
別紙３
東京都総務局

令和４年10月31日

No. 自治体名 分野 具体的な施策・事業名 URL 活用開始時期 必要 不要
（口頭確認含む）

備考

1 千代田区 住宅 区営住宅の入居申し込み ─ 令和4年11月 ○

2 千代田区 住宅 区民住宅の入居申し込み ─ 令和4年11月 ○

3 千代田区 住宅 次世代育成住宅助成の申請 ─ 令和4年11月 ○

4 千代田区 福祉 保健福祉オンブズパーソンへの申し立て ─ 令和4年11月 ○

5 千代田区 福祉 福祉施設等人材確保・定着支援事業補助 ─ 令和4年11月 ○

6 千代田区 その他

千代田区中小企業における仕事と家庭の両

立支援（配偶者出産休暇奨励金・育児目

的休暇奨励金）

─ 令和4年11月 ○

7 中央区 住宅 区立住宅への入居申込み
https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai

/koteki_zyutaku/kuritujutaku.html
令和4年度中 ○

8 中央区 住宅 区立高齢者住宅への入居申込み
https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai

/koteki_zyutaku/kuritukoureisya.html
令和4年度中 ○

9 中央区 住宅 区営住宅への入居申込み
https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai

/koteki_zyutaku/setai.html
令和4年度中 ○

10 港区 住宅 特定公共賃貸住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

11 港区 住宅 区営住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

12 港区 住宅 区立住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

13 港区 住宅 高齢者集合住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

14 港区 住宅 ケアハウスへの入居申込み ─ 令和4年11月 ○

15 港区 住宅 障害者住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

16 新宿区 住宅 区立住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

17 新宿区 その他
災害被災者への弔慰金の支給（水害等の

自然災害・火災）
─ 令和4年11月 ○

18 文京区 住宅 区営住宅への入居申し込み
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/

jutaku/teshotoku/kuei-jyutaku.html
令和4年11月 ○

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧（都内区市町村の事業等）　【区市町村別】

受理証明書の提示の要否

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 1 / 8
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19 文京区 住宅 障害者住宅への入居申し込み
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/

jutaku/teshotoku/shougaisyajyutaku.htm

l

令和4年11月 ○

20 文京区 住宅 シルバーピアへの入居申し込み
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/

jutaku/teshotoku/kusiruba-pia.html
令和4年11月 ○

21 墨田区 住宅 シルバーピアへの入居申込み ─
令和5年度中予

定
○

別途、「申込者が墨田区内に引き続き３年以上居住しているこ

と」等の個別の要件を満たす必要があります。

22 墨田区 住宅 高齢者個室借上げ住宅への入居申込み ─
令和5年度中予

定
○

別途、「申込者が墨田区内に引き続き３年以上居住しているこ

と」等の個別の要件を満たす必要があります。

23 墨田区 住宅 区営住宅への入居申込み ─
令和5年度中予

定
○

別途、「申込者が墨田区内に引き続き１年以上居住しているこ

と」等の個別の要件を満たす必要があります。

24 墨田区 住宅 住宅修築資金融資あっせん制度の申込み ─
令和5年度中予

定
○

別途、「申込人又は修築等を行った後に申込人と同居する方が

墨田区内に引き続き１年以上住所を有していること」等の個別

の要件を満たす必要があります。

25 墨田区 住宅
セーフティネット住宅に入居可能な住宅確保

要配慮者の対象範囲の拡充
─

令和5年度中予

定
○

各セーフティネット住宅がどの属性の住宅確保要配慮者を入居

対象とするかは、家主が住戸ごとに決めることとなります。また、入

居申込者は、別途、「墨田区内に引き続き１年以上居住してい

ること」等の個別の要件を満たす必要があります。

26 墨田区 子育て
保育園等における保護者としての対応（送

迎や連絡等）
─ 既に対応可能 ○

公設公営保育園では、従前より保護者からの申出を受け、確認

が取れている方の送迎や連絡等は行っています。

27 世田谷区 住宅 区営・区立住宅への入居申込み
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/s

umai/002/001/003/d00007606.html
既に対応可能 ○

28 世田谷区 住宅 お部屋探しサポート
https://www.setagayatm.or.jp/supportce

nter/information/index.html
既に対応可能 ○

29 世田谷区 子育て 児童館各種イベント
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/006/001/index.html
既に対応可能 ○

30 世田谷区 子育て 新ＢＯＰ学童クラブの入会申請
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/006/003/d00015326.html
既に対応可能 ○

