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１ 相談支援 
 
■相談支援事業所 
障がいのある方やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護

のために必要な援助を行います。 
新得町では、北海道から指定を受けた事業者に委託をして相談支援事業を行っています。

どうぞお気軽にご相談ください。 
事業者名 事業者住所 電話番号 

十勝障がい者支援センター
〒080-0025
帯広市西１５条南１６丁目２－４
（十勝障がい者サポートハウスイラ
ンカラプテ内）

電話０１５５-２８-７５９９
FAX０１５５-２８-７６４６

ケアプランセンターしんとく社協 
〒081-0013 
新得町３条南３丁目５
（保健福祉センターなごみ内） 

電話64-0533（内線229） 
FAX64-0534 

 
■障がい者相談の日 
 相談支援事業所の相談支援専門員や保健師、関係する窓口の担当者等が、障がいに関する
相談を受け付けています。 
【相談日】 
日程の変更がある場合は「お知らせ号しんとく」や「広報カレンダー」でお知らせします。 

名 称 実施時期 場 所 内容等 

障がいに関する相談 
第１・第３木曜日 
10：00～12：00 
偶数月第３木曜日は屈足支所 

保健福祉センター
なごみ相談室 
屈足支所相談室 

障がいのある方やその保護
者、介護者などからの相談 

 
■町の相談窓口 
上記の相談支援事業所、相談日以外にも相談を受け付けています。 

【窓口】 
場 所 主な援護 電話番号 内容等 

障がい全般 64-0533（内線 223） 身体・知的・精神障がい者などの手帳や福祉サービス、施設入所などの相談 
母子保健等 64-0533（内線 226） 乳幼児・児童の育児やこころの相談 

保健福祉センターなごみ
 
保健福祉課福祉係
保健福祉課健康推進係 
保健福祉課在宅支援係 介護保険 64-0533（内線 227） 寝たきりや認知症、虚弱などにより介護を必要とする方への相談
子ども発達支援センター
（子育て支援センターなかよし） 子育て支援 ６４－６９４０ 児童の育児やこころの相談

 

障がいのある人のために 
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■地域における相談窓口 
【障がい者相談員】 
町内には、道から委嘱された身体障がい者相談員や知的障がい者相談員が配置され、障が

いのある方からの相談にのり、必要な助言や支援活動を行っています。 
障がい種別 氏    名 電話番号 
身 体 定 好 康 江 64-6411 
知 的 今 井 俊 一 64-6959 

 
【民生委員・児童委員】 
町内の各地域には、２４名の民生委員児童委員が配置され、それぞれの地区の方々からの

相談に応じたり、必要な助言や情報の提供等を行っています。 
 

■国や道など公的機関の窓口 
関係機関名 電話番号 主な援護 内容 

帯広労働基準監督署 
帯広市西6条南7丁目 0155-22-8100 労災保険 労災等に関する相談を行っています。 

帯広年金事務所 
帯広市西1条南1丁目 0155-65-5001 社会保険 

厚生年金 
社会保険、厚生年金（障がい年金）関係の
相談、申請などの受付等を行っています。 

十勝保健福祉事務所 
(帯広保健所) 
帯広市東3条南3丁目 

0155-27-8704 
0155-27-8638 保健衛生 

精神障がい等に関する相談や指導、発生の
予防から医療保護、社会復帰の促進など、
多様な業務を行っています。 

帯広公共職業安定所 
帯広市西5条南5丁目 0155-23-8296 就  労 障がい者の職業相談や紹介などを行ってい

ます。 
帯広児童相談所 
帯広市東2条南24丁目 0155-22-5100 児童福祉 

全  般 
養護相談・保健相談・障がい相談・非行相
談・育成相談・その他相談 

十勝障がい者支援センター 
帯広市西15条南16丁目2-4 0155-28-7599 総合相談 

障がいのある方が地域で安心して生活でき
るよう、年齢・障がい種別を超えて総合的
な支援を行っています。 

帯広生活支援センター 
帯広市西6条南6丁目3ｿﾈﾋﾞﾙ2F 0155-23-6703 精神障がい 精神障がいを持つ方へ日常生活から就労などの様々な相談を行っています。 
十勝地域障がい者就業・ 
生活支援センターだいち 
帯広市西6条南6丁目3ｿﾈﾋﾞﾙ2F 

0155-23-6703 就  労 
就業や日常生活上の支援を必要とする障が
い者に対し、窓口での相談や職場・家庭訪
問等により指導、相談を実施しています。 
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■障がいに関する専門的な相談窓口 
 
【北海道立心身障がい者総合相談所】 
身体障がいや知的障がいのある方について、幅広く相談に応じ、医学的、心理的、職能的

な見地から総合的に検査･判定を行う機関です。各市町村を通じて、補装具、自立支援医療（更
生医療)、療育手帳の判定を行うほか、必要に応じて各地で巡回相談も実施しています。また、
ご本人やご家族からの専門的な相談も直接受け付けています。 
 
所在地 札幌市円山西町2丁目1-1 
電話 011-613-5402 
FAX 011-613-4892 
e-mail douritu.sougousou@pref.hokkaido.lg.jp 
 
【精神保健福祉センター】 
精神疾患、発達障がい、高次脳機能障がい、摂食障がい、依存症等に関する相談に応じる

とともに各種グループ支援などの活動を行っています。 
 
所在地 札幌市白石区本通16丁目北6番34号 
電話 011-864-7000 
<こころの相談窓口> 
相談時間 月～金 9：00-17：00 
電話 011-864-7000 
 
【発達障がい者支援センター】 
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がいや、学習障がい（LD）、注意欠陥

多動性障がい（ADHD）その他これに類する発達障がいに関するさまざまな相談に応じてい
ます。 
 
<道東エリア> 
名称 きら星 
所在地 帯広市西25条南4丁目9地域交流ホーム「虹」内 
電話 0155-38-8751 
FAX 0155-37-5783 
e-mail kiraboshi@alpha.ocn.ne.jp 
開設時間 月～土 9：00-17：00 
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■成年後見人制度 
成年後見人制度は、20歳以上で障がいや加齢などの理由により、自分の財産の管理や病院、

福祉施設等への入退所についての契約を行うことが困難であるなど判断能力が不十分な方々
を保護し支援する制度です。 
 

内 容 

財産管理や福祉サービスの契約などを親族に代って支援する制度です。 
例・使うはずもない高額な健康器具などを頼まれるとつい買ってしまう。 
・両親が死亡した後、知的障がいを持つ子どもの将来が心配。 
・寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが他の兄弟から疑われる。 

 
～判断能力に応じて区分されます～ 
区  分 本人の判断能力 援助者 
後  見 全くない 成年後見人 
保  佐 特に不十分 保佐人 
補  助 不十分 補助人 

監督人を選任することが
あります。 

任意後見 本人が、認知症状の発症や進行に備えて、あらかじめ財産管理
等の事務を選任する場合  

申立先 釧路家庭裁判所帯広支部 帯広市東8条南9丁目1番地 電話 ０１５５－２３－５１４１ 
問合先 保健福祉課在宅支援係（保健福祉センターなごみ） 電話64-0533（内線223） 

 
 
■日常生活自立支援事業 
在宅で生活している高齢の方や障がいのある方の権利と財産を守り、地域で安心して自立

した生活を送れるよう、暮らし、福祉などに関する相談に対応し支援を行っています。 
 

内 容 

１ 福祉サービスについての情報提供、助言。 
２ 福祉サービスを利用したいときの利用手続きのお手伝い。 
（申込みの手続きへの同伴、代行、契約締結など） 

３ 公共料金の支払いや年金の受け取りの確認など、日常的な金銭管理の 
お手伝い。 

４ 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続きのお手伝い。 
５ 通帳、権利証、印鑑などの保管のお手伝い。 

利用料 １回（１時間程度）の利用で、１，２００円と生活支援員の交通費 
（生活保護受給者は無料） 

問合先 
・北海道地域福祉生活支援センター十勝地区センター 

帯広市東３条南３丁目 十勝総合振興局内 電話 ０１５５－２０－２９４１ 
 

・新得町社会福祉協議会（保健福祉センターなごみ）電話64-0533（内線228） 
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２ 障がい者手帳 
 
■身体障がい者手帳 
視覚、聴覚又は平衡機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸

器、小腸、排便排尿、免疫、肝臓機能など永続する障がいを有する方に、その程度（29ペー
ジ～31ページ身体障がい者程度等級表）により1級から６級までの手帳が交付されます。 
【申請に必要な書類】 
（１）身体障がい者手帳交付申請書（用紙は保健福祉課福祉係および屈足支所にあります） 
（２）身体障がい者診断書・意見書 
（３）写真（縦4cm×横3cm）1 枚 
（４）印鑑（シャチハタ不可） 
【申請場所】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 
 
■療育手帳 
知的障がい者の方に、その程度（32ページ療育手帳の障がい程度）が重度の場合は「Ａ」、

中・軽度の場合には「Ｂ」の手帳が交付されます。 
【申請に必要な書類】 
（１）療育手帳交付申請書（用紙は保健福祉課福祉係および屈足支所にあります） 
（２）写真（縦4cm×横3cm）1 枚 
（３）印鑑（シャチハタ不可） 
※１８歳未満は児童相談所の判定、１８歳以上は北海道立心身障がい者総合相談所の判定を
事前に受けることが必要です。 

【申請場所】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 
 
■精神障がい者保健福祉手帳 
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制

約がある方に、その障がいの程度（32ページ～33ページ）精神障がい者保健福祉手帳障がい
等級判断基準）に応じて１級から３級までの手帳が交付されます。 
【申請に必要な書類】 
（１）精神障がい者保健福祉手帳交付申請書 

（用紙は保健福祉課福祉係および屈足支所にあります） 
（２）診断書（障がい年金を受給している場合は年金証書・年金裁定通知書および直近の年金

振込通知書の写しで代用可） 
（３）写真（縦4cm×横3cm）1 枚 
（４）印鑑（シャチハタ不可） 
【申請場所】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 
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■身体障がい者程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号） 
 
〔注意〕 
・同一の等級について２つの重複する障がいがある場合は、１級上の級とする。ただし、２つの重複
する障がいが特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。 

・肢体不自由においては、７級に該当する障がいが２以上重複する場合は、６級とする。ただし、７
級の一項目のみでは、障がい手帳の認定はされない。 

・異なる等級について２以上の重複する障がいがある場合については、障がいの程度を勘案して当該
等級より上の級とすることができる。 

・「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上
を欠くものをいう。 

・「指の機能障がい」とは、中手指節関節以下の障がいをいい、おや指については、対抗運動障がい
をも含むものとする。 

・上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の
高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。 

・下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 
・ は、第1種身体障がい者の範囲 
【視覚障がい】 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 
①両眼の視力の
和が０.２以上
０.０４以下の
もの 

①両眼の視力の
和が０.０５以
上０.０８以下
のもの 

①両眼の視力の
和が０.０９以
上０.１２以下
のもの 

①両眼の視力の
和が０.1３以上
０.２以下のも
の 

両眼の視力の和
が０.０１以下
のもの 

②両眼の視野が
それぞれ１０度
以内でかつ両眼
による視野につ
いて視能率によ
る損失率が９５
パーセント以上
のもの 

②両眼の視野が
それぞれ１０度
以内でかつ両眼
による視野につ
いて視能率によ
る損失率が９０
パーセント以上
のもの 

②両眼の視野が
それぞれ１０度
以内のもの 

②両眼による視
野の１/２以上
が欠けているも
の 

一眼の視力が
０.０２以下他
眼の視力が０.
６以下のもので
両眼の視力の和
が０.２を超え
るもの 

 
【聴覚障がい・平衡機能障がい】 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 
①両耳の聴力レベ
ルがそれぞれ８０
ｄＢ以上のもの 

①両耳の聴力レベ
ルがそれぞれ７０
ｄＢ以上のもの 

両耳の聴力レベル
がそれぞれ１００
ｄＢ以上のもの 

両耳の聴力レベル
がそれぞれ９０ｄ
Ｂ以上のもの ②両耳による普通

話声の最良の語音
明瞭度が５０％以
下のもの 

 ②一側耳の聴力レ
ベルが９０ｄＢ以
上、他側耳の聴力レ
ベルが５０ｄＢ以
上のもの 

 平衡機能の極めて
著しい障がい  平衡機能の著しい

障がい  

 
【音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい】 

３級 ４級 
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい 
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【肢体不自由 上肢】 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

