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福祉医療費支給制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (１１)
自立支援医療費（更生医療・育成医療・精神通院医療） ・・・・・・・ (１２)

障害福祉サービス
障害福祉サービス費の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(１３)

補装具・日常生活用具
補装具費の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(１８)
補装具の種目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(２１)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業・・・・・・・・・・・・・・（２４）
日常生活用具の給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(２５)
日常生活用具給付品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(２６)
人工内耳体外機給付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３５）

地域生活支援事業
地域活動支援センター、相談支援事業、移動支援事業・・・・・・・・・（３６）
通学支援事業、日中一時支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３７）
意思疎通支援事業（手話通訳・要約筆記奉仕員等の派遣 ）・・・・・・・（３８）
視覚障害者生活訓練事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３８）
声の広報発行事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３８）
自動車運転免許取得費の助成、自動車改造費の助成・・・・・・・・・・（３９）

年金と手当
障害基礎年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(４０)
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当・・・・・・・・・・(４１)
児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(４２)
特別児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(４３)
心身障害者扶養共済制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(４４)
- 1 -

公共料金などの割引、優遇制度
バス運賃・タクシー料金、障害者福祉タクシー助成事業・・・・・・・・（４５）
島原鉄道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４７）
ＪＲ運賃、航空運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４８）
有料道路料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４９）
パーキングパーミット制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５０）
駐車禁止除外措置、身体障害者標識・・・・・・・・・・・・・・・・・(５１)
ＮＨＫ放送受信料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(５２)
携帯電話基本料金使用料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５３）

税の控除や減免
所得税・市民税・県民税・相続税、贈与税・・・・・・・・・・・・・・(５４)
自動車取得税・自動車税・軽自動車税・・・・・・・・・・・・・・・・(５５)

資金の貸付
生活福祉資金貸付制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(５７)
福祉資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５８）

雇用促進
雇用促進・雲仙市職場体験促進助成制度・・・・・・・・・・・・・・・（５９）

福祉施設
障害福祉サービス事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(６０)
児童（障害児）福祉施設等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(６９)

関係団体
社会福祉協議会、障がい者福祉団体、障がい者ボランティア団体・・・・(７４)

保健福祉の総合相談
民生委員・児童委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(７５)
身体障害者相談員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７５）
・知的障害者相談員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７６）

官公庁等の相談窓口
社会福祉全般に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(７７)
国民健康保険・国民年金に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・(７７)
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保健福祉全般に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７７）
税の控除や減免に関する相談・問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・(７８)
視覚・聴覚に障がいがある方の相談・・・・・・・・・・・・・・・・・(７８)
就労に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７８)
こども・女性・障害者に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・(７９)
障がいに関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(７９)

関係資料
転居の際の市役所での手続き一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・(８０)
障がい者福祉団体への加入について・・・・・・・・・・・・・・・・・（８１）
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帳

身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付を受けられる方は、身体の視覚（目）、聴覚・平衡（耳）、音
声･言語（のど）、肢体（手･足）、心臓、呼吸器（肺）、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓、免疫の機能に障がいがある方で、県知事の認定を受けた方です。
障がいの程度･等級(1 級～６級)を認定し、各種の援助やその他の援護措置（税の減
免、運賃の割引等）を受けるために必要な証明書の役割をもっています。

○手帳取得の手続きに必要なもの
・ 身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の診断書
・ マイナンバー制度関係 個人番号カード又は通知カード
申請者の身元確認が出来るもの（免許証、保険証等）
※代理人の場合は代理人の身元が確認できるものが必要です。
・ 印鑑
・ 顔写真１枚（たて４ｃｍｘよこ３ｃｍ）
※写真は申請書に貼らずに、写真の裏面に氏名を記入してください。
※申請書・診断書の用紙は、福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地
域振興課にあります。
〇手帳申請から交付まで
③手帳交付申請
身体障害者

福祉課高齢障害班・市役所総合
窓口課・各総合支所地域振興課

⑧手帳交付
①受診

②診断書

⑦手帳交付

身体障害者福祉法
第１５条第１項による
｢指定医師｣

④進達

長崎県知事
「長崎こども・女性・障害者
支援センター」
⑥答申

⑤諮問

長崎県福祉保健審議会
(身体障害者福祉専門分科会
審査部会)

◎手帳をお持ちの方へ
このような時は、必ず手続きを！
１．障がいがなくなったとき
２．障がいの程度が変わったとき
３．次の判定月に近付いたとき

５．保護者が変わったとき
６．手帳を紛失したとき
７．手帳を破損したとき

４．住所・氏名が変わったとき
８．死亡したとき
問い合わせ 福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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療育手帳
療育手帳の交付を受けられる方は、知的機能の障がいが発達期（おおむね１８歳ま
で）にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とす
る状態にある方で、県知事の認定を受けた方です。
障がいの程度・等級（最重度「Ａ１」、重度「Ａ２」、中度「Ｂ１」、軽度「Ｂ２」）
を認定し、各種の援助やその他の援護措置（税の減免、運賃の割引等）を受けるため
に必要な証明書の役割をもっています。
〇手帳取得の手続きに必要なもの
・療育手帳交付申請書
・調査票
・マイナンバー制度関係 個人番号カード又は通知カード
申請者の身元確認が出来るもの（免許証、保険証等）
※代理人の場合は代理人の身元が確認できるものが必要です。
・印鑑
・顔写真１枚（たて４ｃｍｘよこ３ｃｍ）
※写真は申請書に貼らずに、写真の裏面に氏名を記入してください
※申請書・調査票の用紙は、福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地
域振興課にあります。
〇手帳申請から交付まで

①手帳交付申請

申請者（対象者・保護者）

⑥手帳交付
③判定日の調整・連絡
④直接来所判定

福祉課高齢障害班・市役所総合
窓口課・各総合支所地域振興課

⑤手帳交付

②進達

長崎県知事「長崎こども・女性・
障害者支援センター」

◎手帳をお持ちの方へ
このような時は、必ず手続きを！
１．障がいがなくなったとき

５．保護者が変わったとき

２．障がいの程度が変わったとき
３．次の判定月に近付いたとき
４．住所・氏名が変わったとき

６．手帳を紛失したとき
７．手帳を破損したとき
８．死亡したとき

問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる方は、精神障がいのため長期にわたり
日常生活や社会生活への障がいがある方で県知事の認定を受けた方です。病名でいう
と、統合失調症・そううつ病・非定型精神病・てんかん・中毒性精神病・器質性精神
病・その他の精神疾患ですが、知的障がいは含まれません。
障がいの程度･等級(1 級～３級)を認定し、各種の援助やその他の援護措置（税の減
免、運賃の割引等）を受けるために必要な証明書の役割をもっています。
○手帳取得の手続きに必要なもの
・ 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・ 主治医の診断書…※障害年金(精神障害分)の証書の写し又は年金振込通知書等
があれば診断書は不要です。
・マイナンバー制度関係 個人番号カード又は通知カード
申請者の身元確認が出来るもの（免許証、保険証等）
※代理人の場合は代理人の身元が確認できるものが必要です。
・ 印鑑
・ 顔写真 1 枚(たて４ｃｍｘよこ３ｃｍ)
※写真は申請書に貼らずに、写真の裏面に氏名を記入してください。
※申請書・診断書の用紙は福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域
振興課にあります。
〇手帳更新
・ 手帳の有効期間は２年です。
・ 更新手続きに基づき障害の状態を再認定したうえで更新されます。
・ 更新手続きは有効期限の３ヶ月前からできます。

◎手帳をお持ちの方へ
このような時は、必ず手続きを！
１．障がいがなくなったとき
２．障がいの程度が変わったとき
３．次の判定月に近付いたとき
４．住所・氏名が変わったとき
問い合わせ

５．保護者が変わったとき
６．手帳を紛失したとき
７．手帳を破損したとき
８．死亡したとき

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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難病患者等
障害者の範囲の拡大
平成２５年４月より障害者総合支援法が施行され、障害者の範囲に難病患者等の方が追加
され、対象となる方々は必要と認められたサービスの申請や用具の給付ができるようになり
ました。平成３０年４月に３５８疾病から３５９疾病に拡大されました。
1 アイカルディ症候群
2 アイザックス症候群
3 ＩｇＡ腎症
4 ＩｇＧ４関連疾患
5 亜急性硬化性全脳炎
6 アジソン病
7 アッシャー症候群
8 アトピー性脊髄炎
9 アペール症候群
10 アミロイドーシス
11 アラジール症候群
12 アルポート症候群
13 アレキサンダー病
14 アンジェルマン症候群
15 アントレー・ビクスラー症候群
16 イソ吉草酸血症
17 一次性ネフローゼ症候群
18 一次性膜性増殖性糸球体腎炎
19 １ｐ36欠失症候群
20 遺伝性自己炎症疾患
21 遺伝性ジストニア
22 遺伝性周期性四肢麻痺
23 遺伝性膵炎
24 遺伝性鉄芽球性貧血
25 ウィーバー症候群
26 ウィリアムズ症候群
27 ウィルソン病
28 ウエスト症候群
29 ウェルナー症候群
30 ウォルフラム症候群
31 ウルリッヒ病
32 HTLV－１関連脊髄症
33 ＡＴＲ－Ｘ症候群
34 ＡＤＨ分泌異常症
35 エーラス・ダンロス症候群
36 エプスタイン症候群
37 エプスタイン病
38 エマヌエル症候群
39 遠位型ミオパチー
40 円錐角膜○
41 黄色靭帯骨化症
42 黄斑ジストロフィー
43 大田原症候群
44 オクシピタル・ホーン症候群
45 オスラー病
46 カーニー複合
47 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん
48 潰瘍性大腸炎
49 下垂体前葉機能低下症
50 家族性地中海熱

51 家族性良性慢性天疱瘡
52 カナバン病
53 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
54 歌舞伎症候群
55 ガラクトース1リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症
56 カルニチン回路異常症
57 加齢黄斑変性○
58 肝型糖原病
59 間質性膀胱炎（ハンナ型）
60 環状20番染色体症候群
61 関節リウマチ
62 完全大血管転位症
63 眼皮膚白皮症
64 偽性副甲状腺機能低下症
65 ギャロウェイ・モワト症候群
66 急性壊死性脳症
67 急性網膜壊死
68 球脊髄性筋萎縮症
69 急速進行性糸球体腎炎
70 強直性脊椎炎
71 強皮症
72 巨細胞性動脈炎
73 巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）
74 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
75 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
76 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）
77 筋萎縮性側索硬化症
78 筋型糖原病
79 筋ジストロフィー
80 クッシング病
81 クリオピリン関連周期熱症候群
82 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
83 クルーゾン症候群
84 グルコーストランスポーター１欠損症
85 グルタル酸血症1型
86 グルタル酸血症2型
87 クロウ・深瀬症候群
88 クローン病
89 クロンカイト・カナダ症候群
90 痙攣重積型（二相性）急性脳症
91 結節性硬化症
92 結節性多発動脈炎
93 血栓性血小板減少性紫斑病
94 限局性皮質異形成
95 原発性局所多汗症○
96 原発性硬化性胆管炎
97 原発性高脂血症
98 原発性側索硬化症
99 原発性胆汁性胆管炎
100 原発性免疫不全症候群
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101 顕微鏡的大腸炎○
102 顕微鏡的多発血管炎
103 高ＩｇＤ症候群
104 好酸球性消化管疾患
105 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
106 好酸球性副鼻腔炎
107 抗糸球体基底膜腎炎
108 後縦靭帯骨化症
109 甲状腺ホルモン不応症
110 拘束型心筋症
111 高チロシン血症1型
112 高チロシン血症2型
113 高チロシン血症3型
114 後天性赤芽球癆
115 広範脊柱管狭窄症
116 抗リン脂質抗体症候群
117 コケイン症候群
118 コステロ症候群
119 骨形成不全症
120 骨髄異形成症候群○
121 骨髄線維症○
122 ゴナドトロピン分泌亢進症
123 ５p欠失症候群
124 コフィン・シリス症候群
125 コフィン・ローリー症候群
126 混合性結合組織病
127 鰓耳腎症候群
128 再生不良性貧血
129 サイトメガロウィルス角膜内皮炎
130 再発性多発軟骨炎
131 左心低形成症候群
132 サルコイドーシス
133 三尖弁閉鎖症
134 三頭酵素欠損症
135 CFC症候群
136 シェーグレン症候群
137 色素性乾皮症
138 自己貪食空胞性ミオパチー
139 自己免疫性肝炎
140 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症
141 自己免疫性溶血性貧血
142 四肢形成不全○
143 シトステロール血症
144 シトリン欠損症
145 紫斑病性腎炎
146 脂肪萎縮症
147 若年性特発性関節炎△
148 若年性肺気腫
149 シャルコー・マリー・トゥース病
150 重症筋無力症

151 修正大血管転位症
152 ジュベール症候群関連疾患△
153 シュワルツ・ヤンペル症候群
154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症
155 神経細胞移動異常症
156 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
157 神経線維腫症
158 神経フェリチン症
159 神経有棘赤血球症
160 進行性核上性麻痺
161 進行性骨化性線維異形成症
162 進行性多巣性白質脳症
163 進行性白質脳症
164 進行性ミオクローヌスてんかん
165 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
166 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
167 スタージ・ウェーバー症候群
168 スティーヴンス・ジョンソン症候群
169 スミス・マギニス症候群
170 スモン○
171 脆弱X症候群
172 脆弱Ｘ症候群関連疾患
173 正常圧水頭症○
174 成人スチル病
175 成長ホルモン分泌亢進症
176 脊髄空洞症
177 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)
178 脊髄髄膜瘤
179 脊髄性筋萎縮症
180 セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症
181 前眼部形成異常
182 全身性エリテマトーデス
183 先天異常症候群
184 先天性横隔膜ヘルニア
185 先天性核上性球麻痺
186 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症△
187 先天性魚鱗癬
188 先天性筋無力症候群
189 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症
190 先天性三尖弁狭窄症
191 先天性腎性尿崩症
192 先天性赤血球形成異常性貧血
193 先天性僧帽弁狭窄症
194 先天性大脳白質形成不全症
195 先天性肺静脈狭窄症
196 先天性風疹症候群○
197 先天性副腎低形成症
198 先天性副腎皮質酵素欠損症
199 先天性ミオパチー
200 先天性無痛無汗症
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201 先天性葉酸吸収不全
202 前頭側頭葉変性症
203 早期ミオクロニー脳症
204 総動脈幹遺残症
205 総排泄腔遺残
206 総排泄腔外反症）
207 ソトス症候群
208 ダイアモンド・ブラックファン貧血
209 第14番染色体父親性ダイソミー症候群
210 大脳皮質基底核変性症
211 大理石骨病
212 ダウン症候群○
213 高安動脈炎
214 多系統萎縮症
215 タナトフォリック骨異形成症
216 多発血管炎性肉芽腫症
217 多発性硬化症／視神経脊髄炎
218 多発性軟骨性外骨腫症○
219 多発性嚢胞腎
220 多脾症候群
221 タンジール病
222 単心室症
223 弾性線維性仮性黄色腫
224 短腸症候群○
225 胆道閉鎖症
226 遅発性内リンパ水腫
227 チャージ症候群
228 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
229 中毒性表皮壊死症
230 腸管神経節細胞僅少症
231 TSH分泌亢進症
232 TNF受容体関連周期性症候群
233 低ホスファターゼ症
234 天疱瘡t
235 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症
236 特発性拡張型心筋症
237 特発性間質性肺炎
238 特発性基底核石灰化症
239 特発性血小板減少性紫斑病
240 特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）
241 特発性後天性全身性無汗症
242 特発性大腿骨頭壊死症
243 特発性多中心性キャッスルマン病※
244 特発性門脈圧亢進症
245 特発性両側性感音難聴
246 突発性難聴○
247 ドラベ症候群
248 中條・西村症候群
249 那須・ハコラ病
250 軟骨無形成症

251 難治頻回部分発作重積型急性脳炎
252 22q11.2欠失症候群
253 乳幼児肝巨大血管腫
254 尿素サイクル異常症
255 ヌーナン症候群
256 ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）/LMX1B関連腎症
257 脳腱黄色腫症
258 脳表ヘモジデリン沈着症
259 膿疱性乾癬
260 嚢胞性線維症
261 パーキンソン病
262 バージャー病
263 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
264 肺動脈性肺高血圧症
265 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性
266 肺胞低換気症候群
267 バッド・キアリ症候群
268 ハンチントン病
269 汎発性特発性骨増殖症○
270 ＰＣＤＨ19関連症候群
271 非ケトーシス型高グリシン血症
272 肥厚性皮膚骨膜症
273 非ジストロフィー性ミオトニー症候群
274 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症
275 肥大型心筋症
276 左肺動脈右肺動脈起始症
277 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症
278 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症
279 ビッカースタッフ脳幹脳炎
280 非典型溶血性尿毒症症候群
281 非特異性多発性小腸潰瘍症
282 皮膚筋炎／多発性筋炎
283 びまん性汎細気管支炎 ○
284 肥満低換気症候群○
285 表皮水疱症
286 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）
287 VATER症候群
288 ファイファー症候群
289 ファロー四徴症
290 ファンコニ貧血
291 封入体筋炎
292 フェニルケトン尿症
293 複合カルボキシラーゼ欠損症
294 副甲状腺機能低下症
295 副腎白質ジストロフィー
296 副腎皮質刺激ホルモン不応症
297 ブラウ症候群
298 プラダ－・ウィリ症候群
299 プリオン病
300 プロピオン酸血症
- 9 -

301 PRL分泌亢進症（高プロラクチン血症）
302 閉塞性細気管支炎
303 βケトチオラーゼ欠損症
304 ベーチェット病
305 ベスレムミオパチー
306 ヘパリン起因性血小板減少症○
307 ヘモクロマトーシス○
308 ペリー症候群
309 ペルーシド角膜辺縁変性症○
310 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）
311 片側巨脳症
312 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群
313 芳香族L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症
314 発作性夜間ヘモグロビン尿症
315 ポルフィリン症
316 マリネスコ・シェーグレン症候群
317 マルファン症候群
318 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー
319 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
320 慢性再発性多発性骨髄炎
321 慢性膵炎○
322 慢性特発性偽性腸閉塞症
323 ミオクロニー欠神てんかん
324 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん
325 ミトコンドリア病
326 無虹彩症
327 無脾症候群
328 無βリポタンパク血症
329 メープルシロップ尿症
330 メチルグルタコン酸尿症

331 メチルマロン酸血症
332 メビウス症候群
333 メンケス病
334 網膜色素変性症
335 もやもや病
336 モワット・ウイルソン症候群
337 薬剤性過敏症症候群○
338 ヤング・シンプソン症候群
339 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴○
340 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん
341 ４p欠失症候群
342 ライソゾーム病
343 ラスムッセン脳炎
344 ランゲルハンス細胞組織球症○
345 ランドウ・クレフナー症候群
346 リジン尿性蛋白不耐症
347 両側性小耳症・外耳道閉鎖症○
348 両大血管右室起始症
349 リンパ管腫症/ゴーハム病
350 リンパ脈管筋腫症
351 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）
352 ルビンシュタイン・テイビ症候群
353 レーベル遺伝性視神経症
354 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症
355 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴○
356 レット症候群
357 レノックス・ガストー症候群
358 ロスムンド・トムソン症候群
359 肋骨異常を伴う先天性側弯症

