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施設・就労支援担当
TEL：5211-4217

障害者のための
国際シンボルマーク

障害者が利用できる建物、施設であること
を明確に表すための世界共通のシンボル
マークです。マークの使用については国際
リハビリテーション協会の「使用指針」によ
り定められています。

公益財団法人
日本障害者リハビリテーション協会  
TE L：03-5273-0601
FAX：03-5273-1523

盲人のための
国際シンボルマーク

世界盲人連合で1984年に制定された盲人
のための世界共通のマークです。視覚障害
者の安全やバリアフリーに考慮された建物、
設備、機器などに付けられています。信号
機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見
かけるマークです。

社会福祉法人
日本盲人福祉委員会
TEL：03-5291-7885

身体障害者標識
（身体障害者マーク）

肢体不自由であることを理由に免許に条件
を付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、努力
義務となっています。

警察庁交通局交通企画課
TEL：03-3581-0141（代）

聴覚障害者標識
（聴覚障害者マーク）

聴覚障害であることを理由に免許に条件を
付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、義務
となっています。

警察庁交通局交通企画課
TEL：03-3581-0141（代）

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞
こえない人・聞こえにくい人への配慮を表
すマークでもあります。

一般社団法人
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
TEL：03-3225-5600
FAX：03-3354-0046

オストメイト／
オストメイト用
設備マーク

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀
胱を造設している排泄機能に障害のある障害
者のことをいいます。このマークはオストメイト
である事と、オストメイトの為の設備（オストメ
イト対応のトイレ）があることを表しています。

公益財団法人
交通エコロジー・モビリティ財団
TEL：03-3221-6673
FAX：03-3221-6674

ハート・プラス
マーク

「身体内部に障害がある人」を表していま
す。身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀
胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障害が
ある方は外見からは分かりにくいため、
様々な誤解を受けることがあります。

特定非営利活動法人
ハート・プラスの会
TEL：080-4824-9928

「白杖ＳＯＳシグナル」
普及啓発
シンボルマーク

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグ
ナルを示している視覚に障害のある人を見
かけたら、進んで声をかけて支援しようと
いう「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発
シンボルマークです。

岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
TEL：058-214-2138
FAX：058-265-7613

障害者雇用
支援マーク

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障
害者の在宅障害者就労支援並びに障害者
就労支援を認めた企業、団体に対して付与
する認証マークです。

公益財団法人
ソーシャルサービス協会 ITセンター
TEL：052-218-2154
FAX：052-218-2155

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障害や
難病の方、または妊娠初期の方など、外見から
分からなくても援助や配慮を必要としている
方々が、周囲の方に配慮を必要としていること
を知らせることができるマークです（JIS規格）。

東京都福祉保健局障害者施策推進部
計画課社会参加推進担当
TEL：03-5320-4147

手話マーク

耳が聞こえない人が手話でのコミュニケー
ションの配慮を求めるときに提示したり、役
所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、
店舗など、手話による対応ができるところ
が掲示できます。また、イベント時のネー
ムプレートや災害時に支援者が身に着ける
ビブスなどに掲示することもできます。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
TEL：03-3268-8847
FAX：03-3267-3445

筆談マーク　

耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的
障害者や外国人などが筆談でのコミュニ
ケーションの配慮を求めるときに提示した
り、役所、公共及び民間施設・交通機関の
窓口、店舗など、筆談による対応ができる
ところが掲示できます。また、イベント時の
ネームプレートや災害時に支援者が身に着
けるビブスなどに掲示することもできます。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
TEL：03-3268-8847
FAX：03-3267-3445

このしおりは全てユニバーサルデザインのフォントを使用しています。

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマー
クです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、
介助犬、聴導犬のことを言います。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室　　
TEL：03-5253-1111（代）
FAX：03-3503-1237

このマークは、
Uni-voice（音声）コードです。
専用の読取装置またはスマー
トフォンのアプリで、記載内容
を音声で聞くことができます。

6.5mm
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「ハートクルー」シンボルマーク

Ⓡ

Ⓒ千代田区

障害者福祉のしおり　補足版について

◆ 本冊子は令和３年４月に配布いたしました「2021・2022年度版　
障害者福祉のしおり」を本編版とする「補足版」です。

◆ ご自身の利用できるサービスを、より探しやすいように以下の２点
を掲載しています。
　ぜひ、本編版と一緒にお使いください。
　　●対象者別　サービス早見表　［3ページ～］
　　●さくいん（通称・略称あり）　［25ページ～］

◆ 本冊子に載っているページ数は、すべて本編版のページ数です。

◆サービスの詳細は、各問合せ先へお問合せください。

ヘルプカード

カードの裏面には、最低限の情報を。

サブカード

ここには、詳しくあなたのことを
書いた「サブカードを入れている
場所」を記入します。

ここには、カードを利用する人の
「名前」を記入します。

サブカード

ウラ面には、
伝えたいことや
手助けして
欲しい内容を
記入します。

三つ折りにできます。

より詳しい内容を
記入します。
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－　2　－

１　障害者差別解消法
◆意思疎通と合理的配慮の提供
　平成 28年４月から障害者差別解消法「障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律」が施行されました。この法律は障害のある人もない人も、
互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめ
ざしています。法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の
提供」を求めています。

