
 

障がい

三郷市 
福祉ガイドブ

平成２

三郷市キャラクター

ック 

２９年度版 

「かいちゃん＆つぶちゃん」 



1 特別児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

1 14

1 15

1 16

2 傷病補償年金・障害補償給付・・・・・・・・・・・ 16

3 心身障害者扶養共済年金・・・・・・・・・・・・・・ 17

3 公共料金の割引・税の減免・・・・・・・・・・・・・18

3 ＪＲ旅客運賃の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

三郷市障がい福祉相談支援センター・・・・・ 3 私鉄旅客運賃の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

3 民営バス運賃の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

3 19

3 19

4 20

4 ＮＨＫ放送受信料の減免・・・・・・・・・・・・・・・ 20

4 郵便料金の減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4 21

5 21

5 21

5 公の施設使用料の減免・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

5 所得税・市県民税の障害者控除等・・・・・・・ 22

6 所得税・市県民税の同居扶養控除・・・・・・・ 22

6 ストマ用装具の医療費控除・・・・・・・・・・・・・ 22

6 おむつ代の医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

6 相続税の税額控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

6 贈与税の非課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

7 個人事業の非課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

7 自動車税・軽自動車税等の減免・・・・・・・・・ 24

8 日常生活の援助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

8 地域活動支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

9 26

9 訪問入浴サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

9 26

10 居宅介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

10 短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

10 在宅心身障害児者一時介護委託料助成・・27

10 あんしんサポートネット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

10 成年後見制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

11 緊急通報システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

11 １１９番ファクス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

特定疾病に係る療養・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 緊急通報システムネット１１９・・・・・・・・・・・・28

年金・手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 メール・ＦＡＸ１１０番システム・・・・・・・・・・・・ 28

在宅重度心身障害者手当・・・・・・・・・・・・・・ 12 救急医療情報キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

特別障害者手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 補装具費の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

障害児福祉手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 労災保険による義肢等の支給・・・・・・・・・・ 29

目　　　　　　次
手帳の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

身体障害者手帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

療育手帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 障害年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三郷市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・・・・・ 有料道路割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

精神障害者保健福祉手帳・・・・・・・・・・・・・・ 特別障害給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サポート手帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相談の窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

福祉事務所（障がい福祉課）・・・・・・・・・・・・

三郷市障がい者就労支援センター・・・・・・・

子ども発達支援センター・・・・・・・・・・・・・・・

家庭児童相談室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 航空運賃の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保健センター（健康推進課）・・・・・・・・・・・・・ タクシー料金の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童相談所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保健所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

埼玉県総合リハビリテーションセンター・・・・ 官製はがきの無料配布（青い鳥はがき）・・・

埼玉県立精神保健福祉センター・・・・・・・・・ 携帯電話料金の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

埼玉県精神科救急情報センター・・・・・・・・・ ＮＴＴ番号案内の無料利用・・・・・・・・・・・・・・

埼玉県発達障害者支援センター　まほろば

埼玉県発達障害総合支援センター　・・・・・・

権利擁護センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

身体障害者相談員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

知的障害者相談員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

身体障害者結婚相談員

民生委員・児童委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指定一般相談支援事業所・・・・・・・・・・・・・・

指定特定相談支援事業所・・・・・・・・・・・・・・

指定難病に係る医療給付制度・・・・・・・・・・

自立支援医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

重度心身障害者医療費助成・・・・・・・・・・・・ 移動支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

後期高齢者医療制度による医療給付・・・・・

ひとり親家庭等医療費助成・・・・・・・・・・・・・ 訪問理美容サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特定疾患医療給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小児慢性特定疾患医療給付・・・・・・・・・・・・

結核児童のための療育の給付・・・・・・・・・・

結核医療費の公費負担・・・・・・・・・・・・・・・・

先天性血液凝固因子欠乏症医療給付・・・・

医療相談（障がい者の歯科診療）・・・・・・・・



日常生活用具の給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 54

39 54

39 54

39 障害者雇用納付金制度・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

40 55

福祉タクシー利用料金助成・・・・・・・・・・・・・ 40 子どもの療育・相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

自動車燃料費助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 子ども発達支援センター・・・・・・・・・・・・・・・ 56

タクシー料金の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 しいのみ学園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

身体障害者補助犬の給付・・・・・・・・・・・・・・ 41 社会福祉法人東埼玉　中川の郷・・・・・・・・ 56

運転適性相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 東京都立北療育医療センター・・・・・・・・・・・ 56

運転免許取得費用の補助・・・・・・・・・・・・・・ 41 埼玉県立三郷特別支援学校・・・・・・・・・・・・ 56

41 心身障害児総合医療療育センター・・・・・・・ 57

42 施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

42 交流等の施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

手話通訳者・要約筆記者の派遣・・・・・・・・・ 43 58

声の広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 58

点字版・テープ版県広報紙・・・・・・・・・・・・・ 43 伊豆潮風館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

各種資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 関連施設等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

生活福祉資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

福祉資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

障害者総合支援法等による福祉サービス・46

障害者総合支援法のサービス・・・・・・・・・・ 46

介護給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

訓練等給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

地域相談支援給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

その他の地域相談支援事業・・・・・・・・・・・・ 47

各種サービスの手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・47

障害児通所支援の種類・内容・・・・・・・・・・・ 48

利用者負担と負担軽減措置・・・・・・・・・・・・ 48

計画相談支援／障がい児の相談支援・・・・ 49

就労の支援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

50

50

東部障がい者就業・生活支援センター・・・・ 50

50

埼玉県障害者職業センター・・・・・・・・・・・・・ 51

就労のための訓練等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

就労訓練等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

障害者職業能力開発校・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

障害者委託職業訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

53

精神障害者社会適応訓練事業・・・・・・・・・・ 53

その他就労に関すること・・・・・・・・・・・・・・・ 54

雇用保険法による失業給付・・・・・・・・・・・・ 54

就職資金の貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

駐車禁止の適用除外・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特定求職者雇用開発助成金・・・・・・・・・・・・

車いすの貸し出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 発達障害者雇用開発助成金・・・・・・・・・・・・

重度障害者居宅改善整備費の支給・・・・・・ トライアル雇用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県営住宅入居申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・

ＵＲ賃貸住宅入居申し込みの優遇・・・・・・・ その他の制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自動車改造費の補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・

埼玉県内の駅のバリアフリー情報提供・・・・

埼玉県障害者交流センター・・・・・・・・・・・・・

三郷市障がい者交流ルーム・・・・・・・・・・・・

公共職業安定所（ハローワーク）・・・・・・・・・

三郷市障がい者就労支援センター・・・・・・・

発達障害者就労支援センター（ジョブセンター草加）

ヘレン・ケラー学院盲学生技能習得訓練委託制度





※

※
※

※

※

※

※ 住所、氏名の変更、亡くなったときは必ず届け出てください。
※

手帳の交付

●身体障害者手帳

　身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方が交付を受けられるもので、
障がいの種類(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じ
ん臓機能、呼吸器、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)や程度により１級から６
級までに区分されます。（埼玉県発行）

指定医師作成による身体障害者手帳診断書・意見書(用紙は障がい福祉課にあります)が
必要です。
住所、氏名の変更、亡くなったときは必ず届け出てください。
手帳を紛失、破損した場合は再交付が可能です。

　統合失調症、うつ病等、てんかん、器質性精神疾患、その他の精神疾患をお持ちの方で、初診
日から６か月以上が経過し、精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約
がある方（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害程度に該当すると認められ
た人）に対し交付される手帳（埼玉県発行）で、障害程度により１級から３級に区分されています。

現在の制度では、有効期限終了日の３か月前から受け付けることができますが、更新を希
望しない方や転居した方もいることから、有効期限に伴う更新のご案内は送付しておりませ
んので、予めご了承いただけますようお願いいたします。

手帳を紛失、破損した場合は再交付が可能です。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

住所、氏名の変更（本人・保護者）、保護者の変更、亡くなったときは必ず届け出てくださ
い。
手帳を紛失、破損した場合は再交付が可能です。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

●精神障害者保健福祉手帳

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

●療育手帳

　児童相談所又は知的障害者更生相談所（埼玉県総合リハビリテーションセンター）で、知的障が
い者(児)として判定を受けた方が、各種の援護を受けるために必要な手帳(埼玉県発行)で、障が
いの程度により①Ⓐ（最重度）、②Ａ（重度）、③Ｂ（中度）、④Ｃ（軽度）の４段階に区分されていま
す。

手帳交付された後、障がいの程度の確認をするため年齢により数年ごとに再判定を行いま
す。
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http://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/hattatu/lifestage-sien.html

●サポート手帳

　埼玉県では、乳幼児から成人期に至るまで一貫した支援のために「サポート手帳」を作成してい
ます。この「サポート手帳」は、主に発達障がいがあったり、発達が気がかりだったりするお子さん
をお持ちの保護者で希望する人に配布をしています。

配布は市役所で行っております。
埼玉県の担当部署は埼玉県福祉部福祉政策課　０４８（８３０）６８８９
埼玉県のホームページからダウンロードできます。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８
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問合せ先　 給付係

※

問合せ先　 相談支援センターパティオ 三郷市三郷２－３－１
０４８（９４９）２２１０ （有料老人ホーム未来倶楽部１階）

子ども支援課　家庭児童相談室

健康づくり係 （９３０）７７７１
地域保健係 （９３０）７７７２
健診予防係 （９３０）７７７３

●障がい者就労支援センター（障がい福祉課　障がい者就労支援係）

　市内在住の障がいのある方（障害者手帳を所持している人または、医師の診断により障がいが
認められる人）の就労及び就労後の定着に関する相談・支援を行っています。

相談支援については、登録制を採用しておりますので、まず電話で初回相談の予約
をお願いします。

問合せ先 障がい者就労支援係 （９５３）１５２１

相談の窓口

●福祉事務所（福祉部）障がい福祉課　障がい福祉係／給付係

　各種手帳所持者、難病患者、発達障がい・高次脳機能障がい者等の総合窓口として、各種手
帳の申請・交付、施設入所、補装具・日常生活用具・自立支援医療の給付等について相談支援を
行います。
　又、ヘルパー派遣や、移動に関する支援、手話、要約筆記者派遣等のコミュニケーションの支
援、各種手当、重度心身障害者医療費助成、タクシー券・燃料券の交付等についても担当してい
ます。

障がい福祉係 （９３０）７７７８ （９３０）７７７９

問合せ先

●家庭児童相談室

　家庭における適正な児童養育、その他家庭における児童の福祉向上を図るため、健康福祉会
館に設置されています。　相談室には相談員が配置され、電話相談、来室相談など児童に関する
身近な相談に応じ、必要な助言等を行っています。

問合せ先 （９５２）４５３３

●保健センター（健康推進課）

　乳幼児から高齢者まで市民の健康を増進するため、保健・栄養指導、健康相談、各種健診・が
ん検診等、保健サービス、予防衛生等の総合窓口として必要な支援、助言を行っています。

●三郷市障がい福祉相談支援センター

　障がい福祉課で実施している相談支援業務を委託契約によりこちらでも行っています。専門の
相談支援員による家庭訪問、カウンセリング、ピアサポート事業も展開しております。障がいのあ
る人、その家族、介護者等からの、日常生活、就労等様々な悩みや不安の相談に応じ、各種福
祉サービスの紹介や利用方法についての情報提供の他、必要な援助を実施しています。

●子ども発達支援センター（子ども支援課）

　発達の遅れや偏りなどの心配があるお子さんについて、相談や個別指導を行っています。相談
や指導は予約制です。

問合せ先 子ども支援課　子ども発達支援センター （９３０）７７９４
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社会福祉協議会 代表 （９５３）４１９１

問合せ先 埼玉県越谷児童相談所　草加支所 草加市西町４２５－２
０４８（９２０）４１５２
※休日・夜間の児童虐待については、全国共通ダイヤル１８９　になります。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

問合せ先 埼玉県草加保健所 草加市西町425-2
０４８（９２５）１５５１

業務内容
①

②

③

④

利用方法

問合せ先 埼玉県総合リハビリテーションセンター　 上尾市西貝塚１４８－１
０４８（７８１）２２２２

●三郷市社会福祉協議会

　市民・行政・専門家の参加のもと、協働して地域のまちづくりに関する福祉事業の連絡・調整・調
査・企画・事業を行う、社会福祉法に基づく公共的性格を持った非営利の民間団体です。

問合せ先

●児童相談所

　子どもについてのさまざまな相談に応じ、それぞれの問題解決に必要な指導援助を提供してい
ます。又、児童福祉施設への入所などを行っています。

リハビリのための医療・訓練を行うほか、次の相談業務を行っています。

身体障害者更生相談
身体障がいのある人に対する専門的相談援助を行うとともに、医学的、心理学的及
び職能的判定を行い、ます。又、補装具の処方及び適合判定を行っています。
知的障害者更生相談
知的障がいのある人の福祉について、家庭等から相談に応じ、医学的、心理学的及
び職能的判定とこれに付随する助言等を行っています。
地域支援

麻薬・覚せい剤等に関する相談
ＨＩＶ・感染症に関する相談や検査の実施
各種医療助成
食中毒に関する相談
食品や飲料水に関する相談や検査の実施　等

●埼玉県総合リハビリテーションセンター

●保健所

　保健衛生の向上、増進のため、市と連携し専門的・広域的な業務を行っています。

業務内容
専門的母子保健に関する相談
難病に関する相談
精神保健福祉に関する相談

在宅の身体障がいのある人及びその家族を対象に、日常生活上必要な住宅改修
や、福祉用具等に関する相談援助を行っています。又、家庭訪問による「在宅身体
障害者訪問相談事業」も行っています。
高次脳機能障がいに関する相談支援
高次脳機能障がいのある人、その家族及び関係機関等からの相談に応じています。

①から③の相談・判定等の支援は三郷市の障がい福祉課で予約受付をしていま
す。④の相談は埼玉県総合リハビリテーションセンターで受け付けています。
※高次脳機能障がい者の相談支援は三郷市の障がい福祉課、相談支援セン
ターパティオでも行っています。
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業務内容
①

②

利用方法

問合せ先 埼玉県立精神保健福祉センター 北足立郡伊奈町小室８１８－２

受付電話番号 ０４８（７２３）８６９９
月曜日から金曜日　午後５時～翌朝８時３０分
土曜日・日曜日・祝日及び１２月２９日～１月３日　

午前８時３０分～翌朝８時３０分

※

月曜日から金曜日（祝祭日は除く）
面談 午前９時～午後５時（受付午後４時まで）
電話 午前９時～午後５時（受付午後４時３０分まで）

問合せ先 埼玉県発達障害支援センター　まほろば
川越市平塚新田東河原２０１－２　　 電話　０４８（２３９）３５５３

ＦＡＸ　０４８（２３３）０２２３

月曜日から金曜日（祝祭日は除く）
午前９時～１２時　　午後１時～４時

電話 ０４８－６０１－５５５１

※この他に「こころの電話」として、家庭や学校での悩み、人間関係などのこころの健康
についての相談専用電話（048-723-1447）を設置しています。

０４８（７２３）１１１１

●埼玉県精神科救急情報センター

　夜間・休日における緊急的な精神医療相談を電話で受け付けています。相談内容をもとに適切
な助言を行い、必要に応じて医療機関の紹介を行います。

受付時間

●埼玉県発達障害者支援センター　まほろば(1９歳以上）

　精神疾患の予防や治療及び精神障がいのある人の社会復帰訓練を総合的に行っています。

精神保健福祉部門
精神的な不安や悩み、対人関係や性格上の悩み、ひきこもり、飲酒や薬物乱用等、
精神保健に関する相談支援を行っています。
社会復帰部門
精神障がいがあり、かつ主治医が利用を必要と認めた人を対象とする通所訓練や
宿泊訓練を実施しています。