①両上肢の機能
を全廃したもの 

①両上肢の機能
の著しい障がい 

①両上肢のおや
指およびひとさ
し指を欠くもの 

①両上肢のおや
指を欠くもの 

①両上肢のおや
指の機能の著し
い障がい 

①一上肢のおや
指の機能の著し
い障がい 

①一上肢の機能
の軽度の障がい 

②両上肢のすべ
ての指を欠くも
の 

②両上肢のおや
指およびひとさ
し指の機能を全
廃したもの 

②両上肢のおや
指の機能を全廃
したもの 

②一上肢の肩関
節、肘関節又は
手関節のうち、
いずれかの一関
節の機能の著し
い障がい 

②ひとさし指を
含めて一上肢の
二指を欠くもの 

②一上肢の肩関
節、肘関節又は
手関節のうち、
いずれか一関節
の機能の軽度の
障がい 

③一上肢を上腕
の１/２以上欠
くもの 

③一上肢の機能
の著しい障がい 

③一上肢の肩関
節、肘関節又は
手関節のうち、
いずれか一関節
の機能を全廃し
たもの 

③一上肢のおや
指を欠くもの 

③一上肢の手指
の機能の軽度の
障がい 

④一上肢のすべ
ての指を欠くも
の 

④一上肢のおや
指およびひとさ
し指を欠くもの 

④一上肢のおや
指の機能を全廃
したもの 

④ひとさし指を
含めて一上肢の
二指の機能の軽
度の障がい 

⑤一上肢のおや
指およびひとさ
し指の機能を全
廃したもの 

⑤一上肢のおや
指およびひとさ
し指の機能の著
しい障がい 

⑤一上肢のなか
指、くすり指お
よび小指を欠く
もの 

⑥おや指又はひ
とさし指を含め
て一上肢の三指
を欠くもの 
⑦おや指又はひ
とさし指を含め
て一上肢の三指
の機能を全廃し
たもの 

②両上肢を手関
節以上に欠くも
の 

④一上肢の機能
を全廃したもの 

⑤一上肢のすべ
ての指の機能を
全廃したもの 

⑧おや指又はひ
とさし指を含め
て一上肢の四指
の機能の著しい
障がい 

⑥おや指又はひ
とさし指を含め
て一上肢の三指
の機能の著しい
障がい 

③ひとさし指を
含めて一上肢の
二指の機能を全
廃したもの 

⑥一上肢のなか
指、くすり指お
よび小指の機能
を全廃したもの 

 
【肢体不自由 下肢】 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

①両下肢の機能
を全廃したもの 

①両下肢の機能
の著しい障がい 

①両下肢をショ
ッパー関節以上
を欠くもの 

①両下肢のすべ
ての指を欠くも
の 

①一下肢の股関
節又は膝関節の
機能の著しい障
がい 

①一下肢をリス
フラン関節以上
欠くもの 

①両下肢のすべ
ての指の機能の
著しい障がい 

②一下肢を大腿
の１/２以上で
欠くもの 

②両下肢のすべ
ての指の機能を
全廃したもの 

②一下肢の足関
節の機能を全廃
したもの 

②一下肢の機能
の軽度の障がい 

③一下肢を下腿
の１/２以上で
欠くもの 

③一下肢の股関
節、膝関節又は
足関節のうち、
いずれか一関節
の機能の軽度の
障がい 

④一下肢の機能
の著しい障がい 

④一下肢のすべ
ての指を欠くも
の 

⑤一下肢の股関
節又は膝関節の
機能を全廃した
もの 

⑤一下肢のすべ
ての指の機能を
全廃したもの 

②両下肢を大腿
の１/２以上で
欠くもの 

②両下肢を下腿
の１/２以上で
欠くもの ③一下肢の機能

を全廃したもの 

⑥一下肢が健側
に比して１０ｃ
ｍ以上又は健側
の長さ１/１０
以上短いもの 

③一下肢が健側
に比して５ｃｍ
以上又は健側の
長さの１/１５
以上短いもの 

②一下肢の足関
節の機能の著し
い障がい 

⑥一下肢が健側
に比して３ｃｍ
以上又は健側の
長さ１/２０以
上短いもの 
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【肢体不自由 体幹】 
１級 ２級 ３級 ５級 

①体幹の機能障がいによ
り座位又は起立位を保つ
ことが困難なもの 体幹の機能障がいにより

座っていることができな
いもの ②体幹の機能障がいによ

り立ち上がることが困難
なもの 

体幹の機能障がいにより
歩行が困難なもの 

体幹の機能の著しい障が
い 

 
【乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい】 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 
不随意運動・失
調等により上
肢を使用する
日常生活動作
がほとんど不
可能なもの 

不随意運動・失
調等により上
肢を使用する
日常生活動作
が極度に制限
されるもの 

不随意運動・失
調等により上
肢を使用する
日常生活動作
が著しく制限
されるもの 

不随意運動・失
調等による上肢
の機能障がいに
より社会での日
常生活活動が著
しく制限される
もの 

不随意運動・失
調等による上
肢の機能障が
いにより社会
での日常生活
活動に支障が
あるもの 

不随意運動・失
調等により上
肢の機能の劣
るもの 

上肢に不随意
運動・失調等を
有するもの 

不随意運動・失
調等により歩
行が不可能な
もの 

不随意運動・失
調等により歩
行が極度に制
限されるもの 

不随意運動・失
調等により歩
行が家庭内で
の日常生活に
制限されるも
の 

不随意運動・失
調等により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの 

不随意運動・失
調等により社
会での日常生
活活動に支障
があるもの 

不随意運動・失
調等により移
動機能の劣る
もの 

下肢に不随意
運動・失調等を
有するもの 

 
【心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能障がい 
若しくは免疫機能障がい】 

障がい １級 ２級 ３級 ４級 

心臓 
心臓の機能の障がいに
より自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限
されるもの 

 
心臓の機能の障がいに
より家庭内での日常生
活活動が著しく制限さ
れるもの 

心臓の機能の障がいに
より社会での日常生活
活動が著しく制限され
るもの 

じん臓 
じん臓の機能の障がい
により自己の身辺の日
常生活活動が極度に制
限されるもの 

 
じん臓の機能の障がい
により家庭内での日常
生活活動が著しく制限
されるもの 

じん臓の機能の障がい
により社会での日常生
活活動が著しく制限さ
れるもの 

呼吸器 
呼吸器の機能の障がい
により自己の身辺の日
常生活活動が極度に制
限されるもの 

 
呼吸器の機能の障がい
により家庭内での日常
生活活動が著しく制限
されるもの 

呼吸器の機能の障がい
により社会での日常生
活活動が著しく制限さ
れるもの 

ぼうこう若しくは
直腸 

ぼうこう又は直腸の機能
の障がいにより自己の身
辺の日常生活活動が極度
に制限されるもの 

 
ぼうこう又は直腸の機
能の障がいにより家庭
内での日常生活活動が
著しく制限されるもの 

ぼうこう又は直腸の機
能の障がいにより社会
での日常生活活動が著
しく制限されるもの 

小腸 
小腸の機能の障がいに
より自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限
されるもの 

 
小腸の機能の障がいに
より家庭内での日常生
活活動が著しく制限さ
れるもの 

小腸の機能の障がいに
より社会での日常生活
活動が著しく制限され
るもの 

免疫機能 
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障
がいにより日常生活が
ほとんど不可能なもの 

ヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障
がいにより日常生活が
極度に制限されるもの 

ヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障
がいにより日常生活活
動が著しく制限される
もの 

ヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障
がいにより社会での日
常生活活動が著しく制
限されるもの 

肝臓機能 
肝臓の機能の障がいに
より日常生活がほとん
ど不可能なもの 

肝臓の機能の障がいに
より日常生活が極度に
制限されるもの 

肝臓の機能の障がいに
より日常生活活動が著
しく制限されるもの 

肝臓の機能の障がいによ
り社会での日常生活活動
が著しく制限されるもの 
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■療育手帳の障がい程度 
区  分 内      容 

Ａ判定（重度） 

知能指数がおおむね３５以下で、日常生活に常時介護を要し、下
記のいずれかに該当する方 
（１）食事・着脱衣・排便!"#洗面など日常生活に介護を必要と 
   し、社会生活への適応が著しく困難である方 
（２）頻繁なてんかん様発作、又は失禁・異食・寡動その他の問題 
   行動を有し監護を必要とする方 
（３）盲・ろうあ、又は肢体不自由を有する方であって知能指数が 
   おおむね５０以下である方 

Ｂ判定（中・軽度） 上記以外の知的障がいの方 

※障がい程度は日常生活、社会生活などの能力を総合的に判断するため、知能指数だけで
は一概に区分できません。 

※判定は北海道心身障がい者総合相談所又は帯広児童相談所にて行います。 

 
■精神障がい者保健福祉手帳障害等級判断基準 

障がいの状態 障がい等級 
精神疾患（機能障がい）の状態 能力障がいの状態 

 
１級（精神障がい
であって、日常生
活の用を弁ずる
ことを不能なら
しめる程度のも
の） 

 
１ 統合失調症によるものであっては、高

度の残遺状態又は高度の病状がある
ため、高度の人格変化、思考障がい、
その他妄想・幻覚等の異常体験がある
もの。 

２ そううつ病（気分（感情）障がい）に
よるものにあっては、高度の気分、意
欲・行動および思考の障がいの病相期
があり、かつ、これらが持続したり、
ひんぱんに繰り返したりするもの。 

３ 非定型精神病によるものであっては、
残遺状態又は病状が前記１、２に準じ
るもの。 

４ てんかんによるものにあっては、ひん
ぱんに繰り返す発作又は知能障がい
その他の精神神経症状が高度である
もの。 

５ 中毒精神病によるものにあっては、認
知症その他の精神神経症状が高度な
もの。 

６ 器質精神病によるものにあっては、認
知症その他の精神神経症状が高度な
もの。 

７ その他の精神疾患によるものにあっ
ては、上記の１～６に準ずるもの。 

 
１ 調和のとれた適切な食事摂取

ができない。 
２ 洗面、入浴、更衣、清掃など

の身辺の清潔保持ができな
い。 

３ 金銭管理能力がなく、計画的
で適切な買物ができない。 

４ 通院・服薬を必要とするが、
規則的に行うことができな
い。 

５ 家族や知人・近隣等の適切な
意思伝達ができない。協調的
な対人関係を作れない。 

６ 身辺の安全を保持したり、危
機的状況に適切に対応できな
い。 

７ 社会的手続きをしたり、一般
の公共施設を利用することが
できない。 

８ 社会情勢や趣味・娯楽に関心
がなく、文化的社会的活動に
参加できない。 

（上記１～８のうちいくつかに該
当するもの） 
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障がいの状態 障がい等級 
精神疾患（機能障がい）の状態 能力障がいの状態 

 
２級（精神障がい
であって、日常生
活が著しく制限
を受けるか、又は
日常生活に著し
い制限を加える
ことを必要とす
る程度のもの） 

 
１ 統合失調症によるものであっては、

残遺状態又は病状があるため、人格
変化、思考障がい、その他妄想・幻
覚等の異常体験があるもの。 

２ そううつ病（気分（感情）障がい）
によるものにあっては、気分、意
欲・行動および思考の障がいの病相
期があり、かつ、これらが持続した
り、ひんぱんに繰り返したりするも
の。 

３ 非定型精神病によるものであって
は、残遺状態又は病状が前記１、２
に準じるもの。 

４ てんかんによるものにあっては、ひ
んぱんに繰り返す発作又は知能障
がいその他の精神神経症状がある
もの。 

５ 中毒精神病によるものにあっては、
認知症その他の精神神経症状があ
るもの。 

６ 器質精神病によるものにあっては、
認知症その他の精神神経症状があ
るもの。 

７ その他の精神疾患によるものにあ
っては、上記の１～６に準ずるも
の。 

 
１ 調和のとれた適切な食事摂取が

援助なしにはできない。 
２ 洗面、入浴、更衣、清掃などの

身辺の清潔保持は援助なしには
できない。 

３ 金銭管理能力がなく、計画的で
適切な買物は援助なしにはでき
ない。 

４ 通院・服薬を必要とするが、規
則的に行うことが援助なしには
できない。 

５ 家族や知人・近隣等と適切な意
思伝達や協調的な対人関係づく
りは援助なしにはできない。 

６ 身辺の安全保持や危機的状況で
の適切な対応は援助なしにはで
きない。 

７ 社会的手続きや一般の公共施設
の利用は援助なしにはできな
い。 

８ 社会情勢や趣味・娯楽に関心が
薄く、文化的社会的活動への参
加は援助なしにはできない。 

（上記１～８のうちいくつかに該当
するもの） 

 
３級（精神障がい
であって、日常生
活若しくは社会
生活が制限を受
けるか、又は日常
生活若しくは社
会生活に制限を
加えることを必
要とする程度の
もの） 

 
１ 統合失調症によるものであっては、

残遺状態又は病状があり、人格変化
の程度は著しくはないが、思考障が
い、その他妄想・幻覚等の異常体験
があるもの。 

２ そううつ病（気分（感情）障がい）
によるものにあっては、気分、意
欲・行動および思考の障がいの病相
期があり、その症状は著しくはない
が、これらが持続したり、ひんぱん
に繰り返したりするもの。 

３ 非定型精神病によるものであって
は、残遺状態又は病状が前記１、２
に準じるもの。 

４ てんかんによるものにあっては、発
作又は知能障がいその他の精神神
経症状があるもの。 

５ 中毒精神病によるものにあっては、
認知症は著しくないが、その他の精
神神経症状があるもの。 

６ 器質精神病によるものにあっては、
認知症は著しくないが、その他の精
神神経症状があるもの。 

７ その他の精神疾患によるものにあ
っては、上記の１～６に準ずるも
の。 

 
１ 調和のとれた適切な食事摂取は

自発的に行うことができるがな
お援助を必要とする。 

２ 洗面、入浴、更衣、清掃などの
身辺の清潔保持を自発的に行う
ことができるがなお援助を必要
とする。 

３ 金銭管理能力や計画的で適切な
買物はおおむねできるがなお援
助を必要とする。 

４ 規則的な通院・服薬はおおむね
できるがなお援助を必要とす
る。 

５ 家族や知人・近隣等と適切な意
思伝達や協調的な対人関係づく
りは十分とはいえず不安定であ
る。 

６ 身辺の安全保持や危機的状況で
の対応はおおむね適切である
が、なお援助を必要とする。 

７ 社会的手続きや一般の公共施設
の利用はおおむねできるが、な
お援助を必要とする。 

８ 社会情勢や趣味・娯楽に関心が
あり、文化的社会的活動にも参
加するが、なお十分とはいえず
援助を必要とする。 

（上記１～８のうちいくつかに該当
するもの） 
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■手帳に関する届出について 
内 容 手続き 必要なもの 

住所・氏名が変わったとき 手帳の記載事項を変更します。 手帳、印鑑 

障がいの程度が変わったとき 
手帳を再交付します。 
※知的障がい（療育手帳）の場
合は、児童相談所および総合相
談所での判定が必要です 

【身体障がい】 
手帳・診断書・写真・印鑑 
【精神障がい】 
手帳、診断書（障がい年金受給
の場合は年金証書等）、写真、
印鑑 

手帳を紛失・破損したとき 手帳の再交付をします。 手帳（破損の場合のみ）、印鑑、 
写真 

手帳の交付を受けている方が 
亡くなったとき障害に該当し
なくなったとき 

手帳を返還していただきます。 手帳、印鑑 

手帳の有効期限が近づいたと
き（精神手帳のみ） 有効期間の更新をします。 

新規の申請のときと同じです
（2年毎の更新手続きが必要で
す） 

 

