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も く じ 

手帳制度 

① 身体障害者手帳･････････････････････････････････････････････････････ ７ 

② 療育手帳･･･････････････････････････････････････････････････････････ ８ 

③ 精神障害者保健福祉手帳･････････････････････････････････････････････ ９ 

相談窓口 

 １．さまざまな相談機関 

① 大野城市福祉課････････････････････････････････････････････････････１０ 

② 大野城市社会福祉協議会････････････････････････････････････････････１０ 

③ 福岡県筑紫保健福祉環境事務所･･････････････････････････････････････１１ 

④ 福岡県障害者更生相談所････････････････････････････････････････････１１ 

⑤ 福岡県福岡児童相談所･･････････････････････････････････････････････１１ 

⑥ 大野城市子ども相談センター･･……･････････････････････……･････････１２ 

⑦ 福岡県精神保健福祉センター････････････････････････････………･･････１２ 

⑧ 筑紫地区地域活動支援センター「つくしぴあ」…･･････････････････････１２ 

⑨ ハローワーク福岡南（公共職業安定所）……･･････････････････…･･････１３ 

⑩ 障害者就業・生活支援センターちくし･･････････････････････････････…１３ 

⑪ 福岡障害者職業センター･･  ････････････････････････････････････････１３ 

⑫ 障害者１１０番････････････････････････････････････････････････････１３ 

⑬ 福岡県発達障害者支援センターあおぞら･･････････････････････････････１４ 

⑭ 福岡県障害者リハビリテーションセンター････････････････････････････１４ 

⑮ 大野城市障がい者虐待防止センター･･････････････････････････････････１４ 

 ２．身近な相談員さん 

① 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員････････････････････････････１５ 

② 民生委員・児童委員････････････････････････････････････････････････１５ 

③ 身体・知的障がい者相談会･･････････････････････････････････････････１５ 
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障害者総合支援法 

① 障害者総合支援法によるサービスの仕組み････････････････････････････１６ 

② 障害福祉サービスの利用のしかた････････････････････････････････････１７ 

障害福祉サービスの種類等 

１．障害福祉サービス 

① 居宅介護･･････････････････････････････････････････････････････････１９ 

② 重度訪問介護･･････････････････････････････････････････････････････１９ 

③ 行動援護･･････････････････････････････････････････････････････････１９ 

④ 同行援護･･････････････････････････････････････････････････････････１９ 

⑤ 短期入所･･････････････････････････････････････････････････････････１９ 

⑥ 療養介護･･････････････････････････････････････････････････････････２０ 

⑦ 生活介護･･････････････････････････････････････････････････････････２０ 

⑧ 重度障害者等包括支援･･････････････････････････････････････････････２０ 

⑨ 施設入所支援･･････････････････････････････････････････････････････２０ 

⑩ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）････････････････････････････････････２０ 

⑪ 就労移行支援･･････････････････････････････････････････････････････２０ 

⑫ 就労継続支援（A型・B型）････････････････････････････････････････２１ 

⑬ 共同生活援助（グループホーム）････････････････････････････････････２１ 

⑭ 地域移行支援･･････････････････････････････････････････････････････２１ 

⑮ 地域定着支援･･････････････････････････････････････････････････････２１ 

２．利用者負担の上限額････････････････････････････････････････････････････２２

３．地域生活支援事業など 

① 移動支援･･････････････････････････････････････････････････････････２３ 

② 日中一時支援･･････････････････････････････････････････････････････２３ 

③ 訪問入浴･･････････････････････････････････････････････････････････２３ 

④ 日常生活用具の給付････････････････････････････････････････････････２４ 

⑤ 補装具費の支給････････････････････････････････････････････････････２８ 
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⑥ 意思疎通支援･･････････････････････････････････････････････････････２９ 

⑦ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業……………………………………２９ 

⑧ 配食サービス･･････････････････････････････････････････････････････３０ 

⑨ 紙おむつ給付事業････････････････････････････････････････････････…３０ 

⑩ 住宅改造費の助成･･････････････････････････････････････････････････３１ 

⑪ 在宅酸素療法者電気料金助成･･････････････････････････････････････…３１ 

⑫ 成年後見制度利用支援事業･･････････････････････････････････････････３２ 

障がい児に関するサービス 

 １．障害児通所支援 

① 児童発達支援････････････････････････････････････････････････････…３３ 

② 医療型児童発達支援･･････････････････････････････････････････････…３３ 

③ 放課後等デイサービス･･････････････････････････････････････････････３３ 

④ 保育所等訪問支援･･････････････････････････････････････････････････３３ 

 ２．その他の障がい児サービス 

① 障がい児タイムケア事業････････････････････････････････････････････３３ 

② 療育事業（いちご学級）････････････････････････････････････････････３４ 

③ 太宰府特別支援学校放課後等支援事業････････････････････････････…･･３５ 

交通機関・自動車 

 １．交通機関の運賃割引制度 

① ＪＲ・西鉄････････････････････････････････････････････････････････３６ 

② 福岡市営地下鉄････････････････････････････････････････････････････３７ 

③ 国内線航空････････････････････････････････････････････････････････３７ 

④ タクシー･･････････････････････････････････････････････････････････３８ 

⑤ 福祉タクシー利用券の交付･･････････････････････････････････････････３８ 

 ２．自動車 

① 自動車運転免許取得費用の助成･･････････････････････････････････････３９ 

② 自動車改造費の助成････････････････････････････････････････････････４０ 

③ 乗降介助装置改造費の助成･･････････････････････････････････････････４０ 
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④ 駐車禁止の除外指定････････････････････････････････････････････････４１ 

⑤ ふくおか・まごころ駐車場･･････････････････････････････････････････４２ 

⑥ 有料道路通行料金の割引････････････････････････････････････････････４３ 

税・公共料金 

１．税金の所得控除または減免 

① 所得税････････････････････････････････････････････････････････････４４ 

② 住民税････････････････････････････････････････････････････････…･･４４ 

③ 軽自動車税････････････････････････････････････････････････････････４６ 

④ 個人事業税････････････････････････････････････････････････････････４７ 

⑤ 自動車税・自動車取得税･････････････････････････････････････…･････４７ 

⑥ 相続税････････････････････････････････････････････････････････････４７ 

２．公共料金の減免 

① ＮＨＫ放送受信料･･････････････････････････････････････････････････４８ 

② ＮＴＴ電話番号無料案内････････････････････････････････････････････４８ 

医療・手当・年金などの給付 

 １．医療 

① 自立支援医療（更生医療）･･････････････････････････････････････････４９ 

② 自立支援医療（育成医療）･･････････････････････････････････････････５０ 

③ 自立支援医療（精神通院医療）･･････････････････････････････････････５１ 

④ 重度障害者医療費支給制度･･････････････････････････････････････…･･５１ 

⑤ 後期高齢者医療の早期適用･･････････････････････････････････････････５２ 

⑥ 特定医療費（指定難病）のための医療費助成･･･････････････････････…･５３ 

２．手当 

① 特別障害者手当････････････････････････････････････････････････････５３ 

② 障害児福祉手当･････････････････････････････････････････････････…･５４ 

③ 大野城市重度障がい者手当･･････････････････････････････････････････５４ 

④ 大野城市重度障がい児（者）介護手当･････････････････････････････…･５５ 
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⑤ 大野城市外国人障がい者福祉手当････････････････････････････････････５５ 

⑥ 特別児童扶養手当･･････････････････････････････････････････････････５５ 

⑦ 腎臓疾患患者福祉給付金････････････････････････････････････････････５６ 

３．年金 

① 障害基礎年金･･････････････････････････････････････････････････････５７ 

② 障害厚生年金･･････････････････････････････････････････････････････５７ 

③ 障害共済年金････････････････････････････････････････････････…････５８

４．その他

① 心身障害者扶養共済制度････････････････････････････････････････････５８ 

② 災害時避難行動要支援者支援制度････････････････････････････････････５９ 

その他の福祉サービス 

① 郵便などによる不在者（在宅）投票･･････････････････････････････････６０ 

② 外出支援サービス･･････････････････････････････････････････････････６０ 

③ ハンディキャブ貸出事業････････････････････････････････････････････６１ 

④ 電動ベッド・エアーマット（床ずれ防止マット）貸出サービス･･････････６１ 

⑤ 福祉用具リサイクル････････････････････････････････････････････････６１ 

⑥ 車いすの貸出･･････････････････････････････････････････････････････６１ 

⑦ 声の広報･･････････････････････････････････････････････････････････６２ 

⑧ 図書などの録音････････････････････････････････････････････････････６２ 

⑨ 図書などの点訳････････････････････････････････････････････････････６２ 

⑩ 拡大写本の作成････････････････････････････････････････････････････６２ 

⑪ 点字図書の貸出････････････････････････････････････････････････････６２ 

⑫ 手話通訳･･････････････････････････････････････････････････････････６３ 

⑬ 日常生活自立支援事業･･････････････････････････････････････････････６３ 

⑭ 生活福祉資金･･････････････････････････････････････････････････････６３ 

⑮ 市営住宅の入居･･･････････････････････････････････････････････…･･･６４ 

⑯ 県営住宅の入居･･･････････････････････････････････････････････…･･･６５ 

⑰ 補聴器の定期診断･･････････････････････････････････････････････････６５ 

⑱ 携帯電話の使用料の減免････････････････････････････････････････････６５ 
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障がいのある人の団体（支援団体） 

① 大野城市身体障害者福祉協会････････････････････････････････････････６６ 

② 大野城市手をつなぐ育成会･･････････････････････････････････････････６６ 

   ③ 筑紫地域精神障害者家族会 「五筑会」･･･････････････････････････････６６ 

④  特定非営利活動法人 「つくしクローバー会」･････････････････････････６６ 

市内の障がいのある人の施設など

① 市内の施設一覧表………････････････････････････････････････････････６７ 
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手 帳 制 度 

① 身体障害者手帳                         

〔内   容〕 身体に障がいのある人からの申請により交付されます。様々な

福祉制度などを利用するために必要な手帳です。（利用できる制

度などは、障がいの種類・等級などによって異なります）

〔障がいの種類〕 視覚、聴覚または平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃ

く機能、肢体不自由、内部機能（心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、

ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能） 

〔障がい等級〕 障がいの程度によって１級～６級に区分されます。 

〔変 更 届〕 転居された場合は、必ず転居先の市（区）町村に手帳を添えて

届け出てください。また、氏名などが変わった場合も届け出が

必要となります。 

〔返 還 届〕 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しな

くなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳と手続き

される人の印鑑を持参のうえ、届け出てください。 

〔申請時に必要なもの〕 

（1）新規申請、等級変更や障がい追加などによる再交付申請の場合 

①身体障害者手帳（再）交付申請書 

   ②身体障害者診断書・意見書（所定の用紙があり、指定医師が記載） 

   ③個人番号（マイナンバー）を確認できるもの（個人番号カードなど）

④写真 （たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの）

   ⑤印鑑 

（2）紛失・破損などによる再交付申請の場合 

 上記①、③、④および手帳（紛失した場合は不要） 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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② 療育手帳                                

〔内  容〕 知的発達障がいのある人が各種の福祉制度を利用するためなど

に必要な手帳です（利用できる制度などは、障がい程度によっ

て異なります）。 

〔障がい程度〕 Ａ1（最重度）、Ａ2（重度）、Ａ3（重度身体障がいとの重複）、

Ｂ1（中度）、Ｂ2（軽度） 

〔判定機関〕 ・１８歳未満の人･･･福岡県福岡児童相談所 

・１８歳以上の人･･･福岡県障害者更生相談所 

※ ただし児童施設に入所中の人は児童相談所となります。 

〔再 判 定〕 手帳の中の「次の判定年月」の欄に記載されている年月までに

判定機関で再判定を受けてください。 

       ・１８歳未満の人･･･直接児童相談所へ申し込みしてください。 

       ・１８歳以上の人･･･判定機関での判定の前に、福祉課での聞き

取りが必要ですので、まずは窓口へご連絡

ください。 

〔変 更 届〕 転居された場合は、必ず転居先の市（区）町村に手帳を添えて

届け出てください。また、本人や保護者の氏名などが変わった

場合も届け出が必要となります。 

〔返 還 届〕 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しな

くなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳と手続き

される人の印鑑を持参のうえ、届け出てください。 

〔申請時に必要なもの〕 

①療育手帳（再）交付申請書

 ②判定書 

 ③個人番号（マイナンバー）を確認できるもの（個人番号カードなど）

④写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの）

⑤印鑑 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853
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③ 精神障害者保健福祉手帳