■相談窓口・問合せ先
　千代田区　障害者福祉課障害者福祉係　
　TEL（5211）4214　Eメール　shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

■不当な差別的取扱いとは？
　障害のある人に対して、正当
な理由なくサービスの提供を拒
否・制限すること
●例えば…
　障害があることを理由に
　・�窓口対応を拒否・後回しにする。
　・�書面の交付、パンフレット

の提供、説明会、講演会の
出席を拒む。

　・�飲食店への入店、クラブや
サークルの入会を断る。

■合理的配慮の提供とは
①�障害のある人から、何らかの対
応が必要と伝えられたときに

②負担が重すぎない範囲で
③�障害のある人の状態に合わせ
た対応をすること。

東京都の条例で、すべての行政
機関と民間事業者に合理的配慮
の提供が義務になりました！ 
※�対象となる事業者は、「都内で事業を
行う者」です。

■千代田区の取組み
　●�職員が法律に適切に対応するために、対応要領を策定し、ハンドブック

を配布。
　●�合理的配慮の前提となる意思疎通の重要性から、平成 28年 10月に「千

代田区障害者の意思疎通に関する条例」を制定。
　●�合理的配慮を適切に提供するため、各窓口に筆談器を配備し、障害者福

祉課には、携帯用磁気ループ、点字プリンターを配備。
　●�障害への理解を深めながら、地域における声掛けなど具体的な配慮の普及・

啓発を行う障害者サポーター「ハートクルー」の養成講座を実施。（平成
30年度～）
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－　3　－

視覚障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
8214）1125（LET

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○1-3 障害者福祉課 障害者福祉係

4124）1125（LET

どの障害種別に関するサービスか
表しています。

対象の等級など条件を表しています。
　　○…原則、対象です。
　　△…一部対象です。他にも要件があります。
例：○1-3 のとき…１～３級の方が利用可能なサービスです。

当該サービスの「2021・2022 年度版
障害者福祉のしおり」における掲載ペー
ジを表しています。

２　障害の種類別　サービス早見表

■■ 早見表の見方
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視
覚
障
害

視覚障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○1-3 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △1-3 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
児童育成手当〔障害手当〕 41 ○1-2 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
心身障害者医療費助成制度 46 ○1-2 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
自立支援（育成）医療 49 △ 千代田保健所 健康推進課 保健予防係

TEL（5211）8172
補装具費の支給 54 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
公衆浴場入浴券支給 57 ○1-2 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
紙おむつ等支給 57 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
寝具乾燥消毒 58 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
提案型サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
身体障害者補助犬の給付 59 △1 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
救急通報システム 60 ○1-2 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
移動支援事業 60 ○ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
一時保護 61 △1-2 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 ○1-2 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

駐車禁止の対象除外 70, 
153 ○1-3△4 各警察署へお問い合わせください
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視覚障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

コミュニケーション支援事業 77 ○ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

点字版・音声版「広報千代田」 77 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区立図書館のサービス 78 ○
千代田図書館
TEL（5211）4290
日比谷図書文化館
TEL（3502）3343

デイジー図書（録音図書）及び
プレイヤー貸出サービス 78 ○ 問い合わせは各図書館

点字版・CD版区議会だより 79 ○ 区議会事務局調査担当
TEL（5211）4297

音訳サービス 79 ○ ちよだボランティアセンター
TEL（6265）6522

点字版・テープ版・
デイジー版「広報東京都」 79 ○ 東京都生活文化局 広報課

TEL（5388）3093
点字版・テープ版・
デイジー版「都議会だより」 80 ○ 東京都議会議会局広報課

TEL（5320）7126
ガイドヘルパーネットワーク 80 ○ 東京都ガイドセンター

TEL（5272）0996
都税納税通知書の点字サービス 80 ○ 東京都主税局総務部 総務課 相談広報班

TEL（5388）2925

点字図書館 81 ○

日本点字図書館
TEL（3209）0241
日本視覚障害者団体連合点字図書館
TEL（3200）6160
東京ヘレン・ケラー協会点字図書館
TEL（3200）0987

視覚障害者用生活用具の販売 82 ○ 日本点字図書館 用具事業課
TEL（3209）0751

視覚障害者情報・生活サポート事業 82 ○ 東京ヘレン・ケラー協会点字図書館
TEL（3200）0987

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

有料道路の割引 97 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

福祉タクシー券の支給 98 ○1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車燃料費助成 99 ○1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車運転免許取得費の補助 100 △1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △1-4 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
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視覚障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

家族向け都営住宅優遇制度
（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △1-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
車いす使用者世帯向け都営住宅

（ポイント方式） 120 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者向け都営住宅 120 △1-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者用車いす使用者向け都営住宅 120 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △1-2

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇抽選時の倍率優遇 121 ○1-4

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560

聴覚又は平衡機能障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △2-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○2-3 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △2-3 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
児童育成手当〔障害手当〕 41 ○2-3 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
心身障害者医療費助成制度 46 ○2 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
自立支援（育成）医療 49 △ 千代田保健所 健康推進課 保健予防係

