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身体障害者（児）の方　⇨障害者福祉課身体障害者相談係　☎5662-0052�
知的障害者（児）の方　⇨障害者福祉課愛の手帳相談係　☎5662-0053�
精神障害者（児）の方　⇨保健予防課精神保健係　☎5661-2465�
障害児入所支援について⇨児童相談所「はあとポート」　☎5678-1810
■障害者総合支援法に基づく障害者（児）のサービス
介護の支援を受けるための「介護給付」と、訓練などの支援を受ける「訓練等給付」に分かれ、それぞれの利
用には支給申請が必要です。
※�障害児（18歳未満の方）のサービスについて詳しくは、各担当係にご相談ください。
※�介護保険制度の対象となる方は、原則として介護保険サービスが優先します。
対象サービスは次のとおりです

介
　
護
　
給
　
付

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護および家事援助などを行います

重度訪問介護 重度の肢体不自由または知的障害・精神障害があり、常時介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、
食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、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 介護の必要性が非常に高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います

同行援護 視覚障害により移動が困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護
などを行います

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設での、入浴、排せつ、食事の介護などを
行います

療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護および日常生活の世話を行
います

生活介護 日常生活全般に介護を必要とする方に、日中、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活
動または生産活動の機会を提供します

障害者支援施設での夜間
ケア等（施設入所支援） 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います

訓 

練 

等 

給 

付

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要
な訓練を行います

就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓
練を行います

就労継続支援（Ａ型＝雇
用型、Ｂ型＝非雇用型）

一般企業などへの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な
訓練を行います

就労定着支援 一般就労に移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自
宅などへの訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言などを行います

自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行
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
通
所
支
援

児童発達支援 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を行います
医療型児童発達支援 治療を提供しながら、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を行います
居宅訪問型児童発達支援 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、知識技能の付与などの支援を行います
放課後等デイサービス 放課後または休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練を行います

保育所等訪問支援 障害児施設で指導経験のある保育士などが、保育所などを訪問し、障害児が集団生活に適応するための支
援を行います

障
害
児

入
所
支
援

福祉型障害児入所支援 自立（地域生活への移行）のための支援、専門機能の強化（障害の特性に応じて対応）を行います

医療型障害児入所支援 治療を提供しながら、自立（地域生活への移行）のための支援、専門機能の強化（障害の特性に応じて対
応）を行います

障害福祉サービス

障害のある方
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■�児童福祉法に基づく障害児（18歳未満の方）のサー
ビス
　「障害児通所支援」と「障害児入所支援」があり、「障
害児通所支援」は障害者福祉課の各担当窓口、「障害児
入所支援」は児童相談所「はあとポート」への申請が
必要です。
※�対象は、身体または知的障害、精神に障害のある児
童（発達障害児を含む）です。
※�身体障害者手帳などの有無は問わず、児童相談所、
医師などにより療育の必要性が認められた児童も対
象となります。
■相談支援事業
障害のある方の身近な地域にある相談支援事業所が、
障害のある方や、その家族の生活や支援に関する相談
に応じるとともに、次の事業を実施しています。
①�障害福祉サービス等の利用計画の作成（計画相談
支援・障害児相談支援）
②�地域生活への移行に向けた支援（地域移行支援・
地域定着支援）

手帳に関することやサービスの内容などについて相
談を行っています。
■身体障害者手帳
障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
上肢・下肢・体幹・眼・耳・言語・心臓・腎臓・呼
吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能に障害のある方が、いろい
ろなサービスを受けるために必要となるのが身体障害
者手帳です。
■愛の手帳
障害者福祉課愛の手帳相談係
☎5662-0053　 3656-5874
知的障害のある方が、いろいろなサービスを受ける
ために必要となるのが愛の手帳です。
■精神障害者保健福祉手帳
保健予防課精神保健係
☎5661-2465　 3654-2401
精神障害のある方が、いろいろなサービスを受ける
ためには精神障害者保健福祉手帳などが必要です。詳
しくは、お問い合わせください。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
次のいずれかに該当し、介護を必要とする20歳未
満の児童を養育している父母または養育者に次の手当