〔内  容〕 精神に障がいのある人からの申請により交付されます。一定の

障がいの状態にあることを証明する手帳で、各種の福祉制度・

サービスを利用するためなどに必要な手帳です。（利用できる福

祉制度・サービスは、等級などによって異なります） 

〔障がい程度〕 障がいの程度によって１級～３級に区分されます。 

〔新  規〕 精神障害を支給事由とする障害年金の等級が「1級10号」・「2

級16号」・「3級13号」のいずれかの人、又は精神疾患の初診

日から6ヶ月以上経過した人は、手帳を取得することができます。

〔更   新〕 手帳の有効期限は２年です。有効期限に注意し、その日までに

更新の申請をしてください。（有効期限の3ヶ月前から受付） 

〔変 更 届〕 転居された場合は、必ず転居先の市（区）町村に手帳を添えて

届け出てください。（氏名が変わっても届け出てください。） 

〔返 還 届〕 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、一定の障がいの状態

に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手

帳を持参のうえ、届け出てください。 

〔申請時に必要なもの〕

（1）新規、更新、等級変更の場合 

①障害者手帳申請書 

②手帳用診断書（所定の用紙に医師が記載） または障害年金証書の写し、

直近の年金払込通知書および年金照会の同意書 

③個人番号（マイナンバー）を確認できるもの（個人番号カードなど）

④写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの）

⑤印鑑 

（2）紛失・破損などによる再交付申請の場合 

     障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書、上記③、④、手帳（破損時） 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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相 談 窓 口 

 ここでは、障がいのある人やそのご家族の人のための相談窓口を紹介します。

困ったときにはお気軽にご相談ください。 

１．さまざまな相談機関 

 ①大野城市福祉課

  各種障がい福祉サービスについてのご相談をお受けします。困った時はま

ずこちらにご相談ください。 

   住所 大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市役所 新館１F 

   TEL 092-580-1852・1853  FAX 092-573-8083 

② 大野城市社会福祉協議会

  地域福祉増進のためさまざまな福祉事業を行っている民間の団体です。日

常生活における様々な相談についても応じます。 

相談の種類 相談内容 相談日時 

ふくし何でも相談 福祉の各種相談 

土・日・祝日・８月１３日～１５日・ 

年末年始除く 

電話相談可 ０９２－５０１－３３１１ 

弁護士による 

電話法律相談 

生計・離婚・相続・債務整

理・借家などの法律相談 

第２木曜 １０時～１２時 

電話番号 ０９２－５０１－７８３０ 

弁護士による 

心配ごと相談 

生計・離婚・相続・債務整

理・借家などの法律相談 

第１～３火曜 １０時～１２時 

第４火曜 １０時～１５時 

人権擁護委員による 

人権相談 
いじめなどの人権相談 第１木曜 １０時～１５時 

   住所 大野城市曙町2丁目３番２号  

   TEL 092-572-7700  FAX 092-593-5829 
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 ③ 福岡県筑紫保健福祉環境事務所

  疾病の早期発見や予防のため、保健についての相談・指導を行っています。

また地域における妊産婦、乳幼児、高齢者、障がい者、アルコール依存、

こころの悩みや不安などの相談を行っています。 

相談の種類 内容 相談日時 

精神保健福祉相談 心の悩みや不安、気になる行動など 
毎週水曜 

（予約制） 

13時～ 

 15時 

アルコール 

精神保健福祉相談 
アルコールに関すること 

第２・４水曜 

（予約制） 

思春期 

精神保健福祉相談 

不登校、ひきこもり、思春期の 

問題など 

第４金曜 

（予約制） 

難病 

ホットライン 

難病に関する電話相談 

＊専用電話：092-573-3100 
月曜～金曜 ９時～１６時 

   住所 大野城市白木原3丁目5番25号（福岡県筑紫総合同庁舎２F）  

   TEL 092-513-5585  FAX 092-513-5598 

 ④ 福岡県障害者更生相談所

  身体及び知的障がいのある方の相談、医学的・心理的及び職能的判定、手

帳の交付を行っています。 

住所 春日市原町3丁目1番7号 １F  

   TEL 092-586-1055  FAX 092-586-1065 

 ⑤ 福岡県福岡児童相談所

  １８歳未満の子どもの福祉に関する相談を受け、子どもの家庭状況や発達

等について調査、診断、判定を行い、子ども、保護者、関係者等に対して

指導・援助を行います。また、必要に応じて子どもの一時保護、児童福祉

施設等への入所措置などの機能を併せ持つ相談援助活動を行う機関です。 

住所 春日市原町3丁目1番7号 ３F  

   TEL 092-586-0023  FAX 092-586-0044 
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 ⑥ 大野城市子ども相談センター                      

  18 歳までの子どもを対象とした家庭・学校生活、友人関係、心身の発達、

問題行動、いじめや虐待、育児などの相談に応じています。 

住所 大野城市曙町2丁目2番1号 大野城市役所 新館 2F 

   TEL 092-585-2460  FAX 092-585-2470 

 ⑦ 福岡県精神保健福祉センター                    

  精神保健および精神障がいのある人の福祉に関する相談、助言、指導等を

行っています。また、精神障がいのある人のデイケアも行っています。 

相談の種類 相談日時 問い合わせ先 

精神保健

福祉相談 

電話相談 月～金 ８時30分～1７時15分 092-582-7５00 

面接相談 

＊予約制 

月・火・ 

木・金 
9時～12時 092-582-7500

自死遺族のための法律相談 

＊予約制 
第４火曜 13時30分～16時30分 092-582-7500

自死遺族の相談 

＊予約制 

月・火・ 

木・金 
9時～12時 092-582-7500 

ひきこもりに 

関する相談 
電話相談 月～金 ９時～17時15分 092-582-7530

   住所 春日市原町3丁目1番7号 ２F  

   TEL 092-582-75１0  FAX 092-582-7505 

 ⑧ 筑紫地区地域活動支援センター「つくしぴあ」

  障がいのある人が地域の中で安心して自分らしい生活が送れるよう創作的

活動または生産活動の機会、社会との交流の場を提供し、様々な相談、支

援、各機関との連絡調整、総合的な援助を行います。 

住所 春日市春日公園５丁目1４番１号 

   TEL 092-592-6800  FAX 092-592-6802 
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 ⑨ ハローワーク福岡南(公共職業安定所)                  

  障がいのある人の求職や職業訓練などについて相談に応じます。 

  ＊手話による相談は事前に確認が必要です。 

住所 春日市春日公園3丁目2番地  

   TEL 092-513-8609  FAX 092-574-6554 

 ⑩ 障害者就業・生活支援センターちくし

  就業やそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障がい者に対し、様々な

相談に応じたり、職場・家庭訪問などを行います。 

住所 春日市春日公園5丁目16番１－１（コーポ220 １F） 

   TEL 092-592-7789  FAX 092-586-6689 

 ⑪ 福岡障害者職業センター                       

  障がいがある人を対象に職業に関する相談、職業能力の評価などを行い、

ハローワークと協力して就職や職業定着のための支援を行います。 

住所 福岡市中央区赤坂1丁目6番19号(ワークプラザ赤坂５F）  

   TEL 092-752-5801  FAX 092-752-5751 

 ⑫ 障害者110番                            

  障がいのある人およびその家族が抱える福祉、保健、医療、法律問題など

に関する心配ごと、悩みごとの相談に応じます。 

相談の種類 相談員 相談日時 

一般相談 専任相談員 月～金 9時～17時 

専
門
相
談

法律相談 弁護士 第２・４ 水曜 13時～15時 

年金相談 社会保険労務士 第１・３ 金曜 13時～15時

  ＊専門相談は事前予約が必要です。 

  ＊法律、年金の専門相談は、原則として面接での対応です。 

住所 春日市原町3丁目1番7号 (クローバープラザ６F)  

   TEL・FAX 092-584-6110  
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 ⑬ 福岡県発達障害者支援センターあおぞら

  発達障がい(自閉症などの広汎性発達障がい、注意欠陥多動性障がいおよび

学習障がいなど)に関する相談について無料で応じます(事前予約)。 

住所 八女郡広川町大字一條136１-2 

   TEL 0942-52-3455  FAX 0942-53-0621 

 ⑭ 福岡県障害者リハビリテーションセンター

  高次脳機能障がい(交通事故や脳卒中などの後遺症で、記憶力や注意力の低

下、性格変化等が生じる障がい)を抱える当事者やご家族を支援するための

専門相談ホットラインです。  ＊専用電話：092-944-2011  

住所 古賀市千鳥3丁目1番1号 

   TEL 092-944-1041  FAX 092-944-0051 

 ⑮ 大野城市障がい者虐待防止センター

  虐待を受けている障がい者を発見した方はご相談ください。通報や届出の

受付、障がい者や養護者に対する相談、指導、助言を行っています。なお、

通報・届出者の情報は守られ、不利益な取り扱いも禁止されています。匿

名による通報も受け付けます。 

〔窓 口〕 大野城市福祉課内 

   平日昼間TEL 092-580-1852  FAX 092-573-8083 

   平日昼間以外TEL 092-501-2211 
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２．身近な相談員さん 

① 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員

 心身障がいのある人の日常生活上の様々な問題について、障がい者の立場に

たって相談に応じます。相談員は、障がい者またはその家族がつとめています。 

● 大野城市身体障がい者相談員（地番は省略しています） 

氏  名 住  所 電話番号 
いま

 園
ぞの

 正
まさ

 見
み

大野城市緑ヶ丘 596-5748 

南
みなみ

 里
ざと

 英
えい

 冶
じ

大野城市白木原 591-5103 

平
ひら

 田
た

 鈴
すず

 代
よ

大野城市中 504-1680 

高
たか

 倉
くら

 廣
ひろ

 子
こ

大野城市下大利団地 582-6982 

● 大野城市知的障がい者相談員（地番は省略しています） 

氏   名 住   所 電話番号 

赤
あか

井田
い だ

 八千代
や ち よ

大野城市大城 503-0717 

野
の

 口
ぐち

 千
ち

 春
はる

大野城市川久保 504-0470 

② 民生委員・児童委員                        

厚生労働大臣から委嘱された福祉に熱意のある人で、それぞれの担当地区に

おいて、地域福祉の増進のため活動しています。 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 

TEL 092-580-1851  FAX 092-573-8083 

③ 身体・知的障がい者相談会

身体・知的障がいに関する日常生活上の様々な問題について、身体・知的障

がい者相談員が障がい者の立場に立って相談に応じます。 ※予約不要 

 〔日 時〕 毎月第２月曜日（祝日は除く） 午前９時～午後０時 

〔場 所〕 大野城市総合福祉センター１階相談室 

※電話での相談にも応じます（TEL 092-501-7830） 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 092-580-1852 
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障害者総合支援法 

 ① 障害者総合支援法によるサービスの仕組み

障害者総合支援法による総合的なサービスは、全国共通の「障害福祉サービス」「自立支

援医療」「補装具」と市町村がそれぞれの基準を設けて実施する「地域生活支援事業」で構

成されています。 

障害福祉サービス（１９ページ）

介護給付

障がい程度が一定以上の人に生

活上または療養上の必要な介護

などを行います。

居宅介護  重度訪問介護

行動援護  同行援護

短期入所  療養介護

生活介護

重度障害者等包括支援

施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリ

テーションや就労につながる支

援を行います。

自立訓練

就労移行支援／就労継続支援

共同生活援助（グループホーム）

自立支援医療

（４９ページ）

更生／育成医療

精神通院医療

補装具費の支給

（２８ページ）

地域生活支援事業

（２３ページ）

相談支援事業

意思疎通支援事業

日常生活用具給付事業

移動支援事業

日中一時支援事業

など

地域相談支援

地域移行支援

地域定着支援

障害児通所給付

※児童福祉法関係

（３３ページ）

児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

障

が

い

の

あ

る

人

・

障

が

い

の

あ

る

児

童
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② 障害福祉サービスの利用のしかた

申請から障害福祉サービスを利用するまでの流れを説明します。 

市役所または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な

場合は、市役所窓口（福祉課）に申請します。

指定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成依頼をしま

す。

障がいのある人本人または保護者などと面接して、心身状況や

生活環境などについての調査を行います。

調査の結果、どれくらい障害福祉サービスが必要な状態である

か（障害支援区分）が決められます。

なお１８歳以上の人は、利用を希望する障害福祉サービスの種

類によって、調査結果および医師意見書をもとに、審査会で審

査・判定が行われます。

市はサービスの利用意向について聞き取りをします。

②で指定相談支援事業所に依頼したサービス等利用計画案を、

市に提出します。

利用者の方のサービス利用の意向や状況等をふまえ、最も適切なサービス

の組み合わせ等について検討し作成する計画で、各市町村の指定を受けた事

業所（指定相談支援事業所）の相談支援専門員が作成します。 
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認定された障害支援区分により受けられるサービスが異なります。下図をご