予約制です。　予約受付時間　平日　午前９時～午後５時

●埼玉県立精神保健福祉センター

受付時間

　発達障がいのある人やその家族、支援に関わる関係者等からの相談を受け付けています。発
達障害者支援センター事業は埼玉県から委託されて行われています。

発達障がいに関して、どこに相談してよいか、どのように相談していいかわからない場合等
でも相談することができます。

相談時間

●埼玉県発達障害総合支援センター　(18歳まで）

　発達障がいの支援ができる人材の育成や、親への支援、地域の支援機関への助言、県民の方
からの相談に応じています。

発達障がいのある１８歳までの子どもとその家族からの電話相談
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　認知症高齢者や障がいのある人の生活上のさまざまな相談支援等を行っています。

認知症の高齢者・障がいのある人のための権利擁護相談

・ 財産管理について ・
・ ・

問合せ先
権利擁護センター　０４８（８２２）１２０４　または　０４８（８２２）１２４０

問合せ先
さいたま市浦和区大原３－１０－１（県障害者交流センター内）
電話／ＦＡＸ　０４８（８２２）５３３３

問合せ先 （９５３）１１１１　内線９４７５

●身体障害者相談員

　身体に障がいのある人の相談に応じて、必要な助言等を行っています。お気軽にご相談くださ
い。

氏　名 住　所 電話等 備　考

●権利擁護センター（埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター）

内容

次のような問題について、法律、社会保険、福祉の専門家が相談を受け、解決に向
け支援をします。相談は無料です。

訪問販売等、消費・契約について
相続・遺言について 親亡き後の生活全般について

山田　智恵子 三郷市幸房１４３９－１１ （９５２）５８３９

●身体障害者結婚相談員

　結婚を希望する身体障がいのある人に対して、相談・紹介を行うとともに、相互交流の集い等を
開催しています。

相談日 火・木・土（年末年始・祝日を除く）午前１０時～午後４時

●知的障害者相談員

　知的障がいのある人（児童含む）又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言等を行って
います。お気軽にご相談ください。

氏　名 住　所 電　話

濱舘　テツエ 三郷市栄1-295-4 （９５２）４８９２

恩田　利夫 三郷市戸ヶ崎3-20 （９５３）３８５０

平野　清代美 三郷市彦成3-258-1-507 （９５９）３０８４（ＦＡＸ） 聴覚障害担当

利用方法 事前に電話かＦＡＸで予約

埼玉県身体障害者福祉協会

●民生委員・児童委員

　一定の地域を受け持ち、地域の福祉に関する要望・問題点を把握するための社会調査や、高
齢者、障がい者、生活に困っている人等の相談、連絡調整等の活動をしています。なお、活動に
あたっては、個人の人格を尊重し、秘密を守るよう義務付けられています。

ふくし総合支援課
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・ 三郷市三郷２－３－１（未来倶楽部１階）
０４８（９４９）２２１０　　

・ 三郷市中央３－７－１

・ 三郷市三郷２－３－１（未来倶楽部１階）
（９４９）２２１０　　

・ 三郷市中央３－７－１

・ 三郷市彦音２－４０－１　カンフォート１０１
（９５９）９４９２

・ 三郷市谷口５２２－５

・ 三郷市幸房１０５７－３

・ 縁むすび相談室 三郷市高州２－２１８ロータス高州ビル２階

０４８（９５４）７９２５

●指定特定相談支援事業所

障害福祉サービス等の利用計画の策定(計画相談支援・障害児相談支援)
　サービス等利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められる場合に、障がい
ある人の自立した生活を支え、障がいのある人の抱える課題の解決や適切なサービスの利用
に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行います。

　障害福祉サービス等を申請した障がいのある人について、サービス等利用計画の作成及び
支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)等について依頼、相談ができる場
所として指定特定相談支援事業所があります。

三郷市障がい福祉相談支援センター　パティオ

●指定一般相談支援事業所

　地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
　地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援が必要な人に
入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を
行います。地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院したとき、家族との同居
から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人に対し、地域生活を継続していくための
支援を行います。
　住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談及び支援等を行
える場所として指定一般相談支援事業所があります。

三郷市障がい福祉相談支援センター　パティオ

障害者生活支援センター　みさとコスモス　　　　　　

（９５４）８５０８

障害者生活支援センター　みさとコスモス　　　　　　
（９５４）７９２５

サポートセンター　みどりの風

相談支援事業所　ふぉーきっず
（９３４）５９５２

さとっこ相談室（児童のみ）
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1

１８歳以上の身体障害者手帳所持者
対象医療

給付内容 ① 診察、看護、移送 ②
③ ④

2

給付内容 指定医療機関において医療の給付を行います
手続き

3

給付内容

手続き

障がい福祉係 （９３０）７７７８

対象
角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎移植
術、抗ＨＩＶ療法、肝臓移植後の抗免疫療法等
※心臓機能障がいのある人に対する医療は手術とこれに伴う医療に限られ、
いわゆる内科的な治療のみのものは除く。

※腎臓機能障がいのある人に対する更生医療の給付は、慢性血液透析療法と
腎移植術に伴う医療に限る。

薬剤又は治療材料の支給
医学的処置、手術その他治療と施術 診療所または病院への入院

医　療

●自立支援医療

　障害者総合支援法に基づき、障がいの内容によって、次のとおり指定医療機関で受診した場合
の医療費の一部を公費で負担します。このことにより、利用者の医療費の負担割合は原則１割と
なります。（利用者世帯の所得状況や疾病に応じて、１か月あたりの負担上限額の適用による軽
減措置もあります。）

更生医療
　身体障がいのある人が、その障がいの程度を軽くしたり、障がいの進行を防いだり、日常
生活の自立に効果がある治療を受ける場合、その保険診療の医療費等の一部を公費で負
担します。

指定医療機関で精神疾患の診療を受けた医療費（薬剤費、精神科デイケア、
訪問看護含む）
障がい福祉係で相談してください。

問合せ先

・肢体不自由、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓機能、腎
臓機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能などの障がいがあり、確実な治療効
果が期待できるもの
・又、このまま放置すると将来障がいに該当するような疾病に罹患しており、確
実な治療効果が期待できるもの

障がい福祉係で相談してください

精神通院
　精神疾患のある人が、その疾患の治療（入院以外）を受ける場合に、その保険診療の医
療費等の一部を公費で負担します。

対象 精神疾患で治療（入院以外）を受ける人

手続き まずは障がい福祉係で相談してください。

育成医療
　身体に障がいのある児童又は現在は障がいには該当していないが、そのまま放置すると将
来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、確実な治療効果が期待できる場合、その保
険診療の医療費等の一部を公費で負担します。

対象 以下の障がい等に該当する１８歳未満の児童（現在障がいに該当していなくて
も対象となる場合あり）
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①
②
③
④

⑤

⑥

障がい福祉課　給付係 （９３０）７７７９

①

②
③
④

長寿いきがい課 高齢者医療係 （９３０）７７８９

次のいずれかに該当する子どもと、その母、父又は養育者
① 父母が離婚した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定の障がいの状態にある子ども
④ 父又は母に１年以上遺棄されている子ども
⑤ その他の理由で、父又は母と生計を同じくしていない子ども

対象年齢

子ども支援課 給付係 （９３０）７７８１

●重度心身障害者医療費助成

　医療機関で診療を受けた場合、各種保険（介護保険等は除く）による自己負担分の費用を助成
します。

対象 次の①～⑥　のいずれかに当てはまる人。ただし、①～⑤まで
については次の場合を除きます。

療育手帳Ⓐ、Ａ
精神障害者保健福祉手帳１～２級
国民年金法障害等級１～２級

内容 所得に応じて医療費の１割又は３割の支払いになります。又、１ヶ月の医療費
負担額に限度額の適用が受けられます。（入院の場合は別に食事代の一部
負担があります）その他、詳細は後期高齢者医療担当へお問い合わせくださ
い。

問合せ先

国民年金障害基礎年金証書１～２級のうち、６５歳を迎えて後期高齢者
医療制度に加入されている人

問合せ先

●後期高齢者医療制度による医療給付

　後期高齢者医療制度は、７５歳以上の人が対象となりますが、次の人は６５歳から認定を受ける
ことができます。

対象 身体障害者手帳１～３級、４級の音声・言語機能障害、４級の下肢障害の
一部

６５歳以上で新規に手帳取得をした方

身体障害者手帳１～３級
療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ
精神障害者保健福祉手帳１級
身体障害者手帳４級の音声・言語機能障がい、又は下肢機能障がい
１．３．４号のうち６５歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている
精神障害者保健福祉手帳２級のうち、６５歳を迎えて後期高齢者医療制
度に加入されている人

問合せ先

●ひとり親家庭等医療費助成

　子どもを育てているひとり親の人に、医療費の一部が助成されます。
対象

子どもの年齢が１８歳になった年の年度末（３月３１日）まで（ただし、一定の障
がいのある子どもは２０歳の誕生日の前日まで）

内容 医療機関にかかったときの医療費（高額療養費・付加給付を除く）の一部負担金
から、外来は１医療機関１ヶ月１人につき１，０００円、入院は１日１人につき
１，２００円の自己負担金を差し引いた額。ただし、非課税世帯の方は差し引きし
ません。又、薬剤は自己負担金を差し引きません。
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問合せ先 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１

※対象となる疾病と疾病の状態の程度については県ホームページ(厚生労働省資料)を参照ください

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/documents/261218-475syuusei_shippei-kokuji.pdf

問合せ先 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１

問合せ先 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１

①
②
①

問合せ先 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１    

1 ．
2 ．
3 ．
4 ．
5 ．
6 ．
7 ．
8 ．
9 ．
# ．
# ．

問合せ先 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１

●小児慢性特定疾病医療給付

　児童福祉法第１９条の２に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定
疾病)の医療に係る費用の一部を県が負担し、対象児童のご家庭の医療費負担軽減を図るもの

す

●結核児童のための療育の給付

対象者 １８歳未満の結核にかかっている長期入院が必要な児童
内容 指定医療機関で入院の医療給付を行います。又、日用品などの支給も併せて行

います。なお、扶養義務者の所得税額等に応じて一部自己負担があります。

●特定疾患医療給付

　対象となる疾患の治療を受けている人が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分
の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、特定疾患に関する医療の確立、
普及を図るとともに、対象者の医療費の負担軽減を図るものです。

※疾病名については県ホームページを参照ください。
　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html

第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)
第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
第Ⅹ因子(スチュワートプラウアー)欠乏症
第Ⅺ因子(Pｔａ)欠乏症
第Ⅻ因子(ヘイグマン因子)欠乏症
第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症

●先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付

　２０歳以上で、次の先天性血液凝固因子障害で治療を受けている人を対象として医療費の給付
を行います。

第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症

●結核医療費の公費負担

対象者 結核を感染させるおそれがあるため、保健所の勧告・措置により入院している人
通院等により結核の治療を受けている人

内容 については、医療保険と公費で全額負担します。ただし、本人及び扶養義務者
の所得税が年１４７万円を超える場合には、月額２万円の自己負担がありま
す。

von willebrand　(フォン・ヴィルブランド)欠乏症
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問合せ先 草加保健所 ０４８（９２５）１５５１

埼玉県総合リハビリテーションセンター　(上尾市)
埼玉県社会福祉事業団そうか光生園　(草加市)
埼玉県社会福祉事業団嵐山郷　(嵐山町)
埼玉県社会福祉事業団あさか向陽園　(朝霞市)
埼玉県社会福祉事業団皆光園　(深谷市)

障がい福祉係 （９３０）７７７８

厚生労働大臣により、次の３つの疾病が定められています。
①人工腎臓を実施している慢性腎不全
②血友病
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

（ＨＩＶ感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る）
加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
三郷市国保の方　　国保年金課　保険給付係　（９３０）７７０２
後期高齢者医療制度の方　　長寿いきがい課　高齢者医療係　（９３０）７７８９

０４８－５７３－２０２１

※問い合わせについては各施設へ直接お問い合わせください。ただし、そうか光生園については、
障がい福祉課で申込みをいたしますので、ご相談ください。

問合せ先

●特定疾病に係る療養

　高度な治療を著しく長期間継続しなければならない、特定の疾病に係る療養については、自己
負担限度額を１万円としています。（７０歳未満の人工透析をしている上位所得者の場合は２万
円）

対象

施設名 電話
０４８－７８１－２２２２
０４８－９３６－５０８８
０４９３－６２－０５８９
０４８－４６６－１４１１

●指定難病に係る医療給付制度

　原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾
病を対象に医療費の一部を助成しています。

●医療相談(障がい者の歯科診療)

　一般の医療機関の施設・機能では治療を受けることが困難な障がいのある人を対象に歯科診
療、相談等を行っています。なお、診療、相談は予約制となりますので、事前にお問い合わせくだ
さい。

問合せ先
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①
②
③
④

・
・
・

・

※

障がい福祉課　給付係 （９３０）７７７９

・
・
・

手当額

※

障がい福祉課　給付係 （９３０）７７７９

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給している
人
障害者手帳の有効期限の切れた人（更新等で障がいの判定が確定するまで
の期間、一時支給の停止をすることがあります）

手当額 ６５歳未満・・・・月額５，０００円
６５歳以上・・・・月額２，５００円（６５歳未満で既に在宅重度心身障害者手当を受
給している人はそのまま継続して月額５，０００円）

支給方法 申請のあった翌月分から半年ごと（３月・９月）に、まとめて対象者の指定し
た金融機関の口座に振り込みます。

療育手帳Ⓐ・Ａの交付を受けている人
精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人
上記①、②に相当すると市長が認めた人

※ただし、次に該当する人には支給されません。
施設に入所している人
市区町村民税が課税されている人（障がい者本人）

年金・手当

●在宅重度心身障害者手当

　市内に居住する重度の障がいのある人の経済的負担の軽減を図る目的で、障がいのある人本
人に支給されるものです。

対象者 身体障害者手帳１級・２級の交付を受けている人

手続き等については担当にご相談ください。

問合せ先

※ただし、次に該当する人には支給されません。
施設に入所している人
病院等に３か月を超えて継続して入院している人
一定以上の所得がある人（詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください）

月額　２６，８３０円
支給方法 ２月・５月・８月・１１月に申請月の翌月分から本人口座に振り込みます。

手続き等については担当にご相談ください。

問合せ先

●特別障害者手当

　２０歳以上で、日常生活において常時特別な介護を要する状態にある人に手当が支給されま
す。

対象者 ２０歳以上で身体又は精神の重度の障がいにより日常生活において常時特別の
介護を要する状態にある人（細かい条件があります）
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①
②
③