サービスを受けるために

�障害のある児童を育てている方に
特別児童扶養手当など

を支給します。
■特別児童扶養手当
①身体障害者手帳１～３級程度の方、②愛の手帳１
～３度程度の方、③てんかん・精神障害・心臓病など
の内部障害などで常時介護を必要とする方
〔手当額〕　�障害の程度により児童１人につき月額５万

2500円または３万4970円（改定あり）
※�所得制限があります。また、児童が重度の障害を支
給理由とする公的年金を受けていないこと、施設に
入所していないことが要件です。

■児童育成手当（障害手当）
①身体障害者手帳１・２級程度の方、②愛の手帳１
～３度程度の方、③脳性まひ・進行性筋萎縮症の方
〔手当額〕　児童１人につき月額１万5000円
※�所得制限があります。また、施設に入所していない
ことが要件です。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
■心身障害者福祉手当
①身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～４度、
脳性まひ、進行性筋萎縮症の方、②身体障害者手帳
３・４級の方、③国指定の難病医療券を申請した方
〔手当額〕　�①月額１万5000円　②月額5000円　�

③月額１万2000円
※�所得・併給制限があります。また、施設に入所して
いないこと、65歳未満であることなどの要件があ
ります。

■重度心身障害者手当
次のいずれかに該当し、常時複雑な介護を必要とす
る方が対象です。①重度の知的障害者で、介護者が常
に目を離せず特別な配慮が必要な方、②重度の知的障
害と重度の身体障害の重複している方、③重度の肢体
不自由で、両上肢・両下肢の機能が失われ、座ってい
ることが困難な程度以上の障害のある方
〔手当額〕　月額６万円
※�所得制限があります。また、施設に入所していない
こと、３カ月以上入院していないこと、65歳未満
であることが要件です。

■特別障害者手当
20歳以上で、重度の障害があるため、日常生活に

常時特別な介護を必要とする方（概
おおむ

ね身体障害者手帳
１・２級程度および愛の手帳１・２度程度の障害が重
複している方または、これらと同程度の疾病、精神障
害のある方）が対象です。
〔手当額〕　月額２万7350円（改定あり）
※�所得制限があります。また、施設に入所していない

�障害のある方に
心身障害者福祉手当など
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こと・３カ月以上入院していないことが要件です。
■障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活に
常時介護を必要とする方（概

おおむ

ね身体障害者手帳１・２
級程度、愛の手帳１・２度程度、または、これらと同
程度の疾病、精神障害のある方）が対象です。
〔手当額〕　月額１万4880円（改定あり）
※�所得制限があります。また、障害を理由とする公的
年金を受けていないこと・施設などに入所していな
いことが要件です。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
保護者の方に万が一のことがあった場合、残された
障害のある方に生涯にわたって年金を支給する任意加
入の制度です。加入には、要件・審査があります。ま
た、加入者の年齢により掛け金が異なります。

身体障害者手帳１・２級(内部障害は３級まで)愛の手
帳１・２度の方
　⇨障害者福祉課自立援助係
� ☎5662-0062　 3656-5874
精神障害者保健福祉手帳１級の方
　⇨保健予防課精神保健係
� ☎5661-2465　 3654-2401
病気などで保険診療を受けたときに支払う医療費の
自己負担分を一部助成します。
※年齢制限・所得制限などがあります。

保健予防課精神保健係　☎5661-2465
各健康サポートセンター（➡P55）
精神疾患の治療のために通院している方を対象に、
治療費の負担を軽減します。

身体障害者の方⇨障害者福祉課身体障害者相談係
　　　　　　　　☎5662-0052
知的障害者の方⇨障害者福祉課愛の手帳相談係
　　　　　　　　☎5662-0053
精神障害者の方⇨保健予防課精神保健係
　　　　　　　　☎5661-2465
障害のある方が円滑に外出できるよう、支援します。

