
　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き
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障がい者手帳をお持ちの方
・身体手帳
・療育手帳
・精神手帳

運転手への提示で、バス料金
が半額になります。
ただし、町営バス（100円
バス）は割引の対象になりま
せん。

｢バス介護｣表示のある
・身体手帳
・療育手帳
をお持ちの方

本人及び同行の介護者（1名
まで）について、半額になり
ます。

　□タクシー運賃割引
・身体手帳
・療育手帳
をお持ちの方

運転手への提示で、本人に限
り料金が1割引になります。

障がい者手帳の提示のみで割引と
なります。

・身体手帳
をお持ちの方

本人が運転する場合、通行料
金が半額になります(ＥＴＣ
での登録も可能です)。

第1種の
・身体手帳
・療育手帳A
をお持ちの方

介護者が運転する場合(必ず
対象者の同乗が必要です)、
通行料金が半額になります。

第1種の
・身体手帳
・療育手帳
をお持ちの方

本人及び介護者(1名まで)に
ついて、普通乗車券、回数乗
車券、普通急行券、定期乗車
券(小児定期除く)が半額にな
ります。

・身体手帳
・療育手帳
をお持ちの方

単独でご利用になる場合、片
道100ｋｍを超える普通乗
車券について半額となりま
す。

　障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）を取得された方やその家族に対し、
負担軽減、生活の安定のための各種障がい者福祉制度があります。制度を利用される際には、事前に申請手続
きが必要な場合があります。必要な福祉サービスを適切に受けていただけるよう、制度についてご理解をお願
いします。
　なお本紙では、障がい者手帳を略称で記載しています。
　(身体障害者手帳⇒身体手帳、精神障害者保健福祉手帳⇒精神手帳)
  障がい福祉関係の手続きは福祉あんしん課障がい福祉係（本庁舎）で行っています。

　□バス運賃割引
障がい者手帳の提示のみで割引と
なります。

　□有料道路
　　通行料金割引

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

(申請に必要な書類等)
・手帳　
・ＥＴＣカード
・割引を受ける車の車検証
・運転者の免許証
・車載器のセットアップ証明書

　□ＪＲ、智頭急行
　　若狭鉄道等
　　旅客運賃割引

手続きについては、それぞれの
サービス提供会社・事業所にお問
い合わせください。

鳥取県マスコットキャラクター

「アートリピー」

　　移動・交通・各種料金の割引、助成



　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き
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・身体手帳
・療育手帳
・精神手帳
をお持ちの方がおられる世
帯で、世帯構成員全員が町
民税非課税の場合

ＮＨＫ放送受信料を全額免除
します。

　□携帯電話料金割引

・身体手帳
・療育手帳
・精神手帳
をお持ちの方

月々の携帯電話利用料の減免
が受けられます。

減免内容は各会社によって異なる
場合がありますので、携帯電話会
社にお問い合わせください。

　■自動車運転免許
　　取得費助成事業

自動車運転免許取得に要する
費用の一部を助成します。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

　□重度障がい者
　　タクシー料金
　　助成制度

・身体手帳1・2級
・療育手帳Ａ
・精神手帳1級
をお持ちの18歳以上で下記
のすべてに当てはまる方
・運転免許を持っていない
・町民税が非課税
・町税等の滞納がない
・在宅で暮らしている
・生活保護を受けていない

500円のタクシー料金助成
券を年度ごとに１ヶ月あたり
2枚交付いたします。なお、
有効期限は交付された年度内
です。（※申請月で交付枚数
が異なります。)

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

(申請に必要な書類等)
・印鑑
・障がい者手帳

　□航空運賃割引

満１２歳以上の方で
・身体手帳
・療育手帳（手帳に航空運
賃の割引対象者である証明
があるもの）
・精神手帳（顔写真付き及
び搭乗日当日が有効期間内
であるもの）
をお持ちの方

本人または本人及び介護者(1
名まで)について、航空運賃
の割引を受けることが出来ま
す。

割引の適用範囲や内容は各航空会
社によって異なる場合がありま
す。

手続きについては、それぞれの
サービス提供会社にお問い合わせ
ください。

　□ＮＨＫ放送
　　受信料の減免

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

(申請に必要な書類等)
・印鑑
・障がい者手帳
・現在の契約内容の分かるもの

・視覚障がい
・聴覚障がい
の身体手帳をお持ちの方
・身体手帳1・2級
・療育手帳Ａ
・精神手帳1級
のいずれかをお持ちの方が
世帯主でかつ受信契約者の
場合

ＮＨＫ放送受信料を半額免除
します。

　□ＴＣＣ
　　利用料の免除

・身体手帳
・療育手帳
・精神手帳
をお持ちの方がおられる世
帯で、世帯構成員全員が町
民税非課税の場合

ＴＣＣ利用料(基本利用料の
み)が全額免除されます。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

(申請に必要な書類等)
・印鑑
・障がい者手帳

・身体手帳
・療育手帳
・精神手帳
をお持ちの方

　■自動車改造費
　　助成事業

障がい者手帳を取得した方が
自ら所有し、運転する自動車
の改造に要する費用の一部を
助成します。
車いすの昇降装置は対象外で
す。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