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 2 / 8
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31 世田谷区 子育て
子どもと家庭を支える学習・生活支援の拠点

事業「まいぷれいす」

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/006/008/d00192714.html
既に対応可能 ○

32 世田谷区 子育て 多胎児家庭タクシー料金助成
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/003/d00190179.html
既に対応可能 ○

33 世田谷区 子育て
世田谷区産前・産後訪問支援事業（ツイン

ズプラスサポート）

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/003/d00190837.html
既に対応可能 ○

34 世田谷区 子育て 赤ちゃん・子どものショートステイ
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/002/002/d00016096.html
既に対応可能 ○

35 世田谷区 子育て トワイライトステイ
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/002/002/d00016096.html
既に対応可能 ○

36 世田谷区 子育て ペアレントトレーニング ─ 既に対応可能 ○

37 世田谷区 子育て 産後ケア事業
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/003/d00017876.html
既に対応可能 ○

38 世田谷区 子育て 保育園入園の申込
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/003/003/002/d00005733.html
既に対応可能 ○

39 世田谷区 子育て 区立幼稚園・認定こども園の入園申込
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/004/001/001/d00005769.html
既に対応可能 ○

40 世田谷区 子育て STEAM教育講座
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/

bunka/004/002/002/d00194788.html
既に対応可能 ○

41 世田谷区 子育て せたがや子育て利用券の配付
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/001/d00146504.html
令和4年11月 ○

42 世田谷区 子育て 母子健康手帳等の交付
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/001/d00152055.html
令和4年11月 ○

43 世田谷区 子育て ぷれパパママ講座への参加
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/001/d00007454.html
既に対応可能 ○

44 世田谷区 子育て 両親学級への参加
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

odomo/001/001/d00007454.html
既に対応可能 ○

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。
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45 世田谷区 福祉 がん相談
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/f

ukushi/003/002/d00134533.html
既に対応可能 ○

46 世田谷区 福祉 ひきこもり等悩み相談
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/f

ukushi/003/002/d00196766.html
既に対応可能 ○

47 世田谷区 福祉 傷病手当金相当額の支給
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

urashi/003/002/d00185722.html#sikyuu

youken

既に対応可能 ○

48 世田谷区 福祉 高齢者等のおむつ代助成
https://www.city.setagaya.lg.jp/theme/0

08/005/003/d00007035.html
既に対応可能 ○

49 世田谷区 福祉
おむつ代の医療費控除にかかる確認書類の

交付

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

urashi/003/001/001/002/d00196650.ht

ml

既に対応可能 ○

50 世田谷区 その他
身体障害者などに対する軽自動車税（種

別割）の減免

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

urashi/003/001/002/d00005393.html
既に対応可能 ○

51 世田谷区 その他 災害見舞金の支給
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

urashi/005/003/004/d00007529.html
令和4年11月 ○

52 世田谷区 その他 国民健康保険料の納付相談
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

urashi/003/002/004/d00032361.html
既に対応可能 ○

53 世田谷区 その他 犯罪被害者等相談
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/k

urashi/008/004/d00144537.html
既に対応可能 ○

54 世田谷区 その他 表彰状または感謝状の交付、記念品の贈呈 ─ 既に対応可能 ○

55 中野区 福祉
中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事

業実施要綱
─ 令和4年11月 ○

56 中野区 福祉 中野区犯罪被害者等弔慰金等支給要綱 ─ 令和4年11月 ○

57 中野区 福祉
中野区犯罪被害者等配食サービス事業実

施要綱
─ 令和4年11月 ○

58 中野区 福祉
中野区犯罪被害者等カウンセリング助成交

付要綱
─ 令和4年11月 ○

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 4 / 8
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（口頭確認含む）