・
・
・

手当額

※

障がい福祉課　給付係 （９３０）７７７９

・
・

・
手当額
支給方法

※

障がい福祉課　給付係 （９３０）７７７９

●障害児福祉手当

　２０歳未満でおおむね次のいずれかに該当する人に手当が支給されます。

身体障害者手帳１級の一部及び２級の一部の人
知的障害であって、療育手帳丸Ａ相当の人

対象者 一定の障がいに該当する２０歳未満の子どもを養育している人で、生計の中心と
なる人（一定の障がいの状態については細かい基準があります）
※ただし、次に該当する人には支給されません。

子どもが施設に入所している人
子どもが障がいを理由とする公的年金を受給している人あるいは受給が可能
な人
一定以上の所得がある人（詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください）

支給方法 ２月・５月・８月・１１月に申請月の翌月分から本人口座に振り込みます。

手続き等については担当にご相談ください。

問合せ先

●特別児童扶養手当

　精神又は身体に一定の障がいがある２０歳未満の子どもを育てている人のうち、主として生計を
維持する人に手当が支給されます。

精神障がい、血液疾患等の人で、①・②と同程度の障がいがある人
※ただし、次に該当する人には支給されません。

施設に入所している人
障がいを理由とする公的年金を受給している人
一定以上の所得がある人（詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください）

月額　１４，６００円

月額（障がい児１人につき）　重度５１，５００円　中度３４，３００円
４月・８月・１１月に申請月の翌月分から本人口座に振り込みます。

手続き等については担当にご相談ください。

問合せ先
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①
②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧

・
・
・

・
・

手当額 子ども１人の場合　 所得に応じて月額４２，３３０円～９，９９０円
子ども２人の場合　 １人分に月５，０００円加算
子ども３人以上　　　　 ３人目から月３，０００円加算
※平成２８年８月分より多子加算額改定予定

支給方法

※

子ども支援課 給付係 （９３０）７７８１

父又は母に１年以上遺棄されている子ども
父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた子ども
父又は母が法令により１年以上拘禁されている子ども
母が婚姻によらないで懐胎した子ども

※ただし、次に該当する人には支給されません。
子どもが施設に入所している人

対象者 次のいずれかに該当する１８歳の年度末までの子ども又は２０歳未満で中度
以上の障がいを有する子どもを養育する父又は母、もしくは主として生計を維
持する養育者の人

父母が婚姻を解消した子ども
父又は母が死亡した子ども
父又は母に一定の障がいがある子ども（父母の障害については細かい基準が
あります）
父又は母の生死が明らかでない子ども

●児童扶養手当

　一定の条件に該当する子どもを育てている父・母もしくは主に生計を維持する養育者に手当が
支給されます。

問合せ先

子ども又は受給者が公的年金を受給している人あるいは受給が可能な人
子どもが父又は母に支給される公的年金の額の加算の対象となっている人
（ただし、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、そ
の子どもについては差額分を受給することができます）
一定以上の所得がある人
子どもや受給者が日本国内に住所を有しない人

申請月の翌月分から支給対象となり、４月・８月・１２月に本人口座に振り込みま
す。

手続き等については担当にご相談ください。
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※

受給要件 ①
②
③

年金額 ９７５，１００円
７８０，１００円

※

※ 支給額は、消費者物価指数等の変動に応じて改定されます。
※ 金額は変動することがあります。

（９３０）７７０４

障害厚生年金・障害手当金

① 障がいの原因となった病気・けがの初診日に厚生年金の加入者であったこと
②

③ 国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
年金額

障害手当金

問合せ先

２０歳前に初診日のある方（所得制限あり）
国民年金加入中に初診日があり、受給要件を満たしている方
日本国内に住所登録がある６０歳から６５歳未満に初診日があり、受給要件を
満たしている方

１級　 年額 障害者手帳の等級では
ありません。２級 年額

●障害年金

　障害年金は、病気やけがによって生活や仕事等が制限されるようになった場合に、現役世代の
方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障
害共済年金」があり、年金を受け取るには、年金保険料の納付状況等の条件が設けられていま
す。

障害年金の申請は、原則、初診日から１年６ヶ月を経過した日以降に行うことができます。
（２０歳前障がいを除く）

障害基礎年金（国民年金）
国民年金の被保険者期間中に、障がいの原因となる病気やけがの初診日があり、下記に該
当する方で、年金制度の障害１級又は２級に該当した場合に受け取ることができます。

勤務先管轄の年金事務所又は越谷年金事務所

　厚生年金加入者（厚生年金保険適用事業所に勤める人）が、厚生年金加入中の病気やけが
により、障がいが残ったとき、その程度に応じて支給されます。１・２級の障がいの状態よりも
軽い障がいの人には、国民年金の障害基礎年金は支給されませんが、厚生年金独自の３級
障害年金又は、障害手当金（一時金）が支給されます。

対象 次のすべてに当てはまる障がいのある人に支給されます。

障がいの認定日（原則、初診日から１年６か月を経過した日）に厚生年金保険
の障害等級表に該当する障がいの状態であること

障がいの程度や報酬比例額により異なります。

厚生年金加入中に初診日のある病気やけがが、初診日から５年以内に治った
（症状が固定した）場合で、軽度の障がいが残ったときは、条件により一時金が支
給されます。

対象者に生計が同一の１８歳未満の子（障がいの状態の子は２０歳未満）
がいる場合は加算されます。
１人目と２人目は１人につき　２２４，５００円
３人目から１人につき　７４，８００円

問合せ先 国保年金課 年金係
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障害共済年金・障害手当金

年金額

問合せ先

支給額 基本月額５１，４５０円
基本月額４１，１６０円 ※ 金額は変動することがあります。

※

※ 給付を受けるためには厚生労働大臣の認定が必要となります。
※

※

※

※

（９３０）７７０４

※

問合せ先

　共済年金加入者が病気やけがにより障がいが残ったとき、その程度に応じて支給されます。
対象となる障がいは障害厚生年金と同様です。

障がいの程度や給与額により異なります。

障害手当金
共済年金加入中に初診日のある病気やけがが、初診日から５年以内に治った
（症状が固定した）場合で、軽度の障がいが残ったときは、条件により障害手当金
が支給されます。

勤務先管轄の共済組合事務所

●傷病補償年金・障害補償給付（労働者災害補償保険法）

　業務上の災害又は通勤途中の災害によって負傷したり、病気になったりしたとき、次の制度が
あります。

傷病補償年金 療養を始めてから１年６か月を過ぎても治らず引き続き療養中の人に支給
します。

障害補償給付 疾病が治った（症状が固定した）ときに、身体に一定の障がいが残った場
合、年金又は一時金を支給します。

同一の傷病で障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給できる
人は対象となりません。

対象者の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額あるいは半額が
支給停止となる場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、その受給額分を
差し引いた額が支給されます。（その受給額が特別障害給付金の額を上回る
場合は支給されません）
経過的福祉手当を受給されている人が、特別障害給付金の支給を受けた場
合は、経過的福祉手当の資格を喪失します。
上記の額は年度により改定される場合があります。

問合せ先 国保年金課 年金係

●特別障害給付金

　国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられない人への救済措
置として、平成１７年４月１日から「特別障害給付金制度」が創設されています。

対象者 昭和６１年３月以前に被用者年金制度等に加入（又は受給等）をされていた人の
配偶者、又は、平成３年３月以前の学生であって、当時、任意加入していなかった
期間内に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金１級も
しくは２級相当の障がいの状態にある人

１級
２級

障がいの原因が労働災害の場合は、障害厚生年金と労災補償年金は併給に
なりますが、労災補償年金の方が一定の減額をされることになります。

勤めていた事業所を受け持つ労働基準監督署
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①
②
③

問合せ先 障がい福祉課 給付係

年金額 １口　月額２０，０００円

加入時の年度４月１日時点の年齢 掛金月額（１口当たり）
３５歳未満の人 ９，３００円

身体障害者手帳１～３級を持っている人（児童含む）
精神又は身体に永続的な障がいのある人で①、②と同程度の障がいと認められる人

加入者 心身障がいのある人（児童含む）を扶養する６５歳未満の保護者で特別な疾病や
障がいのない人

掛金 １口の掛金は下表のとおり（２口まで加入可）

●心身障害者扶養共済年金

 障がいのある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死
亡・、重度障がい者になったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象 知的障がいがある人（児童含む）

　　　　　　（９３０）７７７９
埼玉県福祉部障害者福祉推進課 ０４８（８３０）３３１５

５０歳以上５５歳未満の人 １８，８００円
５５歳以上６０歳未満の人 ２０，７００円
６０歳以上６５歳未満の人 ２３，３００円

３５歳以上４０歳未満の人 １１，４００円
４０歳以上４５歳未満の人 １４，３００円
４５歳以上５０歳未満の人 １７，３００円
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障がいのある人（児童含む）と介護者がＪＲ線を利用する場合、運賃が割引になります。

対象

利用方法

問合せ先 ＪＲ各駅

対象・内容・利用方法ともＪＲに準じます。ただし、各私鉄によって割引内容が異なります。

問合せ先 私鉄各駅

対象 身体障害者手帳・療育手帳所持者とその介護者
写真貼付のある精神障害者保健福祉手帳所持者（平成２５年４月１日から開始）

利用方法

問合せ先 各バス会社営業所

公共料金の割引・税の減免

●公共料金の割引

ＪＲ旅客運賃の割引

第１種・第２種障がい者
（児）が単独で利用する場
合

普通乗車券 ５割
片道１００キロを超え
る区間

乗車券購入の際に、発売窓口で手帳を提示します。

私鉄旅客運賃の割引

第１種障がい者（児）が介
護人付き添いで利用する
場合

普通乗車券

５割（バスの定期
券は３割）介護人
も同率

全区間

定期券（小児を除く）
回数券（バスを除く）
急行券（特別急行券を
除く）

１２歳未満の第２種障がい
児が介護人付き添いで利
用する場合

定期券

詳細は各公共交通機関にお問い合わせください。

身体障害者手帳・療育手帳所持者とその介護者

利用区分 割引対象乗車券 割引率 割引取扱区間

写真貼付のある精神障害者
保健福祉手帳の所持者

※割引対象・割引率・区間・その他詳細については、各バス会
社によって異なります。直接各バス会社にお問い合わせくださ
い。

バス利用の際、手帳を提示します。

・身体障害者手帳、療育手帳
の所持者
・第１種身体障がい者、１２歳
未満の身体障がい者、療育手
帳所持者の介護人

普通乗車券
回数券

５割

全区間

定期券 ３割

つくばエクスプレスは、当社線駅相互間の乗車に適用されます。

民営バス運賃の割引
障がいのある人（児童含む）と介護者が県内を発着する民営バスを利用する場合、運賃が
割引になります。

利用区分 割引対象乗車券 割引率 割引取扱区間

18



利用方法

問合せ先 各航空会社営業所・代理店

問合せ先 埼玉県乗用自動車協会 ０４８（８６３）６４３１

航空運賃の割引
障がいのある人（１２歳以上）や介護者が航空機を利用する場合、国内線の運賃が割引に
なります。

対象 身体障害者手帳・療育手帳とその介護者

割引率 事業者（会社）・利用期間・区間ごとで割引率は異なりますので、詳し
くは各航空会社にお問い合わせください。
チケット購入の際、手帳を提示する。

タクシー料金の割引
障がいのある人（児童含む）がタクシーを利用する場合、手帳を提示すると料金の割引があります。

対象 身体障害者手帳、療育手帳所持者

第１種知的障がい者 第２種知的障がい者

適用範囲
療育手帳所持者本人が介
護者とともに利用する場
合、本人・介護者に適用

本人の単独利用のみ適用

第１種身体障がい者 第２種身体障がい者

適用範囲
身障手帳所持者本人の単
独利用及び本人と共に利
用する介護者にも適用

本人の単独利用のみ適用

割引率 メーター表示の１０％　ただし、割引後の１０円未満の金額は切り捨て。
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・
・

・
・

・
・
・
・
・
・
・

・

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

障がいのある人のいる世帯に対して、テレビ受信料が減免される場合があります。

①

②
③
④ 契約者が世帯主で１級の精神障害者保健福祉手帳所持者である場合

問合せ先 ＮＨＫさいたま放送局営業部
さいたま市浦和区常盤６－１－２１ ０４８（８３３）２０４１
障がい福祉係 （９３０）７７７８

療育手帳 １種
手帳所持者本人以外が運転し、所持者本
人が同乗する場合

対象自動車 本人又は家族所有の乗用自動車・自動二輪車

身体障害
者手帳

１種
手帳所持者本人が運転
手帳所持者本人以外が運転し、所持者本
人が同乗する場合

２種 手帳所持者本人が運転の場合のみ

有料道路割引
あらかじめ手続きすることにより、有料道路の料金が半額になります。

対象 区分 割引対象要件

有効期限 申請日より起算して２回目の誕生日まで
※更新手続は有効期限の２か月前から受け付け可能です。

ＮＨＫ放送受信料の減免

全額免除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者のいずれかが
いる世帯で、世帯員の全員が市民税を課税されていない場合

ＥＴＣを利用する場合

身体障害者手帳又は療育手帳
登録を希望する自動車の自動車検査証（車検証）
運転免許証（手帳所持者本人が運転する場合）
ＥＴＣカード（手帳所持者本人名義のもの１枚に限る。但し、身
体障害者手帳又は療育手帳の１種の人で２０歳未満の場合の
み保護者名義のカード可）
登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ＥＴＣ車載
器セットアップ申込書・証明書」

※乗車定員１０人以下のもので営業用自動車を除く

手続き 障がい福祉課で登録をします。（以下を参考にご用意下さい。）

区分 必要なもの

ＥＴＣを利用しない場合
身体障害者手帳又は療育手帳
登録を希望する自動車の自動車検査証（車検証）
運転免許証（手帳所持者本人が運転する場合）

半額免除 契約者が世帯主で、身体障害者手帳を所持している視覚障がい又は聴覚
障がいである場合
契約者が世帯主で１級、２級の身体障害者手帳所持者である場合
契約者が世帯主で、重度（Ⓐ・Ａ）の療育手帳所持者である場合

手続き 障がい福祉課で証明書を発行します。
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三郷郵便局又は市内最寄の郵便局に申し込んでください。

０４８（９５３）１５７２

※各社それぞれの取り決めがありますので販売店等にお問い合わせください。

０１２０－１０４１７４（フリーダイヤル）

点字郵便物等
の無料扱い

点字郵便物、特定録
音等郵便物

３ｋｇ以内無料

特定録音物等郵便物を発
受することができる施設は
限られています。（日本郵
便のホームページなどでご
確認下さい）

定期刊行物の
低料第三種郵
便物

心身障害者団体の
発行する定期刊行物
を内容とし、発行人
から差し出されるも
の

月３回以上発行の新
聞紙５０ｇ以内８円

５０ｇを超える場合５０ｇ以内
の８円に加え、５０ｇまでご
とに３円増

その他５０ｇ以内１５円
５０ｇを超える場合５０ｇ以内
の１５円に加え、５０ｇまでご
とに５円増

郵便料金の減免
障がいのある人用の郵便物の一部には料金が割引されるものがあります。

区分 内容 取扱い 備考

手帳所持者が携帯電話を利用する際の基本使用料や通話料等が割引になります。

対象 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

ＮＴＴ番号案内の無料利用（ふれあい案内）
　下の表に該当する人は、１０４番を利用する際にあらかじめ登録した電話番号と暗
証番号を申し出ることにより、その番号案内が無料となります。