参照ください。（※サービスによっては障害支援区分以外にも要件があります。）

区分３ 区分４サービス 区分５ 区分６

介
護
給
付

居宅介護（☆） ○ ○ ○ ○

区分１ 区分２

○ ○

重度訪問介護（☆） ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

行動援護（☆） ○

同行援護（☆） ○

短期入所（☆） ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

生活介護 ○ ○ ○ ○

重度障害者等
包括支援（☆）

療養介護

○

施設入所支援 ○ ○ ○

（☆）は児童も利用可能なサービスです。

障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに障害福祉サービ

スの支給量などを決め、その内容を通知し、受給者証（※）を

交付します。

※ 受給者証とは障害福祉サービスの利用に必要な情報が記載

されている冊子です。

障害福祉サービスの利用を開始します。

※原則として障害福祉サービス利用料の１割を支払います。

障害福祉サービスを利用する事業者を選択します。事業者に受

給者証を提示し、利用に関する契約をします。
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障害福祉サービスの種類等 

障がいのある人が地域で安心して生活を送ることができるよう､全国一律のサ

ービスとして実施しています。 

１．障害福祉サービス 

① 居宅介護                              

自宅での入浴や排せつ、食事などの介護をします。 

② 重度訪問介護                     

重度の肢体不自由者や重度の知的障がいで、常時介護を必要とする人に、自

宅での入浴、排泄、食事などの介助、外出時の移動の介助をします。 

③ 行動援護                               

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動す

るときに必要な介助や外出時の移動の介助をします。 

④ 同行援護                               

視覚障がいにより移動に著しい困難がある人の外出に同行し、必要な情報の

提供や移動の援護をします。 

⑤ 短期入所                               

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期間、施設に入所し、食事や入

浴などの介護等を提供します。 
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⑥ 療養介護                              

医療が必要で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、介護などを提供します。 

⑦ 生活介護                              

常に介護が必要な人に、昼間施設で入浴や排せつ、食事の介護などや創作的

活動などの機会を提供します。 

⑧ 重度障害者等包括支援                    

常に介護が必要な人の中で、介護の必要性が非常に高いと認められた人に、

居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 

⑨ 施設入所支援

 施設に入所する人への入浴、排泄、食事などの介護等を行います。 

⑩ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力

向上のために必要な訓練を行います。 

⑪ 就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力

の向上のために必要な訓練を行います。 
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⑫ 就労継続支援（A型・B型）

 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

⑬ 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、日常生活を行う上で必要な援助を行い

ます。 

⑭ 地域移行支援                            

地域での生活に移行するための相談、外出への同行支援、関係機関との調整

等の支援を行います。 

⑮ 地域定着支援                            

居宅において単身等で生活する障がいのある人に対して、常時の連絡体制を

確保し、緊急時の相談等に対応します。 
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２．利用者負担の上限額 

月ごとの利用者負担には上限があります 

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の４区分の負担上限月額が設定され、

ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

一般１ 【障がい児】１８歳未満 

市町村民税課税世帯（所得割２８万円未満） 
４，６００円

【障がい者】１８歳以上 

市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者を除

きます。（注１） 

９，３００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円

（注１）入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯

の場合、「一般２」となります。 

※特定障害者特別給付費（補足給付） 

・食費や光熱水費等の実費負担 

 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担となりますが、低

所得者に対しては負担軽減制度があります。 

・グループホームの利用者の家賃助成 

 グループホームの利用者のうち低所得者が負担する家賃を対象として、利用者１人あた

り月額１万円を上限に補足給付が行われます。 

※就学前の障害児通所支援の利用者で、２人以上の就学前の児童がいる世帯の第２子以降

の児童に対する負担額軽減制度があります。詳しくはお問い合わせください。 
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３．地域生活支援事業など 

障がいのある人が地域で安心して生活を送ることができるよう､市の地域性

や市民のニーズ等に応じて実施しています。 

① 移動支援                              

社会生活上必要不可欠な外出などの際に、介護者が介護できないなどで、屋

外での移動が困難な人に、外出する際にヘルパーを派遣し、支援を行います。 

〔対象者〕 身体障がい 知的障がい 精神障がい 発達障がい 難病 のある人

〔費用負担〕 サービスの利用に応じた定率負担（原則１割） 

※ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

② 日中一時支援                            

障がいのある人に、日中における活動の場を提供します。 

〔対象者〕 身体・知的・精神障がいのある人など

〔費用負担〕 サービスの利用に応じた定率負担（原則１割） 

※ ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

③ 訪問入浴                               

浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し障がい者等の入浴の介護を行います。 

〔対象者〕 身体障がいのある人

〔費用負担〕 サービスの利用に応じた定率負担（原則１割） 

※ ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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④ 日常生活用具の給付  

 日常生活の便宜を図るため、様々な日常生活用具を給付します。 

※購入前の申請が必要です。 

〔対象者〕 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持って

いる人または難病患者で、それぞれの用具の支給要件にあてはま

る人（介護保険の対象者は、日常生活用具の種類により、介護保

険サービスのレンタルが優先されることがあります。） 

〔費用負担〕 原則として見積額から１割負担（※ 品目には基準額を設けてい

ますので、基準額を超える額については自己負担となります。） 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

〔種目一覧〕  

種 目 障がいおよび程度 
耐用 

年数 
基準額 

特殊寝台 下肢または体幹機能障がい２級以上の人 ８年 154,000円 

特殊マット 下肢または体幹機能障がい１級の人 

（常時介護を要する人に限る。） 
５年 19,600円 

特殊尿器 下肢または体幹機能障がい１級の人 

（常時介護を要する人に限る。） 
５年 67,000円 

入浴担架 下肢または体幹機能障がい２級以上で、原則として 

入浴時に他人の介助を要する人 
５年 82,400円 

体位変換器 下肢または体幹機能障がい２級以上で下着交換時な

どに他人の介助を要する人（原則として学齢児以上） 
５年 15,000円 

移動用リフト 下肢または体幹機能障がい２級以上の人 

（原則として３歳以上） 
４年 159,000円 

訓練いす 

（児童のみ） 

下肢または体幹機能障がい２級以上の人 

（原則として３歳以上） 
５年 33,100円 

訓練用ベッド 

（児童のみ） 

下肢または体幹機能障がい２級以上の人 

（原則として学齢児以上） 
８年 159,200円 
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種 目 障がいおよび程度
耐用 

年数 
基準額

入浴補助用具 下肢または体幹機能障がいがあり、入浴時に介助を必

要とする人（原則として３歳以上） 
８年 90,000円 

便器 下肢または体幹機能障がい２級以上の人 

（原則として学齢児以上） 
８年 5,400円 

頭部保護帽 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉

手帳のいずれかを持っていて、てんかんの発作などにより

頻繁に転倒する人など

３年 

レデイメイド 

12,160円 

オーダーメイド 

36,750円 

歩行補助つえ

（T 字状、棒

状） 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がいのある人 

３年 

木材 

2,200円 

軽金属 

3,000円 

移動・移乗支

援用具（手す

り、スロープ

など） 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がいがあり、

家庭内の移動などにおいて介助を必要とする人 
８年 60,000円 

特殊便器 上肢障がい２級以上の人 ８年 151,200円 

火災報知器 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉

手帳のいずれかを持っていて、火災発生の感知・避難

が困難な人（当該者の世帯が単身世帯および これに準

ずる世帯である場合に限る。） 

８年 15,500円 

自動消火器 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉

手帳のいずれかを持っていて、火災発生の感知・避難

が困難な人（当該者の世帯が単身世帯およびこれに準

ずる世帯である場合に限る。） 

８年 28,700円 

電磁調理器 視覚障がい２級以上であって１８歳以上の人（視覚障

がいのある人のみの世帯およびこれに準ずる世帯） 
６年 41,000円 

歩行時間延長

信号機用小型

送信機 

視覚障がい２級以上の人 

10年 7,000円 
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種 目 障がいおよび程度
耐用 

年数 
基準額

聴覚障がい用 

屋内信号装置 

聴覚障がい２級以上の人（当該者の世帯が単身世帯お

よびこれに準ずる世帯である場合に限る。） 
10年 87,400円 

透析液加温器 じん臓機能障がい３級以上の人で、自己連続携行式腹

膜灌流法（ＣＡＰＤ）による透析療法を行う人 

（３歳以上） 

５年 51,500円 

ネブライザー

（吸入器） 

呼吸器機能障がい３級以上または同程度の身体障が

いがあり、必要と認められる人 
５年 36,000円 

電気式たん吸

引器 

呼吸器機能障がい３級以上または同程度の身体障が

いがあり、必要と認められる人 
５年 56,400円 

酸素ボンベ 

運搬車 

医療保険における在宅酸素療法を行う人 

10年 17,000円 

動脈血中酸素

飽和度測定器

（パルスオキ

シメーター） 

呼吸器機能の障がいが3級以上もしくは同程度の障が

いのある人であって、在宅酸素療法を必要とする人ま

たは人工呼吸器を装着している人 
５年 36,000円 

視覚障がい用

体温計（音声

式） 

視覚障がい２級以上の障がいのある１８歳以上の人（視

覚障がいのある人のみの世帯 および これに準ずる世帯） ５年 13,300円 

視覚障がい用

体重計 

視覚障がい２級以上の障がいのある１８歳以上の人（視

覚障がいのある人のみの世帯 および これに準ずる世帯）
５年 18,000円 

携帯用会話 

補助装置 

音声機能もしくは言語機能または肢体不自由であっ

て、発声・発語に著しい障がいのある人 
５年 98,800円 

情報・通信支

援用具 

視覚障がい２級以上または上肢障がい２級以上の人 
５年 100,000円 

点字ディスプ

レイ 

視覚障がい および 聴覚障がいの重度重複障がい(原

則として視覚障がい２級以上かつ聴覚障がい２級)の

ある人で、必要と認められる人 

６年 383,500円 
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種 目 障がいおよび程度
耐用 

年数 
基準額

点字器 視覚障がいのある人 標準型 

７年 

携帯型 

5年 

標準型 

10,400円 

携帯型 

7,200円 

点字タイプラ

イター 

視覚障がい 2 級以上の人（原則として就労もしくは

就学しているか または 就労が見込まれる人） 

10年 

(児童は

５年)

63,100円 

視覚障がい用 

ポータブルレ

コーダー 

視覚障がい２級以上の人 

６年

録音再生機 

85,000円 

再生専用機 

35,000円 

視覚障がい用 

活字文書読み

上げ装置 

視覚障がい２級以上の人（原則として学齢児以上） 

６年 99,800円 

視覚障がい用 

拡大読書器 

視覚障がいのある人で、本装置により文字などを読む

ことが可能になる人 
８年 198,000円 

聴覚障がい用 

通信装置 

聴覚障がい または 発声・発語に著しい障がいがあり、

コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要

と認められる人（原則として学齢児以上） 

５年 71,000円 

聴覚障がい用 

情報受信装置 

聴覚障がいがあり、本装置によりテレビの視聴が可能

になる人 
６年 88,900円 

人工喉頭 喉頭を摘出した人 笛式  

４年 

電動式 

５年 

笛式 

5,000円 

電動式 

70,100円 

視覚障がい用

時計 

視覚障がい２級以上の人(原則として、音声時計は手

指の感覚に障がいがある等のため触読時計の使用が

困難な者に限る。) 

