
　身体（視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく機能、肢
体、心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓等）に障
がいがあり、身体障害者福祉法の規定する医師（指定
医）の診断に基づき、東京都知事より、該当すると認め
られた方に対して、さまざまなサービスを受けるため
に必要な手帳（茶色）の交付手続きを行います。

身体障害者手帳の交付

　知的障がい者（児）で、東京都愛の手帳交付要綱判定
基準に該当すると認められた方に対して、さまざまな
サービスを受けるために必要な手帳（オレンジ色）の交
付手続きを行います。

愛の手帳（療育手帳）の交付

　精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社
会生活への制約がある方に対して、さまざまなサービ
スを受けるために必要な手帳（緑色）の交付手続きを行
います。

精神障害者保健福祉手帳の交付

　身体障害者手帳の1級から4級まで、愛の手帳の1度
から4度までの方と、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方で
20歳以上の方に手当を支給します。施設入所者、65歳
以上で新規申請の方、児童育成手当（障害手当）を受給
している方、所得基準を超えた方には支給できません。

【月額】
　身体障害者手帳 1・2級…15,500円
　身体障害者手帳 3級… 7,000円
　身体障害者手帳 4級… 7,000円
　愛の手帳 1～3度…15,500円
　愛の手帳 4度… 7,000円
　脳性まひ・進行性筋萎縮症の方…15,500円

心身障害者福祉手当

　身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の方にタク
シー利用料金を年額18,000円限度を助成します。ただ
し、じん臓機能障害者交通費助成受給者、施設入所者、
所得基準を超えた方には支給できません。

交通費助成金支給事業

　重度の知的障がい者で常時複雑な介護を必要とする
方、重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複して
いる方、重度の肢体不自由者で四肢機能障がいを有す
る方に、月額60,000円を支給します。ただし、施設入所
者、病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院さ
れている方、所得基準を超えた方、新規の65歳以上の方
には支給できません。

重度心身障害者手当

　20歳未満で、常時介護を必要とし、身体または精神に
重度の障がいを有する方に、月額14,600円を支給しま
す。ただし、施設入所者、当該障害を支給理由とする年
金を受給されている方、所得基準を超えた方には支給
できません。

障害児福祉手当

　20歳以上で、常時介護を必要とし、身体または精神に
著しい重複の障がいを有する方に、月額26,830円を支
給します。ただし、施設入所者、病院または診療所に継
続して3カ月を超えて入院されている方、所得基準を超
えた方には支給できません。

特別障害者手当

障がい者福祉 子育て支援課�地域支援係 �292~294

　受けられるサービス・手当など、制度改正により変更する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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　身体障害者手帳1・2級（内部障がい者：心臓、じん臓、
肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能障がいについては3級も含
む）、または愛の手帳1・2度に該当する方に医療費の自
己負担分の一部を助成します。所得制限基準額を超え
た方、生活保護の方、65歳以上で新規申請の方は申請で
きません。

心身障害者（児）医療費の助成

　国および東京都が定める疾病に該当し、認定基準を
満たされている方に、医療費等の一部が助成されます。

難病医療費等助成

　B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核
酸アナログ製剤治療およびC型肝炎のインターフェロ
ンフリー治療を要すると診断された方に、治療にかか
る医療費等の一部が助成されます。

Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費助成

　身体障害者手帳を持っている18歳以上の方に対し
て、障がいの程度を軽減し、または障がいを除去するた
めに医療が必要な場合、その医療費の一部を公費で負
担します。所得が一定の限度額以上の方は対象外です。

自立支援医療（更生医療）

　精神通院医療に係る受診、デイケア、訪問看護、てん
かんの診療、および薬代などを継続的に要する方に、医
療費の自己負担分を助成します。利用者負担は原則と
して1割で、課税状況などにより月額自己負担上限額が
定められます。