■介護保険制度との関係について 
介護サービスの多くが介護保険のサービスへと移行しました。このサービスを利用できる

方は、６５歳以上で介護が必要であると認定を受けた方、又は４０歳以上６５歳未満で下記
の特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された方です。 
したがって、各障がい者手帳をお持ちの方もこれに該当する場合は、介護保険のサービス

を利用していただくことになります。ただし、介護保険のメニューにないサービスについて
は、引き続き各障がい者福祉制度のサービスを利用することができます。 
 
特定疾病（１６種類）とは 
がん末期 閉塞性動脈硬化症 

初老期の認知症 慢性閉塞性肺疾患 

脳血管疾患（脳出血、脳梗塞など） 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴
う変形性関節症 

筋萎縮性側索硬化症 関節リウマチ 

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症お
よびパーキンソン病 後縦靱帯骨化症 

脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 

多系統萎縮症 骨折を伴う骨粗しょう症 

糖尿病の合併症（網膜症・腎症・神経障がい） 早老症 
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３ 装具や用具の給付 
 
■補装具の給付・修理 
身体障がい者手帳を所持している方に対し、身体の失われた機能を補い、日常生活や職場

生活を容易にするため、補装具を購入・修理する際の費用の支給を行います。 
 

区 分 内    容 
視覚障がい 盲人安全杖、義眼、眼鏡 

聴覚障がい 補聴器 

音声・言語障がい 重度障がい者用意思伝達装置 

肢体不自由 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、
座位保持装置等 

種  目 

内部障がい 車いす、電動車いす 

自己負担 

 
１割負担 
※世帯の住民税課税額により月額自己負担上限が設けられます。 
区分 対象となる方 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯の方 

低所得１ 住民税非課税世帯で本人の収入が 
年８０万円以下の方 

低所得２ 住民税非課税世帯で、低所得１以外の方 

０円 

一  般 住民税課税世帯の方 ３７，２００円 
※世帯の中に住民税所得割額４６万円以上の方がいる場合は全額自己負担 

持参するもの ①身体障がい者手帳 ②医師の意見書（必要のない種目もあります） 
③業者の見積書 ④印鑑 

申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 

 
（１）医師の意見書用紙は、保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所にありま 
   す。 
（２）労災の適用になった方は種目によっては、交付できないことがあります。 

（労災⇒労働基準監督署） 
（３）既製品の車いす・歩行器・歩行補助杖は介護保険の保険給付が優先されます。 
（４）けがや病気の治療上、医療機関等で装具等を作成した場合は、治療用装具として取り扱 
   われます。 
（５）それぞれの補装具には耐用年数が定められており、耐用年数内は原則再交付ができませ 
   ん。 
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■日常生活用具の給付 
重度の心身障がい児・者の日常生活上の不便を補うため、日常生活用具を購入する際の費

用の支給を行います。 
区 分 内    容 

自己負担 

 
１割負担 
 
※世帯の住民税課税額により月額自己負担上限が設けられます。 
 （前ページ補装具と同額） 

持参するもの ①身体障がい者手帳 ②業者の見積書 ③印鑑 

申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 

 
【種目一覧】 

種      目 対   象   者 基準額 耐用年数等 
特殊寝台 154,000 円 ８年 
特殊マット 19,600 円 ５年 
特殊尿器 67,000 円 ５年 
入浴担架 82,400 円 ５年 
体位変換器 15,000 円 ５年 
移動用リフト 159,000 円 ４年 
訓練いす（児童のみ） 33,100 円 ５年 

介護・訓練
支援用具 

訓練用ベッド（児童のみ） 

下肢又は体幹機能障がい２級以上 

159,200 円 ８年 
入浴補助用具 90,000 円 ８年 
便器 

下肢又は体幹機能障がい２級以上 
4,450 円 ８年 

Ｔ字状・棒状つえ 木製   2,200 円 
軽金属性 3,000 円 ３年 

移動・移乗支援用具 
（手すり・スロープ等） 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障が
い２級以上 

60,000 円 ８年 

頭部保護帽（注１） 
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障が
い２級以上、てんかんの発作等により頻
繁に転倒する知的障がい児（者）・精神障
がい者 

Ａ 15,200 円 
Ｂ 36,750 円 ３年 

特殊便器 上肢障がい２級以上 151,200 円 ８年 
火災警報機 15,500 円 ８年 
自動消火器 

障がい種別に関わらず火災発生の感知・
避難が困難（２級以上） 28,700 円 ８年 

電磁調理器 41,000 円 ６年 
歩行時間延長信号機用小型送信機 

視覚障がい２級以上 
7,000 円 １０年 

自立生活
支援用具 

聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障がい２級以上 87,400 円 １０年 
透析液加温器 腎臓機能障がい３級以上 51,500 円 ５年 

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能障がい３級以上又は同程度の
身体障がい者 36,000 円 ５年 

電気式たん吸引器 呼吸器機能障がい３級以上又は同程度の
身体障がい者 56,400 円 ５年 

酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者 17,000 円 １０年 

在宅療養
等支援用
具 

盲人用体温計（音声式） 視覚障がい２級以上 9,000 円 ５年 
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 盲人用体重計  18,000 円 ５年 

携帯用会話補助装置 
音声言語機能障がい又は肢体不自由者で
あって発声言語に著しい障がいを有する
者 

98,800 円 ５年 

情報通信支援用具（注２） 上肢機能障がい又は視覚障がい２級以上 町長の認めた額 - 
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障がい２級以上 383,500 円 ６年 

標準型Ａ10,400 円 
標準型Ｂ 6,600 円 ７年 

点字器（注３） 
携帯型Ａ7,200 円 
携帯型Ｂ1,650 円 ５年 

点字タイプライター 63,100 円 ５年 
視覚障がい者用ポータブルレ
コーダー 89,800 円 ６年 

視覚障がい者用活字文書読上げ装置 115,000 円 ６年 
視覚障がい者用拡大読書器 198,000 円 ８年 

盲人用時計 

視覚障がい２級以上 

触読時計 10,300 円 
音声時計 13,300 円 １０年 

聴覚障がい者通信装置 128,000 円 ５年 
聴覚障がい者用情報受信装置 

聴覚障がい２級以上 
88,900 円 ６年 

筒式 5,000 円 
気管カニューレ付とした場
合は 3,100 円増し 

４年 人工咽頭 咽頭摘出者 

電動式 70,100 円 ５年 

福祉電話（貸与） 聴覚障がい又は外出困難（原則として２
級以上） 83,300 円 - 

ファックス（貸与） 聴覚又は音声機能もしくは言語機能障が
いで、電話では意思疎通困難（３級以上） 7,700 円 - 

情報・意思
疎通支援
用具 

点字図書 視覚障がい２級以上 町長の認めた額 

給付対象者１
人につき年間
６タイトル又
は２４巻を限
度とする。 

ストマ増設者                     畜便袋 8,858 円 
畜尿袋 11,639 円 

排泄管理
支援用具 

ストマ用装具 
             
紙おむつ等（紙おむつ、洗腸
用具、サラシ・ガーゼ等衛生
用品） 

３歳以上で次の何れかに該当する者 
高度の排便機能障がい者、脳原性運動機
能障がいかつ意思表示困難者、高度の排
尿機能障がい者 

紙おむつ 12,600 円 
洗腸装具 17,200 円 

サラシ・ガーゼ・脱脂綿 
（排便機能）8,858 円 
サラシ・ガーゼ・脱脂綿 
（排尿機能）11,639 円 

ストマ用装具
は最大３枚
（６月分）給
付券を一括交
付することが
できるものと
する。 

住宅改修
費 居宅生活動作補助用具 

下肢、体幹機能障がい２級以上又は乳幼
児期非進行性脳病変による運動機能障が
い者 

200,000 円 同一住宅に１回限り 

（注１） Ａタイプ：スポンジ、革を主材料に制作 

Ｂタイプ：スポンジ、革、プラスチックを主材料に制作 

レディメイドによる製品については、基準単価の８０％の範囲内の額とする。 

（注２） 障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトをいう 

（注３） 標準型Ａ：３２マス１８行、両面書真鍮板製 

標準型Ｂ：３２マス１８行、両面書プラスチック製 

携帯型Ａ：３２マス４行、片面書アルミニューム製 

携帯型Ｂ：３２マス１２行、片面書プラスチック製 

価格は点筆を含むものとする。 
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■難病を治療されてる方の日常生活用具の給付 
在宅で難病等を治療されている方に日常生活用具を給付します。 

【対象者】次のすべての条件にあてはまる方 
①厚生労働科学研究難知性疾患克服研究事業（特定疾患調査研究分野）の対象疾患患者お
よび関節リウマチ患者 

②在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方 
③介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法などに基づく制度の対象とならない方 

【窓口】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 電話64-0533（内線22３） 
【負担額】 

利用者世帯の階層区分 利用者負担額1時間当たり 

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 

B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円 

C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円 

D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円 

E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円 

F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円 

G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円 

 
【種目一覧】 

種 目 対象者 性能 

便器 常時介護を要する者 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりを
つけることができる。) 

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

特殊寝台 同上 
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則と
して使用者の頭部およ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。 

特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は
介護者が容易に使用し得るもの。 

体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容
易に使用し得るもの。 

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を
補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用
し得るもの。 

車いす 下肢が不自由な者 
難病患者等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。(歩行
機能を電動車いすによらなければ代行できない
者については、電動車いすも含む。) 

歩行支援用具 下肢が不自由な者 

おおむね次のような機能を有する手すり、スロ
ープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機
能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を
有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗
動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 
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電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある者 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るも
の。 

意思伝達装置 
言語機能を喪失した者又は言語機能が著し
く低下している筋萎縮性側索硬化症等の神
経疾患患者であって、コミュニケーション手
段として必要があると認められる者 

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を
備え、難病患者等が容易に使用し得るもの。 

ネブライザー 呼吸器機能に障がいのある者 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るも
の。 

移動用リフト 下肢又は体幹機能に障がいのある者 
介護者が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。 

居宅生活動作補助用具 下肢又は体幹機能に障がいのある者 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小
規模な住宅改修を伴うもの。 

特殊便器 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。 

訓練用ベット 下肢又は体幹機能に障がいのある者 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 

自動消火器 火災発生の感知および避難が著しく困難な難
病患者等のみの世帯およびこれに準ずる世帯 

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

動脈血中酸素飽和度測
定器(パルスオキシメ
ー夕ー) 

人工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、難病患者等が容易に使用し得
るもの。 

 
■小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付 
小児慢性特定疾患により療養されている方に日常生活用具を給付します。 

【対象者】次のすべての条件にあてはまる方 
①小児慢性特定疾患児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による施策（第２１条
の９の２に規定する小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。） 

②障がい者自立支援法などに基づく制度の対象とならない方 
【窓口】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 電話64-0533（内線22３） 
【負担額】 

世 帯 の 階 層 （ 細 ） 区 分 負担基準 
月額（円） 

加算基準 
月額（円） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯を含む。） 0 0 
Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110 

Ｃ１ 均等割の額のみ 
（所得割の額のない世帯） 2,250 230 

Ｃ２ 

Ａ階層およびＤ階層を除き当該年度
分の市町村民税の課税世帯であっ
て、その市町村民税の額の区分が次
の区分に該当する世帯 所得割の額のある世帯 2,900 290 

Ｄ１ 所得税の年額 4,800円以下 3,450  350  
Ｄ２ 4,801～    9,600円   3,800  380  
Ｄ３ 9,601～    16,800円  4,250  430  
Ｄ４ 16,801～    24,000円   4,700  470  
Ｄ５ 24,001～    32,400円   5,500  550  
Ｄ６ 32,401～    42,000円  6,250  630  
Ｄ７ 42,001～    92,400円   8,100  810  
Ｄ８ 92,401～   120,000円   9,350  940  
Ｄ９ 120,001～   156,000円   11,550  1,160  
Ｄ１０ 

Ａ階層およびＢ階 
層を除き前年分の所得税課税世帯で
あって、その所得税の額の区分が次
の区分に該当する世帯 

156,001～   198,000円   13,750  1,380  
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Ｄ１１ 198,001～   287,500円   17,850  1,790  
Ｄ１２ 287,501～   397,000円   22,000  2,200  
Ｄ１３ 397,001～   929,400円   26,150  2,620  
Ｄ１４ 929,401～ 1,500,000円   40,350  4,040  
Ｄ１５ 1,500,001～ 1,650,000円   42,500  4,250  
Ｄ１６ 1,650,001～ 2,260,000円   51,450  5,150  
Ｄ１７ 2,260,001～ 3,000,000円   61,250  6,130  
Ｄ１８ 3,000,001～ 3,960,000円   71,900  7,190  
Ｄ１９ 

 

3,960,001円以上   全  額 左の負担基準
額の10%ただ
し、その額が
8,560円に満
たない場合は
8,560円 

 
【種目一覧】 

種 目 性  能 対 象 者 耐用年数 基準額（円） 

便器 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの（手
すりをつけることができる。） 常時介助を要する方 ８年 4,450  

特殊マット 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防
止できる機能を有するもの 

寝たきりの状態にあ
る方 ５年 19,600  

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

上肢機能に障がいの
ある方 ８年 151,200  

特殊寝台 
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則とし
て使用者の頭部およ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 

寝たきりの状態にあ
る方 ８年 154,000  

歩行支援用具 

おおむね次のような性能を有する手すり、スロー
プ、歩行器等であること 
ア 小児慢性特定疾患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 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作
の補助、段差解消等の用具となるもの 

下肢が不自由な方 ８年 60,000  

入浴補助用具 
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補
助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に
使用し得るもの 

