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障害者手帳について 

 

身体障害者手帳      P.２～P.３   

療育手帳         P.４～P.５ 

精神障害者保健福祉手帳  P.６～P.７ 
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身体障害者手帳 

身体障害者手帳は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために県知事

から交付される手帳です。障害の程度は重い順に 1 級から 6 級まであります。障害に関す

るサービスや制度の適用を受けるためには、身体障害者手帳を所持していることが要件と

なる場合があります。 

 

○対象者 

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部（心臓・腎臓・呼

吸器・膀胱又は直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能）に一定以上の永

続する害のある方（身体障害者福祉法別表） 

○申請に必要な書類 
・身体障害者手帳交付申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・所定の診断書※１（用紙は市役所社会福祉課にあります。また、宮城県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞもできます） 

 ・写真３枚（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ。無帽、真正面、上半身のもので 1 年以内に撮影したもの ） 

 ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

 ・対象者の個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等）※2 

・印鑑 

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 
 ※１ 診断書は身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師が作成した所定の診

断書に限ります。 

※２ 15 歳未満の児童が対象者の場合は、保護者が申請者になりますが、個人番号確認書類は対象

児童のみ必要となります。 

○申請窓口・問合せ先 

市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

○手帳交付後に手続きが必要となるとき 

このようなとき 必要な手続き 

申請に必要なもの 

診断書 写 真 
個人番号 

確認書類 
印 鑑 

障害者 

手帳 

・住所や氏名が変わったとき 記載事項変更届 × × ○ ○ ○ 

・手帳を紛失したとき 

・手帳を破損したとき 

・写真を貼り替えるとき 
再交付申請 

× 
○ 

２枚 
○ ○ 

○ 

（紛失の場

合は不要） 

・障害の程度が変わったとき 

・他の障害が加わったとき 

・再認定（診断）通知を受けたとき 

○ 
○ 

２枚 
○ ○ ○ 

・障害状況が改善したとき 

・死亡したとき 返還の届出 
× × ○ ○ ○ 

・再交付後の旧手帳の返還 × × × ○ ○ 
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○写真について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○診断書について 

障害別の所定の身体障害者診断書（申請前 2 か月以内に診断を受けたもの）が必要にな

ります。診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項の規定により指定さ

れた指定医だけです。 

 

○身体障害者手帳を申請できる障害の時期 

申請には医師の診断書が必要となりますが、医師が、状態・症状が永続すると判断する時

期でないと作成することができません。具体的には、障害が発生してから、半年～1 年経過

後です。 

○身体障害者手帳の申請から受け取りまでの流れ 

 

          

 

 

 

 

 

 

○県外の医療機関（医師）が作成した診断書について 

県外の医療機関であっても、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項の規定により都道府県知

事等から指定された指定医による所定の身体障害者診断書であれば、身体障害者手帳の申

請ができます。 

○身体障害者手帳に記載される第 1 種・第 2 種について 

身体障害者旅客運賃割引規則によって第 1 種と第 2 種に分けられます。この規則は、身

体障害者が単独又は介護者と共に旅客鉄道会社等が経営する鉄道・船、飛行機に乗車船す

る場合に適用します。 

  

 

4ｃｍ 

 

3ｃｍ 

 

・写真は（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ） 

・白黒・カラー・どちらでも可能 

・手持ちのカメラでの撮影し、写真用紙に印刷したものも可 

・撮影後一年以内のもの 

・脱帽の上半身の写真 

・顔がはっきり写っているもの 

・写真の裏に氏名を記載してください。 

  

① 診察を受ける 

②診断書 作成 

③申請する 

⑥交付 

④認定依頼 

⑤交付決定・送付 

 

本人 
市役所 

社会福祉課 

認定機関 

宮城県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

支援ｾﾝﾀｰ 

 

身体障害者福祉法 

15 条 指定医 
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療育手帳 

○療育手帳とは 
療育手帳は、知的障害児や知的障害者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種のサー

ビスを受けやすくするためのものです。 

 

○対象者 
知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるため、何らかの支援を必要とする方 

 

○申請窓口・問合せ先 
 岩沼市役所社会福祉課に申請し、１８歳未満の方は宮城県中央児童相談所で、１８歳以

上の方は宮城県リハビリテーション支援センターで判定を行います。 

 市役所での申請手続きを行う場合には、面談が必要となりますので、事前にお問い合わ

せください。 

市役所 3 階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～358 

FAX：0223-24-0406 

○手続きに必要な書類 
・療育手帳交付申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・写真３枚（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ。無帽、真正面、上半身のもので 1 年以内に撮影したもの） 

 ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは１種類、ないものは 2 種類) 

 ・対象者の個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

 ・印鑑 

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 ・母子手帳などの成長の記録の確認ができるもの。また、お薬手帳等の服薬状況が確認できるもの  

 

○手帳交付後に手続きが必要となるとき 

このようなとき 必要な手続き 

申請に必要なもの 

写 真 
個人番号 

確認書類 
印 鑑 療育手帳 

・再判定を受けるとき 

（再判定月の３か月前ごろから手続き可） 
再判定の申出 ※ ○ ○ ○ 

・本人や保護者の住所や氏名が変わったとき 記載事項変更届 × ○ ○ ○ 

・手帳を紛失、破損したとき 

・写真を貼り替えるとき 
再交付申請 ２枚 ○ ○ ○ 

・仙台市、宮城県外に転出するとき 

・死亡したとき 
返還の届出 × ○ ○ ○ 

※ 療育手帳の「判定の記録」の欄のうち、空欄がない場合には、療育手帳の再交付申請手続きが

必要になりますので、写真２枚をお持ちください。 
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○写真について 

 

 

 

 

 

 

 

 

○療育手帳の交付申請から受け取りまでの流れ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害の程度について 
宮城県中央児童相談所又は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて、障害の 

程度により、Ａ（最重度・重度）とＢ（中度・軽度）に認定されます。 

○療育手帳交付後の障害程度の確認（再判定手続き） 
療育手帳の交付後、原則として 18 歳未満は 2 年ごと、18 歳以上は 5 年ごとに障害の

程度を確認するため、宮城県中央児童相談所又は宮城県リハビリテーション支援センター

において再判定を行います。 

○療育手帳に記載される第 1 種・第 2 種について 
知的障害者旅客運賃割引規則によって第 1 種と第 2 種に分けられます。この規則は、知

的障害者が単独又は介護者と共に旅客鉄道会社等が経営する鉄道・船、飛行機に乗る場合

に適用します。 

  

 

 

４ｃｍ

cmcm

cmcm

cm 

① 相談・申請 

③判定を受ける 

判
定
・
決
定
機
関 

②判定依頼 

⑤決定通知送付 

④決定、却下 

18 歳以下：中央児童相談所 

⑥交付 

本人 

 市役所 社会福祉課 

 

 

18 歳以上：リハビリテーション支援

・写真は（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ） 

・白黒・カラー・どちらでも可能 

・手持ちのカメラでの撮影し、写真用紙に印刷したものも可 

・撮影後一年以内のもの 

・脱帽の上半身の写真 

・顔がはっきり写っているもの 

・写真の裏に氏名を記載してください。 
３cm 
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精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあるこ

とを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより、精神障害のある方の社会

復帰と、社会参加の促進を目的とした制度です。 

 

○対象者 
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当

な制限を受ける人（知的障害は含まれません。） 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所 3 階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

             ＦＡＸ：0223-24-0406 

○手続きに必要な書類 
・障害者手帳申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります。また、宮城県精神保健福祉センターのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます） 

・(1)、(2)のうち、いずれか一つ 

(1)所定の診断書（初診日から 6 か月以上経過した時点のもの。用紙は市役所社会福祉課にあります。  

また、宮城県精神保健福祉センターのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます） 

  (2)精神障害を支給事由とする障害年金又は特別障害給付金の給付を現に受けている

ことを証する書類の写し（障害年金証書の写し、障害年金払込通知書の写しなど） 

 ・写真 1 枚（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ。無帽、真正面、上半身のもので 1 年以内に撮影したもの ） 

 ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

 ・対象者の個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

 ・印鑑 

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 

○手帳交付後に手続きが必要となるとき 

このようなとき 必要な手続き 

申請に必要なもの 

診断書 

又は 

年金証書 

写 真 
個人番号 

確認書類 
印 鑑 

障害者 

手帳 

・有効期限が切れるとき 

（3 か月前から手続き可） 
更新 ○ ※ ○ ○ ○ 

・住所や氏名が変わったとき 記載事項変更届 × × ○ ○ ○ 

・手帳を紛失したとき 

・手帳を破損したとき 

・写真を貼り替えるとき 再交付申請 

× １枚 ○ ○ 

○ 

（紛失の場

合は不要） 

・障害の程度が変わったとき ○ １枚 ○ ○ ○ 

・死亡したとき 返還の届出 × × ○ ○ ○ 

※ 障害者手帳の「（更新）」の欄のうち、空欄がない場合には、写真１枚をお持ちください。 
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○写真について            

 

 

 

 

 

 

 

 

○有効期間   
発行日から 2 年間 

（更新手続きにより有効期間は延長されます。有効期間満了日の３か月前から申請する

ことができます。） 

 

○申請～受け取りまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害の程度の判定 
精神障害者保健福祉手帳審査会の審査を経て、宮城県（精神保健福祉センター） 

が決定します。 

○障害の程度 

等級 状  態 

１級 
精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著し

い制限を受けており、常時援助を必要とする程度の方（障害年金 1 級相当） 

2 級 
精神障害があって日常生活が著しい制限を受けており、援助を必要とする程

度の方。（障害年金 2 級相当） 

3 級 精神障害があって日常生活又は社会生活に一定の制限を受けている方 

 

 

・写真は（縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ） 

・白黒・カラー・どちらでも可能 

・手持ちのカメラでの撮影し、写真用紙に印刷したものも可 

・撮影後一年以内のもの 

・脱帽の上半身の写真 

・顔がはっきり写っているもの 

・写真の裏に氏名を記載してください。 

４cm 

３ｃｍ 

 

本人 

① 申請 

⑥手帳交付又は 

更新期限の記載 

②進達 

⑤結果通知 

手帳送付 

市役所 社会福祉課 

手帳認定

審査会 

③診断書審査 

③障害等級 

種類・照会 

種類 照会 

④回答 

 

 

年金事務所 

宮城県精神保健 

福祉センター 
④回答 
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手当・助成制度 

 
 障害児福祉手当    P.９ 

 特別障害者手当    P.１０ 

 特別児童扶養手当   P.１１ 

 心身障害者医療費助成 P.１２～P.１３ 
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障害児福祉手当 

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有し、在宅で常時介護を受けることが

必要な２０歳未満の方に対し、その障害によって生じる負担の軽減を図る手助けのひとつ

として本人に支給するものです。 

 