TEL（5211）8172
補装具費の支給 54 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
公衆浴場入浴券支給 57 ○2 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
紙おむつ等支給 57 △2 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
寝具乾燥消毒 58 △2 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
提案型サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
身体障害者補助犬の給付 59 ○2 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
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聴覚又は平衡機能障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

救急通報システム 60 ○2 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

一時保護 61 △2 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 ○2 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

駐車禁止の対象除外 70, 
153 ○2-3 各警察署へお問い合わせください

高齢者等専用駐車区間制度 70 △ 各警察署へお問い合わせください

コミュニケーション支援事業 83 ○ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

字幕・手話つきビデオ・DVD の
製作・貸し出し 86 ○ 聴力障害者 情報文化センター

TEL（6833）5004
聴覚障害者コミュニケーション
機器の貸し出し 86 ○ 東京手話通訳等 派遣センター

TEL（3352）3359

聴覚・言語障害者のための緊急通報 87 ○
警視庁　
TEL（3581）4321
東京消防庁　
TEL（3212）2111

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128

有料道路の割引 97 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車運転免許取得費の補助 100 △2-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △2-4 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △2-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △2-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 △2-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
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聴覚又は平衡機能障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

家族向け都営住宅優遇制度
（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △2-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
車いす使用者世帯向け都営住宅

（ポイント方式） 120 △2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者向け都営住宅 120 △2-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者用車いす使用者向け都営住宅 120 △2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △2

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇 121 ○1-4

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560

音声言語障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○3 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △3 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
自立支援（育成）医療 49 △ 千代田保健所 健康推進課 保健予防係

TEL（5211）8172
補装具費の支給 54 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
提案型サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209
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音声言語障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

コミュニケーション支援事業 83 ○ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128

有料道路の割引 97 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車運転免許取得費の補助 100 △3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 ○3-4 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 ○3-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 ○3-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 ○3-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
家族向け都営住宅優遇制度

（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 ○3-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者向け都営住宅 120 ○3-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇 121 ○3-4

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560

肢体不自由・上肢・下肢・体幹障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○1-3 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △1-3 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
児童育成手当〔障害手当〕 41 ○1-2 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
心身障害者医療費助成制度 46 ○1-2 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
自立支援（育成）医療 49 △ 千代田保健所 健康推進課 保健予防係

TEL（5211）8172
補装具費の支給 54 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
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肢体不自由・上肢・下肢・体幹障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

公衆浴場入浴券支給 57 ○1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

紙おむつ等支給 57 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

訪問理美容サービス 58 下肢・体幹
△1

障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

寝具乾燥消毒 58 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

巡回療浴サービス 58 下肢・体幹
△1-2

障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

提案型サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

身体障害者補助犬の給付 59 △1-2 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

救急通報システム 60 ○1-2 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

移動支援事業 60 上肢かつ
下肢△1

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

一時保護 61 △1-2 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 ○1-2 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

駐車禁止の対象除外 70, 
153 △ 各警察署へお問い合わせください

高齢者等専用駐車区間制度 70 △ 各警察署へお問い合わせください

区立図書館のサービス 78 △
千代田図書館
TEL（5211）4290
日比谷図書文化館
TEL（3502）3343

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128
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肢体不自由・上肢・下肢・体幹障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

有料道路の割引 97 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

福祉タクシー券の支給 98
○上肢1-2、
下肢・体幹

1-3
障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車燃料費助成 99
○上肢1-2、
下肢・体幹

1-3
障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車改造費の助成 100 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車運転免許取得費の補助 100 △下肢・体幹
1-5、上肢1-3

障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △1-4 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
家族向け都営住宅優遇制度

（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △1-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

車いす使用者世帯向け都営住宅
（ポイント方式） 120 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
単身者向け都営住宅 120 △1-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
単身者用車いす使用者向け都営住宅 120 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △1-2

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇 121 ○1-4

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560

内部障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○1-3 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △ 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230

01-サービス一覧.indd   1101-サービス一覧.indd   11 2022/03/24   17:35:142022/03/24   17:35:14
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内部障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

児童育成手当〔障害手当〕 41 ○1-2 子育て推進課 手当・医療係
TEL（5211）4230

心身障害者医療費助成制度 46 ○1-3 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

自立支援（育成）医療 49 △ 千代田保健所 健康推進課 保健予防係
TEL（5211）8172

難病医療費等助成 50 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

補装具費の支給 54 △ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

公衆浴場入浴券支給 57 ○1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

紙おむつ等支給 57 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

寝具乾燥消毒 58 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

巡回療浴サービス 58 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

提案型サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

救急通報システム 60 ○1-3 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

一時保護 61 △1-2 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 △1-2 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

駐車禁止の対象除外 70, 
153 ○1-3 各警察署へお問い合わせください

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128
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内部障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

有料道路の割引 97 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

福祉タクシー券の支給 98 ○1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車燃料費助成 99 ○1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車運転免許取得費の補助 100 △1-4 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △1-4 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 △1-4 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
家族向け都営住宅優遇制度

（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △1-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