１０

年 

触読 

10,300円 

音声 

13,300円 

ストマ用装具 

（紙おむつな

どの代替品を

含む） 

ストーマを造設している人、高度の排便機能障がいが

ある人、脳原性運動機能障がいがあり意思表示が困難

な人 
─ 

13,000円 

(１ヶ月の 

上限額) 

収尿器 高度の排尿機能障がいのある人 

１年 

男性用 

7,700円 

女性用 

8,500円 
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種 目 障がいおよび程度
耐用 

年数 
基準額

住宅改修 (１)下肢、体幹機能障がい または 乳幼児期以前の非

進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障が

いに限る。)で障害程度等級3級以上を有する人 

(２)特殊便器の取り替えをする場合は、上肢障がい2

級以上の人※学齢児以上の人 

─ 
200,000円 

※原則１回 

※難病の人や小児慢性特定疾患の人が受けられる用具もあります。くわしくは

窓口にご相談ください。 

⑤ 補装具費の支給

身体の障がいを補って、日常生活を容易にするための補装具費を支給します。 

〔対象者〕 身体障害者手帳を持っている人または難病患者（介護保険の対象

者は、補装具の種類により、介護保険サービスのレンタルが優先

されることがあります） 

〔費用負担〕 原則として１割（ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されます） 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

〔補装具一覧〕 

障がい種別 補装具の種類 

視覚障がい 義眼・メガネ・盲人安全つえなど 

聴覚障がい 補聴器 

肢体不自由 義手・義足・上下肢装具・歩行補助つえ・車いす・ 

電動車いす・歩行器・座位保持装置など 

肢体不自由かつ 

言語機能障がい 

重度障害者用意思伝達装置 

※補装具の種類によっては、医師の意見書および県障害者更生相談所の判定が

必要ですので、必ず事前に窓口にご相談ください。



29 

⑥ 意思疎通支援                            

 聴覚・言語機能に障がいのある人の意思疎通を支援するために、手話通訳・ 

要約筆記を行います。 

（１）市役所内での手話通訳者の設置 

  市役所内窓口での手続きの際の通訳やその他聴覚障がいに関する相談など 

〔対象者〕 聴覚及び言語機能障がいのある人 

〔設置時間〕 月～金曜日  午前８時30分～午後5時 

〔設置場所〕 福祉課（市役所新館１階） 

（２）登録手話通訳者、登録要約筆記者の派遣 

 公的機関や医療機関とのやり取りなど、手話通訳、要約筆記が必要な場合に

手話通訳者を派遣します。 

〔対象者〕 聴覚及び言語機能障がいのある人 

〔窓  口〕 大野城市福祉課  

       ＦＡＸ 573-8083  ＴＥＬ 580-1852・1853 

⑦ 軽度・中等度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、難聴児に対して補聴器の購入費用の

一部を助成します（※ 購入前の申請が必要です）。 

〔対象者〕 次の要件をすべて満たす人 

（１）市内に住所を有する人 

（２）１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある人 

（３）原則として、両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満で

身体障害者手帳の交付対象とならない人 

〔助 成 額〕 原則として購入費用の３分の２（※品目には基準額を設けています。）

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853
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⑧ 配食サービス                            

〔対象者〕 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている 

６５歳未満の人などで、自力での調理または家族による調理が 

困難な状況などにある人 

〔内 容〕 昼食と夕食を訪問により配食いたします。 

（どちらか一方だけでも可能です） 

〔利用料〕 1食 ４００円 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

※６５歳以上の人は、高齢者を対象とした配食サービスがあります。 

〔窓 口〕 すこやか長寿課地域包括支援センター TEL 501-2306 

⑨ 紙おむつ給付事業 

〔対象者〕 身体障害者手帳（１・２級）または療育手帳（Ａ）の交付を受け

ている学齢期から65歳未満の紙おむつの使用が必要と認められ

る在宅の人で、本人の市町村民税が非課税の人。 

〔内 容〕 紙おむつを自宅に配送します。 

〔給付額〕 

・世帯全員の市民税が非課税の人･･･1 ヶ月あたり6,000円分を限度とします。

・本人の市民税が非課税の人･･･････1 ヶ月あたり3,000円分を限度とします。

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

※６５歳以上の人は、高齢者を対象とした紙おむつ給付事業があります。 

〔窓 口〕 すこやか長寿課地域包括支援センター TEL 501-2306 
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⑩ 住宅改造費の助成                          

障がいのある人が生活しやすいように住宅を改造する場合、その費用を助成します。

〔対象者〕 ◆身体障害者手帳１・２級に該当する65歳未満の人 

◆身体障害者手帳を持っており、補装具として車いすなどの交付

を受けている人で、市長が特に必要と認めた６５歳未満の人 

◆療育手帳Aに該当する６５歳未満の人  

※次のいずれかに該当する人は対象外となります。 

◇世帯の生計中心者の市町村民税が課税世帯に属する人 

◇大野城市に住民登録を行っていない人 

※また、介護保険サービスの給付対象者となる人については、

介護保険制度上の住宅改修費支給が優先されます。（住宅改修

費が介護保険からの支給だけでは足りない場合、この制度の

助成を上乗せすることができます。） 

〔内 容〕 玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所など、在宅

で生活する際に利用する部分に関する改造工事 

〔助成額〕 最高 ３０万円 （※ 原則として１回限り） 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

※６５歳以上の人は、高齢者を対象とした住宅改造費の助成があります。 

〔窓 口〕 長寿支援課介護サービス担当 TEL 580-1860  

⑪ 在宅酸素療法者電気料金助成

 在宅で酸素濃縮器を使用している呼吸器機能に障がいのある人に電気料金の

一部を助成します。 

〔対象者〕 在宅で酸素濃縮器を使用しており、大野城市重度障がい者手当を

受給できない人(※一定額以上の所得がある人は対象となりません。

また、30日以上の入院時､入所時は一時的に廃止します。) 

〔助成額〕 1日あたりの使用時間が12時間未満の人  月額１，０００円 

      1 日あたりの使用時間が12時間以上の人  月額２，０００円 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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⑫ 成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度とは、判断能力が十分でない高齢者、知的障がいや精神障がい

の方の日常生活の支援及び権利擁護を図るために、法律面や生活面（財産管理

や福祉サービス利用の手続きなど）において保護したり、支援したりする制度

です。 

 申立ては、本人、配偶者または４親等内の親族が行うことができますが、身

寄りがないなどの理由で申立てをする方がいない場合は、必要に応じて大野城

市が申立てを行うこともあります（成年後見制度利用支援事業）。 

 また、本人の資産状況（生活保護受給など）により後見人等への報酬を助成

します。 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

※６５歳以上の人は、高齢者を対象とした事業もあります。 

〔窓 口〕 すこやか長寿課地域包括支援センター TEL 501-2306 
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障がい児に関するサービス 

１．障害児通所支援  

① 児童発達支援                           

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与，

集団生活への適応訓練を行います。 

② 医療型児童発達支援                    

未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。 

③ 放課後等デイサービス                

就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の

向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 

④ 保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 

２．その他の障がい児サービス 

① 障がい児タイムケア事業

 １８歳までの障がいのある児童を一時的に預かることで、放課後や休日の活

動場所づくりと保護者のレスパイトケア（介護者が一時的に介護から離れ休養

を取ること）を行います。 

〔対象者〕市内に居住し、次のいずれかに該当する１８歳以下の児童・生徒 

      ◇身体障害者手帳または療育手帳を持っている 

      ◇市内の小・中学校の特別支援学級に在籍している 

      ◇特別支援学校などに在籍している 
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〔実施施設・実施日時など〕 

実施施設 事業の実施日 実施時間 利用料 

市内の小・中学校 

※ 小・中学校の特別 

支援学級に在籍して 

いる児童が対象です

◇学校休校日を 

除く月～金曜日 

 ※回数制限あり 

  （月４回まで）

学校終業時～17時 30分につき

150円 

子ども療育支援 

センター 

（すこやか交流 

プラザ新館３階） 

※定員１０人以内 

◇第１・３土曜日 

◇第４日曜日 

◇長期休暇中の

火・金曜日 

９時30分～13時 1,000円 

14時～17時30分

９時30分 

  ～17時30分 

2,000円 

〔利用方法〕  ①利用登録 ※面談があります（要予約） 

        ②毎月締切日までに利用希望日を申請 

         （毎月、登録者に対し案内および申請書類を送付します） 

〔窓  口〕  大野城市福祉課      TEL 580-1852・1853 

子ども療育支援センター  TEL 582-2760 

② 療育事業 （いちご学級）                   

 心身に障がいがある、または発達に心配がある児童に、早期に療育、指導な

どの支援を行うことで、社会生活や集団生活への適応能力の向上を図ります。 

〔対 象 者〕 大野城市に居住の０歳～18歳未満の児童とその保護者 

〔内  容〕◇集団療育（小学校３年生まで） 

      ◇個別による療育評価（小学校６年生まで） 

      ◇個別相談（18 歳未満 ※中学生以上は、医療相談除く） 

      ◇学習会（保護者向け）など 

〔利 用 料〕 無料 

〔実施施設〕 子ども療育支援センター（すこやか交流プラザ新館３階） 
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〔窓  口〕 大野城市こども健康課   TEL 580-1964 

       子ども相談センター    TEL 585-2460 

       子ども療育支援センター  TEL 582-2760 

③ 太宰府特別支援学校放課後等支援事業                

太宰府特別支援学校での日中活動の場を提供する事業です。 

〔対 象 者〕  市内に居住し、太宰府特別支援学校の小学部、中学部、高等

部に在学する児童・生徒 

〔内  容〕    感覚運動、制作、読書、遊具、個別活動など 

〔実施時間及び利用料〕※世帯の所得に応じて利用料の減免があります。 

事業の実施日 実施時間 利用料 

学校休校日を除く 

月～金曜日 

学校終業時～1８時      500円 

土日、祝日、お盆、年末

年始を除く長期休暇 

９時～16時半      1,000円 

※1日の利用時間が 

４時間以内は500円 

〔実施施設〕 太宰府特別支援学校内 

〔利用方法〕 ①利用登録（申請書は窓口に設置） ※要印鑑 

②毎月締切日までに利用希望日を申請 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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交通機関・自動車 

社会参加をするときの交通機関や自動車に関する制度を紹介します。 

１．交通機関の運賃割引制度

① ＪＲ・西鉄                             

＊対象者は身体障害者手帳または療育手帳の所持者です。 

＊「第1種」「第2種」の区分は手帳に記載してあるので必ず確認して下さい。

●は５割引。▲は３割引。★は片道101㎞以上の場合、利用可能（5割引）。 

第１種 第２種 

12 歳未満 12 歳以上 12 歳未満 12 歳以上 

本

人 

の

み 

介護者

同伴 
本

人 

の

み 

介護者

同伴 
本

人 

の

み 

介護者

同伴 
本

人 

の

み 

介護者 

同伴 

本

人 

介

護

者 

本

人 

介

護

者 

本

人 

介

護

者 

本

人 

介

護

者 

JR 

鉄
道
・船

普通乗車券 ★ ● ● ★ ● ● ★ － － ★ － － 

回数乗車券 － ● ● － ● ● － － － － － － 

定期乗車券 － － ● － ● ● － － ● － － － 

普通急行券 － ● ● － ● ● － － － － － － 

バ
ス

普通乗車券

回数乗車券 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

定期乗車券 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

西

鉄 

電

車

普通乗車券

回数乗車券 
● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● － 

定期乗車券 － － ● ● ● ● － － ● － － － 

バ

ス

普通乗車券 

回数乗車券 

現金・IC ｶｰﾄﾞ 

● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● － 

定期乗車券 －  ● ● ● ● － － ● ● － － 



37 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 

 ≪JR≫ 

  JR 九州案内センター TEL 050-3786-1717 8時～20時(年中無休) 

ＪＲ九州バス株式会社 TEL 092-642-8121 9時～１８時（月～金曜日） 

 ≪西鉄≫ 

  西鉄お客様センター  TEL 0570-00-1010 6時～24時(年中無休) 