�障害者の保護者の万一に備えて
心身障害者扶養共済

�障害者の医療には
医療費の助成

�精神疾患の治療を受けている方へ
自立支援医療（精神通院）

�日中での活動の場を必要とする障害のある方に
移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援

また、創作的活動や生産活動などの活動の場の提供、
入浴サービス、見守りなどの支援も行います。

障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
重度の障害のため家庭での入浴が困難な方に、巡回
入浴車を派遣しています（週１・２回実施）。
※�介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービス
が優先します。

※１割の利用者負担があります。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
■寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング
重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉
手当を受給している寝たきりまたは同程度の状態の方
を対象に、寝具の乾燥消毒（月１回）・水洗いクリー
ニング（年２回）を実施しています。
※１割の利用者負担があります。
■福祉理美容サービス
重度心身障害者手当・特別障害者手当を受給してい
る方を対象に、理美容師の出張サービスが受けられる
福祉理美容券を交付しています。
※１割の利用者負担があります。
■紙おむつ・防水シーツの支給
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの３歳以上
60歳未満で、紙おむつを必要とする方に支給します。
※１割の利用者負担があります。
■おむつ使用料の助成
紙おむつ支給対象の方が入院をして、病院で区の支
給する紙おむつが使用できない場合に助成します。
〔助成額〕　使用料の９割・月額8100円限度
■重症心身障害児（者）等在宅レスパイト
障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
家族等による医療的ケアを受けている重症心身障害
児者や障害児の居宅に看護師等を派遣し、家族等に代
わって一定時間の医療的ケア等を行います。

障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
重度の障害のある方に、入浴補助具・特殊寝台・特
殊マット・便器・ファクシミリ・拡大読書器・携帯用
信号装置などの生活用具や、浴室・トイレなどの改善
費を一定金額の範囲で給付します。

巡回入浴サービス

各種在宅サービス

�重度の障害者（児）に
日常生活用具・設備改善費の給付
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※�介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービス
が優先します。
※１割の利用者負担があります。
※課税額が一定以上の場合は給付対象となりません。
※希望する方は、事前にご相談ください。

■住まいの改造助成
障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
介助を要する障害のある方が車いすなどで生活しや
すいように、住まいの浴室・トイレ・居室などを改造
する場合、200万円を限度とし、所得に応じて費用
の8～10割を助成します。工事着工前にご相談くだ
さい（設備改善費が優先します）。
※�介護保険制度の対象となる方は、介護保険の住宅改
修費が優先します。
■民間賃貸住宅家賃等助成
障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
身体障害者手帳１～４級または愛の手帳をお持ちの
方がいる世帯で、住宅の取り壊しなどにより家主から
転居を求められた場合に、今までの家賃と新しい家賃
の差額を助成します。なお、転居先の住宅の契約後の
申請は助成の対象となりません。希望する方は事前に
ご相談ください（所得制限があります）。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
■福祉タクシー券
次のいずれかに該当し、タクシーを利用しなければ
移動の困難な方が、区と契約しているタクシーに乗車
するときに利用できるタクシー券を助成します。①身
体障害者手帳１～３級の下肢または体幹・移動機能障
害の方、②身体障害者手帳１･２級の視覚障害の方、
③身体障害者手帳１級の内部障害の方、④身体障害者
手帳３級の呼吸器障害の方で外出時に携帯酸素を利用
している方、⑤愛の手帳１･２度の方
※入院・入所中の場合は対象になりません。
■自動車燃料費の助成
次のいずれかに該当し、日常生活のために自動車を
使用している場合に燃料費の一部を助成します。
①�本人が運転する場合⇨身体障害者手帳１・２級の上
肢障害の方
②�介護者が運転する場合⇨身体障害者手帳１・２級の
視覚障害の方、愛の手帳１・２度の方
③�本人または介護者が運転する場合⇨身体障害者手帳