○支給対象者 

在宅での日常生活において、常時の介護を必要とする一定程度の障害の状態にある２０

歳未満の方に支給されます。ただし、施設に入所している方や、障害を理由とする公的年金

を受給している方、障害児本人又はその扶養義務者等の所得が一定額を超えている場合は

受給できません。 

 

○手当額   
月額 14,790 円（平成３１年 4 月以降分）※手当額は経済状況により変更となる場合が

あります。 
 

○支給月 
5 月（2 月～4 月分） 

8 月（5 月～7 月分） 

１１月（８月～１０月分） 

 ２月（１１月～１月分） 

 

○必要書類  
・障害児福祉手当認定請求書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・障害児福祉手当所得状況届（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・診断書（障害児福祉手当用の診断書が必要です。あらかじめ問い合わせください） 

 ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

 ・手当請求者及び扶養義務者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰ

ﾄﾞ等) 

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 

○申請窓口・問合せ先 
 市役所３階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～357 

FAX：0223-24-0406 

 

○その他 
 認定後、申請のあった月の翌月から 20 歳の誕生日の月分まで支給されます。 

 毎年 8 月に現況届の提出が必要になります。 

 所得制限があるため、本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。 

 障害程度については、申請前にあらかじめご相談いただくことをお勧めいたします。 
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特別障害者手当 

特別障害者手当は、在宅で常時特別の介護を必要とする極めて重度の障害を有する方に

対し、その障害によって生じる負担の軽減を図る手助けのひとつとして手当を支給するも

のです。 

 

○支給対象者 

日常生活において、常時特別の介護を必要とする一定程度の障害の状態にある２０歳以

上の方に支給されます。ただし、施設に入所している方や、病院、診療所又は介護老人保健

施設等に継続して３か月を超えて入院している方、障害者本人又はその扶養義務者の所得

が一定額を超えている場合は受給できません。 

 

○手当額 
月額 27,200 円（平成３１年 4 月以降分）※手当額は経済状況により変更となる場合

があります。 

 

○支給月   
5 月（2 月～4 月分） 

8 月（5 月～7 月分） 

１１月（８月～１０月分） 

 ２月（１１月～１月分） 

 

○必要書類  
・特別障害者手当認定請求書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・特別障害者手当所得状況調（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・診断書（特別障害者手当用の診断書が必要です。あらかじめ問い合わせください） 

・公的年金の収入額がわかる書類 

 ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

 ・手当請求者及び扶養義務者もしくは配偶者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 

○申請窓口・問合せ先 
 市役所３階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～358 

FAX：0223-24-0406 

 

○その他 
 認定後、申請のあった月の翌月から支給されます。 

 毎年８月に現況届の提出が必要になります。 

所得制限があるため、本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。 

  障害程度については、申請前にあらかじめ御相談いただくことをお勧めいたします。 
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特別児童扶養手当 

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障害のある２０歳未満の児童について、児童の福

祉の増進を図るため、児童を扶養する父母又は養育者に対して支給されるものです。 

 

○支給対象者 
政令で定められている１級又は２級の障害等級（手帳の障害等級とは別基準）に該当す

る程度の障害を有するお子さんを扶養する父母又は養育者。 

なお、その障害認定は、特別児童扶養手当認定診断書に基づき、宮城県の判定医が判定す

ることになります。 

 

○手当額 （平成３１年 4 月以降分） 
1 級：月額 52,200 円 2 級：月額 34,770 円 

※手当額は経済状況により変更となる場合があります。 

 

○支給月 
４月（１２月～３月分） 

８月（４月～７月分） 

１１月（８月～１１月分） 

 

○必要書類  
 ・戸籍謄本(１か月以内に発行されたもの) 

 ・住民票（対象児童が岩沼市外に居住されている場合に必要になります。対象児童の世帯 

  全員分の記載省略されていない１か月以内に発行されたもの） 

・対象児童の診断書（身体障害者手帳や療育手帳（障害程度がＡのもの）がある場合は 

診断書を省略できる場合があります。） 

 ・課税証明書（申請する年の１月１日以降に岩沼市に転入してきた方） 

 ・請求者名義の通帳の写し 

 ・印鑑 

 ・手続きされる方の身分証明証(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

 ・同居者全員分の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

※養育の状況などにより、別途書類が必要となる場合があります。 

 

○申請窓口・問合せ先 
 市役所３階 子ども福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 3９６ 

※申請時には、書類の記入や面談などで４０分程度時間がかかりますので、電話等で予約

を入れてから申請するようお願いします。 

 

○その他 
 毎年８月に所得状況届の提出が必要になります。 

申請のあった月の翌月から２０歳の誕生日の月まで支給されます。本人や扶養義務者の

所得により、支給が停止されることがあります。 
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心身障害者医療費助成 

 心身に重度の障害のある人が、必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担

額を助成する制度です。助成を受けるには登録申請が必要となります。 

 

○助成対象者 
・身体障害者手帳の交付を受けていて、等級が「１級」「２級」「３級」の人 

・療育手帳の交付を受けていて、「A」判定の人 

・療育手帳の交付を受けていて、「Ｂ」判定かつ知的障害者福祉法に定める職親に委託

されている人 

・特別児童扶養手当に該当し、障害程度が「１級」の人 

 

○助成範囲 
 保険診療による自己負担額分（歯科・調剤薬局・訪問看護も含む）。 

※ 保険の適用されない部分（健康診査・予防接種・差額室料・溶剤の容器代・入院時の

食事代など）は助成されません。 

 ※ ご加入の健康保険から「高額療養費」や「附加給付」が支給される場合は、その額を

差し引いて助成します。 

 

○申請に必要なもの 
・心身障害者医療費助成申請書（用紙は健康増進課にあります） 

・健康保険証（被保険者と助成対象者のもの） 

・預金通帳（受給者名義のもの） 

・助成対象者であることを証明できる手帳や証書 

・受給者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等) 

・手続きされる方の身分証明証(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

・課税（非課税）証明書(必要な方のみ) 

※１月１日（１月１日～９月３０日までの申請時においては、去年の１月１日）現在、

他市区町村に居住していた方は、課税（非課税）証明書（所得額及び各種所得控除額

の記載があるもの）が必要になる場合がありますので、お問合せください。 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 健康増進課 TEL：0223-22-1111 内線 344 

 

※ 手帳交付や転入などの事実が発生した日から助成を受けるためには、事実が発生した日

から１か月以内に登録申請をしてください。１か月を超えてから申請した場合、申請日

からの助成対象となる場合があります。 
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○助成を受けるためには 
医療機関を受診する際、月に一度、保険証と一緒に「心身障害者医療費受給者証」を提示

し、併せて「心身障害者医療費助成申請書」をご記入のうえ、医療機関窓口に提出してくだ

さい。 

医療費は一旦自己負担していただきますが、受診月の 3～5 か月後に医療費助成金とし

て登録いただいた口座へ、岩沼市役所から振込みます（支給前に助成金の明細を、支払通知

書にてお知らせいたします）。 

※ 心身障害者医療費助成申請書は、医療機関ごとに 1 か月に 1 枚提出してください。 

※ 医療機関窓口に提出する「心身障害者医療費助成申請書（黄色の紙）」は、市役所３階

の健康増進課窓口にて配付しております。 

※ 県外の医療機関で受診した場合は、領収書、受給者証、印鑑を持参頂き、市役所３階健

康増進課窓口に「心身障害者医療費助成申請書」を提出してください。 

○所得の制限について 
 この制度には所得の制限があり、障害者本人・保護者・配偶者・扶養義務者の前年の所得

が岩沼市の条例で規定する所得制限限度額以上の場合、その年の１０月～翌年９月まで、

助成は受けられません。（障害者本人と同住所の配偶者や直系血族及び兄弟姉妹は、扶養義

務者として所得制限の判定を行います。） 

 

○有効期間の更新について 
 登録の有効期間は、通常１０月１日～９月３０日ですが、資格審査により継続助成と認

定された方には、９月中に有効期間が更新された受給者証を郵送しますので、更新手続は

不要です。詳しくは広報いわぬま９月号をご覧ください。 

ただし、１月１日現在、他市区町村に居住していた場合は、資格審査のために課税（非課

税）証明書（所得額及び各種所得控除額の記載があるもの）等が必要となる場合があります

ので、その際は９月頃の更新時期に健康増進課からお知らせが届きます。 

 

○変更・喪失の届出について 以下の時は届出が必要となります。 
受給者証・保険証・印鑑をお持ちください。 

①住所・氏名・口座の変更があったとき 

②加入保険の変更があったとき 

③受給対象者でなくなったとき（障害の改善や対象者の死亡） 

④生活保護を受けることになったとき 
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障害児・者優遇制度 

 

 税        P.１５ 

 旅客鉄道運賃割引 P.１５ 

 航空旅客運賃割引 P.１６ 

 公共施設利用料金 P.１６ 

 その他割引    P.１６～P.１７ 
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者に対する優遇制度 

＜税制上の優遇制度＞ 

種 類 内  容 身 障 療 育 精 神 窓  口 

所 得 税 

障害者控除 ３～６級 Ｂ ２～３級 

税 務 署 

特別障害者控除 １～２級 Ａ １級 

配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加

算 
１～２級 Ａ １級 

心身障害者扶養共済制度掛金の所得控除 ○ ○ ― 

新マル優制度 ○ ○ ○ 

相 続 税 
障害者控除 ３～６級 Ｂ ２～３級 

特別障害者控除 １～２級 Ａ １級 

贈 与 税 
特別障害者扶養信託契約により 6,000 万円まで非

課税 
１～２級 Ａ １級 

消 費 税 
身体障害者用改造自動車、一定の身体障害者用物品

の譲渡、貸付等の資産の譲渡等は非課税 
○ 

  

住 民 税 

前年所得 125 万円以下非課税 ○ ○ ○  

障害者控除 ３～６級 Ｂ ２～３級 

市税務課 特別障害者控除 １～２級 Ａ １級 

同居特別障害者扶養控除 １～２級 Ａ １級 

事 業 税 
重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、

はりきゅう等医業に類する事業を行う場合は非課税 
○ 

  
県税事務所 

自動車税 

自動車取得税 

障害者本人等が所有する自動車で専ら本人が運転す

るもの及び専ら本人の通学、通院、生業のために、生

計同一者又は障害者のみで構成される世帯の常時介

護者が運転するもの 

○ 

一 定 以 上

の 等 級 に

限る。 

Ａ １級 

（自動車税） 

県税事務所 

（軽自動車税） 

市税務課 

＜旅客鉄道運賃割引＞ 

区分 割引乗車券 対象者 割引率 取扱区間 備考 

第１種身体障害者 

第１種知的障害者 

普通乗車券 

定期乗車券 

回数乗車券 

急 行 券 

本人及び 

介護者１名 
50％ 

各駅相互間（ただ

し、単独で乗車す

る場合には片道

100ｋｍを超え

る区間に限る。） 

私鉄等他鉄道会社線とま

たがる場合を含みます。 

但し回数乗車券は JR 線

区間単独の発売となりま

す。 

第２種身体障害者 

第２種知的障害者 
普通乗車券 本人 50％ 

各駅相互間（片道

100ｋｍを超え

る区間に限る。） 

販売窓口で購入 

１２歳未満の 

身体障害者 

知的障害者 

定期乗車券 
本人及び 

介護者１名 
50％ 各駅相互間 販売窓口で購入 

※…割引率については最寄りの旅客鉄道株式会社まで。 
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＜航空旅客運賃割引＞ 