             （PHS・IP 電話からは、092-303-3333） 

② 福岡市営地下鉄                           

●は５割引。 

身体障害者手帳１～３級 身体障害者手帳４～６級 

療育手帳A 療育手帳B 

本人 介護者 本人 介護者 

割引対象者 ● ● ● － 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 

お客様サービスセンター TEL 73４-7800 8 時～20時(年中無休)

③ 国内線航空                             

第１種 第２種 

本人 介護者 本人 介護者 

割引対象者 ● ● ● － 

＊対象者は身体障害者手帳または療育手帳の所持者です。 

＊航空会社によって割引率および対象となる路線は異なります。 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 各航空会社 



38 

④ タクシー                              

 身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は、タクシー利用時に手帳を

提示すると、運賃(メーター表示額)の１割引となります。 

〔問合せ先〕  福岡市タクシー協会 TEL 434-5100 

⑤ 福祉タクシー利用券の交付

〔内  容〕 日ごろ外出が困難な重度の障がいのある人に、タクシーの初乗 

り運賃が割引になる福祉タクシー利用券を交付します。 

〔対 象 者〕 市内に居住し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保

健福祉手帳を持っている在宅の人で、次のいずれかに該当する人 

 ◇視覚障がいの１・２級の人 

 ◇肢体不自由（上肢を除く）の１級・２級の人 

 ◇心臓又はじん臓機能障がいの１級の人 

 ◇呼吸器機能障がいの１級の人 

 ◇ぼうこう又は直腸機能障がいの１級の人 

 ◇小腸機能障がいの１級の人 

 ◇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの１級・２級の人

 ◇肝臓機能障がいの１級・２級の人 

 ◇肢体不自由（上肢を除く）又は平衡機能障がいの３級の人で 

他の障がいが重複することにより身体障害者手帳の障害等級 

が１級・２級となっている人 

 ◇視覚、肢体不自由（上肢を除く）、心臓機能、じん臓機能、 

呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、ヒト免 

疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能又は平衡機能のい 

ずれかの障がいが２つ以上重複することにより身体障害者手 

帳の障害等級が１級・２級となっている人 

◇療育手帳Ａを持っている人 

◇精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人 

         ※施設に入所している人や入院中の人は対象となりません。 
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〔交付枚数〕 年間４８枚を限度として交付 

 （申請月から年度末まで１ヶ月あたり４枚） 

※じん臓機能障がい１級の人は、年間６０枚を限度として交付 

（申請月から年度末まで１ヶ月あたり５枚） 

〔手 続 き〕 窓口に次のものを持ってきてください 

 ◇身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 

 ◇印かん 

        ※毎年 3月末に利用券の交付申請を受け付けます。 

         （詳しい日程については窓口にお尋ねください。） 

〔窓   口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

※寝台（ストレッチャー）を利用している在宅の人は、タクシ

ー利用券に代えて、寝台タクシー利用助成金を受けることが

できますので、窓口にお尋ねください。 

２．自動車 

① 自動車運転免許取得費用の助成                     

就労など（経済活動や地域活動などの社会参加）のため、自動車の運転免許（第

一種・普通自動車免許）を取得した人に、取得に要した自動車教習所の経費の

うち、１０万円までを助成します。 

〔対 象 者〕 「教習所入所日」または「運転免許取得日の１年前」のいずれ

か早い日から大野城市に居住し、住民登録などしている５５歳

以下の在宅の人で、教習所入所日以前から次のいずれかに該当する人

◇身体障害者手帳（１級～４級）の交付を受けている人 

◇療育手帳の交付を受けている人または判定機関で知的障が

いがあると判定を受けている人 

◇精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

※ただし、本人、配偶者および扶養義務者に一定額以上の所

得がある人は対象となりません。 

〔申込期限〕 運転免許取得日から半年以内 

〔窓   口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853
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② 自動車改造費の助成                         

自動車を運転するために、アクセル・ブレーキ・ハンドルなどを改造する必要

がある人に、改造に要した費用のうち、１５万円までを助成します。 

〔対象者〕 身体障害者手帳を持っている人で、自ら所有し使用する自動車の

改造を必要とする人 

※ただし、本人、配偶者および扶養義務者に一定額以上の所得が

ある人は対象となりません。 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

③ 乗降介助装置改造費の助成

要介護認定者、身体障がい者等の乗降を補助する設備などを設置する必要が

ある人に、その設置に要した費用のうち、１５万円まで助成します。 

〔対象者〕 次のいずれかの人を介助する人 

①下肢・体幹・移動機能のいずれかの障がいのある人 

②要介護認定または要支援認定を受けている人 

※ただし、本人、配偶者および扶養義務者に一定額以上の所得が

ある人は対象となりません。 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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④ 駐車禁止の除外指定

交通の妨げにならない限り、公安委員会指定の駐車禁止場所での駐車が認めら

れます。 

〔対象者〕 

障がい の 区 分 等 級 

視覚障がい １～３級、４級の１ 

聴覚障がい ２級、３級 

平衡機能障がい ３級 

上肢障がい １級、2級の１・２ 

下肢障がい １～４級 

体幹機能障がい １～３級 

運動機能障がい（上肢機能） 

<一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く> 
１級、２級 

運動機能障がい（移動機能） １～４級 

内部（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・

小腸・免疫・肝臓）機能障がい 
１～３級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

＊身体障がい者等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく

制限されると公安委員会が認める方も対象となります。 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください 

〔申請場所・問合せ先〕 春日警察署 TEL 580-0110 
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⑤ ふくおか・まごころ駐車場

車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、公共施設、店舗等の障がい者用駐車

場に車を停め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。

対象者の方には、利用証を交付します。 

〔対象者〕 

 ①身体障害者手帳の所持者で次のいずれかに該当する人 

 ア 視覚障がい   ４級以上 

 イ 聴覚障がい   ３級以上 

 ウ 平衡機能障がい ５級以上 

 エ 肢体不自由で次のいずれかに該当する人 

・上肢障がい２級以上 

・下肢障がい６級以上 

・体幹機能障がい５級以上 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 

※上肢機能障がい ２級以上、移動機能障がい ６級以上 

   オ 内臓の機能障がい（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、  

     免疫、肝臓）  ４級以上 

 ②療育手帳Aの人 

 ③精神障害者保健福祉手帳１級の人 

 ④難病患者のうち特定疾患医療受給者 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 

 筑紫保健福祉環境事務所 社会福祉課  TEL 513-5626 

 （大野城市白木原３－５－２５ 筑紫総合庁舎）  
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⑥ 有料道路通行料金の割引                       

障がいのある人が有料道路を使うとき、使用車両を登録することにより通行

料金が５割引になります。 

〔対象となる車両〕 

◇身体障害者手帳（第１種・第２種）を持っている人が運転する車両 

◇身体障害者手帳（第１種）または療育手帳（Ａ）を持っている人を乗せて、

介護者が運転する車両 

※対象となるのは一人につき１台の車両です。営業用車両や法人名義車両は対象外です。 

〔内 容〕 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社および地方道路公社な

どが設置する有料道路の料金が５割引となります。 

※有効期間は、新規及び変更の申請の場合は、手続完了日からその後の 2 回目の誕生

日までです。更新の場合は、手続完了日からその後の３回目の誕生日までとなります。

〔手続き〕 窓口に次のものを持ってきてください。（◆はETC使用の場合のみ） 

◇身体障害者手帳または療育手帳 

◇車検証 

◇運転者の運転免許証（障がいのある人 本人が運転する場合のみ） 

◆ＥＴＣカード（原則、障がいのある人 本人名義のもの） 

◆ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの（ＥＴＣ車載器セットアップ申込書等） 

〔変更申請が必要な事項〕 

 割引有効期限内に以下の事項を変更する場合には、変更申請が必要です。変

更申請の時に必要な書類などは申請のときと同じです。（◆はETC使用の場合のみ）

◇自動車登録番号 

 ◇自動車の自動車検査証上の所有者、使用者 

 ◆ETCカードの名義、番号 

 ◆ETC車載器の管理番号 

 ◆申請者の名前、住所 

〔窓 口〕  大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

〔問合せ先〕 西日本高速道路株式会社 TEL 0120-924-863 

（※ 上記の番号がご利用できない場合 06-6876-9031） 
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税・公共料金 

障がいのある人を対象とした税金や公共料金の減免制度などを紹介します。 

１．税金の所得控除または減免 

① 所得税                               

〔内 容〕 

本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がいのある人である場合、障害

者控除（所得金額から差し引くこと）が適用されます。 

〔対象・控除額〕 

区 分 対象となる障がい 障害者控除額 

特別障害者 

身体障害者手帳 １・２級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

障害者控除として、 

（１人につき） 

４０万円 

障害者 

身体障害者手帳 ３～６級 

療育手帳 Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳 ２・３級 

障害者控除として、 

（１人につき） 

２７万円 

※手帳を取得した年から対象となります。 

  ※同居している控除対象配偶者や同居している扶養親族が特別障害者である 

  場合は、障害者控除は７５万円（４０万円＋３５万円加算）となります。 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 筑紫税務署 TEL 092-923-1400 

② 住民税                              

（１）控除 

〔内 容〕 本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がいのある人である場

合、障害者控除（所得金額から差し引くこと）が適用されます。 
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〔対象・控除額〕 

区 分 対象となる障がい 障害者控除額 

特別障害者 

身体障害者手帳 １・２級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

障害者控除として、 

（１人につき） 

３０万円 

障害者 

身体障害者手帳 ３～６級 

療育手帳 Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳 ２・３級 

障害者控除として、 

（１人につき） 

２６万円 

※手帳を取得した次の年から対象となります。 

（例）平成２９年中に取得した場合は平成３０年度課税から適用 

※同居している控除対象配偶者や同居している扶養親族が特別障害者である

場合は、障害者控除は５３万円（３０万円＋２３万円加算）となります。 

 ※本人の前年中の所得が125万円以下の場合は非課税です。 

〔問合せ先〕 市役所市税課 TEL 580-1827・1828 

（２）減免 

〔内 容〕  本人が障がいのある人である場合、住民税が減免されます。 

〔対象・減免額〕 

対象となる障がい 適用区分 減免額 

身体障害者手帳 １～４級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

前年の合計所得金額 

≦１２５万円＋市民税の控除額の 

合計 ※１ 

全額 

前年の合計所得金額 ※２ 

≦３００万円 
半額 

※  手帳を取得した年から対象となります。ただし、納期到来かつ未納分の 

   税額が対象となります。 

※１ 市民税の控除額の合計とは、障害者控除額（本人・扶養親族等）、扶養控 

   除額、配偶者控除額の合計となります。 
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※２ 前年の合計所得金額のうち本人の勤労による所得（給与・年金・事業 

   所得など）が半分を超えていなければなりません。 

〔問合せ先〕 市役所市税課 TEL 580-1827・1828 

③ 軽自動車税

障がいのある人が就労・通学・通園・通院などのために使用される自家用軽

自動車については、軽自動車税の減免を受けることができます。（一人につき

１台のみ適用されます。） 

〔対象者〕 

（１）減免の対象となる自動車は、次のすべてに該当するものであること 

◆所有者は、障がいのある人本人または障がいのある人の生計同一者で

あること。 

◆運転者は、障がいのある人本人または障がいのある人の生計同一者で

あること。 

◆自家用車であること。 

（２）障がいのある人の障がい程度は、次の表に該当するものであること 

障がい区分 本人運転の場合 家族運転の場合 

視覚障がい 1級～3級、4級の一部 1級～3級、4級の一部 

聴覚障がい 2級、3級 2級、3級 

平衡機能障がい 3級 3級 

音声機能障がい 

言語機能障がい 

そしゃく機能障がい 

3級 3級 

上肢機能障がい 1級、2級 1級、2級 

乳幼児期以前の 

非進行性脳病変による 

上肢機能障がい

1級、2級 1級、2級 

下肢機能障がい 1級～6級 1級～４級 
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障がい区分 本人運転の場合 家族運転の場合 

