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分
野 

支援・サービス 概   要 担当窓口 電話番号 終了日 

医 
 
 

療 

健康診査・がん検診・保
健指導の実施 

市への転入をしていなくても、市民と同様に申し
込みの相談や受付を行います。 

成人健診課 
①成人健診・がん検診担当 

①042-620-7428 
令和 5年（2023年）1月 31日 

②特定保健指導担当 ②042-620-7433 

医療費の免除 

福島原子力発電所の事故により対象市町村から市
へ転入された方について、一定の要件に該当する
場合には医療費の一部負担金を免除します。（別
途申請が必要です。） 

保険年金課 
①給付担当 

①042-620-7235 
① 令和 5年（2023年）2月 28日 
② 令和 5年（2023年）2月 28日 

②後期高齢者医療担当 ②042-620-7364 

乳幼児健診 
市への転入をしていない場合でも、市民と同様の
条件で利用できます。 

大横保健福祉センター 042-625-9200 

期限設定なし 

東浅川 
保健福祉センター 

042-667-1331 

南大沢 
保健福祉センター 

042-679-2205 

予防接種 
福島原子力発電所の事故による指定避難区域から
の避難者については、市への転入をしていない場
合でも、市民と同様の条件で利用できます。 

保健所健康政策課 
（予防接種担当） 

042-645-5102 

新型コロナウイルスワク
チン接種（住所地外接種） 

市に住民票がない方であっても、居住の実態があ
る場合は市民と同様に接種可能です。 

健康政策課（新型コロナ
ウイルスワクチン接種
体制確保担当） 

042-645-5111 令和 4年（2022年）9月 30日 

保 
 
 

険 

介護保険料の減免 福島原子力発電所の事故により対象市町村から市
へ転入された方について、一定の要件に該当する
場合には介護保険の保険料及び利用料（総合事業
の一部を含む）を減免できる場合があります。 

介護保険課（保険料担
当） 

042-620-7415 令和 5年（2023年）3月 31日 

介護保険サービスの利用

料の減免 
介護保険課（給付担当） 042-620-7416 

令和 5年（2023年）2月サービス利
用分まで 

①国民健康保険税・ 
②後期高齢者医療保険料
の減免 

福島原子力発電所の事故による避難指示区域等か
ら市へ転入をした方については、一定の要件に該
当する場合には保険税（料）を減免することができ
ます。（別途申請が必要です。） 

保険年金課 
①資格課税担当 
②後期高齢者医療担当 

①042-620-7236 
②042-620-7364 

①令和 5年（2023年）3月 31日 
②令和 5年（2023年）3月 31日 

年
金 

国民年金保険料の免除 
福島原子力発電所の事故により対象市町村から転
入した方については、国民年金保険料の全額免除
の申請を受け付けます。 

保険年金課 
（国民年金担当） 

042-620-7238 
免除及び 

納付猶予の申請：令和 5年(2023年)6 月分まで 

学生納付特例： 令和 5年(2023年)3 月分まで 
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分
野 

支援・サービス 概   要 担当窓口 電話番号 終了日 

手

数

料

等 

犬の登録等の手数料免除 
犬の登録（鑑札再交付）手数料及び狂犬病予防注射済票交付
（再交付）手数料を免除します。 

生活衛生課 
（動物衛生担当） 

042-645-5113 令和 5 年（2023 年）3 月 31 日 

し尿くみ取り料金の減免 
市に仮住まいの方の住居から排出されるし尿のくみ取り手数
料を減免します。 

水再生施設課 042-656-2281 期限設定なし 

水道料金・下水道料金の 
減免 

基本料金及び従量料金の一部を減免します。 
東京都水道局 
多摩お客さまセンター 

0570-091-101 
042-548-5110 

令和 5 年（2023 年）3 月 31 日 

介護給付費等の 
利用者負担の免除 

障害者福祉サービスにかかる自己負担額を免除します。 障害者福祉課 042-620-7367 
国等からの通知待ちだが、延
長予定 

手
当
・
貸
付 

児童扶養手当の支給 
市への転入をしていない場合でも、市民と同様の条件で支給
できる場合があります。 

子育て支援課 042-620-7368 

期限設定なし 生活福祉資金の貸付 
低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で
福祉資金・教育支援資金・緊急小口資金貸付など、目的に応
じて貸付を行っています。 

社会福祉協議会 042-620-7282 

生活保護費の支給 
市に避難している方の相談を随時お受けします。 
避難元で受給していた方で、避難元への連絡が困難な方も、
ご相談ください。 

生活自立支援課 
（相談担当） 

042-620-7443 

施
設
利
用 

図書館の利用 
市への転入をしていない場合でも、市民と同様の条件で利用
できます。 

図書館課 042-664-4321 

期限設定なし 

夢美術館特別展招待 
夢美術館特別展の利用料金を免除します。市から被災者へ夢
美術館特別展への招待の通知を送り、その書面を夢美術館窓
口に提出することで利用できます。 