○利用できるサービス等
・ 福祉サービス（手帳所持者と同じ扱い）
・ 補装具（障害の程度の確認が必要）
・ 日常生活用具（障害の程度の確認が必要）

P.13 参照
P.18 参照
P.25 参照

○ 申請に必要なもの
・ 対象疾患に羅患していることがわかる証明書（診断書又は特定疾患医療受給者証
等）及び用具の申請に必要な書類
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

※ 認定の手続きに関することは保健所へお問い合わせください。
県南保健所
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電話

０９５７－６２－３２８９

医

療

福祉医療費
障がいのある方が、病院や歯科医院で診療を受けた場合、医療保険対象額から下記
の自己負担額を除いた金額が支給されます。なお、高額医療費や付加給付の制度によ
り払い戻される場合は、その金額を差し引いた医療費が対象となります。
（平成２５年１０月１日の制度改正により後期高齢者保険適用者も対象となります。）
〇対象者
身体障害者手帳：１・２・３級所持者
療育手帳
：Ａ１・Ａ２･Ｂ１所持者
精神保健福祉手帳：１級（通院のみ）
※所得状況により支給制限があります。
〇福祉医療費の自己負担額
自己負担額は、１医療機関１ヶ月分の費用ごとに算出
診療日数（入院・通院）
１日

自己負担額
８００円

月上限

１，６００円

調剤薬局（保険診療分）
０円
※身体障害者手帳３級及び療育手帳Ｂ１の方については、上記の自己負担額を超えた
額の２分の１を自己負担に加算（平成２５年１０月１日の制度改正で助成額が変更）
〇福祉医療費の支給対象とならない費用
・各健康保険から支給される高額医療費及び附加給付
・保険外診療分
例）・自費診療分の治療費
・入院時の差額ベッド代、病衣代など。
・文書料
・健康診断の費用
・インフルエンザなどの予防接種費用
〇認定手続き
保険証と印鑑及び障害者手帳、本人（対象者が１８歳未満の場合は保護者）名義
の通帳をお持ちになり福祉課福祉班、市役所総合窓口課または総合支所地域振興課
で手続きをして下さい。
福祉課福祉班で審査の上、認定となった場合は福祉医療費受給者証を交付します。
〇医療費支給申請手続き
医療費を病院や薬局に支払った後、支給申請書に医療機関ごとに１ケ月分の医療
費の支払い証明を受けて下さい。
（医療費領収書を医療機関ごとにまとめ、申請書と
一緒に提出されても結構です。）病院と薬局は別々の申請書になります。
問い合わせ

福祉課福祉班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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自立支援医療費（更生医療･育成医療）
身体障がいのある方の更生に必要な医療であって、その障がいを除去し、または軽
減して職業能力の増進と、日常生活を容易にするため、受診した医療費が公費により
支払われる制度です。
（例えば角膜移植術・関節形成手術・外耳形成術・心臓手術・人
工透析療法・中心静脈栄養法、肝臓移植術など）
利用するためには、身体障害者手帳の交付を受けた方で、長崎こども・女性・障害
者支援センターの判定を受け更生医療が必要と認められた方となります。
また、育成医療は、市長が委託した医師の判定により必要と認められた場合に対象
になります。
〇育成医療（１８歳未満）、更生医療(１８歳以上)の手続きに必要な書類
・ 身体障害者手帳 ・申請書
・指定医師の意見書 ・課税調査等の同意書
・ 健康保険証(同一保険に加入している方全員分) ・印鑑
・ 障害年金等を受給している方は、年金証書または年金振込み通知書
○医療保険の種類にかかわらず自己負担は原則 1 割負担になります。世帯の所得水準
に応じ、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。

問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

自立支援医療費（精神通院医療）
精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
医療保険の種類にかかわらず自己負担は原則 1 割負担になります。世帯の所得水準に
応じ、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。
○ 申請に必要な書類
・ 申請書 ・通院している医療機関の診断書
・課税調査等の同意書
・ 健康保険証（同一保険に加入している方全員分） ・印鑑
・ 障害年金を受給している方は、年金証書または年金振込み通知書
○有効期間
有効期間は１年間です。継続する場合は、再申請が必要です。
再申請の手続きは、有効期限の３ケ月前から可能です。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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障害福祉サービス
サービスを利用するには、申請し、支給決定を受ける必要があります。
申請から利用までの流れは以下のとおりです。

①

相談・申請

福祉課高齢障害班で相談や申請を受け付けています。

②

計画相談支援の申請（セルフプラン作成者を除く）

サービスを受けるには、相談支援事業所（新規利用の方は、相談支援事業所を選定
します。）によるサービス利用計画（プラン）が必要になります。
相談支援事業所が、利用希望者やその家族等と面談をしてプランを作成します。
既にサービスを利用されている方で、サービスの追加や変更をされる場合もプラン
の変更が必要になりますので、事前に相談支援事業所へご相談ください。
※セルフプラン（自分でプランを作成する）場合は、相談支援事業所の選定は必要
ありません。

③ 聴き取り調査
申請書とプランの提出後、市の担当職員が利用者本人の障害の種類および心身の状
況や介護をする方の状況などを聴き取る調査を行います。

④

審査・判定

③の聴き取り調査等をもとに、審査・判定を行います。
サービスの種類によっては、審査会での審査判定が必要なものがあり、調査内容と
主治医意見書をもとに審査判定を行い、障害支援区分（どれぐらい支援が必要かの
度合を区分けするもの）を決定します。

⑤

支給決定

②及び④の内容をもとにサービスの支給の要否（サービスの支給量）を決定しま
す。 また、利用者本人及びその利用者の属する世帯の課税状況により、月額負担上
限額の区分もあわせて決定し、これらの決定事項を記載した支給決定通知書及び受
給者証を交付します。

⑥

利用契約

支給決定を受けた人は、指定障害福祉サービス事業者や指定障害者支援施設等と、
決定内容に応じて利用契約を結びます。

⑦

サービスの利用

サービスの利用を開始します。
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⑧

利用者負担額の支払い

利用者はサービスを利用後、サービス提供事業者に対してサービスに要する費用の
原則１割の利用者負担額を支払います。

⑨

障害福祉サービスの費用の請求

サービスに要する費用から利用者負担額を差し引いた額をサービス提供事業者、施
設が市に請求します。（代理受領）

⑩

障害福祉サービスの費用の請求

市は内容を確認し、サービス提供事業者に介護給付費、訓練等給付費を支払います。

福祉サービスの種類
サービスの種類

内容

障害支援区分

１

居宅介護

自宅で、入浴・排せつ・食事の介護等を行いま １以上
す。

２

重度訪問介護

３

同行援護

重度の障がいで行動上著しい困難があり、常に ４以上
介護が必要な方に対し、入浴や家事等の生活全
般の支援や外出時の総合的な援助を行います。
入院中の方の意思疎通の支援も行います。
視覚障害により移動に著しい困難を有する方の 制限なし
外出時において同行し必要な援助を行います。

４

行動援護

外出時における移動中の介護・排泄及び食事等 ３以上
の介護を行います。

５

療養介護

医療と常時介護を必要とする障害者に、医療機 ５、６
関で機能訓練と療養上の管理・看護・介護及び
日常生活の世話を行います。

６

生活介護

常に介護を必要とする障害者に、日中に、入浴・ ３以上（50 歳以上
排泄・食事介護等を行うとともに、創作的活動 の場合は区分２以
または、生産活動の機会を提供します。
上）

７

短期入所

自宅で介護する方が、病気等の場合に短期間（夜 １以上
間も含め）施設で、入浴・排泄・食事介護等を
行います。

８

重度障害者等包
括支援

９

施設入所支援

常に介護を要する障害者で、意思疎通を図るこ
とが著しく困難であり、寝たきりや行動上著し
い制限を受けている状態にある場合に、居宅介
護や短期入所等様々なサービスを包括的に提供
します。
施設に入所する障害者につき、主に夜間におい
て、入浴、排泄、及び食事の介護、生活等に関
する相談及び助言と必要な日常生活上の支援を
行います。
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６

４以上（50 歳以上
の場合は、区分３
以上）

１０ 自立訓練（機
能訓練）

１１ 自立訓練
（生活訓練）

１２
練

宿泊型自立訓

１３

就労移行支援

１４ 就労継続支援
（Ａ型）

１５ 就労継続支援
（Ｂ型）

１６

就労定着支援

１７

自立生活援助

１８

共同生活援助

１９

地域移行支援

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維
持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者
に、理学療法や作業療法その他必要なリハビリ
テーション、生活に対する相談や助言などをお
こないます。
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等
のため、一定の支援が必要な障害者に、自立し
た日常生活を営むために必要な訓練、生活に関
する相談や助言などを行います。
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等
のため、一定の支援が必要な障害者に対し、居
室の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上
させるための支援や助言などをおこないます。
一般企業等への就労を希望する原則６５歳未満
の障害者に、一定期間、就労に必要な知識及び
能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な原則６５歳未満の
障害者に、働く場を提供するとともに、知識及
び能力の向上のために必要な訓練を行います。
（雇用契約に基づく就労）
一般企業等で雇用されていた方で、年齢や心身
の状態等により就労が困難な障害者に、働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練を行います。（雇用契約に基づ
かない就労）
就労移行支援等を利用した後に通常の事業所に
新たに雇用された障害者で、６ヶ月以上就労を
継続している方にたいし、企業、障害福祉サー
ビス事業者、医療機関等との連絡調整を行い、
雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む
上での問題に関する相談にのり、助言を行いま
す。
障害の施設や共同生活援助（グループホーム）
を利用していた障害者や単身生活等の方に対
し、居宅での自立した生活を送る上での問題に
つき、定期的な巡回や訪問・相談により、必要
な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整な
どを行います。
夜間や休日に共同生活を行う住居で、日常生活
上の援助・相談を行います。

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

障害者支援施設等に入所している障害者また
制限なし
は、精神科病院に入院している精神障害者の住
居の確保と、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と必要な支援を行
います。
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２０

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、 制限なし
常時の連絡体制を確保し、障害の特性により生
じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要
な支援を行います。

地域相談支援
計画相談支援給付

障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に 制限なし
係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相
談支援の申請に係る障害者の心身の状況や、ま
わりの環境、サービスの利用に関する意向・そ
の他の事情を考慮して、利用する障害福祉サー
ビスまたは、地域相談支援の種類及び内容その
他の厚生労働省令で定める事項を記載したサー
ビス等利用計画案を作成します。
※支援区分のほかに、サービスごとに対象が細かく定められておりますので、詳しくはご相
談ください。

児童通所サービスの種類
サービスの種類
１ 児童発達支援

内容
対象年齢等
三障害（身体・療育・精神）及び児童相談所等 就学前の児童
において、療育が必要と認められた児童に対し
て、基本的な動作の指導・集団生活への適応訓
練等を行います。

２ 医療型児童発達
支援

上下肢又は体幹の機能の障害のある児童が、医 18 歳まで
療型児童発達支援センター等へ通所し、児童発
達支援及び治療を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を利用中の障害児の集団生活のための 18 歳まで
専門的な支援を必要とする場合に、障害児に対
する指導経験者を派遣し、保育所の安定した利
用を促します。

３ 放課後等デイサ
ービス

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み 就学児～18 歳まで
等に、生活能力向上のために訓練等を行い、自
立を促進するとともに、放課後の居場所作りを
推進します。

４ 居宅訪問型児童
発達支援

重度の障がいがある児童に対し、居宅を訪問し、 18 歳まで
日常生活における基本的な動作の指導・集団生 （児童発達や放課
活への適応訓練等を行います。
後等デイサービス
を受けるために外
出することが著し
く困難な重度の障
がい児）
保育所等を利用中の障害児の集団生活のための 18 歳まで
専門的な支援を必要とする場合に、障害児に対
する指導経験者を派遣し、保育所の安定した利
用を促します。

５
援

保育所等訪問支
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相談支援
計画相談支援給付

サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害 18 歳まで
児の心身の状況や、まわりの環境、サービスの
利用に関する意向・その他の事情を考慮して、
利用するサービス及び内容その他の厚生労働省
令で定める事項を記載したサービス等利用計画
案を作成します。

○利用者負担
・サービス利用料は原則 1 割が自己負担となります。ただし、課税状況に応じた負
担上限月額が設定されます。
所得区分

負担上限月額

一般２

市町村民税課税世帯であって一般 1 以外

一般１

市町村民税課税世帯（所得割 16 万円以下・
障害児にあっては 28 万円以下）

低所得

市町村民税非課税世帯

０円

生活保護

生活保護受給世帯

０円

問い合わせ

福祉課高齢障害班
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３７，２００円
障害者
障害児

９，３００円
４，６００円

補装具
補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方や難病患者等の方に対し、身体の欠損または
機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具について、
補装具費を支給します。

○手続き

１．申請
※必ず購入前に

○必要な書類
・申請書
・医師意見書、処方箋（補装具の種目に応じて提出）
・補装具の見積書
・補装具支給申請にかかる調査書
・マイナンバー制度関係 個人番号カード又は通知カード
申請者の身元確認が出来るもの（免許証、保険証等）
※代理人の場合は代理人の身元が確認できるものが必要です。
・身体障害者手帳写（身体障害者の方）
・特定疾患医療受給者証写（難病患者の方 ※診断書等難病
患者であることが分かる書類であれば可）
・難病患者の方で日常生活用具給付については診断書
○必要な書類を福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合
支所地域振興課へ提出
※申請に必要な書類、補装具の種目は次ページの表となります

２．申請者・業者へ
の通知（決定通知）

○補装具の種目により、長崎県長崎こども・女性・障害者支援
センターの判定
○申請者及び業者へ決定通知書及び給付券を通知

３．納品

○業者から申請者へ納品
○自己負担がある方は、納品時に業者へ支払う

○注意事項
・給付費は原則 1 割が自己負担となります。ただし、所得に応じた負担上限月額が
設定されます。
・他の公的制度(医療保険、介護保険、戦傷病者援護、年金保険、公的扶助、労働災
害補償)が利用できる場合は、他の制度が優先適用されます。
・難病患者等であって身体障害者手帳を取得されている方は身体障害者手帳での申
請となります。
・申請より先に補装具を購入された場合の追認はできません。必ず事前に申請が必
要です。
・申請に必要な申請書・医師意見書、処方箋は福祉課高齢障害班・市役所総合窓口
課・各総合支所地域振興課にあります。
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○購入申請に必要な書類
意 見書 ※ ２

処方箋

調査書

見積書 ※ ３

手帳等 ※ ４

直接

○

×

×

様式２９

×

○

☆文書

○

様式３

様式４～５

×

○

○

☆文書

○

様式３

様式８～１０

×

○

○

直接

○

×

×

様式２９

×

○

☆文書

○

様式１３～１５

様式１６

×

○

○

★様式３０

○

様式１３～１５

様式１６

様式３０

○

○

★様式３０

○

×

×

×

○

○

○

×

×

×

○

そ の他

申請書

骨格構造

判定 ※ １

区分

種目

義肢
殻構造
装具
座位保持装置
オーダーメイド

市（内部
（手押し型以外レ
障害は
車椅

ディメイド）

肢体 不自由

文書）
子
市（内部
（手押し型レディ
障害は
メイド）
文書）
様式２６・

電動車椅子

直接

２９・３０

歩行器

市

○

様式３

×

×

○

○

歩行補助杖（１本杖除く）

市

○

×

×

×

○

○

市

○

様式１１

様式１２

×

○

○

盲人安全杖

市

○

×

×

×

○

○

義眼

市

○

様式２３

×

×

○

○

市

○

様式２３

×

×

○

○

☆文書

○

様式２４

×

×

○

○

座位保持椅子・排便補助
具・起立保持具・頭部保持
具（児童のみ）

視覚

眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼
鏡・弱視眼鏡・コンタクト
レンズ）
ポケット型

カタログ写
★様式３1

聴覚

補聴

耳かけ型

☆文書

○

様式２４

×

×

○

○

カタログ写
★様式３1

器
骨導式

☆文書

○

様式２４

×

×

○

○

カタログ写
★様式３1

耳あな型

☆文書

○

様式２４

×

様式３２

○

○

カタログ写、
★様式３1
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音声肢体

重度障害者用意思伝達装置

☆文書

○

様式２１

様式２２

様式２７

○

○

※１判定
直接・・長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター（以下センター）への来所も
しくは巡回相談で判定を行い、その結果に基づき市が支給決定するもの。
文書・・意見書をセンターが判定し、その結果に基づき市が支給決定するもの。
市・・・申請書や意見書の内容から市が支給決定するもの。
※２意見書・・身体障害者指定医師(児童は育成医療機関)、難病医療機関等の医師。
※３見積書・・補装具の指定業者
※４手帳等・・身体障害者は身体障害者手帳写、難病患者等は特定疾患受給者証等難
病患者であることが分かる書類の写
※上記の必要書類に加え、申請者の状態等を把握するため「補装具支給申請にかかる
調査書」を必ず添付してください。
☆文書・・原則文書判定であるが、希望により来所判定を行うことができる。来所判
定の場合は、申請書、調査書様式２９、手帳写が必要。
（意見書、処方箋、見積書は
不要）
★様式３０・・介護保険対象者のみ必要
★様式３１・・補聴器の両耳申請時のみ必要

○修理の申請について
必要書類・・・申請書、見積書、補装具支給申請に係る調査書、手帳等写

○借受けの申請について
必要書類・・・申請書、意見書・処方箋、見積書、補装具支給申請にかかる調査書、
手帳等写

問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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補装具の種目
区分

義手

義足

名称

肩甲胸郭間切断・肩関節離断・上腕の短断端切断者

3～4

上腕義手

上腕切断者

3～4

肘義手

肘関節離断者・肘関節近位切断者

3

前腕義手

前腕切断者

3

手義手

手関節離断・手根部を残した手部切断者

3

手部義手

手根部切断者

1～2

手指義手

指切断者

1～2

股義足

片側骨盤切除・股関節離断・大腿の極短断端者

大腿義足

大腿切断者

3～5

膝義足

膝関節離断者

2～3

下腿義足

下腿切断者

2

果義足

踵切断(サイム切断)者

2

足根中足義足

足部切断者

1～2

足指義足

足指切断者

1

肘装具
Ｂ．Ｆ．０
（食事動作補助器)
長下肢装具
短下肢装具

下肢
装具

3
2～3
3
3
1.5
～3

脳性マヒ、外反足等による足の変形や脚長差のあるもの

1.5

股装具

股関節運動の固定や運動制限が必要なもの

2～3

膝装具

膝関節の動揺、膝反張のあるもの

2～3

ツイスター

脳性マヒ等で、下肢の回旋変形のあるもの

2～3

脳性マヒ、リウマチ等による足の変形があるもの

1.5

頚椎装具、胸椎装具､腰椎装具
､仙腸装具
側わん矯正装具

座位保持装置

歩行
補助
杖

脳性マヒ、脳卒中で手関節の掌屈変形があり、背屈位に
保持する必要があるもの
肘関節の運動不能又は動揺があり、肘関節を一定の位置
に保ち、運動を制限する必要があるもの
脊髄性小児マヒ(ポリオ)・筋ジストロフィー等で、上肢
筋力が著しく低下しているもの
ポリオ、脊髄損傷等にて下肢による支持性を殆どなくし
たもの
脳卒中、ポリオ、脊髄損傷、腓骨神経マヒ、脳性マヒ等
で、足が内反尖足等のもの