区分 程度

対象 身体障害者手帳１・２級　療育手帳Ⓐ・Ａ
申込方法

問合せ先 三郷郵便局　

携帯電話料金の割引

ゆうパック・ゆ
うメール運賃
等の減額

聴覚障害者用ゆう
パック、点字ゆうパッ
ク、心身障害者用ゆ
うメール

ゆうメール運賃の半
額（３ｋｇ以上のゆう
パックの運賃につい
てはお問い合わせく
ださい）

聴覚障害者用ゆうパックは
日本郵便がしている施設と
聴覚に障害のある人との間
で発受されるビデオテープ
等で３ｋｇまでのもの。
また、心身障害者用ゆう
メールは身体に重度の障
害のある人又は知的障害
の程度が重い人と一定の
図書館との間で発受される
ものに限る。

官製はがきの無料配布（青い鳥はがき）
手帳所持者の一部に年１回（４～５月の間）はがき２０枚が配布されます。

療育手帳 Ⓐ、Ａ、Ｂ、Ｃ
精神障害者保健福祉手帳 １～３級

問合せ先 ＮＴＴ東日本ふれあい案内

身体障害者手帳

視覚 １～６級
肢体不自由（上肢・体幹・乳幼児
以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害）

１～２級

戦傷病者手帳
視力の障がい 特別項症～第６項症
上肢の障がい 特別項症～第２項症
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使用方法 使用する際に登録者証を提示し、減免を受けてください。
※施設によって減免の内容が異なるので、詳細はお問い合わせください。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

・ 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

・
・
・ 普通障害者

身体障害者手帳３～６級
療育手帳　Ｂ・Ｃ
精神障害者保健福祉手帳２～３級

・

※詳しくは各担当部署・機関にご確認ください。

所得税　 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７
０４８（９６５）８１１１

市民税 市民税課 ０４８（９３０）７７０６

所得税　 越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７
０４８（９６５）８１１１

市民税 市民税課 ０４８（９３０）７７０６

越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７
０４８（９６５）８１１１

市民税課 ０４８（９３０）７７０６

公の施設使用料の減免
障がいのある人を構成員とする団体が、あらかじめ市に登録することにより、市内の公
の施設使用料が減免されます（施設によっては個人使用でも減免となります）

手続き 障がい福祉課で団体の登録申請を行い、登録者証の交付を受けてください。

●税の減免

所得税・市県民税の障害者控除等

住民税 ２６万円又はこれに準じるとして市長の認定を受けている
者

問合せ先

所得税・市県民税の同居扶養控除
　扶養義務者が重度の障がいのある人と同居している場合には、障がいの程度に応じて
配偶者控除及び扶養控除が加算される場合があります。

住民税 ３０万円又はこれに準じるとして市長の認定を受けている
常に就床を要し、複雑な介護を要する者

所得税 ２７万円

　本人又は扶養親族に障がいがある場合は、障害者控除として下表の金額が所得金額か
ら差し引かれます

対象 種類 控除額

所得税 ４０万円

問合せ先

ストマ用装具の医療費控除
　消化管ストマ又は尿路ストマを持つ人の使用するストマ用装具について、その
人の治療を行っている医師が「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、
医療費控除の対象となります。

おむつ代の医療費控除
　疾病等によりおおむね６か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている人の
おむつ代について、その人の治療を行っている医師が「おむつ使用証明書」を発行した場
合には医療費控除の対象となります。なお、一定の条件のもと、おむつ使用証明書に代わ
る書面での手続きもできますので、詳細をご確認下さい。

問合せ先
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特別障害者・普通障害者（「所得税・市県民税の障害者控除等」を参照）
特別障害者
普通障害者

越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７
０４８（９６５）８１１１

対象者 特別障害者（「所得税・市県民税の障害者控除等」を参照）

越谷税務署 越谷市赤山町５－７－４７
０４８（９６５）８１１１

越谷県税事務所 越谷市越ヶ谷４－２－８２
０４８（９６２）２１９１

問合せ先

贈与税の非課税
　一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、財産
を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出すること
により、その信託受益権の価格のうち、一定額までは贈与税がかかりません。

特別障害者以外の特定障害者（療育手帳Ｂ・Ｃ　精神障害者保健福祉手帳２～３
級等）

問合せ先

個人事業の非課税

相続税の税額控除
相続人が８５歳未満で障がいがある場合は、相続税の額から一定の金額を差し引くことが
できます。

対象者
控除額 （８５歳－相続開始時の年齢）×１２万円

（８５歳－相続開始時の年齢）×６万円

あんま、はり、きゅう等の医業に類する事業を個人で営む障がいのある人には事業税がか
かりません。

対象者 両眼の視力が０．０６以下の視覚障がいのある人

問合せ先
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上肢
移動

療育手帳

※

※

自動車税・自動車取得税

音声機能又は言語機能 ３級（こう頭が摘出された場合に限る）
上肢 １級、２級
下肢 １級から６級まで

　減免の対象となる障がいの区分及び級

手帳の種類及び障がいの区分 障がいの程度

身
体
障
害
者
手
帳

視覚 １級から３級及び４級のうち両眼の視力の和が
０．０９～０．１２

聴覚 ２級、３級
平衡機能 ３級

自動車税・自動車取得税、軽自動車税の減免
　障がいのある人又は同一の生計にある人が納税義務者及び運転者の場合、障がいのあ
る人の通院、通学、生業のためにもっぱら使用する埼玉県内ナンバーの自家用車（原付を
含む）については、障がいのある人１人につき１台のみ、自動車取得税、自動車税又は軽
自動車税の減免制度の対象となる場合があります。

普通自動車の自動車税の減免で、手帳所持者が施設に入所している場合は、身体障害者
手帳１級から２級（戦傷病者手帳で準じる場合を含む）の方、療育手帳Ⓐ及びＡの方、もしく
は精神障害者保健福祉手帳１級で施設以外の病院等で精神通院医療を受けている方に
限り対象となります。
障がい名が「半身不随」であったり、「左上肢機能障害、左下肢機能障害」等、複数の障が
いがある場合は、障がいの区分ごとの級（上肢２級　下肢３級など）を記した障害区分証明
書が必要となる場合があります（発行は障がい福祉課）

受付窓口 埼玉県自動車税事務所、県税事務所
軽自動車税 三郷市役所　市民税課　諸税係

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能又は
肝臓

１級から３級まで

Ⓐ及びＡ

精神障害者保健福祉手帳 １級かつ障害者総合支援法に規定する精神通
院医療を受けている方

戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます

体幹 １級から３級及び５級
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は
直腸

１級、３級

幼児期以前の非進行性脳病
変による運動機能

１級、２級
１級から６級まで
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○ 減免できます × 減免できません
△

※

※
※
※

春日部市増戸７５２－５ ０４８（７６３）４１１１

越谷市越ヶ谷４－２－８２ ０４８（９６２）２１９１

軽自動車税 （９３０）７７０７

障がいのある人の世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合は、常時介護者
が運転することにより減免できます。

自動車取得税の減免を受けてから１年以内に新たに取得した自動車については、原則とし
て自動車取得税の減免は適用されません。
他の都道府県ナンバー、法人名義、事業用及びリース車は減免対象外となります。
軽自動車税の減免は主たる定置場の市区町村で申請できます。
減免に該当しなくなった場合は「減免に該当しなくなった旨の届出書」を自動車税事務所又
は最寄りの県税事務所に提出する必要があります。
（軽自動車税については届出書の提出は不要ですが、該当しなくなった旨を市役所までご
連絡下さい）

障がいのある人と同
一生計の方 〇 〇 ×

障がいのある人を常
時介護する方 × × ×

障がいのある人と納税義務者等の関係
　　　　　　　　運転者

　納税義務者
障がいのある人本人

障がいのある人と同
一生計の方

障がいのある人を常
時介護する方

障がいのある人本人 〇 〇 △

問合せ先 自動車税 埼玉県自動車税事務所　春日部支所　

越谷県税事務所

市民税課　諸税係
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　通所により創作活動、機能訓練、生産活動などの各種サービスを提供します。
Ⅰ型とⅢ型があります。

・ パティオ （Ⅰ型） 三郷市早稲田３－２６－３　３階 （９５０）７３１１
・ 憩いの場オアシス （Ⅲ型） 三郷市中央３－７－１ （９４０）１２９０
・ フレンズ （Ⅲ型） 三郷市早稲田３－６－１５－１０１ （９５８）７７３０

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

対象者

内容 月５０時間以内でヘルパーと一緒に外出します。

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。
問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

訪問入浴サービス

対象者 身体障害者手帳所持者
内容 月３回を限度に特別な浴槽を室内に入れ入浴

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

訪問理美容サービス

対象者 身体障害者手帳１級または２級に該当する方
内容 理美容券を年２回分配布します。

指定の理美容店に訪問してもらい、調髪、洗髪を行ってもらいます。

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

　理容院または美容院に出向くことが困難な障がい者等に対して、訪問で理美容サービス
を行います。

●障がいのある人の日常生活に対するサービス

地域活動支援センター

移動支援
　屋外での移動に困難がある障がい児者の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇
活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します（通勤・通学等は除きま
す）。

療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者・身体障害者手帳所持者
で屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障がい児者、全身性障がい児者

　家庭において自力又は家族の介助のみでは入浴が困難な身体障害者手帳所持者に対
して、市が委託した事業者を派遣します。

日常生活の援助
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居宅介護（障害者総合支援法　障害福祉サービス）

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。
※認定調査を受け、障害支援区分の取得が必要です。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

短期入所（障害者総合支援法　障害福祉サービス）

対象 在宅の障がいのある人
利用料金 世帯の所得状況により利用者負担があります。（原則１割負担）

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。
※認定調査を受け、障害支援区分の取得が必要です。

※ 食費・光熱費は実費(各施設により異なります)

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

在宅心身障害児者一時介護委託料助成事業

対象 身体障害者手帳・療育手帳所持者の保護者・介護者
限度額 心身障害児者１人につき年額５０，０００円まで
単価 委託時間 ４時間未満　 ２，５００円 ４時間以上　 ５，０００円

※利用申請書を障がい福祉課に提出します。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートネット）

対象 知的障がい・精神障がいのある人
利用料金 有料（生活保護世帯は無料）

問合せ先 （９５３）４１９１

日常生活に支障がある障がいのある人等の家庭にホームヘルパーが訪問し、家事、介護
等のサービス提供を行います。

　保護者又は家族が疾病・事故等の理由により、一時的に障がいのある人を介護できなく
なった場合に、施設等で支援を行います。

　在宅の障がいのある人を介護している保護者等が、疾病・冠婚葬祭・介護疲れ等により、
在宅での介護が一時的に困難となり、有償で介護を委託した場合に、支払った委託料の一
部を助成します。

生活に不安のある高齢の方や精神や知的に障がいのある方が安心して生活が送れるよう
に、定期的に訪問し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、郵便物の整理をお
手伝いします。

三郷市社会福祉協議会　
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成年後見制度

内容

問合せ先 さいたま家庭裁判所　越谷支部　 越谷市東越谷９－３４－２
０４８（９６４）２８１１

緊急通報システム
緊急連絡用の機器を貸与し、三郷市消防本部の協力により安全の確保を図ります。

対象

１１９番ファクス

問合せ先 三郷市消防本部 （９５２）１２１１ ＦＡＸ （９５２）５５６８

緊急通報システムネット１１９（NET１１９）

※登録は障がい福祉課で行います。

問合せ先 三郷市消防本部 （９５２）１２１１ ＦＡＸ （９５２）５５６８
障がい福祉係 （９３０）７７７８ ＦＡＸ （９５３）７７８５

メール・ＦＡＸ１１０番システム（埼玉県警察）

通報先 メール１１０番　 通報用アドレス　http：//saitama110.jp/
ＦＡＸ１１０番 ＦＡＸ番号 （０１２０）２６４-１１０

詳細情報 埼玉県警察ホームページ

　聴覚や言語の障がいのある方が、あらかじめ登録をすることにより、スマートフォン・携
帯電話からの緊急通報が簡単な操作で素早く行うことができ文字対話方式（チャット）に
よりやりとりも行えます。ＧＰＳ機能を持っている機種であれば、現在位置を表示できま
す。

　埼玉県警察では、警察への緊急通報に利用できる「メール１１０番」「ファックス１１０番」を
聴覚、言語に障がいがあり通報が困難な人専用として開設しています。「メール１１０番」は
専用ホームページに接続し、文字対話方式（チャット）により通報するシステムです。詳しく
は埼玉県警察のホームページをご確認ください。

補助人 不十分

任意後見人
本人の判断能力が不十分になったとき、本人
があらかじめ結んでおいた任意後見契約にし
たがって任意後見人が本人を援助します。

外出が困難な在宅の単身者又はそれに準ずる人で、かつ身体障害者手帳
１～３級所持者

　音声での１１９番通報が困難な場合に利用できる通報システムです。通報者は１１９番に
FAXで送信し、消防・救急の内容等を伝えることが可能です。

　判断能力が不十分な精神障がい・知的障がいのある人に代わり、財産管理や契約等の
法律行為を行う代理人を選任する制度です。

援助者（後見人等の他に監督人
を選任することがあります）

本人の判断能力

成年後見人 全くない

保佐人 特に不十分
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対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

補装具（購入・修理）費の支給

対象 身体障害のある人（者・児）、難病患者等
世帯の範囲 ① １８歳未満の児童については、住民票上同一世帯の世帯員全員

②

対象外の場合 　 世帯に市町村民税所得割を４６万円以上納めている人がいる場合
利用者負担額 ① 市民税課税世帯の人　　補装具の基準額の１割

② 市民税非課税世帯の人及び生活保護世帯の人　　無料
月額負担上限額 下表のとおり、収入に応じて１か月あたりの負担上限額があります。

手続　　

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

労災保険による義肢等の支給

対象 労災に基づく障害（補償）年金等を受給している人

問合せ さいたま労働基準監督署　さいたま市中央区新都心１１-２　ランドアクシスタワー１４階
労災課　０４８（６００）４８０２

救急医療情報キット
かかりつけ医療機関、持病その他救急医療時に必要な情報を記入し保管する救急医
療情報キットを配布します。キットは自宅の冷蔵庫内に保管することにより、緊急時、救
急隊等が情報を確認することができます。