車いす使用者世帯向け都営住宅
（ポイント方式） 120 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
単身者向け都営住宅 120 △1-4 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
単身者用車いす使用者向け都営住宅 120 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △1-2

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇 121 ○1-4

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560

知的障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △1-4 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △1-4 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
児童育成手当〔障害手当〕 41 ○1-3 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
心身障害者医療費助成制度 46 ○1-2 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
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知的障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

公衆浴場入浴券支給 57 ○1-3 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

紙おむつ等支給 57 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

訪問理美容サービス 58 △1 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

寝具乾燥消毒 58 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

巡回療浴サービス 58 △1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動通話録音機設置 58 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

提案型サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

移動支援事業 60 ○ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

一時保護 61 △ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 ○1-3 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

駐車禁止の対象除外 70 ○1-2 各警察署へお問い合わせください

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128

有料道路の割引 97 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

福祉タクシー券の支給 98 ○1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車燃料費助成 99 ○1-2 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128
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知的障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

自動車運転免許取得費の補助 100 △1-4 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △1-3 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △ 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △1-3 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 △ 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
家族向け都営住宅優遇制度

（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △1-3 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者向け都営住宅 120 △1-3 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △1-3

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇 121 △1-2

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560

精神障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △1 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 △ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
心身障害者医療費助成制度 46 △1 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
自立支援（精神通院）医療 48 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
小児精神病入院医療費助成 51 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
自動通話録音機設置 58 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
移動支援事業 60 ○ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
一時保護 61 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
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精神障害
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 ○1-3 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

駐車禁止の対象除外 70, 
153 △1 各警察署へお問い合わせください

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

精神デイケア事業
「チェリーブラッサムの会」 89 ○ 千代田保健所 健康推進課 保健相談係

TEL（5211）8175
民営バス運賃の割引 101 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
精神障害者都営交通乗車証 101 ○ 東京都福祉保健局 精神保健医療課

TEL（5320）4464
区営住宅申込み時の優遇 117 △1-2 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △ 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △1-2 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
居住安定支援家賃助成 118 △ 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
家族向け都営住宅優遇制度

（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △1-2 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

単身者向け都営住宅 120 △1-3 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △1-2

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

都市再生機構「新築UR賃貸住宅」の
抽選時の倍率優遇 121 △

UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 
住宅経営部 営業開発課
TEL（5323）3560
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難
病

難病
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 △ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
難病等医療費助成 50 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
特殊医療の医療費助成 51 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
補装具費の支給 54 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
日常生活用具費等の支給 56 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
寝具乾燥消毒 58 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
障害者等食事支援サービス 59 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
救急通報システム 60 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
一時保護 61 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
救急医療情報キットの配付 62 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214

千代田区安心生活見守り台帳
※65歳以上は高齢で 63 ○

障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217
在宅支援課相談係
TEL（6265）6483
災害対策・危機管理課 災害対策推進係
TEL（5211）4187

風ぐるま（地域福祉交通） 64 ○
日立自動車交通㈱
TEL（3222）9977
福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

裁判員制度参加支援事業 67 ○ 福祉総務課 福祉総務係
TEL（5211）4209

生活福祉資金 69 ○ 千代田区社会福祉協議会 地域支援係
TEL（3265）1901

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

難病リハビリ教室 89 △ 千代田保健所 健康推進課 保健相談係
TEL（5211）8175

在宅難病患者一時入院事業 90 △ 千代田保健所 健康推進課 保健相談係
TEL（5211）8175

福祉タクシー券の支給 98 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車燃料費助成 99 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △ 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区民住宅（中堅所得者向け）
申込み時の優遇 117 △ 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
区営住宅心身障害者等優先入居 118 △ 住宅課 住宅管理係

TEL（5211）3607
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難病
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

家族向け都営住宅優遇制度
（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

脳性麻痺
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

特別児童扶養手当 41 △ 子育て推進課 手当・医療係
TEL（5211）4230

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
児童育成手当〔障害手当〕 41 ○ 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
寝具乾燥消毒 58 △ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
一時保護 61 △ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
重度脳性麻痺者介護人派遣事業 61 △ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
障害者（児）等緊急介護人助成事業 62 ○ 障害者福祉課 総合相談担当

TEL（5211）4217
図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター

TEL（6833）5004
福祉タクシー券の支給 98 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128
自動車燃料費助成 99 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当

TEL（5211）4128

進行性萎縮症
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害者福祉手当 34 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

心身障害者扶養共済制度
※保護者が加入 39 ○ 障害者福祉課 障害者福祉係

TEL（5211）4214
特別児童扶養手当 41 △ 子育て推進課 手当・医療係

TEL（5211）4230
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進
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進
進
病
進

進

進行性萎縮症
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

児童育成手当〔障害手当〕 41 ○ 子育て推進課 手当・医療係
TEL（5211）4230

寝具乾燥消毒 58 △ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

一時保護 61 △ 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

福祉タクシー券の支給 98 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

自動車燃料費助成 99 ○ 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128

被爆者
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

原爆被爆者見舞金 67 ○ 生活支援課 管理係
TEL（5211）4215

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 △
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128

