
をお持ちの方のための
りょういく てちょう も かた

2021

し

ふ く し

療育手帳

はっこう

《発行》
さっぽろし ほけん ふくしきょく ほけん ふくしぶ ふくしかしょう しょう

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/ホームページ

さっぽろし ちゅうおうく きた にしじょう ちょうめ

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 211-2936でんわ 218-5181ファックス

この福祉ガイドは、2021年９月15日につくられました。
ふくし ねん がつ にち

相談（そうだん）
3 ページから

福祉（ふくし）
7 ページから

生活（せいかつ）
17 ページから

交通（こうつう）
29 ページから

医療（いりょう）
34 ページから

仕事（しごと）
35 ページから

令和３年４月時点の情報も掲載しているため、今後、制度や機構などが一部変更
になる場合もありますので、くわしくはかならず担当課にご確認くださいます
ようお願いいたします。

こんごれいわ ねん がつ じてん じょうほう けいさい せいど きこう いちぶ へんこう

かくにん

ねが

たんとうかばあい
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療育手帳を持っていることで
受けられる制度やサービスがあります。

りょういく

せいど

てちょう も

う

このガイドは、療育手帳をお持ちの、知的障がいのある方が利用できる制度をかんたんに紹介し
たものです。このガイドを活用することで、知的障がいのある方と、そのご家族がひつようとする
たくさんの制度を利用していただけることを期待しています。
わかりにくいところがありましたら、お気軽に担当課へおたずねください。

ちてき かた

かつよう かぞく

きたい

きがる たんとうか

せいど りよう

ちてき しょう かた

りよう せいど しょうかいしょうりょういく てちょう も

かてちょうへいせい ねんど

※平成28年度から手帳のデザインが変わりました。

ちてき しょう ちょうさかた

～知的障がいがある方のアンケート調査～～知的障がいがある方のアンケート調査～《札幌市からのお知らせ》
さっぽろし し

さっぽろし ちてき しゃ みまも じぎょうちてき しょう しょうかた

ちてきみまもかいねん しょう かた かくにん ちょうさ

ちいき あんしん せいかつ

札幌市では、知的障がいのある方が地域で安心して生活できるようにするため、知的障がい者見守り事業
をおこなっており、年に１回、見守りがひつような知的障がいがある方を確認するためのアンケート調査を
おこなっています。

調査の対象となる方には、９月中旬以降にアンケートをお送りしますので、アンケートが届きましたら、質問
に回答し、同封されている返信用封筒でお住まいの区の区役所に送り返してください。
また、障がい者交通費助成や障がい福祉サービスを受けたいとお考えの方はお住まいの区の区役所に
ご相談ください。

ちょうさ

かいとう どうふう

しょう しょうしゃ こうつうひ

そうだん

じょせい ふくし う かんが かた す く くやくしょ

へんしんよう ふうとう す く くやくしょ おく かえ

たいしょう とど しつもんかた がつちゅうじゅんいこう おく

● 生活保護を受けていない方
● 介護保険の認定を受けていない方

せいかつ

かいご ほけん にんてい う かた

ほご う かた

● ４月１日の時点で18歳以上であり、療育手帳を持っている方
● 障がい者交通費助成を受けていない方
● 障がい福祉サービスを受けていない方

しょう しゃ こうつうひ じょせい う かた

しょう ふくし う かた

がつ にち じてん さい いじょう りょういくてちょう も かた

【次のすべてに当てはまる方がアンケート調査の対象となります】
つぎ あ かた ちょうさ たいしょう

平成20年5月22日
平成25年5月療育手帳の「判定の記録」のページにある「次の判定年月」

に更新手続きをしてください。更新手続きのしかたは、ガイド
２ページの「療育手帳の手続きのしかた」と同じです。

りょういく

こうしん てつづ

りょういくてちょう てつづ おな

こうしん てつづ

てちょう はんてい きろく つぎ はんてい ねんげつ

すぐに、お住まいの区の保健福祉課まで届け出て
ください（うら表紙に一覧があります）。

びょうし いちらん

す く ほけん ふくしか とど で

平成25年5月10日
平成30年5月みほんはんてい きろく

「判定の記録」のページ見本→

りょういく てちょう てつづこうしんりょういく てちょう てつづこうしん

療育手帳の更新手続きについて療育手帳の更新手続きについて
わすれ

　　　ないで！

てちょうてちょう なか か じゅうしょ しめい かなか か じゅうしょ しめい か

手帳の中に書かれている「住所」「氏名」が変わったときは…手帳の中に書かれている「住所」「氏名」が変わったときは…

たとえば
こんなとき

結婚結婚
けっこんけっこん

ひっこしひっこし



じぶん くぶん かくにん

◎自分の区分を確認しましょう！

療育手帳には、知的障がいの程度によって　　、　　、　　の「3つの区分」があります。区分によって、
受けられる制度やサービスが変わりますので注意しましょう。また、札幌市以外の療育手帳をお持ちの方
は、区分のあらわし方がちがう場合がありますので、その手帳を発行
した市町村までお問合せください。

A B B-りょういく

せいど さっぽろし

はっこう

しちょうそん といあわ

いがい てちょう も かた

かた ばあい てちょうくぶん

りょういくか ちゅうい

てちょう ちてき しょう

療育手帳の「判定の記録」のページにある区分のうち、「判定年月日」
がいちばんあたらしいものが、あなたの区分です。

りょういくてちょう はんてい

くぶん

きろく くぶん はんてい ねんがっぴ

ていど くぶん くぶん

う

えー びー びー・ばー

みほんはんてい きろく

「判定の記録」のページ見本→

りょういく てちょう くぶん

療育手帳の「3つの区分」について

《このガイドのマークのみかた》
（例）

れい

療育手帳の区分をあらわしています。
りょういく てちょう くぶん

ひだり りょういく

じょうけん りよう

くぶん りよう

てちょう くぶん

せいど りよう
左のマークは療育手帳の「3つの区分」をあらわしています。
○…「この制度やサービスを利用できる」
△…「条件によっては利用できないことがある」
×…「この区分では利用できません」

A ○ △ ×B B-

平成20年5月22日
平成25年5月

平成25年5月10日
平成30年5月

2

じぜん もうしこよやく ちてき しょう はんてい きかん はんてい うい

①事前に予約申込みをして、知的障がいの判定機関に行き、判定を受けてください。
さい かたみまん

18歳未満の方
さい かたいじょう

18歳以上の方

さっぽろし じどう そうだんしょ

札幌市児童相談所
はんてい きかん

判定機関

さっぽろし じどう そうだんしょ

札幌市児童相談所
よやく もうしこ

予約申込み
ちゅうおうく

さっぽろし じどう ふくし そうごう ない

きた じょう ちょうめにし

中央区北7条西26丁目
札幌市児童福祉総合センター内

622-8630でんわ

はんてい きかん

判定機関
さっぽろし ちてき こうせいそうだんしょしょうがいしゃ

札幌市知的障害者更生相談所（まあち）

す ほけん ふくしかく

お住まいの区の保健福祉課
す ほけん ふくしかく

お住まいの区の保健福祉課

じたく

自宅

よやく もうしこ

予約申込み
す ほけん ふくしかく

お住まいの区の保健福祉課
（うら表紙に一覧があります。）

びょうし いちらん

はんてい じたく とどしょうめいしょ

②判定証明書が自宅に届きます。
③判定証明書、印鑑、顔写真を持っ
てお住まいの区の保健福祉課
で申請手続きをします。

はんてい いんかん もかおじゃしんしょうめいしょ

す く

しんせい てつづ

ほけん ふくしか

はんていしょ ちょくせつ そうふく②判定書が直接区に送付されます。
③区の担当者から連絡がきたら、印鑑、顔写真
を持ってお住まいの区の保健福祉課で手続き
をします。

く れんらく いんかん かおじゃしんたんとうしゃ

も くす てつづほけん ふくしか

かおじゃしん

【顔写真について】
み ねん いない さつえい まい ようい
サイズは、たて4センチ、よこ3センチです。ぼうし・サングラスなどは
身につけないで、1年以内に撮影したものを1枚用意してください。

判定

証明書

はんてい

しょうめ
いしょ

判定書
はんてい

しょ

りょういくてちょう てつづ

療育手帳の手続きのしかた

しんせい どうじ よやく もうしこてつづ

申請手続きと同時に予約申込みをします

ときかおじゃしん さいこうふしんき

※顔写真は新規と再交付の時のみ。
ときかおじゃしん さいこうふしんき

※顔写真は新規と再交付の時のみ。
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しょう かた そうだん まどぐち

障がいのある方のための相談窓口

相談（そうだん）

しょう しえん じぎょうしゃ そうだん

●障がい者相談支援事業 A ○ ○B B- ○

このページから

そうだん う

《 こんなご相談をお受けします 》

でんわ -622 1118ちゅうおうく おおどおりにし ちょうめ うえすと かい

中央区大通西19丁目WEST19 5階
ちいき せいかつ しえん

地域生活支援センターさっぽろ

でんわ -522 4112ちゅうおうくみなみ じょうにし ちょうめ やまはな ごう

中央区南11条西12丁目2-25ロイトン山鼻801号
そうだんしつ

相談室ぽぽ

でんわ -757 1871きたく きた じょうにし ちょうめ うめのき

北区北21条西5丁目1-32梅ノ木ビル202
そうだんしつ

相談室ぽらりす

でんわ -299 7246きたく きた じょうにし ちょうめ

北区北26条西3丁目1-10-2
そうだんしつ

相談室つぼみ

でんわ -776 6109きたく きた じょうにし ちょうめ

北区北10条西２丁目9-1-201
しょう そうだん

障がい相談といろ

でんわ -748 3119ひがしく きた じょうひがし ちょうめ ごう

東区北41条東15丁目3-18アズブライト503号
そうだんしつ

相談室セーボネス

でんわ -733 3808ひがしく きた じょうひがし ちょうめ

東区北33条東14丁目5-1
そうだんしつ

相談室あさかげ

でんわ
そうだんしつ

そうだんしつ

-860 1750しろいしく なんごうどおり ちょうめみなみ おおきど かい

白石区南郷通14丁目南4-8キャッスル大木戸1階相談室きよサポ

でんわ -299 3856あつべつく かみのっぽろ じょう ちょうめ

厚別区上野幌3条4丁目1-12相談室ますとびぃー

でんわ -854 4400とよひらく つきさむひがし じょう ちょうめ ごうすりー

豊平区月寒東5条17丁目10-20ルミエールⅢ102号
そうだんしつ

相談室きらら

でんわ -825 1373とよひらく なか じょうしま ちょうめ

豊平区中の島２条１丁目2-26-201
そうだんしつ

相談室みなみ

でんわ -378 4244きよたく しんえい じょう ちょうめ しんえい かい

清田区真栄1条2丁目1-28真栄ビル1階
そうだん しえん じぎょうしょ

相談支援事業所ノック

でんわ -807 9746みなみく すみかわ じょう ちょうめ かい

南区澄川3条1丁目5-3センタービル1階
そうだんしつ

相談室ほくほく

でんわ -572 2220みなみく かわぞえ じょう ちょうめ

南区川沿2条2丁目5-37
そうだん

ほっと相談センター

でんわ -676 0101にしく きたにしまち ちょうめ にしまち きた

西区西町北20丁目2-21アイビル西町北
そうだんしつ

相談室すきっぷ

でんわ -215 4234にしく にしまちきた ちょうめ

西区西町北7丁目1-20カトレアハイム102
そうだんしつ

相談室ぽれぽれ

でんわ -685 2861ていねく まえだ じょう ちょうめ もりていね

手稲区前田2条10丁目1-7手稲つむぎの杜
そうだんしつ

相談室こころていね

でんわ -685 8332ていねく ていね ほんちょう じょう ちょうめ

手稲区手稲本町２条４丁目4-8-105
そうだんしつ

相談室あすか

しょう かた かぞく

ふくし じょうほうていきょう りよう しえん いっぱん じゅうたく ちんたい けいやく かた しえん

そうだん

●障がいのある方や、そのご家族からのさまざまな相談
●福祉サービスの情報提供や利用の支援　●一般住宅の賃貸契約をしたい方への支援　など

でんわ -350 8755しろいしく かわきた ばんち

白石区川北2254番地1
そうだんしつ

相談室あゆみ
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にちじょう しえんじりつ じぎょうせいかつ

●日常生活自立支援事業 A △ △B B- △
そうだん う

《 こんなご相談をお受けします 》
ふくし りよう しえん

じぶん かた しえん けいやくのうりょく しんさはんだん

じぶん かね かんり かた にちじょうてき きんせん かんり
●福祉サービスの利用の支援
●自分でお金の管理ができない方への日常的な金銭管理サービス　など

A ○ ○B B- ○
そうだんいん

●相談員
しょう かたそうだんいん

しみん りかい かつどう

そうだんいんかた ほごしゃしょうちいき

そうだんかぞく う かたしょう

相談員が、障がいのある方や、そのご家族からのさまざまな相談を受けます。障がいのある方に
ついて市民に理解してもらうための活動もしています。
※地域の障がいのある方や、その保護者が相談員をしています。

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

そうだんしゃ まも そうだんきがる

相談者のプライバシーはかならず守りますので、お気軽にご相談ください。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

まどぐち ほけん ふくしかかく くやくしょ

窓口は、各区役所の保健福祉課になります。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

相談者 民生委員 行政・各機関

A ○ ○B B- ○
みんせい じどう いいんいいん

●民生委員・児童委員
みんせい いいん しょう かた

く れんらくほけん

ぎょうせい かく きかん しょう かた やくわり

ふくしぶ じどう そうだんしょ

ふくし そうだん

そうだんしゃ みんせい いいん ぎょうせい きかんかく

民生委員は、障がいのある方の福祉について相談にのった
り、区の保健福祉部や児童相談所などと連絡をとりあうこと
で、行政や各機関と、障がいのある方をつなぐ役割をします。

ちゅうおうくみなみ ちょうめじょうにし ちゅうおうくみん かい

中央区南2条西10丁目中央区民センター1階ちゅうおうく しゃかい ふくし きょうぎかい

中央区 社会福祉協議会
ちゅうおうく

す かた
中央区に
お住まいの方は

-281 6113でんわ

きたく きた じょうにし ちょうめ きたくやくしょ かい

北区北24条西6丁目北区役所1階
きたく しゃかい ふくし きょうぎかい

北区 社会福祉協議会
きたく

す かた
北区に
お住まいの方は

-757 2482でんわ

ひがしく きた じょうひがし ちょうめ ひがしくみん かい

東区北11条東7丁目東区民センター1階
ひがしく しゃかい ふくし きょうぎかい

東区 社会福祉協議会
ひがしく

す かた
東区に
お住まいの方は

-741 6440でんわ

しろいしく しろいしくなんごうどおり ちょうめみなみ ふくごうちょうしゃ かい

白石区南郷通1丁目南8-1 白石区複合庁舎1階
しろいしく しゃかい ふくし きょうぎかい

白石区 社会福祉協議会
しろいしく

す かた
白石区に
お住まいの方は

-861 3700でんわ

あつべつく あつべつちゅうおう じょう ちょうめ あつべつくみん かい

厚別区厚別中央1条5丁目厚別区民センター1階
あつべつく しゃかい ふくし きょうぎかい

厚別区 社会福祉協議会
あつべつく

す かた
厚別区に
お住まいの方は

-895 2483でんわ

とよひらく ひらぎし じょう ちょうめ とよひらくみん かい

豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター1階
とよひらく しゃかい ふくし きょうぎかい

豊平区 社会福祉協議会
とよひらく

す かた
豊平区に
お住まいの方は

-815 2940でんわ

にしく ことに じょう ちょうめ にしくやくしょ かい

西区琴似2条7丁目西区役所1階
にしく しゃかい ふくし きょうぎかい

西区 社会福祉協議会
にしく

す かた
西区に
お住まいの方は

-641 6996でんわ

みなみく まこまない さいわいまち ちょうめ みなみくやくしょ かい

南区真駒内幸町２丁目南区役所３階
みなみく しゃかい ふくし きょうぎかい

南区 社会福祉協議会
みなみく

す かた
南区に
お住まいの方は

-582 2415でんわ

ていねく まえだ じょう ちょうめ くみんていね かい

手稲区前田１条11丁目手稲区民センター１階
ていねく しゃかい ふくし きょうぎかい

手稲区 社会福祉協議会
ていねく

す かた
手稲区に
お住まいの方は

-681 2644でんわ

きよたく ひらおか じょう ちょうめ そうごうちょうしゃきよたく かい

清田区平岡１条１丁目清田区総合庁舎３階
きよたく しゃかい ふくし きょうぎかい

清田区 社会福祉協議会
きよたく

す かた
清田区に
お住まいの方は

-889 2491でんわ

※自分で判断することがむずかしい方のための支援なので、契約能力などの審査があります。

れいわ ねん がつ かりちょうしゃ いてん ちょうめちゅうおうくおおどおりにし

※令和３年１月より仮庁舎へ移転（中央区大通西２丁目）



せいねん こうけん せいど そうだん

成年後見制度についての相談

●障がいのため、財産管理や、福祉サービスの利用契約
などに関することをお願いしたい

しょう

かん ねが

ざいさん かんり ふくし りよう けいやく

不動産や預貯金などの財産、福祉サービスや施設への入所などの契約、親がのこした遺産について
など、大切な判断が自分でできないときに、損をしたり、だまされたりしないように保護し、さまざま
な支援をするのが成年後見制度です。