乳幼児期以前の 

非進行性脳病変による 

移動機能障がい

1級～6級 1級～４級 

体幹機能障がい 1級～3級、5級 1級～3級 

内部機能障がい 1級～3級 1級～3級 

知的障がい 療育手帳Ａ１、Ａ２、Ａ３およびＢ１（ＩＱ５０以下） 

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳 1級 

〔問合せ先〕 大野城市市税課 TEL 580-1827・1828 

④ 個人事業税                             

重度の視覚障がいのある人が行うあんま・はりなどの医業に類する事業につ

いては、個人事業税が非課税となります。詳しくは、問い合わせ先にお尋ねく

ださい。 

〔問合せ先〕 福岡県筑紫県税事務所  TEL 513-5574 

⑤ 自動車税・自動車取得税               

身体・知的・精神に障がいのある人が使用される自動車については、自動車

税・自動車取得税の免除を受けることができます。詳しくは、問い合わせ先に

お尋ねください。 

〔問合せ先〕 福岡県筑紫県税事務所 TEL 513-5576 

⑥ 相続税                               

85 歳未満の心身に障がいのある人が相続によって財産を取得した場合には、

控除があります。詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 筑紫税務署 TEL 923-1400 
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２．公共料金の減免 

① ＮＨＫ放送受信料                          

〔内  容〕 障がいのある人の世帯で以下の条件に該当する場合にＮＨＫ放

送受信料が減免されます。 

〔対象・減免内容〕 

対象となる世帯 

受信料減免の種別 

全 額 免 除 

[障がいのある人が 

世帯構成員である場合] 

半 額 免 除 

[障がいのある人が 

世帯主の場合] 

身体障がいのある人 
世帯構成員全員が 

市民税非課税 

身体障害者手帳 1級・2級（視覚・ 

聴覚障がいのある人は、１～６級）

知的障がいのある人 療育手帳A 

精神障がいのある人 精神障害者保健福祉手帳１級 

〔窓  口〕 大野城市福祉課     TEL 580-1852・1853 

〔問合せ先〕 ＮＨＫ福岡放送局    TEL 0120-15-1515 

〔受付時間〕 平日：午前9時～午後１０時 土・日・祝日：午前9時～午後８時 

② ＮＴＴ電話番号無料案内

 ＮＴＴの番号案内サービスが無料になります（事前登録が必要です）。 

〔対  象〕 ◇身体障害者手帳を持っている人で、次のいずれかに該当する人

        ①視覚障がい（１級～６級）、②肢体不自由（１級、２級） 

※ただし、上肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病

変による運動機能障がい 

◇療育手帳を持っている人 

◇精神障害者保健福祉手帳を持っている人 

＊詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。 

〔問合せ先〕 ＮＴＴ  ＴＥＬ ０１２０-１０４１７４ 

〔受付時間〕 午前 9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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医療・手当・年金などの給付 

障がいのある人またはその人を介護している人を対象とした、医療・手当・

年金などの給付に関する制度を紹介します。 

１．医 療 

① 自立支援医療 （更生医療）

身体に障がいのある人で、障がいの進行を防ぐことや障がいを軽くすること

により日常生活が容易になる場合、指定医療機関で医療の給付を受けることが

できます（※ 事前の申請が必要です）。 

〔対象者〕 18歳以上の身体障害者手帳を持っている人 

※身体障害者手帳を持っていない人でも、急を要する場合（心臓機能障がい、じん

臓機能障がいなど）に限り手帳の交付申請と同時に申請ができます。 

〔対象となる主な医療〕 

 ①肢体不自由 

・人工関節置換術・関節固定術・術後のリハビリテーションなど 

②視覚障がい 

・角膜混濁に対する角膜移植術・白内障に対する水晶体摘出術など 

③聴覚障がい 

・外耳性難聴に対する形成術・感音性難聴に対する人工内耳術など 

④言語機能障がい・そしゃく機能障がい 

・小児期に行われた口唇裂手術の修正・上下あご骨切り術 

・外傷性または手術後に生じた発音口語障がいに対する形成術など 

⑤心臓機能障がい 

・冠動脈バイパス術・永久ペースメーカー植込術など 

⑥じん臓機能障がい 

・ 人工透析法・じん移植術・移植に伴う免疫療法 

・ 透析によるシャント(血管挿入部)部分の炎症および血栓に対する治療 
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⑦肝臓機能障がい 

・ 肝臓移植術・移植後の抗免疫療法 

⑧小腸機能障がい 

・ 中心静脈栄養法 

⑨免疫機能障がい 

・ 抗ＨＩＶ療法・免疫調節療法・ＨＩＶ感染に対する医療 

〔費用負担〕 原則として医療費が1割負担となります。 

※ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 

〔必要書類〕 申請書・同意書・印鑑・保険証・診断書 

個人番号を確認できるもの（個人番号カード）など 

〔窓   口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

② 自立支援医療 （育成医療）

身体に障がいのある18歳未満の人で、障がいの進行を防ぐことや障がいを

軽くすることを目的とし、確実に治療効果が期待できる場合、指定医療機関で

医療の給付を受けることができます（※ 事前の申請が必要です）。 

〔対 象 者〕 そのままでは将来障がいを残すと認められ、外科的処置で確 

実な治療効果が期待できる18歳未満の人 

〔費用負担〕原則として医療費が1割負担となります。 

※ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 

〔必要書類〕 申請書・同意書・印鑑・保険証・診断書 

個人番号を確認できるもの（個人番号カード）など 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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③ 自立支援医療 （精神通院医療）               

精神神経の病気で指定自立支援医療機関に通院する場合、自立支援医療費の

給付を受けることができます。 

〔対 象 者〕 精神疾患があって、精神科医療機関に通院している在宅の人 

（統合失調症・中毒性精神病・うつ病・その他精神疾患） 

       ※入院の場合は対象になりません。 

〔更  新〕 受給者証の有効期限は1年間です。更新を希望される人は、 

期限までに申請してください。（有効期限の3ヶ月前から受付） 

〔変  更〕 住所、氏名、保険、医療機関などに変更があった時は届け出て

ください。 

〔費用負担〕 原則として医療費が1割負担となります。 

※ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 

〔必要書類〕 申請書・同意書・印鑑・保険証・診断書・受給者証 

個人番号を確認できるもの（個人番号カード）など 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

④ 重度障害者医療費支給制度

 重度の障がいのある人が医療機関で要した医療費の一部を助成します。（入院

時の食事代・居住費などの本人負担および医療保険適用外費用は除きます。） 

〔対 象 者〕 ３歳以上の人（３歳未満は子ども医療優先）で、次のいずれか

に該当する人 

(１)身体障害者手帳１級・２級を持っている人 

(２)療育手帳Ａ（おおむねＩＱ３５以下）を持っている人 

(３)身体障害者手帳3級を持っている人で、療育手帳Ｂ１（おおむね 

ＩＱ３６～５０）の人 

(４)知的障がいにより障害基礎年金（１級）を受給している人 

(５)知的障がいにより特別児童扶養手当（１級）を受給している人 

(６)精神障害者保健福祉手帳 １級を持っている人 
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【ただし、次に該当する人には支給されません】 

◇生活保護法による保護を受けている人 

◇本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある人 

〔費用負担〕 

◇通院  ５００円／月（上限） 

◇入院 （一 般） ５００円／日（小学生まで：月額上限３，５００円） 

（中学生以上：月額上限１万円） 

      （低所得） ３００円／日（小学生まで：月額上限２，１００円） 

（中学生以上：月額上限６，０００円） 

※いずれも１医療機関ごとになります。 

※医療機関から処方された薬剤は無料です。 

※対象者（６）のみで受給している人（中学生以上）は、精神病床への 

入院は対象外となります。 

  ※６５歳以上の人は後期高齢者医療制度への加入が要件となります。 

〔窓  口〕 大野城市国保年金課 TEL 580-1847 

⑤ 後期高齢者医療の早期適用

 一定の障がいがある場合、後期高齢者医療に早期加入することができます。 

〔対 象 者〕 ６５歳～７４歳の人で、次のいずれかに該当する人 

(１)身体障害者手帳1級～3級のいずれかに該当する人 

(２)身体障害者手帳４級で、次のいずれかに該当する人 

    ◇音声機能障がい・言語機能障がい・そしゃく機能障がい 

     ◇両下肢のすべての指を欠くもの 

     ◇一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 

     ◇一下肢の機能の著しい障がい 

(３)療育手帳Ａに該当する人 

(４)精神障害者保健福祉手帳１級・２級に該当する人 

(５)障害基礎年金等が１級・２級の人 

〔窓  口〕  大野城市長寿支援課 ＴＥＬ ５８０-１８５９ 
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⑥特定医療費（指定難病）のための医療費助成

「難病の患者に対する医療等に関する法律」により患者の同一世帯のうち、

同じ医療保険に加入している人の所得状況に応じ医療費の公費負担を受けるこ

とが出来ます。 

〔対 象 者〕 原因不明で治療方法が確立されていない難病のうち、厚生労働

省が定める指定難病 

〔窓  口〕 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 

 大野城市白木原3丁目5番25号（福岡県筑紫総合同庁舎２F） 

 TEL 092-513-5583  FAX 092-513-5598 

２．手 当 

① 特別障害者手当                           

〔内  容〕 日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の 

在宅の重度の障がいのある人に対して支給します。 

〔対 象 者〕  

(１)重度の障がいが重複している人 

(２)重度の肢体不自由で、かつ日常生活に特別な介護を必要とする人  

(３)心臓、じん臓などの内部障がいがあり、絶対安静が必要な人 

(４)知的障がいまたは精神に障がいのある人で、日常の動作、行動に 

ほぼ全面的に介護が必要な人 

【ただし、次に該当する人には支給されません】 

◇社会福祉施設（老人ホーム・国立療養所含む）などに入所している人 

◇医療機関（病院など）に入院している人 

◇本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある人 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 



54 

② 障害児福祉手当

〔内  容〕 日常生活において、常時の介護を必要とする 20 歳未満の重度

の障がいのある児童に対して支給します。 

〔対 象 者〕  

(１)身体障害者手帳1級および2級を持っている人の一部 

(２)療育手帳Ａの判定を受けた人で、ＩＱがおおむね２０以下の人 

(３)血液疾患、肝臓疾患などにより、(１)、(２)と同程度以上の状態にある人

(４)知的障がいまたは精神に障がいのある人で、日常の動作、行動に 

ほぼ全面的に介護が必要な人 

【ただし、次に該当する人には支給されません】 

◇社会福祉施設などに入所している人 

◇障がいを理由とする年金などを受けている人 

◇本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある人 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

③ 大野城市重度障がい者手当

〔対 象 者〕 在宅の重度の心身障がいのある人で、下記の要件を満たす人 

       （申請については、毎年１月に受付を行います。） 

(１)申請する年の前年の１年間、身体障害者手帳１級・２級または療育手帳

Ａを持っている人 

(２)申請する年の前年の１年間、大野城市に住民登録し、居住している人 

【ただし、次に該当する人には支給されません】 

◇前記の「特別障害者手当」や「障害児福祉手当」など、国の福祉手当を

受けている人 

◇障がいを事由とする年金などを受けている人 

◇社会福祉施設などに入所している人 

◇対象年に長期入院（３ヶ月間以上）した人 

◇本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある人 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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④ 大野城市重度障がい児（者）介護手当

〔対 象 者〕 身体障害者手帳１級・２級および療育手帳Ａをどちらも 

持っている障がいのある人を、在宅で常時介護している人 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

⑤ 大野城市外国人障がい者福祉手当

〔対 象 者〕 市内に居住し、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録さ

れている障がいのある人で、障害基礎年金などの受給資格がな

く、次の要件をすべて満たす人 

(１)昭和 37年１月１日以前に生まれた人 

(２)外国人に国民年金法が適用された昭和57年 1月 1日以前に初診日がある 

障がいがあり、身体障害者手帳1級・２級または療育手帳Ａの人 

(３)厚生年金その他公的年金を受給していない人 

(４)生活保護法の適用を受けていない人 

(５)地方税法に規定する市町村民税に係る前年の合計所得金額（本人、 

配偶者、扶養義務者）が、国民年金法施行令第５条の４に規定する 

額を越えない人 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

⑥ 特別児童扶養手当

〔対 象 者〕 精神または身体に障がいのある 20 歳未満の児童を養育してい

る父母など。ただし、対象となる児童は次のいずれかに該当す

る人です。 

(１)身体障害者手帳 1 級～３級を持っている児童および４級を持っている

児童の一部 

(２)療育手帳Ａを持っている児童およびＢを持っている児童の一部 

(３)精神の障がい、血液疾患、肝臓疾患などがあり、障がいの程度が (1)、(2) 

