障がい者（児）

福祉制度のしおり

いなべ市

は じ め に
この「しおり」は、いなべ市に在住の障がい者の方が利用
できる諸制度を紹介する冊子です。ぜひ、ご活用ください。
なお、各諸制度の内容については、平成２９年７月現在で
作成しています。その後、内容変更する場合がありますの
で、詳しくは担当窓口にお問合せください。
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障害者 手帳
１．身体障害者手帳
身体に障害のある人が、各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
なお、都道府県より指定を受けた医師が身体障害者程度等級表に基づき診断、県が決定し交付いたし
ます。
【手帳の対象となる障害】
○視覚障害
○聴覚又は平衡機能の障害
○音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
○肢体不自由
○心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
【身体障害者程度等級】
障害程度は、１級〜６級に区分されています。
【申請に必要なもの】
①身体障害者手帳交付申請書
②指定医の診断書・意見書
③本人の顔写真（たて４㎝×よこ３㎝）を１枚
④マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑤印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

※手帳交付後に次の事項が生じたときは、必ず手続きをしてください。
手続きに必要なもの
事

項

申請書
（届出書）

手帳

①住所の変更

○

②氏名・保護者の変更

印鑑

マイナンバー
など

○

○

○

○

○

○

○

③手帳の紛失・破損

○

△

○

○

○

④障害程度の変更・障害の追加

○

○

○

○

○

⑤死亡及び障害の消失

○

○

申請書（届出書）は、内容によって様式が変わります。

［ 1 ］

診断書

○

写真１枚

○

２．療育手帳
知的障害者（児）に対して、一貫した指導・相談を行うとともに各種福祉サービスを受け易くするた
めに県が手帳を交付します。
【手帳交付の条件】
児童相談所（１８歳未満）または障害者相談支援センター（１８歳以上）において、知的に障害が
あると判定を受けた方。ただし、一定の期間により再判定があります。
【療育手帳の種類】
障害程度
最重度
重 度
中 度
軽 度

表記
Ａ１
Ａ２
Ｂ１
Ｂ２

知能指数
概ね２０以下
概ね２１〜３５
概ね３６〜５０
概ね５１〜７０

なお、知能指数が７１〜７９であっても、自閉障害等と診断され、障害者相談支援センター長が必要
と認めた場合は、軽度（Ｂ２）と認定することができるとされています。
【申請方法】
○１８歳未満の方
①福祉部社会福祉課で相談、判定予約
②北勢児童相談所の判定
③各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課で申請
○１８歳以上の方
①福祉部社会福祉課で相談・調査・判定予約
②三重県障害者相談支援センターの判定
③各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課で申請
【申請に必要なもの】
①療育手帳交付申請書
②本人の顔写真（たて４㎝×よこ３㎝）を１枚
③印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

※手帳交付後に次の事項が生じたときは、必ず手続きをしてください。
手続きに必要なもの
事

項

①住所の変更

申請書
（届出書）
○

手

帳

写真１枚

印

鑑

○

○
○

②氏名・保護者の変更

○

○

③手帳の紛失・破損

○

△

○

○

④障害程度の変更

○

○

○

○

⑤死亡及び障害の消失

○

○

申請書（届出書）は、内容によって様式が変わります。

［ 2 ］

○

３．精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある人が社会復帰・自立・社会参加を図るため、各種福祉サービスを受け易くするため
に県が手帳を交付します。
【手帳交付の条件】
精神障害を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約があ
る人。
【障害程度】
１級〜３級
【有効期限】
手帳の有効期限は、２年間です。有効期限の３か月前から更新申請ができます。
【申請に必要なもの】
①精神保健福祉手帳交付申請書
②医師の診断書または障害年金証書（精神障害が支給理由のもの）の写し
③同意書（障害年金証書にて申請する場合）
④本人の顔写真（たて４㎝×よこ３㎝）を１枚（任意）
⑤マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑥印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 3 ］

７８−１１１４

医療機関にかかるまたはかかった場合の援助
１．障がい者医療費
心身に障害のある方が、病院などで支払った医療の自己負担金を助成する制度です。
【対象者】
①４級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
②判定機関で、知的障害者と判定された方のうち知能指数５０以下の方
③Ａ１（最重度）、Ａ２（重度）、Ｂ１（中度）の療育手帳をお持ちの方
④１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（ただし、通院のみの助成）
【所得制限】
本人および扶養義務者の前年の所得により制限されます。
【助成額】
自己負担金額（ただし、高額医療費、附加給付分を除く）
※注意：部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。
【申請に必要なもの】
①身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
②健康保険証
③印鑑
④口座番号のわかるもの（本人名義以外でも可）
⑤所得証明書（転入された方、１月１日現在いなべ市に住所を置いていない方のみ必要）
ただし、申請が９月１日以前の場合は前々年の所得証明書（総所得、扶養人数、控除額の載って
いるもの）が必要となります。
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または市民部保険年金課
【問合せ】保険年金課

