

施設入所支援

…………… 244

330
……………………………38･330

高齢者緊急通報システム

施設内分教室

在宅難病患者医療機器貸与

子育てひろば事業

雇用保険

…………………57
……………………66

…………………… 133

高齢者虐待防止･養護者支援法に係る相談･
通報窓口

………………… 244

サテライト型児童養護施設

……………………… (障害者) 91

公務扶助料

………………………… 245

訪問看護事業

在宅難病患者一時入院

作業所等経営ネットワーク支援事業

……………………… 201

公的年金等控除

子育て短期支援事業

134

……… 225

…………… 141

交通事故被害者ホットライン
公的年金担保融資

(東京都)子育て支援員研修事業

…………………56

(東京)自殺防止センター
施設整備費補助の窓口

…………… 132

……………………… 193･291

交通運賃の割引(ＪＲ等)

子育て応援とうきょうパスポート事業

在宅人工呼吸器使用難病患者

子供が輝く東京・応援事業

……………… 109

交通遺児等への貸付け

……………… 139

自殺に関するSNS相談
…………… 245

非常用電源設備整備事業

(東京都)こども医療ガイド

…………………………… 170･345
345

厚生年金保険

子育て援助活動支援事業

在宅人工呼吸器使用難病患者

…………51

高次脳機能障害専用電話相談
更生施設

…………………40

…………………45･309
309

………………45

高校進級・進路・入学相談
更生医療(自立支援医療)

こころの電話相談室

……………………… 137

児童相談所

……………………… 149

……………………………43･307
307

児童相談所関係の電話相談事業
児童相談センター
児童手当

…………………………… 131･277

児童発達支援事業
児童福祉司

……………………… 128

……………………………… 273

(東京)しごとセンター

児童福祉審議会相談窓口

………………56

… 43･44

……………………43･307
307

児童福祉施設等費用徴収基準

………… 58･83･349
349

…………44

児童相談所全国共通ダイヤル189

(東京)しごと財団障害者就業支援課 120･429
429
(東京都)自殺相談ダイヤル

……… 212

……………… 256

児童扶養手当

………… 282

…………………44

……………………… 156･277
361

（じど〜しん）
児童養護施設

さくいん
…………………………… 148

(東京)シニア円滑入居
賃貸住宅情報登録・閲覧制度
死亡一時金

……………………… (国年)192

字幕入り映像ライブラリー
＃8000

…………81

…………… 126

…………………………………… 140

社会教育

………………………………… 116

社会福祉協議会

就労定着支援

………………… (障害者) 92

障害者スポーツセンター

宿所提供施設

……………………… 170･478
478

障害者総合支援法

宿泊型自立訓練
宿泊所

………………………………

……………………………… 230･480
480

受験生チャレンジ支援貸付事業
授産場

… 210･483
483

……………………… (高齢者)85･230

出産育児一時金

………………… (国保)184

……… (区市町村)218･478
478

(健保)184

(東京都)218･480
480

(法第3条第2項)185

……………………………… 275

出産･死亡に対する給付 ………………… 184

社会福祉士

(東京都)社会福祉事業団
社会福祉主事

………… 219･480
480

出産手当金

……………………… (健保)184

…………………………… 273

社会福祉主事養成機関
社会福祉士養成施設

………………… 227

社会福祉法人

…………………… 227

…………………………… 220

社会保険制度一覧

…………………………53

若年性認知症総合支援センター
就学援助事業

…………38

…………………………… 211

就業支援事業･就業支援講習会

………… 154

住居喪失不安定就労者･
……………… 211

離職者等サポート事業

重症心身障害児(者)通所施設

………… 127

(法第3条第2項)185
出産扶助

………………………… (生保)169

受動喫煙に関する取組

………………… 248

受動喫煙防止対策に係る専門相談窓口

………… 123･429
429

…………………………91

障害者に関するマーク

……………………90

障害者に対する税の軽減

……………… 256

障害者による地域緑化推進事業
障害者福祉会館

…………………… 122･429
429

障害手当(児童育成手当)
障害手当金

……… 121

……………… 100

…………………………… 160

所得控除

………………………………… 252

所得制限

………………………………… 278

(東京)ジョブコーチ
自立援助ホーム

…………………… 121

………………………… 149
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………………………………92
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……………………………35･305
305

(都立)職業能力開発センター
食中毒対策
助産施設

…………59

…… 119･429
429

……………………………… 249
………………………………………
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………………………… 108

機器の貸出し

…… 104

……………… 124
……… 125

…………………………… 106
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……………………………………… 269
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…………… 191
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精神障害者社会適応訓練事業

精神保健福祉士
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医療費助成

リーガルサポート東京支部

(TOKYO)チャレンジネット

(東京都)性犯罪･性暴力被害者
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た
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手当
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………………………78
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て

(心身障害者福祉)100
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(重度心身障害者)101
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手帳

……76

…………………76
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都営交通の無料乗車券等
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認可保育所
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妊産婦訪問指導
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特定施設入居者生活介護
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特定増改築等住宅借入金等特別控除
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特別支援学校

… 253
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…………………………… 115
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特別障害者手当
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都営住宅使用料の減免

特別障害給付金

………………………………… 269

点字図書館

乳幼児医療費の助成

(戦傷病者)216
(母子健康)139
点字投票

………………61
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(精神障害者保健福祉) 99
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………………………77
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と
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に
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入院助産
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……………………………53･310
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…………………………54
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……………………………54
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被爆者健康手帳
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病児保育事業
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…………………62
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ね
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な
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認知症対応型通所介護(デイサービス)

都市型軽費老人ホーム ……………… 79･87
………………… 267
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ひ
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………………………… 140

……………………………… 136
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認証保育所

認知症

…………… 140

……………49

……………………49･152
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(小規模住居型児童養育事業)
付加年金

……… 146
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