ふどうさん よちょきん

たいせつ はんだん じぶん

しえん せいねん こうけん せいど

そん ほご

ざいさん ふくし しせつ にゅうしょ けいやく おや いさん

成年後見制度について相談することができます
せいねん こうけん せいど そうだん

しょう しゃ ぎゃくたい そうだん

障がい者虐待についての相談

●日常的に虐待をうけている
●知り合いが虐待をうけているかもしれない…

にちじょうてき ぎゃくたい

し あ ぎゃくたい

少しでもうたがわしいと思ったら、すぐ
「札幌市障がい者虐待相談窓口」に教えてください！

すこ おも

まどぐち おしさっぽろし しょう しゃ ぎゃくたい そうだん

ぼうりょく おおごえ ねっとう の た もの た

と こ かんきん

こうい

ちんぎん はら かね かって げんきん ひ だ

はだか み はだか しゃしん りゆう からだ せいこうい きょうよう

きょうはく わるぐち むし ほうち しょくじ
● 暴力をふるう  ● 大声でどなる  ● 熱湯をかける（飲ませる）  ● 食べ物ではないものを食べさせる
● 閉じ込める（監禁）  ● 脅迫する  ● 悪口  ● わざと無視・放置する  ● 食事をあたえない
● わいせつな行為（裸を見せる、裸の写真やビデオをとる、理由なく体にさわる、性行為を強要する）
● 賃金を払わない  ● お金をうばう　● 勝手に現金を引き出す  など

こうい ぎゃくたいこうい ぎゃくたい

このような行為は虐待になります！このような行為は虐待になります！このような行為は虐待になります！

こんなときは…

こんなときは…

しょう しゃ ぎゃくたい そうだん まどぐち うけつけ じかん じ じ ど にちよう しゅくさいじつ ねんまつ ねんし やす

《札幌市障がい者虐待相談窓口》 【受付時間 9時～19時】（土・日曜・祝祭日・年末年始は休み）
さっぽろし

やかん きんきゅう れんらくさききゅうじつ

【夜間・休日の緊急連絡先】

おおどおりにし ちょうめ さっぽろし しゃかい ふくし かいちゅうおうく そうごう

中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター3階

しょう しゃ しえんせいかつ

くわしくは、高齢者・障がい者生活あんしん支援センターまで。
こうれいしゃ

しんたい きけん ばあい ばん ばん つうほう

※身体、いのちに危険がある場合は、110番または119番に通報して
ください。
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-632 7355でんわ

おおどおりにし ちょうめ さっぽろし しゃかい ふくし かいちゅうおうく そうごう

中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター3階
-613 5486ファックス-632 7021でんわ

080-5723-0200でんわ

自分では判断
できないよ…

じぶん はんだん

虐待！？
ぎゃくたい

契約契約
けいやく

財産財産
ざいさんざいさん

不動産不動産
ふどうさんふどうさん

けいやく

契約書
けいやくしょ

メール gyakutai@sapporo-shakyo.or.jp
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札幌市に住んでいる障がいのある方、家族または関係者であれば
どなたでも利用できます。

さっぽろし す しょう かた かぞく かんけいしゃ

りよう

さっぽろし す しょう かた かぞく かんけいしゃ

りよう

札幌市に住んでいる障がいのある方、家族または関係者であれば
どなたでも利用できます。

札幌市に住んでいる障がいのある方、家族または関係者であれば
どなたでも利用できます。

しょうひしゃ そうだん

消費者トラブルの相談

さっぽろし しょう しゃ そうだんさっぽろし しょう しゃ そうだん むりょうむりょう

札幌市障がい者あんしん相談（無料）札幌市障がい者あんしん相談（無料）札幌市障がい者あんしん相談（無料）

●訪問販売で、強引にひつようのないものを買わされた
●けいたいでんわに、身に覚えのないお金を請求するメール
がとどいた
●アパートを退去したのに、大家さんが敷金を返してくれない

ほうもん はんばい ごういん か

たいきょ かえしききんおおや

み おぼ かね せいきゅう

札幌市消費者センターでは、悪質商法や契約に関するトラブルなどについて苦情を聞いて、解決の
お手伝いをします。でんわでも、来所でも無料で相談できます。「困ったな」「おかしいな」と思った
ら、お気軽に相談してください。

さっぽろし しょうひしゃ

てつだ

そうだん らいしょ あ ほうほう きがる りよう

らいしょ

きがる そうだん

むりょう そうだん こま おも

あくしつ しょうほう けいやく くじょう き かいけつかん

消費者センターの相談員が、
適切なアドバイスや解決のお手伝いをします

しょうひしゃ そうだんいん

てきせつ かいけつ てつだ

こんなときは…

-728 2121
ちょうめ さっぽろ かいきたく きた じょうにし

北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ2階

しょうひしゃ せいかつしょうひ そうだんしつ

くわしくは、札幌市消費者センター消費生活相談室まで。
【受付時間 9時～16時30分 ※でんわ相談は午後7時まで】（土・日曜・祝祭日・年末年始は休み）

さっぽろし

ど にちよううけつけ じかん じ じ ふん そうだん ごご じ しゅくさいじつ ねんまつ ねんし やす

-633 1313 -633 3887
メール soudan@sapporo-shakyo.or.jp

ちゅうおうく おおどおりにし ちょうめ さっぽろし しゃかい ふくし そうごう かい

さっぽろし しゃかい ふくし きょうぎかい こうれいしゃ しょう しゃ せいかつ しえん ない
中央区大通西19丁目1-1 札幌市社会福祉総合センター3階
（札幌市社会福祉協議会 高齢者・障がい者生活あんしん支援センター内）

しょう しゃ そうだん まどぐち

《札幌市 障がい者あんしん相談窓口》
さっぽろし

【受付時間 9時～17時】
土・日曜・祝日・年末年始は休み
※留守番でんわ・ファックス・メールは
24時間受付
※来所相談はでんわ予約をお願いして
います

うけつけ じかん じ

ど にちよう しゅくじつ ねんまつねんし やす

るすばん

じかん

らいしょそうだん よやく ねが

うけつけ

じ

弁護士による法律相談もあります（事前予約制）／月に1回 第2水曜日の午後～
べんごし ほうりつ そうだん よやくせいじぜん つき かい だい すい ようび ごご

※ご相談は、でんわ・ファックス・メール・来所と、あなたに合った方法でお気軽にご利用ください。

こま

かぞく

しょくば しせつ にんげん かんけい なや しょくば こよう じょうけん きんむ じょうけん こま

かねさべつ ふくし

た そうだん う

しんぞく なや りんじん ちじん にんげん かんけい
《こんなことでお困りではありませんか？》

家族や親族のことで悩んでいる／隣人や知人との人間関係がうまくいかない
職場や施設の人間関係で悩んでいる／職場の雇用条件や勤務条件で困っている
いじめ、差別をうけている／お金のトラブル／福祉サービスでわからないことがある

その他、さまざまなご相談をお受けします

こまった
　　 ときの

でんわ ファックス

でんわ

これで
25万円は安い
  ですよ…

まんえん やす今だけ…
いま

特別に…
とくべつ

しつこい
なぁ…
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福祉（ふくし）
このページから

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

てつづ そうだん おしばあい
利用したいサービスが見つかったら、まずは、相談からはじめてみましょう。
サービスによって手続きがちがう場合がありますが、相談のときに教えてもらえます。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

りよう そうだんみ

そうだん もうしこ

相談・申込み1
そうだん しえん じぎょうしょちかす く ほけん

りよう

そうだん

き く ほけん ふくしか もうしこ

ふくしか

お住まいの区の保健福祉課、またはお近くの相談支援事業所に相談します。
利用したいサービスが決まったら、区の保健福祉課に申込みをします。

このサービスを
利用したいの
ですが…

りよう

りよう けいかくあん さくせい いらい

利用計画案の作成依頼2
せいかつ こまそうだん しえん じぎょうしょ

りよう けいかくあん つく

りよう けいかくあん じぶん つく

いらい

相談支援事業所に依頼して、あなたがどうしたいか、生活で困っていること
などをもとに、サービスの「利用計画案」を作ってもらいます。
（利用計画案は自分で作ることもできます。）

こんなふうに
してほしいです

うち い くいま しつもんく ちょうさいん

ちょうさ けっか しょうがい しえん くぶん にんてい
区の調査員が、お家に行って、今の暮らしなどについて質問をします。
この調査結果などをもとに、「障害支援区分」が認定されます。

お家
うち

ちょうさ にんてい

調査・認定3

りよう けいかくあん ていしゅつ

利用計画案の提出4
りよう けいかくあん く ほけんつくそうだん しえん じぎょうしょ ていしゅつふくしかじぶん

相談支援事業所、または自分が作った「利用計画案」を区の保健福祉課に提出します。

つぎ

次のページ　　にすすみます。5

だんかい くぶん

くぶん りよう そうだん

くぶん

どのくらいのサービスがひつようかをあらわす6段階の区分（区分1～6）です。
※区分がなくても利用できるサービスがあります。まずは相談してください。

「障害支援区分」
について

しょうがい しえん くぶん

ひとりで
生活できるよう訓練を

受けてみたい

せいかつ くんれん

う

ひとりで
出かけると道に
まよってしまう

で みち

ごはんが
作れなくて
困っている

つく

こま

こんなときは…

お困りのときのために、
さまざまなサービスがあります。
お困りのときのために、
さまざまなサービスがあります。

こま

サービスの内容は9～13ページ
ないよう

《サービス利用までのながれ》
りよう
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じゅきゅうしゃしょう はっこう

受給者証の発行5

じぎょうしょ けいやく

事業所と契約6

りよう

サービスの利用7

とどじゅきゅうしゃしょうりよう か

利用できるサービスなどが書かれた、受給者証が届きます。

障害福祉サービス受給者証

障害福祉サービス

札幌市

受給者証

き い じぎょうしょ えら

あなたが気に入った、サービス事業所を選んでください。
受給者証を事業所に見せて、サービス利用の契約をします。

じぎょうしょ み りよう けいやくじゅきゅうしゃしょう

お願いします
ねが

けいやく

りようりょう しはら

りよう

りよう じぎょうしょ
契約にもとづいて、サービスを利用します。
サービスを利用したら、事業所に利用料を支払います。

サービスサービス

利用料利用料
りようりょうりようりょう

じぎょうしょ く ほけん ふくしか そうだん しえん じぎょうしょ おし

サービス事業所は、区の保健福祉課や相談支援事業所で教えてくれます。

利用料は、ひと月の上限が決まっているので、安心してサービスを利用することができ
ます。収入が少ないときや、生活保護を受けているときは、利用料が0円になります。

きんがく しみんぜい かぜい じょうきょう かふたんりようしゃ

しょくひほかりようりょう すいどう こうねつひう

かたせいかつ ばあい した ひょう きんがくうちしせつ

●利用者が負担する金額は、市民税の課税状況などで変わります。
●受けるサービスによっては、利用料の他に食費・水道光熱費などがかかることがあります。
●施設ではなく、お家で生活している方の場合は下の表の金額になります。

せいかつ せたいほご

しみんぜい せたいひかぜい

しみんぜい かぜい じょうきょう

市民税の課税状況など

生活保護世帯

市民税非課税世帯

しみんぜい せたいかぜい

市民税課税世帯

しょとくわり

さい みまん まんえん みまん

まんえん みまん

所得割16万円未満
（18歳未満は28万円未満）

さい みまん えん

えん

9,300円
（18歳未満は4,600円）

えん

37,200円
じょうき いがい かた

上記以外の方

ふたんがく げつがくじょうげん

負担額の上限／月額

ふたんえん

（負担なし）0円

安心！
あんしん

りようりょう

りようりょう えん

つき じょうげん

しゅうにゅう

き あんしん

すく せいかつ ほご う

りよう

りよう りょうしゅうしょ う と たいせつ ほかん

サービスを利用したときには、かならず「領収書」を受け取り、大切に保管しておくようにしましょう。

りようりょう

りようりょう えん

つき じょうげん

しゅうにゅう

き あんしん

すく せいかつ ほご う

りよう

いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害福祉サービス等給付費）

りようりょう しはら ばあい はら もど

こうがく しょうがい ふくし とう きゅうふ ひ

りようりょう しはら ばあい はら もど

こうがく しょうがい ふくし とう きゅうふ ひ
いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害福祉サービス等給付費）

利用料は、ひと月の上限が決まっているので、安心してサービスを利用することができ
ます。収入が少ないときや、生活保護を受けているときは、利用料が0円になります。

《利用料はどれくらいかかるの…？》
りようりょう

サービスを利用したときの負担額の合計が基準額より多い場合は、多かった分が払い戻されます。また、
一定の要件を満たす65歳以上の方は、介護保険サービスの利用料が払い戻されることがあります。

ふたんがく ごうけい おお ばあい おおきじゅんがくりよう

いってい ようけん み さい いじょう かた かいご ほけん りようりょう はら もど

ぶん はら もど



福
祉
ふ
く
し

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがい しえん くぶん いじょう かた

しょう さい みまん じどう
＊障害支援区分が1以上の方
＊障がいのある18歳未満の児童

お家で介護をしてくれている人が病気になってしまった時などは、
一時的に、夜間もふくめ、施設や事業所がかわりにひつような支援
をします。

かいごうち ひと びょうき とき

しえんいちじてき やかん しせつ じぎょうしょ

たんき にゅうしょ

●短期入所（ショートステイ） A △ △B B- △ お家お家
うちうち

病気で介護が
できない…

びょうき かいご

かわりに介護
します

かいご

介護者
かいごしゃ

介護者
かいごしゃ

施設・事業所
じぎょうしょしせつ

施設・事業所
じぎょうしょしせつ

じゅうど ほうかつ しえんしょうがい しゃ とう

●重度障害者等包括支援 A △ △B B- △

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しえん くぶん かた

かた

さい みまんしょうしょうがい じどう

＊障害支援区分が6の方または、障がいのある18歳未満の児童
のうち、①または、②の方
①四肢麻痺等があり寝たきりで、最重度の知的障がいのある方
②強度の行動障がいがある、知的障がいまたは、精神障がいの
ある方

寝たきりの状態にあるなど、とくに介護のひつようがある方のため
に、ホームヘルパーがお家に行き、さまざまな支援をします。

ね じょうたい かいご かた

うち い しえん

しし

きょうど こうどう しょう ちてき しょう せいしん しょう

まひ とう ね さいじゅうど ちてき しょう かた

かた

お家お家
うちうち

しょくじ ふろ み まわ てつだ

食事やお風呂など身の回りのお手伝いがひつようなときは

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがい しえん くぶん いじょう かた

しょう さい みまん じどう
＊障害支援区分が1以上の方
＊障がいのある18歳未満の児童

きょたく かいご

●居宅介護 A △ △B B- △

ホームヘルパーがお家に行き、食事やお風呂、トイレなどの身体
介護や、調理・掃除など家事のお手伝いをします。

うち い しょくじ ふろ しんたい

かいご そうじ かじちょうり てつだ

お家お家
うちうち

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがいしょうきょうど

にゅういんちゅう しえん しょうがい しえん くぶん かた

こうどう かたいじょうくぶんしえん

＊強度の行動障がいがある、障害支援区分が4以上の方
＊入院中のコミュニケーション支援は、障害支援区分が６の方

じゅうど ほうもん かいご

●重度訪問介護 A △ △B B- △

ホームヘルパーがお家に行き、食事やお風呂、トイレなどの身体
介護や、調理・掃除など家事のお手伝いの他、外出時の介護など
総合的な支援や、入院中のコミュニケーション支援をします。