備考

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧（都内区市町村の事業等）　【区市町村別】

受理証明書の提示の要否

59 中野区 福祉
中野区犯罪被害者等法律相談費用助成

交付要綱
─ 令和4年11月 ○

60 中野区 福祉
中野区犯罪被害者等弁護士費用助成交

付要綱
─ 令和4年11月 ○

61 中野区 福祉
中野区犯罪被害者等緊急一時居住及び

転居助成交付要綱
─ 令和4年11月 ○

62 杉並区 福祉 ほっと一息、介護者ヘルプ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guid

e/koureisha/enjo/1004650.html
既に対応可能 ○

63 杉並区 子育て つどいの広場
https://www.city.suginami.tokyo.jp/koso

date/mokutekibetsu/oyakodeasoberushis

etsu/index.html

既に対応可能 ○

64 杉並区 子育て 一時預かり（ひととき保育）
https://www.city.suginami.tokyo.jp/koso

date/mokutekibetsu/kodomooazuketai/1

005433.html

既に対応可能 ○

65 杉並区 子育て 一時預かり（子ども・子育てプラザ）
https://www.city.suginami.tokyo.jp/koso

date/mokutekibetsu/kodomooazuketai/1

005433.html

既に対応可能 ○

66 杉並区 子育て 杉並子育て応援券
https://www.city.suginami.tokyo.jp/koso

date/ouenken/index.html
既に対応可能 ○

子と同一の世帯であれば申請・交付可能です（証明書の提示

は不要）。現状でも対応しています。

67 杉並区 子育て 母子健康手帳等の交付
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guid

e/kosodate/ninshin/1004671.html
既に対応可能 ○

夫、パートナーに限らず、代理での交付が可能であり、証明書類

の提出は求めていません。(委任状が必要な場合があります。)

68 杉並区 子育て 育児相談
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guid

e/kosodate/ikuji/1004690.html
既に対応可能 ○

69 杉並区 子育て 離乳食講習会
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guid

e/kosodate/ikuji/1004691.html
既に対応可能 ○

70 杉並区 子育て 歯みがきデビュー教室
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guid

e/kenko/soudan/1004798.html
既に対応可能 ○

71 杉並区 その他
身体障害者などに対する軽自動車税（種

別割）の減免
─ 既に対応可能 ○

72 杉並区 その他
小災害被災者見舞金・弔慰金の支給

（災害救助法の適用に至らない災害）
─ 既に対応可能 ○ ・居住実態で判断しており、証明書類の提出は求めていません。

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 5 / 8
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No. 自治体名 分野 具体的な施策・事業名 URL 活用開始時期 必要 不要
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東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧（都内区市町村の事業等）　【区市町村別】

受理証明書の提示の要否

73 豊島区 住宅 公営住宅等への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

74 北区 住宅 区営住宅への入居申し込み
https://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/jut

aku/jutaku/kue/bosyuu6.html
令和4年11月 ○

75 北区 子育て 母子健康手帳等の交付
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-

suishin/kosodate/ninshin/boshi.html
令和4年11月 ○

代理人（同一世帯以外）の方が申請される場合は委任状が

必要です。

76 北区 福祉
国民健康保険の資格手続き、保険料の納

付及び納付相談

https://www.city.kita.tokyo.jp/kurashi/h

oken/kokuminnhoken/index.html
令和4年11月 ○ 同一住所の世帯員に限ります。

77 北区 福祉
後期高齢者医療保険の資格手続き、保険

料の納付及び納付相談

https://www.city.kita.tokyo.jp/kurashi/h

oken/koresha/index.html
令和4年11月 ○ 同一住所の世帯員に限ります。

78 荒川区 住宅 区営住宅の入居申込み ─ 令和4年11月 ○

79 荒川区 住宅 区民住宅の入居申込み ─ 令和4年11月 ○

80 荒川区 福祉 介護保険負担限度額認定証の交付 ─ 令和4年11月 ○

81 荒川区 福祉 高齢者紙おむつ購入費助成事業 ─ 令和4年11月 ○

助成対象者が死亡時の代金請求権を、介護していた親族（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含

む。）に認めています。

82 荒川区 福祉 緊急通報システム事業 ─ 令和4年11月 ○ 障害者福祉課事業

83 荒川区 福祉 障がい者紙おむつ購入助成事業 ─ 令和4年11月 ○

84 荒川区 福祉 福祉タクシー事業 ─ 令和4年11月 ○

85 荒川区 福祉 自動車燃料費助成事業 ─ 令和4年11月 ○

86 荒川区 福祉 ストーマ用装具購入費助成事業 ─ 令和4年11月 ○

87 荒川区 福祉 心身障害者福祉手当の支給 ─ 令和4年11月 ○
区事業のみ（身体障害者手帳3級、愛の手帳４度、区指定

難病の方）

88 荒川区 その他 小災害弔慰金の支給 ─ 令和4年11月 ○

89 板橋区 子育て
保育の必要性の認定及び認可保育施設の

入所申込みに関する事務
─ 令和4年11月 ○

90 板橋区 福祉 保健福祉オンブズマンへの申立
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko

/soudan/ombudsman/index.html
令和4年11月 ○

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 6 / 8
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備考