入浴に介助を要する
方 ８年 90,000  

特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾
患児又は介助者が容易に使用し得るもの 

自力で排尿できない
方 ５年 67,000  

体位変換器 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させ
るのに容易に使用し得るもの 

寝たきりの状態にあ
る方 ５年 15,000  

車いす 小児慢性特定疾患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 下肢が不自由な方 ５年 70,400  

頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 発作等により頻繁に
転倒する方 ３年 12,160  

電気式たん吸引器 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し
得るもの 

呼吸器機能に障がい
のある方 ５年 56,400  

 

クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 体温調節が著しく難
しい方 １年 20,000  

紫外線カットクリ
ーム 紫外線をカットできるもの 

紫外線に対する防御
機能が著しく欠けて、
がんや神経障がいを
起こすことがある方 

－ 37,800  
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■自助具の給付 
在宅の寝たきりの高齢者および重度身体障がい者（児）に、日常生活動作を補う自助具を

給付します。 
 
【対象者】 
おおむね６５歳以上の寝たきりの方および身体障がい者手帳の交付を受け、その程度が１

級又は２級の身体障がい者（児）で所得税非課税世帯に属する方 
 
【自助具種目・単価表】 

区  分 種  目 性能等 単価（円） 

読書スタンド  寝たまま読書ができるもの 10,300 

ページめくり 手 の 不 自 由な障がい者等が読 書に使
用できるもの  9,000 

ヘルプハンド 手足の不自由な障がい者等がものをつ
かむのに使用できるもの 10,500 

トイレ付ベッド  ベッドに便器のついたもの 258,000 

入浴用リフト  回転、上下移動が可能なもの  282,400 

洗髪器  寝たままの状態で洗髪できるもの  16,900 

難熱性寝具  
日 本 防 災 協 会に設置する防災製品 認
定協 会において認定ラベルの貼付がさ
れているもの 

80,000 

空気洗浄器  室 内 の 空 気の消 毒 殺 菌に効 果のある
もの  52,500 

寝たきりの方・重度身体
障がい者（児）共通 

ベッド用テーブル ギャヂ・ベッドで背を起こした状態のま
ま使用できるもの  29,00 

寝たきりの方 簡易和式ギャッジ  
布団に寝たまま、上半身および脚部が
持ち上げられるものや背もたれで角度
調整ができるもの  

41,500 

重度身体障がい者（児） トイレ用トランスファーボード  
車いすから洋式便座に乗り移ることを
容易にするもの  22,200 

 
【自己負担額】 

世帯階層 基準額（円） 

A 生活保護法による被保護世帯  0 

B 当該年度分の市民税非課税世帯  1,100 

C１ 当該年度分の市民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税 ) 2,250 

C２ 
市民税非課税世帯  

当該年度分の市民税所得割課税世帯  2,900 

 
【窓口】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 電話 64-0533（内線 22３） 
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４ 医療 
 
■重度心身障がい者医療費助成 
 心身に重度の障がいを持つ方に対して、医療費（保険診療範囲内）の一部を助成します。 
 
【助成の対象者】 
 
 健康保険に加入している方で、次の要件を全て満たす方が対象となります。 
 

（１）次のいすれかにあてはまること 
①身体障がい者手帳の１～３級（ただし３級は内部障がいに限る）をお持ちの方。 
②知的障がいのある方で「A」判定の療育手帳をお持ちの方、または重度の知的障がい者
と判定（診断）された方。 

③精神障がい者保健福祉手帳の１級をお持ちの方。 
 

（２）本人および本人の生計維持者の前年の所得が限度額以下であること 
 
【助成の内容】 
 
 医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。ただし、世
帯の課税状況、入院と通院の別などにより助成内容が異なりますのでご確認ください。 
 
（１）市町村民税非課税世帯に属する方 

初診時に一部負担金として、医科５８０円、歯科５１０円、柔道整復師２７０円がかか
ります。 

 
（２）市町村民税課税世帯に属する方 

原則として医療費の１割が自己負担となります。後期高齢者医療被保険者で自己負担が
１割の方は対象外となります。（同じ負担割合のため、後期優先となります。）ただし、次
の上限額があります。 

 
<１カ月ごとの自己負担限度額> 
入院外    １２,０００円／月（個人ごと） 
入院と入院外 ４４,４００円／月（世帯ごと） 
限度額を超えてお支払いした額は、高額医療費相当額として後でお支払いいたします。 

（こちらより該当者には文書でお知らせいたします） 
 
※（１）（２）共通注意事項 
①入院時の食事に係る費用（標準負担額）は自己負担となります。また、差額ベッド代等
も自己負担となります。 

②訪問看護基本利用料（１割：上限12,000円）は自己負担となります。 
③精神障がい者の方の入院は助成対象外となります。 
④小学校卒業前のお子様の場合、（１）（２）により医療費をお支払いした場合は、「乳幼児
等医療費助成」で償還払いいたします。  

 
【助成を受けるためには】 
 
 事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。下記のもの
を持参のうえ、町民課国保年金係もしくは屈足支所で手続きをしてください。手続き終了後、
受給者証をお渡しいたします。 
 
①印鑑 ②健康保険証 ③身体障がい者・療育・精神障がい者保健福祉手帳 
④１月１日現在、新得町以外に住んでいた方は所得課税証明書 
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【病院で診療を受けるときは】 
 
 各自お持ちの「健康保険証」と「重度心身障がい者医療費受給者証」を病院窓口にて提示
してください。 
 
【病院窓口等で医療費を支払う場合】 
 
 次のような場合はいったん病院窓口にて医療費を支払わなければなりません。 
 ①北海道外の病院で診療されたとき 
 ②受給者証を忘れたとき、又は交付前に診療されたとき 
 ③指定訪問看護を受けたとき 
 ④治療用装具（補装具）に係る費用のとき 
 
 以上の場合、いったん医療費をお支払いしたうえで、申請をいただければ、後日、自己負
担分以外の医療費をお支払いいたします。下記のものを持参のうえ、町民課国保年金係もし
くは屈足支所で申請をしてください。 
 ①印鑑 ②健康保険証 ③重度心身障がい者医療費受給者証 
 ④領収書（明細が記載されているもの） 
 ⑤振込希望の方は、口座番号等が記載されている通帳等 
 
【住所等に変更があったとき】 
 受給者証の交付後に、次のような変更があった場合は、変更の手続きをしてください。 
 ・住所、氏名が変更となったとき 
 ・健康保険証が変更となったとき（国保→協会けんぽへなど） 
 

【資格を喪失するとき】 
 次のような場合は受給資格がなくなり、証自体も使用できなくなりますので、手続きをし
てください。（受給者証は返還となります。） 
 ①町外へ転出 ②死亡 ③生活保護受給開始 
 ④障がい程度が改善し、助成の対象者でなくなったとき 
 ⑤所得が限度額以上となったとき（本人及び生計維持者） 
 ⑥児童福祉法に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に 
  委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者 
 

【受給者証を紛失してしまったとき】 
 再交付の手続きがあります。次のものを持参のうえ、手続きをしてください。 
 ①印鑑 ②健康保険証 
 
【窓口】役場町民課国保年金係 電話 64-05２８（内線１６７） 
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■更生医療の給付（自立支援医療その①） 
日常・社会・職業能力を回復や、向上を目的とした手術、リハビリテーション医療等に対

して、医療費の一部を助成する制度です。 
 
区   分 内     容 

対象者 １８歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの方 
視覚障がい 角膜手術、網膜剥離手術など 
聴覚障がい 外耳形成手術、人工内耳埋込術など 
音声・言語障がい 口唇形成術など 
肢体不自由 人工関節置換術など 
腎臓機能障がい 人工透析、腎移植術、抗免疫療法など 
心臓機能障がい 心臓移植術、弁形成術、心内修復術など 
小腸機能障がい 中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療 

内 容 

肝臓機能障がい 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 

自己負担額 
１割負担 
※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。 
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。 

持参するもの ①更生医療意見書 ②健康保険証 ③身体障がい者手帳 ④印鑑 
申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 

（１）自立支援医療（更生医療）意見書の様式は、保健福祉課福祉係にあります。 
（２）身体障がい者手帳との同時申請が可能です。 
（３）緊急の場合を除き、原則事前申請となっています。 
（４）非課税年金等を受給している場合は、金額の確認できるもの（振込通知書等）を持参し 
   てください。 
 
■精神通院医療の給付（自立支援医療その②） 
精神疾患を有する方が通院医療を継続的に受けている場合に、医療費の一部を助成する制

度です。 
 
区   分 内     容 

対象者 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物障が
い（依存症等）その他の精神疾患を有する方 

自己負担額 
１割負担 
※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。 
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。 

持参するもの ①診断書（所定の様式のもの） ②健康保険証 ③印鑑 
申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 

（１）診断書の様式は、保健福祉課福祉係にあります。 
（２）非課税年金等を受給している場合は、金額の確認できるもの（振込通知書等）を持参し 
   てください。 
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■育成医療の給付（自立支援医療その③） 
１８歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があ

るが、手術等の治療で障がいの改善が期待出来る児童に対して医療費の一部を助成します。 
 
区   分 内     容 

対象者 身体上に障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すとみられる
18歳未満の児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの 

対象疾患 肢体不自由、視覚、聴覚平衡機能、音声言語機能、心臓・呼吸器障がい、腎臓・
直腸・膀胱障がい、その他先天性内臓障がい 

自己負担額 
１割負担 
※ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。 
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。 

持参するもの 
①医師意見書（所定の様式のもの） ②健康保険証 ③印鑑 
④源泉徴収票（給与所得者の場合）⑤納税証明（事業所得者の場合） 
⑥町民税課税証明書（所得税非課税世帯の場合） 

申請場所 十勝保健福祉事務所新得支所（帯広保健所新得支所） 
新得町３条南６丁目１番地１６ （電話 64-5104） 

※重度医療やひとり親家庭等医療、乳幼児医療を受けている方は、自己負担分について助成
を受けられる場合があります。 
 
■特定疾病療養受療証の交付 
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など、長期にわたり、高額な治療代の必要な病気に

ついて、医療費の月額自己負担額を１つの医療機関につき10,000円（20,000円）までとす
る制度です。 
 

特定疾病の種類 月額自己負担額 手続き 

人工透析を必要とする慢
性腎不全 

上位所得者世帯（※） 20,000 円 
上位所得者以外の世帯 10,000 円 

血友病 10,000 円 

血液凝固因子製剤の投与
に起因するＨＩＶ感染症 10,000 円 

①健康保険証 
②申請書（医師の証明） 
③印鑑 を持参し、加入してい
る各健康保険窓口で手続きを
行ってください。 
（国保の場合は役場町民課国保
年金係） 

（※）基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の方 
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■治療用装具 
医師の指示により、治療上の必要性からコルセット等の治療用装具を購入した場合に、そ

の費用の一部が療養費として支給される制度です。 
 
区   分 内     容 

装 具 医師が治療を行うために必要と認めたコルセットやサポーター、義足、義手、装具
等。（日常生活や仕事上に必要なものなどは、対象になりません。） 

持参するもの ①健康保険証 ②装具の領収書 ③医師の意見書 ④印鑑 ⑤重度心身障がい者医療費受給者証（持っている方のみ） 

申請場所 加入している各健康保険窓口で手続きをして下さい。※国民健康保険加入者は、役
場町民課国保年金係が窓口となります。 

備 考 重度心身障がい者医療費助成制度の適用を受けている方は、各健康保険で手続き終
了後にその自己負担額が助成されます。 

 
■特定疾患医療費給付事業 
原因が不明で治療方法が確定していない、いわゆる「難病」といわれている疾患について、そ

の医療費の一部を助成する制度です。以下の疾患が重症の場合、障がい年金を受給できる可能性
もあります。 
 
区  分 内     容 
対象疾患 国および道が定めた疾患（次ページ参照） 

自己負担 

（１）一部公費負担のある場合 
生計中心者の所得税額によって、段階的に月額負担上限額が決められます。 
（0円から23,100円まで） 

（２）全額公費負担となる場合 
ア．重症認定を受けた方（おおむね身体障がい者手帳1、2級程度の障がい） 
イ．スモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎および重症急性膵炎の方 

持参する 
もの 

①健康保険証 ②世帯全員の住民票 ③医師意見書 ④生計中心者の所得税額を証明
する書類 ⑤印鑑（十勝保健福祉事務所新得支所に様式があります） 

申請場所 十勝保健福祉事務所新得支所（帯広保健所新得支所） 新得町３条南６丁目１番地１６ （電話 64-5104） 
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【対象疾患】 
国が定める特定疾患 
１ ベーチェット病 
２ 多発性硬化症 
３ 重症筋無力症 
４ 全身性エリテマトーデス 
５ スモン 
６ 再生不良性貧血 
７ サルコイドーシス 
８ 筋萎縮側索硬化症 
９ 強皮症、皮膚筋炎および多発性筋炎 

１０ 特発性血小板減少性紫斑病 
１１ 結節性動脈周囲炎 
１２ 潰瘍性大腸炎 
１３ 大動脈炎症候群 
１４ ビュルガー病 
１５ 天疱瘡 
１６ 脊髄小脳変性症 
１７ クローン病 
１８ 難治性肝炎（劇症性肝炎） 
１９ 悪性関節リウマチ 
２０ パーキンソン病 
２１ アミロイドーシス 
２２ 後縦靱帯骨化症 
２３ ハンチントン病 
２４ モヤモヤ病（ウイリス動脈輪閉塞症） 
２５ ウェゲナー肉芽腫症 
２６ 特発性拡張型心筋症 

２７ 多系統萎縮症（線条体黒質変性症・オリー
ブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー
症候群） 

