
- 2 -- 1 -

《 内 容 》　　　　　　　　　　　　    《ページ》

障がい施策の一覧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

　相談の窓口
障がい福祉課各援護係‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
保健センター等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
障がい福祉センターあしすと‥‥‥‥‥‥‥15
こども支援センターげんき‥‥‥‥‥‥‥‥17
足立区社会福祉協議会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
権利擁護センターあだち‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
障がい者虐待通報・相談窓口‥‥‥‥‥‥‥18
民生委員・児童委員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
福祉団体‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
その他（東京都等の相談窓口等）‥‥‥‥‥‥19

　障害者総合支援法のサービス等
障がい福祉サービス利用までの流れ‥‥‥‥21
利用者負担の考え方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22
障がい福祉サービスの内容‥‥‥‥‥‥‥‥23
障がい福祉サービス事業者情報‥‥‥‥‥‥26

手　帳 　手帳
愛の手帳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27
身体障害者手帳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27
精神障害者保健福祉手帳‥‥‥‥‥‥‥‥‥28
参考：身体障害者障害程度等級表‥‥‥‥‥29
　　  愛の手帳判定基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥32
　　  精神障害者保健福祉手帳障害等級 ‥32

　日常生活のサービス
重症心身障がい児（者）等
　　　　　　　在宅レスパイト事業‥‥‥‥46
重度脳性麻痺者介護人派遣‥‥‥‥‥‥‥‥46
緊急あずけあい事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46
あいあいサポート
　　　　（住民参加型家事援助事業）‥‥‥‥47
移動支援（ガイドヘルプサービス）‥‥‥‥‥47
日中保護事業（日中一時支援事業）‥‥‥‥‥47
地域活動支援センター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47
補装具費の支給‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
車椅子の貸し出し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
日常生活用具の給付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
紙おむつの支給‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55
重度身体障がい者緊急通報システム‥‥‥‥55
重度身体障がい者火災安全システム‥‥‥‥55
心身障がい者用電話の貸与と
　　　　　　　　　電話料金の助成‥‥‥‥56
身体障がい者巡回入浴（訪問入浴サービス） ‥56
訪問理美容サービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥56
図書資料の郵送サービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥56
交通事故　重度後遺障がい者介護料の支給‥57
身体障害者補助犬の給付‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

　視覚・聴覚障がい者サービス
視覚障がい者のための相談・訓練‥‥‥‥‥58
ガイドヘルパーネットワーク（紹介）‥‥‥‥58
点字図書の給付（日常生活用具）‥‥‥‥‥‥58
盲人生活用具の販売・あっせん‥‥‥‥‥‥58
点字広報と声の広報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59
点字録音刊行物作成配付‥‥‥‥‥‥‥‥‥59
点字による即時情報ネットワーク事業‥‥‥59
視覚障がい者日常生活情報点訳等サービス‥59
図書館のサービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60
盲ろう者のための相談・訓練‥‥‥‥‥‥‥60
盲ろう者通訳・介助者の派遣‥‥‥‥‥‥‥61
聴覚障がい者のための相談・訓練‥‥‥‥‥61
手話通訳者・要約筆記者の派遣
　　　　　　　（意思疎通支援事業）‥‥‥‥61
聴覚障がい者用ビデオ・映画フィルム・
　　　　　　　　　　　機器の貸し出し‥‥62
ヒアリングループ（難聴用磁気ループ）の
　　　　　　　　　　　貸し出し‥‥‥‥‥63
足立区議会　本会議・委員会の傍聴‥‥‥‥63

　医療・看護
心身障害者（児）医療費助成‥‥‥‥‥‥‥‥33
後期高齢者医療制度（障害認定の申請）‥‥‥33
難病の医療費助成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34
特殊医療費助成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34
Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療
　　　　　　  　　医療費助成 ‥‥‥‥‥‥34
肝がん・重度肝硬変医療費助成‥‥‥‥‥‥34
自立支援医療（更生医療）‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
自立支援医療（精神通院医療）‥‥‥‥‥‥‥35
自立支援医療（育成医療）‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
小児慢性特定疾病の医療費助成‥‥‥‥‥‥35
小児精神病医療費助成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
在宅重症心身障がい児（者）訪問事業‥‥‥‥36
心身障がい児（者）歯科診療‥‥‥‥‥‥‥‥36
自動車事故による入院治療‥‥‥‥‥‥‥‥36
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」‥‥36

　 　手当・年金
障がい者福祉手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37
難病患者福祉手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37
重度心身障害者手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38
児童育成手当　育成手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥38
児童育成手当　障害手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥38
特別障害者手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39
障害児福祉手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39
福祉手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39
特別児童扶養手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40
児童扶養手当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40
障害基礎年金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41
障害厚生年金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41
特別障害給付金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41
心身障害者扶養共済‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42
心身障害者扶養年金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42
参考：難病患者福祉手当の対象疾病一覧‥‥43

　公共料金の減免OFF

ＮＨＫ放送受信料の減免‥‥‥‥‥‥‥‥‥64
水道・下水道料金の免除‥‥‥‥‥‥‥‥‥64
ＮＴＴ東日本ふれあい案内
　　　　　　（無料番号案内）‥‥‥‥‥‥‥64
携帯電話使用料等の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥64
郵便料金等の減免‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65
青い鳥郵便葉書の無償配布‥‥‥‥‥‥‥‥65
区立体育館・プール個人使用料の免除‥‥‥65
都立文化施設の無料入場
　　　　　　　および駐車場の無料利用‥‥66
都立公園等の入園料の免除‥‥‥‥‥‥‥‥66
海上公園等の無料入場‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