�障害者の住宅対策は
住まいの改造助成・民間賃貸住宅家賃等助成

福祉タクシー券・自動車燃料費の助成（どちらかの選択制）

１～３級の下肢または体幹・移動機能障害の方、１
級の内部障害の方、呼吸器障害３級の方で外出時に
携帯酸素を利用している方

※入院・入所中の場合は対象になりません。
※車両所有者と運転者に要件があります。

健全育成課育成活動支援係
☎5662-0357　 5607-5151
特別支援学級や特別支援学校を卒業した方が、社会
生活を送る上で必要な知識や技術の習得を図りながら、
仲間との交流を深めています。

障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
障害の軽減や進行を防ぐ治療を行う場合に、指定医
療機関での医療費の一部を給付します。身体障害者手
帳をお持ちの18歳以上の方が対象です。
※課税額が一定以上の場合は支給対象となりません。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
■民間緊急通報システム「マモルくん」
65歳未満で身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの

方に、希望により警備会社と区が連携し、緊急通報シ
ステムおよび火災感知器・リズムセンサーを設置しま
す。利用料金は自己負担となりますが、一定の要件を
満たす場合は減額の制度があります。

社会福祉協議会　☎5662-5557　 3654-2940
車いすを使用している方が、介添えの方と共に外出
できる自動車です。軽自動車（車いす１台と２人乗車
可）が１台あります。利用料金は無料で、燃料費は自
己負担です。

障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
義足・車いす・補聴器などを必要とする方に購入費
と修理費を支給します。
※�介護保険、労働災害など他の制度を利用できる方は、
他の制度を優先します。
※指定医の意見書や判定が必要なものがあります。
※原則１割の利用者負担があります。
※課税額が一定以上の場合は支給対象となりません。
※希望する方は、事前にご相談ください。

知的障害のある青年に
フレンドリースクール

身体障害者に自立支援医療（更生医療）を

身体障害者の緊急時に備えて

車いす移送自動車の貸し出し

補装具が必要な方に
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障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児
を対象に、補聴器の購入費用の一部を助成します。
※希望する方は、事前にご相談ください。

障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
けがや疾病などにより一時的に歩行困難な状態にあ
る方が、通院・通学・各種行事への参加・旅行・散歩
などで必要なとき、３カ月を限度に貸し出しします。
社会福祉協議会　☎5662-5557
区内在住の方が一時的に歩行困難な状態にある場合
や、高齢の家族が江戸川区を訪れるときなどに、１カ
月を限度に貸し出しします。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
身体障害者手帳１・２級（上肢・下肢・体幹機能）
の方が就労などのために自ら運転する自動車を取得し
改造（操向装置や駆動装置）を要するときは改造費の
一部を助成します。改造後の申請はできません。希望
する方は、事前にご相談ください（所得制限がありま
す）。

障害者福祉課自立援助係
☎5662-0062　 3656-5874
身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちで、区内に引き
続き３カ月以上居住している方に、運転免許を取得す
るための費用の一部を助成します。教習所卒業後の申
請はできません。希望する方は、事前にご相談くださ
い。障害の程度・所得に制限があります。

人工肛門・人工ぼうこうの造設者にストーマの衛生
管理・装具の装着訓練などを講習会形式で行います。
　日本オストミー協会東京支部
〒160-0021　新宿区歌舞伎町2-45-5
　　　　　　　新宿永谷ビル603
☎・ 5272-3550（月�水�金10時～16時）