4

足底装具

靴型装具
体幹
装具

耐用
年数

肩義手

手背屈装具
上肢
装具

交付の目安

カリエス、脊髄損傷、ポリオ、側わん症等で、脊柱の固
定、支持の必要なもの
体幹及び四肢の運動障害により座位保持困難なもの

松葉杖

歩行不安定なもの

多点杖

杖による歩行が不安定なもの

ロフストランドクラッチ、カ
ナディアンクラッチ

手による支えの不十分なもの

プラットホーム杖

リウマチ等杖が必要だが、握力が弱いため、前腕部によ
る体重支持が必要なもの
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1.5
～3
1～2
3
2～4

4

区分

名称
普通型
リクライニング式普通型
ティルト式普通型
リクライニング・ティルト式
普通型

交付の目安

耐用
年数

・下肢・体幹機能障害１、２級のもの
(３、４級は別に理由書が必要)
・入院中の場合は、１か月以内に退院予定があること。
・施設入所中の場合はレディメイドでは適合するものが
ないこと(面接による判定が必要)
・手押し型は、内部障害（心臓・呼吸器）の１級で歩行
による移動に著しい制限を受けるものも対象となる。

手動リフト式普通型
前方大車輪型
車い
す

リクライニング式前方大車輪
型

6

片手駆動型
リクライニング式片手駆動型
レバー駆動型
手押し型
リクライニング式手押し型
ティルト式手押し型
リクライニング・ティルト式
手押し型
・車いすの駆動輪を回せないもの(下肢・体幹障害１、
２級かつ上肢障害１、２級を併せて持つもの)
・内部障害（呼吸・心臓)、難病等で歩行による移動に
著しい制限を受けるもの
簡易型（切替式・アシスト式）
・簡易型アシスト式は頚椎損傷者等で当該車いすを利用
することにより、残存機能を維持しながら、坂道、悪
ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式普通型
路、長距離移動における負担の軽減が図られるもの
普通型（4.5km/h・6.0km/h）

電動
車い
す

電動ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式普通型

6

電動リフト式普通型
電動ティルト式普通型
電動リクライニング・ティル
ト式普通型
歩行器

重度障害者用意思伝達装置

下肢マヒや筋力低下で歩行器によらないと歩行が困難
なもの
・両上下肢の機能全廃及び言語機能喪失したもので、コ
ミュニケーション手段として必要と認められるもの
・進行性疾患で、近い将来同等の障がいを有する可能性
が高いと医学的に認められるもの
・難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・
筋疾患であるもの
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5

5

区分

名称

耐用
年数

交付の目安

眼球がないか､著しく小さいため機能を果たしていない
もの
眼球を摘出して、義眼を挿入する場合、眼球内に適合す
2
特殊義眼
るよう特殊加工する必要があるもの
眼球はほぼ正常であるが、角膜内に白斑、変形などがあ
コンタクト義眼
って、外見上の問題がある場合
近視、遠視、乱視などの屈折異常の場合、適当なレンズ
矯正眼鏡・コンタクトレンズ
を用いて矯正する必要があるもの
視力が弱く、矯正眼鏡、コンタクトレンズを使用しても
弱視眼鏡
矯正できないもの
以下の要件を満たすもの。
4
（１）羞明を来していること
（２） 羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される
遮光眼鏡
治療法がないこと
（３）補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による
選定、処方であること。
※難病患者等に限り身体障害者手帳を要件としないものであり、それ以外は視覚障害により身体
障害者手帳を取得していることが要件となります。
普通義眼

義眼

眼鏡

盲人安全杖

補聴
器

視覚障害者で必要のあるもの

高度難聴用
(ポケット型・耳かけ型)

概ね聴力９０ｄＢ以下
(４級・６級相当)

重度難聴用
(ポケット型､耳かけ型)

概ね聴力９０dB 以上
(２級・３級相当)

両耳申請については、
職業上もしくは教育
上必要性があるもの
(理由書が必要)
5

骨導式
（ポケット型・眼鏡型）

ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で、真に
必要なもの。オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳
の形状等レディメイドで対応不可能なもの
（理由書が必要）
伝音性難聴で耳漏が著しいもの､又は外耳閉鎖症で、か
つ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難なもの

頭部保持具

頭部の安定を図ることが困難なもの

3

座位保持いす

自力で座位姿勢を保持できないもの

3

起立保持具

自力で起立姿勢を保持できないもの

3

排便補助具

座位による排便が困難なもの

2

耳あな型
(ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ・ｵｰﾀﾞ-)

児童
のみ

2～5

問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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軽度・中等度難聴児補聴器
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障がいのある児童に、
補聴器の購入費用の一部を助成します。
対 象 者
・雲仙市内に住所を有する１８歳未満の方
・両耳の聴力レベルがそれぞれ 30ｄＢ以上である
・身体障害者手帳の対象者でないこと
・補聴器の装用により言語の習得等一定の効果があるという医師の判断があること
ただし、補聴器１台当りの基準価格の１/３の自己負担があります。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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日常生活用具
日常生活用具の給付
在宅で重度の障がいがある方を対象に、日常生活を容易にするための用具について、
給付費を支給します。必要な場合は事前にご相談下さい。

○手続き

１．申請

○必要な書類
・申請書
・医師意見書（種目に応じて提出）
・見積書・カタログの写し
・身体障害者手帳（身体障害者の方）
・特定疾患医療受給者証写（難病患者の方 ※診断書等難病
患者であることが分かる書類であれば可）
・印鑑
○必要な書類を福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合
支所地域振興課へ提出
※用具の品目は次ページの表となります。

２．交付の決定

○申請者及び業者へ決定通知書及び給付券を通知

３．納品

○業者から申請者へ納品
○自己負担がある方は、納品時に業者へ支払う

○注意事項
・給付費は原則 1 割が自己負担となります。ただし、所得に応じた負担上限月額が
設定されます。
・申請より先に用具を購入された場合の追認はできません。必ず事前に申請する必
要があります。
・申請に必要な申請書・医師意見書は福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総
合支所地域振興課にあります。
・難病患者等であって身体障害者手帳を取得されている方は、身体障害者手帳での
申請となります。

○住宅改修費の給付
日常生活用具給付制度のうち、住宅改修費給付については、申請時や請求時に図面
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や写真等の添付資料が必要です。工事着工前・後に市職員が改造する住宅へ調査に
伺います。

区分

日常生活用具給付品目
種目

介護 ・訓練支援 用具

特殊寝台

障害及び程度

性能等

耐用

基準額

年数 単位：円

下肢又は体幹機能障害 2 級以 腕、脚等の訓練のできる器具 8 年

154,000

上の身体障害者及び難病患者 を附帯し、原則として使用者
で寝たきりの状態にある者

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

特殊マット

下肢又は体幹機能障害 1 級の 褥瘡の防止又は失禁等による 5 年

19,600

身体障害者（常時介護を要する 汚染又は損耗を防止できる機
ものに限る。）及び難病患者で 能を有するもの
寝たきりの状態にある者
障害の程度が重度又は最重度 失禁等による汚染又は損耗を
の知的障害者（児）及び下肢又 防止するためマット（寝具）
は体幹機能障害 2 級以上の身 にビニール等の加工をしたも
体障害児で、原則として 3 歳以 の
上の者
特殊尿器

下肢又は体幹機能障害 1 級の 尿が自動的に吸引されるもの 5 年

67,000

身体障害者（児）で原則として で、障害者等又は介護者が容
学齢児以上の者（常時介護を要 易に使用し得るもの
する者に限る。）及び難病患者
で自力で排尿できない者
入浴担架

下肢又は体幹機能障害 2 級以 障害者（児）を担架に乗せた 5 年

82,400

上の身体障害者（児）で、原則 ままリフト装置により入浴さ
として 3 歳以上の者（入浴に当 せるもの
たって、家族等他人の介助を要
する者に限る。）
体位変換器

下肢又は体幹機能障害 2 級以 介助者が障害者等の体位を変 5 年
上の身体障害者（児）で原則と 換させるのに容易に使用し得
して学齢児以上の者（下着交換 るもの
等に当たって家族等他人の介
助を要する者に限る。）及び難
病患者で寝たきりの状態にあ
る者
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15,000

移 動 用 リ フ 下肢又は体幹機能障害 2 級以 介護者が障害者等を移動させ 4 年
ト

159,000

上の身体障害者（児）で、原則 るに当たって、容易に使用し
として 3 歳以上の者及び難病 得るもの。ただし、天井走行
患者で下肢又は体幹機能に障 型その他住宅改修を伴うもの
害のある者

訓練いす

を除く。

下肢又は体幹機能障害 2 級以 原則として附属のテーブルを 5 年

33,100

上の身体障害児で、原則として つけるものとする。
3 歳以上の者
訓 練 用 ベ ッ 下肢又は体幹機能障害 2 級以 腕又は脚の訓練ができる器具 8 年
ド

159,200

上の身体障害者（児）及び難病 を備えたもの
患者で下肢又は体幹機能に障

自立支援 用具

害のある者
入 浴 補 助 用 下肢又は体幹機能障害者（児）入浴時の移動、座位の保持、 8 年
具

90,000

であって、入浴に介助を必要と 浴槽への入水等を補助でき、
する者で、原則として 3 歳以上 障害者等は介助者が容易に使
の者及び難病患者で入浴に介 用し得るもの。ただし、設置
助を要する者

に当たり住宅改修を伴うもの
を除く。
（1 世帯 1 台を限度とする。）

便器

下肢又は体幹機能障害 2 級以 障害者等が容易に使用し得る 8 年

4,450

上の身体障害者（児）で、原則 もの。ただし、取替えに当た
として学齢児以上の者及び難 り 住 宅 改 修 を 伴 う も の を 除
病患者で常時介護を要する者 く。手すりを付けた場合は、
5,400 円増しとする。
特殊便器

上肢障害 2 級以上の身体障害 足踏ペダルにて温水温風を出 8 年
者（児）及び難病患者で上肢機 し得るもの。ただし、取替え
能に障害のある者

に当たり住宅改修を伴うもの
を除く。

障害の程度が重度又は最重度 足踏ペダルにて温水温風を出
の知的障害者（児）であり訓練 し 得 る も の 及 び 知 的 障 害 児
を行っても自ら排便後の処理 （者）を介護している者が容
が困難な者及び上肢機能障害 易に使用し得るもので温水温
2 級以上の身体障害児で、原則 風を出し得るもの。ただし、
として学齢児以上の者とする 取替えに当たり住宅改修を伴
うものを除く。
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151,200

歩行補助杖

身体障害者（児）で、歩行の不 形状：木材（十分な強度を有 3 年

（T 字状・棒 安定な者

2,200

するもの

状のつえ）

外装：ニス塗装
外装に一部夜光材付とした場
合は 410 円、全面夜光材付と
した場合は 1,200 円又は白色
又は黄色ラッカーを使用した
場合は、260 円増しとする。
形状：軽金属

3年

3,000

歩 行 支 援 用 平 衡 機 能 又 は 下 肢 若 し く は おおむね次のような性能を有 8 年

60,000

外装：塗装なし
外装に一部夜光材付とした場
合は 410 円、全面夜光材付と
した場合は 1,200 円又は白色
又は黄色ラッカーを使用した
場合は、260 円増しとする。
具

体幹機能に障害を有し、家庭内 する手すり、スロープ等であ

（移動・移乗 の移動等において介助を必要 ること。
支援用具）

とする身体障害者（児）で、 ア

障害者等の身体機能の状

原則として 3 歳以上の者及び

態を十分踏まえたものであ

難病患者で下肢が不自由な者

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する。
ただし、設置に当たり住
宅改修を伴うものを除く。

頭部保護帽

平衡機能障害、下肢機能障害 標準型

3年

12,524

3年

15,656

若 し く は 体 幹 機 能 障 害 又 は 転倒の衝撃から頭部を保護で
てんかんの発作等により頻繁 きるもの
に転倒する知的障害児（者） オーダーメイド型 A
転倒の衝撃から頭部を保護で
きるもの（スポンジ、革を主
材料に製作したもの）
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オーダーメイド型 B

3年

37,653

障害等級 2 級以上の身体障害 室内の火災を煙又は熱により 8 年

15,500

転倒の衝撃から頭部を保護で
きるもの（スポンジ、革、プ
ラスチックを主材料に製作し
たもの）
火災警報器

者（児）及び障害の程度が重度 感知し、音又は光を発し屋外
又は最重度の知的障害者（児）にも警報ブザーで知らせ得る
で、火災発生の感知及び避難が もの（1 世帯 2 台を限度とす
著しく困難な障害者（児）のみ る。）
の世帯及びこれに準ずる世帯

自動消火器

障害等級 2 級以上の身体障害 室内温度の異常上昇又は炎の 8 年

28,700

者（児）及び障害の程度が重度 接触で自動的に消火液を噴射
又は最重度の知的障害者（児）し、初期火災を消火し得るも
で、火災発生の感知及び避難が の（1 世帯 2 台を限度とする。）
著しく困難な障害者（児）のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯
並びに難病患者で火災発生の
感知及び避難が著しく困難な
難病患者等のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯
電磁調理器

視覚障害者 2 級以上の身体障 視覚障害者が容易に使用し得 6 年

41,000

害者（盲人のみの世帯及びこれ るもの（1 世帯 1 台を限度とす
に準ずる世帯）

る。）

障害の程度が重度又は最重度 知的障害者が容易に使用し得
の知的障害者で 18 歳以上の者 るもの（1 世帯 1 台を限度とす
る。）
歩 行 時 間 延 視覚障害 2 級以上の身体障害 視覚障害者（児）が容易に使 10 年

7,000

長 信 号 機 用 者（児）で、原則として学齢児 用し得るもの
小型送信機

以上の者

聴 覚 障 害 者 聴覚障害 2 級の身体障害者（聴 音、音声等を視覚、触覚等に 10 年
用 屋 内 信 号 覚障害者のみの世帯及びこれ より知覚できるもの（1 世帯 1
装置

に準ずる世帯で日常生活上必 台を限度とする。）
要と認められる世帯）
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87,400

在宅療養等支援 用具

透 析 液 加 温 じん臓機能障害 3 級以上で自 透析液を加温し、一定温度に 5 年
器

51,500

己 連 続 携 行 式 腹 膜 灌 流 法 保つもの
（CAPD）による透析療法を行う
者（児）であって、原則として
3 歳以上の者

ネ ブ ラ イ ザ 呼吸器機能障害 3 級以上又は 障害者等が容易に使用し得る 5 年
ー

36,000

同程度の身体障害者（児）であ もの
って、必要と認められる者で原
則として学齢児以上の者及び
難病患者で呼吸器機能に障害
のある者

電 気 式 た ん 呼吸器機能障害 3 級以上又は 障害者等が容易に使用し得る 5 年
吸引器

56,400

同程度の身体障害者（児）であ もの
って、必要と認められる者で原
則として学齢児以上の者及び
難病患者で呼吸器機能に障害
のある者

酸 素 ボ ン ベ 医療保険における在宅酸素療 障害者が容易に使用し得るも 10 年
運搬車

法を行う者

17,000

の

動 脈 血 中 酸 難病患者で人工呼吸器の装着 呼吸状態を継続的にモニタリ 5 年
素 飽 和 度 測 が必要な者

ングすることが可能な機能を

定器（パルス

有し、難病患者等が用意に使

オキシメー

用し得るもの。

157,500

ター）
盲 人 用 体 温 視覚障害 2 級以上の身体障害 視覚障害者（児）が容易に使 5 年

9,000

計（音声式） 者（児）で、原則として学齢児 用し得るもの（1 世帯 1 台を限
以上の者（盲人のみの世帯及び 度とする。）
これに準ずる世帯）
盲 人 用 体 重 視覚障害 2 級以上の身体障害 視覚障害者が容易に使用し得 5 年
計

18,000

者（児）で、原則として学齢児 るもの（1 世帯 1 台を限度とす
以上の者（盲人のみの世帯及び る。）

情報 ・意 思疎通支援 用具

これに準ずる世帯）
携 帯 用 会 話 音声機能若しくは言語機能障 携帯式で、言葉を音声又は文 5 年
補助装置

害者（児）又は肢体不自由者 章に変換する機能を有し、障
（児）であって、発声・発語に 害者（児）が容易に使用し得
著しい障害を有する者で、原則 るもの
として学齢児以上の者
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98,800

情報・通信支 上肢障害 2 級以上又は視覚障 障害者向けのパーソナルコン 1 回
援用具

100,000

害 2 級以上の身体障害者で情 ピュータ周辺機器やアプリケ のみ
報機器の使用により社会参加 ーションソフトで障害者が容
が見込まれるもの

易に使用し得るもの（一般に
使用されるソフトは除く。）

点 字 デ ィ ス 視覚障害及び聴覚障害の重度 文字等のコンピュータの画面 6 年
プレイ

383,500

重複障害者（原則として視覚障 情報を点字等により示すこと
害 2 級以上、かつ、聴覚障害 2 のできるもの
級）の身体障害者であって、必
要と認められる者

点字器

視覚障害者（児）で必要がある 標準型 A

7年

10,712

7年

6,798

5年

7,416

5年

1,700

点 字 タ イ プ 視覚障害 2 級以上の身体障害 視覚障害者（児）が容易に使 5 年

63,100

者

32 マス 18 行、木製（点筆附属）

標準型 B
32 マス 18 行、プラスチック製
（点筆附属）
携帯型 A
32 マス 4 行、アルミニューム
製（点筆附属）
携帯型 B
32 マス 4 行、プラスチック製
（点筆附属
ライター

者（児）で、原則として就学若 用し得るもの
しくは就労しているか、又は就
労が見込まれる者

視 覚 障 害 者 視覚障害 2 級以上の身体障害 録音再生機

6年

85,000

6年

35,000

用 ポ ー タ ブ 者（児）で、原則として学齢児 音声等により操作ボタンが知
ル レ コ ー ダ 以上の者

覚又は認識でき、かつ、DAISY

ー

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
障害者（児）が容易に使用し
得るもの
再生専用機
音声等により操作ボタンが知
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覚又は認識でき、かつ、DAISY
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、
視覚障害者（児）が容易に使
用し得るもの
視 覚 障 害 者 視覚障害 2 級以上の身体障害 文字情報と同一紙面上に記載 6 年