うち い しょくじ ふろ しんたい

かいご そうじ かじちょうり てつだ ほか がいしゅつじ かいご

そうごうてき しえん にゅういんちゅう しえん

お家お家
うちうち

9
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《 こんな方が利用できます 》
きょうど こうどう しょう しょうがい

きょうど こうどう しょう

しえん くぶん いじょう かた

じどうみまんさい
＊強度の行動障がいがある、障害支援区分が3以上の方
＊強度の行動障がいがある、18歳未満の児童

こうどう えんご

●行動援護 A △ △B B- △

行動するときに自分で判断するのがむずかしい方が、行動するとき
に危険がないよう、ひつような支援をします。

こうどう こうどうじぶん はんだん かた

きけん しえん

信号が赤です！
とまってください

しんごう あか

で

おひとりで出かけることがむずかしいときは

いどう しえん

●移動支援 A △ △B B- △

外出や移動が困難な方に対し、社会生活上ひつような
外出および余暇活動や社会参加のための外出支援を
します。

がいしゅつ かた たい せいかつしゃかいいどう こんなん

がいしゅつ

じょう

よか しゃかい しえんさんかかつどう がいしゅつ

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
がいしゅつ いどう こんなん しょう

＊外出や移動が困難な障がいのある方
＊外出や移動が困難な障がいのある18歳未満の児童

かた

がいしゅつ いどう こんなん しょう さい みまん じどう

レジャーレジャー病院病院
びょういんびょういん

区役所区役所
くやくしょくやくしょ

外出を
おてつだい
します

がいしゅつ

10

にゅういんちゅう

入院中のコミュニケーションがうまくいかないときは
にゅういんじ しえん

●入院時コミュニケーション支援 A △ △B B- △

ホームヘルパーが、病院の方とのコミュニケーションをお手伝いします。
びょういん かた てつだ

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
きょうど しょうがい くぶんこうどう しょう しえん いじょう かた

＊強度の行動障がいがある、障害支援区分が４以上の方

ひるま くんれん う

昼間にさまざまな訓練などを受けたいときは
せいかつ かいご

●生活介護 A △ △B B- △

つねに介護がひつような方に、昼間、お風呂やトイレ、食事などの
介護や、その他生活にかかわる相談および支援などをします。
また、創作的活動や生産活動の機会をつくるなどの支援をします。

かいご かた ひるま ふろ しょくじ

かいご た せいかつ

そうさくてき せいさん かつどう きかいかつどう しえん

そうだん しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがい くぶん いじょう かた さい かたしえん いじょう くぶん いじょう

＊障害支援区分が3以上の方（50歳以上の方は区分2以上）

しごと しえん

りよう
35ページの「仕事をするための支援」
のサービスもご利用できます。
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ちいき しえんていちゃく

●地域定着支援 A △ △B B- △

ひとりぐらしをする方などに、いつも連絡がとれるようにして、
緊急時の相談や支援をします。

かた れんらく

きんきゅうじ そうだん しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しせつ びょういん

かぞく どうきょ

たいしょ たいいん かた

ちいき せいかつ

かた

ふあんてい かた

＊施設・病院から退所・退院して、ひとりぐらしをする方
＊家族との同居から、ひとりぐらしをする方
＊地域生活が不安定な方

もしもし、
困って

いるんですが…

ひとりぐらしひとりぐらし

どう
 しましたか？

しせつ びょういん ちいき せいかつで

施設や病院を出て、地域で生活したいときは
ちいき しえんいこう

●地域移行支援 A △ △B B- △

障害者支援施設や精神科病院、矯正施設などから退所・退院して
地域で生活をする方に、住む場所の手続きなど、さまざまな支援を
します。

しょうがいしゃ しえん しせつ せいしんか びょういん たいしょきょうせい しせつ たいいん

すちいき せいかつ かた ばしょ てつづ しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがいしゃ しえん しせつ じどう ふくし しせつ かたにゅうしょ

せいしんか

けいむしょ にゅうしょ かた

かたはんだんひつよう

ほごかんさつしょ とくべつ しえん

せいしん しょう かたびょういん にゅういん
＊障害者支援施設や児童福祉施設に入所している方
＊精神科病院に入院している精神障がいのある方
＊刑務所などに入所している方で、保護観察所から特別な支援
が必要だと判断された方

施設を出て
生活したいの
ですが…

しせつ

せいかつ

で てつづ てつだ

では、
ひつような

手続きをお手伝い
しますね

じりつ えんじょせいかつ

●自立生活援助 A △ △B B- △

ひとりぐらしを始めた方などの居宅を定期的に訪問し、家事や
体調管理などの相談や助言などの支援をします。

かたはじ きょたく ていきてき ほうもん かじ

たいちょう かんり じょげんそうだん しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しせつ びょういん

どうきょ かぞく

たいしょ たいいん かた

びょうき かぞく しえんしょう

み こ かた

＊施設・病院などから退所・退院して、ひとりぐらしをする方
＊同居する家族の障がいや病気などにより、家族による支援が
見込めない方 ひとりぐらしひとりぐらし

こま

困っていること
などは

 ないですか？

買い物を
してみましょう

か もの
じりつ くんれん せいかつ くんれん

●自立訓練（生活訓練） A △ △B B- △

自分のちからで地域で生活できるよう一定の期間、訓練をしたり、
相談や援助などの支援をします。

じぶん ちいき せいかつ いってい きかん くんれん

そうだん えんじょ しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しせつ たいしょ とくべつ しえん がっこう

つういん あんてい かたしょう じょうたい

びょういん そつぎょう けいぞくたいいん

＊施設・病院から退所・退院、特別支援学校を卒業、または継続
した通院により障がいの状態が安定した方

こま
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うち せいかつ

お家で生活することがむずかしいときは
しせつ しえんにゅうしょ

●施設入所支援 A △ △B B- △

施設に入所する方に、おもに夜間と休日のお風呂やトイレ、食事
の介護、その他生活にかかわるさまざまな支援をします。

しせつ にゅうしょ かた やかん きゅうじつ ふろ しょくじ

たかいご せいかつ しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
ひるま かいご りよう かた しょうがい

いじょう かた くぶん いじょう

せいかつ

ひるま じりつ

りよう かた

きのうくんれん くんれん せいかつ くんれん しゅうろう いこう しえん

しえん くぶん いじょう さい

＊昼間、生活介護を利用する方（障害支援区分が4以上／50歳
以上の方は区分3以上）
＊昼間、自立訓練（機能訓練・生活訓練）または、就労移行支援
を利用する方

夜間・休日
やかん きゅうじつ

施設
しせつ

施設
しせつ

自分のちからで地域で生活できるよう一定の期間、生活する部屋
やその他の設備を用意して、寝泊まりをしながら家事訓練や、相談
やその他生活にかかわるさまざまな支援をします。

じぶん ちいき せいかつ いってい きかん せいかつ へや

た せつび

た せいかつ しえん

ようい ね と かじ くんれん そうだん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
ひるま しゅうろう しょうがい ふくし

せいかつ くんれん しえん かた

いっぱん りよう かた ちいき

＊昼間、一般就労や障害福祉サービスを利用している方で、地域
で生活するための訓練や支援がひつような方

しゅくはく くんれんがた じりつ

●宿泊型自立訓練 A △ △B B- △

洗濯を
してみましょう

せんたく

事業所に宿泊
しゅくはくじぎょうしょ

事業所に宿泊
しゅくはくじぎょうしょ

夜間および休日、グループホームで共同生活をする方に、相談、
お風呂やトイレ、食事の介護、洗濯や掃除などの家事、その他生活
にかかわる支援をします。

きょうどう せいかつ かたやかん きゅうじつ

ふろ しょくじ かいご せんたく そうじ かじ た

そうだん

しえん

せいかつ

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょう かた

ふろ

しえん くぶん いじょう

かいご かた しょうがいしょくじ
＊障がいのある方
  （ただし、お風呂やトイレ、食事の介護がひつような方は障害
支援区分1以上）

きょうどう せいかつ えんじょ

●共同生活援助（グループホーム） A △ △B B- △

夜間・休日
やかん きゅうじつ

共同生活住居（グループホーム）
きょうどうせいかつじゅうきょきょうどうせいかつじゅうきょ

共同生活住居（グループホーム）



しょう こんなんせいかつ ほじょ ようぐ いっぱんてき ふきゅう ようぐ きゅうふ

障がいによる生活での困難を補助するための用具で、一般的に普及していない用具を給付します。

●日常生活用具
にちじょう せいかつ ようぐ

ふくし かた しえんようぐ

A × ×B B-△
福祉用具がひつような方への支援

かた りようせいど

《 こんな方が制度を利用できます 》
ちてき こうせい そうだんしょそうだんしょじどう しょうしょうがいしゃ ていど じゅうど さいじゅうど

はんてい かた
＊児童相談所、または、知的障害者更生相談所によって、障がいの程度が「重度」または「最重度」
と判定された方

にちじょうたいしょう せいかつ ようぐ しゅるい

対象となる日常生活用具の種類
とこ ぼうし しっきん

よご ぼうし

しんぐ

かこう

床ずれの防止、または失禁な
どによる汚れなどを防止する
ためのマット（寝具）にビニール
などの加工をしたものです。

おんすい おんぷう だ

きのう べんき と

じゅうたく

か

かいしゅう

温水・温風を出すことのできる
機能があり、便器の取り替え
に住宅改修のひつようがない
もの。

しつない かさい

ねつ かんち おと ひかり し

おくがい

せたい こうせい じょうけん

けいほう

し

室内の火災を、けむり、または
熱で感知して、音や光で知ら
せ、屋外にも警報ブザーで
知らせることができるもの。
※世帯構成の条件あり

ころ

たお あたま

ぶぶん まも ぼうし

転んだり、ほっさなど
で倒れたときに、頭の
部分を守るための帽子
です。

とくしゅ

● 特殊マット
とうぶ ほご ぼう

● 頭部保護帽

とくしゅ べんき

● 特殊便器
かさい けいほうき

● 火災警報器

ねんれい せたい こうせい ばあい

※年齢または世帯構成により、もらえない場合があります。
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しょう つうしょしゃ しせつ せいかつ かいご じりつ くんれん せいかつ くんれん

さぎょうしえん う

か

ちいき こうりゅう

しえん ないよう しせつ

うち しせつ ひるま かつどう

お家から施設にかよって、おもに昼間、さまざまな活動をしたり
支援を受けることができます。リハビリや作業、地域交流など、
支援の内容は施設によって変わります。

● 障がい者通所施設（生活介護・自立訓練（生活訓練））

しょうう かたおも うち

かた りよう

しせつ

うち で しせつ なか せいかつ しえん

お家を出て、施設の中で生活をしながらさまざまな支援を
受けられます。障がいの重い方や、お家から施設にかようこと
がむずかしい方が利用できます。

しょう しゃ にゅうしょ にゅうしょしせつ しせつ しえん

● 障がい者入所施設（施設入所支援）

きょうどう せいかつ じゅうきょ

● 共同生活住居（グループホーム）
う せいかつ ばしょしゅうだん

しょう しゃ しせつ

ふあん かた いってい しえん

ちいき なか

いっこだ

しょう あんていふせ きょうどうせいかつ

りよう

まだひとりぐらしは不安があるという方などが、一定の支援
を受けながら、集団で生活をする場所です。
障がい者施設ではなく、地域の中のアパート・マンション・
一戸建てなどを利用しています。ひとりぼっちになることを
防いだり、共同生活によって障がいが安定したりします。

自分に合った施設を利用しましょう！自分に合った施設を利用しましょう！
お家お家

施設施設
うちうち

しせつしせつ

施設の中施設の中
しせつしせつ なかなか

じぶん あ しせつ りようじぶん あ しせつ りよう

地域
ちいき

地域
ちいき



きゅうふ

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

しんせい さっぽろし いたく ぎょうしゃ みつもりしょ しょるい

給付の申請には、札幌市の委託業者の見積書など、ひつような書類があります。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

せいかつ せたいほご

生活保護世帯
しみんぜい せたいひかぜい

市民税非課税世帯
しみんぜい せたいかぜい

市民税課税世帯
りようがく わり ふたんがく じょうげん げつがくえん

利用額の1割（負担額の上限 37,200円／月額）

ふたんえん

（負担なし）0円

きんがく じょうけん ばあい せいど りようかぜいしみんぜいりようしゃせいど ふたん わりあい

《 制度利用者の負担の割合 》※市民税の課税金額が条件をこえる場合は、制度を利用できません。

じょうき にちじょう せいかつ ようぐ ほか したい たいかん きのう はいべん はいにょう きのう しょう ほじょ

しゅもく きゅうふ ようぐ くす ほけん ふくしか かくにん
上記の日常生活用具の他にも、肢体・体幹機能や、排便・排尿機能などの障がいを補助する、さまざま
な種目があります。給付できる用具については、お住まいの区の保健福祉課に確認してください。

ちてき しょう したい ふじゆう しんたい しょう かたちてき しょう したい ふじゆう しんたい しょう かた

知的障がいにくわえて、肢体不自由などの身体障がいもある方知的障がいにくわえて、肢体不自由などの身体障がいもある方知的障がいにくわえて、肢体不自由などの身体障がいもある方

じっさいてんじひん ため

かん かいさい

まいつき だい どようび ふくしがつ のぞ

ようぐ かいご けんこう

あんしん くかいてき てんじかいご ようひんようぐふくし じょうほうていきょう

だれもが安心して快適に暮らせるために、福祉用具・介護用品などの展示や情報提供をしています。
展示品は、実際にさわったり、試してみることができます。また、毎月第２土曜日（８月を除く）は福祉
用具や介護・健康に関するセミナーを開催しています。

ふくし ようぐ てんじ

● 福祉用具展示ホール

ふくし ようぐ

● 福祉用具リサイクル
なまえ

はだ ちょくせつ にょうき ど つか かぎ

し とうじしゃ どうし すすはなしじゅうしょ

ふよう ふくし ようぐ かた かたかた じょうほう とうろく じょうけん あ

不要になった福祉用具をゆずりたい方、ひつようとしている方の情報を登録して、条件が合った方に
はおたがいの住所・お名前をお知らせし、当事者同士で話を進めます。
※肌に直接ふれるもの（ポータブルトイレ、尿器、オムツなど）は1度も使っていないものに限ります。

うんぱん しゅうり かね かた ふたん

ただし、運搬や修理などにかかるお金は、ゆずってもらう方の負担となります。利用は無料です
りよう むりょう

さっぽろし

てんじ りよう じかん げつ きんようび じ じ じ じだい どようび

どようび どようび にちよう しゅくじつ ねんまつ ねんし やすだい

ふくししゃかい きょうぎかい ふくし ようぐ てんじ

くわしくは、札幌市社会福祉協議会 福祉用具展示ホールまで。
【展示利用時間】月～金曜日は9時～17時、第2土曜日は9時～12時まで
※土曜日（第2土曜日をのぞく）、日曜・祝日、年末年始は休み

-614 3345
おおどおり ちょうめ さっぽろし しゃかい ふくし そうごう かいちゅうおうく にし

中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター4階 でんわ
ないせん

（内線 426）
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せたい こうせい さい いじょうじょうけん

しつない おんど いじょう じょうしょう ほのお

せっしょく じどうてき しょうかえき ふんしゃ

しょき かさい け

室内温度の異常上昇や、炎の
接触で、自動的に消火液を噴射
して、初期火災を消すことがで
きるもの。
※世帯構成の条件あり

ちてき しょう しかく しょう

かた

つか

知的障がいや視覚障が
いのある方が、あんぜん
でかんたんに使うこと
ができるもの。
※18歳以上

じどう しょうかき

● 自動消火器
でんじ ちょうりき

● 電磁調理器



在宅で重度の障がいがあり、つねに紙おむつを使用している方に、月に1回6,500円
以内の紙おむつを自宅に配達します。グループホームや福祉ホームを利用されて
いる方は、契約内容によって、支給対象外となる場合があります。