TEL

７２−３８２９

FAX

［ 4 ］

７２−３３３４

２．精神通院医療（自立支援医療）
通院医療費の９０％を公費負担することにより、精神障害者の医療の軽減を図るものです。
【対象者】
精神疾患のため継続して通院医療が必要な方が対象となります。
【申請に必要なもの】
○市民税が課税世帯の方
①自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書
②課税証明書（必要な方のみ）
③医師の診断書
④医療保険者証の写し
⑤マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑥印鑑
○市民税が非課税世帯の方
①自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書
②収入申告書
③受給者本人の収入、年金、手当等の年額がわかる資料
（源泉徴収票、年金証書、振込通知書、手当の証書等の写し）
④医師の診断書
⑤医療保険者証の写し
⑥マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑦印鑑
【自己負担】
世帯の所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額負担上限額が決められています。
区

分

対象となる世帯

月額負担上限

生活保護

生活保護世帯に属する者

低所得１

市町村民税非課税世帯で障害者
の収入が８０万円以下

２，
５００円

低所得２

市町村民税非課税世帯で低所得
１以外

５，
０００円

０円

中間的な所得

市町村民税課税世帯で住民税額 医療保険の自己負担限度額と同額
（所得割）が２３万５千円未満
※「重度かつ継続」に該当する場合は、
上限額が５，０００円または１０，０００
円に設定されます。

一定所得以上

市町村民税課税世帯で住民税額 自立支援医療費支給の対象外
（所得割）が２３万５千円以上
※「 重 度 か つ 継 続 」 に 該 当 す る 場 合
は、 自 己 負 担 が １ 割 に な り、 上 限 額 が
２０，
０００円に設定されます。

【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 5 ］

７８−１１１４

３．更生医療（自立支援医療）
身体障害者が障害の程度を軽減または取り除き、あるいは障害の進行を防ぎ職業上及び日常生活の便
宜を増すために必要な場合に給付する医療です。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方または障害者総合支援法の対象疾病の方（いずれも１８歳以上に
限る）で、障害を軽減するために必要な治療や手術をする場合（保険診療内）
【申請に必要なもの】
○市民税が課税世帯の方
①自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書
②課税証明書（必要な方のみ）
③自立支援医療〔更正医療〕意見書（眼科、耳鼻科は医学的意見書）
④身体障害者手帳の写し
⑤医療保険者証の写し
⑥特定疾病療養受療証の写し（人工透析療法の場合）
⑦マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑧印鑑
○市民税が非課税世帯の方
①自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書
②収入申告書
③受給者本人の収入、年金、手当等の年額がわかる資料
（源泉徴収票、年金証書、振込通知書、手当の証書等の写し）
④自立支援医療〔更正医療〕意見書（眼科、耳鼻科は医学的意見書）
⑤身体障害者手帳の写し
⑥医療保険者証の写し
社会保険の方………受給者本人の保険証の写し
国民健康保険の方………保険証に記載されている方の写し（退職国保・遠隔地も含む）
⑦特定疾病療養受療証の写し（人工透析療法の場合）
⑧マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑨印鑑
【自己負担】
世帯の所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額負担上限額が決められています。
区

分

対象となる世帯

月額負担上限

生活保護

生活保護世帯に属する者

低所得１

市町村民税非課税世帯で障害者
の収入が８０万円以下

２，
５００円

低所得２

市町村民税非課税世帯で低所得
１以外

５，
０００円

０円

中間的な所得

市町村民税課税世帯で住民税額 医療保険の自己負担限度額と同額
（所得割）が２３万５千円未満
※「重度かつ継続」に該当する場合は、
上限額が５，０００円または１０，０００
円に設定されます。

一定所得以上

市町村民税課税世帯で住民税額 自立支援医療費支給の対象外
（所得割）が２３万５千円以上
※「 重 度 か つ 継 続 」 に 該 当 す る 場 合
は、 自 己 負 担 が １ 割 に な り、 上 限 額 が
２０，
０００円に設定されます。

［ 6 ］

【給付の主な用途例】
①心臓機能障害の場合…ペースメーカー埋め込み手術、弁口、心室心房中隔に対する手術
②股関節の障害の場合…人工股関節置換術等
③腎臓機能障害の場合…人工透析療法、腎移植術
※申請には、手術の前に身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
※更生医療指定医療機関に限られます。
※世帯の前年の課税状況等に応じて一部負担金があります。
※身体障害者手帳に記載されていない障害は、給付の対象になりません。
※手術等が決定し申請が必要な場合は、早めにご相談ください。
（手術後の申請は、更生医療の対象になりません。）
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

４．育成医療（自立支援医療）
身体上に障害を有する児童または現在ある病気を放置すると将来において重大な障害を残すおそれが
認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるものに対して、その障害の除去、軽減のための
手術などの医療が給付されます。（ただし、指定医療機関があります。）
【対象者】
市内に保護者が居住地を有する１８歳未満の児童
【申請に必要なもの】
①自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書（申請者記入）
②自立支援医療費（育成医療）意見書（主治医記入）
③医療保険者証の写し
④課税証明書（必要な方のみ）
⑤マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑥印鑑
【自己負担】
世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が決められます。
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 7 ］