学園都市文化課 
夢美術館 

042-620-7409 
042-621-6777 
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分
野 

支援・サービス 概   要 担当窓口 電話番号 終了日 

風 
 
 

呂 

長房ふれあい館の風呂の利用 

市への転入をしていない場合でも、市民と同様の条件で
利用できます。 

協働推進課 042-620-7401 

期限設定なし 

恩方老人憩の家の風呂の利用 高齢者いきいき課 042-620-7243 

東浅川保健福祉センターの 
風呂の利用 

東浅川保健福祉センター 042-667-1331 

南大沢保健福祉センターの 
風呂の利用 

南大沢保健福祉センター 042-679-2205 

あったかホールの 
風呂の利用 

北野清掃工場 042-642-7561 

ご
み 

ごみ処理手数料の減免 家庭用ごみ指定収集袋を一定枚数交付します。 ごみ減量対策課 042-620-7256 
令和 4年（2022年） 
12月 31日 

一般廃棄物処理手数料の減免 
市に仮住まいの方から排出された一般廃棄物を戸吹クリ
ーンセンターが減免で受入れ処理をします。 

戸吹クリーンセンター 042-692-5389 
令和 4年（2022年） 
12月 31日 

生 
 

活 

高齢者福祉サービスの利用 
生活支援ショートステイ、紙おむつの給付などのサービ
スについて、市への転入をしていない場合でも、市民と
同様の条件で利用できます。 

高齢者福祉課 
（相談担当） 

042-620-7420 期限設定なし 

障害者福祉サービスの利用 
居宅におけるホームヘルパーの派遣や補装具費の給付な
どについて、市への転入をしていない場合でも、市民と
同様の条件で利用できます。 

障害者福祉課 042-620-7367 期限設定なし 

地域密着型サービス事業所への
受け入れ 

市への転入をしていない場合でも、原則市民のみが利用
できる地域密着型サービスについて利用可能な場合があ
ります。 

高齢者いきいき課 042-620-7452 

期限設定なし 
市営住宅の入居要件の緩和 

市営住宅への入居について、次の要件を緩和します。 
住宅困窮要件、収入要件、居住地要件 

住宅政策課 042-620-7385 

ハチの巣の駆除 ハチの巣ができた場合、無料で駆除します。 環境保全課 042-620-7268 
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分
野 

支援・サービス 概   要 担当窓口 電話番号 終了日 

子
育
て
・
教
育 

幼稚園の入園相談 
市が受付窓口となり、幼稚園協会に依頼して受入園の調整を行いま
す。 

保育幼稚園課 
（給付担当） 

042-620-7248 

期限設定なし 

保育園の入園受付 
市への転入をしていなくても、市民と同様に申し込みの相談や受付
を行います。 

保育幼稚園課 
（保育所入所担当） 

042-620-7248 

学童保育所への 
入所受付 

放課後児童支援課 
（学童保育所担当） 

042-620-7246 

市立小中学校への 
児童生徒の受け入れ 

教科書を就学校において無償でお渡しするとともに、学用品費・給
食費などの就学援助費の申請も受け付けしています。 
被災に伴う児童生徒の健康相談についても、就学校の保健室で対応
しています。 

学務課 
（学事担当） 

042-620-7339 

相 
 

談 

女性のための総合相談 女性の抱える様々な悩みの相談について、個別に対応します。 男女共同参画課 042-648-2234 

期限設定なし 

各種無料専門相談 
法律、税金、不動産といった様々な分野の専門家による相談が、市
への転入をしていない場合でも、市民と同様の条件（無料）で利用
できます。 

市民生活課 042-620-7227 

保健福祉・栄養・歯科相談 育児・健康・栄養・歯科などの相談に対応しています。 

大横保健福祉センター 042-625-9200 

東浅川保健福祉センター 042-667-1331 

南大沢保健福祉センター 042-679-2205 

難病療養相談 難病療養相談に応じます。 
保健対策課 042-645-5196 

こころの健康相談 こころの相談に応じます。 

子ども（0～18歳未満）と 
その家庭の総合相談 

0～18 歳未満のお子さんを育てている家庭の電話相談・面接相談な
どを行います。 

子ども家庭支援センター 042-656-8225 

児童・生徒の心のケア 
（総合教育相談室） 

子どもたちの心のケアについて心配な事がございましたら、総合相
談室までご相談ください。心理専門の相談員が対応致します。 

教育指導課（教育センター） 
（支援・相談担当 総合教育相談） 

042-664-6949 

人権相談 
日常生活の中で生じる人権に関する問題について、法務大臣から委
嘱を受けた人権擁護委員が相談に応じます。 

総務課 042-620-7201 

LGBT電話相談 
自分の性や性的指向に伴う相談をはじめ、さまざまな相談に対応し
ます。本人、家族、友人、教員など、どなたでも相談できます。秘
密は厳守します。 【電話相談日】奇数月原則第４水曜日 

男女共同参画課 042-648-2238 

 