￥ 　税の軽減
所得税の障害者控除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67
住民税の障害者控除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67
所得税の所得金額調整控除
　　（特別障害者等を有する者等）‥‥‥‥‥68
住民税の所得金額調整控除
　　（特別障害者等を有する者等）‥‥‥‥‥68
バリアフリー改修工事をした住宅の
　　　　　　　　固定資産税の減額‥‥‥‥68
相続税の障害者控除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥68
特定障害者に対する贈与税の非課税‥‥‥‥68
利子等の非課税‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥68
個人事業税の軽減‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69
自動車に関する税の減免‥‥‥‥‥‥‥‥‥69

　社会参加
選挙‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70
東京都障害者休養ホーム‥‥‥‥‥‥‥‥‥70
レクリエーション・療育等‥‥‥‥‥‥‥‥71
都内の各種講習会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

障がい者のしおり2021　目　次



- 4 -- 3 -

　交通機関の割引
都営交通の無料乗車券‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74
精神障害者都営交通乗車証‥‥‥‥‥‥‥‥74
都営交通の運賃の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74
ＪＲ旅客運賃の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
私鉄旅客運賃の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
民営バスの割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
コミュニティバス「はるかぜ」の割引‥‥‥‥76
航空旅客運賃の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76
フェリー旅客運賃の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥76

　自動車・タクシー
福祉タクシー券の交付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77
タクシー運賃の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77
介護・福祉タクシー（車椅子専用車、
　　　　　寝台車）のコールセンター ‥‥‥77
自動車燃料費の助成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78
有料道路通行料金の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥78
自動車運転免許取得‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79
身体障害者標識・聴覚障害者標識‥‥‥‥‥79
身体障がい者自動車改造費の助成‥‥‥‥‥80
駐車禁止の対象除外‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80
都立公園駐車場の無料利用‥‥‥‥‥‥‥‥81
海上公園駐車場の無料利用‥‥‥‥‥‥‥‥81
公共駐車場の割引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82
区営自転車等駐車場の
　　　　　　利用料の免除・割引‥‥‥‥‥82

　仕事・生活
就職相談‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥83
職業訓練‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥84
障がい者雇用と事業主への助成‥‥‥‥‥‥85
障がい者の雇用・就労支援‥‥‥‥‥‥‥‥85
資金の貸付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥86

　住宅
住宅設備改善費の給付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87
都営住宅入居の優遇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87
都営住宅使用料の減額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥88
都市再生機構「新築ＵＲ賃貸住宅」の
　　　　　　　　抽選時の倍率優遇‥‥‥‥88

　施設一覧
生活介護‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96
自立訓練（生活訓練）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥97
就労移行支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥97
就労継続支援Ａ型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98
就労継続支援Ｂ型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98
就労定着支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
自立生活援助‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100
短期入所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101
施設入所支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101
共同生活援助（グループホーム）‥‥‥‥‥ 101
地域活動支援センター‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
日中保護（日中一時支援）‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
児童発達支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
医療型児童発達支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
放課後等デイサービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107
保育所等訪問支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109
計画相談支援・障害児相談支援‥‥‥‥‥ 110
地域移行支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
地域定着支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
障がい者への貸出施設‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112
その他区外の障がい者施設‥‥‥‥‥‥‥ 112

やさしいまちあだち バリアフリーマップ
区内全域図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 114
足立区バリアフリーマップ（地図・施設一覧）
　【1　千住地区】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
　【2　江北・宮城・新田地区】 ‥‥‥‥‥ 121
　【3　梅田・梅島地区】 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 125
　【4　中央本町・綾瀬地区】 ‥‥‥‥‥‥ 131
　【5　保木間・花畑地区】 ‥‥‥‥‥‥‥ 137
　【6　鹿浜・皿沼地区】 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 143
　【7　竹の塚・西新井地区】 ‥‥‥‥‥‥ 147
区内だれでもトイレ（車椅子対応）の
　　　　　　　　ある公衆便所・公園‥‥ 153
区内鉄道各駅のバリアフリー化状況‥‥‥ 157
区内路線バス等整備状況‥‥‥‥‥‥‥‥ 159
足立区協定旅館・宿泊施設申込方法
　　　およびバリアフリー整備状況‥‥‥ 161

ヘルプマーク・ヘルプカード‥‥‥‥‥‥ 162
索　　引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163

　教育・保育・療育
発達支援児保育‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89
学童保育‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89
障がい児者地域活動支援サービス‥‥‥‥‥89
コミュニケーションの教室
　　　　　（特別支援教室）‥‥‥‥‥‥‥‥89
就学奨励費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥89
特別支援教育‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90

　ボランティア・養成講座
ボランティア活動
　　　（総合ボランティアセンター）‥‥‥‥91
手話通訳者の養成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥91
要約筆記者の養成講習会‥‥‥‥‥‥‥‥‥91
点訳奉仕員指導者・
　　専門点訳奉仕員の養成講習会‥‥‥‥‥91
朗読（音訳）奉仕員指導者の養成講習会‥‥‥92
視覚障がい者のガイドヘルパー
　　　　　　　　　　養成研修講座‥‥‥‥92
知的障がい者移動支援従事者養成研修‥‥‥92
精神保健福祉ボランティア講座‥‥‥‥‥‥92

　災害への備え
足立区からの発信・配信サービス‥‥‥‥‥93
緊急情報伝達システム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥93
第二次避難所（福祉避難所）‥‥‥‥‥‥‥‥93
耐震工事への助成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95
警察・消防への緊急時の通報‥‥‥‥‥‥‥95