区営住宅申込み時の優遇 117 △ 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区営住宅心身障害者等優先入居 118 △ 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

家族向け都営住宅優遇制度
（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894

戦傷病者
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

駐車禁止の対象除外 70, 
153 △ 各警察署へお問い合わせください

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

都営交通無料乗車券 97 ○
障害者福祉課 給付・指導担当

（Ａ券：通用期間3年）
TEL（5211）4128

戦傷病者乗車券引換証の交付 102 ○
東京都福祉保健局 生活福祉部 
計画課 援護恩給担当
TEL（5320）4078

区営住宅申込み時の優遇 117 △ 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

区営住宅心身障害者等優先入居 118 △ 住宅課 住宅管理係
TEL（5211）3607

家族向け都営住宅優遇制度
（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
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戦傷病者
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

家族向け都営住宅（ポイント方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
TEL（3498）8894

車いす使用者世帯向け都営住宅
（ポイント方式） 120 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894
単身者用車いす使用者向け都営住宅 120 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894

公害医療・大気汚染医療
サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

図書等の貸し出し 88 ○ 聴力障害者情報文化センター
TEL（6833）5004

家族向け都営住宅優遇制度
（抽せん方式） 119 △ 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

TEL（3498）8894

都営住宅使用料の減免 121 △

JKK東京（東京都住宅供給公社）
お客さまセンター
TEL 0570-03-0071
上記の番号がご利用できない
方、携帯電話の無料通話分や割
引サービスをご利用の方は
TEL（6279）2652

その他
【その他の手当・医療費助成など】

サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

重度心身障害者手当 35

65歳未満で都の指定
医に判定された方こ
の手当に該当する障
害の程度は、手帳の等
級だけではなく、一定
の障害要件に該当す
る必要があります。

障害者福祉課 
給付・指導担当
TEL（5211）4128

特別障害者手当
障害児福祉手当
経過的福祉手当

36～
38

（1）おおむね身体障害
者手帳１・２級の一
部、愛の手帳１・２度
程度の一部

（2）上記と同等の疾
病・精神障害の方
※各種手帳を取得し
ていなくても申請で
きます。
※障害の程度の判定
は、お手持ちの手帳と
は別に所定の診断書に
基づいて判定します。

障害者福祉課 
給付・指導担当
TEL（5211）4128

障害基礎年金（国民年金）
特別障害給付金 40 お問い合わせください。保険年金課 国民年金係

TEL（5211）4202
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その他
【その他の手当・医療費助成など】

サービス名 本編ページ 対象等級等 受付窓口連絡先

障害厚生年金・障害手当金 43 お問い合わせください。
千代田年金事務所 
お客様相談室
TEL（3265）4381（代表）

自立支援（更生）医療 47 お問い合わせください。障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

東京都立心身障害者
口腔保健センター 53

地域の歯科医療機関
では対応が困難な障
害をお持ちの方

東京都立心身障害者口
腔保健センター
TEL（3267）6480 

重度脳性麻痺者介護人派遣事業 61 お問い合わせください。障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

難聴者補聴器購入費助成 84
聴覚障害の手帳を
持っていない、聞こえ
に不安がある方

障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

その他
【子どもに関すること】　対象等級についてはお問い合わせください。

サービス名 本編ページ 受付窓口連絡先

児童育成手当〔育成手当〕 42 千代田年金事務所 お客様相談室
TEL（3265）4381（代表）

児童扶養手当 43 子育て推進課 手当・医療係
TEL（5211）4230

小児精神病入院医療費助成 51 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217

小児慢性特定疾病医療費助成 52 千代田保健所 健康推進課 保健予防係
TEL（5211）8172

在宅重症心身障害児（者）訪問事業 52 千代田保健所 健康推進課 保健相談係
TEL（5211）8175

ひとり親家庭等の医療費助成 53 子育て推進課 手当・医療係
TEL（5211）4230

駐車禁止の対象除外 70, 
153 各警察署へお問い合わせください

健やか親子相談 71 千代田保健所 健康推進課 保健相談係
TEL（5211）8175

小児慢性特定疾患児
日常生活用具の給付 71 千代田保健所 健康推進課 保健予防係

TEL（5211）8172
特別支援教育 71 指導課 特別支援教育担当

TEL（5211）3666
障害児保育 72 子ども支援課 入園審査係

TEL（5211）4119
子どもの健康相談室
発達障害等の療育経費助成
児童福祉法による障害児を対象とし
たサービス
障害児通所給付助成
就園相談
就学相談
重症心身障害児等在宅レスパイト事業

72～
74

児童・家庭支援センター 発達支援係
TEL（5296）9281
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その他
【子どもに関すること】　対象等級についてはお問い合わせください。