�難聴児に補聴器購入の助成
中等度難聴児発達支援事業

車いすの貸し出し

自動車改造費の助成

自動車運転教習費の助成

オストメイト社会適応訓練

障害者支援ハウス
中葛西2-11-8
☎5667-1333　 3688-1088
�桑川町・新川橋から徒歩４分

障害者福祉課身体障害者相談係
☎5662-0052　 3656-5874
障害者福祉課愛の手帳相談係
☎5662-0053　 3656-5874
障害者総合支援法の生活介護・短期入所・共同生活
援助や日中一時支援、地域活動支援センター事業のほ
か、相談窓口として自立生活支援センターの事業を
行っています。
■生活介護・地域活動支援センター
18歳以上の身体障害者または知的障害者で、障害

福祉サービスの生活介護または地域活動支援センター
の支給決定を受けた方が対象です。通所による日常生
活上の支援や創作的活動などを行い、入浴・送迎・給
食サービスがあります。
■短期入所・日中一時支援（日帰りショート）
介護者の事情で、一時的に入所や日帰りによる介護
が必要な在宅の身体障害者（児）または知的障害者（児）
の方で、障害福祉サービスの短期入所または地域生活
支援事業の日中一時支援の支給決定を受けた方が対象
です。
①緊急一時保護⇨介護する方が、疾病・出産・冠婚葬
祭などにより、居宅での介護を受けることが困難な
方
②レスパイト⇨介護する方の休養のため、入所または
日帰りによる支援が必要な方
■グループホーム
地域における自立生活に向けて、日常生活を営む上
で必要な援護や指導を行う生活寮です。障害福祉サー
ビスの共同生活援助の支給決定を受けた方が対象です。
■障害者自立生活支援センター
福祉サービスの利用援助・介護相談・情報の提供な
どを総合的に行います。区内在住の身体障害者（児）・
知的障害者（児）やその家族などが対象です。
〔相談受付時間〕　９時～17時（年末年始を除く）

江戸川5-32-6　☎3680-1531
江戸川五丁目・新川口から徒歩５分
18歳以上の知的障害者を対象とした生活介護と就

労支援の通所複合施設です。生活介護事業では生活習
慣や社会生活能力の開発の支援を、就労継続支援Ｂ型
事業では箱折り・製品の検品・割りばし袋入れなどの

身体および知的障害者の複合支援施設
障害者支援ハウス

希望の家
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簡易な作業を行っています。生活介護事業の送迎にバ
スを運行しています。

■虹の家　西篠崎2-18-22　☎3676-3391
虹の家から徒歩１分、鹿骨三丁目から徒歩６分

■みんなの家　本一色3-38-3　☎5662-3411
天神橋から徒歩６分

■えがおの家　東葛西5-10-5　☎3680-3116
長島町交差点から徒歩２分

　　東西線葛西駅から徒歩５分
■さくらの家　小松川3-13-4　☎5836-2033

小松川三丁目から徒歩６分

■福祉作業所
西小岩3-25-15　☎3657-1971
コミュニティ会館入口から徒歩３分

■福祉作業所分室「ベリィソイズ」
北小岩2-14-17　☎3672-4905
共育プラザ小岩内（➡P53）
※�分室では、豆乳関連製品の自主生産・販売を行って
います。

■障害者就労支援センター
東小岩6-15-2　☎5622-6050
小岩警察・区民館から徒歩２分
JR小岩駅から徒歩10分

障害者の一般就労の機会拡大を目指すとともに、障
害者が安心して働き続けることができるよう、就労・
生活支援を一体的に行います。相談部門、訓練部門、
授産部門があります。

■にこにこ歯科診療所
江戸川5-14-4　☎5667-8020
口腔保健センター入口から徒歩３分

障害がある方や要介護高齢者で、地域の歯科医院で
治療を受けることが難しい方の歯科診療を行います。

広報課編集係　☎5662-0403　 3652-1109
「声のたより」（音声テープ・CD版（音楽CD形式））、
「声の広報」（CD版（デイジー形式））、「点字広報」を
発行しています。