ざいたく じゅうど しょう かみ しよう かた つき かい えん

いない かみ じたく はいたつ

かた けいやく ないよう しきゅう たいしょうがい ばあい

ふくし りよう

かみ しきゅう

●紙おむつの支給 A △ ×B B- × ※3歳以上
さい いじょう

せいかつ

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

ほご う かた いがい りようがく わり ふたん

生活保護を受けている方以外は利用額の1割が負担となります。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

た

その他のサービス
にっちゅう しえんいちじ

●日中一時支援 A ○ ○B B- ○

昼間、介護者が、さまざまな理由で介護ができない時には、一時的に
事業所がかわりに見守り、活動の場の提供や、さまざまな支援をします。

ひるま かいごしゃ りゆう かいご とき いちじてき

ていきょう しえんじぎょうしょ みまも かつどう ば

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
ひるま かいごしゃ いちじてき みまも しえん

ちてき しょう かた
＊昼間、介護者がいないため、一時的に見守りなどの支援が
ひつようとなる知的障がいのある方

急な用事が
できてしまって…

きゅう ようじ

介護者が戻る
まで、かわりに
 見守ります

かいごしゃ もど

みまも

介護者
かいごしゃ

介護者
かいごしゃ

事業所
じぎょうしょ

事業所
じぎょうしょ

ほじょ

かくにっちゅう いちじ しえん じぎょうしょ

きじゅん わり きんがく しょくひ こうねつすいひ きょうざいひ りょうきん

補助基準の1割にあたる金額、および食費・光熱水費・教材費などの料金がかかります。
くわしくは、各日中一時支援事業所まで。
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知的障がいのあるお子様へのさまざまな訓練
ちてき しょう こ さま くんれん

しょうがい しえんじ にゅうしょ

●障害児入所支援 A △ △B B- △ ※18歳未満
さい みまん

せいかつ がくしゅうしせつ にゅうしょ にちじょう しどう ちしき ぎのう かつどう

施設に入所し、日常生活の指導や、知識技能の学習活動をします。

ふくしがた しょうがいじ にゅうしょ しせつ

●福祉型障害児入所施設 児童相談所で入所が適当と判断したお子様
じどう そうだんしょ にゅうしょ てきとう はんだん さまこ

…

しせつ にゅうしょ にちじょう せいかつ しどう ちしき ぎのう がくしゅう かつどう ちりょう

施設に入所し、日常生活の指導や、知識技能の学習活動および治療などをします。

いりょうがた しょうがい じ にゅうしょ しせつ してい いりょう きかん

●医療型障害児入所施設・指定医療機関 児童相談所で入所が適当と判断したお子様
こ さま

…
じどう そうだんしょ にゅうしょ てきとう はんだん

りようしゃ ふたん きんがく すく げんめん せいど

さっぽろし じどう そうだんしょ

利用者が負担する金額は、市民税の課税状況などで変わります。
利用者が負担する金額を少なくするために、減免などの制度もあります。
くわしくは、札幌市児童相談所まで。

-622 8630
きた にしじょう ちょうめ さっぽろし じどう ふくし そうごう ないちゅうおうく

中央区北7条西26丁目 札幌市児童福祉総合センター内 でんわ

きんがく しみんぜい かぜい じょうきょう かふたんりようしゃ
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しょうがい しえんじ つうしょ

●障害児通所支援 A △ △B B- △ ※18歳未満
さい みまん

にちじょう せいかつ きほんてき どうさ しどう せいかつ てきおう くんれんしゅうだん

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などをします。

じどう はったつ しえん

●児童発達支援 就学していないお子様へのサービス
しゅうがく さまこ

…

にちじょう せいかつ きほんてき どうさ しどう りがく りょうほう きのう くんれん

日常生活における基本的な動作の指導、理学療法などの機能訓練などをします。

いりょう がた じどう はったつ しえん

●医療型児童発達支援 就学していない肢体不自由のあるお子様へのサービス
しゅうがく したい ふじゆう こ さま

…

せいかつ のうりょく こうじょう くんれん ちいき こうりゅう そくしん しえん

生活能力の向上のためにひつような訓練、地域との交流促進のための支援などをします。

ほうかご とう

●放課後等デイサービス 就学しているお子様へのサービス
しゅうがく こ さま

…

せんもん しょくいん ほいくしょ ほうもん しゅうだん せいかつ くんれん じょげん

専門職員が保育所などを訪問し、集団生活にひつような訓練やスタッフへの助言などをします。

ほいくしょ とう ほうもん しえん

●保育所等訪問支援 保育所・幼稚園・小学校などに通うお子様へのサービス
ほいくしょ ようちえん しょうがっこう かよ こ さま

…

きょたく ほうもん にちじょう せいかつ きほんてき どうさ しどう しゅうだん せいかつ くんれんてきおう

居宅を訪問し、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などをします。

きょたく ほうもん がた じどう はったつ しえん

●居宅訪問型児童発達支援 外出することが困難なお子様へのサービス
がいしゅつ こんなん こ さま

…

せいかつ せたいほご

しみんぜい せたいひかぜい

しみんぜい かぜい じょうきょう

市民税の課税状況など

生活保護世帯

市民税非課税世帯

しみんぜい せたいかぜい

市民税課税世帯

しょとくわり まんえん みまん

所得割28万円未満
えん

4,600円
えん

37,200円
じょうき いがい かた

上記以外の方

ふたんがく げつがくじょうげん

負担額の上限／月額

ふたんえん

（負担なし）0円

きんがく しみんぜい かぜい じょうきょう かふたんりようしゃ

利用者が負担する金額は、市民税の課税状況などで変わります。

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

てつづ そうだん しえん りよう あんけいかくじぎょうしょ つくつく じぶん

手続きには、相談支援事業所が作る利用計画案がひつようとなります。（自分で作ること
もできます。）くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

りよう りょうしゅうしょ う と たいせつ ほかん

サービスを利用したときには、かならず「領収書」を受け取り、大切に保管しておくようにしましょう。

サービスを利用したときの負担額の合計が基準額より多い場合は、多かった分が払い戻されます。
ふたんがく ごうけい おお ばあい おおきじゅんがくりよう ぶん はら もど

りようりょう はら もど

こうがく きゅうふ ひ
いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害児通所給付費・高額障害児入所給付費）

りようりょう はらばあいしはら もど

こうがく きゅうふつうしょ にゅうしょ

ばあいしはら

つうしょ にゅうしょひ きゅうふ ひきゅうふ ひしょうがいじしょうがいじ こうがくこうがく しょうがいじしょうがいじ
いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害児通所給付費・高額障害児入所給付費）
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生活（せいかつ）
このページから

ねんきん

年金について ※20歳以上A △ △B B- △ さい いじょう

しょう かた いってい じょうけん あ かたさい いじょう う と

す く ほけん ねんきんか そうだん

しょうがい きそ ねんきん

障がいのある方で、一定の条件に当てはまる20歳以上の方は「障害基礎年金」を受け取ることが
できます。くわしくは、お住まいの区の保険年金課までご相談ください。

しょるい しんさ

書類審査5
ていしゅつ しょるい くに きかん

し

ねんきん しんさ

ていしゅつ げつ けっか
提出した書類は、国の機関で年金がもらえるか審査します。
提出から3か月くらいで結果のお知らせがきます。

「申立書」の病名と障がい発生日はここでは記入せずに、❸で、医師に診断書を書いてもらってから
同じ内容を記入しましょう。

もうしたてしょ か

申立書を書く2
しょるい もうしたてしょ きにゅう か かたしょうがい きそ ねんきん

ばあい

わ

びょういん かた そうだん
「障害基礎年金の書類」のうち、「申立書」に記入します。書き方が分から
ない場合は、病院のケースワーカーの方などに相談しましょう。
もうしたてしょ びょうめい はっせいびしょう きにゅう いし かしんだんしょ

おな ないよう きにゅう

しんだんしょ か

診断書を書いてもらう3
かねんきん しんだんしょせいしんか いし よやく

じぶん きにゅう もうしたてしょ も い
精神科の医師に予約をして「年金の診断書」を書いてもらいます。
そのとき、自分で記入した「申立書」を持って行ってください。

「年金の診断書」の有効期限は3か月です。書いてもらったら、3か月以内にその他のひつような
書類をそろえて提出しましょう。

ねんきん しんだんしょ ゆうこう きげん げつ げつ いないか た

しょるい ていしゅつ

しょうがい ねんきん しんせい てつづしょうがい きそきそ ねんきん しんせい てつづ

《障害基礎年金申請の手続きのながれ》《障害基礎年金申請の手続きのながれ》
しょうがい ねんきんきそ しょるい

「障害基礎年金の書類」をもらう1
ねんきんか しょうがい きそいほけんりょういく てちょう も

しょるいねんきん

す く

療育手帳を持って、お住まいの区の保険年金課に行き、「障害基礎
年金の書類」をもらってください。

保険年金課
ほけんねんきんか

申立書
もうしたてしょ

精神科精神科
せいしんかせいしんか

しょるい ていしゅつ

書類をそろえて提出する4
もうしたてしょ ねんきん しんだんしょ ようい しょうがい ねんきんきそ しょるい

「申立書」、「年金の診断書」が用意できたら、「障害基礎年金の書類」
にしたがって、その他のひつような書類をそろえます。用意した書類
はまとめて、お住まいの区の保険年金課に提出します。

た しょるい

す く ほけん ねんきんか ていしゅつ

しょるいようい

保険年金課
ほけんねんきんか

お願いします
ねが

さいまえ しょう かた いか いちぶ す く ほけん ねんきんか そうだん

※20歳前から障がいがある方は、以下のながれと一部ちがいます。くわしくは、お住まいの区の保険年金課までご相談ください。



各種手当の、支給される金額や、くわしい条件などについては、
お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

しきゅうかくしゅ てあて きんがく じょうけん

●NTT番号案内サービス（ふれあい案内）

ばんごう しら

えぬてぃてぃ ばんごう あんない あんない

えぬてぃてぃ

むりょう おし

A ○ ○ ○B B-

でんわ番号を調べたいとき、無料で教えてもらえます

ひがしにほん あんない じむ たんとう むりょう

くわしくは、NTT東日本 ふれあい案内事務担当まで。フリーダイヤル（無料）です。
ごぜん じ ねんまつ ねんし やすじ ど にち しゅくじつごご

午前9時～午後5時（土・日・祝日、年末年始12/29～1/3は休み）

えぬてぃてぃ

あらかじめNTTに申込みをすることで、でんわ番号案内の利用が無料になります。
もうしこ ばんごう あんない りよう むりょう

1 2 34 5 67 8 9＊ 0 ＃

-104-0120 174

かくしゅ てあて

各種手当について
障がいのある方の経済的な援助として、各種手当の支給をします。ただし、所得や施設入所など
の条件により支給できない場合があります。

しょう かた けいざいてき えんじょ かくしゅ てあて しょとく しせつ にゅうしょしきゅう

じょうけん しきゅう ばあい

とくべつ てあてしょうがいしゃ

●特別障害者手当 ※20歳以上A △ △B B- △ さい いじょう

とくに重度の障がいがあり、日常生活でつねにとくべつの介護がひつような20歳以上の方に
支給します。

じゅうど しょう にちじょう せいかつ かいご さい いじょう かた

しきゅう

※20歳未満A △ △B B- △しょうがいじ ふくし てあて

●障害児福祉手当
さい みまん

重度の障がいがあり、日常生活でつねに介護がひつような20歳未満の児童に支給します。
じゅうど しょう にちじょう せいかつ かいご さい みまん じどう しきゅう

じどうとくべつ ふよう てあて

●特別児童扶養手当 ※20歳未満A △ △B B- △ さい みまん

重度または中度の障がいのある、20歳未満の児童を養育する方に支給します。
じゅうど ちゅうど しょう さい みまん じどう よういく かた しきゅう

A △ ×B B- ×
がいこくじん しょうがいしゃ ふくし てあて

●外国人障害者福祉手当

重度の障がいのある外国人の方（帰化者をふくむ）で、制度による条件のため公的年金を受け
とることができない方に支給します。

じゅうど しょう がいこくじん かた きかしゃ せいど じょうけん ねんきんこうてき

かた しきゅう

う

※20歳以上A △ △B B- △ふくし てあて けいか そち ぶん

●福祉手当（経過措置分）
さい いじょう

昭和61年3月末に従前の福祉手当を支給されていた20歳以上の方で、昭和61年4月1日から
「特別障害者手当」または「障害基礎年金」のどちらも受け取ることができない方に支給します。
※現在、あらたなお申込みは受付けておりません。

しょうわ

しょうがいしゃ

げんざい もうしこ うけつ

しょうがい きそ ねんきん とう かた しきゅうてあて

ねん がつ まつ じゅうぜん ふくし てあて しきゅう さい いじょう かた しょうわ ねん がつ にち

とくべつ

でんわ
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ボウリング
さっぽろし

りよう りょうきん わりびき

しせつ

札幌市にあるさまざまな施設の
利用料金を割引します

しない ぶんか たいいく しせつ りようりょう げんめん

●市内文化・体育施設の利用料減免 A ○ ○B B- ○

さっぽろし しょう しゃ たいかい

●札幌市障がい者スポーツ大会（すずらんピック） A ○ ○B B- ○

札幌市にある文化施設や体育施設などを、無料または割引料金で利用できます。
割引の内容については、施設によってちがいますので、直接施設に確認してください。
※一緒に利用する介護者の方も割引になることがあります。

さっぽろし たいいくしせつ しせつぶんか むりょう わりびき りょうきん りよう

わりびき

いっしょ りよう かいごしゃ かた わりびき

ちょくせつ しせつ かくにんないよう しせつ

どうぶつえん すいぞくかん びじゅつかんゆうえんちこうえんてんぼうだいえいがかん

はくぶつかん かがくかん
●映画館 ●ロープウェイ•展望台 ●公園 ●遊園地 ●動物園 ●水族館 ●美術館
●博物館 ●科学館
など

ぶんか しせつ ばしょぶんか しせつ ばしょ

じょう じょう じょうたいいくかん うんどう こうえん

●体育館 ●運動公園 ●プール ●パークゴルフ場 ●スケート場 ●ボウリング場
など

たいいく しせつ ばしょたいいく しせつ ばしょ

文化施設とは、こういう場所のことです文化施設とは、こういう場所のことです文化施設とは、こういう場所のことです

体育施設とは、こういう場所のことです体育施設とは、こういう場所のことです体育施設とは、こういう場所のことです

しょう しゃ たいかい さんか

障がい者のスポーツ大会に参加できます
※13歳以上

さい いじょう

障がいのある方が、体力の向上やスポーツの楽しさを体験すると
ともに、市民の方と交流を深めます（※参加料は無料です）。

しょう かた たいりょく こうじょう たの たいけん

しみん かた こうりゅう ふか さんかりょう むりょう

たいかい さんか もうしこみしょ かく くやくしょ ほけん ふくしか さっぽろし しんたい しょうがいしゃ ふくし

さっぽろし しょう しゃ きょうかい

はいふ

大会への参加申込書は、各区役所保健福祉課または札幌市身体障害者福祉センターで配布
しています。くわしくは、札幌市障がい者スポーツ協会まで。

-612 1184
にじゅうよんけん じょう ちょうめにしく

西区二十四軒2条6丁目 でんわ

参加できるスポーツ種目参加できるスポーツ種目参加できるスポーツ種目
さんか しゅもく

きょうぎりくじょう

陸上競技
すいえい

水泳

ちてき しんたい せいしん しょう かた

知的／身体／精神障がいのある方

ちてき しんたい しょう かた

知的／身体障がいのある方

ちてき しょう かた

知的障がいのある方

たっきゅう

卓球

フライングディスク

ボウリング

バスケットボール



受付期間は、例年4月1日から同年5月末日までです（※この期間以外は無料で受け取れま
せん）。くわしくは、郵便局まで。

ゆうびんきょく

うけつけ れいねん きかん いがい う とむりょうきかん がつ にち がつどうねん まつじつ

重度の知的障がいのある方は、図書館の本の貸出または返却のゆうメール運賃が割安になりま
す。くわしくは、お近くの図書館にお問合せください。

ゆうびんきょく りよう

郵便局で利用できるサービス

ちか としょかん といあわ

じゅうど としょかん へんきゃく

まず紙に「青い鳥郵便葉書配付申込書」と書いてください。さらに、下記①～④の内容を書いて、
お近くの郵便局へ郵送してください。

あお とり ゆうびん

ゆうびんきょく ゆうそう

かないようかき

ちか

はがき はいふ もうしこみしょ かかみ

ほん かしだし わりやすうんちんちてき しょう かた

A ○ × ×B B-
しんしん しょう しゃ よう

●心身障がい者用ゆうメール

A ○ × ×B B-
りょういく つうじょう

むりょう りょういく

ゆうびんてちょう くぶん

てちょう ゆうびんきょくも ちか

かた もうしこ

もうしこ

だいり

かた まいえー

あお とり ゆうびん

●青い鳥郵便はがき
療育手帳の区分が「A」の方は、ひとりにつき、通常郵便はがきを20枚
無料でもらえます。療育手帳を持って、お近くの郵便局でお申込みくだ
さい（代理の方による申込みもできます）。