サービス名 本編ページ 受付窓口連絡先
障害児支援事業

（小・中・高校生向け機能訓練）
子ども発達支援センター事業
障害児支援事業

「フレンズビレッジ千代田」

75, 
76

子ども発達センター（さくらキッズ）
TEL（3256）8162

中等度難聴児発達支援事業 85 障害者福祉課 障害者福祉係
TEL（5211）4214

その他
【各種割引・減免など】

サービス名 本編ページ 受付窓口連絡先
鉄道運賃の割引
自動車免許の無料講習
タクシー運賃の割引
航空旅客運賃の割引
フェリー運賃の割引

102, 
103

本編版をご覧いただき、詳細は各問合せ先へお
問合せください。

テレビ受信料の減免 104

郵便料金の減免 105

青い鳥郵便葉書の無償配布 105

携帯電話料金の割引 106

電話番号案内の無料利用 106

所得税・住民税の障害者控除 107

住民税の非課税 107
自動車税環境性能割・自動車税種別
割・軽自動車税環境性能割・軽自動車
税種別割の減免

108

個人事業税の減免 109

所得税等の軽減 110

マル優制度等の利子非課税 110

温水プールの無料利用 122
都立公園・公園駐車場等の
利用料の免除 122

国立博物館・美術館の入館無料 123

国立劇場の割引 124

新国立劇場の割引 124
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そ
の
他

その他
【その他のサービス】

サービス名 本編ページ 受付窓口連絡先

リフト付き福祉タクシー 64

本編版をご覧いただき、詳細は各問合せ先へお
問合せください。

ふれあい収集 65

ふたばサービス 66

車いすの貸出し 66
ちよだ成年後見センター・
日常生活自立支援・
成年後見制度利用支援

68

自動車事故被害者救済制度 70

区議会本会議の文字配信 85

仕事・職業訓練に関すること 91～
96

粗大ごみ廃棄物処理手数料の免除 104

関税の免除 110

社会参加・レクリエーションのこと
111
～

116

千代田区の施設や団体のご案内
125
～

132
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３　トピックス
◆障害者福祉タクシー券
　令和４年度から支給額を増額し、チケット１枚当たりの金額を変更します。
　●１か月あたり 3,750 円（年間支給上限額 45,000 円）
　●４か月分が１冊になります（500円券　30枚綴り）。
　※�新たに申請する方は、申請月によって、下表のとおり支給冊数が変わり

ます。
　※�すでに本サービスを利用されている方には、年度当初に３冊送付いたし

ますので新たな申請は不要です。

申請月 ４・５・６・７月 ８・９・10・11月 12・１・２・３月

支給額
３冊

45,000 円分
２冊

30,000 円分
１冊

15,000 円分
※その他の内容は、本編版 98ページをご参照ください。

◆自動車燃料費助成
　令和４年度から支給額を増額します。
　●１か月あたり 3,750 円（年間支給上限額 45,000 円）
　※その他の内容は、本編版 99ページをご参照ください。

◆特別障害者手当・障害児福祉手当
　令和４年度から手当月額が変更になります。
　●特別障害者手当…月額 27,300 円
　●障害児福祉手当（経過的福祉手当を含む）…月額 14,850 円
　※その他の内容は、本編版 36ページをご参照ください。

◆「千代田区の良かったこと」調査
　令和３年９月に、区内の障害者等のある方全員を対象とした「千代田区の
良かったこと」についてのアンケート調査を行い、790 人の方から回答を
いただきました。ご協力ありがとうございます！

●�報告書と概要版パンフレットを令和４年４月に区ホームページへ掲載し
ます。
●�概要版パンフレットは、関係機関や回答にあった区内施設へ配布します。
見かけたらぜひお手に取ってご覧ください。
●問合せ先　障害者福祉課　障害者福祉係　TEL（5211）4214
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あ
アート支援事業･･････････････････････････113
安心見守り台帳･･･････････････････････････ 63
愛の手帳（東京都療育手帳）････････････････ 29
青い鳥郵便葉書の無償配布････････････････105

い
ETC割引･････････････････････････････････ 97
意思疎通と合理的配慮の提供･･･････････････ 18
移動支援事業･････････････････････････････ 60
育成医療･････････････････････････････････ 49
一時保護･････････････････････････････････ 61
飯田橋公共職業安定所･････････････････････ 95

う
運転免許取得費の補助････････････････････100

え
NHK受信料の減免･･･････････････････････104

お
親子相談･････････････････････････････････ 71
オンブズパーソン･････････････････････････ 22
温水プールの無料利用････････････････････122
音訳サービス･････････････････････････････ 79

か
ガイドヘルパーネットワーク･･･････････････ 80
貸出（字幕・手話付きビデオ・DVD)･･･････ 86
貸出（聴覚障害者･
コミュニケーション機器）･･････････････････ 86
貸出（図書）･･････････････････････････････ 88
環境整備助成金･･･････････････････････････ 92
家族向け都営住宅･
（ポイント方式の募集）････････････････････119
家族向け都営住宅･
（抽せん方式の募集）の優遇制度･･･････････119
関税の免除･･････････････････････････････110
紙おむつ等支給･･･････････････････････････ 57
風ぐるま（地域福祉交通）･･････････････････ 64

き
虐待相談窓口･････････････････････････････ 20
休養ホーム･･････････････････････････････116
共済年金･････････････････････････････････ 39
緊急介護人助成事業･･･････････････････････ 62
緊急通報（聴覚・言語障害）････････････････ 87
救急医療情報キットの配付･････････････････ 62
救急通報システム･････････････････････････ 60
居住安定支援家賃助成････････････････････118