改造してからの申請は受け付けら
れません。

　　移動・交通・各種料金の割引、助成



　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き

　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き
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　□腎臓機能障がい者
　　交通費助成制度

身体手帳(腎臓機能障害)を
お持ちで、人工透析療法を
受けておられる町内に住所
を有する方で下記のすべて
に当てはまる方
(施設入所者・生活保護法に
よる保護を受けている方は
除く。)
・月に1回以上通院して血
液透析を受けた場合
・町民税が非課税
・町税等の滞納がない
・医療機関による送迎事業
を利用していない

2～5km未満 1,000円
5km以上3,000円

距離は片道です。
金額は月額です。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　すこやか健康課　
保険係
電話　52－1707

6ヶ月に1回、町から対象の方に
申請書類をお送りしますので、必
要事項を記入の上、提出してくだ
さい。

　□作業所等通所障
　　がい者交通費助成　　　　　
　　制度

就労継続支援B型、就労移
行支援事業所に通所され、
町内に住所を有する方で下
記のすべてに当てはまる方
(施設入所者・生活保護法に
よる保護を受けている方は
除く。)
・月に11日以上通所した場
合
・運転免許を持っていない
・町民税が非課税
・町税等の滞納がない

通所に必要な交通費の個人負
担額の半額を助成します。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

6ヶ月に1回、町から対象の方が
所属する事業所に申請書類をお送
りしますので、必要事項を記入の
上、提出してください。

　□特別医療費
　　助成制度

・身体手帳1・2級
・療育手帳Ａ
・精神手帳1級
・身体手帳3・4級かつ療育
手帳Ｂ(IQ50以下)
のいずれかをお持ちの方

保険対象医療を受けられた場
合に、自己負担分を助成する
制度です。
ただし、所得額によって対象
とならない場合があります。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　すこやか健康課　
保険係
電話　52－1707

(申請に必要な書類等)
・障がい者手帳
・医療保険証

　□心身障がい者
　　医療費助成制度

・身体手帳3・4級
・療育手帳B
・精神手帳2級
のいずれかをお持ちの方で
本人町民税非課税の方

※ただし、後期高齢者医療、
高齢受給者証（70～74
歳）、特別医療対象者は除く

保険対象医療を受けられた場
合に、自己負担部分の半額を
助成する制度です。
（食事療養費、他の医療費助
成制度を受けている医療費を
除く）

高額療養費にかかる返金があ
る場合は、その金額を差し引
いて支給します。

琴浦町役場　すこやか健康課　
保険係
電話　52－1707

(認定申請)
・障がい者手帳　
・印鑑　
・医療保険証
(助成請求)
・医療費の領収証(原本)
・印鑑
・医療費助成認定通知書

　　移動・交通・各種料金の割引、助成

　　医療費に関する助成



　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
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　■自立支援医療
　　(更生医療)

対象部位の身体手帳を
お持ちの18歳以上の方で、
更生医療(心臓ペースメー
カー、人工透析、人工関節
など)を受けられる方

知事の指定を受けた医療機関
等で、障がいの軽減、除去や
機能回復のための医療を受け
ることが出来ます。その際の
医療費の自己負担額は、原則
として1割負担となります。
※所得に応じて月額自己負担
上限額あり。

琴浦町役場　すこやか健康課　
保険係
電話　52－1707

(申請に必要な書類等)
・申請書　
・身体手帳
・所得状況確認の同意書
・印鑑　
・医療保険証
・医師意見書(指定様式)
・医療費内訳書(指定様式)

　■自立支援医療
　　(精神通院)

精神の病気を理由として、
通院による精神医療を継続
的に必要とする方

知事の指定を受けた医療機関
等で、精神科の病気で通院す
る医療を受けることが出来ま
す。その際の医療費の自己負
担額は、原則として1割負担
となります。
※所得に応じて月額自己負担
上限額あり。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

(申請に必要な書類等)
・申請書
・所得状況確認の同意書
・年金額の分かるもの(年金受給
者)
・印鑑　
・医療保険証
・診断書(指定様式)