としょかん

図書館
かしだし

貸出

へんきゃく

返却

20枚！
まい

ちかくに郵便局がない方は、郵送でもお申込みできます
ゆうびんきょく かた ゆうそう もうしこ

ちかくに郵便局がない方は、郵送でもお申込みできますちかくに郵便局がない方は、郵送でもお申込みできます
ゆうびんきょく かた ゆうそう もうしこ

青い鳥郵便葉書配付
申込書

①療育手帳

②手帳番号0000000

③区分A

④住所・名前
ゆうそう

郵送
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～150グラム

～250グラム

～500グラム

～1キログラム

～2キログラム

～3キログラム

ほん

本のおもさ

92円
えん

りょうきん

料金

えん

110円
えん

150円
えん

180円
えん

230円
えん

310円

① 手帳の種類…「療育手帳」と書いてください。
② 自分の手帳番号
③ 区分…「A」と書いてください。
④ 自分の住所と名前
⑤希望するハガキ種類（無地・インクジェット紙など）

じゅうしょじぶん

きぼう しゅるい むじ し

ばんごうてちょうじぶん

てちょう しゅるい りょういく てちょう か

くぶん

なまえ

えー か
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●さわやか収集
しゅうしゅう

だ かた しえん

A △ △ △B B-

ごみステーションにごみ出しができない方への支援

介護保険サービスや障害福祉サービスを利用している方で、ごみステーションにごみ出しができな
い方は、清掃事務所の職員がお家に行ってごみを収集します。

かいご

かた せいそう じむしょ しょくいん うち い しゅうしゅう

ほけん しょうがい ふくし りよう かた だ

いか じょうけん み かた りよう

《 以下の条件を満たす方が利用できます 》
かてい で じぶん だ おおがた いえ なか はこ だ こんなん しんぞく きんりん

じゅうみん ちいき しえん つぎ あ かた
＊家庭から出るごみを自分で出したり、大型ごみを家の中から運び出すことが困難で、親族や近隣
住民、地域ボランティアなどによる支援がうけられず、次の①から③のどれかに当てはまる方

し
ゅ
う
し
ゅ
う

し
え
ん

な
い
よ
う

さ
わ
や
か
収
集
の
支
援
内
容

しゅう かい げんかんさき

きょうどうじゅうたく うえ ほう かい

しゅうしゅう

しゅうしゅう
週に1回、玄関先などから収集します。
（共同住宅は上の方の階も収集します。）

せいかつ も も かん ざつ

● 生活ごみ（燃やせるごみ、燃やせないごみ、びん・缶・ペットボトル、雑がみなど）

いえ なか はこ かい

てん

だ しゅうしゅう

しゅうしゅう
家の中から運び出して収集します。（1回
の収集につき3点まで。）

おおがた

● 大型ごみ

きぼう かた ぶじ かくにん

まいかい こえしゅうしゅう
希望する方には、無事かどうかを確認する
ため、ごみを収集するときに毎回声をか
けます。

あんぴ かくにん

● 安否確認

かいご

かいご ほけん

せたい ないほんにん ひとり いじょう りよう

りようどうこう えんご

ほけん よう かいご いじょう

よう しえんたいしょうしゃじぎょう

しょうがい しょうがいふくし

かいごよう

しょうがい ふくし

しえん くぶん いじょう

ふくししょうがい くぶんしえんしょうがい

①介護保険の要介護２以上、または障害福祉サービスの障害支援区分３以上

②介護保険の事業対象者、要支援１・２または要介護１か、障害福祉サービスの障害支援区分
１・２で、本人または世帯内のどなたかお一人以上がホームヘルプサービスを利用している
こと

③障害福祉サービスの同行援護を利用していること

※なお、2人以上世帯の場合は、満15歳に到達した日以後最初の3月31日までの者および
ホームヘルプサービスを利用している18歳未満の者を除く世帯員全員が要件に該当すること
がひつようです。

にん いじょう せたい ばあい

りよう さい みまん もの のぞ せたいいん ぜんいん ようけん がいとう

まん さい とうたつ ひ いご さいしょ がつ にち もの



す ちく せいそう じむしょ そうだん

くわしくは、お住まいの地区の清掃事務所へ相談してください。
【各清掃事務所 受付時間 8時～16時30分 ※祝・休日は15時30分まで】（土・日曜は休み）

うけつけじむしょせいそうかく じかん じ じ ふん じしゅく きゅうじつ ふん ど にちよう やす

わりびきしようりょうきほん

けいたいでんわの基本使用料などの割引

わりびき

ちょくせつ かく がいしゃ かくにん

ないよう かく がいしゃ

割引の内容については、各けいたいでんわ会社によってちがいますので、
直接各けいたいでんわ会社に確認してください。

きほん しようりょう など わりびき

●けいたいでんわの基本使用料等割引 A ○ ○B B- ○

もうしこ おおがた しゅうしゅう

「大型ごみ」のお申込みは、大型ごみ収集センターまで。
【受付時間 9時～16時30分】（年末年始は休み）

おおがた

うけつけ じかん じ じ ふん ねんまつ ねんし やす

-281 8153でんわ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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りょうきん

そうだん

けいやく ちゅういつか

じぶん あ

しはら

りよう

つうわ つか

せいきゅう
けいたいでんわでの通話やメール、インターネットを使いすぎると、たくさん
請求がきて料金が支払えなくなってしまいます。
ご利用のけいたいでんわショップに相談をしながら自分に合ったプランで
契約し、使いすぎに注意しましょう。

5万円！？
まんえん

請
求

せ
い
き
ゅ
う

けいたいでんわの使いすぎに注意しましょう
つか ちゅうい

けいたいでんわの使いすぎに注意しましょうけいたいでんわの使いすぎに注意しましょう
つか ちゅうい

す く せいそう じむしょ れんらくさき いちらん

お住まいの区の清掃事務所 《連絡先一覧》
ちゅうおう じむしょせいそう

【中央清掃事務所】 -581 1153でんわ
ちゅうおうく す かた

中央区にお住まいの方は

きた じむしょせいそう

【北清掃事務所】 -772 5353でんわ
きたく す かた

北区にお住まいの方は

ひがし じむしょせいそう

【東清掃事務所】 -781 6653でんわ
ひがしく す かた

東区にお住まいの方は

しろいし じむしょせいそう

【白石清掃事務所】 -876 1753でんわ
しろいしく あつべつく す かた

白石区・厚別区にお住まいの方は

とよひら せいそう じむしょみなみ

【豊平・南清掃事務所】 -583 8613でんわ
みなみくきよたくとよひらく す かた

豊平区・清田区・南区にお住まいの方は

にし じむしょせいそう

【西清掃事務所】 -664 0053でんわ
にしく ていねく す かた

西区・手稲区にお住まいの方は
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ぜいきん

税金について
ぜいきん げんめん

●税金の減免など A △ △B B- △

税金とは、国や都道府県、市町村が、そこに住む人たちが快適、安全に暮らせるように、国民から
集めるお金のことです。
障がいのある方で一定の条件に当てはまる方は、申告・申請により税金が減免されることなどが
あります。税の控除・減免額などについては、条件により変わります。

ぜいきん くに と どう ふ けん し ちょうそん こくみん

あつ

す ひと かいてき あんぜん く

かね

しょう かた いってい じょうけん あ しんこく しんせい ぜいきん げんめんかた

げんめんがくぜい こうじょ かじょうけん

こんなとき、税金の額が少なくなることがあります
ぜいきん がく すく

こんなとき、税金の額が少なくなることがありますこんなとき、税金の額が少なくなることがあります

ほんにん どういつ せいけい はいぐうしゃ ふよう しんぞく しょう ばあい

しょう かた ぜんねん ごうけい しょとく きんがく まんえん いか ばあい

● 本人や同一生計配偶者、または扶養親族に障がいがある場合

● 障がいのある方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合

じゅうみん ぜい

住民税

こてい ぜいしさん

固定資産税
しょう れいわ ねんねんひしんちくすかた いじょう けいか がついえ

じょうけんいってい

にち

あ かいしゅう こうじ ばあい
● 障がいのある方が住む、新築された日から10年以上経過した家で、令和４年3月31日まで
に、一定の条件に当てはまるバリアフリー改修工事をした場合

さっぽろし

たんとう

ばあい

じむしょしぜい たんとう じむしょ れんらくさきしぜい

くわしくは、担当の市税事務所におたずねください。担当の市税事務所の連絡先が
わからない場合は、札幌市コールセンター（　　　　　　　  ）まで。-222 4894でんわ

こじん じぎょう ぜい

個人事業税
しょう かた じぎょうぬし こうじょ まえ しょとく きんがく まんえん いか ばあい

しかく じゅうど かた じぎょう ばあいしょう

● 障がいのある方で、事業主控除をする前の所得金額が310万円以下の場合

● 視覚に重度の障がいのある方で、あんま・はりなどの事業をする場合

ほっかいどう じむしょ ぜいむどうぜいさっぽろ ぶかんり

くわしくは、北海道札幌道税事務所税務管理部まで。 -281 7811でんわ

かん ぜい

関税
しんたい かた せいさく きぐ ゆにゅう

しゃかい ふくし しせつ きぞう ぶっぴん ゆにゅう

● 身体に障がいのある方のために製作された器具などの輸入

● 社会福祉施設に寄贈される物品の輸入

しょう

はこだて さっぽろ ぜいかんぜいかん ししょ

くわしくは、函館税関 札幌税関支署まで。 -231 1443でんわ



しょとく ぜい

所得税

そうぞく ぜい

相続税

ぞうよ ぜい

贈与税

ほんにん どういつ せいけい はいぐうしゃ ふよう しんぞく しょう ばあい

しょう ぞうかいちく

こうじ ばあい

かた す いえ いってい じょうけん あ かいしゅう こうじ ふく

● 本人や同一生計配偶者、または扶養親族に障がいがある場合

● 障がいのある方が住む家で、一定の条件に当てはまるバリアフリー改修工事を含む増改築
工事をした場合

かたしょう とくてい しょうがいしゃ ふよう しんたく けいやく しんたく ざいさん う ばあい

●障がいのある方が、特定障害者扶養信託契約により信託財産を受けとる場合

しょう ほうてい そうぞくにん そうぞく いぞう ざいさん しゅとく ばあい

● 障がいのある法定相続人が、相続または遺贈により財産を取得した場合

ぜいむしょ

じどう おんせい あんないぜいむしょ

ばあい

たんとう ぜいむしょ れんらくさきたんとう

くわしくは、担当の税務署におたずねください。担当の税務署の連絡先が
わからない場合は、札幌市コールセンター（　　　　　　　  ）まで。
なお、税務署におかけいただいたでんわは、自動音声によりご案内しております。

-222 4894でんわ
さっぽろし

こんなとき、税金の額が少なくなることがあります
ぜいきん がく すく

こんなとき、税金の額が少なくなることがありますこんなとき、税金の額が少なくなることがあります

けい じどうしゃ ぜい

軽自動車税
いってい はんい かた かたしょう

しょうこうぞうじょう

せいけい おな かた しょゆう けいじどうしゃ

かた みと けいじどうしゃ

● 一定の範囲の障がいのある方、またはその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車

● 構造上、障がいのある方のためのものと認められる軽自動車

ちゅうおう じむしょしぜい

くわしくは、中央市税事務所まで。 -211 3076でんわ
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じどうしゃ ぜい かんきょう せいのう わり せいのう わりしゅべつ わり けいじどうしゃ ぜい かんきょう

自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税環境性能割

しょうこうぞう じょう

じどうしゃ

かた みと じどうしゃ

はんいいってい かた かた かたおなしょう せいけい しょゆう

● 一定の範囲の障がいのある方、またはその方と生計を同じくする方が所有する自動車

● 構造上、障がいのある方のためのものと認められる自動車

ほっかいどう じむしょ じどうしゃ ぶぜい

申請期限があります。くわしくは、北海道札幌道税事務所自動車税部まで。 -746 1190でんわ
どうぜいさっぽろしんせい きげん
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せいかつ ふくし しきん か つ

●生活福祉資金の貸し付け A △ △B B- △

ほか かしつけ せいど りよう かた しきん かしつけ

他の貸付制度が利用できない方に、資金の貸付をします

他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に資金の貸付と、ひつような
相談・支援をします。経済的な自立や社会への参加、安定した生活ができるようになることを目的
としています。