７８−１１１４

５．小児慢性特定疾病医療支援事業
児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかる高額な医療費の負担を軽減するため、医療費の助成
を行っています。
【対象者】
三重県内の１８歳未満（ただし、１８歳の時点で制度の対象になっており、かつ１８歳以降も引
き続き治療が必要と認められる場合には、２０歳未満）の児童等
【申請に必要なもの】
①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（申請者記入）
②医療意見書（指定医記入）
③世帯全員の住民票（続柄入りで、発行から３か月以内のもの）
④市民税の所得課税状況が確認できる書類（所得課税証明書または納税通知書、特別徴収税額決定
通知書で、どなたの分が必要かは保険の種類により異なります。）
⑤医療保険者証の写し（どなたの分が必要かは保険の種類により異なります。）
⑥同意書
⑦マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑧印鑑
※詳細は桑名保健所へお問い合わせいただくか、三重県のホームページをご覧ください。また、申請
に必要な書類は保健所で入手していただくか、三重県のホームページからダウンロードできます。
・三重県健康福祉部健康づくり課「病気療養中の子どもが利用できる制度（小児慢性特定疾病）」
ＵＲＬ：http://www.pref.mie.lg.jp/kenkot/hp/85039050682.htm

【申請窓口】桑名保健所
【問合せ】桑名保健所

地域保健課
地域保健課

TEL

２４−３６２０

［ 8 ］

FAX

２４−３６９２

日常生活援助
１．補装具の交付と修理
身体障害者（児）に対して、職業その他日常生活の能率向上を図るため、補装具の交付と修理を行い
ます。（介護保険を使える方については、介護保険が優先となります。）
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた方または障害者総合支援法の対象疾病の方
【対象用具】
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、
歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
【自己負担】
１割の実費
※障害福祉サービスと同様、１割の定率負担について上限月額が次のように示されております。
区

分

生活保護、低所得
一般

対象となる人
生活保護世帯の人、市民税非課税世帯の人
市町村民税課税世帯の人

上限額（月額）
０円
３７，２００円

【申請に必要なもの】
①補装具費（購入・修理）支給申請書
②補装具意見書（眼科、耳鼻科は医学的意見書）
※三重県障害者相談支援センターでの来所判定の場合は不要
③交付（修理）を希望する用具の見積書
④身体障害者手帳の写し
⑤マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑥印鑑
※１８歳未満の方については②の代わりに補装具費支給意見書が必要になります。
※補装具の種類によっては、三重県障害者相談支援センターでの来所判定や市の職員の聞き取り調
査が必要になります。
※対象用具には、それぞれ基準額がありますので、基準額を超えた金額については、支給の対象に
なりません。
※障がいの内容によっては、対象とならないものがあります。
※申請以前に購入したものについては、対象になりません。
※耐用年数を経過していないと、再交付されません（修理は可）。

【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 9 ］

７８−１１１４

２．日常生活用具の給付と貸与
在宅の障害者（児）に対し、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資するため、
日常生活用具を給付又は貸与します。（介護保険法を使える方については、
介護保険が優先となります。
）
【対象者】
身体障害者（児）、知的障害者（児）。
※障害の内容、世帯の収入状況等によっては、対象とならないものがあります。
【対象用具】
①介護・訓練用支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、浴槽、入浴補助用
具、便器、Ｔ字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自
動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機
②在宅療養等支援用具
聴覚障害者用屋内信号装置、透析液加湿器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、酸素
ボンベ運搬車、盲人用体温計（音声式）、パルスオキシメーター
③情報・意思疎通支援用具
盲人用体重計、携帯用会話補助装置、パーソナルコンピュータ、情報・通信支援用具、点字ディ
スプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用
活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、ファック
ス、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書
④排泄管理支援用具
ストマ装具、収尿器、紙おむつ
⑤住宅改修費
居宅生活動作補助用具（１人１回のみ）
【自己負担】
１割の実費
※障害福祉サービスと同様、１割の定率負担について上限月額が次のように示されております。
区

分

対象となる人

上限額（月額）

生活保護

生活保護世帯の人

低所得 1

市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年
収が８０万円以下の人

１５，
０００円

低所得 2

市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない人

２４，６００円

一

市町村民税課税世帯の人

３７，２００円

般

０円

【申請に必要なもの】
①日常生活用具の給付（貸与）申請書
②給付又は貸与を希望する用具の見積書（必要に応じて、参考になる図面等）
③障害者手帳の写し
④マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
⑤印鑑
※対象用具には、それぞれ基準額がありますので、基準額を超えた金額については、給付（貸与）の
対象になりません。
※障害の内容や給付（貸与）する用具によっては、給付（貸与）する際に社会福祉課職員が事前に家
庭訪問により、申請者の身体状況及び家庭状況を面接調査したり、医師の意見書を求めたりする
場合があります。
※申請以前に購入したものについては、対象になりません。
※耐用年数を経過していないと、再交付されません（ストマ、紙おむつ、点字図書を除く）。
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 10 ］

７８−１１１４

３．小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病児童が日常生活を容易にするために必要な用具の給付を行います。
【対象者】
小児慢性特定疾病医療費支給認定の対象となっている児童
【自己負担】
世帯の課税状況により、一部自己負担があります。
【申請に必要なもの】
①日常生活用具給付申請書
②県が発行する小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し
③給付を希望する用具の見積書
④印鑑
※対象用具には、それぞれ基準額がありますので、基準額を超えた金額については、給付（貸与）の
対象になりません。
【日常生活用具一覧】
種