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧（都内区市町村の事業等）　【区市町村別】

受理証明書の提示の要否

91 足立区 住宅 区営住宅への入居申し込み
https://www.city.adachi.tokyo.jp/juutaku

/machi/jutaku/kuejutaku.html
令和4年11月 ○

区内在住他、一定の要件があります。

※詳細は区ホームページを参照

92 葛飾区 子育て
妊娠届出・母子健康手帳の交付（届出の

代理）
─ 令和4年11月 ○

代理人として認めている「同一世帯のご家族」として対応可能で

す。別世帯の場合は不可となります。（現行と同様）

妊婦本人の身分証明書、代理人の身分証明書、都制度受理

証明書の提示も必要です。

93 江戸川区 住宅 区営住宅への入居申し込み
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039

/kurashi/sumai/kotekijutaku/toei.html
令和4年11月 ○

94 江戸川区 子育て パパとパートナーのための育児ゼミ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052

/kosodate/kosodate/papazemi.html
既に対応可能 ○

95 江戸川区 子育て ハローベビー教室
平日コース
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052

/kosodate/ninshin/hellobaby.html

既に対応可能 ○
休日コースは以下URLをご参照ください。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e052/kosodate/ninshin/hellobab

y-kyujitu.html

96 江戸川区 福祉 特別養護老人ホーム待機者解消対策事業
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039

/kenko/fukushikaigo/info/20220713taikis

ha.html

令和4年11月 ○

97 立川市 その他 軽自動車税の減免申請「種別割り」 ─ 制度施行後 ○

98 武蔵野市 住宅 市営住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

99 武蔵野市 住宅 福祉型住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

100 調布市 住宅 公営住宅への入居申込み ─ 調整中 ○

101 小金井市 住宅 市営住宅の入居申込み
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/sei

sakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/shi

eijutaku.html

令和4年11月 ○

102 小金井市 住宅 高齢者住宅の入居申込み
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/sei

sakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/ko

ureijutaku.html

令和4年11月 ○

103 小金井市 子育て 両親学級 ─ 既に対応可能 ○

104 東村山市 住宅 市営住宅への入居申込み ─ 令和4年11月 ○

105 東村山市 その他 災害見舞金支給対象の拡大 ─ 令和4年度中 ○

106 国分寺市 住宅 市営住宅への入居申込み ─ 令和4年度中 ○

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 7 / 8
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東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧（都内区市町村の事業等）　【区市町村別】

受理証明書の提示の要否

107 国分寺市 子育て 学童保育所入所手続き関係
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kur

ashi/1008608/1008673/1027921.html
既に対応可能 ○

・在籍を希望する児童と保護者双方ないしは一方が同一世帯で

あることが必要です。

・保護者として手続き等を行う場合は市内での同居ないしは市

内への転居予定が必要です（委任状があれば対応可）。

108 国分寺市 その他 農業委員会の証明・届出等の申請・受領
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dow

nload/1014842/index.html
令和4年度中 ○ ・同一住所に居住の場合に限ります。

109 国分寺市 その他 死者に関する情報の開示請求 ─ 既に対応可能 ○

・制度利用者がお亡くなりになった場合に，市が保有する故人の

情報をパートナーの方に開示することが可能な場合があります。

開示の条件や範囲は個別の案件によって変わりますが，原則配

偶者の場合と同様の扱いになると考えています。

110 国立市 子育て 認可保育施設の入所手続き等 ─ 既に対応可能 ○ 保護者として対応可能です。

111 国立市 子育て 学童保育所の入所手続き等 ─ 既に対応可能 ○ 保護者として対応可能です。

112 国立市 子育て 市立学校の入学手続き等 ─ 既に対応可能 ○ 保護者として対応可能です。

113 国立市 その他 災害見舞金の支給 ─ 既に対応可能 ○ 証明書は必須ではありませんが、支給判断の参考とします。

114 清瀬市 その他 消費生活講座（親子講座）への参加 ─ 令和5年度 ○

115 武蔵村山市 子育て 保育所入所手続き等 ─ 令和4年11月 ○

116 武蔵村山市 その他 軽自動車税（種別割）の減免申請 ─ 令和5年5月 ○
「生計を一にする者」に該当する場合に対応予定です（現行と

同様）。

117 多摩市 その他 軽自動車税種別割の障害減免手続き ─ 令和5年5月 ○

118 瑞穂町 子育て 教育相談 ─ 令和4年11月 ○

※ 受理証明書の活用に当たり、個別の条件がある場合があります。

※ 本表には、受理証明書の提示が不要な施策・事業等（広く性的マイノリティの方々を対象としている施策・事業等）を含みます。

※ 詳細は、各自治体宛てにお問合せください。 8 / 8
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