ほか

じりつ しゃかい さんか あんてい せいかつ もくてき

かしつけ せいど りよう ていしょとく せたい しょう しゃ せたい せたい しきん かしつけこうれいしゃ

そうだん しえん けいざいてき

かしつけ しきん しゅるい もくてき

《 貸付ができる資金の種類とその目的》

きんきゅう いちじてき せたい せいけい いじ こんなん けいひばあい

緊急かつ一時的に、世帯の生計維持が困難となる場合にひつような経費

ふくし しきん

福祉資金 緊急小口資金
きんきゅう こぐち しきん

…2 - ②

いか もくてき せいかつ いちじてき けいひ

以下のような目的による、生活をするうえで、一時的にひつような経費

ふくし しきん

福祉資金 福祉費
ふくしひ

…

せいぎょう かね え しごと

りょうよう きかん ちゅう

きかん

しゅうしょく ぎのう しゅうとく じゅんび

ちゅう せいけい いじ

じしん たいふう かじ さいがい せいかつ た なおあ

かんこん そうさい せいじんしき けっこんしき そうしき ほうじ じゅうきょ いてん

せいけい いじ

かいご しょう しゃ う

ふくし ようぐ こうにゅう しょう しゃ よう じどうしゃ こうにゅう

びょうき りょうよう

いとな ぎのう しゅうとく きかん ちゅう せいけい いじ

じゅうたく ぞうかいちく ほしゅう

●生業（お金を得るための仕事）を営むため　●技能習得（および、その期間中の生計維持）

●住宅の増改築や補修　●福祉用具の購入　●障がい者用自動車の購入

●けがや病気の療養（および、その療養期間中の生計維持）

●介護サービスや障がい者サービスを受けるため（および、その期間中の生計維持）

●地震・台風・火事などの災害に遭い、生活を立て直すため

●冠婚葬祭（成人式、結婚式、お葬式、法事など）　●住居の移転　●就職や技能習得の準備

など

2 - ①

ふよう じどう きょういく がっこう しゅうがく けいひ

扶養をしている児童の教育や、学校への就学のためにひつような経費

きょういく しえん しきん

教育支援資金 教育支援費／就学支度費
きょういく しえんひ しゅうがく したくひ

…3

さっぽろし しゃかい ふくし きょうぎかい

くわしくは、札幌市社会福祉協議会まで。 -614 0169
おおどおり ちょうめちゅうおうく にし

中央区大通西19丁目 でんわ

しつぎょう にちじょう せいかつ ぜんぱん こんなん かか かた せいかつ た なお けいひ

失業など、日常生活全般に困難を抱えている方が、生活を立て直すためにひつような経費

そうごう しえん しきん

総合支援資金 生活支援費／住宅入居費／一時生活再建費
せいかつ しえんひ じゅうたく にゅうきょひ いちじ せいかつ さいけんひ

…1

1

かしつけかく しきん かしつけ

す く しゃかい ふくし きょうぎかい みぎ いちらん

げんどがく すえおき きかん へんさい きかん りりつ か

各資金によって貸付限度額、据置期間、返済期間、および貸付利率が変わります。
くわしくは、お住まいの区の社会福祉協議会まで（右ページに一覧があります）。



生
活
せ
い
か
つ

26

す く しゃかい ふくし きょうぎかい れんらくさき いちらん

お住まいの区の社会福祉協議会 《連絡先一覧》

かく しきん

りゆう さだ かしつけばあいあかしつけ たいしょう りゆう

かしつけ しんさ きんきゅう いちじてき こんなんせいかつ

各資金の貸付には審査がひつようとなります。緊急かつ一時的に生活困難と
なった理由が、定められた「貸付対象理由」に当てはまる場合に貸付できます。

しゃかい ふくし ほうじん さっぽろし しゃかい ふくし きょうぎかい

ちゅうおうく ちょうめ さっぽろし しゃかい ふくし そうごう ないおおどおり にし

【社会福祉法人札幌市社会福祉協議会】
中央区大通西19丁目札幌市社会福祉総合センター内

-614 0169でんわ

ちゅうおうく ふくししゃかい きょうぎかい

ちゅうおうく ちゅうおうくみんちょうめにし かいみなみ じょう

【中央区社会福祉協議会】
中央区南2条西10丁目中央区民センター1階

-281 6113でんわ

しろいしく みなみどおりなんごう しろいしく ふくごう ちょうしゃちょうめ

しろいしく ふくししゃかい きょうぎかい

かい

【白石区社会福祉協議会】
白石区南郷通１丁目南８-1 白石区複合庁舎１階

-861 3700でんわ

あつべつく じょうちゅうおうあつべつ あつべつくみんちょうめ

あつべつく ふくししゃかい きょうぎかい

かい

【厚別区社会福祉協議会】
厚別区厚別中央1条5丁目厚別区民センター1階

-895 2483でんわ

とよひらく じょうひらぎし とよひらくみんちょうめ

とよひらく ふくししゃかい きょうぎかい

かい

【豊平区社会福祉協議会】
豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター1階

-815 2940でんわ

ていねく じょうまえだ ていねくみんちょうめ

ていねく ふくししゃかい きょうぎかい

かい

【手稲区社会福祉協議会】
手稲区前田1条11丁目手稲区民センター1階

-681 2644でんわ

きよたく きよたくじょうひらおか そうごう ちょうしゃちょうめ

きよたく ふくししゃかい きょうぎかい

かい

【清田区社会福祉協議会】
清田区平岡1条1丁目清田区総合庁舎3階

-889 2491でんわ

きたく きた にしじょう きたくやくしょちょうめ かい

きたく ふくししゃかい きょうぎかい

【北区社会福祉協議会】
北区北24条西6丁目北区役所1階

-757 2482でんわ

ひがしく きた ひがしじょう ひがしくみんちょうめ かい

ひがしく ふくししゃかい きょうぎかい

【東区社会福祉協議会】
東区北11条東7丁目東区民センター1階

-741 6440でんわ

みなみく さいわいまちまこまない みなみくやくしょちょうめ かい

みなみく ふくししゃかい きょうぎかい

【南区社会福祉協議会】
南区真駒内幸町2丁目南区役所3階

-582 2415でんわ

にしく じょうことに にしくやくしょちょうめ かい

にしく ふくししゃかい きょうぎかい

【西区社会福祉協議会】
西区琴似2条7丁目西区役所1階

-641 6996でんわ

ちゅうおうく

す かた
中央区に
お住まいの方は

みなみく

す かた
南区に
お住まいの方は

きたく

す かた
北区に
お住まいの方は

ひがしく

す かた
東区に
お住まいの方は

しろいしく

す かた
白石区に
お住まいの方は

きよたく

す かた
清田区に
お住まいの方は

あつべつく

す かた
厚別区に
お住まいの方は

とよひらく

す かた
豊平区に
お住まいの方は

ていねく

す かた
手稲区に
お住まいの方は

にしく

す かた
西区に
お住まいの方は
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ほうそう じゅしんりょう げんめん

●NHK放送受信料の減免

ほうそうえぬ・えいち・けい

えぬ・えいち・けい

えぬ・えいち・けい

じゅしんりょう

A △ △ △B B-

NHK放送受信料について

ちてき せたい せたい こうせいいん ぜんいんしょう しゃ かた しみんぜい ひかぜい ばあい

●知的障がい者の方がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合。

せたい こうせいいん ぜんいん

りょういく しょうてちょう ちてき

いんかん

はんていしょ

し どうみんぜい しょうめい

かぜい しょうめいしょ しんせいしょ

むりょう はっこうくやくしょかく こせき じゅうみんか

ふくしか せんようほけんす く う

と

●印鑑
●療育手帳または知的障がいの判定書
●世帯構成員の全員の市・道民税証明

※「課税証明書」は、お住まいの区の保健福祉課で専用の申請書を受け
取ってから、各区役所の「戸籍住民課」へおこしいただくと無料で発行
いたします。

無
料

む
り
ょ
う ひつような

もの

りょういく しょうてちょう ちてき

いんかん

はんていしょ

●印鑑
●療育手帳または知的障がいの判定書

ひつような
もの

半
額

は
ん
が
く

じゅうど じゅしんほうそう けいやくしゃはんていちてき しょう かた せたい ぬし ばあい

●重度の知的障がいと判定された方が、世帯主でNHK放送受信契約者の場合。
えぬ・えいち・けい

申請書
しんせいしょ

受理通知書
じゅりつうちしょ

以下の条件に当てはまる方は、NHK放送受信料が、無料または半額になります。
いか じょうけん あ かた ほうそう じゅしんりょう むりょう はんがく

てつづ

《 手続きのしかた 》

❶お住まいの区の保健福祉課
にひつようなものを持ってい
き、申請書に記入して証明を
受けます。

す ふくしかほけん

も

しんせいしょ きにゅう しょうめい

う

く

❷証明を受けた申請書を、
NHKに提出（郵送）します。

しょうめい しんせいしょ

えぬ・えいち・けい ていしゅつ ゆうそう

う

えぬ・えいち・けい

❸NHKから家に「受理通知
書」が届いたら完了です。
大切に保管しましょう。

えぬ・えいち・けい じゅり つうちいえ

しょ とど かんりょう

たいせつ ほかん

といあわ がつ にち がつ にちごご りようじ

【NHKへのお問合せ】 ※12月30日午後5時～1月3日はご利用いただけません。

うけつけ じかん ごぜん じ じ ど にち しゅくじつ うけつけごご

《受付時間》午前9時～午後8時（土・日・祝日も受付）

うけつけ じかん ごぜん じ じ ど にち しゅくじつ うけつけごご

《受付時間》午前9時～午後8時（土・日・祝日も受付）

あいぴー ひかり りよう ばあい

IPでんわ・光でんわ・マイラインなどを利用していてナビダイヤルがつながらない場合は

へんじ じぶん なまえ じゅうしょ きにゅうただばんごうばんごう

返事をおくるため、ご自分の名前、住所、でんわ番号、ファックス番号などを正しく記入してください。

ゆうりょう0570-077077（ナビダイヤル：有料）

ゆうりょう050-3786-5003（有料）

045-522-3044

でんわ

でんわ

ファックス
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しょう かた ほごしゃ む にんい かにゅう きょうさい せいど

障がいのある方の保護者向け任意加入共済制度について
A △ △B B- △しんしん しょうがいしゃ ふよう きょうさい せいど

●心身障害者扶養共済制度

障がいのある方（お子様）を扶養している保護者が、障がいのある方の将来のために、ご希望により
加入できる制度です。
加入者（保護者）が生存中に毎月掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障がいとなった
とき、扶養している障がいのある方（お子様）に終身一定額の年金を支給します。

しょう かた こ さま ふよう きぼうほごしゃ かたしょう しょうらい

せいどかにゅう

かにゅうしゃ ほごしゃ しょうじゅうど

しょうふよう かた こ さま しゅうしん いっていがく ねんきん しきゅう

せいぞんちゅう まいつき かけきん おさ ほごしゃ しぼう

いか じょうけん み かた かにゅう

《 以下の条件を満たす方が加入できます 》
しょう かた こ さま ふよう ほごしゃ はいぐうしゃ ふぼ きょうだい しまい

さっぽろ

かにゅう

せいめい ほけん かにゅう けんこう じょうたい

ねんど がつ にち じてん さい みまん

しない じゅうしょ
＊障がいのある方（お子様）を扶養している保護者（配偶者・父母・兄弟姉妹など）
＊札幌市内に住所があること
＊加入する年度の4月1日の時点で65歳未満であること
＊生命保険に加入できる健康状態であること

毎月納める掛金の金額は、加入時の保護者の年齢により変わります。また、掛金の支払いが
むずかしい場合は、掛金の減額または免除をおこなっています。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

ばあい かけきん げんがく めんじょ

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

きんがくまいつき かけきんおさ かにゅうじ ほごしゃ ねんれい か かけきん しはら

加入者（保護者）
かにゅうしゃ ほごしゃ

加入者からの掛金
かにゅうしゃ かけきん

毎月決まった金額の
年金を支給

まいつき き きんがく

ねんきん しきゅう保護者が死亡
または重度障がい

ほごしゃ しぼう

じゅうどしょう

！

こんなとき…

安心！
あんしん



交
通
こ
う
つ
う

29

交通（こうつう）
このページから

こうつう りょうきん

だい しゅ だい しゅ きさい

わりびき りょういく てちょう りょかく てつどう かぶしき がいしゃ うんちんりょかく げんがく

らん
交通料金の割引には、療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」
の欄に「第1種」「第2種」の記載がひつようです。

チェッ
ク！

くぶん だい しゅかた
えー

区分     の方は 「第1種」A
くぶん かた

びー びー・ばー

区分     と     の方はB B-
だい しゅ

「第2種」

A ○ ○ ○B B-
こうつう じぎょうしゃ わりびき

おもな交通事業者の割引
こうつう りょうきん ないよう

交通料金の内容

わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引 ̶

「第2種」の方
だい しゅ かた

「第2種」の介護者
だい しゅ かいごしゃだい しゅ かた

「第1種」の方
だい しゅ かいごしゃ

「第1種」の介護者
うんちん

ちゅうおう

ゆうてつ

ゆうてつ

ほっかいどう
【バス運賃】

ジェイ・アール北海道バス
中央バス
夕鉄バス

わりびき

3割引

わりびき

3割引
わりびき

3割引
わりびき

3割引 ̶

ていきけん

【バス定期券】

わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引
じょうてつバス
ばんけいバス

わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引

わりびき

5割引

さっぽろ しえい こうつう うんちん

ちかてつ

ろめん

【札幌市営交通運賃】
地下鉄
路面電車

わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引

̶

わりびき

ばあい
5割引に
なる場合が
あります

わりびき

ばあい
5割引に
なる場合が
あります

わりびき

ばあい
5割引に
なる場合が
あります

ちかてつ

ろめん

でんしゃ

でんしゃ

さっぽろ しえい こうつう ていきけん

【札幌市営交通定期券】
地下鉄
路面電車

せんぱく

りよう まえ かくにん

うんちん

船舶運賃
（利用前に確認）

わりびき

3割引
わりびき

3割引
わりびき

3割引
わりびき

3割引
じょうてつバス（中学生以上）

ばんけいバス

ほっかいどう

ジェイ・アール北海道バス

ちゅうおう

中央バス（中学生以上）
夕鉄バス（中学生以上）

りょういく てちょう かくにん

《 まずは療育手帳を確認しましょう 》

わりびき

3割引

かいごしゃ

いっしょ
介護者と

一緒にいるときのみ
わりびき

3割引
̶

かいごしゃかたいかしょうがくせい

いっしょ
小学生以下の方が介護者
と一緒にいるときのみ

かいごしゃ しょう かたじょうしゃきかんこうつういっしょかた

※介護者とは障がいのある方と一緒に交通機関に乗車する方のことをいいます。

ちゅうがくせい いじょう

ちゅうがくせい いじょう

ちゅうがくせい いじょう
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ひ りょかく うんちん わりびききゅうごしゃ

●被救護者旅客運賃割引 A ○ ○B B- ○

えきじぇいあーる まどぐちりよう

くわしくは、ご利用になるJRの駅の窓口まで。

じぇいあーる

つういん にゅうたいいん

きせい

じょうしゃけんじぇいあーる か とき

さい しせつ はっこう りょこう しょめいしょ けいたい

ていしゅつ じょうしゃ

つういん にゅうたいいん とき しせつちょう わりびきしょう

りよう じぇいあーる うんちん わりびき

してい う しせつ にゅうしょ かた きせい

JRから指定を受けている施設などに入所されている方は、帰省・
通院・入退院のために利用するJRの運賃が5割引になります。
（※帰省・通院・入退院などの時、そのつど施設長から「割引証」を
もらい、JRで乗車券を買う時に提出してください。また乗車する
際には、施設から発行された「旅行証明書」を携帯してください。）

JRが指定する施設
じぇいあーるしてい しせつ
JRが指定する施設
じぇいあーるしてい しせつ実家に

帰省します

じっか

きせい

割引証
わりびきしょう

施設長
しせつちょう
施設長
しせつちょう

りょかく うんちん わりびき

●JR旅客運賃割引
じぇいあーる

A ○ ○ ○B B-
じぇいあーるかくえき まどぐち

わりびき

うんちん わりびき

じょうけん いっしょ かいごしゃ かた

りょういく てちょう ていじ じょうしゃけん か うんちん

じぇいあーる うんちん わりびき

JRの運賃の割引

JR各駅の窓口にて、療育手帳を提示して乗車券を買うと、運賃が
5割引になります。また、条件によって、一緒にいる介護者の方も
運賃が5割引になります。

ほんにん かいごしゃふつう じょうしゃけん

普通乗車券 本人
わりびき

5割引
わりびき

5割引
わりびき

5割引

̶

わりびき

5割引 ̶

介護者
だい しゅ

だい しゅ

だい しゅ

かた じょうしゃ かたみち きょり こ ばあい

「第1種」の方がひとりで乗車し、片道の距離が100キロを越える場合
かた かたかいごしゃ いっしょ じょうしゃ ばあい

「第1種」の方が、介護者の方と一緒に乗車する場合

「第2種」の方がひとりで乗車し、片道の距離が100キロを越える場合
かた じょうしゃ かたみち きょり こ ばあい

だい しゅ

ほんにん かいごしゃかいすうけん きゅうこうけん きゅうこうけんとくべつ

回数券・急行券（特別急行券をのぞく） 本人
わりびき

5割引
わりびき

5割引

介護者
かた かたかいごしゃ いっしょ じょうしゃ ばあい

「第1種」の方が、介護者の方と一緒に乗車する場合

けんばいき しょうにけん かはんがく かいさつ

かたみち きょり くかん

りょういく

だい しゅ

てちょう

ていじ りよう

いっしょ じょうしゃけんじょうしゃかた かたかいごしゃ ふつうばあい

「第1種」の方が、介護者の方と一緒に乗車する場合、「普通乗車券」
については、券売機で“小児券（半額）”を買ってから、改札にて療育手帳
を提示することでも利用できます。
（※片道の距離が100キロまでの区間にかぎります。）

だい しゅ

ほんにん かいごしゃていき じょうしゃけん

定期乗車券 本人
わりびき

5割引
わりびき

5割引

わりびき

5割引
わりびき

5割引

介護者
かた かたかいごしゃ いっしょ じょうしゃ ばあい

「第1種」の方が、介護者の方と一緒に乗車する場合

かいごしゃ かた ていき つうきん ていき わりびき

てきようしょうに ていき わりびき

※小児定期は、割引を適用できません。
※介護者の方の定期は「通勤定期」のみ割引となります。

だい しゅ

「第2種」で12歳未満の方が、介護者と一緒に乗車する場合
さい みまん かた かいごしゃ いっしょ じょうしゃ ばあい

（通学定期）
つうがく ていき
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5割引！
わりびき

うんちんかいごしゃ

ちょくせつ かく こうくう

がいしゃ かくにん

わりびき

かく

ばあい

こうくう がいしゃ と

こうくうけん はんばい まどぐち りょういく てちょう ていじ こうくうけん か ほんにん

航空券販売窓口で療育手帳を提示して航空券を買うと、本人や
介護者の運賃が割引になる場合があります。
各航空会社によって取りあつかいがちがいますので、直接各航空
会社に確認してください。