２８ 表皮水疱症 
２９ 脳疱性乾癬 
３０ 広範脊柱管狭窄症 
３１ 原発性胆汁性肝硬変 
３２ 重症急性膵炎 
３３ 特発性大腿骨頭壊死症 
３４ 混合性結合組織病 
３５ 原発性免疫不全症候群 
３６ 特発性間質性肺炎 
３７ 網膜色素変性症 
３８ プリオン病 
３９ 原発性肺高血圧症 
４０ 神経線維腫症 
４１ 亜急性硬化性全脳炎 
４２ バッド・キアリ（Budd-Chiari）症候群 
４３ 特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型） 
４４ ライソゾーム病 
４５ 副腎白質ジストロフィー 
９９ 先天性血液凝固因子障がい等 

 
道単独指定の特定疾患 
７１ 下垂体機能障がい 
７５ 突発性難聴 
７６ 溶血性貧血 

７７ ステロイドホルモン産生異常症 
７８ シェーグレン症候群 
７９ 自己免疫性肝炎等 
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■ウイルス性肝炎進行防止・橋本病重症患者対策 
区  分 内     容 

ウイルス性肝炎進行防止 

Ｂ、Ｃ型のウイルス性慢性肝炎 
①ラミブジン、アデホビル、エンテカビル、インターフェ
ロン治療などの抗ウイルス療法を実施中の方（インターフ
ェロンについては、治療終了後１年以内も対象とします） 
②ＧＰＴ値が基準値の２倍以上の方（申請前６か月間以内
に、30日以上の間隔をおき、基準値上限の２倍以上の値を
２回以上示していることが必要です） 
肝硬変・ヘパトーム 
肝硬変・ヘパトーム（原発性の肝がん）と診断されている
方で、ウイルス性（Ｂ型・Ｃ型）のものに限ります。 

対象者 

橋本病重症患者対策 申請前３か月以内に、甲状腺刺激ホルモン（TSH）の値が
100μU/ｍℓ以上を示している方 

自己負担 月額 入院44,400円、外来12,000円（医療機関ごと）。 ただし、世帯の生計中心者が市町村民税非課税の場合は自己負担はありません。 

持参する 
もの 

①健康保険証 ②住民票 ③臨床調査個人票 ④生計中心者の所得税額を証明する書
類 ⑤印鑑（十勝保健福祉事務所新得支所に様式があります） 

申請場所 十勝保健福祉事務所新得支所（帯広保健所新得支所） 新得町３条南６丁目１番地１６ （電話 64-5104） 

 
■ウイルス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業） 
区  分 内     容 

対象者 Ｂ・Ｃ型慢性肝炎、Ｃ型代償性肝硬変で、インターフェロン治療実施中、又は治療予定
のうち、肝がんの合併のない方 

給付期間 

１カ年（１回限り）です。 
ただし、 
①一定の要件を満たし、医師がペグインターフェロン治療＋リバビリン併用療法の延長
投与（48週→72週）が必要であると認めた場合、６カ月を限度に延長が可能です。 
②副作用により、治療を中断する場合は、例外的に２カ月延長が可能です。 

自己負担 

市町村民税「非課税」世帯の方は、自己負担はありません。 
市町村民税「課税」世帯の方は、 
ア 市町村民税の所得割額(世帯の合計)に応じて、医療費合計額につき①の額を限度と

して、医療機関に支払っていただきます。 
(受給者証と自己負担限度額管理表を医療機関に持参・提示) 

イ 医療機関で負担した①の額が②により算出した自己負担額を超える場合は、その差
額を保健所に請求いただき、患者さんに償還払い(＝口座振込)します。 

課税世帯 ① ② 
６５千円未満 1ヶ月 10,000円 
２３５千円未満 1ヶ月 30,000円 

所得割額 
２３５千円以上 1ヶ月 50,000円 

１カ月につき１医療機関ご
とに 
入院 40，200円 
通院 12，000円 
調剤 0円 

※対象医療は、Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治
療で、保険適用になっているものに限られます。当該治療を行うために必要となる初診
料、再診料、検査料、入院料等が対象で、当該治療と無関係な治療は対象になりません。 

持参する 
もの 

①健康保険証 ②世帯全員の住民票 ③診断書 ④生計中心者の所得税額を証明する
書類 ⑤印鑑（十勝保健福祉事務所新得支所に様式があります） 

申請場所 十勝保健福祉事務所新得支所（帯広保健所新得支所） 新得町３条南６丁目１番地１６ （電話 64-5104） 
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■小児慢性特定疾患医療費給付事業 
小児慢性疾患により、長期にわたり療養を必要とするお子さんの健全な育成を図るために、
医療費の一部を助成する制度です。 
 
区  分 内     容 

対象児童 １８歳未満で慢性疾患のある児童（下記参照） 

対象疾患 
群 

①悪性新生物 ②慢性腎疾患 ③慢性呼吸器疾患 ④慢性心疾患 ⑤内分泌疾患 ⑥
膠原病 ⑦糖尿病 ⑧先天性代謝異常 ⑨血友病等血液・免疫疾患 ⑩神経・筋疾患 
⑪慢性消化器疾患 ⑫骨疾患（６カ月以上の入院を要する場合） ⑬肝疾患（１カ月以
上の入院を要する場合） 

自己負担 

（１）一部公費負担のある場合 
生計中心者の所得税額によって、段階的に月額負担上限額が決められます。 
（0円から11,500円まで） 

（２）全額公費負担となる場合 
ア．血友病の方 
イ．重症患者の方 

医療機関 道から指定を受けた医療機関のみ対象となります。 

持参する 
もの 

①健康保険証 ②医師意見書 ③発行から３か月以内の児童の住民票 
④生計中心者の所得税額を証明する書類 ⑤印鑑（十勝保健福祉事務所新得支所に様式
があります） 

申請場所 十勝保健福祉事務所新得支所（帯広保健所新得支所） 新得町３条南６丁目１番地１６ （電話 64-5104） 

 
■障がい者歯科医療協力医制度 
北海道では、障がいのある方々がより身近な地域で歯科医療を受けられるよう、(社)北海

道歯科医師会に委託し、道内の歯科医師に対し専門的な研修を行い、その修了者を｢北海道障
がい者歯科医療協力医｣として指定をしています。 
 
 北海道障がい者歯科医療協力医の主な役割  
①地域における障がいのある方々のかかりつけ歯科医として、可能な限り通常の歯科治療、
予防処置、応急処置を行います。 

②高度な治療が必要な場合には、専門の診療施設である歯科保健センターや病院と連携し
紹介を行い、治療後は日頃の予防管理等の受け入れを行います。 

③障がい者歯科に関する研修等に積極的に参加研鑽に努めるとともに、地域の障がい者歯
科保健医療の推進に積極的に協力します。 

 
【問合先】 北海道保健福祉部保健医療局 健康推進課 電話 011-231-4111 
(社)北海道歯科医師会 事業課 電話 011-231-0945 
※ 詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.doushi.net/hsski 
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５ 年金・手当てなど 
 

■障がい基礎年金（国民年金） 
国民年金の加入中、けがや病気で障がい者となった場合に障がい基礎年金が受けられます。 

 
【支給要件】 
①国民年金の加入中に初診日のある方 
②２０歳未満のときに初診日のある方が、２０歳に達したとき 
③６０歳で加入をやめたが、６５歳以前に初診日があり、老齢年金を繰り上げて受給して
いない方 

※①と③については、保険料納付期間（保険料免除期間を含む）が加入期間の３分の２以上
あることが条件です。ただし、初診日が3月31日までにあるときは、直近の１年間に未納
がなければ受けられます。 

 
【障がいの認定時】 
・初診日から１年６カ月を経過した日、又は障がい（症状）が固定した日 
 
【障がいの程度】等級表（53ページ）を参照 
※事後重症制度 
障がい認定日において２級の障がいの状態に該当しない場合であっても、それ以降に症状
が悪化して１級又は２級の障がいの状態に該当するに至ったときは、障がい基礎年金が請
求できます。ただし、６５歳到達前に請求しなければ該当になりません。 

 
【年金額】（平成２１年度現在）偶数月の原則15日に２カ月分まとめて支給されます。 
１級 ９９０，１００円 
２級 ７９２，１００円 

※受給者によって生計を維持されている１８歳未満（障がいのある場合は２０歳未満）の子
がいるときは、次の額が加算されます。 
１人目、２人目 （１人につき）２２７，９００円 
３人目以降 （１人につき） ７５，９００円 
 
【持参するもの】 
①年金請求用診断書 ②年金手帳 ③印鑑 ④振込を希望する金融機関の通帳 ④戸籍謄本 
 
【問合先】 
役場町民課国保年金係 電話 64-05２８（内線１６７） 
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■障がい厚生年金 
厚生年金の加入中、けがや病気で障がい者となった場合に障がい厚生年金が受けられます。 

 
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の被保険者でもあるため、１級または２級の障が

い状態にあるときは障がい厚生年金と障がい基礎年金が、３級の状態にあるときは障がい厚
生年金のみが支給されます。 
 
【支給要件】 
厚生年金の加入中に初診日のある方 

※ただし、保険料納付期間が障がい基礎年金の支給要件を満たしていること 
 
【障がいの認定時】 
障がい基礎年金と同様 

 
【障がいの程度】等級表（P53～54）を参照 
 
【年金額】（平成２１年度現在）偶数月の原則15日に２カ月分まとめて支給されます。 
年金等級 支給年金額 加 算 

１級 報酬比例の年金額×1.25＋加算 

２級 報酬比例の年金額＋加算 

配偶者加給年金額 
227,900 円 
（１、２級） 

３級 報酬比例の年金額 ※最低保障額 594,200 円  

※被保険者期間が300月（25年）未満のときは、300月とみなして計算します。 
 
【問合先】帯広年金事務所 帯広市西１条南１丁目 電話 0155-25-811３ 
 
【その他】労災による障がいの場合も労災年金と障がい厚生年金を併給できます。 
     この場合、労災年金は一部減額となります。 
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■障がい手当金（一時金） 
障がい厚生年金に該当しない軽い障がいに対して、一時金で「障がい手当金」が支給され

ます。 
 
【支給要件】 
障がい厚生年金と同様 

 
【障がいの認定時】 
初診日から５年以内でその傷病が治った（あるいは症状が固定した）日 

 
【障がいの程度】等級表（54ページ）を参照 
 
【手当金の額】 
 平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数×2  で算出された額 
※最低保障額1,168,400 円（平成２１年度） 
※被保険者期間が300月（25年）未満のときは、300月とみなして計算します。 
 
【問合先】帯広年金事務所 帯広市西１条南１丁目 電話0155-25-8111 
 
 
■各種共済組合の障がい年金など 
国家公務員、地方公務員などが、加入している年金です。 
障がい年金、障がい一時金などについては、各共済組合の担当者にお問い合せください。 

 
 
■労働災害の年金（労災） 
業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障がいが残った場合には、

障がい補償給付（業務災害の場合）又は障がい給付（通勤災害の場合）（以下合わせて「障
がい（補償）給付」といいます。）が支給されます。 
ただし、同一の事由により厚生年金等の年金が支給されている場合は一部減額されます。 

 
【手続・問合先】 帯広労働基準監督署 帯広市西６条南７丁目 電話0155-22-8100 
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【障がい年金等の等級表】 
 
【国民年金（障がい基礎年金）・障がい厚生年金】１～２級（配偶者・子の加算～有） 
年金等級 番号 障がいの状態 

１ 両眼の視力の和が、０.０４以下のもの 
２ 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 
３ 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 
４ 両上肢のすべての指を欠くもの 
５ 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 
６ 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 
７ 両下肢を足関節以上で欠くもの 

８ 体幹の機能で座っていることができない程度又は立ち上がることができない
程度の障がいを有するもの 

９ 
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要
とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を
弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

１０ 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

１級 

１１ 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
１ 両眼の視力の和が０.０５以上０.０８以下のもの 
２ 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの 
３ 平衡機能に著しい障がいを有するもの 
４ そしゃくの機能を欠くもの 
５ 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 
６ 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指を欠くもの 

７ 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するも
の 

８ １上肢の機能に著しい障がいを有するもの 
９ １上肢のすべての指を欠くもの 
１０ １上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 
１１ 両下肢のすべての指を欠くもの 
１２ １下肢の機能に著しい障がいを有するもの 
１３ １下肢を足関節以上で欠くもの 
１４ 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 

１５ 
全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要
とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著し
い制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
のもの 

１６ 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

２級 

１７ 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
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【障がい厚生年金３級】（配偶者・子の加算～無） 
年金等級 番号 障がいの状態 

１ 両眼の視力の和が、０.１以下に減じたもの 

２ 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができな
い程度に減じたもの 

３ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障がいを残すもの 
４ 脊柱の機能に著しい障がいを残すもの 
５ １上肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 
６ １下肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 
７ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障がいを残すもの 

８ １上肢のおや指およびひとさし指を失ったもの、又は、おや指若しくはひとさ
し指を併せ１上肢の３指以上を失ったもの 

９ おや指およびひとさし指併せて１上肢の４指の用を廃したもの 
１０ １下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 

１１ 両下肢の十趾の用を廃したもの 

１２ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障がいを残すもの 

１３ 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障がいを残すもの 

３級 

１４ 
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を
受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障がいを有するも
のであって、厚生労働大臣が定めるもの 

 
【厚生年金（障がい手当金）】 
番号 障がいの状態 番号 障がいの状態 

１ 両眼の視力が０.６以下に減じたもの １２ １下肢を３センチメートル以上短縮したも
の 

２ １眼の視力が０.１以下に減じたもの １３ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

３ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの １４ １上肢の２指以上を失ったもの 

４ 両眼による視野が２分の１以上欠損したも
の、又は両眼の視野が１０度以内のもの １５ １上肢のひとさし指を失ったもの 

５ 両眼の調節機能および転輳機能に著しい障
がいを残すもの １６ １上肢の３指以上の用を廃したもの 

６ １耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話
を解することができない程度に減じたもの １７ ひとさし指を併せ１上肢の２指の用を廃し