99,800

用 活 字 文 書 者（児）で、原則として学齢児 された当該文字情報を暗号化
読上げ装置

以上の者

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、視覚障害者
(児)が容易に使用し得るもの

視 覚 障 害 者 視覚障害者（児）であって本装 画像入力装置を読みたいもの 8 年

198,000

用 拡 大 読 書 置により文字等を読むことが （印刷物等）の上に置くこと
器

可能になる者で、原則として学 で、簡単に拡大された画像（文
齢児以上の者

字等）をモニターに映し出せ
るもの

盲人用時計

視覚障害者 2 級以上の身体障 視覚障害者が容易に使用し得 10 年

13,300

害者。なお、音声時計は、手指 るもの
の触覚に障害がある等のため
触読式時計の使用が困難な者
を原則とする。
聴 覚 障 害 者 聴覚障害者（児）又は発声・発 一般の電話に接続することが 5 年
用通信装置

71,000

語 に 著 し い 障 害 を 有 す る 者 でき、音声の代わりに、文字
（児）であって、コミュニケー 等により通信が可能な機器で
ション、緊急連絡等の手段とし あり、障害者（児）が容易に
て必要と認められる者で、原則 使用し得るもの
として学齢児以上の者

聴 覚 障 害 者 聴覚障害者（児）であって、本 字幕及び手話通訳付きの聴覚 6 年
用 情 報 受 信 装置によりテレビの視聴が可 障害者用番組並びにテレビ番
装置

能になる者

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
時の聴覚障害者向けの緊急信
号を受信するもので、聴覚障
害者（児）が容易に使用し得
るもの（取付工事費等、機器
の設置により発生する周辺経
費は、自己負担）
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88,900

人 工 内 耳 用 人工内耳装用者

人工内耳体外機に適合し得る

月額

電池

電池又は充電池

人 工 内 耳 用 人工内耳装用者

専用充電池に適合し得る専用 3 年

充電器

充電器であって、対象者が容

2,500
25,000

易に使用し得るもの
人工喉頭

音声機能又は言語障害のある 笛式

4年

5,150

5年

72,203

者であり、喉頭摘出術後の者 吸気によりゴム等の幕を振動
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（気管カニューレ付
は 3,193 円増しとする。
）
電動式
顎下部等にあてた電動版を駆
動させ、経皮的に音源を口腔
排泄管 理支援 用具

内に導き構音化するもの
ス ト マ 用 装 人工膀胱、人工肛門で腹壁から 蓄便袋（1 箇月分）
具

8,858

排尿便があり、採尿便の袋を装 低刺激性の粘着材を使用した
着する必要がある者

密封型又は下部開放型の収納
袋（皮膚保護剤を含む。
）
蓄尿袋（1 箇月分）

11,639

低刺激性の粘着材を使用した
密封型の収納袋で尿処理用の
キャップ付のもの（皮膚保護
剤を含む。）
紙おむつ

乳幼児期以前（おおむね 3 歳以 紙おむつ（1 箇月分）
前）に非進行性の脳病変によっ 障害者（児）が容易に使用し
てもたらされた運動機能障害 得るもので、月額であること。
で、脳性麻痺等による肢体の機 （洗腸用具、サラシ、ガーゼ
能障害の 1 級又は 2 級の者で、等衛生用品を含む。）
便意若しくは尿意の意思表示
が困難であり、恒久的に紙おむ
つを必要とする者（おおむね 3
歳以降の者）
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12,000

収尿器

膀胱機能又は下肢機能若しく 普通型

1 年 男性用

は体幹機能障害者（児）であっ 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿
て、常時失禁状態である者

7,931

の逆流防止装置をつけたもの

女性用

で、耐久性ゴム製採尿袋を有

8,755

するもの
簡易型

1 年 男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿
の逆流防止装置をつけたもの
で、ポリエチレン製の採尿袋

5,871
女性用
6,077

導尿ゴム管つきのもの（採尿
袋 20 枚を 1 組とする。）
点字 図書給付事業

視覚障害者であって、主に情報
点字図書

の入手を点字によって行なっ
ている者

住宅改修給付事業

住宅改修

月刊や週間等で発行される雑
誌を除く。年間６タイトル又
は２４巻を限度とする。
（辞書
等の一括購入を除く）

下肢、体幹機能障害又は乳幼児 手すり設置・段差解消・滑り 1 回の

200,000

期以前の非進行性の脳病変に 止め・扉の変更・洋式便器へ み
よる運動機能障害を有する重 の取替及びそれに付帯して必
度身体障害者（児）であって障 要となる住宅改修
害程度級３級以上の者。但し、
特殊便器への取替えは上肢障
害２級以上のものとする。

○ 特記事項
・ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・
下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱います。
・

脳血管障害等による一上下肢機能障害の場合は、表中の体幹機能障害に準じ取
り扱います。

・

聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用眼覚時計、聴
覚障害者用屋内信号灯を含みます。

・

「身体障害児」とは、18 歳未満をいいます。

・ 価格には、消費税相当額(１円未満は切り捨て)を含みます。

問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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人工内耳体外機給付事業
人工内耳を装用している方の、人工内耳体外機の買い替え費用や人工内耳体外機修
理費用等の一部を助成します。
○対象者（次の全てを満たす方）
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けた方
・市の住民基本台帳に登録されている方
・申請時において、人工内耳を装用している方
○対象給付及び助成額
①人工内耳体外機のうち音声信号処理装置の給付
限度額１，１００，０００円
②人工内耳体外機の修理代
年度額
５０，０００円
③人工内耳用電池
２，５００円×１２月＝３０，０００円
④人工内耳用充電器
２５，０００円
○留意事項
・給付等において、その費用の一部が医療保険及び損害保険の対象となる場合は、
給付等を行わないものとします。
・上記①については、給付等の日から５年を経過するまでの間は行わないものとし
ます。
・上記②については、修理の累計年度額となります。
・上記③については、一ヶ月の上限額が２，５００円となります。また、最大６ヶ
月分を１回で申請することができます。
・上記④については、耐用年数を３年とします。
○申請手続き
以下の書類を添えて、福祉事務所福祉課・総合窓口課・各総合支所へ申請します。
・身体障害者手帳の写し
・人工内耳体外機給付意見書（※１）
・見積書
・損害保険等の証書の写し
※１

意見書は、病院に持参のうえ医師と面談のうえ作成してもらう。
ア 現に装用している体外機の状況等：カルテ等で確認
イ 損害保険等の適用：利用者と医師が相談して決定
ウ 更新する体外機：利用者と医師が相談して決定

問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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地域生活支援事業
地域活動支援センター
障害のある方々が集い、軽作業やレクレーション、調理実習などを行うことにより、
仲間づくりや地域との交流を促進します。
自己負担は原則無料です。ただし、調理実習等の材料代は実費負担となります。
事業所名
ウェルカム社おばま

問い合わせ

住

所

雲仙市小浜町富津８４６

電話番号
０９５７－７５－０８０８

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

相談支援事業
障がいのある方やその家族から福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供、助言、
援助及び関係機関との連絡調整を行います。
相談は無料です。まずはお電話下さい。
〇委託事業者
「障がい者相談支援事業所はあと」(社会福祉法人 南高愛隣会)
雲仙市愛野町乙４９３番地６ 電話 ０９５７－３６－３８５０
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

移動支援事業
屋外での移動が困難な在宅の障がいのある方（児童）が、外出される際付き添いの
ヘルパーを派遣します。
〇手続き
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者福祉手帳をお持ちになり，申
請書により手続きをしてください。
〇申請に基づき、サービスの必要時間数を決定します。
〇利用料
１割負担です。世帯の市民税課税状況により上限額を設定します。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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通学支援事業
特別支援学校へ通学する児童に対して、ヘルパーが付き添い公共交通機関等（※）
を利用しながら登下校することで、送迎を行う保護者の負担軽減及び児童の自立を図
ることを目的とした事業です。
※公共交通機関等・・通学方法について特に制限なくバス、鉄道、福祉有償運送（タ
クシー）等が利用できます。
〇手続き
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、
申請書により手続きをしてください。
〇申請に基づき、サービスの必要時間数を決定します。
〇利用料
１割負担です。世帯の市民税課税状況により上限額を設定します。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

日中一時支援事業
障がいのある方（児童）の日中活動の場を提供し、障がいのある方を日常的に介護
している家族の一時的な負担の軽減を図ります。
〇自宅やグループホーム等で生活されている障がいのある方（児童）で障害程度区
分が「１」以上と判定された方。
〇手続き
印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ち
になり，申請書により手続きをしてください。
〇申請に基づき、障がい者の程度区分や介護を行う方の状況等を勘案し、サービス
の種類、支給量を決定します。
〇利用料
１割負担です。世帯の市民税課税状況により上限額を設定します｡
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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意思疎通支援事業
（手話通訳者、要約筆記奉仕員等の意思疎通支援者を派遣）
聴覚障害者又は、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等へ意思疎通支援者
を派遣します。
〇派遣の申請
福祉課高齢障害班、市役所総合窓口課または各総合支所地域振興課に備え付けの申
請書を窓口で提出していただくか、ＦＡＸで福祉課高齢障害班へ送信してください。
〇意思疎通支援者の派遣内容
聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要な場合。ただし社会通念上
派遣することが好ましくないと認める内容及び公共の福祉に反すると認める内容を
除く。
〇利用料は無料、ただし事前の予約が必要です。
派遣希望の申込み等 福祉課高齢障害班
FAX ０９５７－３６－８９００

視覚障害者生活訓練事業
視覚に障がいのある方に、日常生活に必要な訓練及び指導等を行うことにより、社
会参加の促進を図ることを目的に実施しています。
委託事業者・・・社会福祉法人 雲仙市社会福祉協議会
雲仙市愛野町乙１７３６番地３
電話０９５７－３６－３７６６
〇訓練内容・・・白杖歩行訓練、点字等の習得訓練
〇利用料は無料です。
〇訓練の参加の有無にかかわらず、視覚に障害のある方やボランティアとの交流会
のみでも参加できます。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

声の広報等発行事業
視覚に障がいのある方に、市広報紙等をＣＤに録音した『声の広報』を、毎月無料
配布しています。
配布を希望される方は福祉課高齢障害班または特定非営利活動法人ふれあいステー
ションへ申し込んで下さい。
また、本庁総合窓口課、各総合支所地域振興課、福祉事務所福祉課並びに各地区図
書館（室）にも貸し出し用のＣＤがありますのでご利用下さい。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・特定非営利活動法人ふれあいステーション
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自動車運転免許取得費の助成
市内在住者で身体障害者手帳(1 級～４級)の交付を受け、通勤・通学が見込まれる
方で、自動車運転免許証を取得しようとするとき、その費用の一部を助成します。
〇助成額
自動車学校教習料など免許取得に要した費用に対して１０万円を限度に３分の２
以内の額を助成します。
〇手続き
免許取得の訓練開始前に手続きしてください。
運転免許試験場による運転適正相談結果票の写しの提出が必要です。
※世帯の所得により、支給制限があります。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

自動車改造費の助成
身体障害者手帳の肢体不自由１級・２級の方が仕事のためなどに使うため、自動車
の「ハンドルに握りをつける・ブレーキやアクセルを手動にする」などの改造をした
とき、改造費用の一部を助成します。
〇対象となる方（次のすべての要件に該当する方です）
・市内在住者で上肢機能障がい又は、下肢・体幹機能障がいで、身体障害者手帳
が１級・２級の方。
・仕事などに使うため、障がい者本人が所有し運転する自動車の操行装置又は駆
動装置等を改造する方。（トラックや商用車は除く）
・※世帯の所得により、支給制限があります。
〇助成額：１０万円を限度に、改造に要した費用
〇手続きは、改造を行う前に改造見積書、身体障害者手帳、運転免許証、印鑑等が
必要です。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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年金と手当
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障がいが残ったときや、２０歳前の事故や疾病等
で、障がい認定日に政令で定められている障がい(国民年金の障害等級の１級・２級)
の状態になった人で、次の条件のいずれかに該当する方に支給します。
１．初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険
者であること。または、国民年金の被保険者であった６０歳以上６５歳未満の方
で、日本国内に住所を有していること。
２．初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料
免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が３分の２以上あるこ
と。
（初診日が平成２８年３月３１日までにあるときは、直近の１年間に滞納がな
ければよいことになっています）
３．障害認定日に政令で定められている障害等級表の１級または２級の障害の状態に
なっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が、６５歳の前日まで
に該当するようになり請求したとき。
○年金額（平成３０年４月現在）
・ 障害基礎年金１級…………………年額 ９７４，１２５円
・ 障害基礎年金２級…………………年額 ７７９，３００円
年金の等級は、手帳の等級と範囲が異なりますので、ご注意ください。
○障がいの認定
裁定請求書の診断書などをもとに、障がいのもととなった病気などの初診日から
１年６ケ月経過した日又はその前に症状が固定した場合はその日（請求認定日）に、
障がいの程度が障害等級表に該当する状態にあるかどうかで認定されます。
○障害厚生年金には、程度が軽い３級障害と障害手当金（一時金）制度があります。
問い合わせ
厚生年金加入者は諫早年金事務所 ０９５７－２５－１６６３
又は加入事業所所在地の日本年金機構
国民年金加入者は雲仙市総合窓口課保険年金班・各総合支所地域振興課
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特別障害者手当
２０歳以上で国民年金の１級程度の障がいが重複するなど著しく重度の障がい状態
にあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅障害者の方に支給されます。
○手続きには、認定請求書・所定の診断書・手帳・印鑑・本人が年金を受給してい
る場合は年金手帳又は年金証書及び公的年金源泉徴収票等前年の受領額がわかる
もの・振込□座申出書・所得状況届が必要です。
〇支払は・・年４回で５月、８月、１１月、２月
〇手当の額は・・月額２６，９４０円（平成３０年４月現在）
○次に該当する方は支給されません。
（支給中の方も資格喪失・支給停止になります。）
・ 施設に入所している方
・ 病院などに３ケ月以上入院している方
・ 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上ある方
・ 原爆被爆者の介護手当、公害被害補償法及び予防接種法の手当とは併給調整が
あります

障害児福祉手当
２０歳未満で最重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必
要とする在宅の方に支給されます。支給月は特別障害者手当と同月です。
○手続きには、認定請求書・所定の診断書・手帳・印鑑・課税調査同意書・振込口
座申出書・所得状況届が必要です。
○手当の額は……月額１４，６５０円（平成３０年４月現在）
○次に該当する方は支給されません。
（支給中の方も資格喪失・支給停止になります。）
・ 施設に入所している方
・ 障がいを支給事由とする公的年金等を受給している方
・ 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上ある方

経過的福祉手当
昭和６１年３月３１日現在、２０歳以上の福祉手当受給者で、障害基礎年金及び特
別障害者手当に非該当で、在宅の重度障がいのある方に支給されます。
○ 手続きには、認定請求書・所定の診断書・手帳・印鑑・課税調査同意書・振込口座
申出書・所得状況届が必要です。
〇 手当の額は………月額１４，６５０円（平成３０年４月現在）
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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児童扶養手当
ひとり親世帯などで、１８歳未満の児童を養育する人（母親など）で、定められた
所得などの要件を満たす人に支給されます。
Ｈ30.4 現在
児童１人の場合

支給額

児童２人の場合

児童３人目以降

支

給
支

給

月
方

法

全額支給
一部支給

月額
月額

４２，５００円
４２，４９０円～１０，０３０円

「児童１人の場合」の金額に
全額支給 月額 １０，０４０円
一部支給 月額 １０，０３０円～５，０２０円
を加算
「児童２人の場合」の金額に１人につき
全額支給 月額 ６，０２０円
一部支給 月額 ６，０１０円～３，０１０円
を加算
４月・８月・１２月
金融機関への口座振込

《要件の主なもの》
① 父母が離婚し、父または母と生計が同じでない児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母が重度の障害にある児童
④ 父または母の生死が不明な児童
⑤ 父または母から１年以上遺棄されている児童
⑥ 父または母が１年以上拘禁されている児童
⑦ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧ その他（棄児など）
○次に該当する方は支給されません
・ 児童が児童福祉施設に入所している方
・ 受給資格者が障害年金のような公的年金を受給し、その受給額が児童扶養手当額
を上回る方
○手続きには、認定請求書・戸籍謄本・預金通帳・印鑑・その他請求に必要な様式等
が必要です。
問い合わせ

子ども支援課子育て支援班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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特別児童扶養手当
心身に中度または重度の障がいのある２０歳未満の児童を養育している父、母、も
しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
○手続きには、
特別児童扶養手当認定請求書、児童の就学状況についての申立書、医師の診断書、
戸籍謄本、同一住所地の居住者等に係る申立書、貯金通帳、印鑑

〇次のような場合は支給されません。
・ 児童が児童福祉施設に入所している場合
・ 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができる場合
・ 受給資格者、扶養義務者に一定以上の所得がある場合
〇手当の額は…１級（児童１人につき）⇒月額５１，７００円
２級（児童１人につき）⇒月額３４，４３０円（平成３０年４月現在）
※手当の等級は、手帳の等級と範囲が異なりますので、ご注意ください。
〇支給月…４・８・１１月
問い合わせ

支給方法…金融機関への口座振込

子ども支援課子育て支援班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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心身障害者扶養共済制度
心身に障がいがあるために独立自活することが困難な方を扶養している保護者の方
が、その生存中に毎月一定の掛金をかけ、万一のことがあった場合に、後に残された
心身に障がいがある方に終身、一定の年金を支給する制度です。
〇対象となる心身障がいの程度
①知的に障がいのある方
②身体障害者手帳が１級から３級までの方
③心身に永続的な障がいを持ち、その障がいの程度が①・②と同程度の方
〇加入できる方は
現に上記の心身障害者（児）を扶養している方で
・県内に住んでいること
・６５歳未満であること
・特別の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態にあること
〇年金の額は…加入者が死亡または重度障がい者になった場合
１口加入のとき 月額 ２０,０００円
２□加入のとき 月額 ４０,０００円
※ 加入者より先に障がいのある方（児）が死亡したときは、弔慰金（加入期間が１
年以上であることが条件）が支給されます。
〇掛金の額は
掛金の額は、加入時及び口数追加時の年度(４月 1 日から翌年３月３１日)の４月１
日時点の加入者の年齢に応じて金額が決まります。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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公共料金などの割引、優遇制度
バス運賃・タクシー料金
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者には、路線バス、福
祉タクシーや介護タクシーなどの運賃割引があります。
○ご利用の際は、手帳を運転士等へ提示してください。
対象者

路線バス

※精神障害者保健福祉手帳は
県内バス会社に限ります。

・身体障害者手帳第１種
・療育手帳第１種
・精神障害者保健福祉
手帳１級

普通料金

本人・介護者とも５割引です。

定期料金

本人・介護者とも３割引です。
※小児定期乗車券は除きます。

・身体障害者手帳第２種
・療育手帳第２種
・精神障害者保健福祉
手帳２・３級

普通料金

本人５割引です。

定期料金

本人３割引です。
※小児定期乗車券は除きます。

・運転経歴証明書

・割引はありません。

タクシー
運 賃

１割引

タ ク シ ー
会社による

雲仙市乗り合いバス
・手帳所持者

普通料金

本人５割引です。

１割引

※精神障害者保健福祉手帳で介護者割引を利用するには、
「一種」シールを貼ることが
必要です。
「一種」シールは福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振
興課にあります。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