じゅうど かいご

りよう ばあい つうこう りょうきん わりびきせいき りょうきん

かた うんてん じどうしゃ

の ゆうりょう どうろ

ちてき しょう かた しんぞく ほんにん にちじょうてき

重度の知的障がいのある方が、その親族、または本人を日常的に介護している方が運転する自動車
に乗って有料道路を利用する場合、通行料金が正規料金の5割引になります。

じゅうど

ちゅうしゃ くかん

しんせい てつづ

じょがい していしゃ ひょうしょう こうふ う す じゅうしょ かんかつ けいさつしょ

ちてき しょう かた かいごしゃ しんせい こうあん いいんかい ちゅうしゃ きんし じかん せいげん

重度の知的障がいのある方は、その介護者の申請により、公安委員会から「駐車禁止・時間制限
駐車区間除外指定車」の標章の交付を受けることができます。お住まいの住所を管轄する警察署
で、申請の手続きをしてください。

ひこうき うんちん こくないせん わりびき

飛行機の運賃（国内線）の割引

じどうしゃ りよう しえん

自動車を利用するときの支援

A ○ ○B B- ○

じどうしゃ

すひがし にほん く ほけん ふくしか びょうし いちらん

けいじょう ようと せいげん じょうけん つうこう りょうきん しはら ほうほう

ゆうりょう しょうがいしゃ わりびきどうろ

●有料道路障害者割引

こうくう うんちん わりびきりょかく

●航空旅客運賃割引

A ○ × ×B B-

A ○ × ×B B-
ちゅうしゃ じょがい していしゃ ひょうしょうきんし

●駐車禁止除外指定車の標章

けいさつ ほんぶ こうつう きせいか かくにん

ひょうしょう つか

じぜん

ただ かた てつづしんせい ほうほう

標章の正しい使い方や、くわしい申請手続きの方法などについては、
事前に警察本部交通規制課に確認してください。

きた じょう ちょうめちゅうおうく にし -251 0110中央区北2条西7丁目

りょういく

ほけん ふくしか しょうめいいん

てちょう わりびき うんちん てきよう たいしょうしゃ しょうめいいん す く

※療育手帳に、割引運賃の適用対象者であることの証明印がひつようになりますので、お住まいの区の
保健福祉課で証明印をもらってください。

ひょうしょう

ばしょ ちゅうしゃ

まも りよう

じゅうど しょう たいせつ しえんかた

こうふ う しゃりょう こうさてん ほうりつ きんし

標章の交付を受けた車両であっても、交差点のそばなど、法律で禁止
された場所には駐車できません。重度の障がいのある方への大切な支援
です。ルールとマナーを守って利用しましょう。

りょういく

か りょういく てちょう しゃけんしょう しんぞくほんにん かいごしゃ めいぎ も いーてぃーしー

いーてぃーしー いーてぃーしー しょうめいしょ

ばあい

ほんにん めいぎ

てちょう わりびき たいしょうしゃ しょうめい す く

ほけん ふくし
※療育手帳に、割引の対象者であることの証明シールがひつようになりますので、お住まいの区の
保健福祉課まで、療育手帳、車検証（本人、親族または介護者名義）をお持ちください。ETCの場合は
本人名義のETCカードとETCセットアップ証明書もひつようです。

標章があっても駐車できない場所があります！標章があっても駐車できない場所があります！標章があっても駐車できない場所があります！
ひょうしょう ちゅうしゃ ばしょひょうしょう ちゅうしゃ ばしょ

国内線
こくないせん

駐車禁止
除外指定車

ちゅうしゃきんし

じょがいしていしゃ

とおれない！

自動車の形状や、用途により制限があります。くわしい条件や、通行料金の支払い方法などについ
ては、ネクスコ東日本、または、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

でんわ
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こうつうひ じょせい

●交通費助成 A ○ ○ ×B B-
せっきょくてき しゃかい じょせいさんか もくてき こうつうひ いちぶ

こうつうひ じょせい

さまざまな交通費の助成について

積極的に社会に参加してもらうことを目的として、交通費の一部を助成しています。

ないよう

内容
じょせい しゅるい

助成の種類（どれかひとつ）

ふくし ふくしじょうしゃしょう

①福祉乗車証（福祉パス）
しない ちかてつ ろめん でんしゃ

ゆうてつ むりょう りようちゅうおう

ほっかいどう

市内の地下鉄、路面電車、ジェイ・アール北海道バス、じょうてつ
バス、中央バス、夕鉄バス、ばんけいバスを無料で利用できます。

A

ねん さいだい えん えん けん まいぶん

年最大39,000円分（500円券78枚）
ふくし りようけん

②福祉タクシー利用券
ねん さいだい えん えん けん まいぶん

年最大30,000円分（1,000円券30枚）③福祉自動車燃料助成券
ふくし じどうしゃ ねんりょう じょせいけん

くぶん
えー

かた じょせい

《 区分     の方への助成 》

《 区分     の方への助成 》
くぶん

びー
かた じょせい

かいすうけん

ゆうてつ
①サピカへのチャージ/回数券
  （夕鉄バス・ばんけいバス）

ねん さいだい えん ぶん

年最大48,000円分

B

ふくし りようけん ねん さいだい えん えん けん まいぶん

年最大13,000円分（500円券26枚）②福祉タクシー利用券
ねん さいだい えん えん けん まいぶん

年最大10,000円分（1,000円券10枚）
ふくし じどうしゃ ねんりょう じょせいけん

③福祉自動車燃料助成券

内容
ないよう

助成の種類（どれかひとつ）
じょせい しゅるい

※「サピカへのチャージ」を選んだ方は、2回目以降の手続をする時に、区役所に登録したサピカ
がひつようになりますので、大切に保管しておくようにしましょう。

てつづき りょういく てちょう

ふくし じどうしゃ ねんりょう じょせいけん

ほんにん

たいせつ ほかん

えら かた かい め いこう てつづき とき くやくしょ とうろく

だいりにん てつづき ばあい かた なまえ かくにん

えら

えら かた じぶん ふくし

ふくし じょうしゃしょう ふくし じょうしゃしょうりよう かた げんざい つか

わりびき

かた しゃけんしょう うつ

交通費助成の手続にひつようなもの交通費助成の手続にひつようなもの交通費助成の手続にひつようなもの
こうつうひ じょせい てつづきこうつうひ じょせい てつづき

● 手続には、療育手帳がひつようです。
● すでに福祉乗車証を利用している方は、現在お使いの福祉乗車証がひつようです。
● 「サピカへのチャージ」を選ぶ方は、自分の福祉割引サピカがひつようです。
● 「福祉自動車燃料助成券」を選ぶ方は、車検証（写しでもよい）がひつようです。
● 本人のかわりに代理人が手続をする場合には、その方のお名前の確認ができるものがひつよう
です。

くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。
す く ほけん ふくしか びょうし いちらん
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りょうきん ふくし わりびき せいど

●タクシー料金の福祉割引制度 A ○ ○ ○B B-
の

みまんえんりょうきんわりびきご たんい さき

とき りょういく てちょう み りよう りょうきん わりびき

りよう りょうきん

タクシーの利用料金について

タクシーに乗る時、療育手帳を見せると、利用料金が1割引になり
ます。割引後の料金の、10円未満の単位は切り下げになります。

さっぽろ きょうかい ぎょうむか

くわしくは、札幌ハイヤー協会業務課まで
みなみ じょう ちょうめちゅうおうく にし -561 1171中央区南8条西15丁目

つうしょ じょせいこうつうひ

●通所交通費助成 A △ ○ ○B B-
しせつていきてき つうしょ かた こうつうひ いちぶ じょせい

定期的に施設に通所する方へ、交通費の一部を助成します。

がいしゃ てちょう しゅべつ てちょう ばんごう か ばあい

タクシー会社によっては、手帳種別・手帳番号などを書きうつさせてもらう場合があります。

しせつ つう つき じょせい

にち じょせいがく にち うんちん こうつう じぎょうしゃ わりびきご りょうきん

じょせいりつ きんがく

● 施設を通じて、月ごとに助成します。
●１日あたりの助成額は、１日にかかる運賃（交通事業者による割引後の料金）に
助成率をかけた金額です。

せいかつ

しゅうろう

ちいき かつどう しえん そうだん しえん へいせつ ちいき きょうどう さぎょうしょがたがたしえんしゅうろうしゃ

けいぞく しえん がたえー がたびー

かいご じりつ くんれん きのう くんれん せいかつ くんれん

しゅうろう いこう しえん
● 生活介護  ● 自立訓練（機能訓練、生活訓練）
● 就労移行支援  ● 就労継続支援（A型、B型）
● 地域活動支援センター（就労者支援型・相談支援併設型をのぞく）  ● 地域共同作業所

じょせい たいしょう しせつ しゅるい ばしょ さっぽろ しがい しせつ たいしょう

助成の対象となる施設の種類（※場所が札幌市外の施設も対象となります）

ちかてつ ろめん でんしゃ

じぇいあーるてつどう

ちゅうおうほっかいどう

ゆうてつ
● 地下鉄 ● 路面電車 ● ジェイ・アール北海道バス ● 中央バス ● じょうてつバス
● 夕鉄バス ● ばんけいバス ● JR鉄道

じょせい たいしょう こうつう きかん

助成の対象となる交通機関

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
さっぽろ す じゅうみんとうろく

じぇいあーるてつどう りよう つうしょ

つうしょ

せいかつ ほごほう いそうひ う かた りよう

りようかたさっぽろ しがい しせつ

こうつうひ じょせい ふくし

えら

かたかたくぶん えー じょうしゃしょう

しない かた

＊札幌市内に住んでいて、住民登録をしている方
※区分が「A」の方については、JR鉄道を利用して通所する方か、交通費の助成で「福祉乗車証」
を選んでいて札幌市外にある施設に通所する方のみ利用できます。
※生活保護法により、移送費を受けることができる方は利用できません。

しやくしょ しょう ふくしかかい

くわしくは、市役所3階の障がい福祉課まで
きた じょう ちょうめちゅうおうく にし -211 2936中央区北1条西2丁目 でんわ

でんわ

● 利用する交通機関に、ＪＲ鉄道が含まれない場合 ⇒ 25パーセント
　（ただし、月の通所日数が20日を超える場合、20日を超えた分については、50パーセント）
● 利用する交通機関に、ＪＲ鉄道が含まれる場合 ⇒ 50パーセント

つき ぶんここ にちにちにっすうつうしょ ばあい

りよう こうつう きかん じぇいあーるてつどう ふく ばあい

りよう こうつう きかん じぇいあーるてつどう ふく ばあい

助成される交通費の
内容について

じょせい

ないよう

こうつうひ

じょせいりつ

助成率について
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いりょうひ ちりょうは そうだんけんこうしえん

医療費の支援や歯の治療・健康相談について

くす ほけん ねんきんか びょうし いちらん

くわしくは、お住まいの区の保険年金課まで（うら表紙に一覧があります）。

くぶん えー かた

じこ

てちょう も す く ほけん ねんきんか そうだん

ふたん わりあい わり しょとく おお かた わり ふたん

りょういく

しんせい さい かにゅう けんこう ほけん せいど びょういん

区分「A」の方のみ、申請することで、65歳から加入することができる健康保険制度です。病院に
かかるときの自己負担の割合は1割です（所得の多い方は3割の負担になります）。
まずは、療育手帳を持って、お住まいの区の保険年金課で相談してください。

●後期高齢者医療制度 A ○ ×B B- × ※65歳以上
こうき いりょう せいどこうれいしゃ さい いじょう

A ○ ×B B- ×
じゅうど しょう じゅうど しんしん しょう しゃ いりょうひ

す く ほけん ふくしか こうふ てつづ

じゅきゅうしゃ

しょう

かた いりょうひ じょせい りよう

重度の障がいのある方の医療費を助成します。利用するには、「重度心身障がい者医療費受給者
証」がひつようとなりますので、お住まいの区の保健福祉課で、交付の手続きをしてください。

●重度心身障がい者医療費助成
じゅうど しんしん しょう いりょうひしゃ じょせい

A ○ ○B B- ○
せいしん しっかん いりょうひかた じょせいいちぶ

じゅきゅうしゃしょういりょうしえんじりつりよう

てつづこうふふくしかほけんく

しんだんしょ ようい

す

つういん せいしん いりょう けいぞく

精神疾患があり、通院による精神医療を継続するひつようがある方の医療費の一部を助成し
ます。利用するには、「自立支援医療受給者証」がひつようとなりますので、診断書などを用意し、
お住まいの区の保健福祉課で交付の手続きをしてください。

●自立支援医療費
じりつ しえん いりょうひ

くす ほけん ふくしか びょうし いちらん

くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

医療（いりょう）
このページから

みなみ じょう ちょうめちゅうおうく にし -512 9497中央区南7条西10丁目 でんわ

さっぽろ かいいししか かた

しょう はかた ちりょう しない しか いいん じょうほう おし

は ちりょういりょうこうくう しんりょうぶしかしゃしょう しょう

札幌歯科医師会 口腔医療センター障がい者歯科診療部では、障がいのある方の歯の治療をおこ
なっています。また、障がいのある方の歯の治療ができる市内の歯科医院の情報を教えてくれます。

●障がい者歯科診療
しょう しか しんりょうしゃ

A ○ ○B B- ○

じぜん よやく

※かならず事前に予約をしてください

しか しかしょう しゃいし かい こうくう いりょう しんりょうぶ

くわしくは、札幌歯科医師会 口腔医療センター障がい者歯科診療部まで（日曜日・祝日は休み）。
ようび やすにち しゅくじつさっぽろ

しょう

えいようし しか えいせいし

そうだん う

ちょくせつ けんこうい

りがく りょうほう

しょう

し

かた いえ

いえ りょうよう かた

ほけんし かんり
障がいなどのため、家で療養している方のため
に、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士
などが、障がいのある方の家に直接行って、健康
をたもつための相談などを受けます。

ほうもん しどう

●訪問指導 A △ △B B- △

くす ほけん ふくしか びょうし いちらん

くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

う そうだん ないよう しゅるい

《 受けられる相談内容の種類 》
せいかつしゅうかん よぼうびょう かいご よぼう ほけん しどう

かてい りょうようほうほう

ほうほうかいご ほけん ふくし

● 生活習慣病予防・介護予防にかんする保健指導
● 家庭における療養方法
● 介護方法 ● 保健福祉サービス
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しごと しえん

仕事をするための支援

たかのうりょく くんれん しえん

こよう けいやく しごと せいさん かつどう きかい ていきょう しごと ちしき

雇用契約はむすばないで、仕事や生産活動などの機会を提供したり、仕事にひつような知識や
能力を高めるための訓練や支援をします。

●就労継続支援（B型） A △ △B B- △しゅうろう けいぞく しえん がたびー

くんれんたか しえん

こよう けいやく しごと せいさん かつどう きかい ていきょう しごと ちしき のうりょく

雇用契約をむすんで、仕事や生産活動などの機会を提供したり、仕事にひつような知識や能力を
高めるための訓練や支援をします。

●就労継続支援（A型） A △ △B B- △しゅうろう けいぞく しえん がたえー

しごと しえんあと

仕事をはじめた後の支援

おこなけいぞくてきしごとかた たい しえんじょげんそうだんせいかつめん

せいかつ かいご くんれんじりつ しゅうろう いこう しえん しゅうろう しえんけいぞく えーがた びーがた りよう あと しごと

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）の利用をした後に、仕事をはじめ
た方に対し、仕事を継続的に行えるよう、生活面の相談、助言などの支援をします。

●就労定着支援 A △ △B B- △しゅうろう ていちゃく しえん

※原則65歳未満
さい みまんげんそく

仕事（しごと）
このページから

てつづ みしえん さいしゅうてき いっぱんきぎょう こよう いこう めざ

これらの支援は、最終的に一般企業などの雇用への移行を目指すものです。ひつような手続きは、7ページを見てください。

てつづ み

ひつような手続きは、7ページを見てください。

あ しごと しえん しごと あと そうだん しえん

せいさん かつどう しょくば たいけん きかい ていきょう しごと ちしき のうりょく たか くんれん ほんにん

生産活動、職場体験などの機会を提供したり、仕事にひつような知識や能力を高める訓練など、本人
に合った仕事ができるように支援をします。仕事をはじめた後にも、ひつような相談や支援をします。