区分 対象者 割引率 適用区間 購入方法 

満 12 歳以上の第１種身体障害者、 

第１種知的障害者、精神障害者が、介護者

と共に、又は単独で利用する場合 

本人及び 

介護者１名 
注１ 

定期航空路 

線の国内線 

全区間 

航空券販売窓口に手帳を

提示して購入 

 満 12 歳以上の第２種身体障害者 

満 12 歳以上の第２種知的障害者 
本人のみ 

注１…割引率は各航空会社により異なるので、各社にそれぞれお問い合わせください。 

＜宮城県の公共施設利用料金の割引＞※下記の他にも対象施設はあります。 

施設名 
所持者に対する

支援 

介護者に対する支援 

身障手帳 療育手帳 精神保福手帳 

慶長使節船ミュージアム  

・石巻市渡波字大森 30-2 

・ＴＥＬ：0225－24-2210 

 

観覧料免除 

 

 

 

 

 

1・2 級の手帳所持者 

一人につき 

一人の観覧免除 

 

 

 

 

 

 

 

 

手帳所持者一人につき 

一人観覧料免除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1・2 級の手帳所持者 

一人につき 

一人の観覧料免除 

 

 

 

 

蔵王野鳥の森自然観察セン

ター 

・刈田郡蔵王町戸遠刈田 

泉時上ノ原 162-1 

・ＴＥＬ：0224-34-1882 

 

 

入館料免除 

 

県立美術館 

仙台市青葉区川内元支倉 34-1 

・ＴＥＬ：022-221-2111 

常時展示観覧料全

額免除 

特別企画展示観覧料 

5 割免除 

東北歴史博物館 

多賀城高崎一丁目 22-1 

・ＴＥＬ：022－368-0101 

常設展示観覧料全

額免除 

特別展示観覧料 5

割免除 

 

＜その他の割引＞ 

種類 内容 割引率 身
障 

療
育 

精
神 

手続き・問合わせ 

有料道路通行料金 

障害者本人が運転する場合（鉄道旅

客運賃減額１種及び2種とも該当） 

５０％ 

○ 

Ａの

み 

― 
市役所３階社会福祉課 
※ 登録する自動車の車検
証及び手帳を持参（２種
障害者の場合は本人の運
転免許証も持参） 

※ ETC の場合、ETC ｶｰﾄﾞ
と車載器管理№が必要 

障害者本人以外が運転し、障害者本

人が同乗する場合（鉄道旅客運賃減

額 1 種のみ該当） 

1 種
のみ 

― 

タクシー運賃 手帳所持者が乗車する場合 １０％ ○ ○ ― 
料金支払いの際に乗務員に

手帳を提示 
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バス運賃（民営） 
普通運賃（高速バス含む） ５０％ ○ ○ ― 

乗務員に手帳を提示 
定期券運賃（大人のみ） ３０％ ○ ○ ― 

岩沼市民バス運賃 手帳所持者が乗車する場合 無料 ○ ○ ○ 
市生活環境課にて無料乗車

証を発行 

ＮＨＫ放送受信料 身体障害者、知的障害者、精神障害

者がいる世帯で、世帯員の全てが市

民税非課税の場合 

無料 ○ ○ ○ 問い合わせ NHK 

(0570)-077077 

手続き 社会福祉課 

※福祉事務所発行の証明 

 書を NHK 宛てに郵送 

視覚障害者、聴覚障害者が世帯主お

よび契約者の場合 
５０％ 

視覚 

聴覚 
― ― 

重度の身体障害者・知的障害者・精神

障害者が世帯主および契約者の場合  

1～2

級 
A 

1
級 

盲人用郵便物 

盲人用点字のみを掲げたものを内

容とするもの 

無料 視覚 ― ― 

郵便局 

盲人用の録音物又は点字用紙を内

容とする郵便物で、日本が指定する

施設から差し出す場合又はこれら

の施設に差し出す場合 

点字ゆうパック 
内容品が容易に認定できる

ように包装して出された物 

郵便局に 

問合わせ 
視覚 － － 

心身障害者用冊子小包 
図書館から心身障害者に郵送で貸出、

返送される冊子小包郵便物(3kg 以内)  

郵便局に 

問合わせ 
○ ○ ― 

聴覚障がい者用 

ゆうパック 

聴覚障がい者用のビデオテープそ

の他の録画物(DVD など)を内容と

する荷物を日本郵便が指定する施

設と聴覚障がい者との間で貸し出

しまたは返却のための発受 

郵便局に 

問合わせ 
聴覚 ― ― 

青い鳥郵便はがき 
毎年 4 月 1 日～5 月 31 日頃まで

に 1 人につき 20 枚を無償で配布 
無料 1～2級 Ａ ― 

ＮＴＴ番号案内料 ふれあい案内(104)利用時の通話料  無料 

視 覚

１～6 級 

肢体

１～２級  

○ ○ 

ＮＴＴ営業所 

又はフリーダイヤル 

0120-104174 

定期預金等の利子非

課税（マル優） 

350 万円までの定期預金の利子に

対する課税が非課税になります 
 ○ ○ ○ 

最寄りの税務署までお問い

合わせください。 

携帯電話 基本使用料等 ※ ○ ○ ○ 

※ 割引内容や手続きについて

は、各社ごと異なりますので、

各契約会社にお問い合わせく

ださい。 
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その他の事業・制度 

 
 

 福祉タクシー利用助成事業  P.１９ 

 自動車等燃料費助成事業   P.１９ 

 在宅酸素濃縮器利用助成事業 P.２０ 

 緊急通報システム事業    P.２０ 

 車いす短期貸与       P.２０ 

 心身障害者扶養共済制度   P.２２～P.２３ 

 駐車禁止の対象除外     P.２４ 
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福祉タクシー利用助成事業 

内容 
心身に重度の障害がある方等に対して、社会参加の促進と福祉の向上を図るため、

タクシー利用料金の一部を助成 

対象 

市内に住所を有し、在宅において生活する方で次のいずれかの要件に該当する方。 

①身体障害者手帳１級、２級、３級の交付を受けている人 

②療育手帳「Ａ」の交付を受けている人 

③精神障害者保健福祉手帳１級又は２級の交付を受けている人 

④特定疾患等により治療を受けている人で、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定

医療費医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けてい

る人 

※ 既に「自動車等燃料費の助成」を受けている人、社会福祉施設に入所している人

及び生活保護受給者は対象外です。 

助成額 
助成券 1 枚（５００円相当）を月４枚。 

申請月分から申請月の属する年度の年度末分までを一括交付。 

準備物 
・上記要件に該当する障害者手帳又は特定疾患医療受給者証、いずれか一つ 

・印鑑（シャチハタ印を除く） 

窓口 市役所３階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～358 

※毎年度申請が必要です。詳しくは「広報いわぬま」３月号をご覧ください。 

 

自動車等燃料費助成事業 

内容 
心身に重度の障害がある方に対し、社会参加の促進と福祉の向上を図るため、自動

車等の燃料費購入費用の一部を助成 

対象 

市内に住所を有し、在宅において生活する方で次のいずれかの要件に該当する人 

①身体障害者手帳１級、２級、３級の交付を受けている人 

②療育手帳「Ａ」の交付を受けている人 

③精神障害者保健福祉手帳１級又は２級の交付を受けている人 

④特定疾患等により治療を受けている人で、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定

医療費医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けてい

る人 

※ 既に「福祉タクシー利用費の助成」を受けている人、社会福祉施設に入所してい

る人及び生活保護受給者は対象外です。 

助成額 
助成券 1 枚（５００円相当）を月２枚。 

申請月分から申請月の属する年度の年度末分までを一括交付。 

準備物 

・上記要件に該当する障害者手帳又は特定疾患医療受給者証、いずれか一つ。 

・印鑑（シャチハタ印を除く） 

・車検証（コピー可） 

対象となる自動車等は、障害者本人が所有、又は障害者の介護のために同居する家

族が所有する自動車に限ります。 

※ 同居していない（住所が同一でない）家族が所有する自動車等は登録できませ

ん。 

窓口 市役所３階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～358 

※毎年度申請が必要です。詳しくは「広報いわぬま」３月号をご覧ください。 
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在宅酸素濃縮器利用助成事業 

内容 
在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害をお持ちの人に対し酸素濃縮器の使用

に要する電気料金の一部を助成します。 

対象 
市内に住所を有する呼吸器機能障害３級以上の身体障害者手帳を所持する人で、 

医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している人 

助成額 岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業助成額基準表にて 

窓口 
市役所３階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～358 

FAX：0223-24-0406 

 

緊急通報システム事業 

内容 

緊急通報システムを貸与することにより、家庭内で急病や事故などのため、緊

急に救援を必要とする場合、あらかじめ組織された地域協力体制により速やか

に救援を行います。 

対象 

１級から３級の身体障害者手帳所持者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第 5 条に規定されている人で、ひとり暮らしの人 

※ 利用する前に、あらかじめ３名の協力員を決めておいていただく必要があります。 

窓口 
市役所 3 階 社会福祉課 TEL：0223-22-1111 内線 355～358 

FAX：0223-24-0406 

 

車いす短期貸与（無料） 

問合わせ・受付場所 対象の方 貸与期間 

市役所 3 階 社会福祉課 

ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 357 
岩沼市にお住まいの方 概ね２週間未満 

岩沼市社会福祉協議会（i あいプラザ内） 

ＴＥＬ：0223-29-3711 

介護保険の車椅子貸与 

該当者以外の方 
概ね３か月未満 
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心身障害者扶養共済制度 
 
○概要 
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛金を納めること

により、保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあったとき、障害のある人に終身一定額

の年金を支給する制度です。 

・都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。 

・保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月 2 万円（2 口加入

の場合は 4 万円）の年金が生涯にわたり支給されます。 

・ご加入は口数単位でお申込みいただき、障害のある方一人に対して 2 口までご加入い

ただけます。 

・この制度は障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づ

き、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に

対し、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。 

・加入者が他の都道府県・政令指定都市に転出されても、転出先での加入手続きにより継

続してご加入いただけます。 

・今後の経済情勢の変化、制度の終始状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られて

います。 

 