障害者福祉タクシー助成事業
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た方が外出に、
タクシーを利用する場合にタクシー料金の一部を助成します。チケット制です。
※手帳による１割引と同時に利用できます。乗車時は、手帳を運転手へ提示ください。
〇対象となる方
重度障害者：身体障害者手帳１級・２級又は療育手帳Ａ１・Ａ２該当者で有料道路
障害者割引措置や自動車税減免、軽自動車税減免を受けていない方で、
かつ、高齢者と障害者のみの世帯に属する方。
障 害 者：上記対象者を除く、身体障害者手帳１級・２級・３級、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳を所持する方。
〇助成内容
重度障害者：８００円上限券×７２枚
※人工透析を受けられている方については１０８枚交付
障 害 者：３割券（上限８００円）×７２枚
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〇タクシー会社：雲仙市内の指定タクシー会社の利用に限ります。
タクシー利用券交付事務におけるフローチャート（７０歳未満）
※年度途中で対象者になった場合は、該当月から３月末までの月数×６枚（または９枚）
灰色
はい

はい

はい
はい

更生医療受給者証
（人工透析のみ）
または
特定疾病受給者証（難病）
を持っている

障害者（１冊）
追加（３６枚）

いいえ

有料道路割引
または
自動車税減免
を受けている

灰色
障害者（１冊）
オレンジ
はい

はい
身体障害者手帳（１・２級）
または
療育手帳（Ａ１・Ａ２）
を持っている

更生医療受給者証
（人工透析のみ）
または
特定疾病受給者証（難病）
を持っている

高齢者（６５歳以上）のみ世帯

いいえ

身体障害者手帳（１～３級）
療育手帳
精神保健福祉手帳
のいずれかを持っている

障害者のみ世帯
高齢者と障害者のみの混合世帯
のいずれかである
（住基等で確認）

重度障害者（１冊）
追加（３６枚）

オレンジ
いいえ

重度障害者（１冊）
いいえ

いいえ

更生医療受給者証
（人工透析のみ）
または
特定疾病受給者証（難病）
を持っている

灰色
障害者（１冊）

はい

灰色
障害者（１冊）
追加（３６枚）

いいえ

灰色

対象者ではありません
いいえ

障害者（１冊）

タクシー利用券交付事務におけるフローチャート（７０歳以上）
※年度途中で対象者になった場合は、誕生月から３月末までの月数×６枚（または９枚）

はい

オレンジ

はい
更生医療受給者
（人工透析のみ）

重度障害者（１冊）
追加（３６枚）

または
特定疾病受給者証
（難病）

高齢者（６５歳以上）のみ世帯

障害者のみ世帯
を持っている

有料道路割引
はい

または

いいえ

高齢者と障害者のみの混合世帯

はい

アイボリー
高齢者（１冊）

いいえ

オレンジ
または

重度障害者（１冊）

運転経歴証明書
追加（３６枚）

のいずれかである
（住基等で確認）

を持っている

自動車税減免
を受けている

身体障害者手帳
（１・２級）

いいえ

オレンジ
重度障害者（１冊）

または

いいえ

療 育 手 帳
（Ａ１・Ａ２）

更生医療受給者
（人工透析のみ）

を持っている
はい

身障３級

はい
または

アイボリー

特定疾病受給者証
（難病）

高齢者（１冊）
追加（３６枚）

を持っている
はい

はい

療育手帳
（B1,B2)

いいえ
運転経歴証明書

精神手帳
を持っている
いいえ

のいずれか
を持っている

アイボリー
いいえ

いいえ
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高齢者（１冊）

当初交付時に選択
途中変更不可

島原鉄道運賃
障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の所持者に
は割引があります。
◎ご利用の際は、手帳を駅の窓口に提示してください。
割引
対象

種別

乗車券
種別

割
引
率

・島原鉄道単独であれば距離に関係なく
割引を適用となります。
・但し、JR 連絡乗車券を購入される場合
は、片道の 乗車距離が 100km を超え
る区間に限ります

普通
乗車券

本人
・身体障害者手
帳第１種・２
種
・療育手帳第１
種・２種
・精神障害者保 本人と
健福祉手帳
介護者
１級・２級・
３級

回数
乗車券

普通
乗車券

割引詳細

50
％

回数
乗車券
定期
乗車券

・介護者は１人のみ適用されます。
・小児定期は割引を適用できません。
・介護者の方が通学定期の資格をお持ち
の場合も通勤 定期となります。
・本人介護者の方は、同一種類・区間の
乗車 券類を同時に購入していただき
ます。
◎介護者の適用
手帳の２種（精神障害者保健福祉手帳
については２・３級）については、１
２歳未満のみの介護者とする。

◎第１種･第２種の区分は、身体障害者手帳･療育手帳に表示されています。
問い合わせ

島原鉄道本社鉄道課

０９５７－６２－２２３２
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ＪＲ運賃
身体障害者手帳や療育手帳の所持者には、ＪＲの運賃割引があります。
◎ご利用の際は、手帳を駅の窓口に提示してください。
普通乗車券
・身体障害者手帳
定期乗車券
第１種
回数乗車券
・療育手帳第１種
急行券

本人及び介護者共に全区間５割引です。
ただし、１種の身障者が単独で行動する場合
は２種身障者扱いとなります。

片道１０１ｋｍ以上利用するとき、本人のみ
５割引です。
・身体障害者手帳
第２種
１２歳未満の障がい児が定期券を使用して
・療育手帳第２種 定期乗車券
介護者とともに乗車するとき、本人及び介護
者の定期券が５割引となります。
ジパングの手続きは雲仙市身体障害者福祉
特急券（新幹線（のぞみ 協会へ。Ｐ７０参照
を除く）、在来線）グリ 男子６０歳・女子５５歳以上で年会費制によ
ジパングクラブ
ーン券、座席指定券
り特急券・座席指定券ほかの割引を受けられ
※割引をしない日があ ます。有効期限１年
ります。
年会費１,３００円が必要です。
※寝台券、新幹線の特急券は対象外です。
普通乗車券

◎第１種･第２種の区分は、身体障害者手帳･療育手帳に表示されています。
問い合わせ

ＪＲ九州

諫早駅

０９５７－２２－３４５８

航空運賃
障害者手帳の所持者には、航空機の運賃割引があります。
障害者手帳をお持ちの方が国内線を利用するとき、障害種別に関わらず、本人及び
介護者１人まで（最大）割り引きされます。割り引き率は、航空会社や路線によって
異なりますが、おおむね３割程度です。
日本航空（株）、日本トランスオーシャン航空（株）、日本エアコミュー
ター（株）、琉球エアーコミューター（株）、
（株）ジェイエア、
（株）北
海道エアシステム、全日本空輸（株）、ＡＮＡウイングス（株）、スカイ
航空会社
マーク（株）、
（株）ＡＩＲＤＯ、
（株）ソラシドエア、
（株）スターフラ
イヤー、（株）フジドリームエアラインズ、アイベックスエアラインズ
（株）、オリエンタルエアブリッジ（株）及び天草エアライン（株）
１２歳以上の身体障害者手帳所持者
１２歳以上の療育手帳所持者
対象者
１２歳以上の精神障害者保健福祉手帳所持者（顔写真つきのもの及び
搭乗日当日が有効期限内のもの）
◎ ご利用の際は、手帳を航空券販売窓ロヘ提示してください。
◎ いずれも国内線のみ。その他航空会社でも実施されている場合もありますので航空
会社へ直接お問い合わせください。
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有料道路料金
身体障害者手帳または療育手帳Ａ１・Ａ２の交付を受けた方が、高速道路などの有
料道路を利用するとき、次の条件に該当する場合は、通行料金が５割引になります。
対象者

区分

身体障害者手帳「第１種」
療育手帳「第１種」

介護者
運転

身体障害者手帳｢第２種」

本人運転

内容

対象車両

本人又は介護者が、障が
いのある方を乗せて有 割引を利用する自動車
料道路を利用するとき は、障がいのある方１人
につき１台に限ります。
障がいのある方が、自ら (登録制)
運転して有料道路を利
用するとき

○手続きに必要なもの(新規、更新、変更いずれも)
① 身体障害者手帳または療育手帳
② 車検証
③ 免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ）
･‥ＥＴＣを利用する場合は、次の物もあわせて必要です。
④ 障害者本人名義のＥＴＣカード(未成年の場合は親権者の名義のものでも可)
⑤ ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書等、登録を受けようとする自動車に取
り付けられたＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの
⑥ ８２円切手(申込みは郵送になります。封筒は専用のものを準備してあります。)
※ＥＴＣレーン利用での割引は、申込みから利用まで２週間ほどかかります。
○手続きの窓口

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課

○有効期限があり、更新手続きが２年に１度必要です。
期限の２ケ月前から手続きができます。ＥＴＣ利用の場合は、必ず割引有効期限の
２週間前までに更新申請を行ってください。（割引が適用されない場合があります）
○対象になる自動車の車種などの条件…(障害者１人につき１台限定)
①自家用の乗用車で、１０人乗りまでのもの。
②自家用の貨物車で、座席と荷台の間に仕切りが無く、４～１０人乗りのもの。
③自家用の貨物車で､座席と荷台の間に仕切りがあり､最大積載量が５００kg までで、
４～１０人乗りのもの。
④二輪車で、排気量が１２５cc を超えているもの。
⑤自家用の特殊自動車の１０人乗りまでのもので、｢車いす移動車｣か、｢身体障害者
輸送車｣か、｢キャンピング車｣であるもの。
※軽トラックは、割引できません。
※貨物で、荷台部分が窓無しや目隠しになっているものは、割引できません。
※自家用でも、車体に店名や会社名が書かれているものは、割引できません。
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○対象になる自動車の所有者、使用者の条件･‥(所有者、使用者は車検証に記載)
①障がいのある方
②障がいのある方と同じ住所に住んでいる方
③障がいのある方と別居の家族で、夫、妻、父母、祖父母、子・孫とその夫や妻、
兄弟姉妹とその夫や妻
④障がいのある方の家族以外の方で、本人を介護している方も対象です。(法人不
可)(①②に車がない場合)※第２種の方は対象となりません。
⑤長期リースやローンのため、所有者が法人のときは、使用者が①～④の方
※修理、車検などのときの｢代車｣は、割引できません。
※レンタカーは、割引できません。
※使用者が①～④で所有者が法人のものは、⑤以外の理由では割引できません。
割引できないものの例：勤め先の法人が所有する車を、通勤や営業等の使用の
ために、使用者へ貸し出しているもの。
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
西日本高速道路株式会社 092-762-1111

パーキングパーミット制度
身体障害者用駐車場の利用を必要とする人に、パーキングパーミット(身体障害者駐
車場利用証)を交付し、身体障害者用駐車場のうち管理者の協力を得た駐車場を利用す
る際に、利用証を提示する制度です。
〇対象者
・ 身体に障がいのある方（身体障害者手帳の等級に条件あり）
・ 高齢者で要介護１以上の方
・ 特定疾患医療を受給している方
・ 知的に障がいのある方（療育手帳Ａ１、Ａ２）
・ けがにより車イスやつえを使用している方（車イスやつえを使用している期間）
・ 妊産婦（妊娠７ヶ月～産後３ヶ月の期間）
〇申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳
・ 介護保険被保険者証
・ 特定疾患医療受給者証
・ 療育手帳
・ 医師の診断書
・ 母子健康手帳
問い合わせ

福祉課福祉班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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駐車禁止除外措置
障害者手帳をお持ちの方（身体障害者手帳：下欄参照、療育手帳：Ａ１・Ａ２、精
神障害者福祉手帳：１級）のうち、障がいの程度、若しくはその他歩行が困難な方が
運転する自動車については、公安委員会が指定する法定駐車禁止区域（交差点、トン
ネル、坂の頂上等）を除く駐車禁止区域に駐車できる許可証を受けることができます。
障がいの区分

障がいの程度

障がいの区分

障がいの程度

視覚障がい

１級から４級の１

心臓機能障がい

１級及び３級

聴覚障がい

２級及び３級

じん臓機能障がい

１級及び３級

平衡機能障がい

３級

呼吸器機能障がい

１級及び３級

１級及び２級（１

ぼうこう又は直腸機能障がい

１級及び３級

上肢のみに運動

小腸機能障がい

１級及び３級

機能障害がある

ヒト免疫不全ウイルスによ

場合を除く）

る免疫機能障がい

乳幼児期以

上肢機能

前の非進行
性の脳病変
による運動
機能障がい

肝臓機能障害

移動機能

１級から３級まで
の各級（一下肢
のみに運動障害
がある場合を除
く）

１級から３級
１級から３級

体幹不自由

１級から３級

上肢不自由

１級から２級の２

下肢不自由

１級から４級

手 続 き は；雲仙警察署で駐車許可証の交付を受けて下さい。
駐車するときは；許可証を運転席の前に置きます。
※上記基準に該当しない方でも、歩行困難な方は、駐車の必要性や駐車日時場所等を
審査して、駐車禁止除外措置を受けることが可能です。
〔問い合わせ 雲仙警察署 ０９５７－７５－０１１０〕

身体障害者標識
肢体不自由で条件付き免許（例…義手、義足、装具、ＡＴ車に限る等）を持つ方が
運転する自動車のための「身体障害者標識（身障者マーク）」や「聴覚障害者標識」が
あります。このマークをつけた車に対して、幅寄せや割り込みが禁止されています。
マークは、車の前面と後面の見えやすい位置につけます。
また、障害のある方のシンボルマークで、車イスをデザインした「国際シンボルマ
ークがあります。このマークは、建築物や施設がバリアフリーであることを示す世界
共通のマークとして利用されています。そのほかに視覚障害者のための国際シンボル
マークがあります。詳しくは下記にお問い合わせ下さい
[ 警察署内 雲仙市交通安全協会７５－０６８１ 雲仙北支局７８－５５２３ ]

身体障害者標識
聴覚障害者標識
（四葉のクローバーマーク）

障害者のための
国際シンボルマーク
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視覚障害者のための
国際シンボルマーク

ＮＨＫ放送受信料
各種障害者手帳をお持ちの方が世帯構成員である世帯に対して、受信料が次のとお
り免除されます。
全額免除

〇身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が
世帯構成員であり、世帯全員が市民税（住民税）非課税の場合

半額免除

〇視覚・聴覚障害者が世帯主の場合
〇身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２、精神障害者保健福
祉手帳１級をお持ちの方が世帯主の場合

○ 手続き
①福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課または各総合支所地域振興課へ証明書の発
行を申請します。手帳と印かんが必要です。
②その証明書をＮＨＫに提出してください。

宛先

〒８５０－８６０３
長崎市西坂町１-１
ＮＨＫ長崎放送局営業部

ＮＨＫ放送受信料免除申請
フローチャート

はい

世帯構成員のどなた
かが、障害者の手帳
☆身体障害者手帳
☆療育手帳
☆精神障害者保健福
祉手帳
のいずれかをお持ち
ですか。

世帯構成員全員
の市町村民税
（特別区民税含 はい
む）が非課税で
しょうか。

全免除に該当します

障害者手帳をお
いいえ
はい
持ちの方は世帯
主ですか。

いいえ

世帯主の方が受
はい
信契約者です
か。

いいえ

世帯主の方
の障害の種
類は視覚障 はい
害または聴
覚障害です
か。

いいえ

半額免除に該当しま
す

世帯主の方の障害の等級
は
☆身体障害：１・２級
☆知的障害：Ａ１，Ａ２
☆精神障害：１級
のどれかに該当します
か。

はい

いいえ

免除事由に該当しま
せん

いいえ
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携帯電話基本料金使用料等
障害者の方に対する携帯電話基本使用料などの割引サービスが行われています。
詳しくは、下記の携帯電話の会社へお問い合わせください。

携帯電話会社名

NTT ドコモ

問い合わせ先

ドコモの携帯電話から

１５１（局番なし）

一般電話から

０１２０－８００－０００

ドコモホームページ

au

http://www.nttdocomo.co.jp/

au の携帯電話から

１５７（局番なし）

一般電話から

００７７－７－１１１

au ホームページ

http://www.au.kddi.com/

ソフトバンクの携帯電話から

１５７（局番なし）
０８００－９１９－０５１７

ソフトバンク 一般電話から
ソフトバンクホームページ
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http://mb.softobank.jp/mb/

税の控除や減免
所得税・市民税・県民税・相続税
手帳をお持ちの方が税の申告をする際に、控除が受けられます。
特別障害者

障害者

身体障害者手帳１・２級
療育手帳Ａ１､Ａ２
精神障害者保健福祉手帳１級
所
得
税

障害者控除

４０万円

２７万円

配偶者の扶養控除 同居は３５万円
加算
扶養控除

市 ・県民税

障害者控除
配偶者の扶養控除
扶養親族

相
続
税

３～６級
Ｂ1､Ｂ２
２・３級

３０万円

２６万円

同居は２３万円
加算

１２万円×(70 歳－相続者の年齢)

６万円×(７０歳－
相続者の年齢)

問合せ先

島原税務署
０９５７－６２－
３２８１

市役所税務課
国保市民税班
各総合支所
島原税務署
０９５７－６２－
３２８１

贈与税
特別障害者（身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ１、Ａ２）の方の生活費などに
充てるために、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、その信託受益権の価格のうち６，０００万円までは贈与税がかかりませ
ん。
問い合わせ 島原税務署０９５７－６２－３２８１

自動車取得税・自動車税・軽自動車税
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
た方、または家族の方が障がいのある方に代わって通院・通学･生業のために自動車を
運転する場合、及び単身世帯の障がいのある方が所有し、その障がいのある方を常時
介護する方が運転する場合、自動車取得税などの減免が受けられます。
減免を受けられるのは、障がいのある方１人に対し、自動車税か軽自動車税かのい
ずれかに限ります。
また､減免の対象や手続きの方法は､自動車取得税･普通自動車の自動車税の県税と、
軽自動車税の市税では異なる部分がありますので、ご注意ください。
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〇自動車取得税、自動車税減免対象者の範囲
障害の程度

障がいの区分

視

覚

障

害

聴

覚

障

害

○障がいのある方と生計
をひとつにする者が運転
する場合（家族運転）
○障がいのある方が運転 ○障がいのある方のみで
する場合（本人運転） 構成される世帯の障がい
のある方を常時介護する
者が運転する場合（常時介
護者運転）
１級～３級・４級の１号
１級～３級・４級の１号
（注１）
２級・３級

平 衡 機 能 障 害

３級

３級

音 声 機 能 障 害

３級（喉頭摘出による音
声機能障害に限る）

由

１級・２級

１級・２級
①１級～３級
②４級～７級で他の障が
いを複合する場合は手帳
の総合等級が１級・２級

身

２級・３級

害

肢

不

自

下

肢

不

自

由

①１級～６級
②７級で他の障がいを複
合する場合は手帳の総合
等級が１級・２級

体

幹

不

自

由

１級～３級・５級

１級～３級

上肢機能

１級・２級

１級・２級

移動機能

１級～６級

１級～３級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼう
こう又は直腸･小腸・肝臓機 １級・３級
能障害