と同程度以上と認められる児童 
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※申請するためには指定の診断書が必要ですが、身体障害者手帳および療育 

手帳の判定内容によっては診断書の提出を省略できる場合があります。 

※身体障害者手帳および療育手帳を持っていない場合は、指定の診断書の提 

出が必要です。 

【ただし、次に該当する人には支給されません】 

◇父母と児童の住所が国内にないとき 

◇対象児童が障がいを支給事由とする公的年金（障害児福祉手当は年金では 

ありません）を受けることができるとき 

◇対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき 

◇本人および扶養義務者に一定額以上の所得があるとき 

〔窓  口〕 大野城市子育て支援課  TEL 580-1862・1863 

⑦ 腎臓疾患患者福祉給付金

〔内  容〕 就労などの理由により、夜間に人工透析による治療を受けてい

るじん臓に疾患のある人に対し通院に伴う交通費の一部を助成し

ます。 

〔対 象 者〕 次のいずれにも該当すること 

(１)身体障害者手帳の交付を受けていること 

(２)午後５時以降の人工透析が１ヶ月５回以上におよぶこと 

(３)通院距離または通院費用が次のいずれかに該当すること 

・自家用車使用の場合、片道１0㎞以上であること 

・公共交通機関もしくはタクシー利用の場合、1 ヶ月 2,000 円以上負担

したとき（タクシー使用の場合、領収書の提出が必要です） 

※生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される

場合は対象外です。 

※本人、扶養義務者などの所得制限があります。 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 
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３．年 金 

① 障害基礎年金                            

国民年金の加入中に一定の障がいとなった場合、年金を支給する制度です。 

障害基礎年金は障がいの程度により１級と２級に分けられます。この等級は

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別のものです。 

〔受給の用件〕 

障がいの原因となった傷病の初診日から１年６ヶ月経過した日または１年

６ヶ月以内に症状が固定した日（障がい認定日）において、国民年金法に定

める障がい程度であり、次のいずれかに該当する場合に支給されます。 

(１)初診日において被保険者であり、初診日の前日において、次の(ア)または

(イ)の納付要件を満たしていること 

(ア)初診日の前々月までの国民年金加入期間の３分の２以上が保険料を納

めた期間（または免除を受けた期間）であること 

(イ)初診日の前々月までの１年間が保険料を納めた期間（または免除を受け

た期間）であること（平成38年 3月 31日まで） 

(２)初診日において被保険者でなかった人は、国内に住所（住民票）があり、

60 歳以上 65 歳未満であり、(１)の (ア)または (イ)の納付要件を満たし

ていること 

(３)初診日において20歳未満であること（ただし本人の所得による制限があります） 

※障がい認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事後重

症の制度があります（65歳未満まで）。 

〔窓  口〕 大野城市国保年金課 ＴＥＬ ５８０-１８４８ 

② 障害厚生年金

 厚生年金の加入中に一定の障がいとなった場合、年金を支給する制度です。 

障害厚生年金は障がいの程度により１級～３級に分けられます。この等級は

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別のものです。 

〔受給の用件〕 次のすべてに該当する場合支給されます。 
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(１)障がいの原因となった傷病の初診日において、被保険者であること 

(２)障がい認定日において、厚生年金保険法に定める障がい程度であること

(３)障害基礎年金の受給資格を満たしていること 

※障がい認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事 

後重症の制度があります（65歳未満まで）。 

※障害厚生年金１～３級に該当しない軽度の場合でも、一時金として障

害手当金が出ることがあります。 

〔窓  口〕 南福岡年金事務所  福岡市南区塩原３丁目１番２７号 

ＴＥＬ ５５２-６１１２  ＦＡＸ ５４１-７６４９ 

③ 障害共済年金                            

  障害共済年金に関しては、各共済組合にお問い合わせください。 

４．その他 

① 心身障害者扶養共済制度                       

障がいのある人を扶養している人が死亡したとき（または重度障がい者とな

ったとき）、残された障がいのある人に年金を支給する制度です。 

〔対 象 者〕 次のいずれかに該当する人を、現に扶養している保護者 

(１)知的障がいのある人 

(２)身体障害者手帳１級～３級の人 

(３)精神または身体に永続的な障がいのある人で、(１)または (２)と同程 

度の障がいがあると認められる人（精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮

症、自閉症、血友病など） 

〔加入できる保護者の要件〕 

(１)福岡県に住所があること 

(２)年齢が６５歳未満であること（年齢は毎年４月１日現在） 



59 

(３)特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態 

であること 

(４)障がいのある人 一人に対して、加入できる保護者は一人であること 

〔掛  金〕 加入年齢によって掛金が異なります。 

〔窓  口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

② 災害時避難行動要支援者支援制度 

災害が発生したときに被害を受けやすい障がい者、難病患者などの支援を行

うために、地域ぐるみで安全と安心を守る制度です。詳しくはお問合せ下さい。 

〔窓  口〕大野城市安全安心課 TEL 580-1899 
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その他の福祉サービス 

① 郵便などによる不在者（在宅）投票

選挙のとき、重度の身体障がいがあるため投票所に行くことができない人は、

郵送することなどにより投票できます。（※ 事前に登録と申請が必要です。） 

〔郵便等投票のできる人の範囲〕 

身体障害者手帳の交付を受けている人で、障がいの程度が下表の○に該当す

る人。 

障がい 1級 2級 3級 

両下肢、体幹、移動機能 ○ ○  

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 ○   ○ 

免疫、肝臓 ○ ○ ○ 

※ 戦傷病者手帳の交付を受けている人や介護保険法における要介護者に

ついても、対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

〔窓   口〕 大野城市選挙管理委員会 ＴＥＬ ５８０-１９５７ 

ＦＡＸ ５７３-７７９１ 

② 外出支援サービス                          

大野城市に居住の人で、障がいにより車いすを使用していたり、寝たきりの

状態にあり、公共の交通機関を利用することが困難な人を、リフトカーで目的

地まで送迎します。事前に登録が必要です。また、介護者の添乗が必要です。 

〔費  用〕 無料（有料道路や有料駐車場の料金は、利用者負担になります）

〔窓  口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 
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③ ハンディキャブ貸出事業                        

公共交通機関での移動が困難な人に車いすのまま乗ることができるハンディ

キャブ（軽自動車）を貸し出します。事前に登録が必要です。また、運転者の

確保が困難な場合は運転ボランティアの紹介が可能です。 

〔費 用〕 無料（有料道路や有料駐車場の料金は、利用者負担になります）

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

④ 電動ベッド・エアーマット（床ずれ防止マット）貸出サービス

 退院時や帰省時、また日常生活を送る上で必要とする人に電動ベッド・エ 

アーマットの貸し出しを行います。 

〔費 用〕 有料（詳しくはお尋ねください） 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑤ 福祉用具リサイクル                         

 大野城市に居住の人で、不要となった福祉用具を無償で提供して頂ける人と、

譲り受けたい人の登録を行っています。 

〔対象福祉用具〕 電動ベッド・車いす・歩行器 

〔窓    口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑥ 車いすの貸出

大野城市に居住の人で、歩行が困難なため車いすを必要とする人に、短期間の

車いすの貸し出しをしています。 

〔費 用〕 1週間以内 無料 

〔窓 口〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

〔費 用〕 貸し出し日から７日以内 無料  

      ※最長 3ヶ月まで利用可能・・・1ヶ月あたり５００円 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 
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⑦ 声の広報                              

目の不自由な人や寝たきりの状態にある人のために、広報「大野城」をカセ

ットテープに録音してお届けします。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑧ 図書などの録音                           

目の不自由な人や寝たきりの状態にある人のために、ボランティアグルー

プ・朗読の会｢文鳥｣のみなさんが、希望される図書などをカセットテープやＣ

Ｄに録音してお届けします。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑨ 図書などの点訳                           

目の不自由な人のために、点訳ボランティアグループ・あゆみの会のみなさん

が、希望される図書などを点訳してお届けします。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑩ 拡大写本の作成                           

弱視の人に文字を大きく拡大した本を手書きで作成し、製本した「拡大写本」

をお届けします。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑪ 点字図書の貸出                           

目の不自由な人へ点字による図書の貸し出しを行っています。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 



63 

⑫ 手話通訳                               

聴覚障がいや言語機能障がいのある人とのコミュニケーションのため、ボラン 

ティアグループ・手話の会では手話通訳を行っています。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑬ 日常生活自立支援事業

 認知症・知的障がい・精神障がいのある人などで、判断能力が不十分なため

日常生活に困っている人に、福祉サービスを利用する（やめる）ための手続や

利用料金の支払、日常的金銭管理のお手伝いをします。 

〔費 用〕 １回（１時間まで）1,000円 

      （１時間を過ぎる場合は、30分ごとに350円が加算されます） 

日常の金銭管理にかかる通帳・書類などを預ける場合 月 350円 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

⑭ 生活福祉資金

身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人の世帯に対して、必要に応じ

た資金貸付を行うことにより､その世帯の経済的自立と生活意欲の助長ならび

に社会参加の促進を図るための制度です。ただし、貸付にはいろいろな制限が

あります。詳しくは窓口にお問合せください。 

〔窓 口〕 大野城市社会福祉協議会 ＴＥＬ ５７２-７７００ 

障がいのある人の世帯を対象とする生活福祉資金貸付制度 

◆生業費または技能習得費の貸付 

生業を営むため、技能などの修得のための資金を貸し付けます。

◆福祉用具などの購入資金の貸付 

福祉用具などを購入するために必要な経費を貸し付けます。 
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◆住宅資金の貸付 

住宅を増築・改築・拡張・補修するための資金を貸し付けます。 

◆障がいのある人の自動車購入資金の貸付 

日常生活や社会参加に使用するための自動車または通勤に使用するため

の自動車を購入するための資金を貸し付けます。 

※ この他に、失業などで生活にお困りの人を対象とした資金の貸付もあります。 

⑮ 市営住宅の入居

住宅に困窮している障がいのある人の世帯のために募集および入居の取扱い

には一定の配慮を設けてます。

○収入基準の緩和

 同居しようとする家族の収入を含め、諸控除後の月間所得額が一般世帯より

も緩和されます。 

一般世帯 月間所得額 158,000円以下
障がい者世帯 月間所得額 214,000円以下

○抽選時倍率優遇措置

 入居の順番を決定する抽選の際に２つの抽選番号を割り当てます。

〔対象となる世帯〕

 入所者に次のいずれかの障がい程度に該当する方が一人以上いる世帯 

(１)身体障害者手帳 ４級以上 

(２)療育手帳 重度、中度 

(３)精神障害者保健福祉手帳 １級、２級 

※市営住宅の場所 

 あけぼの市営住宅（瑞穂町４丁目３番１・２号） 

 おおぎ市営住宅（大城４丁目２７・２８番） 

〔窓 口〕 大野城市管財課 ＴＥＬ 580-１824
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⑯ 県営住宅の入居          

住宅に困窮している障がいのある人の世帯のために募集 および入居の取扱

いには一定の配慮を設けてます。

○収入基準の緩和

 同居しようとする家族の収入を含め、諸控除後の月間所得額が一般世帯より

も緩和されます。 

一般世帯 月間所得額 158,000円以下
障がい者世帯 月間所得額 214,000円以下

〔窓 口〕 福岡県住宅供給公社福岡管理事務所 ＴＥＬ ７１3-１６８３

⑰ 補聴器の定期診断                          

 聴覚に障がいのある人の補聴器について､次のとおり定期診断日を設けてい

ます。 

〔日 時〕 毎月第３月曜日 １４：００～１４：３０ 

〔場 所〕 大野城市福祉課 TEL 580-1852・1853 

⑱ 携帯電話の使用料の減免

〔内  容〕 携帯電話の月額基本使用料と各種サービスの月額使用料が割引

される制度があります。 

〔対 象 者〕 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいず 

れかを持っている人 

〔窓  口〕 携帯電話各社店舗または取扱店 
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障がいのある人の団体（支援団体） 

