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身体障害者手帳
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受け
るときに必要となる手帳として、「身体障害者手帳」
を交付しています（認定は東京都が行います）。

愛の手帳（療育手帳）
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　知的障害のある方が各種の福祉サービスを受ける
ために必要な手帳です（判定は東京都が行います）。

精神障害者保健福祉手帳
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　精神障害により日常生活に支障のある方が税の減
免措置や各種公的サービスを受けるときに必要な
「精神障害者保健福祉手帳」の申請・更新の受付を
します（認定は東京都が行います）。

障害者福祉手当（区制度）
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　「愛の手帳」1～ 4度、「身体障害者手帳」1～ 3級、
「精神障害者保健福祉手帳」1級、脳性麻痺、進行
性筋萎縮症、戦傷病者（第3項症まで）、難病医療費
助成の対象疾病の方が受けられます。所得制限があ
ります。
※ただし、新規申請の場合は65歳未満の方が対象です。
　月額　15,500円（身体障害者手帳3級、愛の手帳

4度の方は10,500円）

児童育成手当（障害手当）
� 子育て推進課手当・医療係　☎5211-4230
　36ページをご覧ください。

東京都重度心身障害者手当（都制度）
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
①�重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な

配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方
②重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方
③�重度の肢体不自由で両上肢・両下肢とも機能が失
われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身
体障害のある方。所得制限があります。
※�ただし、新規申請の場合は65歳未満の方が対象
です。
　月額　60,000円

特別障害者手当（国制度）
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　精神または身体に著しい重度の障害があるため日
常生活において常時特別な介護を要する20歳以上
の方が受けられます。所得制限があります。
　月額　27,350円（令和2年4月～）

障害児福祉手当（国制度）
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　心身に著しい重度の障害がある20歳未満の方が
受けられます。所得制限があります。
　月額　14,880円（令和2年4月～）

障害者福祉のしおり
　障害者の福祉施設や福祉サービスの概要、各問合せ先をまとめた一冊です。
配布場所
・障害者福祉課（区役所3階）
※区のホームページ（右の二次元コードからアクセス可）でも
　ご覧いただけます。

障害のある方へ

障害者手帳

障害者手当
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福祉タクシー券の支給
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　障害者、難病患者の方がタクシーを利用するとき、
その料金の一部を助成する利用券を支給します（資
格要件があります）。

自動車燃料費助成
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　障害者、難病患者の方が使用する自動車の燃料費
の一部を助成しています（資格要件があります）。

リフト付福祉タクシー
　区内在住で、車いすを利用しているなど乗用車タ
イプのタクシーを利用することが困難な方がご利用
いただけます。
▶利用料金
　迎車料金は区が負担していますので、一般のタク
シーメーター料金のみの負担となります。
※福祉タクシー券がご利用できます。
▶利用方法
　タクシー会社(日立自動車交通㈱☎5682-6294)
に直接予約してください。予約は1か月前から前日
まで受け付けます(配車できる車両台数に限りがあ
りますので、満車の場合はご利用できない場合があ
ります)。

自動車改造費の助成
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　身体障害者の方が所有し、運転する自動車の操行
装置および駆動装置等の一部を改造するときに、経
費の一部を助成します（所得制限があります）。

自動車運転免許取得費補助
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　障害者の方が、自動車運転免許を取得するときに、
経費の一部を補助します（資格要件があります）。

救急通報システム
� 障害者福祉課障害者福祉係　☎5211-4214
　ひとり暮らし等の障害者または難病患者を対象
に、家庭内でのケガや病気などによる緊急時に、ペ
ンダント型ボタン等を押すことにより緊急通報する
装置を設置します。通報すると、民間警備会社の警
備員と救急車が駆けつけます。

障害者在宅サービス事業
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　在宅の障害者の方が、必要なサービスを利用でき
ます。内容は、①公衆浴場入浴券支給　②紙おむつ
等支給　③提案型サービス　④食事支援のサービス　
⑤訪問理美容サービス　⑥寝具乾燥消毒　⑦巡回
療浴サービス　⑧自動通話録音機設置　の8種類で
す。

移動支援事業
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　障害資格要件に当てはまる方は、ガイドヘルパー
を利用できます。

福祉手当（経過措置）（国制度）
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　昭和61年3月31日現在、改正前の国制度の福祉
手当を受給していた方が受けられます。所得制限が
あります。
　月額　14,880円（令和2年4月～）

特別児童扶養手当
� 子育て推進課手当・医療係　☎5211-4230
　36ページをご覧ください。

障害者の生活援助等
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重度脳性麻痺者介護人派遣
� 障害者福祉課障害者福祉係　☎5211-4214
　重度の脳性麻痺者で、介護なしでは屋外活動が困
難な方に、生活圏の拡大のため介護人を派遣します。

点字版広報
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　視覚に障害のある方に、点字版「広報千代田」、「ま
ちみらいニュース」、「ちよだ区議会だより」を郵送
します。「ちよだ区議会だより」については、116ペー
ジをご覧ください。