１級・３級

ヒト免疫不全ウイルスによ
１級～３級
る免疫機能障害

１級～３級

者

体 障

上

手 帳

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能
障害

療

育

手

帳

重度（Ａ１・Ａ２）

重度（Ａ１・Ａ２）

１級（自立支援医療(精神 １級(自立支援医療(精神
精神障害者保健福祉手帳
通院医療)の認定を受け
通院医療)の認定を受けて
ている方）
いる方)
※療育手帳並びに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、家族運転と常時介護者運
転の場合が対象となります。
（注１）１号・・・視力 0.12 以下、２号・・・視野 10 度
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〇減免対象自動車の要件
区

分

自動車の名義

障がいのある方が自動車を
運転する場合（本人運転）
障がいのある方
又は障がいのあ
障がいのある方のために生 る方と生計をひ
計をひとつにする方が運転 とつにする方
する場合（家族運転）
障がいのある方のみで構成
される世帯の障がいのある
障がいのある方
方のために常時介護するも
本人
のが運転する場合（常時介護
者運転 ）

運

転

者

障がいのある
方
障がいのある
方と生計をひ
とつにする方
障がいのある
方を常時介護
する方

使用目的
特に問いません

専ら障がいのあ
る方の通学・通
所・通院・生業
のため

○減免申請手続き
自動車取得税、自動車税（様式は振興局又は出張所にあります）
本人運転
減免申請書、自動車名義人の認印、障害者手帳、運転免許証、生計をひとつに
する者が自動車の名義人場合は生計をひとつにすることを証明する書面（住民
票謄本又は抄本等）車検証
家族運転
本人運転の書類に加えて、利用目的に応じて通学証明書、通院証明書、生業の
実態を明らかにする（確定申告書の写し等）証明書、障害のある方と運転者及
び車の名義人が生計をひとつにすることを証明する書面（住民票謄本又は抄本
等）。
障害のある方のみで構成される世帯
本人運転の書類に加えて、運行計画書兼証明書、誓約書、身体障害者等のみで
構成される世帯であることを証する書面（住民票謄本又は抄本等）。
〇軽自動車税減免手続き
・ 月割減免はありませんので、申請は年に一度、納税通知が郵送されてから納期限
の７日前までに手続きしてください。（毎年４月頃）
・ 手続きには、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。
運転免許証、車検証(写し可)、軽自動車納税通知書兼領収書、印鑑が必要です。
・ 家族運転の場合は、初めて申請をされるときのみ通院証明書・通学証明書、本人
と同一生計であることを証明できる書類(生計同一証明書・常時介護証明書・健
康保険証など)が必要です。
・ 構造が専ら障がいのある方の利用に供する軽自動車などで、車検証に「車いす移
動車」「入浴車」などの記載がある特殊用途軽自動車を所有する方。
問い合わせ

自動車取得税、自動車税は県央振興局税務部 0957－22-0508
軽自動車税は市役所税務課国保市民税班、各総合支所地域振興課
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資金の貸付
生活福祉資金貸付制度（長崎県社会福祉協議会）
この事業は、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸付け、その経済的自
立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう支援します。
○基本要件
・ 世帯単位の貸付
生活福祉資金の貸付は、世帯を単位として貸付けるものであり、原則として
「世帯主」が借入申込者となります。
・ 社協・民生委員の相談援助が前提
生活福祉資金貸付制度は、借入相談から申込み、貸付、償還中において、社
協の継続的支援や、民生委員の相談援助活動が前提となっています。これらの
支援・援助を受けることを拒否する場合は貸付できないことがあります。
・ 他制度優先
他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先活
用していただくことになります。
・ 購入及び支払い済みの経費は貸付対象外
既に購入及び支払い済みの経費は、貸付の対象となりません。
○利用対象者
・ 低所得世帯
独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯。
・ 高齢者世帯
６５歳以上の高齢者が同居している世帯。
・ 障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障が
いのある方の属する世帯。
○資金の種類
・障害者用の自動車の購入に必要な経費等
○利用手続き
・ 相談
雲仙市社会福祉協議会の各事務所へ直接お越しになるか、電話またはＦＡＸで
ご連絡下さい。
・ 申請受付
雲仙市社会福祉協議会の各事務所へ、申込関係書類の提出をしていただきます。
・ 審査会
申込関係書類を雲仙市社会福祉協議会において確認し、長崎県社会福祉協議会
の貸付審査会にて適正審査がなされます。
申込み・問い合わせ 雲仙市社会福祉協議会各事務所
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福祉資金貸付事業
〇 利用対象者
雲仙市内に住む生活困難者世帯で、生活の再建に必要な資金の融通を他から受け
ることが困難な世帯。
〇 資金の種類
・ 一般福祉資金（５万円から１０万円を限度とする資金）
・ 小口福祉資金（５万円以下の資金）
〇 利用手続き、相談
雲仙市社会福祉協議会の各事務所へ直接お越しになるか、電話またはＦＡＸで
ご連絡下さい。
○ 申請受付
雲仙市社会福祉協議会の各事務所へ、申込関係書類の提出をしていただきます。

相談受付
相談受付

相談会場

電話番号

国見事務所

国見町総合福祉ｾﾝﾀｰ

0957-78-0596

瑞穂事務所

瑞穂ヘルシー会館

0957-77-3670

吾妻事務所

吾妻就業改善ｾﾝﾀｰ

0957-38-3511

愛野事務所

愛野保健福祉ｾﾝﾀｰ

0957-36-0071

千々石事務所

千々石老人福祉ｾﾝﾀｰ

0957-37-2755

小浜事務所

小浜老人福祉ｾﾝﾀｰ

0957-75-0620

南串山事務所

南串山保健福祉ｾﾝﾀｰ

0957-88-2143
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相談日

相談時間

毎週月曜
～金曜日
8：30
（祝祭日は
～17：00
お休みです）

雇用促進
雇用促進
障がいのある方の雇用促進及び技能取得のために様々な施策がとられ、また各種の
施設が設置されています。

≪就職を希望する方は≫
公共職業安定所（ハローワーク）に相談してください。障がいのある方の雇
用を担当する係官が配置されています。
項 目
職場適応訓練

内
容
職場環境に適応させるため、事業主に委託して適応訓練
が行われます。
ジョブコーチによる 障がいのある方が職場に適応できるよう、ジョブコーチ
支援
が職場に出向いて、障害者、事業主、家族に対して必要
な助言や提案が行われます。
トライアル雇用(試
障がいのある方の雇用の知識や経験がなく、障がいのあ
行雇用)
る方の雇用をためらっている事業所に障がいのある方の
雇用に取り組むきっかけを作ります。
精神障害者ステップ 精神に障がいのある方の就業を短時間から始め、職場へ
アップ雇用
の適応状況に合わせて時間を延長していきます。
職業安定所を通して職業訓練または職業能力判定を受けると①就職指導 ②
職業訓練手当て ③職場適用訓練 ④判定を受けるための旅費の支給が受けら
れます。
詳しくは、諫早公共職業安定所へお尋ねください。
諫早市幸町４－８ 電話０９５７－２１－８６０９

雲仙市障害者職場実習促進事業
平成２５年４月１日より雲仙市障害者職場実習促進事業が開始されました。事業者
には、職場実習を受けた障害者の方に自宅から実習先までの交通費と傷害保険料を助
成します。
実習奨励金支給対象者
・ 障害者就業・生活支援センターのあっせんによる職場実習
（実習期間中、実習援助者の支援が確保されていること）
・ 職場実習の期間は、１ヶ月以内の範囲
（１日の実習時間が４時間以上であること。）
問い合わせ

福祉課高齢障害班・市役所総合窓口課・各総合支所地域振興課
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福祉施設
障がいのある方(児)の自立と更生及び治療と介護を目的とした様々な施設があり
ます。福祉サービスごとの事業所については、雲仙市で利用されている主な事業所を
記載しております。記載している以外の事業所については福祉事務所高齢障害班へお
問合せください。

障害福祉サービス事業所
〇居宅介護サービス事業所（市内）
障がいのある方（児）が居宅において入浴、排泄及び食事等の介護や調理、洗濯及
び掃除等の家事並びに生活等に関する相談、その他生活全般にわたる援助を行います。
事業所名

所在地

電話番号

ケアサポート絆

雲仙市

瑞穂町西郷庚２１０番地４

0957-77-3601

ホームヘルパーステーション 南串山荘

雲仙市

南串山町丙１０７２２番地

0957-88-2922

ホームヘルプステーション ほっと

雲仙市

瑞穂町古部甲 1432-15

0957-77-3202

小浜居宅支援事業所

雲仙市

小浜町北本町１４番地３

0957-75-0621

瑞穂居宅支援事業所

雲仙市

瑞穂町西郷辛６２１番地７

0957-77-3670

ヘルパーステーションえん

雲仙市

愛野町乙 576 番地 4

090-2961-9447

ホームヘルパー１０５

雲仙市

小浜町北野 373 番地

0957-75-4565

〇行動援護サービス事業所（島原半島３市）
知的障がい又は精神障がいにより行動上に著しく困難を有する障がい者で常時介護
を要する者につき、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護を行います。
事業所名

所在地

電話番号

ホームヘルプステーション ほっと

雲仙市

瑞穂町古部甲 1432-15

0957-77-3202

小浜居宅支援事業所

雲仙市

小浜町北本町１４番地３

0957-75-0621

瑞穂居宅支援事業所

雲仙市

瑞穂町西郷辛６２１番地７

0957-77-3670

生活支援センターとも

島原市

萩が丘２丁目 5743 番

0957-63-3739

南島原市

深江町戊 2970 番地 2

0957-72-4521

たすかる

〇療養介護サービス事業所（長崎県内）
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介
護及び日常生活の支援を行います。
事業所名
独立行政法人国立病院機構長崎病院

所在地
長崎市
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桜木町６－４１

電話番号
095-823-2261

独立行政法人 国立病院機構 長崎川棚

東彼杵郡

川棚町下組郷２００５－１

0956-82-3121

諫早市

小長井町牧５７０番地１

0957-34-3113

みさかえの園あゆみの家

諫早市

小長井町遠竹２７２７－３

0957-34-3115

障害福祉サービス事業 療養介護 諫早

諫早市

有喜町５３７番地２

0957-28-3131

医療センター
みさかえの園総合発達医療福祉センター
むつみの家

療育センター

〇生活介護サービス事業所（島原半島３市）
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排泄・食事等の介護を行うと伴に、創作
的活動又は生産活動の機会を提供します。
事業所名

所在地

電話番号

いこいのひろば・おおぞら

雲仙市

瑞穂町古部甲２５０４番地

0957-77-3600

ウェルカム社瑞穂

雲仙市

瑞穂町西郷己８５４番地１

0957-77-4294

雲仙市

愛野町乙２３３９番地３

0957-36-7575

ワークハウスはちまん

雲仙市

南串山町丙１２０４番地１

0957-88-3005

わくわく

雲仙市

瑞穂町西郷辛 239-3

0957-77-4984

雲仙市

吾妻町大木場名７５番２

0957-20-0055

雲仙市

南串山町丙９７１６番地

0957-88-2122

ありがとう

島原市

有明町湯江甲字前田８７６番
地１

0957-60-4177

デイサービスさくら

島原市

宮の町 738

0957-64-5201

銀の星学園

島原市

宮の町２４９番地１

0957-62-2961

光のフェアリー

島原市

萩が丘２丁目 5732 番

0957-64-7065

若菜寮

島原市

広高野町甲１１９８

0957-63-3850

松光学園

島原市

立野町丙１９００－１９

0957-64-0187

島原市

礫石原町甲 1201 番地 91

0957-64-5131

清華学園

島原市

有明町大三東甲 2150 番地

0957-68-1161

島原グリーンステーション

島原市

緑町 8258 番地 1

0957-63-3064

明けの星寮

島原市

宮の町６２６番地１

0957-63-7280

きらり作業所

島原市

新田町 282-2

0957-73-9866

ケアステーション

あいの

社会福祉法人 幸和会
センター ふれあい
障害者支援施設

障害者支援施設

デイサービス

あけぼの学園

島原療護センター

キャンバス

南島原市

深江町戊 3148 番地 1

0957-72-6294

グリーンヒルワークス

南島原市

深江町丁６９９３

0957-72-6194

サポートじねん

南島原市

深江町戊３８７８－４

0957-72-5393

デイサービス たすかる

南島原市

深江町戊２８２５

0957-72-3514

デイ雲

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2284
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ブライト

南島原市

深江町戊２９７０番地２

0957-65-1800

レスト

南島原市

深江町戊３１５３－５

0957-65-1100

雲仙高原ハイツ

南島原市

深江町戊２９７０－１

0957-72-6294

南島原市

有家町尾上４０２４番地１

0957-82-8700

社会福祉法人 悠久会
ワークセンター

ありえ未来

障害者支援施設

あかつき学園

南島原市

加津佐町乙９３３番地１

0957-87-5165

障害者支援施設

八雲寮

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2347

生活介護事業所

デイ雲柿の木

南島原市

有家町蒲河２２７３番地

0957-76-8833

早崎ステーション

南島原市

口之津町乙２２４０番地１

0957-86-5533

普賢学園

南島原市

深江町戊 2825

0957-72-2297

普賢学園南有馬

南島原市

南有馬町甲 1397-1 番地

0957-85-2300

〇短期入所サービス事業所（市内）
自宅で介護する方が病気、その他の理由により短期間、夜間も含め施設で入浴、排
泄、食事及びその他必要な介護を行います。
事業所名

所在地

電話番号

ケアステーション あいの（短期入所）

雲仙市

愛野町乙 2339 番地 3

0957-36-7575

ショートステイ あけぼの学園

雲仙市

南串山町丙９７１６番地

0957-88-2122

花

雲仙市

瑞穂町西郷辛１４８４番地１

0957-77-3936

短期入所 星のくま

雲仙市

愛野町甲 3541 番地 1

0957-36-7150

〇共同生活援助（グループホーム）サービス事業所

（市内）

共同生活を営む住居において、相談、その他の日常生活上の援助を行います。
法人名

ホーム名

所在地

電話番号

株式会社おばまの森

おばまの森

雲仙市

小浜町南本町 1215 番地

0957-75-0899

社会福祉法人

こすもすⅡ

雲仙市

国見町神代戊１９２３番地１

0957-78-2121

コスモス会

こすもすⅢ

雲仙市

小浜町富津８４６

0957-75-0808

こすもすⅥ

雲仙市

瑞穂町西郷己 854 番地 1

0957-77-4294

社会福祉法人

あいの

雲仙市

愛野町乙 521-1

0957-36-1340

南高愛隣会

あづま

雲仙市

吾妻町大木場名 251-6

0957-38-6462

くわた

雲仙市

瑞穂町伊福乙２５９３

0957-77-3723

こべ

雲仙市

瑞穂町古部甲 515-1

0957-77-4202

さいごう

雲仙市

瑞穂町西郷乙室田２６番１

0957-77-2180

さつき

雲仙市

瑞穂町伊福乙２６６０

0957-77-3980

たいしょう

雲仙市

瑞穂町古部甲５４９

0957-77-4917

社会福祉法人

グループホーム

雲仙市

南串山町丙２４３８番地

0957-88-3007

八幡会

むなかた
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ケアホーム

雲仙市

南串山町丙９６７９番地２

0957-88-2860

雲仙市

愛野町甲 3541 番地 1

0957-36-7150

あさかぜ
特定非営利活動法人

グループホーム

星のくま

星のくま 1 号館

〇宿泊型自立訓練サービス事業所（島原半島、諫早市）
知的障がい者・精神障がい者に自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定
期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
名

称

アガペ

雲仙市

所在地
瑞穂町西郷戊 1390 番地 18

電話番号
0957-77-3211

※他該当なし

〇自立訓練（生活訓練）サービス事業所（島原半島、諫早市）
知的障害がい者・精神障がい者に自立した日常生活又は社会生活ができるよう、日
中において一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
事業所名
あいりん

所在地
雲仙市

自立訓練（生活訓練）事業所 デイ雲柿

電話番号

瑞穂町伊福乙 2660

0957-77-3637

南島原市

有家町蒲河２２７３番地

0957-76-8833

南島原市

加津佐町甲５５２７番地２

0957-87-5055

の木
就労継続支援Ｂ型事業所 ワークネット
やはた
つくし学園

諫早市

小船越町５５４番地２

0957-27-0121

リンク

諫早市

金谷町５番１７号

0957-47-5559

わーくかんまち

諫早市

上町１１－５

0957-35-4886

ワークステーションむつごろうⅡ

諫早市

本野町 1650-8

0957-20-6560

〇就労移行支援サービス事業所（島原半島、諫早市）
一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行います。
事業所名

所在地

電話番号

ワークセンターあいの

雲仙市

愛野町乙 2336 番地 1

0957-27-5525

ハイル１

島原市

下川尻町 8008-4

0957-73-9831

きらり作業所

島原市

新田町 282-2

0957-73-9866

雲仙高原ハイツ

南島原市

深江町丁６９９３番地

0957-72-6294

就労移行支援事業所 ワークネット

南島原市

加津佐町甲５５２７番地２

0957-87-5055

南島原市

西有家町須川 1583

0957-82-1757

やはた
障がい者就労支援センター 南島原
コミュニティ
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障害者支援施設 あかつき学園

南島原市

加津佐町乙９３３番地１

0957-87-5165

普賢学園

南島原市

深江町戊２８２５

0957-72-2297

アストルテ

諫早市

厚生町 3-20

0957-35-7521

キャッチアップインサポート

諫早市

城見町 29-39

0957-47-5579

さをり工房ながさき

諫早市

天満町 34 番 5 号

0957-35-7970

つくし学園

諫早市

小船越町５５４番地２

0957-27-0121

わーくかんまち

諫早市

上町１１－５

0957-35-4886

ワークステーションむつごろうⅠ

諫早市

本野町 1650-8

0957-20-6560

就労支援センター 一輪花

諫早市

平山町 582 番地 1

0957-47-8148

諫早ワークス

諫早市

目代町 1816 番地 1

0957-24-6145

〇就労継続支援（Ａ型）サービス事業所（島原半島、諫早市）
一般企業での就労が困難な方に、雇用契約に基づく働く場を提供するとともに、知
識及び能力向上のために必要な訓練を行います。
事業所名