く
区議会だより（点字版・CD版）････････････ 79
区営住宅心身障害者等優先入居枠･･････････118
区営住宅申込み時の優遇･･････････････････117

2021・2022年度版･障害者福祉のしおり（本編版）のページ数を掲載しています。
なるべくわかり易い言葉で探せるように、事業の正式名称だけでなく、通称や略称も
記載しています。

４　さくいん（通称・略称あり）
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区議会本会議の文字配信･･･････････････････ 85
区民住宅（中堅所得者向け）･
申込み時の優遇･･････････････････････････117
区立図書館のサービス･････････････････････ 78
車いす使用者世帯向け都営住宅･
（ポイント方式の募集）････････････････････120

け
減免（個人事業税）･･･････････････････････109
減免（自動車関係）･･･････････････････････108
減免（都営住宅使用料）･･･････････････････121
減免（郵便料金）･････････････････････････105
携帯電話料金の割引･･････････････････････106
原爆被爆者見舞金･････････････････････････ 67
減免（テレビ受信料）･････････････････････104

こ
（公財）東京しごと財団･
障害者就業支援課･････････････････････････ 95
広報千代田（点字版・音声版）･･････････････ 77
合理的配慮の提供･････････････････････････ 18
ごみの収集･･･････････････････････････････ 65
コミュニケーション支援事業･･･････････････ 77
コミュニティバス･････････････････････････ 64
雇用援助金･･･････････････････････････････ 91
個人事業税の減免････････････････････････109
公衆浴場入浴券支給･･･････････････････････ 57
更生医療･････････････････････････････････ 47
航空旅客運賃の割引･･････････････････････103
高齢運転者等専用駐車区間制度･････････････ 70
国立劇場の割引･･････････････････････････124

国立職業リハビリテーションセンター･･････ 95
国立博物館・美術館の入館無料････････････123
子どもの健康相談室･･･････････････････････ 72
子ども発達センター事業･･･････････････････ 76

さ
在宅サービス･････････････････････････････ 57
在宅レスパイト事業･･･････････････････････ 75
差別解消法･･･････････････････････････････ 18
裁判員制度参加支援事業･･･････････････････ 67
在宅重症心身障害児（者）訪問事業････････ 52
在宅難病患者一時入院事業･････････････････ 90

し
仕事財団就業支援課･･･････････････････････ 95
実習受入報奨金･･･････････････････････････ 91
実習奨励金･･･････････････････････････････ 91
手話通訳者の派遣･････････････････････････ 77
障害者団体のご案内･･････････････････････128
職業センター･････････････････････････････ 94
職業リハビリテーションセンター･･･････････ 95
食事支援サービス･････････････････････････ 59
自立支援医療･････････････････････････････ 47
視覚・聴覚障害者教養講座････････････････114
視覚障害者情報・生活サポート事業････････ 82
視覚障害者用生活用具の販売･･･････････････ 82
児童育成手当･････････････････････････････ 41
児童扶養手当･････････････････････････････ 43
児童福祉法によるサービス･････････････････ 16
児童福祉法による･
障害児を対象としたサービス･･･････････････ 73
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字幕・手話つきビデオ・･
DVD･の製作・貸し出し･･･････････････････ 86
自動車運転免許取得費の補助･･････････････100
自動車改造費の助成･･････････････････････100
自動車事故被害者救済制度･････････････････ 70
自動車税環境性能割・･
自動車税種別割・軽自動車税環境性能割・･
軽自動車税種別割の減免･･････････････････108
自動車燃料費助成･････････････････････････ 99
自動車免許の無料教習････････････････････102
自動通話録音機設置･･･････････････････････ 58
就園相談･････････････････････････････････ 74
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知ってください ヘルプカード
　ヘルプカードは、困ったときに周りの人にサポートを求めたり、自分のことを
知ってもらったりするカードです。緊急連絡先や必要な支援内容を記載し、障害
のある方などが普段から身に着けておくことで、日常生活で困ったときや緊急時
などに周囲のサポートをしやすくするものです。
■障害のある方が困っていたら
・�まず声をかけ、困っているか確認してください。必要に応じて筆談や携帯電話
で文字を打ってみてください。
・�ヘルプカードが提示されたら、カードに記載されている方法でサポートをして
ください。
■希望の方に窓口で配布しています。
対象　　　障害者手帳等をお持ちの方
配布場所　①障害者福祉課（区役所３階）
　　　　　②健康推進課（千代田保健所５階）
　　　　　③障害者福祉センターえみふる（神田駿河台２－５）
問合せ　　障害者福祉課障害者福祉係
電話　　　０３－５２１１－４２１４（直通）

心のバリアフリーを進めませんか
千代田区は、共生社会の実現に向けた取組みの一環として、障害のある方の気
持ちに寄り添ってサポートできる「心のバリアフリー」を推進する「千代田区障
害者サポーター」の制度を創設しました。
この活動に対する理解を深めるとともに、その普及・啓発に活用するため、愛
称とシンボルマークを公募し、決定しました。　