たもの 
７ そしゃく、又は言語の機能に障がいを残すも

の １8 １上肢のおや指の用を廃したもの 

８ 鼻を欠損し、その機能に著しい障がいを残す
もの １9 １下肢の第１趾又は他の４趾以上失ったも

の 
９ 脊柱の機能の障がいを残すもの ２０ １下肢の５趾の用を廃したもの 

１０ １上肢の３大関節のうち、１関節に著しい機
能障がいを残すもの ２１ 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が
制限を受けるほか、又は労働に制限を加えること
を必要とする程度の障がいを残すもの 

１１ １下肢の３大関節のうち、１関節に著しい機
能障がいを残すもの ２２ 

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又
は労働に制限を加えることを必要とする程度の障
がいを残すもの 
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■特別障がい者手当 
２０歳以上で、重度の障がいが重複するため、日常生活において常時特別の介護を必要と

する方に特別障がい者手当が支給されます。 
 

区 分 内   容 

対象範囲 

おおむね次のいずれかの障がいの程度の方 
①両眼の視力の和が０.０４以下の方 
②両耳の聴力レベルが１００デシベル以上の方 
③両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠く方、若
しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方 

④両下肢の機能に著しい障がいを有する方又は両下肢を足関節以上で欠く方 
⑤体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程
度の障がいを有する方 

⑥前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活動作に介助を
要する方 

⑦精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 
※上記①から⑦までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障が
いが２以上存する方 

※上記①から⑦までに規定する身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障が
いが１つ存し、かつ、それ以外の国民年金の２級程度の障がいが２つ存し、あわ
せて３つの障がいが存する方 

※上記③から⑤までに規定する身体の機能の障がいが１つ存し、それが特に重度で
あるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方 

※上記⑥から⑦に規定する病状又は精神の障がいが１つ存し、その状態が絶対安静
又は精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認めら
れる方 

支給制限 
（１）入院中又は福祉施設入所者は対象となりません。 
（２）受給中に３カ月以上入院すると受給できません。 
（３）受給者本人および配偶者又は障がい者を扶養している扶養義務者の所得によ

り所得制限があります。（58ページ各種手当ての所得制限限度額） 

支給額 月額26,440円 
※支給月は２・５・８・１１月（それぞれの前月分までの手当を支給） 

持参するもの 

①特別障がい者手当認定請求書 （保健福祉課福祉係にあります。） 
②特別障がい者手当認定診断書 （ 〃 ） 
③特別障がい者手当所得状況届 （ 〃 ） 
④金融機関の通帳（障がい者本人名義のもの） 
⑤請求者の戸籍謄本 
⑥請求者の世帯全員の住民票（不要の場合もあります） 
⑦障がい年金等を受給している場合は、年金額の確認できるもの 
（振込通知書・通帳の写しなど） 
⑧印鑑 

申請先 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 
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■障がい児福祉手当 
２０歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする方に障

がい児福祉手当が支給されます。 
 

区 分 内   容 

対象範囲 

下記のいずれかの障がいに該当する方 
①両眼の視力の和が０．０２以下の方 
②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方 
③両上肢の機能に著しい障がいを有する方 
④両上肢の全ての指を欠く方 
⑤両下肢の用を全く廃した方 
⑥両大腿を２分の１以上失った方 
⑦体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する方 
⑧前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活動作に介助が
必要な方 

⑨精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 
⑩身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、そ
の状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方 

支給制限 
（１）福祉施設入所者は対象となりません。 
（２）受給者本人、又は障がい児を扶養している扶養義務者の所得により所得制限 
   があります。（58ページ各種手当ての所得制限限度額） 

支給額 月額14,380円 
※支給月は２・５・８・１１月（それぞれの前月分までの手当を支給） 

持参するもの 

①障がい児福祉手当認定請求書 （保健福祉課福祉係にあります。） 
②障がい児福祉手当認定診断書 （ 〃 ） 
③障がい児福祉手当所得状況届 （ 〃 ） 
④金融機関の通帳（障害児本人名義のもの） 
⑤請求者の戸籍謄本 
⑥請求者の世帯全員の住民票（不要の場合もあります） 
⑦印鑑 

申請先 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 

 
 
■家族介護手当て 
在宅の障がい者を介護する方に慰労のため手当てを支給します。 

 
【対象者】 
在宅で障がい程度区分４以上の方を介護している家族。ただし、町民税所得割非課税の方

を介護している方。 
 
【支給額】毎月10,000円 
 
【申請先】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 
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■特別児童扶養手当 
２０歳未満の心身障がい児を養育する父母又は養育者に対して手当が支給されます。 

 
区 分 内   容 

対象範囲 

【１級】おおむね身体障がい者手帳１・２級および療育手帳Ａ判定並びに同程度の
精神障がいのある児童 

【２級】おおむね身体障がい者手帳３級（一部４級も含む）および療育手帳Ｂ判定
並びに同程度の精神障がいのある児童 

※身体障がい者手帳および療育手帳の交付を受けている児童については、申請に必
要な診断書を省略できる場合があります。 

受給資格者 障がい児を養育している父、母又は祖父、祖母などの養育者 

支給制限 
①児童が福祉施設入所している場合や、障がいを事由とする年金等を受給している
場合は申請できません。 

②受給資格者（保護者）や扶養義務者の所得により所得制限があります。 
（58ページ各種手当ての所得制限限度額） 

支給額 １級 50,750円／月  ２級 33,800円／月 
※支給月は４・８・１１月（それぞれの前月分までの手当を支給） 

持参するもの 

①特別児童扶養手当申請書 （保健福祉課福祉係係にあります。） 
②特別児童扶養手当診断書 （ 〃 ） 
③振替預入請求書 （ 〃 ） 
④診断書（ 〃 ） 
⑤身体障がい者手帳又は療育手帳 
⑥住民票謄本 
⑦戸籍謄本 
⑧金融機関の預貯金通帳（受給資格者名義のもの） 
⑨印鑑 
※児童が高等養護学校の寄宿舎等に入舎していて、受給資格者と別居している場合
は「別所監護申立書」が必要です。 

申請先 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 

 
 
■児童扶養手当 
児童扶養手当制度は、離婚・死亡などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等

の、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度ですが、父親が重度の障がい者とな
った場合でも、児童扶養手当の支給対象となることがあります。 
詳細は21ページ「児童扶養手当」を参照ください。 
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【各種手当ての所得制限限度額】 
住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。 
 
【控除額表】 

控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考 

当該雑損控除額 相当額 相当額  

医療費控除額 相当額 相当額  

小規模共済等掛金控除額 相当額 相当額  

配偶者特別控除 相当額 相当額 最高３３万円 

社会保険料控除 ８万円 ８万円  

障がい者控除 ２７万円 ２７万円  

特別障がい者控除 ４０万円 ４０万円  

寡婦（寡夫）控除 ２７万円 ２７万円 
（配偶者はなし） 

老年者に該当せず基礎
控除以下の子を扶養 

特別寡婦（寡夫）控除 ３５万円 ３５万円 合計所得金額５百万円
以下の寡婦 

勤労学生控除 ２７万円 ２７万円  

控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当てが支給され 
ます。 
 
【特別児童扶養手当】 

扶養親族の数 本  人 配偶者および扶養義務者 
0人 4,596,000円 6,278,000円 
1人 4,976,000円 6,536,000円 
2人 5,356,000円 6,749,000円 
3人 5,736,000円 6,962,000円 
4人 6,116,000円 7,175,000円 
5人 6,496,000円 7,388,000円 

 
【特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当】 

扶養親族の数 本  人 配偶者および扶養義務者 
0人 3,604,000円 6,278,000円 
1人 3,984,000円 6,536,000円 
2人 4,364,000円 6,749,000円 
3人 4,744,000円 6,962,000円 
4人 5,124,000円 7,175,000円 
5人 5,504,000円 7,388,000円 
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■心身障がい者扶養手当共済制度 
心身障がい者（児）の保護者が死亡又は重度の障がい者になったとき、残された心身障が

い者（児）が終身一定額の年金を受け取ることができる制度です。 
 
【障がい者の範囲】 
①身体障がい者（児） 身体障がい者手帳 １～３級 
②知的障がい者（児） 療育手帳 Ａ・Ｂ判定 
③上記と同程度の障がい（精神病、難病など）※所定の診断書が必要です 

 
【加入できる保護者】 
①道内に住所がある方（札幌市を除く） 
②４月１日現在、６５歳未満の方 
③特別の疾病、障がいがなく、生命保険に加入できる程度の健康状態の方 

 
【掛金月額】 
●一口あたりの月額掛金（加入限度二口まで） 

加入時の年齢 月額掛金 
３５歳未満 ３，５００円 
３５歳以上４０歳未満 ４，５００円 
４０歳以上４５歳未満 ６，０００円 
４５歳以上５０歳未満 ７，４００円 
５０歳以上５５歳未満 ８，９００円 
５５歳以上６０歳未満 １０，８００円 
６０歳以上６５歳未満 １３，３００円 
●２０年以上この制度に加入し、かつ年齢が６５歳以上の方は掛け金の納付を免除されます。 
●生活保護世帯、市民税非課税世帯の場合は、掛金の減免制度があります。 
 
【年金の支給】 
加入者が死亡、又は重度障がい者となったときは、その月から月額２万円（一口）が、障

がい者の生涯にわたって支給されます。 
 
【弔慰金】                 【脱退一時金】 

加入期間 弔慰金額  加入期間 弔慰金額 
１年以上５年未満 ２０，０００円  １年以上５年未満 ２０，０００円 
５年以上２０年未満 ５０，０００円  ５年以上２０年未満 ５０，０００円 
２０年以上 １００，０００円  ２０年以上 １００，０００円 
 
【持参するもの】 
①加入申込書 ②申込者告知書 ③障がい証明書 ④年金管理者指定届 ⑤住民票謄本 
⑥身体障がい者手帳又は療育手帳 

 
【問合先】十勝保健福祉事務所（地域福祉係） 

帯広市東３条南３丁目 十勝合同庁舎内 （電話0155-26-9080） 
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６ 交通費の割引・助成 
 
■ＪＲ旅客運賃割引 
身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、手帳に記載されている種の区分（第１種

又は第２種）に応じて、次に定める範囲で運賃が割引になります。 
 
区分 条件 割引範囲 割引率 

介護者とともに乗車する 
場合 

本人および介護者１名の普通乗車券、定期
乗車券、回数券、急行券 第１種 

単独で乗車する場合 片道１００㎞を超えるときの普通乗車券 

第２種 単独で乗車する場合 片道１００㎞を超えるときの普通乗車券 

５０％ 

※各券を購入する際に、窓口で手帳を提示してください。 
 
■バス運賃・フェリー運賃割引 
ＪＲの割引制度とほぼ同様の、乗車距離に関係なく５０％の割引制度があります。身体障

がい者手帳又は療育手帳の提示が必要です。 
※バス会社、フェリー会社により異なる点もありますので、不明な点は各会社にお問合せく
ださい。 

 
■タクシー利用料金割引 
身体障がい者手帳又は療育手帳の提示により、１０％割引になる場合があります。 

※詳しくは、帯広市ハイヤー協同組合（電話0155-23-2141）までお問い合せください。 
 
■航空運賃割引 
身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、手帳に記載されている種の区分（第１種

又は第２種）に応じて、次に定める範囲で運賃が割引になります。 
区分 条件 割引範囲 割引率 

介護者とともに搭乗する
場合 

本人および介護者1名の普通大人 
片道運賃 第１種 

単独で乗車する場合 普通大人片道運賃 

第２種 単独で乗車する場合 普通大人片道運賃 

２５～３７％ 
（航空会社・期間によって割引
率が変わります） 

※詳しくは各航空会社の窓口にお問合せください。 
※他に介護認定を受けている方の介護者等を対象に「介護帰省割引」もあります。 
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■有料道路（高速道路等）通行料金の割引 
身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、事前に手続きをすると有料道路通行料金

が割引されます。なお、有効期限は２年間となっていますので、継続して割引を受けようと
する場合は、更新手続が必要です。 
 

利用できる自動車の範囲 区 分 利用できる方 
種 類 所 有 状 況 

割引率 

身体障がい者が
自ら運転する場
合 

身体障がい者手帳
の交付を受けてい
る方 

身体障がい者又はこの方と
生計を同じくする方が所有
するもの（身体障がい者１人
につき１台） 

介護者が運転す
る場合 

同乗者が第１種身
体障がい者又は第
１種知的障がい者 

乗用自動車 
（普通・小型・軽） 
貨物自動車 
（ライトバン等） 
特種用途自動車 

①重度障がい者又はこの者
と生計を同じくする方が所
有するもの(重度障がい者１
人につき１台) 
②重度障がい者を継続して
日常的に介護している方が
所有するもの(重度障がい者
１人につき１台) 

５割引 
以内 

持参するもの 

①身体障がい者手帳又は療育手帳 
②登録する自動車の車検証（一人につき１台まで） 
③運転免許証（障がい者本人が運転する場合） 
※ＥＴＣを利用して割引を受ける場合は、以下のものも必要です。 
・ＥＴＣカード（本人名義のものに限る（２０歳未満の場合は、親権者等でも可
の場合あり）） 

・ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの（車載器セットアップ申込書・証明
書等） 

申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 

（１）法人名義、事業用、営業用、台車等は対象となりません。 
（２）登録できる自動車は、障がい者本人又は家族名義のものに限ります。 
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■じん臓機能障がい者通院交通費補助 
 
区  分 内     容 

対象者 

次の①～⑥のいずれにも該当する方は、補助金の申請ができます。 
①道内に居住し、じん臓機能障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けている方。 
②じん臓の機能障がいを更生するため、居住地以外の市町村に所在する医療機関に通院
し、人工透析療法による医療の給付を受けている方。 

③生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を
受けていない方。 

④身体障がい旅客運賃割引規則による鉄道の旅客運賃割引を受けていない方。 
⑤居住する市町村に人工透析療法を実施する医療機関がない方。 
⑥前年所得が、特別障がい者手当の所得制限基準額を超えていない方。 