生活介護事業を行う施設

就労継続支援Ｂ型事業を行う施設

障害者の就労支援

口
こう

腔
くう

保健センター

目の不自由な方のために情報を
声のたより・声の広報・点字広報

■あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成
ヘレン・ケラー学院（東京ヘレン・ケラー協会）
〒169-0072　新宿区大久保3-14-20
☎3200-0525　 3200-0608

■都内点字図書館
名　　　称 所　在　地 電話・FAX

日本点字図書館 〒169-8586　新宿
区高田馬場1-23-4

☎3209-0241
3204-5641

東京ヘレン・ケラー協
会点字図書館

〒169-0072　新宿
区大久保3-14-20

☎3200-0987
3200-0982

日本盲人会連合点字図
書館

〒169-8664　新宿
区西早稲田2-18-2

☎3200-6160
3200-7755

※�中央図書館（➡P124）でも視聴覚資料・点字本・録
音図書の貸し出し・返却を郵送（無料）で利用できます。

障害者福祉課庶務係
3656-5874　☎5662-0054

■手話通訳者・要約筆記者の派遣依頼
意思疎通を図ることに支障があるときなどに、手話
通訳者・要約筆記者を派遣します。下記団体へ直接依
頼してください。
※派遣に際して一部制約があります。
①手話通訳者
　江戸川ろう者協会江戸川聴覚障害支援センター
6661-3003　☎6661-3255

メールアドレス　int@edodeaf.com
②要約筆記者
　東京手話通訳等派遣センター
3354-6868　☎3352-3335

メールアドレス　youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp
■本庁舎における手話通訳者の配置
毎週火�金13時～16時
１階総合案内（事前予約不要）
■救急搬送時の手話通訳者派遣
救急車で医療機関に搬送されたときなどに、ご要望
により当該医療機関へ手話通訳者を派遣します。
※派遣に際して一部制約があります。

■発達相談・支援センター
平井4-1-29　　　JR平井駅から徒歩10分　小松川
区民館隣
①相談事業
18歳以上⇨発達障害相談センター� ☎5875-5401
18歳未満⇨発達相談室「なないろ」�☎5875-5101
[受付時間]�月～金８時30分～17時�

(　�　、年末年始を除く)

目の不自由な方のために

耳の不自由な方のために

発達障害に関する相談や療育は

祝休
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発達障害に関する相談を受け付けます。知的の遅れ
のない発達障害またはその疑いのある方とその家族お
よび支援者が対象です。
②療育事業
児童発達支援センター� ☎5875-5321
[受付時間]�月～金９時30分～16時30分�

(　�　、年末年始を除く)
心身の発達に心配や遅れのある就学前のお子さんを
対象に、個別療育や集団療育などの児童発達支援・障
害児相談支援・保育所等訪問支援を実施します。

身体障害者手帳・愛の手帳・戦傷病者手帳または精
神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、各種の税の軽
減制度があります。詳しくは、下記へお問い合わせく
ださい。
◆自動車税（種別割・環境性能割）・軽自動車税（環
境性能割）
　⇨東京都自動車税コールセンター　☎3525-4066
◆軽自動車税（種別割）
　⇨課税課諸税係　☎5662-1007
◆所得税・相続税・贈与税
　⇨江戸川北税務署　☎3683-4281
　⇨江戸川南税務署　☎5658-9311
◆特別区民税・都民税
　⇨課税課　☎5662-1008・1009
◆個人事業税⇨中央都税事務所　☎3553-2157

祝 休

税の軽減

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
⇨障害者福祉課自立援助係
　☎5662-0062　 3656-5874
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
⇨保健予防課精神保健係　☎5661-2465
①次の世帯は全額免除になります。
◆�身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福
祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が住民
税非課税世帯

②次の世帯は半額免除になりますが、世帯主が契約者
であることが必要です。
◆世帯主が身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者また
は聴覚障害者である場合
◆世帯主が身体障害者手帳１・２級または愛の手帳１・
２度の場合
◆世帯主が精神障害者保健福祉手帳１級の場合
※事前に、障害者福祉課、保健予防課で受信料減免の
証明を受ける必要があります。