●就労移行支援
しゅうろう いこう しえん

A △ △B B- △ ※原則65歳未満
さい みまんげんそく

しごと そうだん じょうほう ていきょう

仕事にかんするなやみや相談、情報提供について

しゅうしょく しょくば しごと そうだん しえん

就職がむずかしい、職場になじめないなど、仕事にかかわるさまざまな相談や支援をします。

●障がい者就業・生活相談支援事業 A ○ ○B B- ○
しょう しゅうぎょう せいかつ そうだん しえん じぎょうしゃ

そうだんしつしゅうぎょう せいかつ きたく きたく きた じょうにし ちょうめ ふじい きた じょうわん ごうしつたんとうひがしく

【就業・生活相談室からびな】（北区・東区を担当） 北区北17条西４丁目2-28 藤井ビル北17条Ⅰ 301号室 -768 7880でんわ

しゅうぎょう せいかつ そうだんしつ しろいしく とよひらく たんとうきよたくあつべつく

しろいしく とよひらく たんとうきよたくあつべつく

ちょうめじょうとよひらとよひらく

【就業・生活相談室テラス】（白石区・豊平区・厚別区・清田区を担当） 豊平区豊平８条11丁目2-18 -598 9394でんわ

しょうさっぽろ しゃしゅうぎょう せいかつ しえん ごうまるますちょうめじょうにしきたきたく
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

【札幌障がい者就業・生活支援センターたすく】 北区北７条西１丁目1-18 丸増ビル301号 -728 2000でんわ

しゅうぎょうせいかつおうえん みなみくにしくちゅうおうく ちょうめ ごうていねく たんとう じょうにしちゅうおうくきた

【就業・生活応援プラザとねっと】（中央区・西区・南区・手稲区を担当） 中央区北１条西20丁目1-1 ラントレボー601号 -640 2777でんわ

かく まどぐち でんわ といあわ

くわしくは、各窓口に電話でお問合せください

【就業・生活相談室しんさっぽろ】（白石区・豊平区・厚別区・清田区を担当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -887 7075でんわ

しゅうぎょう せいかつ そうだんしつ

あつべつく あつべつちゅうおう じょう ちょうめ ごうしつしんさっぽろ

厚別区厚別中央３条３丁目3-33 システムコート新札幌106号室
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しゅうしょく しえんくんれん

就職のためのさまざまな訓練や支援

りよう むりょう りょういく

ほっかいどう しょうがいしゃ

てちょう かた りよう そうだん よやくせい じぜん れんらく

しょくぎょう

さっぽろじょう ちょうめきたく きた にし かい -747 8231北区北24条西5丁目札幌サンプラザ5階

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こうきょうしょくぎょう あんていじょさっぽろ きた ひがしひがしく ちょうめじょうきた

【札幌北公共職業安定所】 東区北16条東4丁目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -743 8609
だいひょう

（代表）でんわ

ほっかいどう しょうがいしゃしょくぎょうのうりょく かいはつこう すながわし やけやま
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【北海道障害者職業能力開発校】 砂川市焼山60 --52 27740120でんわ

さっぽろ ひがしこうきょうしょくぎょうあんていじょ とよひらく ちょうめつきさむひがし じょう

【札幌東公共職業安定所】 豊平区月寒東1条3丁目 -853 0101
だいひょう

（代表）でんわ

【札幌公共職業安定所】 中央区南10条西14丁目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -562 0101
だいひょう

（代表）でんわ
さっぽろ こうきょうしょくぎょう あんていじょ ちゅうおうく ちょうめじょうにしみなみ

ちか こうきょうかく しょくぎょう あんていじょ

くわしくは、お近くの各公共職業安定所まで

しえん

●ハローワークにおける支援 A △ △B B- △

しょう かた しょくぎょうそうだん しょくぎょうしょうかいかた しゅうしょくかつどう

障がいのある方で、就職活動をおこなう方に、よりていねいな職業相談と職業紹介を
おこなっています。

しょくぎょう そうだん

しょくぎょうしょうかい
職業相談・
職業紹介

しゅうしょく くんれん

ほっかいどうしょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう

ぎじゅつ しゅうとく もくてき

就職しやすいように、ひつような技術の修得を目的として訓練をします。
おもに「北海道障害者職業能力開発校」でおこなっています。

こうきょう しょくぎょう くんれん

公共職業訓練

ひょうか

しゅうしょく しょくば

しえん けいかく けいかく つくしょくぎょう

なが はたら しえん ひとりほうほうないよう

しゅうしょく きぼう き うえ しょう じょうきょう てきせいのうりょくしょくぎょう

就職の希望などを聞いた上で、障がい状況をふまえて職業能力や適性などを評価
し、就職して職場で長く働けるように、支援内容・方法について一人ひとりにあわ
せた支援計画（職業リハビリテーション計画）を作ります。

けいさぎょう

りれきしょ

かつどう しょくば かん ちしき まなしゅうしょく

か かた めんせつ う かた こうざ

じぶん あ いっしょしえんしゃかたしごと はたら かんが

たいけんじむ さぎょう しゅうしょく たいりょくめざ しゅうちゅうりょく

せいかく たか
軽作業やかんたんな事務作業などを体験し、就職を目指すための体力や集中力、
正確さなどを高めます。また、自分に合った仕事や働き方を支援者と一緒に考えます。

職場でのマナーやコミュニケーション、履歴書の書き方や面接の受け方などの講座
で、就職活動や職業に関する知識を学びます。

ない さぎょう しえん

① センター内での作業支援 

しょくば

しょくぎょう じゅんび こうしゅう

②職業準備講習カリキュラム

しゅうしょく しょくば なが はたら

いしょくば しえんしょう かた きぎょう
就職するときや、職場でむずかしいことがあるときに、長く働くことができるよう
に、ジョブコーチが職場に行き、障がいのある方と企業に支援をします。

しえん じぎょう
ジョブコーチ
支援事業

しょくぎょう あんていじょ れんけい

りよう きぼう ばあい しょくぎょう そうだん しょくぎょう ひょうか

きぎょう しゅうしょく む そうだん しえんこうきょう

でんわ

公共職業安定所などと連携しながら、企業での就職に向けた相談や支援をおこなっています。
　 、　 の利用を希望する場合もまずは　 職業相談・職業評価をおこないます。2

しょくぎょう じゅんび しえん

職業準備支援2

3

3

1

しょくぎょう そうだん

しょくぎょう ひょうか
職業相談・
職業評価 

1

利用は無料（療育手帳のない方も利用できます）。相談は予約制なので、事前に連絡してください。
くわしくは、北海道障害者職業センターまで。
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石けんと流水で手を洗う、またはアルコール手指消毒剤を使って手や指の消毒をおこない、手を
きれいにしましょう。

てゆび しょうどくざい て ゆび しょうどく てつかせっ りゅうすい あらて

災害の備え
さいがい そな

1
ひごろ そな

日頃の備え

2
さいがい お

災害が起きたら

1
かんせんしょう よぼう

感染症の予防

感染症の備え
かんせんしょう そな

まいかいあらて

《 手洗いを毎回する 》

じたく かえ

はな

はん た た たまえ あと

そと さわ

つぎ て あら

《 次のタイミングで手を洗うようにしましょう 》
● 自宅に帰ってきたとき
● せきやくしゃみ、鼻をかんだとき
● ご飯を食べるとき（食べる前と食べた後）
● 外にあるものを触ったとき

じたく かぞく いっしょ こうどう

自宅にいるときは 家族と一緒に行動しましょう。

がっこう じぎょうしょ かいしゃ たんとう ひと いっしょ こうどう

学校や事業所や会社にいるときは 担当の人と一緒に行動しましょう。

つく
● ヘルプカードを
作りましょう。

● 気持ちが落ち着くものや手帳や薬を準備して
おきましょう。

き も お てちょう くすり じゅんびつ

● 避難する場所を
家族で決めて
おきましょう。

ばしょ

かぞく き

ひなん

● 札幌市の防災アプリ「そなえ」を利用しましょう。
ぼうさい りようさっぽろし

防災マップ

× android
はこちら

アンドロイド
iphone
はこちら

アイフォン
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しょうじょう

ばあい

ばあい て そで うわぎ うちがわ くち はな

くち はな

す

つか お ばこ

つ

● せきやくしゃみの症状があるときはマスクを着けましょう。
● マスクがない場合は、せきやくしゃみをするときはティッシュなどで
口と鼻をおさえましょう。使い終わったティッシュはすぐにゴミ箱
に捨てましょう。

● ティッシュなどがない場合は、手ではなく袖や上着の内側で口や鼻
をおさえましょう。

《 せきエチケット 》

かく かんけい きかん れんらくさき はあく

各関係機関への連絡先の把握
たいちょう いへん かん そな かんけい きかん れんらくさき はあく れんらく

体調に異変を感じたときなどに備えて関係機関の連絡先を把握しておき、すぐに連絡できる
ようにしておきましょう。

かぞく はな あ

家族との話し合い
たいちょう

しんさつ そな

いへん かん なに ふだん はな あ

● 体調に異変を感じたときなど何かあったときのために普段から話し合っておくようにしましょう
● 診察に備えてメモをしておきましょう

3
ひごろ そな

日頃の備え
えいせい ようひん かくほ

衛生用品の確保
しょうどくえき てぶくろ たいおんけい

マスク、消毒液、ゴム手袋、体温計などはそろえておくようにしましょう。

しょうどくえき

消毒液
てぶくろ

ゴム手袋
たいおんけい

体温計マスク

ゴホン！

2
いへん かん

異変を感じたとき

そうだん じゅしん めやす

相談・受診の目安
つよ こうねつ しょうじょう ばあい

はつねつ

そうだん

かる かぜ しょうじょう つづ ばあい しょうじょう にち いじょう つづ ばあい つよ しょうじょう おも ばあい

いきぐる

● 息苦しさや強いだるさ、高熱などの症状がある場合
● 発熱やせきなど軽い風邪の症状が続く場合（症状が４日以上続く場合、強い症状と思う場合には
すぐに相談してください）

つぎ

い

しょうじょう でんわ そうだん

次のような症状があったらすぐに電話などで相談するようにしましょう。いつからか、どこへ
行ったかなどをメモしておきましょう。



さっぽろ市
01-F04-21-824
R3-1-85環境に優しいインキを使用しています。

す く くやくしょ れんらくさき いちらん

お住まいの区の区役所 《連絡先一覧》

わ そうだん

分からないことがあったら、まずは、相談してみましょう！

す く

ちゅうおうくみなみ にしじょう ちょうめ

〒060-8612 中央区南3条西11丁目ちゅうおうく かた

中央区の方
-231 2400【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

【でんわ】

-231 2346【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

【ファックス】

-281 2900【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

【耳に障がいのある方専用ファックス】
みみ しょう かた せんよう

きたく きた にしじょう ちょうめ

〒001-8612 北区北24条西6丁目きたく かた

北区の方
-757 2400
-736 5378 -707 2900

ひがしく きた じょうひがし ちょうめ

〒065-8612 東区北11条東7丁目ひがしく かた

東区の方
-741 2400
-711 2900 -711 2900

しろいしく なんごうどおり ちょうめみなみ

〒003-8612 白石区南郷通1丁目南8-1しろいしく かた

白石区の方
-861 2400
-861 2608 -862 2900

あつべつく あつべつちゅうおう じょう ちょうめ

〒004-8612 厚別区厚別中央1条5丁目あつべつく かた

厚別区の方
-895 2400
-896 0930 -892 2900

とよひらく ひらぎし じょう ちょうめ

〒062-8612 豊平区平岸6条10丁目とよひらく かた

豊平区の方
-822 2400
-833 4096 -841 2900

きよたく ひらおか じょう ちょうめ

〒004-8613 清田区平岡1条1丁目きよたく かた

清田区の方
-889 2400
-889 2703 -889 2404

みなみく まこまない さいわいまち ちょうめ

〒005-8612 南区真駒内幸町2丁目みなみく かた

南区の方
-582 2400
-584 9008 -584 2900

にしく ことに じょう ちょうめ

〒063-8612 西区琴似2条7丁目にしく かた

西区の方
-641 2400
-641 0372 -631 2900

ていねく まえだ じょう ちょうめ

〒006-8612 手稲区前田1条11丁目ていねく かた

手稲区の方
-681 2400
-694 0530 -681 2900

お住まいの区に
しるしをつけて
おきましょう。

福祉ガイドの
〇〇について
ききたいの
ですが…

ふくし

❶あなたがお住まいの区の
区役所に連絡し、相談
内容をつたえましょう。

す く

くやくしょ れんらく そうだん

ないよう

どんなことで
 お困りですか？

こま

保健福祉課
ほけんふくしか

たんとう か ひと

❷担当の課の人につながり、
あなたの相談にこたえて
くれます。

そうだん

てつづ

おう らいしょ

❸ひつように応じて、来所してもらい
直接相談にのったり、ひつような
手続きをします。

ちょくせつ そうだん

保健福祉課
ほけんふくしか



じぎょうしょ

通っている事業所 でんわ
かよ

をお持ちの方のための
りょういく てちょう も かた

療育手帳

し
ふく し

福祉ガイド わ た し
て び

手引きの

生活（せいかつ）

暮らす・住む
く す

9
11～13

22

ページ

ページ

ページ

●家事や身の回りを手伝ってほしい
●住むところをさがす
●けいたいでんわの割引

かじ み まわ てつだ

福祉（ふくし）

福祉（ふくし）

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　

す

わりびき

わたし なまえ でんわ

なまえ でんわこうけんにん

保護者・後見人
ほごしゃ

でんわく

住んでいる区
す

医療（いりょう）

医療（いりょう）

医療（いりょう）

病院
びょういん

34
34
34

ページ

ページ

ページ

●病院にかかるときの医療費の支援
●歯の治療について
●健康をたもつための相談

びょういん いりょうひ しえん
・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

は ちりょう

けんこう そうだん

相談する
そうだん

1～2
7～8
7～8
17
3～6

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

●療育手帳のこと
●受給者証のこと
●利用計画相談のこと
●年金のこと
●その他の相談

りょういく てちょう

福祉（ふくし）

福祉（ふくし）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　

じゅきゅうしゃしょう

生活（せいかつ）

相談（そうだん）

りよう

ねんきん

た そうだん

けいかく そうだん？

出かける
で

10
19
19

29～33

ページ

ページ

ページ

ページ

●出かけるときに手伝ってほしい
●体育館や映画館などの割引
●スポーツ大会に参加する
●交通料金の割引

で てつだ

福祉（ふくし）・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　

わりびきたいいくかん えいがかん

交通（こうつう）

生活（せいかつ）

生活（せいかつ）
たいかい さんか

こうつう りょうきん わりびき

通う・働く
かよ はたら

10～11、13
35
35
36

ページ

ページ

ページ

ページ

●訓練をうける
●日中まいにち通う
●働いていてなやみがあるとき
●働くところをさがす

くんれん

仕事（しごと）

仕事（しごと）

福祉（ふくし）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　 　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かよにっちゅう

仕事（しごと）

はたら

はたら

2021 れんらくさき

大切な連絡先
たいせつ

く

区
くやくしょ

区役所

6ページ●くわしくは、福祉ガイドをご覧ください
ふくし らん

相談（そうだん）・・・・・・・・・・・

メール soudan@sapporo-shakyo.or.jp

さっぽろし しょう しゃ そうだん むりょう

札幌市障がい者あんしん相談（無料）こまったときは

-633 3887ファックス-633 1313でんわ

【受付時間】9時～17時 
うけつけ じかん じ じ

※留守番でんわ・ファックス・メールは24時間受付
るすばん じかん うけつけ

● 石けんと流水で手を洗う、またはアルコール手指消毒剤を使って手や指の消毒をおこない、手をきれいにし
ましょう。

● 体調に異変を感じたときには、診察に備えて症状や時間経過をメモしたり、病院や保健センターなどにすぐ
に連絡できるようにしておきましょう。

感染症の備え
かんせんしょう そな

災害の備え
さいがい そな

つく

き も お つ てちょう くすり じゅんび

ひなん ばしょ かぞく き

さっぽろし ぼうさい りよう

● ヘルプカードを作りましょう。
● 気持ちが落ち着くものや手帳や薬を準備しておきましょう。
● 避難する場所を家族で決めておきましょう。
● 札幌市の防災アプリ「そなえ」を利用しましょう。

せっ りゅうすい

たいちょう いへん かん そなしんさつ しょうじょう

れんらく

じかん けいか ほけんびょういん

て あら てゆび つか て ゆび しょうどく てしょうどくざい