目

対

象

者

性

能

等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの（手すりをつけ
ることができる。
）。

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる
機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当
たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭
部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等
であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたも
のであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差
解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢
性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助
者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に
使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであっ
て、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式
たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カット
クリーム

紫外線に対する防御機能が著し
く欠けて、がんや神経障害を起
こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

【申請窓口】福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 11 ］

７８−１１１４

４．移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための援助をヘルパーが行います。
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方または精神障害者
【申請に必要なもの】
①移動支援事業利用申請書
②前年の所得額が明らかになるもの（必要な方のみ）
③マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
④印鑑
【自己負担】
１割負担
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

５．日中一時支援事業
在宅障害者の方の自立促進や生活改善、身体機能の維持向上等を図るための各サービスを日帰りで受
けられます。（介護保険を使える方は利用できません。）
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方または精神障害者
【申請に必要なもの】
①日中一時支援事業利用申請書
②前年の所得額が明らかになるもの（必要な方のみ）
③マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
④印鑑
【自己負担】
１割負担
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 12 ］

７８−１１１４

６．手話通訳・要約筆記奉仕員の派遣
聴覚に障害のある方が、日常生活または、社会生活等におけるコミュニケーションを円滑に行えるよ
うに手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣します。
【対象者】
聴覚障害等で身体障害者手帳をお持ちの方
【派遣先の範囲及び派遣可能時間】
原則としていなべ市内
午前８時から午後９時まで
【自己負担】
無料
【申請に必要なもの】
手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣申請書
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

７．相談支援事業
障害のある方やその家族の方からの相談に応じ、安心して地域で自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、一緒に考えサポートしています。
【対象者】
市内にお住まいの障害のある方、その家族等
【サービス内容】
・日常生活全般の相談（健康、衣食住、就労、人間関係、余暇活動など）
・専門機関の紹介
・福祉サービス等の情報提供、相談、利用援助
・権利擁護のために必要な援助
・その他必要な情報提供及び助言等
【自己負担】
相談料無料
【問合せ】アジサイ TEL ７２−２６１８ FAX ７２−２６１８
いなべ市社協相談支援事業所 TEL ７４−５８２８ FAX ７４−５８５８
いなべ市障害者活動支援センター TEL ８８−０６１２ FAX ７８−３２６５
※平成２８年４月から障がい者総合相談支援センターそういんは、いなべ市基幹相談支援センターと
なり、上記の相談支援事業所への専門的な指導・助言、人材育成の支援、成年後見制度利用の支
援、虐待を防止するための取り組みを行っています。なお、一般就労の支援は引き続き対応して
います。

【問合せ】障がい者総合相談支援センターそういん
障がい者総合相談支援センターそういん

TEL ２７−７１８８
いなべ・東員分室
TEL ８８−１６６５

［ 13 ］

FAX ２４−６７７７
FAX ８８−１６６６

８．訪問入浴サービス事業
一般の浴槽では入浴困難な障害者の方に、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で訪問し、入浴の
介助を行います。※１人週２回まで（介護保険を使える方は利用できません。）
【対象者】
医師が入浴可能と認めた方で、歩行が困難な在宅の身体障害者
【自己負担】
１回 １,２６０円
【申請に必要なもの】
①訪問入浴サービス事業利用申請書
②訪問入浴サービス事業医師意見書
③訪問入浴サービス事業誓約書
④印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

９．障害者職親委託制度
障害者の自立更生を図るため、障害者を一定期間、障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者（職
親）に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことにより、就職に必要な素地を与えるとともに雇用
の促進と職場における定着を高める。
【対象者】
障害者
【申請に必要なもの】
①障害者職親委託申請書
②印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 14 ］

７８−１１１４

１０．身体障害者自動車運転免許取得助成事業
身体障害者に対して自動車運転免許（第一種普通免許）の取得に要する費用の一部を助成し、障害者
の就労等社会活動への参加を促進することを目的としています。
【対象者】
身体障害者手帳の１〜４級所持者
【助成額】
免許取得に直接要した費用の３分の２以内です。ただし、１０万円が限度となります。
（所得制限があります。）
【申請に必要なもの】
①自動車運転免許取得費助成金申請書
②自動車運転免許取得費助成金請求書
③免許証の写し
④前年の所得額が明らかになるもの（必要な方のみ）
⑤印鑑
【申請期間】
免許を取得してから６か月以内
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

１１．身体障害者用自動車改造費助成事業
重度身体障害者が就労等に伴い、自動車を取得する場合、その自動車の操向装置または駆動装置の改
造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資
することを目的としています。
【対象者】
身体障害者手帳（肢体・体幹）１・２級を持つ方
【助成額】
１件１０万円が限度となります。（所得制限があります。）
【申請に必要なもの】
①自動車改造費助成申請書
②自動車改造費助成金請求書
③見積書（改造の箇所及び経費を明らかにしたもの）
④免許証の写し
⑤前年の所得額が明らかになるもの（必要な方のみ）
⑥印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 15 ］