身体障害者のこと⇨障害者福祉課身体障害者相談係
　　　　　　　　　☎5662-0052
知的障害者のこと⇨障害者福祉課愛の手帳相談係
　　　　　　　　　☎5662-0053
精神障害者のこと⇨保健予防課精神保健係
　　　　　　　　　☎5661-2465
※聴覚障害者の方による相談　 3656-5874
事実確認を行い、方針を決定し、支援・指導などを
行います。
※相談者の個人情報は守られます。

NHK受信料の減免

「障害者虐待かも」と感じたら
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ご存じですか？　障害に関するシンボルマーク
　大勢の方が利用する施設や障害のある方が運転する車などには、障害に関するさまざまなマークが表示
されています。私たち一人ひとりが互いを思いやることは、誰もが幸せに暮らせる地域社会の実現につな
がります。障害のある方への一層のご理解をお願いします。� 障害者福祉課計画係　☎5662-0044

※まちで見かける代表的なマークを紹介しています（実際のマークの色とは異なります）。

障害者のための国際シンボルマーク
　障害のある方が利用しやすい建築物
や施設であることを示します。

耳マーク
　聴覚に障害があることを示します。

盲人のための国際シンボルマーク
　視覚障害者の安全やバリアフリーに
考慮された建物・設備・機器であるこ
とを示します。

ほじょ犬
けん

マーク
　補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）
を受け入れる店の入り口などに貼る
マークです。

身体障害者標識（身体障害者マーク）
　肢体不自由の方が運転する車である
ことを示します。

オストメイト対応トイレマーク
　オストメイト（人工肛門・人工ぼう
こうを造設した方）のための設備があ
ることを示します。

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）
　聴覚障害の方が運転する車であるこ
とを示します。

ハート・プラスマーク
　内臓に障害があることを示します。

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク
　視覚障害の方が白杖を頭上に掲げて
いたら、進んで声を掛けて支援しよう
というマークです。

ヘルプマーク
　援助や配慮を必要としていることを
示します。

■「ヘルプカード」とは？
障害がある方などが困ったときに、周りの方に手
助けをお願いするためのものです。
このカードを提示されたら、記載してある内容に
沿って支援をお願いします。
■配布場所
障害者福祉課（区役所２階１番窓口）
保健予防課（江戸川保健所内）
各健康サポートセンター（➡P55）
各事務所（➡P25）
　障害者福祉課庶務係　☎5662-0054

ヘルプカードご存じですか？

江戸川区

このカードを見た方は
手助けをお願いします

氏　名

連絡先

フ リ ガ ナ

障害・病気等の内容

知ってほしいこと
（薬、 アレルギー、かかりつけ医など）

区キャラクター  えどちゃん

配慮してほしいことなど

「ヘルプカード」とは

手助けが必要なときに
カードをひらいて見てください！

障害のある方などが、困ったときに、周り

の方に助けをお願いするためのものです。

目が不自由です。

耳が不自由です。

コミュニケーションが苦手です。

移動のときに誘導してください。

手話か筆談などで伝えてください。

パニックになることがあります。

人工透析をしています。

発作があります。

足が不自由です。

手が不自由です。

江戸川区

このカードを見た方は
手助けをお願いします

氏　名

連絡先

フ リ ガ ナ

障害・病気等の内容

知ってほしいこと
（薬、 アレルギー、かかりつけ医など）

区キャラクター  えどちゃん

配慮してほしいことなど

「ヘルプカード」とは

手助けが必要なときに
カードをひらいて見てください！

障害のある方などが、困ったときに、周り

の方に助けをお願いするためのものです。

目が不自由です。

耳が不自由です。

コミュニケーションが苦手です。

移動のときに誘導してください。

手話か筆談などで伝えてください。

パニックになることがあります。

人工透析をしています。

発作があります。

足が不自由です。

手が不自由です。
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