○加入できる保護者等の要件 
障害のある方を、現に扶養している保護者（父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の

親族など）であって、以下を全て満たす者 

・その都道府県・政令指定都市に住所があること。 

・加入時（口数追加の場合は口数追加時）の年度の 4 月 1 日時点の年齢が 65 歳未満で

あること。 

・特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること（健康状態

等によっては、この制度に加入できないことがあります）。 

・障害のある方 1 人に対して、加入できる保護者は一人であること。 

 

○障害のある人の範囲 
下記のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人（年

齢は問いません） 

・知的障害 

・身体障害（身体障害手帳 1 級～3 級） 

・その他 

精神又は身体に永続的な障害のある人（統合失調症・脳性麻痺・進行性筋萎縮症・自

閉症・血友病）で、その障害の程度が上記の者と同程度と認められる人 
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○掛金   ※平成 20 年度以降加入（平成３1 年２月現在） 

加入者の年齢 一口あたりの掛け金（月額） 

35 歳未満 9,300 円 

35 歳以上～40 歳未満 11,400 円 

40 歳以上～45 歳未満 14,300 円 

45 歳以上～50 歳未満 17,300 円 

50 歳以上～55 歳未満 18,800 円 

55 歳以上～60 歳未満 20,700 円 

60 歳以上～65 歳未満 23,300 円 

※掛金減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。 

 
○年金給付について 
年金は障害のある人の生涯に渡って支給されます。 

1 口加入の人 月額２万円 

２口加入の人 月額４万円 

 

○申請窓口・問合せ先 

岩沼市役所３階社会福祉課   ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

   ＦＡＸ：0223-24-0406 

 

〇弔慰金（ちょういきん）の支給 
加入者の生存中に障害のある人がお亡くなりになった時は、加入期間に応じて加入者に

弔慰金が支給されます。 

※加入者の生存中に障害のある人がお亡くなりになられたとき、年金は支給されません。 

 

〇脱退一時金の支給 
５年以上加入した後に、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、又は加

入口数を 2 口から 1 口に減らしたときは、加入期間に応じて加入者に脱退一時金が支給さ

れます。 

 
〇注意 
・制度改正が行われる場合には、給付内容・掛金等が変更されることがあります。 

・加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき、又はこの制度から脱退した

ときは年金は支給されません。既に払い込んだ掛金は返還されません。 
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駐車禁止の対象除外 

歩行困難と認められる障害者等が使用する自動車に対し、「駐車禁止除外指定車標章」を

交付し、公安委員会及び警察署長が道路標識、道路標示により駐車禁止とした道路におい

て、付近に駐車する場所がないなどのやむを得ない場合で、自動車に障害者等が現に使用

しているとき又は駐車しているときに限り、駐車を認めています。ただし法定の駐停車、駐

車禁止場所については対象外です。駐車により交通に危険を生じさせる場所又は交通を著

しく阻害する場所には駐車しないでください。（障害者等本人に標識交付となります。） 

対 象 者 ●身体障害者手帳所持者で、歩行が困難と認められる人（下表のとおり） 

     ●療育手帳所持者で、「Ａ判定」の認定を受けている人 

     ●精神障害者保健福祉手帳所持者で、「1 級」の認定を受けている人 

     ●戦傷病者・紫外線要保護者(色素性乾皮症患者) 

必要書類  ①障害者手帳の写し 2 部 ②印鑑 ③自動車検査証の写し 2 部 

④主に運転する人の免許証の写し 2 部  

⑤医師意見書（※ 身体障害の程度により提出を求める場合があります。事前にご確認ください。）  

手続場所  対象者の住所地を管轄する警察署交通課 

問合せ先  岩沼警察署交通課 ＴＥＬ：0223－22－4341 

有効期間  最長 3 年 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度 

視覚障害 1 級～3 級までの各級及び 4 級の１  

特別項症から第四項症までの各項症 聴覚障害 2 級及び 3 級 

平衡機能障害 3 級 

上肢不自由 1 級、2 級の 1 及び 2 級の２ 特別項症から第三項症までの各項症 

下肢不自由 1 級～4 級までの各級 

体幹不自由 1 級～3 級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症 

乳幼児期以前の非進行

性脳の病変による運動

機能障害 

上肢機能 
1 級及び 2 級（一上肢のみに運

動機能障害がある場合を除く。） 
― 

移動機能 1 級及び 2 級 ― 

心臓機能障害 1 級及び 3 級 

特別項症から第三項症までの各項症 

じん臓機能障害 1 級及び 3 級 

呼吸器機能障害 1 級及び 3 級 

ぼうこう又は直腸の機能障害 1 級及び 3 級 

小腸機能障害 1 級及び 3 級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1 級～3 級までの各級 ― 

肝臓機能障害 1 級～3 級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症 

※ 以上のほか、平衡機能障害（5 級）、下肢機能障害（5 級及び 6 級）又は脳病変による運動機能

障害（3 級及び 4 級）の身体障害者の方であっても、医師の意見書により上記障害者と同程度の

歩行困難者と認められた場合には交付の対象となりますので、あらかじめ最寄の警察署へお問い

合わせください。 
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自立支援医療 

 

 自立支援医療(育成医療) P.２６～P.２７ 

 自立支援医療(更生医療) P.２８～P.２９ 

  自立支援医療(精神通院) P.３０～P.３１  
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自立支援医療（育成医療） 
 
 自立支援医療費（育成医療）の支給とは、身体に障害のある 18 歳未満の児童で、確実

な治療効果が期待される場合に、その障害を除去または軽減、もしくは今後生じるであろ

う障害を予防等するために行う医療を対象として支給するものです。 
 

○対象者 
 岩沼市内に居住する満 18 歳未満の児童で、身体に障害のある児童（障害に係る医療を

行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。）であって、主治医（指

定医療機関の医師）が確実な治療効果が期待されると認める方 
 

○育成医療の対象となる障害 

①視覚障害によるもの 

②聴覚・平衡機能障害によるもの 

③音声機能・言語機能・そしゃく機能障害によるもの 

④肢体不自由によるもの 

⑤心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸・小腸又は肝臓の機能障害によるもの 

⑥先天性の内臓機能の障害によるもの 

（手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る） 

⑦ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの 

 

○必要書類 
・自立支援医療（育成医療）支給認定申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・自立支援医療（育成医療）意見書（指定自立支援医療機関の医師が作成したもの） 

・対象者の健康保険証または生活保護受給者証 

・市民税等調査同意書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 
※世帯全員が市民税非課税の場合は、保護者全員の収入が確認できる書類（通帳の写し、年金証書

の写し、年金振込通知書の写しなど）を添付してください。 

 ・印鑑 

 ・手続きされる方の身分証明証(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書

類(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 
 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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○自己負担額 
 原則として、治療に要する費用の 1 割を負担していただきます。ただし、本人の属する

世帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な

療養を必要とする疾病に対する更なる軽減措置（下表  部分）があります。 
 

←       一定所得以下       → ←   中間的な所得   → 一定所得以上 

←生活保護→ 

１ 

←低所得１→ 

２ 

←低所得２→ 

３ 

← 中 間 １ → 

４ 

← 中 間 ２ → 

５ 

←一定以上→ 

６ 

0 円 
負担上限額 

2,500 円 

負担上限額 

5,000 円 

医療保険の自己負担限度額 対象外 

負担上限額 

5,000 円 

負担上限額 

10,000 円 

負担上限額 

20,000 円 

（「重度かつ継続」に該当する場合） 

○注意事項 
 ・自己負担額は所得や疾病・症状などに応じて上限額が設定されます。 

  なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費

負担の対象外となります。 

 ・治療開始前の申請が必要です。 

 

○申請～給付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
②受給者証交付 

①申請 ③受給者証提示 

④診察 

本人 
市町村 指定医療機関 

 

⑤自己負担金支払い 
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自立支援医療（更生医療） 

 更生医療とは、身体障害者手帳をお持ちの 18 歳以上の者で、一般の医療では既に治療
が終了したと考えられる障害に対して、日常生活の向上のため、障害を軽くしたり、身体機
能を回復させたりする手術等の医療をいいます。 
 

○対象となる障害と標準的な治療の例 

視覚障害 

白内障  → 水晶体摘出手術 

網膜剥離 → 網膜剥離手術 

瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術 

角膜混濁 → 角膜移植術 

聴覚障害 
鼓膜穿孔  → 穿孔閉鎖術 

外耳性難聴 → 形成術 

言語障害 

外傷性又は手術後に生じる発音構語障害  → 形成術 

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖

機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正 

肢体不自由 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等 

内部障害 

＜心臓＞・・ 先天性疾患 → 弁口・心室心房中隔に対する手術 

後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術 

＜腎臓＞・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術 

＜肝臓＞・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) 

＜小腸＞・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法 

＜免疫＞・・HIV による免疫機能障害→抗 HIV 療法、免疫調節療法、 

その他 HIV 感染症に対する治療 

○必要書類 
・自立支援医療(更生医療)支給認定申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・自立支援医療(更生医療)に関する意見書(指定自立支援医療機関の医師が作成したもの) 

・対象者の健康保険証または生活保護受給者証 

・市民税等調査同意書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 
※世帯全員が市民税非課税の場合は、対象者の収入が確認できる書類（通帳の写し、年金証書の写し、

年金振込通知書の写しなど）を添付してください。 

・身体障害者手帳 

・印鑑 

・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書

類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等) 

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 
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○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

○自己負担額 

原則として、治療に要する費用の１割を負担していただきます。ただし、本人の属する世

帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な療

養を要する疾病に対する更なる軽減措置（下表  部分）があります。 

なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負

担の対象外となります。 
 

←       一定所得以下       → ←   中間的な所得   → 一定所得以上 

←生活保護→ 

１ 

←低所得１→ 

２ 

←低所得２→ 

３ 

← 中 間 １ → 

４ 

← 中 間 ２ → 

５ 

←一定以上→ 

６ 

0 円 
負担上限額 

2,500 円 

負担上限額 

5,000 円 

医療保険の自己負担限度額 対象外 

負担上限額 

5,000 円 

負担上限額 

10,000 円 

負担上限額 

20,000 円 

（「重度かつ継続」に該当する場合） 

 

○注意事項 

・１８歳未満の方は児童福祉法の育成医療が適用となります。 

・申請者が後期高齢者医療の対象となる場合は後期高齢者医療にて助成されます。 

・治療開始前の申請が必要です。 

○有効期間 

 原則として３か月以内です。ただし、治療が長期に及ぶ場合の通院については、最長１

年以内とすることが可能です。 

なお、治療内容や有効期間の妥当性については、県リハビリテーション支援センターに

おいて指定医療機関の医師が作成した「更生医療意見書」を審査し、判定します。 

○申請～給付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
④受給者証交付 

①申請 ⑤受給者証提示 

⑥診察 

本人 
市町村 指定医療機関 

②判定依頼 ③判定 

⑦自己負担金支払い 

 

