
支援が必要なお子さんやその家族に対して，さまざまな支援があります。
各制度の詳細についてはお問い合わせください。

○身体障害者手帳

身体に障害があり，日常生活に著しい制限を受ける方が，障害の程度に応じて各種のサービスを
受けるために必要な手帳です。

■障害の対象 ： 眼，耳，肢体不自由，言葉，そしゃく，心臓，腎臓，肝臓，呼吸器，小腸，ぼうこう，

直腸，免疫機能等の障害

■内 容 ： 障害の程度により，１級から６級まで

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

○精神障害者保健福祉手帳

精神疾患（統合失調症，うつ病，てんかん，高次脳機能障害，発達障害など）を有する方のうち，日常
生活または社会生活に制限のある方が，各種サービスを受けるために必要な手帳です。

■ 内 容 ： 障害の程度により１級から３級まで

○療育手帳

知的障害児の方が，一貫した療育・援護・相談等の各種サービスを受けるために必要な手帳です。
県の児童相談所の判定を受けてから手帳が交付されます。

■ 内 容 ： 障害の程度により，Ａ（重度）とＢ（その他）に区分されます。

○特別児童扶養手当

身体，知的または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している方に対して支給します。

（所得制限があります。）

■ 対象者 ： ・身体障害者手帳１，２，３級及び４級(一部)

・療育手帳Ａ及びＢ(一部)程度の知的や精神に障害のある方

■ 手当額 ： １人につき月額 １級 52,500円，２級 34,970円 ※令和3年4月現在

■ 支給月 ： ４月，８月，11月 ※指定された金融機関口座に振り込みます。

各種手当

○障害児福祉手当

在宅で，重度の障害があるため常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給します。（所

得制限があります。）

■ 手当額 ： 月額14,880円 ※令和３年4月現在

■ 支給月 ： 2月 ，5月 ，８月 ，11月 ※指定された金融機関口座に振り込みます。

申請・お問い合わせは
・社会福祉課障害福祉係（身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害児福祉手当）