所在地

電話番号

エース光

雲仙市

瑞穂町古部乙 10 番地 4

0957-77-4080

コロニーエンタープライズ

雲仙市

瑞穂町古部甲１５７２番地

0957-77-2137

瑞宝太鼓

雲仙市

瑞穂町古部甲２５０４番地

0957-77-3934

味彩花

雲仙市

瑞穂町古部甲 1432 番地 6

0957-77-3965

スマイルワーク

雲仙市

吾妻町古城名字土井 138 番地 1

0957-38-3137

Libre

島原市

大手原町 2141-24

0957-73-6030

ハイル１

島原市

下川尻町 8008-4

0957-73-9831

光

島原市

有明町大三東丁 296 番地 1

0957-68-5229

島原むすびす

島原市

片町 578 番地 8

0957-73-9555

サテライト・ヤマ昇

南島原市

布津町丙 4669 番地 41

0957-72-4148

ノーブル

南島原市

加津佐町戊１１５２－１９

0957-87-5977

就労継続支援Ａ型事業所 コミュニティー

南島原市

加津佐町甲 5785 番地 1

0957-87-5830

障がい者就労支援作業所 オリーブ

南島原市

加津佐町丁 1595 番地

0957-75-2255

正吉

南島原市

深江町戊６９２番地１

0957-65-1121

正健

南島原市

深江町丙 265 番地

0957-65-1140

ほかにわ

キャッチアップインサポート

諫早市

城見町 29-39

0957-47-5579

ジョブサポート ちえの和

諫早市

泉町 45 番地 5

0957-47-5308

とっとっ亭

諫早市

福田町 23 番 40 号 渡辺ビル１階

0957-47-8562

ブルースカイ

諫早市

福田町３５7－１

0957-35-4880

ラヴァンド

諫早市

中央干拓 72 番地

0957-22-7576

ワークポート

諫早市

小豆崎町 704 番地 3

0957-47-8642

幸町７番２７号

0957-24-0778

就労支援施設 げんき

諫早市
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障害者就労支援センターつくし

諫早市

貝津町 1104 番地 5

0957-26-8165

就労支援施設みらい

諫早市

小川町 792 番地 3

0957-47-6922

障害者就労支援事業所さざんか

諫早市

小長井町小川原浦 548 番地

0957-34-2808

くくり

諫早市

白原町 2200-2

0957-34-7808

シェ・サン

諫早市

永昌町 31-29

0957-47-5566

〇就労継続支援（Ｂ型）サービス事業所（島原半島、諫早市）
一般就労が困難で、年齢や心身の状態等により就労が困難な方に、雇用契約に基づ
かず、働く場を提供すると伴に、知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。
事業所名

所在地

電話番号

あいりん

雲仙市

瑞穂町伊福乙 2660 番地

0957-77-3637

ウェルカム社瑞穂

雲仙市

瑞穂町西郷己８５４番地１

0957-77-4294

おばまの森

雲仙市

小浜町北野 405 番地

0957-75-0088

コロニーエンタープライズ

雲仙市

瑞穂町古部甲１５７２番地

0957-77-2137

ハローフレンズ

雲仙市

瑞穂町古部甲２５０４番地

0957-77-3985

もくもく

雲仙市

小浜町北本町 862 番地 2

0957-74-3665

よろこびの里

雲仙市

小浜町南本町５１８番地

0957-74-5829

ワークセンターあいの

雲仙市

愛野町乙 2336 番地 1

0957-36-7575

ワークハウスはちまん

雲仙市

南串山町丙１２０４番地１

0957-88-3005

地域就労事業所 野の花風館

雲仙市

国見町多比良丁 1366 番 1

0957-78-3866

就労支援センター一輪花くにみ

雲仙市

国見町多比良乙 413 番地 3

0957-73-6300

スマイルワーク

雲仙市

吾妻町古城名字土井 138 番地 1

0957-38-3137

ありがとう

島原市

有明町湯江甲字前田８７６番地

0957-60-4177

１
ネットワークセンター ひかり

島原市

萩が丘２丁目５７１５番地１

0957-62-7143

わーくしまばら

島原市

宮の町 740 番地 1

0957-77-2180

きらり作業所

島原市

新田町 282-2

0957-73-9866

清華学園

島原市

有明町大三東甲 2150 番地

0957-68-1161

島原グリーンステーション

島原市

緑町 8258 番地 1

0957-63-3064

島原グリーンスポーツ

島原市

北安徳町 3001 番地

0957-64-2764

明けの星寮

島原市

宮の町６２６番地１

0957-63-7280

こいまち工房

島原市

秩父が浦町丁 3548-1

090-3327-4867

エコ・パーク論所原

南島原市

北有馬町丙 4731 番地 2

0957-65-7056

キャンバス

南島原市

深江町戊 3148 番地 1

0957-72-6294

グリーンヒルワークス

南島原市

深江町丁６９９３

0957-72-6194

サポートじねん

南島原市

深江町戊３８７８－４

0957-72-5393

ノーブル

南島原市

加津佐町戊１１５２－１９

0957-87-5977

雲仙高原ハイツ

南島原市

深江町丁６９９３番地

0957-72-6294
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社会福祉法人 悠久会 ありえ未来ワーク

南島原市

有家町尾上４０２４番地１

0957-82-8700

南島原市

加津佐町甲５５２７番地２

0957-87-5055

障害者支援施設 あかつき学園

南島原市

加津佐町乙９３３番地１

0957-87-5165

正健

南島原市

深江町丙 265 番地

0957-65-1140

早崎ステーション

南島原市

口之津町乙２２４０番地１

0957-86-5533

普賢学園

南島原市

深江町戊２８２５

0957-72-2297

普賢学園南有馬

南島原市

南有馬町甲 1397-1 番地

0957-85-2300

南島原市

西有家町須川 1583

0957-82-1757

センター
就労継続支援Ｂ型事業所 ワークネットや
はた

障がい者就労支援センター 南島原

コ

ミュニティ
Work・にじいろ

諫早市

幸町 24-33 山本ビル１階

0957-56-8321

さをり工房ながさき

諫早市

天満町 34 番 5 号

0957-35-7970

ジョブサポート ちえの和

諫早市

泉町 45 番地 5

0957-47-5308

しらぬい学園

諫早市

高来町黒新田２６０－２

0957-32-2155

つくし学園

諫早市

小船越町５５４番地２

0957-27-0121

ドンキーワールド

諫早市

八天町 6 番 17 号

0957-22-9569

結－you

諫早市

福田町 20 番 20 号 アネックス

0957-47-8884

福田 201 号室
はっと ながさき

諫早市

貝津町 1532 番地 1

0957-26-2555

ぱれっと

諫早市

川床町 127 番地 2

0957-21-6131

キャッチアップインサポート

諫早市

城見町 29-39

0957-47-5579

ライフステーション つくし

諫早市

小船越町５５４－２

0957-23-8140

アストルテ

諫早市

厚生町 3-20

0957-35-7521

わーくいさはや

諫早市

船越町８９１番地２

0957-35-7555

ワークステーションむつごろうⅠ

諫早市

本野町 1650-8

0957-20-6560

ワークスペース あん

諫早市

小長井町遠竹 2727-1

0957-34-9700

居宅生活支援センター ケイコム

諫早市

貝津町 1206-5

0957-28-9960

就労継続支援（Ｂ型）ワイドビジョン

諫早市

小船越町６８０番地１

0957-25-3300

就労継続支援（Ｂ型）事業所 「ゆめ工房」

諫早市

多良見町囲４３４番地２

0957-49-2111

就労継続支援Ｂ型事業所 かたつむりの

諫早市

高来町汲水 1 番地

0957-32-5919

諫早市

松里町 709 番地 1

0957-28-6633

就労支援センター ラポール諫早

諫早市

福田町５番４６号

0957-21-8281

就労支援センター 一輪花

諫早市

平山町 582 番地 1

0957-47-8148

就労支援センターＢ型あおぞら

諫早市

幸町 65 番 21 号

0957-46-5506

家
就労継続支援Ｂ型事業所 ヒューマンワー
ク
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就労支援センターコパン

諫早市

松里町 1303 番地 1

0957-28-2587

就労支援施設 コネクト

諫早市

土師野尾町 1833-1

0957-47-6006

就労支援事業所 mina.mina

諫早市

泉町 27 番 33 号

0957-47-9788

障害者就労センターロバの店

諫早市

川内町 524 番地 1

0957-56-9768

障害者就労支援センターつくし

諫早市

貝津町 1104 番地 5

0957-26-8165

諫早ワークス

諫早市

目代町１８１６番地１

0957-24-6145

障害者就労支援事業所さざんか

諫早市

小長井町小川原浦 548 番地

0957-34-2808

シェ・サン諫早

諫早市

天満町 43 番地

0957-47-5566

○自立生活援助事業所（島原半島、諫早市）
入所施設やグループホーム等から１人暮らしへの移行を希望する障害
のある方へ地域生活を支援するサービスです。
事業所名
アシスト

所在地
雲仙市

瑞穂町伊福乙 2593

電話番号
0957-77-2180

〇施設入所支援

（雲仙市で決定をしている受給者が実際に入所している施設）
障がいのある方が入所して、主として夜間や休日において、入浴、排泄、食事等の
介護等を行います。
事業所名

所在地

電話番号

障害者支援施設 あけぼの学園

雲仙市

南串山町丙９７１６番地

0957-88-2122

銀の星学園

島原市

宮の町２４９番地１

0957-62-2961

指定障害者支援施設 島原療護センタ

島原市

礫石原町甲 1201 番地 91

0957-64-5131

若菜寮

島原市

広高野町甲１１９８

0957-63-3850

清華学園

島原市

有明町大三東甲 2150 番地

0957-68-1161

明けの星寮

島原市

宮の町６２６番地１

0957-63-7280

ー

障害者支援施設 あかつき学園

南島原市

加津佐町乙９３３番地１

0957-87-5165

障害者支援施設 八雲寮

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2347

普賢学園

南島原市

深江町戊 2825

0957-72-2297

きぼうの里

諫早市

本野町１５４９番地１４

0957-25-9021

しらぬい学園

諫早市

高来町黒新田２６０－２

0957-32-2155

みさかえの園 第二めぐみの家

諫早市

小長井町遠竹２７２７番地１０

0957-34-3112

みさかえの園のぞみの家

諫早市

小長井町遠竹２７２７番地１

0957-34-3114

三彩の里

大村市

原町８０２－１

0957-55-8833

障害者支援施設 パールハイム

大村市

木場２丁目４６３番地１

0957-53-6709

鈴田の里学園

大村市

大里町１１５０番地

0957-53-0054
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サンビレッジ

長崎市

西山４丁目５９７番地１

095-827-1822

ながかきワークビレッジ

長崎市

西山４丁目６１０番地

095-824-4243

みのり園

長崎市

平山町１２３１番地３

095-898-4088

三和みのり園

長崎市

布巻町 1477 番地

095-892-0081

潮見が丘学園

長崎市

潮見町５６７番地１７

095-830-2726

長崎リハビリテーション

長崎市

松崎町１４９１番地１

095-850-0770

光明園

西海市

大瀬戸町瀬戸西濱郷 1603 番地

0959-23-3030

12
大瀬戸厚生園

西海市

大瀬戸町瀬戸西濱郷１６０３－１２

0959-23-3030

第一長崎慈光園

東彼杵郡

川棚町小串郷 1956

0956-82-2136

第二長崎慈光園

東彼杵郡

川棚町小串郷 1956

0956-82-2136

常明園

東彼杵郡

東彼杵町蔵本郷１４６５番地

0957-47-1311

障害者支援施設にじいろ

佐世保市

大潟町５０番地１

0956-59-5552

佐世保祐生園

佐世保市

針尾西町２６７番地

0956-58-2139

清和園

南松浦郡

新上五島町岩瀬浦郷５９６－３

0959-45-3236

豊玉町和板字和板原無番地

0920-58-0888

障害者支援施設 対馬恵風館

対馬市

天草整肢園

熊本県

天草郡苓北町上津深江１０

0969-35-1671

佐賀整肢学園・オークス

佐賀県

佐賀市金立町大字金立１６８番地

0952-98-3770

１
工芸会ワークセンター

福岡県

福岡市西区大字田尻 2542

092-806-7774

福岡県障害者リハビリテーション

福岡県

古賀市千鳥３丁目１番１号

092-944-1041

センター

○計画相談支援
サービス利用に関する意向や心身の状況等の聴き取りや相談を受け、サ
ービス等利用計画案を作成します。
事業所名

所在地

電話番号

たすかるⅡ相談支援事業所

雲仙市

瑞穂町西郷己８５４番地１

0957-77-4294

はあと

雲仙市

愛野町乙 493-6

0957-36-3850

株式会社こぴっと 居宅介護相談支援

雲仙市

小浜町北木指 3057-14 新町３号

0957-73-9500

サポートセンター

アパート３号室

相談支援事業所 はちまん

雲仙市

南串山町丙 9679-2

0957-87-2899

相談支援事業所 星のくま

雲仙市

愛野町乙 2336 番地 1

0957-36-7575

相談事業所 空

雲仙市

国見町多比良丁 1366 番 1

0957-78-3866

あいりす

島原市

宮の町 249-1

0957-62-2961

ライフサポート りよっと

島原市

有明町大三東甲２１５０番地

0957-68-1161
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一般社団法人島原市医師会

島原市

萩原 1-1230

0957-63-5153

島原グリーンステーション

島原市

緑町 8258-1

0957-63-4808

はなえみ

島原市

萩が丘 2-5732

0957-62-7143

居宅介護支援センター

たすかる相談支援事業所

南島原市

有家町中須川１８３

0957-82-4870

ライフサポート じねん

南島原市

深江町戊３８８０番地１

0957-72-5393

相談支援事業 たすかる早崎

南島原市

口之津町乙２２４０番地１

0957-86-5567

相談支援事業所 つばき

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2347

相談支援事業所 普賢学園

南島原市

深江町戊２８２５

0957-72-2297

相談支援事業所 結

南島原市

南有馬町乙１６０４－１０

0957-60-4104

ケア・ステーション オリーブ

諫早市

小川町１２５９番地１

070-5403-3291

スマイルサポート

諫早市

小長井町牧２７２－２

0957-34-3113

指定障害者相談支援センターまごころ

諫早市

福田町２３番３号

0957-24-0202

うきうきサポートセンター

諫早市

有喜町 537 番地 2

0957-28-3131

相談支援センター ソレイユ

諫早市

小船越町 680-1

0957-25-0007

相談支援センター ロバの耳

諫早市

宇都町 5-37

0957-56-9968

相談支援事業所 未来図

諫早市

松里町 438

0957-28-3557

地域生活支援センター きぼう

諫早市

本野町１５４９番地１４

0957-25-9021

諫早市手をつなぐ相談支援事業所

諫早市

小船越町５５４番地７

0957-21-5500

児童通所サービス事業所
〇放課後デイサービス（島原半島、諫早市）
学校に就学している障害児につき、事業の終了後又は休業日に通わせ、生活能力の
向上のために必要な訓練を行い、社会との交流促進を図ります。（就学時）
事業所名

所在地

電話番号

おばまの森

雲仙市

小浜町南本町 1215 番地

0957-75-0888

キッズステーション あいの

雲仙市

愛野町乙２３３９番地３

0957-36-7575

すくすく

雲仙市

瑞穂町西郷辛１４８４－１

0957-77-3874

ウェルカム社瑞穂

雲仙市

瑞穂町西郷己 854 番地 1

0957-77-4294

アクティビティーセンターあいの

雲仙市

愛野町乙 2336 番地１

0957-27-5525

こばの空 療育学苑

雲仙市

千々石町戊字中組 426

0957-21-3122

デイサービス ゆうゆう

島原市

下宮町甲２４６３－１

0957-62-8986

デイサービスさくら

島原市

宮の町 738

0957-64-5201

光のフェアリー

島原市

萩が丘２丁目５７１５番１

0957-64-7065

子どもシティー「城下」

島原市

新湊二丁目丙１６７９番地５

0957-65-5008

児童デイサービス ＡＣＴしまばら

島原市

桜門町 2681-3

0957-63-1445

児童デイサービス スマイル

島原市

片町５７８－８

0957-62-3711
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島原市通園施設 あいあい

島原市

下川尻町７８９５番地 長崎県立

0957-63-5144

島原病院内
たすかる早崎

南島原市

口之津町乙 2240-1

0957-86-5533

デイサービス たすかる

南島原市

口之津町乙２２４０－１

0957-72-3514

ブライト

南島原市

深江町戊 2970 番地 2

0957-65-1800

児童デイサービス事業所 デイ雲

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2284

児童デイサービス事業所 デイ雲柿の

南島原市

有家町蒲河 2273 番地

0957-76-8833

キッズセンターさんわ

南島原市

深江町丁 2021-3

0957-72-5215

西有家ステーション

南島原市

西有家町須川 1731

0957-86-5533

木

キッズスペース きらり

諫早市

真崎町１８５４番地２ 田口ビル

0957-49-8833

キッズスペース こころ

諫早市

多良見町化屋 509-6 内野ビル

0957-49-2424

2F
キッズポート ケイ．コム

諫早市

貝津町１４２２－６

0957-28-9950

デイサービスなかやま ふたばっこ club

諫早市

福田町３５７番地

0957-22-2644

にじいろ・kids

諫早市

幸町２４－３３山本ビル１階

0957-21-3775

まごころ塾

諫早市

御手水町９３６－２

0957-24-8686

みさかえの園児童発達支援センター

諫早市

小長井町牧５７０番地１

0957-34-3113

リタの心 療育学苑

諫早市

永昌東町２２番４８号

0957-21-3122

特定非営利活動法人 諫早なかよし村

諫早市

福田町３８－４１

0957-21-6050

放課後等デイサービス カラフル

諫早市

飯盛町古場８４６番地１

090-6896-6317

放課後等デイサービス ねむの木諫早

諫早市

福田町 1051-6

0957-47-9392

放課後等デイサービス事業「障害児通

諫早市

有喜町５３７番地２

0957-28-3131

諫早こどもデイサービス わくわく広場

諫早市

長田町 1470

0957-20-4120

諫早ワークス

諫早市

目代町１８１６－１

0957-24-6145

諫早市手をつなぐ つくしっ子

諫早市

小船越町５５４番地２

0957-27-0121

キッズステーション アウルの森

諫早市

福田町 2-35

0957-35-6666

放課後デイサービス ヒスイ

諫早市

小船越町 680-1

0957-25-3300

デイサービストマっト

諫早市

西里町 32-3

090-5281-8778

ふわり諫早

諫早市

西里町 1691-2

0957-47-5758

キッズスペース みらい

諫早市

真崎町 1854-2 田口ビル 2 階

0957-49-8833

きっずひろば ケイ.コム

諫早市

貝津町 1422-6

0957-28-9960

シェ･サン諫早

諫早市

天満町 43 番地

0957-47-5566

サニーキッズいさはや

諫早市

城見町 20 番 20 号２Ｆ

0957-42-3239

２１ このゆびとまれ

所 ひまわり」
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〇児童発達支援（島原半島、諫早市）
通所により日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練等を行います。（未就学）
事業所名