　身体障がいのある人の職業や日常生活能力の向上を図るために下表の補装具の購
入・修理にかかる費用を支給します。

障がいの種別 補　装　具

市民税非課税の人及び生活保護世帯の人 ０円

事前に障がい福祉課に相談・申請の上、県総合リハビリテーションセンターの判定
（児童の場合は自立支援医療機関の意見書他）が必要となります。

労災保険の受給者には、必要に応じて次のような装具等の支給があります。
①義肢（修理も可）　②体幹装具　③義眼　④眼鏡　⑤車いす　⑥電動車いす　⑦補聴器
⑧人工喉頭　⑨かつら　⑩収尿器　⑪浣腸器付排便剤　⑫褥瘡予防用敷布団　⑬歩行車
⑭介助用リフター　⑮フローテーションパッド（車いす用）　⑯点字器　⑰上・下肢装具
⑱盲人安全つえ　⑲歩行補助つえ　⑳ストマ用装具　㉑ギャッジベッド　㉒座位保持装置

肢体不自由児（１８歳未満）
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助
具

１８歳以上については、障がいのある人本人と住民票上同一世帯の
配偶者

対象者 月額負担上限額
市民税課税世帯の人 ３７，２００円

視覚 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡（色めがねを除く）
聴覚 補聴器（電池交換の費用は利用者負担）

肢体不自由（者・児）
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補
助つえ（Ｔ字状・棒状のつえを除く）、座位保持装置、
重度障害者用意思伝達装置
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日常生活用具の給付

※日常生活用具の給付についての用語は次のとおりとなります。

療育手帳Ａ
療育手帳Ⓐ

市内の自宅に居住する障がいのある人、難病患者等、小児慢性特定疾病児に対して以下
の表の対象となる日常生活用具にかかる費用の一部を給付します。

※日常生活用具給付についての詳細は障がい福祉係までお問い合わせください。
問合せ先　　障がい福祉係　　（９３０）７７７８

重度
最重度

難病患者等

治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で
あって、障害者の日常生活を総合的に支援するための
法律施行令第１条に基づき厚生労働大臣が定める特殊
の疾病による障がいの程度が障害者の日常生活を総
合的に支援するための法律第４条第１項及び児童福祉
法第４条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
程度である者

小児慢性特定疾病児
埼玉県小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
実施要綱に基づく事業の対象となる者

身体障がい者（児） 身体障害者手帳を交付された者

知的障がい者
埼玉県療育手帳制度要綱第２条の規定に基づき療育
手帳を交付された者

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳を交付された者
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障がいのある人・難病患者等の日常生活用具給付

種
目

品目 性能等 対象者
耐用年
数（年）

基準額（円） 備考

体位変換器

介助者が障がい児・者
又は難病患者等の体位
を変換させるのに容易
に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障が
いが２級以上であって、
下着交換等に家族等他
人の介助を要する学齢
以上の身体障がい児・
者、難病患者等で寝た
きりの状態にある者

5 15,000

移動用リフト

介護者が障がい児・者
又は難病患者等を移動
させるにあたって、容易
に使用し得るもの　ただ
し、天井走行型その他
住宅改修を伴うものを
除く

下肢又は体幹機能障が
いが２級以上である３歳
以上の身体障がい児・
者、難病患者等で下肢
又は体幹機能に障がい
のある者

4 159,000

67,000

入浴担架
障がい児・者を担架に
乗せたままリフト装置に
より入浴させるもの

下肢又は体幹機能障が
いが２級以上であって、
入浴に家族等他人の介
助を要する３歳以上の
身体障がい児・者

5 82,400

特殊マット

褥そう又は失禁等によ
る汚染若しくは損耗を防
止できる機能を有するも
の

下肢若しくは体幹機能
障がいが１級の身体障
がい者、障がいの程度
が重度若しくは最重度
の知的障がい者である
３歳以上の障がい児・者
（常時介護を要する者に
限る。）難病患者等で寝
たきりの状態にある者

5 19,600

特殊寝台

腕、脚等の訓練ができ
る器具を附帯し、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

下肢又は体幹機能障
がいが２級以上の身体
障がい者、難病患者等
で寝たきりの状態にあ
る者

8 154,000

特殊尿器

尿が自動的に吸引され
るもので、障がい児・
者、難病患者等又は介
護者が容易に使用し得
るもの

下肢又は体幹機能障が
いが１級である学齢以
上の身体障がい児・者
（常時介護を要する者に
限る。）難病患者等で自
力排尿ができない者

5

訓練いす
原則として付属のテーブ
ルを付けるものとする。

下肢又は体幹機能障が
いが２級以上である３歳
以上の身体障がい児

5 33,100

訓練用ベッド
腕又は脚の訓練ができ
る器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障が
いが２級以上である学
齢以上の身体障がい
児、難病患者等で下肢
又は体幹機能に障がい
のある者

8 159,200

介
護
・
訓
練
支
援
用
具
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自
立
生
活
支
援
用
具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の
保持、浴槽への入水等
の補助ができ、障がい
者、難病患者等又は介
助者が容易に使用し得
るもの。ただし、設置に
当たり住宅改修を伴うも
のを除く。

下肢又は体幹機能障が
いであって、入浴に介助
を必要とする３歳以上の
身体障がい児・者、難病
患者等で入浴に介助を
要する者

8 90,000

便器
(手すり取り付け可)

障がい者又は難病患者
等が容易に使用し得る
もの。（手すりを付けるこ
とができる。）ただし、取
替えに当たり住宅改修
を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障が
いが２級以上である学
齢以上の身体障がい
児・者、難病患者等で常
時介護を要する者

8

基準額
は、オー
ダーメイド
による製
品に適用
するもの
とし、レ
ディメイド
による製
品につい
ては、基
準額の80
パーセン
トの範囲
内の額と
する。

主材料がス
ポンジ、革及
びプラスチッ
ク
     30,870

T字状、棒状のつえ
歩行時に体を支持する
機能及び強度を有する
もの

下肢又は体幹機能障が
いの身体障がい児・者

3

ニス塗装され
た木材のも
の
     2,310

夜光材付
とした場
合は410
円（全面
夜光材付
とした場
合は
1,200円）
増しとす
る。

軽金属のも
の
      3,150

価格は１
本当たり
のもので
あること。
外装に白
色又は黄
色ラッ
カーを使
用した場
合は260
円増しと
する。

4,450

手すりを便器
に取り付ける
場合
     5,400

頭部保護帽
ヘルメット型で、転倒の
衝撃から頭部を保護で
きるもの

下肢若しくは体幹機能
障がいの身体障がい又
は障がいの程度が重度
若しくは最重度の知的
障がい又は障害等級が
１級の精神障がいであ
り、てんかんの発作等
により頻繁に転倒する
障がい児・者

3

主材料がス
ポンジ及び革
     12,768
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15,500

自動消火器

室内温度の異常上昇又
は炎の接触で自動的に
消化液を噴射し、初期
火災を消火し得るもの

障がい等級が２級以上
の身体障がい児・者、障
がいの程度が重度若し
くは最重度である知的
障がい児・者、障害等級
が１級である精神障が
い児・者又は難病患者
等であって、火災発生
の感知及び避難が著し
く困難であるもののみの
世帯及びこれに準ずる
世帯のもの

8 28,700

特殊便器

足踏みペダルにて温水
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。

上肢機能障がいが２級
以上の身体障がい又は
障がいの程度が重度若
しくは最重度の知的障
がいである学齢以上の
障がい児・者、難病患者
等で上肢機能に障がい
のある者

8 151,200

自
立
生
活
支
援
用
具

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性
能を有する手すり、ス
ロープ等であること
（1）　障がい者及び難病
患者等の身体機能の状
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
（2）　転倒防止、立ち上
がり動作の補助、移乗
動作の捕助、段差解消
等の用具とする。ただ
し、設置に当たり住宅改
修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢、体
幹機能障がいであって、
家庭内の移動等におい
て介助を要する３歳以
上の身体障がい児・者、
難病患者等で下肢が不
自由な者

8 60,000

火災警報器

室内の火災を煙又は熱
により感知し、音又は光
を発し屋外にも警報ブ
ザーで知らせ得るもの

障がい等級が２級以上
（聴覚障がい児・者は、
すべての障害等級）の
身体障がい児・者、障が
いの程度が重度若しく
は最重度である知的障
がい児・者又は障がい
等級が１級である精神
障がい児・者であって、
火災発生の感知及び避
難が著しく困難であるも
ののみの世帯及びこれ
に準ずる世帯のもの

8

電磁調理器
障がい者が容易に使
用し得るもの

視覚障がいが２級以上
の身体障がい者又は障
がいの程度が重度若し
くは最重度の知的障が
い者のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯のもの

6 41,000
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視覚障害者用誘導
装置

音声により目的物（位
置）等の確認が可能とな
るもの

視覚障がいの身体障が
い児・者であって音声に
よる誘導を必要とする者

5 56,000

携帯用信号装置

送信機と受信機を１組と
し、送信機による合図
（呼び出し）が接触等に
より知覚できるもので、
携帯可能なもの

聴覚障がいの身体障が
い児・者であって、視覚・
触覚によらなければ呼
び出し等に応じることが
できない者

6 18,000

7,000

聴覚障害者用屋内
信号装置

音、音声等を視覚、触
覚等により知覚できるも
の

聴覚障がいが２級の身
体障がい者のみの世帯
及びこれに準ずる世帯
で日常生活上必要と認
められる者

10 87,400

歩行時間延長信号
機用小型送信機

視覚障がい児・者が容
易に使用し得るもの

視覚障がいが２級以上
であって学齢以上の身
体障がい児・者

10

在
宅
療
養
等
支
援
用
具

透析液加温器
透析液を加温し、一定
温度に保つもの

じん臓機能障がい３級
以上であって、自己連
続携行式腹膜灌流法
（CAPD）による透析療
法を行う３歳以上の身
体障がい児・者

5 51,500

ネブライザー（吸入
器）

障がい児・者、難病患者
等又は介護者が容易に
使用し得るもの

呼吸器機能障がいが３
級以上又は同程度の障
がいであって、必要と認
められる学齢以上の身
体障がい児・者、難病患
者等で呼吸器機能に障
がいがある者

5

トイレチェアー
椅子様の形状をし、座
位を保ったまま排便が
可能なもの

頚椎損傷等により、通
常の便座上で座位を保
つことのできない身体障
がい児・者であって、必
要と認められるもの

8 81,000

車椅子用段差昇降
機

地面と屋内床面の高低
差が１メートル程度の場
合であって、車椅子に
乗ったままの状態で、昇
降が可能なもの

常時車いすを利用する
身体障がい児・者であっ
て必要と認められるもの

10 260,000

自
立
生
活
支
援
用
具

盲人用体重計
視覚障がい児・者が容
易に使用し得るもの

上記に同じ 5 18,000

酸素ボンベ運搬車
障がい者が容易に使用
し得るもの

医療保険における在宅
酸素療法を行う身体障
がい者

10 17,000

盲人用体温計（音声
式）

視覚障がい児・者が容
易に使用し得るもの

視覚障がいが２級以上
である学齢以上の身体
障がい児・者

5 9,000

36,000

電気式たん吸引器
障がい児・者、難病患者
等又は介護者が容易に
使用し得るもの

上記に同じ 5 56,400
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100,000

点字ディスプレイ
文字等のコンピュータの
画面情報を点字等によ
り示すことのできるもの

視覚障がいが２級以上
かつ聴覚障がいが２級
の重度重複障がいであ
る身体障がい者であっ
て、必要と認められるも
の

6 383,500

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

携帯用会話補助装
置

携帯式で、言葉を音声
又は文章に変換する機
能を有し、障がい児・者
が容易に使用し得るも
の

音声・言語機能障がい
又は肢体不自由のため
発声・発語に著しい障が
いを有する学齢以上の
身体障がい児・者

5 98,800

情報・通信支援用具

個人で占有する情報機
能、文字入力機能等を
有する機器を使用する
にあたって、障がい者が
これを容易に操作する
ことができるように補助
するもの

文字を書くことが困難な
上肢機能障がいが２級
以上、言語及び上肢の
複合機能障がいが２級
以上又は視覚障がいが
２級以上の身体障がい
者

5

在
宅
療
養
等
支
援
用
具

動脈血中酸素飽和
度測定器(パルスオ
キシメーター）

呼吸状態を継続的にモ
ニタリングすることが可
能な機能を有し、難病
患者等が容易に使用し
得る者

難病患者等で、人工呼
吸器の装着が必要な者

5 157,500

7,500

３２マス１２行、片面書プ
ラスチック製のもの（携
帯用）

1,700

点字タイプライター
視覚障がい児・者が容
易に使用し得るもの

就労若しくは就学し、又
は就労が見込まれる視
覚障がいが２級以上の
身体障がい児・者

5 63,100

点字器

３２マス１８行、両面書、
真鍮板製のもの（標準
型）

視覚障がいであって学
齢以上の身体障がい
児・者

7

10,800

基準額
は、点筆
を含む。

３２マス１８行、両面書、
プラスチック製のもの
（標準型）

6,800

３２マス４行、片面書、ア
ルミニウム製のもの（携
帯用）

5

視覚障害者用活字
文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上
に記載された当該文字
情報を暗号化した情報
を読み取り、音声信号
に変換して出力する機
能を有するもので、視覚
障がい者が容易に使用
し得るもの

上記に同じ 6 99,800

視覚障害者用ポー
タブルレコーダー

音声等により操作ボタン
が知覚又は認識でき、
かつ、DAISY方式による
録音及び当該方式によ
り記録された図書の再
生が可能な製品であっ
て、視覚障がい児・者が
容易に使用し得るもの

視覚障害がいが２級以
上である学齢以上の身
体障がい児・者

6
録音再生機

85,000

6
再生専用機

35,000

35



情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

視覚障害者用拡大
読書器

画像入力装置を読みた
いもの（印刷物等）の上
に置くことで、簡単に拡
大された画像（文字等）
をモニターに映し出せる
もの

視覚障がい者であって、
本装置により文字等を
読むことが可能になる
学齢以上の身体障がい
児・者

8

聴覚障害者用情報
受信装置

字幕及び手話通訳付き
の聴覚障害者用番組並
びにテレビ番組に字幕
及び手話通訳の映像を
合成したものを画面に
出力する機能を有し、か
つ、災害時の聴覚障が
い者向け緊急信号を受
信するもので、聴覚障
がい児・者が容易に使
用し得るもの