補助単価 
（片道）①25㎞まで          150円（通院１回） 
    ②25㎞を超えて～ 50㎞まで  350円（ 〃 ） 
    ③50㎞を超えて～ 75㎞まで  610円（ 〃 ） 

補助率 

（１）所得税非課税世帯に属する方 
補助基本額（１カ月） 補助率 

 8,400円以下 ０ 
 8,400円を超える １０/１０ 
 
（２）所得税課税世帯に属する方 

補助基本額（１カ月） 補助率 
 10,000円以下 ０ 
 10,000円を超え30,000円以下 １/２ 
 30,000円を超え50,000円以下 
（前年所得が42,001円以上の場合） 

１０/１０ 
（２/３） 

 50,000円を超える １０/１０  

持参する 
もの 

①通院証明書 ②補助金等交付申請書 ③印鑑 
（保健福祉課福祉係に様式があります） 

申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 
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■心身障がい児等通園費助成事業 
心身障がい児（者）が機能回復訓練や治療などを行う施設および精神障がい者が社会復帰

するための施設への通所に要する交通費を助成します。 
 
区  分 内     容 

対象者 

本町に住所を有する者で、次に掲げる施設等に通所している者およびその保護者に助成
します。 
(１) 児童デイサービス事業 
(２) 日中一時支援事業 
(３) 特別支援学校（寄宿舎に入舎している場合を除く） 
(４) 地域活動支援センター 
(５) 就労移行および就労継続支援事業 
(６) 町長が認めた施設 

助成額 

(１) 乗車距離が２キロメートル以上の汽車、バスを利用する場合は実費 
(２) 自家用車を利用する場合は、１キロメートルにつき20円 
(３) 十勝管外の施設については、汽車とバスの運賃の実費 
※ 施設から助成金の交付を受けている場合は、その額を控除した額になります。 

助成金は、４～６月、７～９月、10～12月および１～３月の年４回に分けて交付
します。 

持参する 
もの 

①申請書（事業所等の証明記載） ②印鑑 
（保健福祉課福祉係に様式があります） 

申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 
 
■重度身体障がい者交通費助成事業 
重度身体障がい者にタクシー運賃の一部を助成します。 

 
区  分 内     容 

対象者 

身体障がい者手帳所持者で 
①１級又は２級の下肢および体幹機能障がい、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運
動機能障がいのうち移動機能に障がいのある方 

②１級の心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障がいの方 
③１級又は２級の視覚障がいの方 

助成額 
年間 １０,０００円以内（タクシーチケット交付） 
※新規に手帳交付の場合は、月割り（交付月含む）になります。 
（１００円未満四捨五入） 

有効期間 当該年度の４月１日から翌年３月31日まで 
持参する 
もの 

①身体障がい者手帳 ②申請書 ③印鑑 
（保健福祉課福祉係、屈足支所に様式があります） 

申請場所 保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 

※タクシーチケットは町内の営業車のみ利用できます。 
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７ 税の控除 
 
■所得税および道町民税の控除 
 
税の種類 内 容 控除金額 窓口 

普通障がい者控
除 

身体障がい者手帳３～６級 
療育手帳Ｂ 
精神障がい者手帳２・３級 

２７万円 

特別障がい者控
除 

身体障がい者手帳１・２級 
療育手帳Ａ 
精神障がい者手帳１級 

４０万円 所得税 

同居特別障がい
者扶養控除 

控除対象配偶者又は扶養親族
が同居する特別障がい者 

扶養・配偶者控除額 
に３５万円加算 

帯広税務署 
帯広市西５条南
６丁目 
0155-24-2161 

普通障がい者控
除 

身体障がい者手帳３～６級 
療育手帳Ｂ 
精神障がい者手帳２・３級 

２６万円 

特別障がい者控
除 

身体障がい者手帳１・２級 
療育手帳Ａ 
精神障がい者手帳１級 

３０万円 

同居特別障がい
者扶養控除 

控除対象配偶者又は扶養親族
が同居する特別障がい者 

扶養・配偶者控除額
に２３万円加算 

道町民税 

分離課税とされる退職所得を控除した前年中の
所得が１２５万円以下 非課税 

役場町民課課税
係 
64-0526（内線154） 

相続税 
身体障がい者または知的障がい者もしくは精神
障がい者が相続や遺贈により財産を取得した場
合 

７０歳に達するま
で１年につき６万
円（特別障がい者１
２万円）控除 

贈与税 特別障がい者のために６千万円以内を信託会社等に委託した場合 非課税 

帯広税務署 
帯広市西５条南
６丁目 
0155-24-2161 

事業税 
両目の視力０.０６以下の視覚障がい者が行うあ
んま・マッサージ・指圧・針・きゅう等の事業
を個人で営む場合 

非課税 
十勝支庁税務課 
帯広市東３条南
３丁目 
 0155-27-8505 

 
■障がい者控除対象者認定書交付 
 
 障がい者手帳の交付を受けていない６５歳以上の寝たきり等高齢者で、医師の診断書や介
護認定等で障がい者に準じると判断された場合に、障がい者控除対象者認定書を交付してい
ます。 
【内容】 
要介護（要支援）認定者等が、障がい者等に準じると認められるか否かについては、審査

判定を行った後、町より認定書が交付されます。認定書を税務署等に申告することにより所
得税法（地方税法）上の障がい者控除に該当する場合があります。 
【窓口】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 電話64-0533（内線22３） 
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■自動車税・自動車取得税の免除 
身体等に障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申

請により自動車税の課税免除および自動車取得税の減免を受けることができます。 
・障がい者の方が自動車を所有（取得）し、自ら運転する場合 
・障がい者の方と生計を同じくする方が自動車を所有（取得）する場合又は運転する場合 
・障がい者のみで構成される世帯の方を介護する方が自動車を運転する場合 
・構造上、身体障がい者の方が利用するための自動車 
 
【対象となる自動車】 
乗用自動車、バンなど 

 
【自動車の購入者】 
障がい者本人又は、生計を同じくする方 

 
【免除となる台数】 
障がい者１人について１台まで 

（普通自動車と軽自動車を複数台所有している場合は、いずれか1 台） 
 
【対象となる範囲】 

対象となる障がい 等級 
上肢機能障がい １～３級 
下肢機能障がい １～６級 
体幹機能障がい １～３、５級 

上肢機能 １～３級 運動機能障がい 
（乳幼児期以前の非進行性脳病変によるもの） 移動機能 １～６級 
視覚障がい １～４級 
聴覚障がい ２、３級 
平衡機能障がい ３、５級 
音声機能障がい（喉頭摘出者のみ） ３級 
免疫機能障がい １～４級 

身
体
障
が
い
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方 内部機能障がい（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸） １、３、４級 

・療育手帳の交付を受けている方 
・心身障がい者総合相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障がいが
あると判定された方 

Ａ、Ｂ 

・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 
・精神保健指定医の診断書により精神に障がいがあると診断された方 １～３級 
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【必要な書類】 
①自動車税課税免除・自動車取得税減免申請書（用紙は十勝総合振興局にあります） 
②身体障がい者手帳等（原本提示） 
③自動車運転免許証（原本提示） 
④自動車検査証（原本提示） 
⑤健康保険証、家族全員の住民票等（生計を同じくする方が申請する場合） 
⑥印鑑 
※通学証明書、通院証明書、通勤証明書等が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合
わせください。 
【問合先】 十勝総合振興局税務課自動車税係 帯広市東３条南３丁目 電話0155-27-8529 
 
 
■軽自動車税の免除 
障がい者の方が使用する軽自動車等で、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自

動車税の減免を受けることができます。 
 
・障がい者の方が自ら運転する場合 
・障がい者の方のために、生計を同じくする方又は障がい者の方のみで構成される世帯の方
を常時介護する方が運転をする場合（通院・通学などのために、おおむね週１回以上継続
的に使用） 

 
【対象となる軽自動車】 
軽自動車（乗用、貨物）・オートバイなど 

 
【軽自動車の購入者】 
障がい者本人又は、生計を同じくする方 

 
【免除される台数】 
障がい者１人について１台まで 

（普通自動車と軽自動車を複数台所有している場合は、いずれか1台） 
 
【対象となる障がい】 
自動車税免除の対象者（65ページ）と同様 

 
【必要な書類】（毎年申請が必要です。） 
①減免申請書（用紙は役場町民課課税係にあります） 
②身体障がい者手帳等 
③自動車運転免許証（原本提示） 
④自動車検査証（原本提示） 

※申請受付の際に、軽自動車等の使用状況をお聞きしたり、通学証明書等を提出いただく場
合があります。 

 
【手続・問合先】役場町民課課税係 電話64-0526（内線154） 
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■心身障がい者扶養共済制度に基づく所得税の非課税等 
【掛金の控除】 
条例の規定により、北海道が実施する心身障がい者扶養共済制度に加入し、その掛金を支

払った場合には、小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引かれます。 
 
【給付金の非課税】 
上記の心身障がい者扶養共済制度に基づいて、心身障がい者やその権利を相続した方が受

ける給付金には、原則として所得税が課されません。 
※心身障がい者扶養共済制度については59ページをご覧ください。 
 
■おむつ代・ストマ用装具の医療費控除 
一般医療のほか、おむつ代やストマ用装具についても医療費控除の対象になる場合があり

ます。 
 
 おむつ代の医療費の控除  
【対象】 
次のいずれにも当てはまり、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方 

・傷病によりおおむね６か月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方 
・その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認め
られる方 

 
【手続き】 
おむつ代の領収書（患者の氏名および成人用おむつ代であることが明記されたものと医師

の証明書を確定申告書に添付してください。 
 
 ストマ用装具の医療費の控除  
【対象】 
人工肛門用ストマ（排泄孔）又は尿路変更のストマをもつ方のストマ用装具について、医

師の「ストマ用装具使用証明書」を受けた方 
 

【手続き】 
ストマ用装具代の領収書と医師の証明書を確定申告書に添付してください。 

なお、日常生活用具給付制度等による給付を受けた場合の、公費負担分は対象になりません。 
 
【手続・問合先】役場町民課課税係 電話64-0526（内線154） 

帯広税務署 帯広市西5条南6丁目 電話0155-24-2161 
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８ その他の制度 
 
■ＮＨＫの放送受信料の免除 
日本放送協会（ＮＨＫ）の定める受診料免除基準により、心身障がい者のテレビ受信料の 

免除等が受けられます。 
 

区  分 全額免除 
（障がい者の方を世帯構成員に有する場合） 

半額免除 
（障がい者の方が世帯主の場合） 

身体障がい 世帯構成員全員が市町村民税非課税 視覚・聴覚障がい者 
重度の身体障がい者（１、２級） 

知的障がい 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度の知的障がい者（A） 
精神障がい 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度の精神障がい者（１級） 

その他 社会福祉施設事業施設入所者 戦傷病者手帳所持者で特別項症～第１款
症の者 

持参するもの ①身体障がい者手帳又は療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳 ②印鑑 

手続先 
保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所 
（NHK送付用封筒および申請書を交付します） 
NHK帯広放送局 帯広市西５条南７丁目2-2  電話0155-23-3111 

 

■携帯電話の割引 
区 分 内   容 

対象者 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持している方 

割引内容 

基本料金・通話料・通信料などが割引となります。 
・ＮＴＴドコモ（ハーティ割引） 
・ａｕ（スマイルハート割引） 
・ソフトバンクモバイル（プライオリティサポート） 
※割引率や内容は各社によって異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください。 

手続先 携帯電話各社 
 

■ＮＴＴの番号案内の無料措置 
区 分 内   容 

対象者 

１身体障がい者手帳所持者で以下の方 
視覚障がい １～６級、肢体不自由（上肢および体幹、運動機能障がい）１～２級 

２療育手帳を所持している方 
３精神障がい者保健福祉手帳を所持している方 
４戦傷病者手帳所持者で以下の方 
視力障がい 特別項症～第６項症、上肢障がい 特別項症～第２項症 

持参するもの 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳 
手続先 ＮＴＴの営業窓口 ＊フリーダイヤル ０１２０－１０４１７４ 
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■特別駐車の許可 
歩行困難な身体障がい者の方の通院や自営業などのため、本人又は家族が運転して障がい

者が同乗する場合に、許可証を掲示すれば駐車禁止区域内に駐車することができます。 
 

区 分 内   容 

対 象 
（１）歩行困難な障がい者が自ら運転する場合 
（２）歩行困難な障がい者を同乗させて、その車両を家族などが運転する場合 

（現に障がい者の介護をしている方） 

対象範囲 

 

障がい区分 障がい等級 
上肢障がい １級、２級の１および２級の２ 
下肢障がい １級～４級までの各級 
体幹機能障がい １～３級までの各級 
視覚障がい １級～３級までの各級および４級の１ 
聴覚障がい ２級および３級 
平衡機能障がい ３級 

上肢機能 １級および２級 （一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く） 
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 移動機能 １級および２級 （一下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く） 
内部障がい（心臓・腎臓・呼
吸器・膀胱・直腸・小腸） １級および３級 

免疫機能障がい １級および３級までの各級 
療育手帳 Ａ判定 
精神障がい者保健福祉手帳 １級 
戦傷病者手帳 重度 

持参するもの ①運転免許証のコピー（表裏両面） ②自動車車検証のコピー ③身体障がい者手帳のコピー ④住民票（家族全員） ⑤印鑑 
手続先 新得警察署 電話64-0110 
 
■身体障がい者標識 
 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、自動車を運転する場
合に、その肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障がい者標
識を表示して自動車を運転するように努めなければならないことになっています。（道路交
通法）この場合、他の自動車の運転者は、当該身体障がい者標識を表示
している普通自動車に対する幅寄せや割り込みが禁止されます。 
 
【販売窓口】新得警察署 電話64-0110 
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■国際シンボルマーク 
障がい者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通の