７８−１１１４

１２．タクシー料金助成事業
障害のある方が、社会参加又は医療機関への通院等のためタクシーを利用する際、タクシー乗車券に
より初乗り分を助成します。
【対象者】
①身体障害者手帳の１・２級の交付を受けた方
②療育手帳のＡ１・Ａ２の交付を受けた方
③精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受けた方
【助成金額】
①初乗り運賃（６５０円以内）＋迎車料（１００円）
②年間利用回数上限は、２４回（２枚/月） 例：５月に申請した場合は２２枚支給
【利用方法等】
①タクシーを利用する場合には、障害者手帳と乗車券綴を提示して下さい。
②いなべ市と提携しているタクシー会社に限ります。
【申請に必要なもの】
①いなべ市障害者タクシー乗車券交付申請書
②身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
③印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

１３．成年後見制度利用支援事業
成年後見制度は、精神上の障害によって判断能力が不十分な方の財産管理などを後見人が行う制度で
す。
申立ては、本人や本人の家族の方などが本人の住んでいる家庭裁判所に行います。
いなべ市では、配偶者又は４親等以内の親族がいないなどで成年後見制度の利用ができない方には、
市長が本人等に代わり申立てを行います。さらに経済的な理由から申立て経費や後見人などへの報酬が
支払えない方には、その経費の助成をします。
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

１４．日常生活自立支援事業 （権利擁護事業）
必要な福祉サービスについて適切に判断することに不安がある認知症高齢者、知的障がい者、精神障
がい者などの方々に対し、福祉サービス利用の援助や日常的金銭管理、成年後見制度の利用支援等を通
して、安心して地域で生活できるよう支援します。
【問合せ】いなべ市社会福祉協議会

いなべ日常生活自立支援センター

［ 16 ］

TEL

７２−８０７７

１５．駐車禁止規制適用除外
心身に障害があり、歩行の困難な方が自分で運転または同乗している自動車は、駐車禁止規制の適用
から除外される場合があります。詳しくは、いなべ警察署交通課へお問合せください。
【問合せ】いなべ警察署交通課

TEL

８４−０１１０

１６．三重おもいやり駐車場利用証制度
車椅子使用者用駐車場等の適正な利用を進めるため、「おもいやり駐車場」を利用できる方を明らか
にし、利用証を交付します。
利用証の交付対象者と有効期間
歩行が困難で以下の基準に該当する方
区

分

交付要件

有効期間

身体障害者手帳の等級が下
記の等級であること。

身体障がい

障

視覚障がい
聴覚障がい
平衡機能障がい

１級から４級

い
者

肢体不自由

が

上肢
下肢
体幹

上肢機能
移動機能
心臓･じん臓･呼吸器･小腸・直腸･ぼうこうの機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝機能障がい
知的障がい
療育手帳の障がいの程度欄「Ａ」
精神障がい
精神障がい者保健福祉手帳の障がい区分「１級」
特定疾患医療受給者、特定医療費（指定難病）又は小児慢性特定疾病医療
難病患者
受給者
乳幼児期以前の非進行性の脳病
変による運動機能障がい

無期限

【申請に必要なもの】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定
難病）受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証
【申請窓口】大安庁舎 人権福祉課

TEL

７８−３５６３

FAX

７８−１１１４

【問合せ】三重県健康福祉部地域福祉課ユニバーサルデザイン班
TEL０５９−２２４−３３４９ FAX０５９−２２４−３０８５

［ 17 ］

１７．視覚障害者生活訓練
視覚障がい者に対し、視覚障害生活リハビリテーションの専門員である視覚障害者生活訓練等指導員
がさまざまな生活訓練を行います。
【対象者】
市内に住所があり、視覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方で、自力で日常生活を営
むことが難しい方
【訓練内容】
①歩行訓練
②点字、パソコン、墨字、拡大読書器等を使用する訓練
③調理、裁縫、身辺処理、掃除、買い物等の訓練
【申込方法】
電話・ＦＡＸで社会福祉課へお申込みください
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

１８．障がい児子育て支援事業
【対象者】
障害のある児童、発達に支援を要する児童を養育する家族の方等
【内容】
子育て支援講演会、相談会、サークル活動支援、リフレッシュ講座など
【実施場所】
いなべ市中央児童センター
【問合せ】NPO法人こどもぱれっと

TEL

７７−１５２４

［ 18 ］

FAX

７７−００１４

１９．高齢者肺炎球菌ワクチン接種
【対象者】
６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の 日常生活が極度に制
限される程度の障害を有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害を有することを医師が認めた方で過去に接種を受けたことがない方
【自己負担（医療機関で支払）】
２,５００円
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または健康こども部健康推進課
【問合せ】健康推進課

TEL

７８−３５１７

FAX

７８−２６７８

２０．高齢者インフルエンザワクチン接種
【対象者】
６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の 日常生活が極度に制
限される程度の障害を有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害を有することを医師が認めた方
【自己負担（医療機関で支払）】
１,６００円
【申請及び接種期間】
１０月１５日〜１月３１日
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または健康こども部健康推進課
【問合せ】健康推進課