聴覚障がいの身体障が
い児・者であって、本装
置によりテレビの視聴が
可能になる者

6 88,900

人工喉
頭

笛式

呼気によりゴム等の膜
を振動させ、ビニール等
の管を通じて音源を口
腔内に導き構音化する
もの

喉頭摘出又はこれと同
程度の障がいと認めら
れる３歳以上の身体障
がい児・者

4

10,300

聴覚障害者用通信
装置

一般の電話機に接続し
得るもので、音声の代
わりに文字等により通
信が可能な機器であっ
て、障がい児・者が容易
に使用し得るもの

聴覚障がい又は音声・
発語に著しい障がいを
有する学齢以上の身体
障がい児・者であって、
コミュニケーション、緊急
連絡等の手段として必
要と認められる者

5 71,000

198,000

盲人用
時計

触読時
計

視覚障がい者が容易に
使用し得るもの

視覚障がいが２級以上
の身体障がい者

10 10,300

音声時
計

視覚障がいが２級以上
の身体障がい者であ
り、手指の触覚に障が
いがある等のため触読
時計の使用が困難な者

10

文字放送ラジオ
FM文字多重放送の受
信が可能なもの

聴覚障がい者であって、
文字による情報を必要
とする身体障がい児・者

5 23,000

地上デジタル放送
対応ラジオ

テレビ音声が受信可能
なラジオで視覚障がい
者が容易に使用し得る
もの

視覚障がいが２級以上
の障がい児・者

5 29,000

5,150

基準額は
気管カ
ニューレ
付きとし
た場合は
3,100円
増しとす
る。

電動式

顎下部等にあてた電動
板を駆動させ、経皮的
に音源を口腔内に導き
構音化するもの

5 72,203

基準額
は、電池
又は充電
器を含
む。
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男
性
用

5,871

普
通
型

女
性
用

耐久性ゴム製採尿袋を
有するもの

8,755

12,000
基準額
は、月額
とする。

収尿器

普
通
型

男
性
用

採尿器と収尿袋で構成
し、尿の逆流防止装置
をつけるものとする。ラ
テックス製又はゴム製

脊髄損傷等による高度
の排尿機能障がい（特
に失禁がある場合）のた
め収尿器を必要とする３
歳以上の身体障がい
児・者

1

7,931

簡
易
型

8,858

基準額は
１箇所当
たりの皮
膚保護剤
及び袋を
身体に密
着させる
ものを含
む月額と
する。

尿
路
系

低刺激性の粘着剤を使
用した密封型の収尿袋
で尿処理用のキャップ
付とする。ラテックス製
又はプラスチックフィル
ム製

ぼうこう機能障がいでス
トマ造設した学齢以上
の身体障がい児・者（身
体障害者手帳申請中の
者を含む。）

― 11,639

ストマ装具

消
化
器
系

低刺激性の粘着剤を使
用した密封型又は下部
開放型の収納袋とす
る。ラテックス製又はプ
ラスチックフィルム製

直腸機能障がいにより
ストマ造設した学齢以上
の身体障がい児・者（身
体障害者手帳申請中の
者を含む。）

―

お
む
つ

紙おむつ、洗腸用具、
サラシ・ガーゼ等衛生用
品難病患者等の状態に
あった適切な種類のも
ので、難病患者等及び
介護者が容易に利用で
きるもの

ストマの変形等によりス
トマ用装具の装着が困
難である者、又は高度
の排便、排尿機能障が
い又は脳性麻痺等脳原
性運動機能障がいのた
め排便、排尿の意思表
示が困難であると認め
られる３歳以上の身体
障がい児・者又は難病
患者等で常時失禁があ
り介助を要する者

―

―

簡
易
型

女
性
用

ポリエチレン製の採尿
袋導尿ゴム管付き

6,077

基準額は
収尿袋20
枚を１組
の額とす
る。

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具
貸
与

福祉電話
障がい者が容易に使用
し得るもの

難聴者又は外出困難な
身体障がい者（原則とし
て２級以上）であって、コ
ミュニケーション、緊急
連絡等の手段として必
要性があると認められ
る者及びファックス被貸
与者（障がい者のみの
世帯及びこれに準ずる
世帯）

―

排
泄
管
理
支
援
用
具
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小児慢性特定疾病児の日常生活用具

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具
貸
与

ファックス
障がい者が容易に使用
し得るもの

聴覚又は音声・言語機
能障害が３級以上で
あって、コミュニケーショ
ン、緊急連絡等の手段
として、必要性があると
認められる者（電話、難
聴者用電話を含む。）に
よるコミュニケーション
等が困難な障がい者の
みの世帯及びこれに準
ずる世帯

― ―

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　転倒防止、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 入浴の介助を要する者
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又は
介助者が容易に使用できるもの

特殊マット 寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は消
耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台 上肢機能に障がいのある者
足踏ペダ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

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が容易に使用し得る
もの

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある者
小児慢性特定疾病児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

車いす 下肢が不自由な者
小児慢性特定疾病児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 発作等による頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

特殊尿器 自力で排尿できない者
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又は
介助者が容易に使用できるもの

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の体位を変
換させるのに容易に使用できるもの

パルスオキシメーター 人口呼吸器の装着が必要な者
呼吸状態を継続的にモニタリングすること
が可能な機能を有し、介助者等が容易に使
用し得るもの

紙おむつ(尿取りパット含む） 常時失禁があり介助を要する者

小児慢性特定疾病児にあった適切な種類
のもので小児慢性特定疾病児及び介護者
が容易に使用できるもの

紫外線カットクリーム
紫外線に対する防御機能が一時る
かけて、がんや神経障がいを起こす
ことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能に障がいのある者
小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に
使用し得るもの
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難聴児補聴器購入費の助成

対象児童 次のすべてに該当する児童する場合に対象となります。
① 市内に住所を有する１８歳未満の者であること。
②

③

助成金額 補聴器の種類に応じた基準価格の範囲内で購入費用の２/３です。
※ 補聴器の種類、基準価格等は障がい福祉課に確認してください。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

介護すまいる館　さいたま市浦和区針ヶ谷４-２-６５　彩の国すこやかプラザ内
会場時間 火～日曜日（月曜日と毎月の第１日曜日は休館）

０４８（８２２）１１９５

福祉機器（車いす）の貸出し
障がいのある人に対して、一時的に車いすの貸出しを無料で行っています。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

※介護保険の認定対象者は介護保険の住宅改修が優先となります。

対象 下肢又は体幹機能障がいで１～２級の人
補助額 対象経費の２/３の額。ただし、生活保護世帯は全額（限度額２４万円）

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

対象 ① 身体障害者手帳１～４級所持者
② 療育手帳Ⓐ～Ｂ所持者
③ 精神障害者保健福祉手帳１～２級
④ 戦傷病者手帳の交付をうけている人の一部

問合せ先 埼玉県住宅供給公社 県営住宅課 さいたま市浦和区仲町３-１２-１０
０４８（８２９）２８７５

　身体障害者手帳に該当しない１８歳未満の難聴児が装用する補聴器購入費の一部を助
成しています。あらかじめ障がい福祉課に相談の上、手続きを行ってください。

両耳の聴力レベルが７０デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象となら
ないこと。
補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断す
ること。

福祉機器等の展示
　福祉機器の展示、紹介、情報提供等を行っています。又、日常生活における自助具等の
展示も実施しています。

場所

重度障害者居宅改善整備費の支給
　重度の身体障がいのある人の居宅の玄関、トイレ、浴室、廊下、階段等を生活しやすいよ
う改造する場合、その費用を補助します。

県営住宅入居申し込み
　障がいのある人の世帯の募集枠があります。また、障がいの程度に応じて、抽選の当選
率が優遇される場合があります。
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ＵＲ賃貸住宅入居申し込みの優遇

対象 ① 身体障害者手帳１～４級
② 療育手帳・精神保健福祉手帳所持で重度かつ常時介護が必要な場合
③ 高齢（６０歳以上の人）
④ 子育て世帯（２０歳未満の子）

問合せ先　都市再生機構（ＵＲ）　募集販売本部 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー
０３（３３４７）４３７５　受付時間は祝日を除く９時３０分～１８時

福祉タクシー利用料金助成

対象 ① 身体障害者手帳１又は２級
② 下肢又は体幹機能障がい３級
③ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ
④ 精神障害者保健福祉手帳１級

内容

問合せ先 給付係 （９３０）７７７９

自動車燃料費助成

対象 ① 身体障害者手帳１又は２級
② 下肢又は体幹機能障がい３級
③ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ
④ 精神障害者保健福祉手帳１級

内容

問合せ先 給付係 （９３０）７７７９

タクシー料金の割引

対象 身体障害者手帳、療育手帳所持者
内容

問合せ先 埼玉県乗用自動車協会 さいたま市浦和区高砂３-１０-４
０４８（８６３）６４３１

協定を結んだ埼玉県内のタクシー会社を利用する場合、基本料金分を補助する券を
年間２４枚交付します。

　在宅の重度障がいのある人の社会参加の促進や、日常生活援助のために自動車燃料
券を交付します。（福祉タクシー利用料助成と自動車燃料費助成のどちらかひとつを選択）

市内にある指定された給油可能スタンドを利用する場合、タクシー基本料金分と同
額を補助する券を年間２４枚交付します。

障がいのある人がタクシーを利用する場合、手帳を提示することによって料金の割引があ
ります。

メーター表示額の１０％が割引されます。但し、割引後の１０円未満は切り捨てとなり
ます。

　次の要件に該当する人を含む世帯に対して、ＵＲ賃貸住宅の入居申し込みの抽選の際、
当選率の面で優遇される場合があります。

在宅の重度障がいのある人の社会参加の促進や、日常生活援助のためにタクシー券を交
付します。（福祉タクシー利用料助成と自動車燃料費助成のどちらかひとつを選択）
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身体障害者補助犬の給付

※ １８歳以上であり、補助犬の飼育管理が可能である等の要件があります。

対象 盲導犬 視覚障がい１級の人
介助犬 肢体不自由１～２級の人
聴導犬　 聴覚障がい２級の人

問合せ先 埼玉県障害者福祉推進課 電話 ０４８（８３０）３３０９
ＦＡＸ ０４８（８３０）４７８９

運転適性相談

※ 利用については事前にお問い合わせください。

相談日 月～金曜日（祝・休日を除く）１０時～１１時３０分・１４時～１６時
毎月第３日曜日は９時～１６時

費用 無料　但し、免許用写真２枚と障害者手帳所持者は手帳を持参

問合せ先 埼玉県警察本部運転免許センター１階　　適性相談室
鴻巣市大字鴻巣４０５　 （音声ガイダンス）

運転免許取得費用の補助

補助額 取得費用の２/３の額　但し、限度額１０万円

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

自動車改造費の補助

対象 以下の要件すべてに該当する人
①
②

③

④

補助額 １０万円を限度とする。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

　運転免許の取得・更新等を希望している人で、心身に障がいがあり、免許取得に不安を
感じている人の事前相談、検査・指導等を実施しています。

０４８（５４３）２００１

　身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳所持者が普通自動車第一種免
許を取得する場合に、取得費用の一部を補助します。

　市内在住の運転免許を所持している障がいのある人が、社会復帰の促進等のために自
動車の改造を行う場合に、改造費用の一部を補助できる場合があります。

市内に住民票がある人
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている人

　公共の施設や交通機関等に同伴して利用できる身体障害者補助犬を給付します。なお、
補助犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大、社会復帰、自立に役立てることの
できる方に給付されますが、給付にあたり、訓練施設で４週間の合宿訓練が必要となりま
す。

改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得
控除後の額をいう。)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を
超えない人
当該改造した自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると
認められる人

41



埼玉県内の駅バリアフリー情報提供

アドレスは、www.mobile.pref.saitama.lg.jp/?page=4845

対象 ① 以下の身体障害者手帳又は戦傷病者手帳所持者で歩行困難な人

窓口 ※警察署で許可証を発行するものですので、事前に必ず電話で確認をしてください。

問合せ先 吉川警察署 ０４８（９５８）０１１０
三郷市上彦名１４４－３

上肢 １級、２級の１及び２級の２
下肢 １～４級
体幹 １～３級

視覚障がい １～３級、４級の１
聴覚障がい ２～３級
平衡機能障がい ３級

　埼玉県内の駅のバリアフリー情報（エレベーター、障がい者対応トイレ、ベビーシートの有
無など）や乗車位置情報を案内する公式携帯サイトです。
www.mobile.pref.saitama.lg.jp/?page=4845www.mobile.pref.saitama.lg.jp/?page=4845

駐車禁止の適用除外
　通院、通学、買い物等で障がいのある人が運転又は、同乗した際、あらかじめ警察署か
ら許可証を取得し、それを提示すれば駐車禁止区域内（法定禁止区域内を除く）でも、他の
交通の妨げにならなければ駐車が可能となります。

障がいの区分 障がいの等級（区分等級）

小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １～３級
肝臓機能障がい １～３級

療育手帳　Ⓐ　、Ａの方、精神障害者保健福祉手帳１級の方も該当する可能
性があります。

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

上肢機能
１～２級(一上肢のみに運動機能
障がいがある場合を除く)

移動機能 １～４級
心臓機能障がい

１級及び３級
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
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※ 通訳者・筆記者の待機状況等により派遣できない場合があります。

・手話通訳者派遣

派遣の時間はあらかじめご相談下さい。

利用料金は無料です。
申込み 通訳が必要な日の３日前までに障がい福祉課に申請

受付時間は月～金曜の８時３０分～１７時１５分
※但し、ＦＡＸ、メールは２４時間受付可能。

返事は市役所開庁時間内に行います。

問合せ先 （９３０）７７７８
（９５３）７７８５

misato-communication@bz04.plala.or.ｊｐ

派遣時間は８時～２１時 ※その他の時間はあらかじめご相談下さい。

利用料金は無料です。派遣地域は原則埼玉県内になります。

申込み 埼玉県聴覚障害者情報センター福祉支援部あてに依頼
受付時間は月～土曜の９時～１２時、１３時～１７時

０４８（８１４）３３５３
０４８（８１４）３３５４

問合せ先 （９３０）７７７８
（９５３）７７８５

misato-communication@bz04.plala.or.ｊｐ

視覚障がいのある人にＣＤ版「広報みさと」を図書館で貸出しています。

問合せ先 広報係 （９３０）７７６２

問合せ先 ０４８（８３０）２８５７
県議会事務局政策調査課 ０４８（８３０）６２５７

手話通訳者・要約筆記者の派遣
　聴覚障がいのある人等の家庭生活や社会生活において、コミュニケーションを円滑にし、
社会参加の推進をするために手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

対象者 市内に居住する聴覚、音声・言語障がいのある人やその家族の他、手話が発
生する場面において通訳が必要となる人（団体）

内容
政治や宗教関係、営利目的の活動、個人の遊興、趣味娯楽には派遣できませ
ん。

障がい福祉係 電話
ＦＡＸ

声の広報

点字版・テープ版県広報紙
「彩の国だより」「埼玉県議会だより」は、視覚障がい者の人へ点字版とテープ版・デイジー
版を発行しています。

内容
政治や宗教関係、営利目的の活動、個人の遊興、趣味娯楽には派遣できませ
ん。

埼玉県聴覚障害者情報センター　 電話
さいたま市浦和区北浦和５-６-５ ＦＡＸ

障がい福祉係 電話
ＦＡＸ

・要約筆記者派遣
対象者 市内に居住する聴覚、音声・言語障がいのある人

県広聴広報課 電話
電話
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対象世帯
貸付条件 ①

②

貸付資金の種類
① 総合支援資金

１）生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用

２）住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要に費用

３）一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用

② 福祉資金

１）福祉費

・　
・　技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・　
・　福祉用具等の購入に必要な経費
・　障がい者用の自動車の購入に必要な経費
・　中国在留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
・　

・　

・　災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・　冠婚葬祭に必要な経費
・　住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・　就職、技能習得等の支度に必要な経費
・　その他日常生活上の一時的に必要な経費