　■自立支援医療
　　(育成医療)

18歳未満の身体に障がいの
あるお子さん、またはその
まま放置すると将来障がい
を残すと認められる疾患の
あるお子さんで、手術等の
治療によって確実な治療効
果が期待できる方

知事の指定を受けた医療機関
等で、障がいの軽減、除去や
機能回復のための医療を受け
ることが出来ます。その際の
医療費の自己負担額は、原則
として1割負担となります。
※所得に応じて月額自己負担
上限額あり。

琴浦町役場　すこやか健康課　
保険係
電話　52－1707

(申請に必要な書類等)
・申請書
・医師意見書(指定様式)
・所得状況確認の同意書
・扶養状況申告書
・印鑑
・医療保険証

　■後期高齢者医療

一定の障がいを有する方
・身体手帳1級～3級、身体
手帳4級のうち音声・言
語・そしゃくに関する障が
い、身体手帳4級のうち下
肢に関する障がいの一部(1
号・3号・4号)
・療育手帳A
・精神手帳（1級～2級)
をお持ちの方

後期高齢者医療制度は75歳
以上の方が加入することに
なっていますが、一定以上の
障がいのある方については、
65歳から本人の選択により
加入することができます。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　すこやか健康課　
保険係
電話　52－1707

　□障がい者
　　インフルエンザ
　　予防接種費助成

・身体手帳1・2級
・療育手帳Ａ
・精神手帳1級
をお持ちの方

※子ども及び高齢者のイン
フルエンザ予防接種事業に
該当される方は対象となり
ません。

助成額：１，５００円
（１人１回）

（接種期間）
１０月１日～２月末日

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

＊毎年10月に、対象の方へ助成
券をお送りします。必要事項を記
入し助成券を医療機関に提出し予
防接種を受けてください。

　　医療費に関する助成



制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き

　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 サービス内容 必要な手続き
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　■居宅介護
　　(ホームヘルプ)

入浴・家事・通院などヘル
パーさんが身の回りの手伝い
をします。

　■短期入所
　　(ショートステイ)

家族に用事があったり病気等
の場合に、短期間の施設利用
が出来ます。

　■生活介護
　　(デイサービス)

常に介護を必要とする障がい
者の方に、昼間、創作活動等
の機会を提供します。

　■施設入所支援
日常生活の手伝いを受けなが
ら、施設で暮らすことが出来
ます。

　■児童発達支援
障がい児(未就学児)の方のデ
イサービスです。施設に通い
訓練等をします。

　■放課後等
　　デイサービス

障がい児(学齢児)の方のデイ
サービスです。施設に通い訓
練等をします。

　■就労継続支援
　　Ａ型＝雇用型
　　Ｂ型＝非雇用型

一般企業での就職が難しい人
に、福祉工場(Ａ型)や施設(Ｂ
型)で働く場を提供するとと
もに、知能及び能力向上のた
めに必要な訓練を行います。

　■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
住居で日常生活上の援助等を
行います。

　■補装具の
　　交付・修理

・身体手帳をお持ちの方
・難病等のある方

※品目別に交付対象となる障
がい程度等の規定あり。

原則、用具価格の1割の自己
負担で交付が受けられます。
※所得に応じて負担上限額あ
り。

(補装具)
車いす、補聴器、義肢、歩行
器、盲人用安全杖など

(日常生活用具)
ストマ用装具、頭部保護帽、
屋内信号装置、盲人用時計、
電磁調理器、特殊寝台、入浴
補助用具、住宅改修、透析液
加温器など

※用具の種類と各用具の助成
上限額は別に定められていま
す。詳しくは障がい福祉係に
お問い合わせください。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

購入してからの申請は受け付けら
れません。
(申請に必要な書類等)
・障がい者手帳
・印鑑
・その他必要に応じて求められる
書類

※補装具の場合、品目によっては
判定会に出席していただく必要が
あります。
※介護保険サービスを利用してお
られる方は、そちらが優先されま
す。

　■日常生活用具
　　の給付

・身体手帳
・療育手帳
・精神手帳をお持ちの方
・難病等のある方

※品目別に交付対象となる障
がい程度等の規定あり。

障がい(難病等含む)があ
り、障がい支援区分の認定
を受けられた方

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

利用に当たっては、障がい者手帳
とは別に障がい程度区分の認定が
必要となります。
原則1割負担(世帯の所得に応じて
負担軽減あり)

(申請に必要な書類等)
・印鑑
・その他必要に応じて求められる
書類

※介護保険対象の方は、介護保険
サービスが優先となります。

　　福祉用具等の給付

　　障がい福祉サービス等の利用



　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 サービス内容 必要な手続き

　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き
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　□意思疎通支援事業