判定機関：県リハビリテーション 

 支援センター 
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自立支援医療（精神通院医療） 
 

 精神疾患の適正な医療を普及し、早期治療を図るために、通院によって精神疾患の医療

を受けた場合に、その医療に要する費用を公費負担する制度です。 

 

○対象者 
通院による精神医療を継続的に要する精神障害者又はその保護者（受診者本人が 18 歳

未満の場合） 

 

○必要書類 

＜初めて申請するとき・受給期間を更新するとき＞※ 更新は３か月前から可能です。 
・自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・自立支援医療用診断書（用紙は市役所社会福祉課にもあります） 

・対象者の健康保険証または生活保護受給証 

・市民税等調査同意書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 
※市民税非課税の場合は、対象者の収入が確認できる書類（通帳の写し、年金証書の写し、年金振込

通知書の写しなど）を添付してください。 

 ・印鑑 

 ・手続きをされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類) 

 ・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書

類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

＜診断書について＞ 

・２年に１回、提出が必要です。 

・次回申請時に診断書が必要かどうかは、現在交付されている受給者証下部の備考欄をご確

認ください。 

例）「診断書（１年目）」と記載されている人→次回申請時診断書「不要」 

「診断書（２年目）」と記載されている人→次回申請時診断書「必要」 

 

このようなとき 必要な手続き 

申請に必要なもの 

保険証 
個人番号 

確認書類 
印 鑑 自立支援医療受給者証 

医療機関（病院・薬局）を変更するとき 医療機関変更申請 × ○ ○ ○ 

・受給者証を紛失したとき 

・受給者証を破損したとき 
再交付申請 × ○ ○ 

○ 

（紛失の場合は不要） 

・居住地が変わったとき 

・氏名が変わったとき 

・保険証が変わったとき 

記載事項変更申請 

○ 

（保険証を変更した 

場合のみ必要） 

○ ○ ○ 

・通院を終了したとき 

・死亡したとき 
返還の届出 × ○ ○ ○ 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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○自己負担額 
原則として、治療に要する費用の１割を負担していただきます。ただし、本人の属する世

帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な療

養を要する疾病に対する更なる軽減措置（下表  部分）があります。 

なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負

担の対象外となります。 

 
←       一定所得以下       → ←   中間的な所得   → 一定所得以上 

←生活保護→ 

１ 

←低所得１→ 

２ 

←低所得２→ 

３ 

← 中 間 １ → 

４ 

← 中 間 ２ → 

５ 

←一定以上→ 

６ 

0 円 
負担上限額 

2,500 円 

負担上限額 

5,000 円 

医療保険の自己負担限度額 対象外 

負担上限額 

5,000 円 

負担上限額 

10,000 円 

負担上限額 

20,000 円 

（「重度かつ継続」に該当する場合） 

 

○有効期間 
申請した日から 1 年間（1 年ごとに再認定手続きが必要です。） 

 

○申請～交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① 申請 ②判定依頼 

③診断書等 

審査依頼 

精神保健福祉センター 

④審査結果 

⑤受給者証の交付 ⑥受給者証の送付 

指定医療機関・薬局 

⑦受給 

者証の 

提示 

⑧医療費の軽減 

月毎の自己負 

担上限額の管理 

申請者 

自立支援（精神通院） 

認定審査会 

市役所 
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障害福祉サービス 
 

 障害福祉サービスの概要      P.３４ 

 介護給付・訓練等給付・障害児支援 P.３５ 

 補装具費(購入・修理・借受の費用)の支給 

 P.３６～P.３７ 

 難聴児補聴器購入費助成事業    P.３８ 

 移動支援事業       P.３９～P.４０ 

 日中一時支援事業         P.４１ 

 地域活動支援センター事業     P.４２ 

 意思疎通支援事業         P.４３ 

 更生訓練費給付事業        P.４３ 

 重度身体障害者入浴サービス事業  P.４４ 

 自動車運転免許取得費補助金    P.４５ 

 身体障害者用自動車改造費補助金  P.４５ 

日常生活用具の給付    P.４６～P.４７ 
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一定期間、サービスを利用し 

１ご本人の利用意向の確認 

２サービスが適切かどうかを確認後  

評価項目に沿った個別支援計

画を作成しその結果をふまえ、

本支給決定が行われます。 

支給決定〔市町村〕 

 

障害福祉サービスの概要 

障害福祉サービスは、「介護給付」「訓練等給付」「障害児支援」があります。 
「介護給付」や「訓練等給付」を利用するには、申請をして、所要の調査を実施したあと、

障害支援区分の認定もしくは判定を経て、支給決定を受ける必要があります。 
「障害児支援」については障害支援区分の認定や判定は不要で、調査を実施し、支給決定

を受けるようになります。 
「介護給付」「訓練等給付」「障害児支援」いずれの支給決定においても、相談支援事業所

（P. ４9 参照）がサービスを利用したい人とともに作成した「サービス等利用計画（案）」
や「障害児支援利用計画（案）」が必要ですので、まず相談支援事業所か社会福祉課までご
相談ください。 

○支給決定までの流れ 
 
 
 
 

 

利 用 申 請 
  介護給付を希望する場合                訓練等給付を希望する場合 

 

 障害支援区分の一次判定〔市町村〕 

  （調査結果により判定） 

                                障害者の心身の状況を判定 

                                するため、80 項目の調査 

  医師意見書   二次判定〔審査会〕             を行います 

 

 

 

障害支援区分の認定〔市町村〕 
  区分１～６の認定 

が行われます 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

                            

                                   

相談支援事業所又は社会福祉課に相談 

相談支援事業所による 
・サービス利用意向の聴き取り 
・サービス利用計画案の作成 

訓練・就労評価項目 
↓ 

個別支援計画 

審査会の意見聴取 

暫定支給決定〔市町村〕 
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介護給付・訓練等給付・障害児支援について 

○サービス内容 
 サービス名 サービス内容 

介護 

給付 

居宅介護（ホームヘルプ） ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介

護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院を目的とした、

乗降介助も利用できます。 

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、排泄、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。 

同行援護 視覚障害のある人に同行し、外出時において移動に必要な情報

を提供するとともに、移動の援護その他必要な援助を行いま

す。 

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、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 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。 

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、排泄、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、介護及び日常生活の支援を行います。 

生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、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。 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等

を行います。 

訓練等 

給付 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

    （宿泊型自立訓練） 

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おこないます。 

就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型（雇用型）・Ｂ型

（非雇用型） 

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、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方に、生活リ

ズム、家計や体調管理等の課題解決に向けた必要な連絡調整や

指導・助言等の支援を行います。 

自立生活援助 定期的に利用者の居宅を訪問し、日常生活の課題、公共料金や

家賃の滞納、体調管理等確認を行い、必要な助言や関係機関等

との連絡調整を行います。 

共同生活援助（グループホーム） 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。 

障害児

支援 

放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進のため

の支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 重度障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の

指導や支援を行います。 

保育所等訪問支援 療育の専門職が、障害特性に応じた専門的な支援を保育所等に

おいて実施します。 

児童発達支援 療育の必要があると認められた未就学の障害児に対して、日常

生活動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 

○利用者負担 
原則として、利用料の１割を負担していただきます。ただし、世帯の課税状況に応じて月の負担上限
額が設けられています。(詳しくはお問い合わせください。) 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 
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補装具費（購入・修理の費用）の支給 

補装具とは、身体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするため

に必要な用具のことです。その障害に応じた補装具の交付・修理に要する補装具費の支給

を受けることができます。 

 

○対象者 
・身体障害者手帳をお持ちの方 

 ・医師の診断を受け、難病患者等に該当する方 

  

○主な補装具 品目によって支給基準額があります。 

手足が不自由な方 

義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・

歩行補助杖・重度障害者意思伝達装置 

座位保持いす（児のみ）・起立保持具（児のみ） 

排便補助具（児のみ） 

目が不自由な方 盲人用安全つえ（白杖）、義眼・各種眼鏡 

耳が不自由な方 補聴器 

他制度（医療保険や労災保険、介護保険制度等）による作製及びレンタルを利用できるも

の（車いす、電動車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ等）については、他制度を

優先的に利用していただくようになります。ただし、身体的状況により対応できない場合

はご相談ください。 

 

○必要書類 ※使用する方の状況等をお聞きしますので、多少お時間がかかります。 

・補装具費支給申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・医師の意見書（１８歳未満の場合又は医師の具体的意見の確認が必要な場合のみ） 

・市民税等調査同意書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・印鑑 

・対象者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

(18 歳以上の方は対象者及び配偶者、18 歳未満の方はﾀｲｼｮｳｼｬ及び世帯員全員) 

・手続きをされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 

○注意事項 
・補装具費を受給するには、購入前（作製前）に申請をしていただく必要があります。 

・補装具の種類により、「宮城県リハビリテーション支援センター」で判定を受けていた

だく場合があります。 
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○自己負担額 
 原則として、補装具の製作又は修理に要する費用の１割を負担。 

ただし、本人の属する世帯の課税状況に応じて、月額負担上限額が設定されますが、世帯

員の中に市民税所得割が４６万円以上の人がいる場合は、補装具費の支給対象外となりま

す。 

№ 月額負担上限額 対象者 

１ ０円 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 

２ ３７，２００円 市町村民税課税世帯 

 

 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

 

○申請～支給までの流れ ※用具や申請内容によって変わる場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・相談・評価 

（身体状況・生活状況

の把握） 

・処方・仕様の決定 

・使用環境への助言 

④判定 
 

市役所 

社会福祉課 

⑥支給券 
見積書 

申請者 

＜判定機関＞ 

県リハビリテ―ション支援センター 

補装具製作業者 

③判定に行く 
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難聴児補聴器購入費助成事業 

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中等度難聴児の補聴器購入（原則一人ひと

つ）費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担を軽減するとともに、

難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進することを目的としています。 

 

○助成内容 

 補聴器購入費用の 3 分の 2（1 円未満切り捨て）を助成します。 

 ※ 助成の対象となる補聴器の型式は限られています。 

 ※ 補聴器購入費用と認められる金額には限度額があります。 

 

○対象者（①と②のいずれにも該当する 18 歳未満の児童） 

①両耳の平均聴力レベルが 30dB 以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと 

②補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師 

が判断していること。 

 

○対象にならない人（①か②のいずれかに該当する人） 

①助成金の交付申請を行う月の属する年度（４月から６月までにあってはその前年度）に

おける助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員で市町村民税所得割の最

多納税者の納税額が 46 万円以上の場合 

②過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付

決定から耐用年数である５年を経過していない場合（災害等当該助成対象児の責任に

拠らない事情により亡失・毀損したと認められる場合を除く。） 

 