TEL

７８−３５１７

FAX

［ 19 ］

７８−２６７８

各種福祉手当
１．特別障害者手当
日常生活で、常時特別な介護を必要とされる重度障害者の方で、２０歳以上の在宅の方に手当てを支
給します。
【対象者】
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活においていつも特別の介護を必要とする
２０歳以上の方
【支給要件】
①２０歳以上であること。
②福祉施設等に入所している場合は支給されません。
③病院等に継続して３か月を超えて収容される場合は支給されません。
④重度の障害の状態で、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の障害者であること。
⑤所得制限があります。
【申請に必要なもの】
①特別障害者手当認定請求書
②受給資格者の戸籍謄本または抄本（必要な方のみ）
③受給資格者の属する世帯全員の住民票（必要な方のみ）
④特別障害者手当認定診断書（障害に該当する診断書）
⑤承諾書
⑥公的年金調書
⑦特別障害者手当所得状況届
⑧振込口座指定書
⑨年金証書、年金額改定通知、年金振込み通知の写し
⑩所得証明書（必要な方のみ）
⑪マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
【手当支給額】（平成２９年度）
２６,８１０円／月
【支給方法】
２月、５月、８月、１１月に口座振込
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 20 ］

７８−１１１４

２．障害児福祉手当
日常生活で、常時介護を必要とする程度の障害のある２０歳未満の方に手当てを支給します。
【対象者】
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活においていつも特別の介護を必要とする２０歳
未満の方
【支給要件】
①２０歳未満であること。
②重度の障害の状態で、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児であること。
③障害年金等を受給できる場合は支給されません。
④児童福祉法に規定する肢体不自由児施設等に入所している場合は支給されません。
⑤所得制限があります。
【申請に必要なもの】
①障害児福祉手当認定請求書
②受給資格者の戸籍謄本または抄本（必要な方のみ）
③受給資格者の属する世帯全員の住民票（必要な方のみ）
④障害児福祉手当認定診断書（障害に該当する診断書）
⑤承諾書
⑥公的年金調書
⑦障害児福祉手当所得状況届
⑧振込口座指定書
⑨年金証書、年金額改定通知、年金払込み通知の写し
⑩所得証明書（必要な方のみ）
⑪マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
【手当支給額】（平成２９年度）
１４,５８０円／月
【支給方法】
２月、５月、８月、１１月に口座振込
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

［ 21 ］

７８−１１１４

３．特別児童扶養手当
身体や精神に障害のある２０歳未満の児童（重度または中程度の障害を有すること）の父もしくは母
などに特別児童扶養手当を支給します。
【対象者】
①身体障害者手帳１・２・３・４級の一部の方
②療育手帳Ａ・Ｂ１（中度）程度の方
【支給要件】
①２０歳未満であること。
②児童が施設に入所していないこと。
③対象児童が当該障害を事由とした障害年金を受給していないこと。
④所得制限があります。
【申請に必要なもの】
①申請書
②戸籍謄本
③世帯全員の住民票
④診断書（重度の場合は手帳の写しでも可）
⑤振込先口座申出書
⑥所得証明書（必要な方のみ）
⑦マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

【手当支給額】（平成２９年度）
１級 ５１,４５０円／月
２級 ３４,２７０円／月
（支給額の１級・２級は障害等級とは関係ありません）
【支給方法】
４月、８月、１１月に口座振込
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

４．児童扶養手当
１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生
計を同じくする父が重度の障がい（国民年金の障害等級１級程度）を有する場合に、児童扶養手当が支
給されることがあります。
【問合せ】児童福祉課

TEL

７８−３５１９

FAX

［ 22 ］

７８−２６７８

５．障害年金
障害者となったとき、国民年金加入者は、障害基礎年金を、厚生年金加入者は障害厚生年金を受給す
ることができます。なお、年金で使用される１〜３級（障害基礎年金は１・２級のみ、障害厚生年金は
３級まで）は各年金法による区分で、手帳の等級とは違います。
（１）障害基礎年金
【対象者】
国民年金に加入し、次の全てに該当する方
①障害認定日（初診日から起算して１年６か月を経過した日、又は治ゆした日）に１・２級（国民
年金法）の障害の状態となっている方
②初診日に被保険者であること
③一定の保険料納付要件を満たしていること
※２０歳前にけがや病気で「対象の①」となった場合は、２０歳に達した日以降に受給できます。
【問合せ】保険年金課

TEL

７２−３８２９

FAX

７２−３３３４

（２）障害厚生年金
【対象者】
厚生年金に加入し、次の全てに該当する方
①障害認定日（初診日から起算して１年６か月を経過した日、又は治ゆした日）に１〜３級（厚生
年金保険法）の障害の状態となっている方
②初診日に被保険者であること
③一定の保険料納付要件を満たしていること
【問合せ】

四日市年金事務所

TEL０５９−３５３−５５１５

FAX０５９−３５４−５０１１

６．心身障害者扶養共済
障がい者の保護者が掛金をして、障がい者に終身年金を支給する制度があります。保護者が生前に掛
金をしておくと、保護者が死亡または重度障害になったとき、障がい者に終身年金が支給されます。
【加入資格】
次の①〜④すべての要件を満たす保護者の方が加入できます
①三重県内に住所があること
②６５歳未満であること
③特別の疾病または障がいのないこと
④障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること
【対象者】
次のいずれかの障害者の方が対象になります
①身体障害者手帳１〜３級をお持ちの方、または同等の方
②知的障がいの方
③精神または身体に永続した障がいがあり、上記と同じ程度の方
【掛金額】