生業を営むために必要な経費

住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担
額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中
の生計を維持するために必要な経費
介護サービス、障がい者のサービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含
む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

他からの借り入れが困難な低所得世帯・障がいのある人の世帯・高齢者世帯
資金種類によって貸付条件、貸付金額等が異なります。
貸付利子については、連帯保証人を立てられる場合は無利子、立てられない
場合は年利１．５％（但し、教育支援資金、緊急小口資金は無利子）です。

　失業等の理由により、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために、
継続的な相談支援（就労支援、家計指導）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付
けをおこなうことにより、自立が見込まれる世帯に貸付けします。なお、貸付けに際して
は、原則として法（生活困窮者自立支援法）に基づく自立相談支援事業者等による支援
を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに
同意していることが要件となっています。

　低所得世帯、障がいのある人の世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として
貸付けします。

日常生活を送る上、もしくは自立生活に資するために一時的に必要であると見込ま
れる費用

●各種資金の貸付

生活福祉資金の貸付
 次のような世帯の生活向上に役立てるため、国と県が資金を出し合って、民生委員の相談
援助のもとに各種資金の貸付けを行うものです。但し、貸付けには審査があり、ご希望に
添えない場合があります。
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２）

・　医療費又は介護費の支払いのため、生活費が不足する場合
・　給与等の盗難により、生活費が不足する場合
・　火災等罹災により、生活費が不足する場合
・　年金、保険、公的給付等の支払開始までの、生活費が不足する場合
・ 会社からの解雇、会社が休業したことにより、生活が不足する場合
・

③

１) 教育支援費

２) 就学支援資金

④

１) 不動産担保型生活資金

２) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

※ 現在や今後の収入状況の確認が必要となります。無職無収入の世帯への貸付はできません

貸付限度額 ５万円以内で食費相当分

問合せ先 三郷市社会福祉協議会 （９５３）４１９１

緊急小口資金
次の理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少
額の費用(なお、貸付けに際しては、原則として法（生活困窮者自立支援法)に基づく
自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付
け後の継続的な支援を受けることに同意していることが要件となっています）

　現にお住まいの不動産を所有している高齢の方が、将来にわたりその住居に住み続
けることを希望される場合に、その不動産を担保にして貸付けます。

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付け
る資金

要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付け
る資金

福祉資金の貸付
　福祉資金の貸付は、一時的に生活が困難になった世帯へ、三郷市社会福祉協議会の資
金の中で、貸付を行うものです。但し、貸付には審査があり、ご希望に沿えない場合もあり
ます。

滞納していた税金、国民健康保険税、年金保険料、公共料金の支払いによる支
出増

教育支援資金
　低所得世帯に対し、次の掲げる経費として貸付けます。

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な
経費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な
経費

不動産担保型生活資金
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※

・

●障害者総合支援法

障害福祉サービスの種類・内容
　障がいのある人が日常生活等を営むことができるように、障害者総合支援法に基づき
「障害福祉サービス」を次のとおり支給します。なお、平成25年度より障害福祉サービスの
対象となる範囲に難病患者等が加えられました。該当する方々は、必要な手続きを行った
上で、認められた障害福祉サービス等を利用できます。又、介護保険制度の対象者につい
ては、障害福祉サービスと共通の内容となるサービスについては、原則として介護保険制
度が優先となります。介護保険制度にはないサービスの場合は、障害福祉サービスの利
用が可能です。

介護保険対象者が介護保険のサービスのみでは対応しきれない場合等で、障害福祉
サービス併用を希望する場合は、必ず事前に障がい福祉課に相談をしてください。

介護給付
サービスの名称 サービスの内容

障害者総合支援法等による福祉サービス

療養介護
主として昼間に、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看
護、医学的管理の下における介護、日常生活上の支援を行う。

生活介護
主として昼間に、入浴、排泄及び食事等の介護、創作活動又は生産活
動機会の提供、その他の身体機能、生活能力向上のための援助、支援
を行う。

施設入所支援
施設において、主として夜間に入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関
する相談、助言その他必要な日常生活上の支援を行う。

行動援護
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時の移
動を含めた介護、支援を行う。

重度障害者等
包括支援

重度障がいのある人に対し、居宅介護等の複数のサービスを組み合わ
せて、包括的に支援を行う。

短期入所
自宅で介護する人が疾病等で一時的に介護できない場合、短期間、施
設等での宿泊により、入浴や排泄、食事その他の介護等を行う。

居宅介護
自宅で入浴や排泄、食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等
に関する相談及び助言を行う。（身体介護／居宅介護）

重度訪問介護
重度障がいのある人に対し、自宅における入浴、排泄、食事の介護、外
出時における移動支援を行う。

同行援護
視覚障がいのある人の外出時に同行し、移動に必要な情報提供をする
とともに移動に伴う援護、支援を行う。
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・ 訓練等給付

・地域相談支援給付

・ （その他の）地域生活支援事業
※

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

共同生活援助
地域で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。

サービスの名称 サービスの内容

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障がいのある人又は、精神科病院に
入院している精神障がいのある人について、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、その他必要な支援
を行う。

就労移行支援

一般就労が可能と見込まれる人に対し、生産活動、職場体験等の他、
就労に必要な知識、能力向上のための訓練及び就職・定着に必要な情
報提供、相談支援を行う。

就労継続支援Ａ型

一般就労が困難な人について、雇用契約に基づき、生産活動その他活
動の機会の提供、就労に必要な知識、能力向上のための訓練、その他
必要な支援を行う。

就労継続支援Ｂ型
一般就労が困難な人について、生産活動その他活動の機会の提供、就
労に必要な知識、能力向上のための訓練、その他必要な支援を行う。

サービスの名称 サービスの内容

自立訓練
（機能訓練）

身体障がいのある人に対し、施設・自宅において理学療法、作業療法そ
の他リハビリテーション、生活上の相談助言等の支援を行う。

自立訓練
（生活訓練）

知的、精神の障がいのある人に対し、施設・自宅において入浴、排泄、
食事等、自立した日常生活のために必要な訓練、生活上の相談助言等
の支援を行う。

地域活動
支援センター

施設での機能訓練、創作活動、障がいのある人同士の交流等の機会
の提供、地域社会との交流事業等を行う。

各種サービスの手続き
障がい福祉課に相談の上、申請してください。障がいの状況等を聴取し、調査の上支給決
定を行います。

地域定着支援

居宅において、単身等で生活する障がいのある人について、常時の連
絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に対し
て相談、緊急訪問その他必要な支援を行う。

地域生活支援事業は市が独自の基準により知識の実情に合わせて選択し、様々な事
業を行うもので、相談支援事業、日常生活用具給付事業、更生訓練費支給事業、運転
免許取得費補助事業等が該当しています。

サービスの名称 サービスの内容

移動支援
生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の
際に移動の介助を行う。
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※

※

給付の種類

手続き 障害児通所支援については障がい福祉課に相談の上、申請をしてください。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

・ 負担上限月額 以下の表のとおり収入に応じて１か月あたりの負担上限額があります。

市民税課税世帯(一般①に該当するものを除く)
施設入所者以外

障がい者
障がい児

２０歳未満施設等入所者

生活保護受給世帯
【注】

なお、２０歳以上の施設等入所者は「一般①」の所得区分に該当することはありません。

・

（施設入所の１８歳１９歳を除く）

障がいのある児童を対象とした施設・事業については児童福祉法で対応します。１８歳以
上の障害児施設入所者については、障害者総合支援法での対応となります。

実施主体は、障害児通所支援については市町村で、障害児入所支援については都道府県

サービスの名称 サービスの内容

障害児通所
支援

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技術
の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支
援を行う。

医療型児童発達支援 児童発達支援の他、身体の状況により治療も行う。

放課後等デイサービス

●児童福祉法

障害児通所支援の種類・内容

一般①

20歳以上の施設等入所者を除く、市民税課税世
帯（所得税16万円(障がい児【注】にあっては２８
万円）未満の者に限る）

９，３００円
４，６００円

９，３００円

低所得②
市民税非課税世帯(低所得①に該当するものを除
く)

０円
低所得①

市民税非課税世帯のうち、本人の年収８０万円以
下

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交
流の促進その他必要な支援を行う。

●利用者負担と負担軽減措置

　利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得に応じた
月額負担上限額）となっています。但し、施設を利用する場合にその食費や光熱水費の一部
は別途負担となります。

所得区分 負担上限額
一般② ３７，２００円

１８歳以上の障がいのある人
障がいのある人とその配偶者

生活保護
障がい児は２０歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除きます。

所得を判断する際の世帯の範囲
種　　別 世帯の範囲

障がい児（施設入所の１８歳１９歳を含む） 保護者の属する住民基本台帳での世帯
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・ 相談支援の給付等の種類、内容一覧

※

計
画
相
談
支
援
給
付

サービス
利用支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決
定前に、サービス等利用計画案を作成。支
給決定後にサービス事業所等との連絡調
整等を行い、サービス等利用計画を作成す
る。

障害福祉サービス等の申請
を行う障害のある人、又は障
がい児の保護者

継続
サービス
利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の
モニタリングを行い、サービス事業所等との
連絡調整等を行う

サービス等利用計画を作成し
た障がいのある人、又は障が
い児の保護者

●計画相談支援／障がい児の相談支援

給付の
種類

サービスの
名称

サービスの内容 対象者

支給決定プロセスの見直し等　
指定を受けた特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、
これを勘案して市町村は支給決定を行います。障がい児については、指定障害児相談
支援事業者が通所サービス利用に係る障害児支援利用計画（成人の計画「障害者
サービス等利用計画」に相当するもの）を作成します。これらの計画については、本人又
は保護者の希望によってセルフプランとして作成することが可能です。

障
害
児
相
談
支
援

給
付

障害児支援
利用援助

通所給付の申請に係る支給決定前に、障
害児支援計画案を作成。支給決定後に、さ
サービス事業所との連絡調整を行い、障害
児支援計画を作成する。

通所給付の申請を行う障がい
児の保護者

継続
障害児支援
利用援助

支給決定された通所給付の利用状況のモ
ニタリングを行い、サービス事業所等との連
絡調整等を行う。

障害児支援計画を作成した障
がい児の保護者
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月曜日～金曜日（祝・休日を除く）８時４５分～１１時・１３時～１６時

問合せ先 草加公共職業安定所（ハローワーク草加）
草加市弁天4-10-7  電話０４８（９３１）6111　 FAX０４８（９３１）6615

三郷市障がい者就労支援センター（障がい福祉課　障がい者就労支援係）

相談日 月曜日～金曜日（祝・休日・年末年始を除く）８時３０分～１２時・１３時～１７時１５分

月曜日～金曜日（祝・休日・年末年始を除く）８時３０分～１２時・１３時～１７時

問合せ先 東部障がい者就業・生活支援センター　みらい
草加市栄町2-1-32 電話０４８（９３５）６６１１ FAX ０４８（９３５）６６２１

月曜日～金曜日（祝・休日・年末年始を除く）１０時～１６時

問合せ先 発達障害者就労支援センター　ジョブセンター草加（ウェルビー株式会社）
草加市氷川町2101-1 シーバイオビル3階 ０４８（９２９）７６００
info-soka@welbe.co.jp

相談日

　市内在住の障がいのある方（障害者手帳を所持している人または、医師の診断により障
がいが認められる人）の就労及び就労後の定着に関する相談・支援を行っています。
相談支援については登録制を採用しておりますので、まず電話で初回相談の予約を取って
ください。

問合せ先 障がい者就労支援係 （９５３）１５２１

就労の支援等

●相談窓口

公共職業安定所（ハローワーク）
　障がいのある人担当の窓口があり、職業相談から就職後の定着等を含めたケアまで総
合的に行っています。

　埼玉県内に在住及び在勤の方であれば、年齢や診断の有無を問わずどなたでも無料で
相談できます。

相談日

東部障がい者就業・生活支援センター　みらい
　身体・知的・精神に障がいのある方、また難病や発達障がい等の医師の診断を受けた方
で就職したい人、就職している人を応援します。埼玉県知事の指定により、労働局と埼玉県
から事業を受託しています。

相談支援については登録制を採用しておりますので、まず電話で相談の予約を取ってくだ
さい。

相談日

発達障害者就労支援センター（ジョブセンター草加）
　発達障がいのある人やそのご家族・関係者の方に対し、就労に関する相談・支援を行っ
ています。予約による来所相談の他、電話・メールでの相談も行っています。
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※ 障がいのある人には

※ 事業主の人には

※ 関係機関には

問合せ先 埼玉障害者職業センター
さいたま市桜区下大久保１３６－１ ０４８（８５４）３２２２

０４８（８５４）３２６０

関係機関からの要請に応じてニーズ等を把握し、職業リハビリテーションに関する支援
方法に係る助言・援助、関係機関の職員等向けの実務的研修等を行っています。

電話
ＦＡＸ

埼玉障害者職業センター（地域障害者職業センター）
　埼玉障害者職業センターでは、障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク、障害
者就業・生活支援センターとの連携により、就職や職場復帰を目指す障がいのある人や障
がい者雇用の検討もしくは既に雇用している事業主の他、障がいのある人の就労を支援す
る関係機関に対しても、支援・サービスを提供しています。

就職に向けての相談、職業能力等の評価、就職前の支援から就職後の職場適応のた
めの援助、職場復帰の支援等、個々の障がいの状況に応じた継続的な支援を行ってい
ます。

障がいのある人の雇入れや雇用継続、職場復帰等の支援や雇用管理に関する助言や
情報提供、事業主向けの講習等を行っています。
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・ 就労移行支援

・ 就労継続支援Ａ型

・ 就労継続支援Ｂ型

更生訓練費の支給

問い合わせ先

障害者職業能力開発校

※ 詳しい内容については各施設にお問い合わせください。

・ 国立職業リハビリテーションセンター

対象者 次の全てに当てはまる人
① 身体障害者手帳所持者
② 中学校卒業以上の人（科目によっては高卒程度以上）
③
④ 国立身体障害者リハビリテーションセンターに入所している人

訓練科目

問合せ先 国立職業リハビリテーションセンター
所沢市並木４－２

●就労のための訓練等

就労訓練等

　一般就労が可能と見込まれる人に対し、生産活動、職場体験等の他、就労に必要な
知識、能力向上のための訓練及び就職・定着に必要な情報提供、相談支援を行いま
す。

ＦＡＸ ０４（２９９５）１０５２

障がい福祉係　９３０（７７７８）

　障がいのある人が就職・自立できるようその能力に適した職業訓練を行っています。寄宿
舎も設置しています。入所者の食事等は自己負担となります。

　身体障がいのある人の職業能力の判定から、職業訓練、職業指導まで、総合的な職
業リハビリテーションを実施しています。隣接する国立身体障害者リハビリテーションセ
ンターと一体的な運営により、身体障がいのある人の医療から、職業までの総合的なリ
ハビリテーションのサービスを提供しています。