○注意事項 
・購入費の助成を受けるには、購入前（作製前）に申請をしていただく必要があります。 

 

○必要書類  
・難聴児補聴器購入助成金申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・岩沼市難聴児補聴器購入助成金交付意見書（記入できる医師が限られています） 

・市民税等調査同意書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・印鑑 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406
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移動支援事業 
 
 屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出を支援するために必要な移動中の介護を

行うサービスです。 

 例）・官公庁や金融機関への外出等の社会生活のために必要不可欠な外出 

   ・レジャー、レクリエーション、余暇活動等の社会参加のための外出 

 

○対象者  

身体障害者 
身体障害者手帳所持者 

※移動が困難と認められる者に限る 

知的障害者 療育手帳所持者（行動援護対象の方を除く） 

精神障害者 精神疾患を有する者（行動援護対象の方を除く） 

難 病 患 者  

治療法が確立していない疾病等である者であり、かつ視覚障害者又は全

身性障害によって屋外での移動が困難と認められる者（同行援護対象の

方を除く） 

児 童 
上記に該当する児童。ただし、16 歳未満の場合は保護者のみで外出支援

が困難である場合に限る。（外出支援に保護者同伴が原則） 

 

○実施機関(順不同)                平成３１年３月３１日現在 
事業者名 電話番号 郵便番号 所在地 

公益社団法人青年海外協力協会 

岩沼市障害者地域活動支援センター 

やすらぎの里 
(0223)25-5190 989-2427 岩沼市里の杜三丁目 5－22 

株式会社 ニチイ学館 
ニチイケアセンター岩沼 

(0223)25-2517 989-2432 岩沼市中央一丁目４-15 

医療法人社団 爽秋会 

在宅介護支援事業所 爽秋会みのり 
(022)381-5452 981-1226 名取市植松一丁目 1-24 

株式会社 ニチイ学館 
ニチイケアセンターたてこし 

(022)381-5641 981-1226 名取市植松四丁目 17-12 

ベストケア 有限会社 (022)383-5202 981-1235 名取市名取が丘六丁目 4-10 

有限会社 アシスト 
ヘルパーステーションアシスト仙台 

(022)244-5622 982-0032 仙台市太白区富沢三丁目 28-31 

ライフケア虹 有限会社 (0223)36-8349 989-2311 亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂 162-1 

特定非営利活動法人 
地域生活オウエン団せんだい 

(022)248-6016 982-0011 仙台市太白区長町一丁目 6-1 

株式会社 ケアハウス青葉 
訪問介護ステーションのぞみ 

(0224)51-8577 981-1523 角田市梶賀字一里壇 145-6 

合同会社 かいごや (022)282-1082 984-0831 仙台市若林区沖野三丁目 30-7 
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事業者名 電話番号 郵便番号 所在地 

社会福祉法人むそう 

生活支援センターあっと名取 
(022)384-2214 981-1201 名取市下増田字鶴巻前 5-7 

特定非営利活動法人  

ドリーム・ゲート 

サポートクラブ未来 
(022)399-8374 981-1232 

名取市大手町二丁目１－３ 

ひまわりビル 101 

特定非営利活動法人 

ドリーム・ゲート 

サポートクラブ未来宮城野 
(022)253-7159 983-0013 仙台市宮城野区中野字神明 101-3 

 

○利用時間 

・原則として月に４０時間の範囲内で、岩沼市から支給決定を受けた時間になります。 
 

○利用者負担 
サービスに係る費用（利用料）の 1 割が自己負担（市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料）

となります。※その他の障害福祉サービス等における利用者負担金の上限月額管理の対象とはな

りません。 

 

例）身体介護有り、1 時間半利用：５，７００円×１割＝５７０円（平成 31 年３月３1 日現在） 

時間 
利用料（単位：円） 

身体介護有り 身体介護無し 

３０分まで ２，４８０ １，０２０ 

１時間まで ３，９２０ １，９１０ 

１時間半まで ５，７００ ２，６７０ 

２時間まで ６，５１０ ３，５５０ 

２時間半まで ７，３２０ ４，２３０ 

３時間まで ８，１３０ ４，９１０ 

※身体介護有り・無しについては、申請時に聞き取った項目で岩沼市が決定いたしますが、「身体介護無

し＝身体介護を行わない」ということではなく、具体的な身体介護は「有り」「無し」どちらの場合も発

生します。 

※利用料金は変更される場合があります。 

 

○申請窓口・問合せ先 

市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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日中一時支援事業 

障害を有する者の社会への適応や、その家族の就労及び一時休息を支援するため、障害
者等に活動の場を提供し、その活動を見守りながら日常的な行動、活動の訓練を行います。 
 

○対象者 
 市内に住所を有し、障害者総合支援法に規定する障害支援区分１から６までの認定を受
けている方又は障害児支援区分１から３までの判定を受けている児童 
 
○実施機関(順不同)               平成 31 年 3 月 31 日現在 

事業者名 電話番号 郵便番号 所在地 

公益社団法人青年海外協力協会 

岩沼市障害者地域活動支援 ｾ ﾝ ﾀ ｰ    
やすらぎの里 

(0223)25-5190 989-2427 岩沼市里の杜三丁目 5－22 

社会福祉法人福寿会 

旭 園 
(0224)56-4160 989-1621 柴田町大字本船迫字沢田 39 

社会福祉法人しおかぜ福祉会 

障害福祉サービス事業所 しおかぜ 
(0223)22-5586 989-2424 岩沼市早股字五福田 20 

社会福祉法人 白石陽光園 

障害者支援施設 白石陽光園 
(0224)25-9511 989-0232 白石市福岡長袋字小倉山 14-2 

社会福祉法人 白石陽光園 

障害者支援施設 白石寿光園 
(0224)25-7331 989-0232 白石市福岡長袋字小倉山 11-1 

社会福祉法人 白石陽光園 

生活介護    とも 
(0224)24-2608 989-0223 白石市福岡長袋字岩崎 81-14 

社会福祉法人 愛泉会 

障害者支援施設 幸泉学園 
(022)375-2675 981-3131 仙台市泉区七北田字道 27 

特定非営利活動法人 

あいのはな 
(0224)86-5893 989-1201 大河原町大谷字戸ノ内前 21-1 

 
○利用時間 
利用できる時間は、原則として午前 8 時から午後 7 時までとなります。（ただし、事業

所が定める利用時間がある場合等、利用時間は事業所ごとに変わっている場合があります。） 
 

○利用者負担 
利用する方の障害の区分と日中利用時間に応じて、サービスに係る費用の１割（市民税

非課税世帯、生活保護世帯は無料）が自己負担となります。 
※ その他の障害福祉サービス等における利用者負担金の上限月額管理の対象とはなりません。 
※ 下記の表の（（｢利用基準額｣×「利用単位」×「100 分の 108」）←10 円未満端数切捨）×0.1＝自己負担  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

利用者 利用基準額  利用単位 

障害者 

障害支援区分１，２ 3,580  4 時間まで ×0.25 

障害支援区分３，４ 6,050 4 時間を超え、8 時間まで ×0.50 

障害支援区分５，６ 3,580  8 時間を超え、12 時間まで ×0.75 

障害児 

障害支援区分１ 6,050  12 時間超 ×1.00 

障害支援区分２ 6,750 

障害支援区分３ 6,750 

遷延性意識障害児・者 12,870 

重症心身障害児・者 18,500 
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地域活動支援センター事業 

通所により、創作的活動、機能訓練、社会適応訓練、給食サービス、入浴サービス等が 
受けられます。また、希望によりセンターへの送迎のサービスもあります。 
 
○対象者 
 市内に住所を有する障害児者 
 
○実施機関 

事業者名 電話番号 郵便番号 所在地 

公益社団法人青年海外協力協会 

岩沼市障害者地域活動支援センター      
やすらぎの里 

(0223) 

25-5190 
989-2427 岩沼市里の杜三丁目 5－22 

○利用時間 
 午前 9 時～午後 4 時までとなります。（日曜日及び祝日、年末年始は休みです） 
 
○利用者負担 
利用する方の障害支援区分と日中利用時間に応じて、サービスに係る費用の１割（市民

税非課税世帯、生活保護世帯は無料）が自己負担となります。 
※ その他の障害福祉サービス等における利用者負担金の上限月額管理の対象とはなりません。 

時  間 

障  害  支  援  区  分 

区分１～２ 区分３～４ 区分５～６ 

4 時間未満 ２，２００円 ２，５００円 ２，８００円 

4～6 時間 ３，７００円 ４，２００円 ４，７００円 

6 時間以上 ４，８００円 ５，５００円 ６，１００円 

※ 市内に住所を有する障害者で、障害支援区分が未認定の利用者については、区分１～２の利用

料の自己負担が生じます。 

※ 食事代については別途負担となります。 

  ※ 入浴サービスを希望される方も別途(４１０円)負担となります。 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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意思疎通支援事業 

手話や要約筆記の手法を用いて意思疎通の支援を行う者（通訳者）を派遣します。 
 
○対象者 
市内に住所を有し、身体障害者手帳を交付された者のうち、聴覚機能・音声機能・言語機

能の障害を有することにより意思疎通を図ることに支障のある方 
 

○実施機関 
・一般社団法人宮城県聴覚障害者福祉会 

TEL：022-393-5504 FAX：022-393-5504 

 

○利用者負担 無 料 

 

○必要種類（原則、派遣希望日の 2 週間前までに申請） 

 ・意思疎通支援事業利用申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・印鑑 

 ・身体障害者手帳 

 ・対象者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

 ・手続きされる方の身分証明書 

(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

 

更生訓練費給付事業 

 施設に入所・通所して就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している方に、効果的に

訓練を受けるための経費及び通所のための経費を給付し、技能習得訓練等の社会復帰の促

進を図ります。 

 

○対象者 

 就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している生活保護受給者又はそれに準ずる者 

 

○申請窓口・問合せ先 

市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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重度障害者入浴サービス事業 

○サービス内容 
自宅浴槽での入浴が困難な障害者等に対し、移動入浴車で障害者等の自宅に訪問し、入

浴する機会を提供します。 

 

○対象者 
  在宅の重度（２級以上）の身体障害を持つ者及び難病患者等で、主治医から当該サービス

の利用を許可されている者 

 

○必要種類 

 ・入浴サービス申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・印鑑 

 ・身体障害者手帳 

 ・対象者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

  ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類)  

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 

○実施機関                    平成３１年４月 1 日現在 

事業者名 電話番号 郵便番号 所在地 

セントケア宮城 株式会社 
セントケア岩沼 

(0223)25-2151 989-2432 岩沼市中央一丁目 4－32 

 

○利用者負担 

無 料（月９回まで） 

※ 申請時の医師意見書代は全額申請者負担となります。 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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自動車運転免許取得費補助金 