（例）加入時３５歳未満の場合、１口９,３００円

【年金額】

１口は２万円、２口なら４万円となります

【申請窓口】 各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】 三重県健康福祉部障がい福祉課 企画・社会参加班
TEL０５９−２２４−２２７４
FAX０５９−２２８−２０８５
［ 23 ］

自立支援給付
１．障害福祉サービス
障害のある方がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる
よう、必要なサービスに係る給付を行います。
なお、「介護給付サービス」を受けるには調査員による聴き取り調査及び審査会においての障害支援
区分認定が必要となります。
（介護保険該当者の場合は、介護保険でのサ−ビスが優先となります。）
【対象者】
障害のある方
【サービスの種類】
サービス名

サービス内容

区分

備

考

居宅介護

居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与
１以上
する

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につ
き、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜及 ４以上
び外出時における移動中の介護を総合的に供与する

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につ
き、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要
な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害
者等が外出する際の必要な援助を行う。

行動援助

知的障害者又は精神障害により行動上著しい困難を有する
障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害
行動関連項目
３以上
者等が行動する際に生じ得る危険を回避する為に必要な援
１０点以上
護、外出時における移動中の介護等の便宜を供与する。

療養介護

医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつ
き、主として昼間において、病院等において行なわれる機
筋ジス、重心
６以上
能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介
区分５以上
護及び日常生活上の世話を供与する

生活介護

常時介護を要する障害者につき、主として昼間において、
５０歳以上
障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事
３以上
区分２以上
の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の便宜を
供与する。

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由によ
り、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害
１以上
者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せ
つ又は食事の介護等の便宜を供与する。

重度障害者等
包括支援

常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程
行動関連項目
度が著しく高いものにつき、居宅介護等の障害福祉サービ ６以上
１０点以上
スを包括的に提供すること。

施設入所支援

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入
５０歳以上
４以上
区分３以上
浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する。

自立訓練
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
（身：機能訓練） 一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓
（知・精：生活訓練） 練等の便宜を供与する。
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−

−

機能訓練：１８か月
生活訓練：２４か月
（長期入所者３６か月）

宿泊型自立訓練

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他
の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向
上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他
の必要な支援を行う。

−

利用期間：２４か月

就労移行支援

就労を希望する障害者につき、一定期間、生産活動その他
の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練等便宜を供与する。

−

利用期間：２４か月

就労継続支援

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就
労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機
会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要
な訓練等の便宜を供与する。

−

共同生活援助

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につ
き、主として夜間において、共同生活を営むべき住居にお
いて相談その他の日常生活上の援助を行うこと。

−

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に
入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域
における生活に移行するための活動に関する相談その他の
必要な支援を行う。

−

利用期間：６か月

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡
体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等
に相談その他必要な支援を行う。

−

利用期間：１２か月

学校就学中の障害児に対して、授業の終了後又は休業日に、
放課後等
生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進の
デイサービス 支援をすることにより、学校教育と相まって障害児の自立
を促進する。
（家族の就労支援や休息が目的ではありません）

【申請に必要なもの】
①申請書
②世帯状況・収入・資産等申告書
③対象者本人の収入、年金、手当の年額がわかる資料
（源泉徴収票、年金証書、振込通知書、手当の証書等の写し）
④マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
【自己負担】
１割（所得に応じて月額負担上限額が決められています）
【申請窓口】福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX
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７８−１１１４

−

租税公課等の減免等
１．税の所得控除
障がい者に所得のあるとき、または障がい者を扶養しているときは、申告または年末調整することに
より所得税・市県民税の障害者控除（所得控除）が受けられます。
【所得税の所得控除額】
一般障害者・・・・・２７０,０００円
特別障害者・・・・・４００,０００円
同居特別障害者・・・７５０,０００円
【市県民税の所得控除額】
一般障害者・・・・・２６０,０００円
特別障害者・・・・・３００,０００円
同居特別障害者・・・５３０,０００円
※一般障害者………身体障害者手帳３〜６級、療育手帳Ｂ、精神障害者保健福祉手帳２・３級
特別障害者………身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級
【問合せ】市民税課

TEL

７４−５８３１

FAX

７４−５８５９
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２．自動車税の減免（普通自動車）
障がい者本人が自動車を運転するときは、自動車税・自動車取得税が障がい者本人名義の車１台に限
り減免されます。障がい者と同居している方が、もっぱら障がい者のために自動車を使うときも１台に
限り減免の対象になります。
【対象者】
障 害 名