☎ 0226-22-6600（内線436～439）

・子ども家庭課（療育手帳・特別児童扶養手当） ☎ 0226-22-6600（内線276）

・唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 0226-32-4811 

・本吉総合支所保健福祉課 ☎ 0226-42-2975 



○障害者医療費助成制度

重度の障害者のある方が保険適用で医療を受けた場合の一部負担金を助成します。（所得制限が

あります。）

■対象者 ： ・身体障害者手帳１，２級及び内部障害３級の方

・療育手帳Ａの方，職親に委託されている療育手帳Ｂの方

・特別児童扶養手当１級の方

・精神障害者保健福祉手帳１級の方

助成制度

○自立支援医療（精神通院）

精神障害又はてんかんを有する方で，一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合，

医療費の自己負担が１割となります。

さらに世帯の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。

○自立支援医療（育成医療）

18歳未満の児童で，身体に障害（肢体不自由，視覚障害等）があり，手術等によって障害の改善が

認められる方に医療費の給付をします。医療費の給付を受ける場合の自己負担は，原則として医療

費の１割負担となり，さらに世帯の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。

○補装具費の助成

身体障害者手帳の所持者等が日常生活や就労・就学を行う上で，身体上の不自由さを補うための

補装具の購入・修理にかかる費用の一部を助成します。事前に申請が必要です。

■用具の種目例

・下肢装具（先天股脱装具，、内反足装具，膝装具など）

・車椅子 ・座位保持椅子 など

種目により対象者要件がありますので，詳細についてはお問い合わせください。

○日常生活用具の給付

在宅で障害のある方に対して，障害の種類や程度に応じて用具の給付を行います。事前に申請が

必要です。

■用具の種目例

・紙おむつ 基準額 12,000円／月（３歳以上）

・頭部保護帽 基準額 15,200円 耐用年数３年

・入浴補助用具 基準額 90,000円 耐用年数８年（３歳以上）

・訓練用ベッド 基準額 159,200円 耐用年数８年（学齢児以上）など

種目により対象者要件がありますので，詳細についてはお問い合わせください。



○気仙沼市障害者社会参加促進助成券（タクシー券・燃料券）

心身に重度の障害のある方の社会参加を促進するための助成券を発行しています。

助成券はタクシー料金の助成を受けられる「タクシー券」と，自動車の燃料料金の助成が受けられる

「燃料券」からの選択となります。

■タクシー券 ●助成額 券１枚につき500円の助成で１月あたり３枚，最大３６枚を交付します。

●対象者 身体障害者手帳１～２級及び下肢障害3級の方

療育手帳Ａの方

精神障害者保健福祉手帳１級の方

■ 燃料券 ●助成額 券１枚につき250円の助成で１月あたり1,500円の助成があります。

●対象者 身体障害者手帳１～２級及び下肢障害3級の方

療育手帳Ａの方

精神障害者保健福祉手帳１級の方

※自動車の所有者及び運転者が，障害のある本人または生計を一にする家族であることが要件とな

ります。

〇ヘルプカード

ヘルプカードは，障害をお持ちの方，病気の方，高齢の方，

妊娠中の方など援助が必要な方が携帯するカードで，周囲の

方に配慮や援助をお願いしやすくするものです。

○児童発達支援事業

未就学障害児を対象として，日常における基本的な動作の指導・集団生活への適応訓練等を行い

ます。

・気仙沼市マザーズホーム 松崎柳沢216-13 ☎0226-22-6683

・ほっぷ 本吉町登米沢24-1 ☎0226-25-7710

・いっぽ 物倉山6 ☎0226-37-4585

福祉サービス

○居住訪問型児童発達支援

外出することが困難な重度の障害のあるお子様に，居宅を訪問し，日常生活における基本的な動

作の指導を行います。

・いっぽ 物倉山6 ☎0226-37-4585

申請・お問い合わせは

・社会福祉課障害福祉係 ☎ 0226-22-6600（内線436～439）

・唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 0226-32-4811 

・本吉総合支所保健福祉課 ☎ 0226-42-2975 



○放課後等デイサービス

学校在学中の障害児に対して，放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓

練等を行います。

・気仙沼市マザーズホーム 松崎柳沢216-13 ☎0226-22-6683

・オレンジキッズ 東新城2-5-4 ☎0226-25-7515

・オレンジティーンズ 三日町2-2-15 ☎0226-25-7515

・ほっぷ 本吉町登米沢24-1 ☎0226-25-7710

・いっぽ 物倉山6 ☎0226-37-4585

申請・お問い合わせは

・社会福祉課障害福祉係 ☎ 0226-22-6600（内線436～439）

・唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 0226-32-4811 

・本吉総合支所保健福祉課 ☎ 0226-42-2975 

○居宅介護

ヘルパーが自宅を訪問し，入浴，排泄，食事等の支援を行います。

○保育所等訪問支援

保育所等を訪問し，障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支

援，その他必要な支援を行います。

・気仙沼市マザーズホーム 松崎柳沢216-13 ☎0226-22-6683

○短期入所

自宅で介護する人が病気の場合等に，短期間施設に宿泊して，入浴・看護・介護及び日常生活の世

話を行います。

○日中一時支援事業

日中，一時的に預かり，家族の負担軽減を図るとともに，見守りや社会に適用するための日常的な

訓練等を行います。

〇訪問入浴サービス

自宅入浴が困難な方に，移動入浴車により入浴サービスを行います。



○ひまわり相談

気仙沼支援学校では，言葉の遅れ，しつけや生活習慣，対人関係や行動面，学習面などお子さんの

事で気になることに関する相談に応じます。

保護者の方，保育所・幼稚園・学校（小学校～高校）の職員の方など，どなたでも相談できます。

問い合わせ先

宮城県立気仙沼支援学校 ☎0226-24-3019（ひまわり相談とお話しください）

e-mail:keyou-shienbu1@keyou.myswan.ne.jp

相談・ママサークル

○障害児等療育支援事業所

目が合いにくい，言葉が遅い，体の発達などの気になるお子さん，発達に関心のある家族・支援者

の療育に関する相談に応じます。

家庭訪問や，保育所，幼稚園，学校などを巡回するなどの方法による相談も行っています。

問い合わせ先

・気仙沼市マザーズホーム ☎0226-28-9866 FAX：0226-22-6683

ユニバーサルシートは，乳幼児等のおむつ交換等

のために設置するベビーシートと異なり，大人も横

になれる大型のシートです。障害のある方のおむつ

交換等に利用されるほか，高齢者や子ども連れの方

など，多くの人が多目的に利用できます。

※市民福祉センター「やすらぎ」の多目的

トイレ

公共施設の設置状況

・市民福祉センター「やすらぎ」 錦町1-2-1

・まち・ひと・しごと交流プラザ 南町海岸1-11

・気仙沼市立病院 赤岩杉ノ沢8-2

・三陸道本吉パーキング内トイレ 本吉町谷地225

・気仙沼保健福祉事務所 東新城3-3-3

・気仙沼市役所ワンテン庁舎２階 八日町1-1-1

・道の駅「大谷海岸」 本吉町三島9

・復興祈念公園 陣山264

・新月公民館 松川前69-2

ユニバーサルシート



○計画相談支援

障害のある方のサービス利用について相談を受け，サービス利用計画を作成します。

・気仙沼市障害者生活支援センター 錦町1-2-1 ☎0226-24-5161

・松峰園相談支援センター 松崎柳沢216-8 ☎0226-23-9922

・キングス・ビレッジ相談支援 松崎面瀬17-1 ☎0226-25-7882

・ほっとオレンジ 東新城2-5-4 ☎080-1822-3163

・相談支援事業所 陽だまり 古町3-3-8 ☎0226-28-9968

・相談支援センター じょいん 本郷11-10 ☎0226-25-7501

・相談支援事業所 支援ねっと・もとよし 本吉町猪の鼻182-4 ☎0226-25-7720

○ふぁみりあ

「ふぁみりあ」は 病気 障がい 発達のんびりさんのお子さんを子育て中のお母さん（又はご家族）

が，子育てに関する悩みを気兼ねなく話しながら，情報交換や交流を図れる親子の居場所づくりを

しています。

「ハンディっ子ワッペン」

このワッペンを使用している子は，発達に何らかのハンディ(障がい)を抱えています。ワッペンを

見かけた際には ご理解と 温かく見守って頂けたら幸いです。

P３０ 参照