聴覚、言語、音声機能等の障
がいのため、コミュニケー
ションをとるのに支障のある
方のために、手話通訳等を行
う者を派遣します。

　■日中一時支援事業
障がい者等の日中活動の場を
確保し、家族の休息を図りま
す。

　■移動支援事業

視覚障がいの方や重度の身体
障がいの方等、屋外での移動
に支援が必要な方にヘルパー
を派遣して、外出の手伝いを
します。

　■障害基礎年金
国民年金加入期間に障がい
を有し、支給対象と認定さ
れた方

20歳から支給されます。1
級は年額993,750円、２級
は年額795,000円です。
(67歳以下の金額・別途この
加算額あり)

　■特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に
加入しなかった方
※詳細な対象者は年金窓口
にお尋ねください。

障害基礎年金1級相当の方は
月額53,650円、2級相当の
方は月額42,920円が支給さ
れます。

障がい(難病等含む)の
ある方

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

原則1割負担(所得に応じて負担上
限額あり)
(申請に必要な書類等)
各サービスによって必要な書類が
異なります。詳しくは、障がい福
祉係までお問い合わせください。

※介護保険対象の方は、介護保険
サービスが優先となります。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　町民生活課
総合窓口係
電話　52-1704

倉吉年金事務所
電話　26ー5311

　■障害厚生年金

厚生年金加入期間に障がい
を有し、障害基礎年金1､2
級又は厚生年金法で定める
障がい程度(3級)に該当する
方

障害基礎年金1、2級に該当
する場合は、障害基礎年金に
上乗せする形で支給されま
す。なお、障がい程度が3級
に満たない方で一定程度以上
の障がいのある方には、手当
金(一時金)が支給されます。

　■児童扶養手当

離婚等により父又は母と生
計を同じくしていないか、
父又は母が重度障がい者で
ある場合に児童を扶養する
方

支給額は月額44,140円であ
り、2人目は10,420円、3
人目以降は1人あたり6,250
円を加算します。
所得により手当額が減額され
ます。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
生活支援係
電話　52－1７１５
(申請に必要な書類等)
・請求者及び対象児童の戸籍謄本
・請求者及び対象児童が含まれる
住民票　
・印鑑　・預金通帳　・年金手帳

　■特別児童
　　扶養手当

障害基礎年金と同程度の障
がいのある20歳未満の児童
を養育している保護者の方

1級　月額53,700円
2級　月額35,760円

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６
(申請に必要な書類等)
・請求者及び対象児童の戸籍謄本
・世帯全員分の住民票　
・印鑑　・同意書　・診断書

　　障がい福祉サービス等の利用

　　年金・手当等



　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き

　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き
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　■特別障害者手当

重度の障がいがあり、日常生
活に常時介護を必要とする方
で支給対象と認定された20歳
以上の在宅の方

月額27,980円

　■障害児福祉手当

重度の障がいがあり、日常生
活に常時介護を必要とする方
で支給対象と認定された20歳
未満の在宅の方

月額15,220円

　□重度在宅
　　障がい児(者)
　　福祉手当

障害児福祉手当または
特別障害者手当を受給
している方

対象者に対して月額2,000円の
手当を支給します。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６
(申請に必要な書類等)
・支給申請書　・請求書　・印鑑

　■所得税

本人、配偶者控除の対象とな
る配偶者、又は扶養控除の対
象となる親族が障がいのある
方である場合

障害者控除として１人当たり
２７万円(特別障害者のときは
１人当たり４０万円、同居特別
障害者のときは１人当たり７５
万円)が所得金額から差し引か
れます。

(申請相談窓口) 　　
　倉吉税務署
　電話　２６－２７２１(代表) 

　■個人住民税

本人、配偶者控除の対象とな
る配偶者、又は扶養控除の対
象となる親族が障がいのある
方である場合

障害者控除として１人当たり
２６万円(特別障害者のときは
１人当たり３０万円、同居特別
障害者のときは１人当たり５３
万円)が所得金額から差し引か
れます。

(申請相談窓口) 　　
　琴浦町役場　税務課
　電話　５２－１７０２ 

　□個人事業税
重度の視覚障がいのある方(両
眼の矯正視力が０．06以下の
方)

あんま、はり等の事業を行う場
合に非課税となります。

(申請相談窓口)
　鳥取県中部県税事務所
　電話　２３－３１１１

　■少額貯蓄等
　　の利子等
　　に関する税

障がい者手帳の交付を受けて
いる方、遺族基礎年金・寡婦
年金などを受けている方(妻)
及び児童扶養手当を受けてい
る方(妻)