所在地

電話番号

すくすく

雲仙市

瑞穂町西郷辛１４８４－１

0957-77-3874

こばの空 療育学苑

雲仙市

千々石町戊字中組 426

0957-21-3122

デイサービス ゆうゆう

島原市

下宮町甲２４６３－１

0957-62-8986

光のフェアリー

島原市

萩が丘２丁目５７１５番１

0957-64-7065

児童デイサービス ＡＣＴしまばら

島原市

桜門町 2681-3

0957-63-1445

児童デイサービス スマイル

島原市

片町５７８番地８

0957-62-3711

島原市通園施設 あいあい

島原市

下川尻町７８９５番地 長崎県

0957-63-5144

立島原病院内
たすかる早崎

南島原市

口之津町乙 2240-1

0957-86-5533

デイサービス たすかる

南島原市

口之津町乙２２４０－１

0957-72-3514

児童デイサービス事業所 デイ雲

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2284

児童デイサービス事業所 デイ雲柿の木

南島原市

有家町蒲河 2273 番地

0957-76-8833

キッズセンターさんわ

南島原市

深江町丁 2021-3

0957-72-5215

おひさま

諫早市

小川町 1259-1

0957-22-0333

キッズスペース きらり

諫早市

真崎町 1854-2 田口ビル

0957-49-8833

キッズスペース こころ

諫早市

多良見町化屋 509-6 内野ビ

0957-49-2424

ル 2F
キッズポート ケイ．コム

諫早市

貝津町１４２２－６

0957-28-9950

デイサービスなかやま ふたばっこ club

諫早市

福田町３５７番地

0957-22-2644

にじいろ・kids

諫早市

幸町２４－３３山本ビル１階

0957-21-3775

まごころ塾

諫早市

御手水町９３６－２

0957-24-8686

みさかえの園児童発達支援センター

諫早市

小長井町牧５７０番地１

0957-34-3113

リタの心 療育学苑

諫早市

永昌東町２２番４８号

0957-21-3122

児童発達支援デイサービス カラフル

諫早市

飯盛町古場８４６番地１

090-6896-6317

「障害児通所 ひまわり」

諫早市

有喜町５３７番地２

0957-28-3131

特定非営利活動法人

諫早市

福田町３８－４１

0957-21-6050

諫早こどもデイサービス わくわく広場

諫早市

長田町 1470

0957-20-4120

諫早市手をつなぐ つくしっ子

諫早市

小船越町５５４番地２

0957-27-0121

ふわり諫早

諫早市

西里町 1691-2

0957-47-5758

キッズスペース みらい

諫早市

真崎町 1854-2 田口ビル

0957-49-8833

きっずひろば ケイ.コム

諫早市

貝津町 1422-6

0957-28-9960

サニーキッズいさはや

諫早市

城見町 20 番 20 号２Ｆ

0957-42-3239

諫早なかよし村２１ このゆびとまれ
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〇保育所等訪問支援（島原半島、諫早市）
保育所や学校等を利用中の障害児の集団生活のための専門的な支援を必要とする
場合に、保育所や学校等へ指導経験者を派遣し、安定した利用を図ります。
事業所名
こばの空 療育学苑
たすかる早崎

所在地
雲仙市
南島原市

電話番号

千々石町戊字中組 426

0957-21-3122

口之津町乙 2240-1

0957-86-5533

おひさま

諫早市

小川町 1259-1

0957-22-0333

デイサービスなかやま ふたばっこ club

諫早市

福田町３５７番地

0957-22-2644

まごころ塾

諫早市

御手水町９３６－２

0957-24-8686

みさかえの園児童発達支援センター

諫早市

小長井町牧５７０番地１

0957-34-3113

リタの心 療育学苑

諫早市

永昌東町２２番４８号

0957-21-3122

諫早こどもデイサービス わくわく広場

諫早市

長田町 1470 番地

0957-20-4120

ふわり諫早

諫早市

西里町 1691-2

0957-47-5758

○障害児計画相談支援（島原半島、諫早市）
サービス利用に関する意向や心身の状況等の聴き取りや相談を受け、
サービス等利用計画案を作成します。
事業所名

所在地

電話番号

はあと

雲仙市

愛野町乙 493-6

0957-36-3850

株式会社こぴっと 居宅介護相談支援サ

雲仙市

小浜町北木指 3057-14 新町３

0957-73-9500

ポートセンター

号アパート３号室

相談支援事業所 はちまん

雲仙市

南串山町丙 9679-2

0957-88-2899

相談支援事業所 星のくま

雲仙市

愛野町乙２３３６番地１

0957-36-7575

あいりす

島原市

宮の町２４９番地１

0957-62-2961

はなえみ

島原市

萩が丘２丁目 5732

0957-62-7143

ライフサポート りよっと

島原市

有明町大三東甲２１５０番地

0957-68-1161

一般社団法人島原市医師会

島原市

萩原１丁目 1230

0957-62-5153

島原グリーンステーション

島原市

緑町 8258-1

0957-63-4808

たすかる相談支援事業所

南島原市

有家町中須川 183

0957-82-4870

相談支援事業 たすかる早崎

南島原市

口之津町乙２２４０番地１

0957-86-5567

相談支援事業所 つばき

南島原市

加津佐町甲５７１８番地

0957-87-2347

相談支援事業所 普賢学園

南島原市

深江町戊 2825

0957-72-2297

相談支援事業所 結

南島原市

北有馬町乙 1604-10

0957-60-4104

ケア・ステーション オリーブ

諫早市

小川町１２５９番地１

070-5403-3291

スマイルサポート

諫早市

小長井町牧 272-2

0957-34-3113

指定障害者相談支援センター まごころ

諫早市

福田町 23-3

0957-24-0202

居宅介護支援センター
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うきうきサポートセンター

諫早市

有喜町 537 番地 2

0957-28-3131

相談支援センター ロバの耳

諫早市

宇都町 5-37

0957-56-9968

相談支援事業所 未来図

諫早市

松里町 438

0957-28-3557

地域生活支援センター きぼう

諫早市

本野町１５４９番地１４

0957-25-9021

諫早市手をつなぐ相談支援事業所

諫早市

小船越町５５４番地７

0957-21-5500

児童（障害児）福祉施設等
※申請窓口：長崎こども・女性・障害者支援センター

〇福祉型障害児入所施設
知的障がいのある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な
知識技能を与えます。

名

称

所在地

電話番号

みのり園

長崎市平山町１２３１－３

０９５－８９８－４０８８

えぼし学園

佐世保市小舟町１７５８

０９５６－２５－２２３２

第四長崎慈光園あすなろ

東彼杵郡川棚町小串郷１９７４

０９５６－８２－２０８０

〇医療型障害児入所施設
重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させ、これを保
護するとともに、治療及び日常生活の指導を行います。

名

称

諫早療育センター

所在地
諫早市有喜町５３７－２

電話番号
０９５７－２８－３１３１

みさかえの園 総合発達医療
諫早市小長井町牧５７０番地１
福祉センター むつみの家

０９５７－３４－３１１３

みさかえの園 あゆみの家

０９５７－３４－３１１５

諫早市小長井町遠竹２７２７－３

（独）国立病院機構
長
長崎市桜木町６－４１
崎病院
長崎県立こども医療福祉セン
諫早市永昌東町２４－３
ター
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０９５－８２３－２２６１
０９５７－２２－１３００

関

係

団

体

社会福祉協議会
名称

代表者

住所

電話番号

社会福祉協議会

会

長

境川

秀生

愛野町乙１７３６－６

0957-36-3766

本部事務所

事務局長

丸田

則康

愛野町乙１７３６－６

0957-36-3766

国見事務所

事務長

本田

なぎさ

国見町土黒甲１０６３

0957-78-0596

瑞穂事務所

事務長

大塩

恵子

瑞穂町西郷辛６２１－７

0957-77-3670

吾妻事務所

事務長

塚田

久生

吾妻町大木場名６３

0957-38-3511

愛野事務所

事務長

矢﨑

昭子

愛野町乙４９３－６

0957-36-0071

千々石事務所

事務長

荒木

牧子

千々石町戊７６２

0957-37-2755

小浜事務所

事務長

宮本

祐貴

小浜町北本町１４－３

0957-75-0620

南串山事務所

事務長

長濱

千歳

南串山町乙２－１５

0957-88-2143

障がい者福祉団体
名称

代表者

住所

電話番号

雲仙市身体障害者福祉協会 竹馬

徹

小浜町北本町２５

0957-74-2034

雲仙市手をつなぐ育成会

寺田

髙德

瑞穂町伊福甲２１８

0957-77-3530

小浜地域精神障害者家族会
伊藤
「雲仙会」

武夫

南 島 原 市 有 家 町 石 田 8-46
南島原市社会福祉協議会内

0957-65-2888

障がい者ボランティア団体
団体名
ＮＰＯ法人
ふれあいステーション
社会福祉法人
雲仙市社会福祉協議会

代表者

電話番号

主な活動

立山

繁喜

0957-38-3085

声の広報等発行事業

境川

秀生

0957-36-3766

視覚障害者生活訓練
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保健福祉の総合相談
民生委員・児童委員
困っていることや悩んでいること、わからないことがありましたら、お近くの民
生委員・児童委員や障害者相談員までお気軽にご相談下さい。
〇

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣の委嘱を受け、社会奉仕の精神
をもって地域における社会福祉の増進に努めるため、地域住民の生活実態に即応し
たよりきめ細かな福祉活動の担い手として活動しています。なお、民生委員は、児
童福祉法に定める児童委員を兼ねています。
委員一人ひとりに担当する区或が定められており、現在１３６名の方が活動して
います。
〇

雲仙市民生委員児童委員協議会
所

在

地

雲仙市千々石町戊５８２
（雲仙市福祉事務所内）

電 話 番 号

ＦＡＸ

０９５７-３６-２５００

０９５７-３６-８９００

身体障害者相談員・知的障害者相談員
身体障害者相談員・知的障害者相談員は、市長から委嘱を受けて、障がいのある方
や家族の方のいろいろな相談業務に従事しています。秘密は守られ、関係する機関へ
連絡を取ってくれます。
Ｏ身体障害者相談員（平成３０年度）
氏

名

電話番号

担当町

担当地区

１

島田

一生

０９５７-７８-０６４３

国見町

多比良 地 区

３

林田

鈴子

０９５７-７８-３３６６

〃

神 代 地 区

４

川井

康弘

０９５７-７７-２２７３

瑞穂町

究

０９５７-３８-２５８６

吾妻町

５

西平

全
全

地
地

６

所

暁美

０９５７-３６-０２３２

愛野町

〃

７

山口

洋子

０９５７-３７-３０６０

千々石町

〃

８

竹馬

徹

０９５７-７４-２０３４

小浜町

９

奥村

時春

０９５７-７４-９４２４

〃
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区
区

富津・北野・北本町・
南本町地区
木指・雲仙・木場・山畑・
金浜・飛子地区

Ｏ知的障害者相談員（平成３０年度）
氏 名
電話番号

担当町名

担当地区

１

織田

かおる

０９５７-７８-１０４４

国 見 町

２

島田

由美子

０８０－１７６０－３５５７

瑞 穂 町

〃

３

原田

豊春

０９５７-３８-６２５３

吾 妻 町

〃

４

天野

早苗

０９５７-３６-２２１３

愛 野 町

〃

５

井上

由美

０８０-８３９６-６１４６

千々石町

〃

６

宮﨑

士朗

０９５７-７４-３８１３

小 浜 町

〃

７

山本

里美

０９５７-８８-２５２７

南串山町

〃
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全

地

区

官公庁等の相談窓口
社会福祉全般に関する相談
福祉事務所は、社会福祉全般の様々な問題について相談を受け、必要に応じて援助
や施設入所などの業務を行う窓口として福祉事務所内に設置されています。
課名

班名

主な業務内容

福祉班

市役所・各総合支所

民生委員、災害援護等
手帳交付、福祉サービス等

福 祉 課
高齢障害班

介護保険、高齢者福祉等
市役所総合窓口課
各総合支所地域振興課

保 護 課

保 護 班

こども
支援課

子育て支援班

保育所入所、児童手当等

子ども健康班

母子手帳、乳児検診等

健康
づくり課

生活保護

健康推進班

健（検）診、健康相談等

国民健康保険・国民年金に関する相談
国民健康保険や国民年金等に関する相談・問い合わせ等の窓口です。
課名

班名

業務内容

各総合支所

総合窓口課

保険年金班

国民健康保険給付、国民年金申請等

地域振興課

厚生年金に関する相談・問い合わせ
名称

諫早年金事務所

所在地

電話番号

諫早市栄田町
４７-３９

ねんきんダイヤル

年金請求等
０９５７－
０５７０-０５－１１６５
２５-１６６１ 年金受給者
０５７０-０７－１１６５

保健福祉全般に関する相談
公衆衛生の向上及び推進を図るため、広域的・専門的・技術的な対応が必要とされ
る難病対策、感染症対策等の対人保健サービス、食品衛生、環境衛生、医務・薬務等
における監視及び指導等の対物保健サービスを実施する総合拠点です。
名称
所在地
電話番号
長崎県県南保健所

島原市新田町３４７－９
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０９５７－６２－３２８９

税の控除や減免に関する相談・問い合わせ
所得税・相続税・贈与税・消費税・地方消費税・事業税などの国税
名称
所在地
電話番号
島原税務署

島原市弁天町１丁目７４０３

自動車税・自動車取得税などの県税
諫早市永昌東町９番２６号
県央振興局税務部
ニューウインドウビル２階
市県民税・軽自動車税など
雲仙市役所１階
税務課国保市民税班
吾妻町牛口名７１４

０９５７－６２－３２８１

０９５７－２２－０５０８

０９５７－３８－３１１１

視覚・聴覚に障がいがある方の相談
情報センターは、視覚や聴覚に障がいのある方が知りたい情報や、生活に役立つ情
報をいつでも手に入れることができる施設です。
名称
所在地
電話番号
視覚障がい者への情報提供
視覚・聴覚障害者情
０９５-８４６-９０２１
長崎市橋口町１０－２２
報センター
聴覚障がい者への情報提供
０９５-８４７-２６８１

就労に関する相談
仕事を探している方に、その方の能力に適当な職業を斡旋したり、人を求めている
事業所に、その必要とする労働力を充足するための職業紹介事業を行っています。
また、必要な職業指導や雇用保険の失業給付等の業務も行っています。
名称
所在地
電話番号
電話番号
０９５７－２１-８６０９
ハローワーク諫早
諫早市幸町４－８
ファックス情報サービス
０９５７－２３-５００４
長崎県障害者職業セ
ンター
県南障害者就業・生
活支援センターぱれ
っと
長崎障害者就業・生
活支援センターぱれ
っと

長崎市茂里町３－２６

０９５－８４４－３４３１

島原市片町５７８番地８

０９５７－７３－９５６０

諫早市幸町２－１８

０９５７－３５－４８８７
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こども・女性・障害者に関する相談
支援センターは、こども、女性、障がいのある方やそのご家族の支援を総合的に行
うための相談窓口です。こども、女性、障害者に関する様々な問題に専門のスタッフ
が協力して相談におこたえします。
名称
所在地
電話番号

長崎県長崎こども・女性・
長崎市橋口町１０－２２
障害者支援センター

こどもに関する相談
０９５-８４４-６１６６
女性の相談
０９５-８４６-０５６０
身体障害関係
０９５-８４６-８９０５
知的障害関係
０９５-８４４-６２５０
精神障害関係・心の相談
０９５-８４６-５１１５

障がいに関する相談
「障がいのことについて、どこに相談すればいいのかわからない」、「障がい者が利用
できるサービスは何かあるのか知りたい」、「障がい者のためのサービスを提供してい
る事業所がどこにあるんだろう」
こんなとき、障がいのある方やご家族の方が気軽に相談できる場所として『障害者
相談支援事業所』があります。
身体・知的や精神の障がいのことについて専任の相談員が対応します。まずは相談
してみませんか。
名称
所在地、電話番号 等
相談内容

障害者相談支援事業
所「はあと」
（社会福祉法人
南高愛隣会）

愛野町乙４９３番地６
電話番号
０９５７－３６－３８５０
FAX
０９５７－３６－３８５１
利用時間／月～金曜日
（祝祭日を除く）
午前８時３０分～午後５時

ピアサポート
うんぜん

代表 草野 友一
電話 090-3419-4134
E-mail
Piasapo.unzen@gmail.com

- 79 -

・障害者手帳の申請や制度利用につい
て
・ホームヘルプ、短期入所や自立訓練
などのサービスの申請方法や利用に
ついての情報提供
・生活や介護に関する相談
・専門機関の紹介
・虐待防止及び早期発見のための関係
機関との連絡調整など

・不登校、引きこもりについて

関係資料
転居の際の市役所での手続き一覧
市内転居
区

分

市外への引越し

雲仙市役所にて
(本庁、福祉事務所・各支所)
窓口

身体障害
者手帳

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

雲仙市役所にて
(本庁、福祉事務所・各支所)

書類など

窓口

書類など

転居先市町
村役場にて
書類など

手帳

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

手帳

療育手帳

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

手帳

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

手帳、県外は
印鑑

精神障害
者保健福
祉手帳

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

手帳

転出先で手続き

手帳、印鑑

福祉医療

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

受給者証

市役所総合窓口課
福祉課福祉班
各支所地域振興課

転出前ま
での医療
費申請
書、印鑑

印鑑、保険
証、口座番
号、雲仙市所
得証明書

介護保険
要介護認
定

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

介護保険証

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

介護保険
証

雲仙市受給
資格証明書

児童扶養
手当

市役所総合窓口課
子ども支援課子育て 印鑑
支援班
受給証書
各支所地域振興課

市役所総合窓口課
子ども支援課子育て 県外は印
支援班
鑑
各支所地域振興課

特別児童
扶養手当

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

印鑑
手当証書

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

県外は印
鑑

特別障害
者手当

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

印鑑

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

印鑑

印鑑、□座番
号

障害児福
祉手当

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

印鑑

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

印鑑

印鑑、□座番
号

印鑑

市役所総合窓口課
福祉課高齢障害班
各支所地域振興課

印鑑

印鑑、□座番
号

市役所総合窓口課

経過的福
福祉課高齢障害班
祉手当
各支所地域振興課
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印鑑、受給証
書県外は転
居先の住民
票
印鑑、手当証
書県外は転
居先の住民
票

障がい者福祉団体に加入されませんか
身体障害者福祉協会
雲仙市身体障害者福祉協会は、市内に在住されている障がいのある方が任意で加入
している団体です。会として様々な行事等を行うことにより、会員の親睦を深め、障
がい者福祉の向上に努めております。
旧町にそれぞれ支部があり、ゲートボール、グランドゴルフ、ユニカールや研修会
などを行い、ボランティアフェスティバルや福祉スポーツ大会へも積極的に参加して
おります。
あなたも雲仙市身体障害者福祉協会に加入しませんか。詳しいことは下記へお尋ね
ください。
雲仙市身体障害者福祉協会
会 長
竹 馬 徹
電話 ０９５７－７４－２０３４

手をつなぐ育成会
雲仙市手をつなぐ育成会は、知的に障がいのある方とその保護者の会です。この会
は、知的に障がいのある方を育成援護し、その教育の振興と福祉の向上をはかると共
に、会員相互の親睦と教養を高めることを目的に活動しています。
各町にそれぞれ支部があり、知的に障がいのある子どもの保護者が共に手をつなぎ、
各種研修会やゆうあいスポーツ大会、レクレーションなどを行っております。
加入についての詳しいことは、下記へお尋ねください。
雲仙市手をつなぐ育成会
会 長
寺田 髙德
電話 ０９５７－７７－３５３０

小浜地域精神障害者家族会「雲仙会」
小浜地域精神障害者家族会「雲仙会」は、同じ悩みを持つもの同士が、語り合い、
励ましあい、助け合うために月１回の定例会を開催しています。
また、家族が正しい知識と接し方を身につけるための学習会や、地域社会への理解
を広げる活動を行っています。
加入についての詳しいことは、下記へお尋ねください。
小浜地域精神障害者家族会「雲仙会」
会 長 伊藤 武夫
電話 ０９５７－６５－２８８８
（事務局：南島原市社会福祉協議会内）
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