音声版広報
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　視覚に障害のある方に、音声版「広報千代田」、「ま
ちみらいニュース」、「ちよだ区議会だより」を郵送
します。「ちよだ区議会だより」については、116ペー
ジをご覧ください。

コミュニケーション支援事業
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　聴覚障害者・視覚障害者等に、手話通訳者・要約
筆記者・音訳者の派遣をします。利用は事前申請が
必要です。

都営交通の無料乗車券
� 障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128
　身体障害者手帳、愛の手帳などを持っている方に
都営交通の無料乗車券を交付します。

精神障害者都営交通乗車証
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、都営交
通無料乗車証の交付を受けることができます。手続
きは、都営交通の定期券売り場で行ってください。

日常生活用具費等の支給
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
　身体や知的に重度の障害のある方等が、円滑な日
常生活を送るための用具の支給や住宅改修費を支給

します。

救急医療情報キットの無料配布
� 障害者福祉課障害者福祉係　☎5211-4214
　障害のある方を対象として、自宅で急に具合が悪
くなり救急車を呼んだときに、本人の医療情報を伝
えるためのキット(容器)を無料配布しています。

家賃等の助成
� 住宅課住宅管理係　☎5211-3607
　105ページをご覧ください。

ふたばサービス
� 千代田区社会福祉協議会　☎6265-6520
　81ページをご覧ください。

福祉サービス利用支援
� ちよだ成年後見センター　☎6265-6521
　本人との契約により、高齢者や障害のある方の福
祉サービスの利用手続きや料金の支払い、日常的な
金銭管理（1時間1,500円）、通帳などの大切な書類
をお預かりします（月額1,000円）。利用料の減免制
度があります。

成年後見制度利用支援
� ちよだ成年後見センター　☎6265-6521
　成年後見制度の利用相談や申立ての支援、弁護士に
よる専門法律相談（要予約）を無料で実施しています。

車いすをお貸しします
� 千代田区社会福祉協議会　☎3265-1901
　81ページをご覧ください。
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障害者総合支援法による障害福祉サービス
身体障害者・知的障害者について
� 障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217
精神障害者・難病患者について
�千代田保健所健康推進課保健相談係　☎5211-8175
障害児について
� 児童・家庭支援センター発達支援係　☎5296-9281
　障害により日常生活の支援が必要な方に、介護給
付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供を行
います。なお、18歳未満の児童については、児童・
家庭支援センターが相談をお受けします。

対象　身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害
児・難病患者等
介護給付
　障害支援区分が一定以上の方に生活上または療養
上の必要な介護を行います。
・居宅介護（ホームヘルプ）　・重度訪問介護
・行動援護　・同行援護　・重度障害者等包括支援
・短期入所（ショートステイ）　・療養介護
・生活介護　・施設入所支援

訓練等給付
　身体的または社会的リハビリテーションや就労に
つながる支援を行います。
・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行支援　・就労継続支援　・就労定着支援
・共同生活援助（グループホーム）　・自立生活援助
　介護給付または訓練等給付の利用申請をし、支給
決定を受け、事業者と利用契約を結びサービスを利
用します。

＜利用までの流れ＞
　サービスの利用申請⇒障害支援区分認定調査⇒�
一次判定（コンピュータ）⇒二次判定（審査会）⇒障害
支援区分の認定⇒サービス利用意向聴取⇒支給決定
⇒事業者との契約・サービス利用開始
　児童や訓練等給付は、二次判定はありません（グ
ループホームは除く）。支給決定にあたってはサー
ビス等利用計画（案）が必要になります。
費用　利用に応じた1割の定率負担がありますが、
低所得の方には、軽減措置があります。また、月
額負担上限額の設定や入所施設やグループホーム
利用の場合は個別減免の負担軽減措置がありま

す。
※施設を利用している方は、他に食費等の実費負担
があります。

補装具費の支給
　補装具とは障害者等の身体機能を補完し、または
代替し、かつ、長時間にわたり継続して使用される
ものです（義肢、装具、補聴器等）。
　支給決定は、障害者または障害児の保護者からの
申請に基づき、区が行います（事前申請が必要）。
　医療保険の補装具とは異なります。

児童福祉法による障害児福祉サービス
障害児通所支援
� 児童・家庭支援センター発達支援係　
� ☎5296-9281
　支援が必要なお子さんが、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、社会との
交流促進活動を行う通所支援サービスを利用する場
合の相談・調査・支給決定を行います。

＜通所給付サービス＞
・児童発達支援　・医療型児童発達支援　
・放課後等デイサービス　・保育所等訪問支援
・居宅訪問型児童発達支援

＜利用までの流れ＞
　サービス利用申請⇒勘案事項の調査⇒サービス意向
聴取⇒支給決定⇒事業者との契約・サービス利用開始

費用　利用に応じた１割の定率負担がありますが、
所得に応じた月額負担上限額等の設定がありま
す。

障害者総合支援法等による障害福祉サービス
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