自立支援医療（精神通院医療）

　都内に引き続き1年以上住み、認定された疾病の治療
に要した医療費の自己負担額を助成します。

大気汚染健康障害者医療費

　18歳未満の児童で認定された疾病の治療に要した医
療費の一部を公費で負担します。

小児慢性疾患医療費

　身体に障害があるが、放置すると将来障がいを残す
可能性がある18歳未満の児童に対して、障害を除去、軽
減する効果が期待できる手術などの治療にかかる医療
費の一部を公費で負担します。所得が一定の限度額以
上の方は対象外です。

自立支援医療（育成医療）

　身体障害者手帳を持っている方、または障害者総合
支援法対象の難病と認められている方の申請により補
装具が必要と判断された方に対し、補装具の購入費・修
理費の一部を支給します。利用者負担は原則として1割
ですが、所得により異なります。

補装具費の支給

　在宅の心身障がい者（児）に対し、事前の申請により
補装具以外の機器で自立した日常生活を支援する用具
が必要と判断された方に対し、給付や貸与を行います。
利用者負担は原則として1割ですが、所得により異なり
ます。

日常生活用具給付事業

　身体障害者手帳を持っている重度の身体障がい者
（児）に対し、その方が居住する住宅設備の改善に要す
る費用を給付します。利用者負担は原則として1割です
が、所得により異なります。

住宅設備改善費給付事業

　国および都が定める疾病に該当され、特定医療費受
給者証または、マル都医療券をお持ちの方、もしくは医
師の証明書の提出があった方に月額2,500円を支給し
ます。

特殊疾病患者福祉手当
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　身体障害者手帳で上肢・下肢または体幹機能障がい
1・2級の交付を受けている18歳以上の方で自らが所有
し、運転する自動車が改造が必要となる場合、自動車の
操向装置および駆動装置の改造に費用の一部を助成し
ます。また、所得が一定の限度額以上の方は、対象外で
す。

自動車改造費助成

　町内に3カ月以上居住し運転免許適性試験に合格し
た身体障害者手帳3級以上の人（内部障がい4級で歩行
困難な人、下肢または体幹機能障害4級および5級の人
のうち歩行困難な人も含む）、または愛の手帳4度以上
の人が、運転免許証を取得する場合、費用の一部を補助
します。他の制度により免許取得に要する費用を受け
ている方、前年度所得税の年額が40万円以上の方は対
象外です。

自動車運転教習費助成

　身体障害者手帳の交付を受けている方で、聴覚、言語
機能、音声機能、その他の障がい等のため意思疎通を図
ることに支障がある方に対して、手話通訳者等を派遣
します。

意思疎通支援事業

内容
　中学3年生・高校3年生がいる世帯に対し、塾代・受験
代を無利子で貸付する事業です。
●中学3年生　 塾　代：200,000円（上限）  

受験代： 27,400円（上限）
●高校3年生　 塾　代：200,000円（上限）  

受験代： 80,000円（上限）
※連帯保証人、原則必要。難しい場合は応相談。
※申込み要件あり。詳しくはお問い合わせください。
問 社会福祉協議会 総務課総務係　☎597-4848

受験生チャレンジ支援貸付事業

　日の出町社会福祉協議会は住民の自主的参加と協力によって、福祉活動の連絡調整・調査研究・社会福祉に関する
啓蒙・宣伝を行う公共性を持った民間団体です。事業は、地域に密着した福祉事業を行っています。

社会福祉協議会 ☎597-4848

内容
　所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者の
いる世帯の自立を支援するための貸付制度を行ってい
ます。※貸付条件あり

＜貸付資金＞
● 福祉費
・ 障害者用自動車購入経費　2,500,000円（上限）
・ 技能習得に必要な経費　（技能期間ごとに上限を設定）
・その他各目的による貸付あり
※連帯保証人、原則必要。難しい場合は応相談。
● 教育支援資金
・ 学校の授業料などに必要な経費  
高等学校　　　　月額35，000円（上限）  
短大・専門・高専　月額60，000円（上限）  
大学　　　　　　月額65，000円（上限）
・入学に必要な経費　500，000円
※ 連帯保証人、原則不要。ただし、連帯借受人が必要。詳
しい内容はお問い合わせください。
問 社会福祉協議会 総務課総務係　☎597-4848