就職の意思と能力を持ち職業的自立が可能と認められる人

機械ＣＡＤコース、電子技術・ＣＡＤコース、ＦＡシステムコース、組立・検査コース、
建築ＣＡＤコース、ＤＴＰコース、Ｗｅｂコース、ソフトウェア開発コース、システム活
用コース、視覚障害者情報アクセスコース、会計ビジネスコース、ビジネスライセ
ンスコース、ＯＡビジネスコース、オフィスワークコース、物流・組立ワークコース、
代償手段獲得コース、販売・物流コース、ホテル・アメニティワーク

電話　 ０４（２９９５）１７１１～３

　一般就労が困難な人について、雇用契約に基づき、生産活動その他活動の機会の提
供、就労に必要な知識、能力向上のための訓練、その他必要な支援を行います。

　一般就労が困難な人について、、生産活動その他活動の機会の提供、就労に必要な
知識、能力向上のための訓練、その他必要な支援を行います。

自立訓練、就労移行支援、就労継続A型を利用している方に対して、その訓練に要
した費用を支給します。

対象者 自立訓練、就労移行支援、就労継続A型を利用している方で、負担
上限額が０円の方

内容 訓練のための経費と通所のための経費を支給します。（就労継続A
型は通所のための経費のみ）　施設の種類ごとに支給金額が変わり
ます。
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・ 東京障害者能力開発校

対象者

訓練科目

問合せ先 東京障害者職業能力開発校 東京都小平市小川西町２－３４－１

障害者委託職業訓練

実践能力習得コース
企業等の事業所現場で実務に即した作業実習を行う訓練コース

知識・技能習得コース
就職に必要な知識や技能を修得する座学を中心とした訓練コース
（デュアルシステムは知識・技能習得コースに企業実習がついた訓練です）

応募方法

問合せ先 埼玉県立職業能力開発センター　
さいたま市北区櫛引町二丁目499番地11 

０４８（６５１）３１２２ ０４８（６５１）３１１４

ヘレン・ケラー学院盲学生技能習得訓練委託制度

問合せ先 ヘレン・ケラー学院 新宿区大久保３－１４－２０

精神障害者社会適応訓練事業

６か月を単位として最高２年まで

問合せ先 埼玉県草加保健所 草加市西町425-2
０４８（９２５）１５５１

　障がいのある人が就職に必要な知識、技能・技術を習得して職業的に自立し、生活の
安定と地位向上を図ることを目的としている施設です。

日常生活で介護の必要のない身体障がいのある人で、一般の技術専門学校等
で職業訓練を受けることが困難な人（実務作業科は療育手帳を持つ軽度知的障
がいのある人）

ビジネスアプリ開発科、ビジネス経理科、ビジネス文書科、ビジネス養成科、医療
総合事務科、カラーＤＴＰ科、編集デザイン科、機械ＣＡＤ科、建築ＣＡＤ科、スキ
ルワーク科、オフィスワーク科、就業支援事務科、実務作業科、職域開発科、ＯＡ
実務科

電話　 ０４２（３４１）１４１１　 ＦＡＸ ０４２（３４１）１４５１

０３（３２００）0525

　通院中の精神障害者で、通常の就労が難しい方を対象に、県が委託した一般の事業所
（協力事業所）で、集中力や対人関係、仕事に対する持久力、環境適応能力などを高める
ための訓練を行います。

訓練期間

　障がいのある人の就労支援策の一つとして、県内の企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民
間教育訓練機関等に委託して様々な職業訓練を行っています。原則として１～３か月の短
期の訓練となります。

訓練内容

（公共職業安定所で必要事項を記入してもらった）委託訓練受講希望書と障害者
手帳のコピーを添付してセンターに郵送又は持参してください。

電話　 ＦＡＸ

　ヘレン・ケラー学院であんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の資格を取得するた
めに必要な知識、技能を習得する場合、埼玉県で、授業料・教材費を負担します。
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雇用保険法による失業給付

基本手当額 基本手当日額×失業認定期間（上限所定給付日数）

問合せ先 草加公共職業安定所（ハローワーク草加）
草加市弁天4-10-7  電話０４８（９３１）６１１１　 FAX０４８（９３１）６６１５

就職資金の貸付

特定求職者雇用開発助成金

発達障害者雇用開発助成金

※

問合せ先 草加公共職業安定所（ハローワーク草加）
草加市弁天4-10-7  電話０４８（９３１）６１１１ 　FAX０４８（９３１）６６１５

トライアル雇用

問合せ先 埼玉障害者職業センター
さいたま市桜区下大久保１３６－１ ０４８（８５４）３２２２

０４８（８５４）３２６０
草加公共職業安定所（ハローワーク草加）
草加市弁天4-10-7  ０４８（９３１）６１１１

０４８（９３１）６６１５

障がい者等の就職困難者の所定給付日数
被保険者（週２０時間以上の労働者）の算定期間

６か月以上１年未満 １年以上
４５歳未満

１５０日
３００日

４５～６５歳未満 ３６０日

●その他の就労に関すること

　雇用保険に加入している障がいのある人が離職した場合の、失業給付（基本手当）の給
付については以下の通りとなっています。

ＦＡＸ

電話
ＦＡＸ

　生活福祉資金として、技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために
必要な経費又は就職、技能習得等の支度に必要な経費を貸し付けます。

　ハローワーク等の紹介により、身体・知的・精神の障がいのある人を、雇用保険被保険者
として雇用した事業主に対して、その雇い入れにあたり本人に支払った賃金の一部を一定
期間助成する制度です。

　ハローワークの紹介により、地域障害者職業センターで支援を受けた発達障がいのある
人を、常用の労働者として雇い入れる事業主に対して資金の一部を一定期間助成する制
度です。

発達障害者支援法第２条に規定する発達障害者が地域障害者職業センターで職業評
価を受けた場合に対象となります。

　ハローワークが紹介する安定的な就労が困難な労働者（障がいのある人）を、３か月の試
行就業（トライアル雇用）することにより、事業主と労働者相互の理解を深め、その後の雇
用のきっかけづくりを行います。事業主は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務
遂行可能性等を実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。又、こ
のトライアル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇い入れに係る一定
の負担軽減が図れます。

電話
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障害者雇用納付金制度

※

問合せ先 草加公共職業安定所（ハローワーク草加）
草加市弁天4-10-7  電話０４８（９３１）６１１１　 FAX０４８（９３１）６６１５

その他の制度

問合せ先 草加公共職業安定所（ハローワーク草加）
草加市弁天4-10-7  電話０４８（９３１）６１１１　 FAX０４８（９３１）６６１５

　障がいのある人を雇用するには、経済的負担を伴うことがあることから、事業主間の障が
い者雇用にかかる経済的負担の調整を図るとともに、障がいのある人を雇用する事業主に
対して助成、援助を行うために、雇用者数が法定雇用率（２．０％）に満たない事業主から、
雇用する障がいのある人が１人不足するごとに、障害者雇用納付金（不足１人につき月額
５万円）を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障がいのある人を雇用する事業
主に対し、障害者雇用調整金（超過１人につき月額２万７千円）や助成金を支給する制度で
す。

障害者雇用率（2.0%）未達成の事業主の他、常時雇用している労働者数が100人を超え200人
以下の事業主にも納付金制度の適用があります。詳しくは以下のお問い合わせください。

　障がいのある人を雇用するために、事業主が職場環境を整備したり、適切な雇用管理を
実施するための費用を助成する制度があります。
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子ども発達支援センター（子ども支援課）

子ども支援課　子ども発達支援センター （９３０）７７９４

しいのみ学園

子ども支援課　しいのみ学園

社会福祉法人東埼玉　中川の郷療育センター

問合せ先 中川の郷療育センター

電話０４８（９９２）２７０１　 FAX０４８（９９２）２７０２

子ども支援課 発達支援係

東京都立北療育医療センター

外来診療　入院治療　外来訓練
診療科目 内科、神経内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、

耳鼻咽喉科、歯科
利用方法 あらかじめ電話で相談してください。

問合せ先 東京都立北療育医療センター

電話０３（３９０８）３００１　 FAX０３（３９０８）２９８４

埼玉県立三郷特別支援学校

問合せ先 埼玉県立三郷特別支援学校 担当　特別支援教育コーディネーター
三郷市駒形56
電話　 ０４８（９５２）１２０５

子どもの療育・相談

●相談療育機関等

　発達の遅れや偏りなどの心配があるお子さんについて、相談や個別指導を行っていま
す。相談や指導は予約制です。

問合せ先

　心身の発達や運動発達に遅れや障がいのある小学校入学前の児童に対して機能訓練・
生活指導・母子指導を専門的に行い、児童の発達を促します。

問合せ先 （９５２）００６６

　三郷市、吉川市、八潮市の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に通う幼児、児
童、生徒に関わるセンター的機能として、先生方、保護者の方等から様々な相談を受けつ
けています。

　発達期より精神や身体の問題、社会的な問題、社会的な問題でお悩みの方々の診療・検
査等を行うとともに、車いす・補装具に関する相談や作成及び理学療法、作業療法、言語
聴覚療法等の訓練を行います。外来診察の他入所、短期入所、通園もあります。

北葛飾郡松伏町下赤岩２２２

（９３０）７７９４

　一般医療機関では対応の困難な障害者（児）の一般診療と、肢体不自由児の外来訓練を
行っています。

内容

東京都北区十条台1-2-3
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心身障害児総合医療療育センター

外来（診療全般）、福祉相談室、整形外科、歯科、理学療法、作業療法、
言語聴覚　臨床心理、精神

利用方法 あらかじめ電話で相談してください。

問合せ先 心身障害児総合医療療育センター

０３（５９６５）１１２５（医療訓練等）
０３（５９６５）１１２７（医療福祉相談）
０３（３５５４）６１７６

　心身の障がいをもった子どもたちのための総合的な医療療育相談機関です。

内容

東京都板橋区小茂根1-1-10
電話

ＦＡＸ
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利用時間 ９時～２１時３０分の間（月曜日・第３火曜日・年末年始を除く）　
※各施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。

団体利用 あらかじめセンター所定の申請書を提出するなどの手続きが必要。
無料（介護者も１名まで無料）

問合せ先 埼玉県障害者交流センター

０４８（８３４）２２２２ ０４８（８３４）３３３３

三郷市障がい者交流ルーム

瑞沼市民センター　１階
９時～２１時

休館日 年末年始
利用方法

及び注意

その他、瑞沼市民センター「利用者の遵守事項」に従いご利用ください。

問合せ先 障がい福祉係 （９３０）７７７８

申込み

※利用料金については施設に直接お問い合わせください。
※正月の予約方法については別になります。

問合せ先 伊豆潮風館

０５５７（５１）１５０４ ＦＡＸ ０５５７（５１）３４３６

施設

●交流等の施設

埼玉県障害者交流センター
　障がいのある人の社会参加を促進する拠点施設として、各種相談や講習会、スポーツ・
レクリエーション等に利用できます。又、各種教室や講座等を実施しています。

主な施設 体育館、屋内プール、トレーニング室、テニス場、ソフトボール場、運動場、ゲート
ボール場、アーチェリー場、ホール、会議室、工芸室、調理研修室、音楽室

伊東市富戸1317-89
電話

市民センター事務室に「障害者交流ルーム利用受付簿」がありますのでご記入の
上、ご利用下さい。

予約や団体専用使用等は行っておりませんので、当日来館された利用者がお互
いに調整し合ってご利用ください。

交流ルーム内での飲食は可能ですが、持ち込まれたゴミ等は全てお持ち帰りくだ
さい。

伊豆潮風館
　障がいのある人とその家族が気軽に宿泊・休養できる施設です。

障がいのある人は利用日の６か月前の月初めから、その他の人は３か月前の月
初めから電話又はＦＡＸ（電話連絡が困難な場合）で施設へ直接連絡。

電話 ＦＡＸ

　障がいのある人の地域での積極的な社会参加のために、日常的交流の場、活動の場と
して障がい者交流ルームがあります。

場所
利用時間

利用手続 個人利用 障がいのある人は初めて利用する時に身体・療育・精神の各手帳を
持参し、利用証の交付を受ける。

使用料

さいたま市浦和区大原3-10-1
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■ 就労移行支援
　ラ・ポルタ ０４８（９５０）７３１５

■ 地域活動支援センター１型
　パティオ ０４８（９５０）７３１１

■ 地域活動支援センターⅢ型
　フレンズ ０４８（９５８）００１８
　憩いの場オアシス ０４８（９４０）１２９０

■ 就労継続支援Ａ型
ブルースカイ三郷　　０４８（９３４）５４０７

■ 就労継続支援Ｂ型
　レモンカンパニー ０４８（９５８）００１８
　ワークセンターしいの木　 ０４８（９５３）４７８９
　コンパス ０４８（９５８）２５５５
　みどりの風 ０４８（９１１）１１５９

■ 生活介護
　みどりの風（風のうた） ０４８（９５２）７０８６
　光座 ０４８（９５８）７０４７
　さつき学園 ０４８（９５３）３６９９
　障害者の生活・作業施設　ひまわりの家 ０４８（９５２）７８０６

■ 共同生活援助（グループホーム）
　社会福祉法人　川の郷福祉会 ０４８（９５８）００１８

　ひだまり
　さくらホーム
　すみれ
　みらい
　グループホームはまなす

　ケアホームひまわり ０４８（９５２）１１６３
　ケアホーム第２ひまわり ０４８（９５５）２３５２
　ケアホームたんぽぽ ０４８（９５４）８７３６
　グループホームサンハウス ０８０－４１６４－４２３５
　ホームあゆみ ０４８（９５３）２１８８

●関連施設等

インスピリット　０４８（９５９）９５９７
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■ 放課後等デイサービス
　ふぉーきっず ０４８（９３４）５９５２
　さとっこ ０４８（９５４）８５０８
　レイア ０４８（９３４）５６５１
　あさがお ０４８（９６９）４４８２
　アルク純誠会みさと ０４８（９５０）２７７２
　パレット ０４８（９６９）４４８２
　縁むすび ０４８（９５０）８６３３
　縁むすび　虹 ０４８（９５１）７２４１
　通所支援ベルテール三郷戸ヶ崎園 ０４８（９５６）５９７７
　スマートキッズプラス三郷 ０４８（９６９）４３９１
　スマートキッズプラス三郷第二 ０４８（９５０）８４０１
　NPO法人ほっとTime ０４８（９５８）５３６８

■ 児童発達支援
　アルク純誠会みさと ０４８（９５０）２７７２
　縁むすび ０４８（９５０）８６３３
　縁むすび　虹 ０４８（９５１）７２４１
　通所支援ベルテール三郷戸ヶ崎園 ０４８（９５６）５９７７
　しいのみ学園 （９５２）００６６
　アルクキッズ ０４８（９４９）７５２６
　NPO法人ほっとTime ０４８（９５８）５３６８

■ 障がい者支援
　わらべ会 ０４８（９５２）５８３９
　とがさき手をつなぐ親の会 ０４８（９５２）４８９２
　サポートネット　ホットピア ０９０（９９６３）０８２６
　青いそら ０４８（９５７）９６００
　地域で共に生きる　ナノ ０４８（９５６）２２２４
　游（ゆう） ０４８（９５６）０５８０

■ 特別支援学校
　県立三郷特別支援学校 ０４８（９５２）１２０５
　県立越谷特別支援学校 ０４８（９７５）２１１１ 
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