本人運転

家族・介護者

障 害 名

本人運転

家族・介護者

視

覚

障

害

１級から４級 １級から４級

腎 臓 機 能 障 害

１級及び３級 １級及び３級

聴

覚

障

害

２級及び３級 ２級及び３級

呼吸器機能障害

１級及び３級 １級及び３級
１級及び３級 １級及び３級

平 衡 機 能 障 害

３級

３級

上 肢 機 能 障 害

１級及び２級 １級及び２級

膀
胱
又
は
直 腸 機 能 障 害

下 肢 機 能 障 害

１級から６級 １級から３級

小 腸 機 能 障 害

１級及び３級 １級及び３級

上肢機能 １級及び２級 １級及び２級

ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害

１級から３級 １級及び３級

運動機能障害

下肢機能 １級から６級 １級から３級

体 幹 機 能 障 害

１級から５級 １級から３級

喉頭摘出による
音 声 機 能 障 害

心 臓 機 能 障 害

１級及び３級 １級及び３級

肝 臓 機 能 障 害

障

害

名

知的障害
（療育手帳）

家族、介護者運転のみ
Ａ１、Ａ最重度
Ａ２、Ａ重度

障

害

名

精神障害

３級

３級

１級から３級 １級から３級

家族、介護者運転のみ（本人運転は認めない）
１級
（通院医療費受給者番号の記載されたものに限る）

※家族運転の場合、障がい者等の通院、通学、通所若しくは生業（通勤、自営等）のために月４回以
上、概ね６か月以上にわたって継続的に自動車を使用することが要件となっています。
※介護者運転はお問い合わせください。
【申請場所】
桑名県税事務所 桑名市中央町５丁目７１（TEL０５９４‑２４‑３６１２）他、各県税事務所
※なお、軽自動車税については、普通自動車と対象条件が異なりますので、いなべ市各庁舎総合窓口
課または員弁庁舎市民税課（TEL０５９４‑７４‑５８３１）にお問い合わせのうえ申請してくださ
い。

【必要書類】
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、車検証（原則として所有者
も使用者も本人であることが必要です）
家族運転の場合、使用目的の証明書（通院証明書等）、世帯全員の住民票の写し等の障がい者と運転
者が同居していることを証する書類（障害者手帳及び運転免許証で確認できる場合は不要）が必要で
す。介護者運転はお問い合わせください。
※使用目的の証明書の様式は各県税事務所、自動車税事務所で配布します。また、県のホームページか
らダウンロードすることもできます。
詳細につきましては、各県税事務所または自動車税事務所へおたずねください。
軽自動車税の取得税については、登録の前に減免の手続が必要な場合がありますので、桑名県税事務
所へお問い合わせください。
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３．運賃等の割引
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、運賃などの割引が受けられます。
（１）ＪＲ・私鉄
利

用

区

分

種

類

第１種の方が、介護者ととも
に利用する場合

普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
（小児を除く）
急行券

１２歳未満の第２種の方の介
護者

定期乗車券
（介護者のみ）

第１種の方及び第２種の方
が、１人で利用する場合

普通乗車券

割引率

取扱区間

５０％
（介護者も同率）

全線

５０％

全線
ただし、片道１００㎞を
超える区間に限る

※１２歳未満の障害児は、小児運賃の５０％割引となります。
※乗車券等を購入するときに、手帳を販売窓口に提示してください。
※詳しくは各公共交通機関にお問合せください。
（２）航空運賃
【対象者】
①身体障害者手帳（満１２歳以上）、療育手帳所持者及び戦傷病者。
②身体障害者手帳が１種の方及び療育手帳の所持者の場合その介護者１人（介護を要する１２歳以
上の方）についても割引の対象になります。
③２種の身体障害者手帳所持者は等級により割引の対象となる障害の区分が変わります。
【割引率】
①本人２５％
②重度障害者の場合、介護者も２５％
※詳しくは、航空券購入時等、利用される航空会社へお問い合わせください。
（３）有料道路通行料金割引証
有料道路を利用する場合、料金の割引が受けられます。
【対象者】
①障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けている方であれば、どなたでも対象になります。
②障害者本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方が対象にな
ります。
【所有者要件】（所有者の氏名、個人名義に限る）
①障害者ご本人が運転される場合
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
②障害者本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等（いずれ
の方もが自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方）
【割引内容】
通常料金の半額 （端数が生じる場合は、１０円単位又は５０円単位で切り上げ）
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【割引有効期間】
新規及び変更の申請時においては、申請をした日から、その後の２回目の誕生日まで。更新の申請
時（割引有効期間の満了日の前２か月間における申請）においては、申請をした日から、その後の３
回目の誕生日まで。
【申請に必要なもの】
①有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請書
②身体障害者手帳または療育手帳
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合）
④自動車検査証
※ＥＴＣご利用の方は、上記に加えＥＴＣカード（原則、障害者本人名義のもの）及びＥＴＣ車載
器セットアップ申込書・証明書が必要になります。
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX

７８−１１１４

４．ＮＨＫ放送受信料の減免
障害者のいる家庭のＮＨＫ放送受信料について減免が受けられます。
【対象者及び割引内容】
①全額免除
身体障害者、知的障害者又は精神障害者を構成員に有し、世帯構成員全員が市民税非課税である
世帯
②半額免除
・世帯主が視覚障害者又は聴覚障害者である世帯
・世帯主が身体障害者手帳１級又は２級を所持している世帯
・世帯主が療育手帳Ａを所持している世帯
・世帯主が精神障害者保健福祉手帳１級を所持している世帯
【申請に必要なもの】
①放送受信料免除（全額・半額）申請書
②身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
③印鑑
【申請窓口】各庁舎総合窓口課または福祉部社会福祉課
【問合せ】社会福祉課

TEL

７８−３５１１

FAX
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