生活福祉資金貸付制度

　身体・知的・精神障がい者、または難病の方に対して、
さまざまなサービスを支援します。利用を希望する場
合は事前に申請し、調査・認定・支給決定を受けてから、
サービス提供事業者と契約します。利用者負担は原則
として1割です。課税状況等により、月額負担上限額が
定められます。
①介護給付： 居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、重度障害者等包括支
援、短期入所（ショートステイ）、生活介護、
療養介護、施設入所支援

②訓練等給付： 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、
共同生活援助（グループホーム）

③相談支援：地域相談支援、計画相談支援
④障害児通所支援等： 児童発達支援、医療型児童発達支

援、障害児相談支援、放課後等デ
イサービス、保育所等訪問支援

⑤地域生活支援事業： 移動支援事業、地域活動支援セン
ター事業、日中一時支援事業、福
祉ホーム

障害福祉サービス・地域生活支援事業
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内容
　「福祉サービスの利用の仕方が分からない」、「預金通
帳の管理が心配」、「家賃や電気代など忘れずに払いた
い」等地域で安心して暮らすためのお手伝いをします。

対象者
　在宅で生活をされている高齢者、知的障害者、精神障
害者等で判断能力が不十分な方

支援内容
　福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書
類等預かりサービス

利用料
　1回1時間　1,000円（以降30分ごとに500円加算）

その他
　相談無料。詳細はご連絡ください。
問  社会福祉協議会 福祉推進課地域福祉係  
☎597-4845

地域福祉権利擁護事業

内容
　ボランティア活動に関する情報の提供や各種相談、
専門講座の実施でボランティア活動を始めるためのお
手伝いを行います。
・ボランティア活動の保険に加入したい方
・ボランティア活動を始めたい方
・ボランティア活動に来てほしい方
・ボランティア活動の仲間を集めたい方
・その他ボランティア活動に関する全般
問  社会福祉協議会 福祉推進課地域福祉係  
☎597-6187

ボランティアセンター事業

　日常生活で福祉に関する相談をどこへ連絡したら良
いかわからないときや福祉に関する悩みごとや困りご
となど、お気軽にご相談ください。
●相   談   日　毎月第3水曜日
●時　　間　午後1時30分～3時30分
●相談時間　1人30分（1日4名まで）
●場　　所　社会福祉協議会事務局、老人福祉センター等
●受付方法　予約制
●費　　用　無料
●相   談   員　社会福祉協議会職員
問  社会福祉協議会 福祉推進課地域福祉係  
☎597-4845

福祉相談

内容
　日常生活で何らかの手助けや介助が必要な高齢者
（利用会員）の方に、地域住民（協力会員）が有償で家事
援助等のサービスを提供します。

対象
利用会員：おおむね60歳以上で社協会員世帯の方
協力会員： 20歳以上の健康で熱意をもってサービスを

提供できる社協会員世帯の方
サービス内容

　家事援助を中心とした日常生活の困りごとをお手伝
いします。
　具体的には、食事、洗濯、掃除、買い物、外出の介助等

利用（提供）時間
　月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの
間（祝日は除く）

利用料金
利用会員：利用料　1時間　1,000円
※ 別途、材料費および交通費等の必要経費が生じた場
合は、利用会員にご負担いただきます。
協力費

協力会員：協力費　1時間　 900円
その他

　サービスの利用を希望される方、協力会員として
サービスの提供に協力していただける方は、お気軽に
ご相談ください。
問  社会福祉協議会 福祉推進課 福祉サービス係  
☎597-6036

有償家事援助事業　まごころサービス

デ・ヒーノ
日の出町社会福祉協議会のイメージキャラクターです
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