 障害者が、就職・通勤等に自動車を運転しようとする場合、運転免許を取得するための費

用の一部を助成します。（自動車学校入校前の申請手続きが必要です。） 

 
○対象者 

免許取得により、就労等の社会参加が見込まれる身体障害者又は知的障害者 

 

○必要種類 

 ・申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・印鑑 

 ・身分証明書(パスポート等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類) 

○助成額 免許取得に直接要した費用の 3 分の 2 以内（10 万円を限度） 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線（355～358） 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

 

身体障害者用自動車改造費補助金 

 障害者が、就職やその他の社会活動に参加するために自動車を運転しようとする場合、自

動車を改造するための費用の一部を助成します。（自動車改造前の申請手続きが必要です。）  

 
○対象者 
 就労等に伴い、自らが運転する自動車の改造が必要となる身体障害者（2 級以上の上肢、 

下肢又は体幹機能障害者に限る）で、一定の所得制限限度額を超えない者 

○必要種類 

 ・身体障害者自動車改造費補助金申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・印鑑 

 ・身分証明書(免許証等顔写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類必要です。) 

 ・就労等計画書及び自動車改造計画書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

 ・改造箇所の図面 

○助成額 自動車改造に直接要した費用（10 万円を限度） 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 
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日常生活用具の給付について 

○内容 
日常生活の便宜を図るため障害者などに対し、日常生活用具を給付する制度  

 

○対象 
・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に

規定される方で岩沼市在住の方 

・18 歳以上の障害者総合支援法に規定する難病患者 

 

○主な用具の種類  品目によって対象者と給付限度額が定められています。 
手足が不自由な方 

 

特殊尿器、入浴補助用具、特殊寝台、特殊マット、移動用リフ

ト、歩行支援用具 、特殊便器、居宅生活動作補助用具 など 

目が不自由な方 

 

 

 

テープレコーダー、時計（音声式、触読式）、タイプライター、電

卓、体温計、体重計、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送

信機 など 

耳が不自由な方 

 

聴覚障害者用通信装置、屋内信号装置、情報受信装置 など 

その他 透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、たん吸引器、ストーマ装具、

紙おむつなど 

 

○手続きに必要な書類 
・日常生活用具給付申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・購入を希望する用具等の見積書 

・給付対象要件を証明する手帳や診断書等 

・手続きされる方の身分証明書(免許証等写真があるものは 1 種類、ないものは 2 種類) 

・市民税等調査同意書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・印鑑 

・世帯全員分の個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通知ｶｰﾄﾞ等） 

・医師意見書等（品目、障害状況等により必要になる場合があります） 

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要) 

 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

ＦＡＸ：0223-24-0406 

 

○利用者自己負担額  
本人の属する世帯の所得税や住民税の課税状況に応じて、制度上の自己負担額が算定さ

れます（０円～全額負担）。 

 

〇その他 
介護保険サービスを適用し、レンタルや購入ができる場合については、介護保険サービ

スを優先して利用いただきます。 
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＜申請～受給までの流れ＞ 用具や申請の仕方によって変わる場合があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥受領印を押

した給付券 

②相談・申請・見積書提出 

④決定通知書 

 

④給付券 

送付 

  

申請者 

③審査・決定 

 

⑤購入連絡 

用具納品と 

共に給付券 

が届く 

市役所・社会福祉課 

業者・薬局など事業所 
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相談先など 
 

相談支援事業所            P.４９ 

障害福祉サービス等利用計画(案)・ 

障害児支援利用計画(案)の作成について P.４９ 

専門相談               P.５０ 

岩沼市内活動団体           P.５０ 

その他の事業について         P.５１ 

身体障害者の社会参加のための事業   P.５２ 

障害のある子どもをもつ親たちが相談しあえる団体 

P.５３ 

視覚障害者向けに実施されている各種サービス 

P.５４ 

障害のある方の就労・雇用支援について 

P.５５ 

岩沼市障害者雇用奨励金        P.５６ 
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相談支援事業所のご案内 
 

○基本相談、指定サービス利用支援及び指定障害児支援利用援助を行っている事業所  
障害福祉サービス等の利用に必要なサービス等利用計画（案）、障害児支援利用計画（案）

の作成、福祉サービス等や社会資源の情報提供、関係機関との連絡調整、権利擁護のために

必要な援助、生活上の相談など、様々なご相談に応じます。 

指定相談支援事業所 地域支援センターぱれっとさとのもり（社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会） 

  住  所：岩沼市中央 2 丁目 5－26 

  電話番号：0223-24-1712  ＦＡＸ：0223-25-4590 

指定相談支援事業所 サポートケア県南ありのまま舎(難病・障害者相談支援センター) 
（社会福祉法人 ありのまま舎） 

  住  所：亘理郡亘理町字五日町 25-1  

    電話番号：0223-36-8578  ＦＡＸ：0223-36-8579 

指定相談支援事業所 さんてらす（特定非営利活動法人 ひよこ会） 

住  所：岩沼市たけくま二丁目 22-10 こども発達センター内 

電話番号：0223-29-4587  ＦＡＸ：0223-29-4539 

 

○指定サービス利用支援又は指定障害児支援利用援助を行っている主な事業所 
障害福祉サービス等の利用に必要なサービス等利用計画（案）、障害児支援利用計画（案）

の作成、福祉サービス等や社会資源の情報提供、関係機関との連絡調整などのご相談に応

じます。 

指定相談支援事業所 相談支援センター TM・あい （株式会社 ぬまた福祉総合研究所） 

 ＊対 象 者：18 歳以上の者 

  住  所：亘理郡亘理町吉田字境 1 番地 2 

  電話番号：0223-34-3812  ＦＡＸ：0223-34-3812 

指定相談支援事業所 あすもね亘理 （株式会社 ウエルシスパートナーズ） 

 ＊対 象 者：18 歳未満の児童 
  住  所：亘理郡亘理町逢隈中泉上谷地 239-3 2 階 

    電話番号：0223-34-8732  ＦＡＸ：0223-34-8731 

指定相談支援事業所 南東北相談支援センター（社会福祉法人 将道会） 
  住  所：岩沼市里の杜一丁目２番６号 

    電話番号：0223-25-4050  ＦＡＸ：0223-23-5665 

障害福祉サービス等利用計画(案)、障害児支援利用計画(案)の作成について

○内容 
障害福祉サービスや障害児通所支援等を利用するには、指定特定相談支援事業所等が作成

するサービス等利用計画（案）や障害児支援利用計画（案）が必要です。 

相談支援事業所では、お一人おひとりに合った計画を作成するとともに、サービス提供

事業所等の関係機関との調整等を行います。 

○利用対象者  

障害福祉サービス等を利用する障害児者 

○作成機関  

上記事業所を含む指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者 

○サービス等利用計画等の手続き 

事前の申請が必要になります。 

○申請窓口・問合せ先 
市役所３階 社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 
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専門相談（専門の医師、相談員等が相談に応じます） 

 

しょうがいふくし 

そうだんかい 

岩沼市長から委嘱された身体障害者相談員または知的障害者相

談員が相談に応じ、適切な関係機関に繋ぎます。※事前予約不要 

相談日：毎月最終金曜日。「広報いわぬま」にてご確認ください。 

時間：午前１０時００分～午後３時００分 

場所：岩沼市総合福祉センター（i あいプラザ） 

心の健康相談 

※ 予約制 

イライラする、眠れないなどの精神的な悩みや困りごとがある方

の相談に応じます。月 1 回(予約制)、専門の相談員が相談に応じ

ます。 

 岩沼市社会福祉課：(0223)22-1111(内線 355～358) 

アルコール・薬物に 

関する問題の専門相談 

※ 予約制 

お酒や薬物がやめられない。家族のお酒等の問題など、アルコー

ルや薬物による悩みや困りごとの専門相談を行っています(予約

制)。 

塩釜保健所岩沼支所：(0223)22-2189 

引きこもり・思春期相談 

※ 予約制 

引きこもりや思春期の心の問題を抱える方やその家族を対象に
専門相談を行っています（予約制）。 

 塩釜保健所岩沼支所 (0223)22-2189 

発達障害に関する相談 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害（ＬＤ）、
注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等の発達障害に関する相談に応
じます。電話相談の受付は月～土（金曜日を除く）、 
午前９時００分～午後４時３０分に行っています。 
詳しくは宮城県発達障害者支援センターにお問い合わせくださ
い。 
宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」(022)376-5306 

岩沼市内活動団体 

名称 内容 対象者 

岩沼市身体障害者 

福祉協会 

身体障害者手帳を所持している方やそのご家族によ

り構成されている団体で、障害福祉に関する勉強会

や情報交換、レクリエーション等も実施しています。 

・岩沼市内にお住まいの身体障害者 

・会の趣向に賛同される方 

岩沼市心身障害児（者） 

親の会 

心身障害児者のご家族が集まって情報交換をした

り、社会参加活動、レクリエーションなどを行ってい

ます。 

・岩沼市内にお住まいの心

身障害児者の保護者の方 

・会の趣向に賛同される方 

精神障がい者家族会 

すずかぜ 

精神障害者のご家族が集まって情報交換や勉強会、

施設見学等移動研修を行っています。 

・岩沼市にお住まいの精神

障害者のご家族 

みやぎ高次脳機能障害 

友の会 岩沼 

当事者、ご家族、介護者、関心のある方等が集まり、

お茶を飲みながら悩みを語り合ったり、情報共有や

情報支援を行っています。 

・高次脳機能障害者とその家族、介護者  

・高次脳機能障害に興味のある方  
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その他の事業について 
 

名称 内容 対象者 実施日 場所 

岩沼市精神障害者 

コミュニティサロン 

地域で暮らしている精神障害

者の方々が自由に集まり、く

つろぎの場・交流の場として

ご利用いただけます。また、

「なかなか外に出ることがで

きない」「人と接するのが苦

手」「友達がほしい」といっ

た方、社会復帰を目指してい

る方が少しずつ社会参加でき

るようにお手伝いします。 

岩沼市内

にお住ま

いの精神

障害者の

方で通所

可能な方 

・週 4 回 

月・火・水・金 

・時間 

3 月～10 月 

午前 9 時～ 

午後 4 時 

11 月～2 月 

午前 9 時～ 

午後 3 時 30 分 

水曜日のみ 

午前 9 時～ 

午後 12 時 40 分 

旧・岩沼市 

勤労青少年 

ホーム 

北側ホール 

岩沼市精神障害者 

小規模作業所 

 