愛称：ハートクルー
平成30年から「ハートクルー」の養成講座を実施しています。

問合せ　　障害者福祉課障害者福祉係
電話　　　０３－５２１１－４２１４（直通）
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「ハートクルー」シンボルマーク

Ⓡ

Ⓒ千代田区

障害者福祉のしおり　補足版について

◆ 本冊子は令和３年４月に配布いたしました「2021・2022年度版　
障害者福祉のしおり」を本編版とする「補足版」です。

◆ ご自身の利用できるサービスを、より探しやすいように以下の２点
を掲載しています。
　ぜひ、本編版と一緒にお使いください。
　　●対象者別　サービス早見表　［3ページ～］
　　●さくいん（通称・略称あり）　［25ページ～］

◆ 本冊子に載っているページ数は、すべて本編版のページ数です。

◆サービスの詳細は、各問合せ先へお問合せください。

ヘルプカード

カードの裏面には、最低限の情報を。

サブカード

ここには、詳しくあなたのことを
書いた「サブカードを入れている
場所」を記入します。

ここには、カードを利用する人の
「名前」を記入します。

サブカード

ウラ面には、
伝えたいことや
手助けして
欲しい内容を
記入します。

三つ折りにできます。

より詳しい内容を
記入します。
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施設・就労支援担当
TEL：5211-4217

障害者のための
国際シンボルマーク

障害者が利用できる建物、施設であること
を明確に表すための世界共通のシンボル
マークです。マークの使用については国際
リハビリテーション協会の「使用指針」によ
り定められています。

公益財団法人
日本障害者リハビリテーション協会  
TE L：03-5273-0601
FAX：03-5273-1523

盲人のための
国際シンボルマーク

世界盲人連合で1984年に制定された盲人
のための世界共通のマークです。視覚障害
者の安全やバリアフリーに考慮された建物、
設備、機器などに付けられています。信号
機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見
かけるマークです。

社会福祉法人
日本盲人福祉委員会
TEL：03-5291-7885

身体障害者標識
（身体障害者マーク）

肢体不自由であることを理由に免許に条件
を付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、努力
義務となっています。

警察庁交通局交通企画課
TEL：03-3581-0141（代）

聴覚障害者標識
（聴覚障害者マーク）

聴覚障害であることを理由に免許に条件を
付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、義務
となっています。

警察庁交通局交通企画課
TEL：03-3581-0141（代）

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞
こえない人・聞こえにくい人への配慮を表
すマークでもあります。

一般社団法人
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
TEL：03-3225-5600
FAX：03-3354-0046

オストメイト／
オストメイト用
設備マーク

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀
胱を造設している排泄機能に障害のある障害
者のことをいいます。このマークはオストメイト
である事と、オストメイトの為の設備（オストメ
イト対応のトイレ）があることを表しています。

公益財団法人
交通エコロジー・モビリティ財団
TEL：03-3221-6673
FAX：03-3221-6674

ハート・プラス
マーク

「身体内部に障害がある人」を表していま
す。身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀
胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障害が
ある方は外見からは分かりにくいため、
様々な誤解を受けることがあります。

特定非営利活動法人
ハート・プラスの会
TEL：080-4824-9928

「白杖ＳＯＳシグナル」
普及啓発
シンボルマーク

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグ
ナルを示している視覚に障害のある人を見
かけたら、進んで声をかけて支援しようと
いう「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発
シンボルマークです。

岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
TEL：058-214-2138
FAX：058-265-7613

障害者雇用
支援マーク

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障
害者の在宅障害者就労支援並びに障害者
就労支援を認めた企業、団体に対して付与
する認証マークです。

公益財団法人
ソーシャルサービス協会 ITセンター
TEL：052-218-2154
FAX：052-218-2155

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障害や
難病の方、または妊娠初期の方など、外見から
分からなくても援助や配慮を必要としている
方々が、周囲の方に配慮を必要としていること
を知らせることができるマークです（JIS規格）。

東京都福祉保健局障害者施策推進部
計画課社会参加推進担当
TEL：03-5320-4147

手話マーク

耳が聞こえない人が手話でのコミュニケー
ションの配慮を求めるときに提示したり、役
所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、
店舗など、手話による対応ができるところ
が掲示できます。また、イベント時のネー
ムプレートや災害時に支援者が身に着ける
ビブスなどに掲示することもできます。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
TEL：03-3268-8847
FAX：03-3267-3445

筆談マーク　

耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的
障害者や外国人などが筆談でのコミュニ
ケーションの配慮を求めるときに提示した
り、役所、公共及び民間施設・交通機関の
窓口、店舗など、筆談による対応ができる
ところが掲示できます。また、イベント時の
ネームプレートや災害時に支援者が身に着
けるビブスなどに掲示することもできます。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
TEL：03-3268-8847
FAX：03-3267-3445

このしおりは全てユニバーサルデザインのフォントを使用しています。

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマー
クです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、
介助犬、聴導犬のことを言います。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室　　
TEL：03-5253-1111（代）
FAX：03-3503-1237

このマークは、
Uni-voice（音声）コードです。
専用の読取装置またはスマー
トフォンのアプリで、記載内容
を音声で聞くことができます。

6.5mm
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