① 大野城市身体障害者福祉協会                     

身体障がいのある人の相互理解に基づき、更生意欲の向上と社会参加を目的

として組織された団体です。さまざまな行事を通して、身体障がいのあるみな

さまのコミュニケーションづくりをめざしています。 

〔事務局〕 大野城市曙町２丁目３番２号（大野城市総合福祉センター内） 

      ＴＥＬ ５８１-８０８０ 

② 大野城市手をつなぐ育成会

知的障がいのある人の保護者の情報交換や親睦をはかることを目的に組織さ

れた団体です。レクリエーションなどを通じて、会員間や地域とのネットワー

クづくりに取り組んでいます。 

〔事務局〕 大野城市曙町２丁目３番２号 （大野城市総合福祉センター内） 

      ＴＥＬ ５７２-７７００ 

③ 筑紫地域精神障害者家族会 「五筑会」

家族の相談や情報交換、学びあい、地域交流などの活動により自立した生活

を支援します。 

〔事務局〕 大野城市白木原４丁目1番5号  ＴＥＬ ５９２-３９４２ 

④ 特定非営利活動法人 「つくしクローバー会」

精神に障がいのある人の自立と社会参加の支援、家族の交流事業、障がいに

ついての正しい理解を広げる啓発活動、ボランティア活動を行っています。 

〔事務局〕 太宰府市梅ケ丘１丁目２６番８号  ＴＥＬ ９２４－０８５７ 
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市内の障がいのある人の施設など 

① 市内の施設一覧

（１）計画相談支援事業所 

事業所名 住所・連絡先 
 受けられる障害福祉 

 サービス 

相談支援センター 

はまゆう 

大野城市大城５丁目２８番地３号 

TEL ５１３－０３３７   

FAX ５１３－０３３８ 

計画相談支援 

計画相談支援事業所 

さくら 

大野城市乙金東２丁目２６番１号 

TEL ５８０－９６６６   

FAX ５０３－２７６６ 

計画相談支援 

あみ白木原 

サービス利用計画 

大野城市白木原4丁目1番5号 

TEL ５９２－３９４２ 

FAX ５９２－３９４２ 

計画相談支援 

みなみ相談支援事業所 

大野城市白木原1丁目10-27-101 

TEL ５１５－０８１６   

FAX ５１７－２４０９ 

計画相談支援 

社会福祉法人 大野城市 

社会福祉協議会 

大野城市曙町２丁目３番２号  

TEL ５７２－７７００   

FAX ５９３－５８２９ 

計画相談支援 

指定特定相談支援事業所 

まどか園 

大野城市瓦田１２７番４８号 

TEL ５０４－６５３７ 

FAX ５０４－６５３６ 

計画相談支援 

大野城市障がい者支援 

センター 

大野城市上大利５丁目１８番８号 

TEL ５８３－５５６０ 

FAX ５９６－７４９５ 

計画相談支援 
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（２）居宅訪問系事業所 

事業所名 住所・連絡先 
 受けられる障害福祉 

 サービス 

社会福祉法人 大野城市 

社会福祉協議会 

大野城市曙町２丁目３番２号  

大野城市総合福祉センター 

TEL ５８９－５５３３   

FAX ５８９－５５３１ 

居宅介護 

行動援護 

重度訪問介護 

同行援護 

ニチイケアセンター 

大野城 

大野城市瓦田４丁目１５番２７号 

TEL ５８７－１５０１   

FAX ５８７－１５０５ 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

アップルハート大野城 

ケアセンター 

大野城市中央２丁目１４番３号  

メゾン三和１０２号 

TEL ９１５－１８８１   

FAX ９１５－１８８２ 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

ホット・オアシス 

大野城 

大野城市東大利２丁目１番１０号 

重松ビル１０６号 

TEL ５８９－４８７５ 

FAX ５８９－４８７５ 

居宅介護 

みなみ２４ 

大野城市白木原１丁目１０番 

２７-１０１号 

TEL ５１５－０８１６   

FAX ５１７－２４０９  

居宅介護 

行動援護 

重度訪問介護 

同行援護 

アスパルケアセンター 

大野城 

大野城市仲畑２丁目８番１４号 

TEL ５７３－３６００   

FAX ５７３－３６０１  

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

ニチイケアセンター 

筑紫 

大野城市白木原５丁目６番１２号  

フェニックス福岡南１階Ａ号 

TEL ５７３－１５８９ 

FAX ５７３－１７６４ 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 
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事業所名 住所・連絡先 
受けられる障害福祉 

 サービス 

ゆうそら大野城 

大野城市川久保２丁目３番５号 

TEL ５０３－６０４３ 

FAX ５５８－３８５６ 

居宅介護 

重度訪問介護 

逢いあい 

大野城市山田４丁目１２番１－６号 

八店街 

TEL ７７６－３５３３ 

FAX ７７５－７４２０ 

居宅介護 

重度訪問介護 

ホームヘルプサービス 

東風の郷 

大野城市乙金東３丁目４番１４号 

TEL ５５８－８１８２ 

FAX ５５８－８２８９ 

居宅介護 

重度訪問介護 

（3）共同生活援助（グループホーム）事業所・施設系事業所 

事業所名 住所・連絡先 
 受けられる障害福祉 

 サービス 

ベルフラワー 

大野城市乙金東２丁目１７番１０号 

TEL ５０３－７０７０   

FAX ５０３－７８５５ 

共同生活援助 

パルテールはまゆう 

大野城市大城５丁目２８番９号 

TEL ５８０－８５５５   

FAX ５１３－０３３８ 

共同生活援助 

短期入所 

寺内ホーム アンダンテ 

大野城市下大利2丁目１８番２６号 

TEL ５７２－９７５３   

FAX ５７２－９７５３ 

共同生活援助 

福岡県障害者就労支援 

ホームあけぼの園 

大野城市曙町２丁目４番１８号 

TEL ５０１－０３２４   

FAX ５０１－０３２５ 

施設入所支援 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

生活介護 
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事業所名 住所・連絡先 
受けられる障害福祉 

 サービス 

まどか園 

大野城市瓦田１２７番４８号 

TEL ５０４－６５３７ 

FAX ５０４－６５３６ 

施設入所支援 

生活介護 

短期入所 

はまゆうワークセンター 

大野城 

大野城市大城５丁目２８番地３号 

TEL ５１３－０３３７   

FAX ５１３－０３３８ 

自立訓練（生活訓練） 

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

ひいらぎ 

大野城市平野台４丁目３１番１号 

TEL ５９６－３５９６   

FAX ５９６－３５９６ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

就労支援事業所 門出 

大野城市白木原2丁目8番26号 

タナコート白木原303号 

TEL ５５８－５２６６   

FAX ５５８－５２９６ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（Ａ型） 

なごみ 

大野城市白木原1丁目7番5号 

TEL ５９２－０７５３   

FAX ５９２－０７５４ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（Ａ型） 

とまり木 

大野城市錦町4丁目5番16号 

TEL ５５８－１９２３   

FAX ５５８－１９２４ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

connect 

大野城市白木原1丁目9番43号 

パレスＪＪ202号 

TEL ５５８－０２７０   

FAX ５５８－０２７１ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

第三野の花学園 

大野城市下大利３丁目9番1号 

TEL ５７３－９９８７ 

FAX ５７３－９９８７ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（B型） 

ワークメイト 

大野城市山田１丁目１０番1号 

TEL ５８８－０７３３ 

FAX ５８８－０７３４ 

就労移行支援（一般型） 

就労継続支援（B型） 
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事業所名 住所・連絡先 
受けられる障害福祉 

 サービス 

パン工房こすも 

大野城市御笠川５丁目3番7号   

ＰＡＸ御笠川7号室2階 

TEL ５０３－０１４７ 

FAX ５０３－０１４７ 

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

Ｗｅ Ｈａｐｐｙ（ウィー 

ハッピー） 

大野城市白木原２丁目１０番８号 

TEL ５８８－１４０７   

FAX ５８８－１４０８ 

就労継続支援（Ａ型） 

指定就労継続支援Ａ型事業所

仁花 kimika 

大野城市乙金東２丁目１７番1０号 

TEL ５８０－８００１ 

FAX ５８０－８００２ 

就労継続支援（Ａ型） 

社会福祉法人福岡 

あけぼの会みぎわ工房 

大野城市白木原４丁目１番５号 

TEL ５９２－３９４２   

FAX ５９２－３９４２ 

就労継続支援（Ｂ型） 

B型作業所かたつむり 

大野城市仲畑２丁目１０番３０号 

TEL ５８６－８１９９   

FAX ５８６－８１９９ 

就労継続支援（Ｂ型） 

カフェ ヒュッテ 

大野城下大利1丁目10番21号 

TEL ５５８－０６３３   

FAX ５５８－０６３３ 

就労継続支援（Ｂ型） 

大野城市障がい者支援 

センター 

大野城市上大利５丁目１８番８号 

TEL ５８３－５５６０   

FAX ５９６－７４９５ 

就労継続支援（Ｂ型） 

生活介護 
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（４）障がい児相談支援事業所 

事業所名 住所・連絡先 
 受けられる障害福祉 

 サービス 

みなみ相談支援事業所 

大野城市白木原1丁目10-27-101 

TEL ５１５－０８１６   

FAX ５１７－２４０９ 

障害児相談支援 

社会福祉法人 大野城市 

社会福祉協議会 

大野城市曙町２丁目３番２号  

TEL ５７２－７７００   

FAX ５９３－５８２９ 

障害児相談支援 

（５）障がい児の施設 

事業所名 住所・連絡先 
 受けられる障害福祉 

 サービス 

じどうデイサービス 

フィール 

大野城市仲畑１丁目７番３３号 

サニープレイス II１０１号 

TEL ５５８－３３１８   

FAX ５５８－３３１９ 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

児童デイサービス 

ほっと 

大野城市南ケ丘３丁目１７番２８号 

TEL ４００－９３９９ 

FAX ５８８－８８５９  

放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス 

ＷＩＮＧ曙町 

大野城市曙町2丁目１番４号 

TEL ５５８－１０６２ 

FAX ５５８－１０６３ 

放課後等デイサービス 

しあわせ駅 大野城 

大野城市南ケ丘6丁目20番2号 

TEL ５５８－４１０１ 

FAX ５５８－４１０２  

放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス 

スリール２ 

大野城市南ケ丘7丁目5番1号 

TEL ５５８－２５１７ 

FAX ５５８－２５１８ 

放課後等デイサービス 
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事業所名 住所・連絡先 
受けられる障害福祉 

 サービス 

こどもデイサービス 

ハッピーフラワー 

大野城市御笠川５丁目３番７号 

TEL ５７６－９５５８ 

FAX ５７６－９５５９ 

放課後等デイサービス 

UNICO 

大野城市乙金東２丁目１７番１０号 

TEL ５７６－９２１３ 

FAX ５７６－９２２７ 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス 

幸愛 

大野城市平野台４丁目８番２２号 

TEL ５９５－７５６２ 

FAX ５９５－７５６３ 

放課後等デイサービス 

児童通所支援事業所 

りらく大城 

大野城市大城４丁目３番２４号 

TEL ５５８－２６９０ 

FAX ５５８－２６０９ 

放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス 

野の花 下大利 

大野城市下大利2丁目6番10号 

TEL ５７３－９９８７ 

FAX ５７３－９９８７ 

放課後等デイサービス 

児童通所支援事業所 

りらく筒井 

大野城市筒井4丁目5番5号 

TEL ７０７－８９９９ 

FAX ７０７－８９９８ 

放課後等デイサービス 

※ 施設の空き状況などによっては、ご利用できない場合があります。詳しく

は各施設にお問合せください。 

また、施設利用については、１８ページで交付を受けた「障害福祉サービ

ス受給者証」が必要となります。詳しい内容などについては福祉課にお問合

せください。 

〔窓  口〕  大野城市福祉課 TEL 580-1852・1960
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大野城市 福祉課 

〒816-8510 福岡県大野城市曙町二丁目2番1号 

ＴＥＬ ０９２-５８０-１８５２ 

０９２-５８０-１８５３ 

ＦＡＸ ０９２-５７３-８０８３ 

[URL] http://www.city.onojo.fukuoka.jp 

[E-mail] fukusi @ city.onojo.fukuoka.jp 
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