工房あすなろ 

作業体験や様々な活動を通し

て、社会性や勤労意欲を高

め、社会復帰や社会参加を目

指します。 

手工芸や革細工などを中心と

した作品を作り、販売してい

ます。 

岩沼市内

にお住い

の精神障

害者で病

状が安定

し通所が

可能な方 

・週 4 回 

月・火・木・金 

・時間 

午前 9 時～ 

午後 3 時 

岩沼市保健

センター 

２階 
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身体障害者の社会参加のための事業 
 

機関・団体名・電話番号 主な事業名 

宮城県障害者社会参加促進センター 

宮城県身体障害者福祉協会内 

ＴＥＬ：（022）291-1587 

身体障害者機能回復訓練事業 

自動車操作訓練事業 

全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業 

盲ろう者向け通訳・介助員養成事業 等 

宮城県視覚障害者情報センター 

ＴＥＬ：（022）234-4047 

図書（点字・録音・デイジ―）の貸出 

点訳・朗読奉仕員養成事業 

宮城県視覚障害者福祉協会 

ＴＥＬ：（022）257-2022 

点字・声の広報発行事業 

視覚障害者家庭・社会生活訓練事業 

中途失明者緊急生活訓練事業 

一般社団法人 宮城県聴覚障害者協会 

ＴＥＬ：（022）293-5531 

ＦＡＸ：（022）293-5532 

字幕入り映像ライブラリー貸出事業 

手話通訳養成事業 

手話奉仕員養成事業 

ろうあ者社会生活訓練事業 

宮城県肢体不自由児協会 

ＴＥＬ：（022）293-2902 

パソコンボランティア養成・派遣事業 

日本オストミ―協会宮城県支部 

ＴＥＬ：（022４）53-3847 

オストミーに関する講演会、研究発表会、講習会、セ

ルフケア相談会、オストミー製品展示会 等 

宮城県障害者スポーツ協会 

ＴＥＬ：（022）257-1005 

障害者スポーツ教室開催事業 

障害者指導員養成・研修事業 

障害者スポーツボランテイア養成事業 等 

みやぎ・せんだい中途失聴難聴者協会 

ＦＡＸ：（022）774-1846 

難聴者等トータルコミュニケーション教室開催事業 

要約筆記者養成事業 

宮城県喉頭摘出者福祉協会立声会 

ＴＥＬ・ＦＡＸ：（022）293-5305 

音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 

みやぎ障害者ＩＴサポートセンター 

ＴＥＬ：(022)374-3111 

障害者向けＩＴ講習会開催事業 

障害者向けＩＴスキルアップ研修事業 

宮城県障害福祉課（社会参加促進班） 

ＴＥＬ：（022）211-2541 

身体障害者補助犬育成事業（盲導犬、介助犬、聴導犬） 

手話通訳設置事業 

 

○問合せ先 
 宮城県障害福祉課（社会参加促進班） ＴＥＬ：022-211-2541 

 宮城県障害者社会参加促進センター  ＴＥＬ：022-291-1587 
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障害のある子どもをもつ親たちが相談しあえる団体 

保護者の団体には次のようなものがあります。 

なお、地域ごとに支部が組織されている団体や特定地域の保護者の団体もありますので、

詳しくは各団体へお問い合わせください 

 

名称 活動内容 所在地・電話番号 

宮城県手をつなぐ育成会 

知的障害児（者）の教育や

就労などにおける福祉向上

のために活動をしており、

啓発・相談事業も実施して

います。 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町 4 丁目 6-2 

（宮城県障害者福祉センター内） 

ＴＥＬ：022-292-5226 

宮城県重症心身障害児（者）

を守る会 

重症心身障害児（者）の療

育指導や福祉の増進、愛護

思想の普及のための活動を

行っています。巡回家庭訪

問、研修会、相談会を実施

するほか年 2 回の療育キャ

ンプを行っています。 

〒982-0023 

仙台市太白区鹿野 2 丁目 10-14 

(株)秋元技術コンサルタンツ内 

ＴＥＬ：022-261-1050 

宮城県自閉症協会 

会員相互の交流と親睦を図

りながら、自閉症児（者）

の療育訓練、研修、講演

会、啓発活動をしていま

す。 

〒983-0836 

仙台市若林区河原町 2 丁目 2-3 

（南材ホーム内） 

URL: 

http://blog.canpan.info/miyagi/ 

宮城県肢体不自由児者 

父母の会連合会 

現在仙台市、県東部、仙

南、仙北の各単位会を基礎

として、県内の肢体不自由

児（者）の福祉の向上を目

的として活動しています。 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町４丁目 6-2 

(宮城県障害者福祉センター内) 

ＴＥＬ：022-293-2902 

宮城県難聴児を持つ親の会 

難聴児（者）を持つ親が親

の研さんと相互啓発を図る

とともに、社会の理解と施

策の推進を目的として、機

関誌の発行、親子研修会等

を行っています。 

〒984-0046 

仙台市若林区二軒茶屋 1-20 
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視覚障害者向けに実施されている各種サービス 
 

名称 内容 問合せ 

視覚障害者向け

の情報提供サー

ビス 

 

 

 

① 「みやぎ県政だより」点字版・音声版発行 

県の施策や地域の情報などを中心に、点字と音声に

よる広報誌を発行しています。 

② 点字によるニュースの情報の提供 

新聞等の情報を点字化した「点字ＪＢニュース」を

希望者に提供しています。 

③ 音声による各種情報の提供 

新聞や関係機関等の情報を電話ナビゲーションシス

テムを利用して提供しています。 

（電話操作による音声情報 ＴＥＬ：022-298-

6320） 

宮城県視覚障害者

福祉協会 

 

ＴＥＬ： 

(022) 

257-2022 

 

 

身体障害者 

補助犬育成 

 

視覚に障害のある方が社会生活を送るためには、多くの

危険が伴います。より快適な歩行を可能にし、自立した

生活を送るために盲導犬を貸与します。 

対象者 重度の視覚障害者（身障手帳 1・2 級保持者）  

県内に 1 年以上居住する満 18 歳以上の方 

※ 実際に盲導犬を使用した歩行訓練を 4 週間程度受け

ていただきます。 

宮城県障害福祉課 

（社会参加促進班） 

 

ＴＥＬ： 

（022） 

211-2541 

点字図書・録音

図書の貸出 
県視覚障害者情報センター(旧点字図書館)では、視覚障害

者に向けに、点字図書、録音図書、（カセットテープ）、デ

イジー図書（ＣＤ）の貸し出しを無料で行っています。 

＜利用者登録＞ 

初めて情報センターを利用される方は最初に利用者登

録が必要です。利用者登録は電話でもできますので、お

気軽にお申込みください。 

<貸出方法＞ 

図書目録の中から希望する図書を選んで、電話、ＦＡ

Ｘ、郵便などでお申込みください。図書の貸し出しと返

却は郵送で行うことができます。（郵送料無料） 

☆貸し出し数 ＝1 回につき 5 タイトル以内。 

☆貸し出し機関＝郵送日を除いて 20 日間以内 

＜プライベートサービス＞ 

個人的に利用する私的な図書や日常生活において必要

とする説明書などを無料で点字版又は録音版にして提

供しております。ただし、点字用紙・カセットテープ代

の実費を負担していただきます。 

宮城県視覚障害者

情報センター 

 

ＴＥＬ： 

（022） 

234-4047 
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障害のある方の就労・雇用支援について 

○企業への雇用を希望する場合 

 

○訓練・研修 

 

名称 内容 問合せ先 
ハローワーク 
 
 
 
 
 
 
 

障害がある人の求職相談に応じる

専門の窓口があり、仕事に就ける

ように、就労に関するアドバイス

や働く機会を提供する場です。 

 

ハローワーク(公共職業安定所) 

仙台市宮城野区榴岡 4-2-3  

仙台ＭＴビル ４Ｆ専門援助第二部門 

ＴＥＬ：(022)299-8829 

ＦＡＸ：(022)299-8823 

営業時間：8:30～17:15 

（土日祝日年末年始は休み） 
宮城県障害者職業
センター 
※予約制 
 
 
 
 

事業主や障害がある人に対して、

ハローワークが行う職業指導、紹

介業務及び事業主指導業務と密接

に連携して、就職のための相談か

らアフターケアまでの一連の業務

を行っています。※ 予約制 

宮城障害者職業センター 

仙台市宮城野区幸町 4-6-1 

ＴＥＬ：(022)257-5601 

営業時間：月～金 8:45～17:00   

（土日祝日年末年始は休み） 

障害者就業・生活 
サポートセンター 

仙台（仙台市除く）圏域に住む障

害のある方を対象に、就労指導員

を配置し、現場実習や就職、職場

定着に至るまで一貫した支援を行

っています。また、障害を持った

方を雇用する事業主への情報提供

や相談を行っています。 

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 

障害者就業・生活支援センターわ～

く 

仙台市宮城野区高砂 1-154-10 

ＴＥＬ：(022)353－5505 

名称 内容 問合せ先 

国立県営 
宮城障害者職業 
能力開発校 
 

就職に必要な知識と技能を身につ

けるため、１～２年間の訓練を行

います。 

国立県営 宮城障害者職業能力開発

校 

仙台市青葉区台原五丁目 15-1 

ＴＥＬ：(022)233-3124  
みやぎ障害者ＩＴ 
サポートセンター 
 
 
 
 

障害者のパソコン利用に関する相

談、出張サポート、就労支援、各

種研修会等を実施しています。 

みやぎ障害者ＩＴサポートセンター 

仙台市泉区高森二丁目 1-40 

21 世紀プラザ研究センター101 号

室 

ＴＥＬ：(022)374-3111 

ＦＡＸ：(022)377-9300 
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岩沼市障害者雇用奨励金 

 市内に居住している身体障害者（１，２級身体障害者手帳所持者）、知的障害者（療育手

帳所持者）又は精神障害者（精神障害保健福祉手帳所持者）を雇用している事業主に対して、

障害者雇用奨励金（雇用している障害者一人につき２万円）を交付することにより、雇用の

促進と自立を援助し、障害者の福祉増進を図ります。 

 

○対象となる事業主 ※ 次のいずれにも該当する者 

(1) 岩沼市に事業所を有する者 

(2) 雇用対策法施行規則第 6 条の２に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「国の

助成金」という。)の支給を受け、その支給期間の満了後も引き続き支給対象障害者を

雇用している者 

(3) 公共職業安定所の紹介により、常用労働者として上記障害者を雇用している者 

 

○申請に必要な書類 
・障害者雇用奨励金交付申請書（用紙は市役所社会福祉課にあります） 

・国の助成金の支給決定通知書の写し 

 

○申請できる期間 
 国の助成金支給期間満了後１か月以内 
 

○奨励金交付期間 
 国の助成金の支給期間満了の翌月から 12 月間 

※ ただし、交付期間内に交付対象者が離職したときは、離職した日の属する月の前月(離職

した日がその月の 16 日以降のときはその月)まで。 

 

○申請窓口・問合せ先 

岩沼市役所３階社会福祉課 ＴＥＬ：0223-22-1111 内線 355～358 

 ＦＡＸ：0223-24-040６
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