受け取る一定の預貯金等の利子
等については、一定の手続きを
要件に非課税の適用を受けるこ
とができます。

　■相続税
相続又は遺贈により財産を取
得した法定相続人が障がい者
である場合

８５歳に達するまでの年数１年
につき１０万円(特別障害者の
時は２０万円)が障害者控除と
して、相続税額から差し引かれ
ます。

　■贈与税
特別障がいのある方が贈与に
より信託益権を取得した場合

信託会社に委託する場合は一定
条件のもとに6千万円までは非
課税になります。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６
(申請に必要な書類等)
・認定請求書　  ・認定診断書
・住民票(謄本)　・印鑑
・所得状況届(指定様式)
・その他必要な書類

　□心身障害者
　　扶養共済制度

加入者：障がい児(者)を
扶養している方で、65歳
未満の健康な方
障がい児(者)：身体手帳
1～3級、知的障がい、
精神障がいのある方

障がい児(者)を扶養している方
(加入者)が、一定の掛け金を納
めることにより、加入者が死亡
したり重度障がい者になった場
合に、障がい児(者)に1口につ
き月額20,000円の年金が支給
されます。

(申請窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課
障がい福祉係
(相談窓口)
鳥取県障がい福祉課
電話　0857－26－7152

(申請相談窓口) 　　
　倉吉税務署
　電話　２６－２７２１(代表) 

　　年金・手当等

　　税の減免等



　【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 対象者 助成内容 必要な手続き

制度・内容 対象者 制度内容 必要な手続き

お困りのときはご相談ください
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琴浦町福祉あんしん課　障がい福祉係　 〒689－2392　琴浦町徳万591-2
（琴浦町障がい者地域生活支援センター）　                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  
電　話　0858 - 52 - 1706　　ＦＡＸ　0858 - 52 - 1524

中部障がい者地域生活支援センター    　〒682－0023　倉吉市山根43
電　話　0858 - 26 - 2346　　ＦＡＸ　0858 - 26 - 2300

　□自動車税種別割
　　軽自動車税種別割

一定以上の障がいのある方
本人、又は生計を一つにす
る方

自動車を所有する場合に使用
目的に応じて減免されます。
なお、障がいの種類に応じて
対象となる障がいの程度(等
級)が定められています。

(申請相談窓口)
普通自動車
　鳥取県中部県税事務所
　電話　２３-３１０７
軽自動車
　琴浦町役場　税務課
　電話　５２－１７０２

　□自動車税環境性能
　　割　　　　　　
　　軽自動車税環境性
　　能割

一定以上の障がいのある方
本人、又は生計を一つにす
る方

自動車・軽自動車を取得する
場合に使用目的に応じて減免
されます(利用頻度により減
免額が異なります)。なお、
障がいの種類に応じて対象と
なる障がいの程度(等級)が定
められています。

(申請相談窓口)
　鳥取県東部県税事務所
　電話（０８５７）２０-３５１
１

　□ハートフル
　　駐車場制度

・身体、知的、精神障がい
により歩行が困難な方、あ
るいは発達障がい等により
歩行に介助者の特別な注意
が必要な方
・要介護、要支援認定を受
けた高齢者又は難病等によ
り歩行が困難な方
・けが、妊産婦等で一時的
に歩行が困難な方

鳥取県内(及び全国の制度導
入している各府県)の専用駐
車スペースを優先して利用で
きます。

ハートフル駐車場利用証(有
効期限あり)を交付しますの
で、駐車の際には車外から見
えるところに掲示してくださ
い。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

対象者には窓口にて即時交付いた
します。有効期限が近付きます
と、県から通知が届きます。
(申請に必要な書類等)
各種障がい者手帳、母子手帳など
歩行が困難である等の理由がわか
るもの

　□ヘルプマーク 義足や人工関節を使用して
いる方、内部障がいや難病
の方、妊娠初期の方など。
援助や配慮を必要としてい
る方

1人につきストラップ、
バッジのどちらか一個を
配布します。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

障がい者手帳、身分証明書、申請
書など提示は不要です。

　□避難行動要支援者
　　登録制度

・身体手帳1・2級
・療育手帳Ａ
・精神手帳1級
をお持ちの方、高齢者世帯
など

「地域支援者(民生委員・行
政区役員・警察・消防等)」
に対して、登録者に関する情
報を提供し、災害時における
支援を地域の中で受けられる
ようにします。

(申請相談窓口)
琴浦町役場　福祉あんしん課　
障がい福祉係
電話　52－170６

(申請に必要な書類等)
・申請書兼外部提供同意書

　　税の減免等

　　その他