シンボルマークです。自動車に貼る場合、自主的に「障がい者が乗ってい
る車」という事を分かりやすく表示しているのみで、道路交通法上の規制
を免れるものではありません。駐車禁止場所への駐車は、特別駐車の許可
を受けてください。障がい者用駐車場への駐車要件は各駐車場管理者の判断となります。 
 
■ほじょ犬について 
盲導犬（目の不自由な方の歩行の手助けをする）、介助犬（身体の不自由な方の生活に必

要な動作を介助する）、聴導犬（耳の不自由な方に音を知らせる）を総称して「身体障がい
者補助犬」（通称ほじょ犬）といいます。 
 
【ほじょ犬を利用したい】 
ほじょ犬を希望する方は、各協会に直接問い合わせをします。 

 ほじょ犬は購入するのではなく、無償貸与という形をとっています。貸与後は、訓練費の
ほか食費・医療費などが自己負担となります。 
☆盲導犬財団法人 北海道盲導犬協会 
札幌市南区南30条西８丁目1-1 
電話011-582-8222 FAX011-582-7715

☆介助犬 社会福祉法人 日本介助犬協会 
東京都八王子市東浅川町539-2 
TEL042-668-2464 FAX042-668-2465 

☆聴導犬 社会福祉法人日本聴導犬協会 
長野県上伊那郡宮田村3200 
FAX 専用：0265-85-5088 電話：0265-85-4615、5290 
E-mail：inf@hearingdog.or.jp 

 
【身体障がい者補助犬法】 
身体障がい者補助犬法は、「身体障がい者補助犬」の同伴受け入れを義務づける法律です。

平成14年5月に成立し、同年10月1日からは公共施設に施行されました。平成15年10月1日
には、民間施設へも適用され完全施行が始まりました。補助犬と一緒に生活している身体障
がい者のアクセス権を保障する補助犬法を、どうぞご理解ください。 
☆ほじょ犬について詳しい情報は 
特定非営利活動法人 日本補助犬協会 東京事務所 
〒156-0057 東京都世田谷区上北沢3-30-15 
電話03-3290-2019 FAX03-5357-2744
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■スポーツの振興 
障がいのある方が、スポーツを通じて体力づくりや仲間づくりをし、社会参加を促進した

り、生きがいのある生活を営めるよう、各種スポーツ大会が開催されています。 
☆はまなす車いすマラソン大会     ☆北海道障がい者スポーツ大会 
☆北海道障がい者冬季スポーツ大会   ☆北海道身体障がい者ゴルフ大会 
☆北海道身体障がい者ゲートボール大会 ☆北海道身体障がい者アーチェリー競技大会 
☆北海道障がい者水泳大会       ☆北海道ハンディキャップテニス大会 
☆北海道障がい者卓球競技大会     ☆北海道障がい者ボウリング大会 
☆全国障がい者スポーツ大会 

上記スポーツ大会について、詳しい情報はこちら↓↓です。 
詳細は随時ホームページに更新されています。 
 
名称 （財）北海道障がい者スポーツ振興協会 
所在地 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2.7 4Ｆ 
電話 011-261-6970 
FAX 011-261-6201 
URL http://www.do-syospo.or,jp/ 
 
☆十勝地区身体障がい者スポーツ大会 
十勝管内の身体障がい者が、スポーツやレクリェーションを通じて交流を深めることを
目的に、毎年7月又は8月に管内の市町村を会場として開催されています。 

 
名称 十勝地区身体障がい者福祉協会事務局 
所在地 帯広市東3条南3丁目(十勝合同庁舎内) 
電話 0155-20-6001 
FAX 0155-20-6002 
 
 
■青い鳥郵便はがき 
日本郵政グループでは、毎年４から5月ごろ重度の身体障がい者（1・2級）の人に青い鳥

郵便はがきを無料で配布しています。新得郵便局、屈足郵便局に申し込んでください。 
 
【申込み】 
新得郵便局 電話64-5204、屈足郵便局 電話65-2100 
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９ 福祉サービスの概要 
 

■障がい福祉サービス 
障がいのある方について、在宅で訪問を受けたり、通所施設を利用したり、施設に入所す

るサービスを受けることができます。障がい福祉サービスには、介護の支援を受けるもの（介
護給付）と、就労に向けた訓練などを受けるもの（訓練等給付）があります。 
 
【介護給付および訓練等給付のサービス一覧】 

サービス内容 制度の説明 対象者 
居宅介護 
（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、
入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを
総合的に行います。 

障がい程度区分４以上 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を
回避するために必要な支援、外出時における移動支援を行い
ます。 

障がい程度区分３以上
（50歳以上は区分４以
上） 

重度障がい者等包
括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービス
を包括的に行います。 障がい程度区分６ 

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 障がいを有する児童に、日常生活における基本的な動作の指
導、集団生活への適応訓練等を行います。  

短期入所 
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め
施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療
養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 障がい程度区分５以上 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介
護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供
します。 

障がい程度区分３以上
（施設入所者は区分４
以上）※50歳以上は区
分２以上（施設入所者
は区分３以上） 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介
護等を行います。 

障がい者支援施設に入
所し介ている方 

介
護
給
付 

共同生活介護 
（ｹｱﾎｰﾑ） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の
介護等を行います。 障がい程度区分２以上 

自立訓練（機能訓
練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身
体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。  

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要
な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。  

就労継続支援 
（A・B型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも
に、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。  

訓
練
等
給
付 

共同生活援助 
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援
助を行います。  
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【旧法施設支援について】 
障がいのある方の入所・通所施設の多くは、従前の身体障がい者福祉法や知的障がい者福

祉法等の規定に基づくサービスを提供しています。 
なお、これらの旧法によるサービスを提供している施設は、平成24年3月までに新しい体

系に基づくサービスへ移行することとなっています。 
 
施設の種類 概   要 身体 知的 
療護施設 常時介護を必要とする方に治療および養護を行います。 ○ × 
更生施設 リハビリテーションや自立生活を目指した様々な訓練を行います。 ○ ○ 
授産施設 自立生活に必要な就業訓練や技術指導を行います。 ○ ○ 

通勤寮 就労していて、身辺処理がある程度自立している方の独立や、自立
生活に必要な助言、指導を行います。 × ○ 

 
【費用】 
上記に掲げる障がい福祉サービスについて、それぞれ費用額が決まっており、利用者はそ

の費用額の１割を負担していただきます。（前年の所得に応じて月額負担上限額があります） 
 
【利用方法】 
保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）、屈足支所に申請してください。 
制度の利用に関する相談からサービスの利用までの流れは、次ページを参考にしてくださ
い。 

 
■障がい者短期入所事業 
一時的に町内の福祉施設に入所して日常生活上の支援をします。（１回７日間まで） 

【対象者】 
 町内に居住する身体障がい者手帳又は療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を有する者又
は障がいがあると認められる者で、障がい程度区分認定審査会の審査を経た結果非該当とさ
れた者や審査を受けていない者 
【費用】１日 1,220 円（食費、居住費等は実費負担となります） 
【窓口】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ） 電話 64-0533（内線 222） 
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 制度の利用に関する相談や情報の提供                        
「制度のことが知りたい」「どんなサービスが受けられるの」
「事業者はどこ」などのご質問、ご相談又は必要な情報の提
供を行います。 
 

 利用申請                                     
サービスの利用を申請する方（以下「利用者」という）は、
必要なサービスを選択し、障がい福祉サービスの利用申請を
します。 
申請に必要なものは、①申請書 ②収入に関する証明 ③身体
障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳 ⑤印
鑑。 
 

 聴き取り調査                                    
心身の状況に関する１０６項目の聴き取り調査をさせていた
だきます。 
 

 市町村において障がい程度区分の一次判定                        
上記の聴き取り調査によりコンピューターで判定します。 
 

 障がい程度区分認定審査会において障がい程度区分の二次判定                
審査会は、障がい保健福祉をよく知る委員で構成されていま
す。医師の意見書等も参考に最終判定します。 
 

 支給決定                                      
町は、聴き取り調査における勘案事項・サービスの利用意向
等も考慮し、支給決定することを適当と認めた場合は、決定
内容を記載した「障がい福祉サービス受給者証」を交付しま
す。 
 

 事業者と契約                                    
利用者は、利用したい事業者を選択し、その事業者に「障が
い福祉サービス受給者証」を提示し、サービスの利用に関す
る契約を締結します。 
 

 サービスの利用                                   
利用者（もしくはご家族の方）は、サービスの利用に要する
費用のうち、それぞれに定める利用者負担額を事業者に支払
います。 

 
【問い合わせ先】 
保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）電話64-0533（内線22３） 
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■地域生活支援事業 
「障がい福祉サービス」と同様に、障がいを有する方が地域で安心して生活し、その有する
能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近
な市町村が地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施を行います。新得町では、次のよう
な取り組みを行います。 
 

サービス内容 制度の説明 利用者負担・助成額 
相談支援事業 24ページを参照してください。 無料 

コミュニケーション支援
事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいの
ため、意思疎通を図ることに支障がある方とそ
の他の方の意思疎通を仲介するために、手話通
訳や要約筆記等を行う者の派遣を行います。 

無料 

日常生活用具給付等事業 36ページを参照してください。 補装具の負担上限額区
分と同じ 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいを有する方につい
て、外出のための支援を行います。 

障がい福祉サービスの
負担上限額区分と同じ 

地域活動支援センター事
業 

障がいを有する方が通い、創作的活動又は生産
活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図
ります。 

無料 

日中一時支援事業 
障がいを有する方に活動の場を提供し、見守り、
社会に適応するための日常的な訓練その他の支
援を行います。 

障がい福祉サービスの
負担上限額区分と同じ 

生活サポート事業 
障がい福祉サービスで程度区分が「非該当」と
なった方でサービスが必要と認められる方など
に対し、掃除・洗濯・調理・買い物など生活の
支援を行います。 

障がい福祉サービスの
負担上限額区分と同じ 

自動車運転免許取得費助
成事業 

町民税非課税世帯で身体に障がい（３級以上）
のある方が、就労や社会参加のために自動車運
転免許を取得する経費の一部を助成します。 

助成額 
１０３，０００円限度 

身体障がい者用自動車改
造費助成事業 

身体障がい（２級以上）の肢体不自由な方が、
社会復帰の促進を図るために自らが所有し、か
つ、運転する自動車の改造（操行装置・駆動装
置）に要する経費の一部を助成する制度です。 

助成額 
１００，０００円限度 
（所得制限あり58ペ
ージ 「特別障がい者手
当」参照） 

高額地域生活支援事業費 
障がい福祉サービスと地域生活事業を組み合わせて利用したときには、
高額地域生活事業費として、月額負担上限額を超えた分について助成し
ます。 

【問い合わせ先】保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）電話64-0533（内線223） 
 
■その他のサービス 
 緊急通報システム設置事業、配食サービス事業、布団乾燥サービス事業、除雪サービス事
業、入浴サービス事業、介護用品費助成事業、外出支援サービス事業、はいかい高齢者等SOS
ネットワークシステム、成年後見制度利用促進事業、水道料の減免制度についての詳細は、
92～102ページ「高齢者のために」を参照ください。 
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■難病患者等ホームヘルプサービス事業 
在宅で難病等を治療されている方の家庭へホームヘルパーを派遣します。 

 
【対象者】 
次のすべての条件にあてはまる方 
①厚生労働科学研究難知性疾患克服研究事業（特定疾患調査研究分野）の対象疾患患者お
よび関節リウマチ患者 

②在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方 
③介護保険法、老人福祉法、障がい者自立支援法などに基づく制度の対象とならない方 

 
【内 容】 
・入浴、排せつ、食事等の介護 
・調理、洗濯、掃除等の家事 
・生活等に関する相談、助言などのサービスを提供します。 
 

【負担額】 

利用者世帯の階層区分 利用者負担額 
1時間当たり 

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 

B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円 

C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円 

D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円 

E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円 

F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円 

G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円 

 
【問い合わせ先】 
保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）電話64-0533（内線223） 
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■在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業 
在宅の呼吸器機能障がい者等に対し、酸素供給装置等の使用に係る維持管理費（電気料金）

の一部を助成する制度です。 
 
区  分 内     容 

対象者 呼吸機能障がい者等で、医師の診断に基づき在宅酸素療法により在宅で療養している方 

支給額 
・１２時間未満使用 1,000 円／月 
・１２時間以上使用 2,000 円／月 
※毎年、1月1日から2月28日までの間に前年分の助成金申請をしていただきます。 
助成金は一括で振り込まれます。 

持参する 
もの 

①申請書（医師証明欄に在宅酸素を使用している旨記載のこと） 
②住民票 
※申請書は、保健所にお電話をしていただければ郵送可能です。 

申請場所 十勝保健福祉事務所新得支所（帯広保健所新得支所） 新得町３条南６丁目１番地１６ （電話 64-5104） 

 
 
■在宅難病患者福祉サービス 
在宅で難病等を治療されている方へ次のサービスがあります。 

 
事業名 対象者 内  容 費  用 

配食サービス 難病により調理が困難
と認められる世帯 

週２回（月・木曜日） 
弁当を配達 １回 400円 

布団乾燥サービス 難病により布団乾燥が
困難と認められる世帯 

月１回訪問して布団を
乾燥 
※羽毛布団の乾燥は出
来ません。 

１回 200円 

除雪サービス 難病により除雪が困難
と認められる世帯 

降雪２０㎝程度のとき、
玄関先から道路まで必
要最低限の範囲を除雪
します。 

無料 

入浴サービス 
難病により入浴が困難
と認められる者で、介護
保険の通所介護サービ
スの利用が困難な者 

機械浴室で先身、洗顔、
洗髪を行います。 

１回 594円 
～1,053円 

 
【問い合わせ先】 
保健福祉課福祉係（保健福祉センターなごみ）電話64-0533（内線223） 
 
 
 
 
 


