
11毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！

福

　祉

地域生活支援事業
障がいのある方の能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会
生活を営むことができるよう以下の事業を行います。

相 談 支 援
障がいのある方や介護者などからの相談に
応じ、情報提供や権利擁護のために必要な
援助を行います。 利用者負担

なし
コミュニケー
ション支援

聴覚、言語機能、音声機能などの障がい者
が、円滑に意思の疎通を図れるよう、手話
通訳者や要約筆記者などを派遣します。

地域活動支援
セ ン タ ー

障がいのある方が通い、創作・生産活動、
社会交流などの活動を行います。

一部を除き
負担なし

日常生活用具 障がいのある方に、自立生活支援用具など
の日常生活用具の給付、貸与を行います。

原則1割負
担（世帯の
課税状況に
応じ上限あ
り）

移 動 支 援 屋外での移動が困難な障がいのある方につ
いて、外出のための支援を行います。

日中一時支援 日中、施設で入浴、排せつ、食事などの介
護を行います。

移 動 入 浴
サ ー ビ ス

重度の身体障がい者で、家族などによる介
護だけでは入浴が困難な方に、訪問入浴を
行います。

障害児通所支援（児童福祉法）
療育を行う必要があると認められたお子さんに対して、必要な療
育・支援を行います。

児童発達支援 療育指導を実施する施設で、日常生活における基本的な
動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。

放 課 後 等
デイサービス

18歳未満の児童に対して、授業の終了後または学校の
休業日に、療育指導を実施する施設で、生活能力の向上
のために必要な訓練などを行います。

保 育 所 等
訪 問 支 援

保育園・幼稚園への通園児に対して、療育指導を実施す
る施設の指導員が、保育園などを訪問して集団療育など
の支援を行います。

※原則1割負担（世帯の課税状況に応じ上限あり）

その他のサービス

福祉ハイヤー
料金の助成

重度の心身障がい者や寝たきりの65
歳以上の方が福祉ハイヤーを利用し
た場合、料金の一部を助成するチケッ
トを交付します。

それぞれ対
象になる障
がいが定め
られ併給は
できません。

タクシー料金
の助成

在宅の重度の心身障がい者が、市内の
タクシーを利用した場合、料金の一部
を助成するチケットを交付します。

市内路線バス
の無料乗車証

心身障がい者の方に、市内路線バス
の無料乗車証を交付します。

重度心身障害者
通院交通費助成

障がいの治療のために同一医療機関
へ定期的かつ長期的に通院しなけれ
ばならない方を対象に、通院交通費
の一部を助成します。

紙おむつの給付
寝たきりの20歳以上65歳未満の重度心身障がい者
および特定疾患患者で常に紙おむつを必要とする方
に給付します。

軽・中等度難聴児
補聴器購入等の助成

身体障害者手帳の対象とならない軽・
中等度の難聴児に補聴器購入などの
費用を助成します。

原則1割負担
（世帯の課税
状況に応じ
上限あり）

その他 緊急通報システムの設置、自動車改造費助成、自動
車運転免許取得費助成

障がいのある方のために

自立支援給付
障害者総合支援法の対象となる障がいのある方が必要とするとき
は、その障がいの程度などに応じて、介護支援を行う「介護給付」や
訓練などの支援を行う「訓練等給付」などのサービスが受けられま
す。

●利用できる主なサービス　

介
護
給
付

居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅で介護が必要な方に、入浴、排せつ、
食事などの介護を行います。

同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を
有する方に、移動および外出時において
必要な代筆、代読、移動の介護を行いま
す。

行動援護
知的障がいまたは精神障がいの方が外出
するときに生じる危険を回避するために
必要な援護や、移動時の介護などを行い
ます。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護が必要な
方に、自宅で入浴、排せつ、食事などの
介護、外出時における移動支援などを総
合的に行います。

生活介護
常に介護が必要な方に、入浴、排せつ、
食事などの介護を行うとともに、生産活
動や創作的活動の機会を提供します。

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する方が病気などの場合に、
短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、
食事などの介護を行います。

施設入所支援 施設に入所している方に、入浴、排せつ、
食事などの介護を行います。

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している方
に、一定期間、就労に必要な知識および
能力向上のための訓練などを行います。

就労継続支援
（A�型・B�型）

一般企業などで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
向上のための訓練を行います。

共同生活援助
（グループホーム）

地域生活を営むうえで支援を必要とする
方に、共同生活の場において、家事など
の日常生活上の支援や相談支援を行いま
す。

補装具 義肢、装具、車いす、補聴器など障がい
を補う補装具を交付・修理します。

自
立
支
援
医
療

育成医療
18歳未満で身体に障がいがある児童が、
その障がいを軽減して生活能力を得るた
めに必要な医療給付を受けられます。

更生医療
身体障がい者が、その障がいを軽減・除
去し、日常生活能力や職業能力の回復向
上を図るために必要な医療給付を受けら
れます。

精神通院医療
精神障がい者が、通院による精神医療を
継続的に受けるために必要な医療給付を
受けられます。

※原則1割負担（世帯の課税状況に応じ上限あり）

（     ）

障がいのある方へのサービス
� 障がい福祉課  32-6356

6401503.indd   11 2019/03/01   9:02:40
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福

　祉

児童手当
� こども支援課  32-6416
中学校修了前（15歳到達後最初の年度末）の児
童を養育する父母などに支給されます。転入
してきた方は、15日以内に認定請求書を提出
すると転入日の属する月の翌月分から支給さ
れます（公務員の方は職場での申請が必要）。
□児童1人につき（月額）
3歳未満 15,000円
3歳から小学校
修了まで

第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円

中学生 10,000円
所得制限を超えた受給者 （一律）5,000円

児童扶養手当
� こども支援課  32-6416
離婚や死亡により父親または母親がいない
世帯で、18歳に達する日以後の直近の3月
31日までの間にある子ども（心身障がい児
は20歳未満）を養育している方に支給され
ます（父親または母親が心身障がい者の場
合や1年以上拘禁されている場合、また父
親または母親から1年以上遺棄されている
世帯などを含む）。ただし、子どもが児童
福祉施設に入所している世帯は除きます。
❶子供1人の世帯……月額42,910円
❷子供2人の世帯�…… ❶に10,140円加算
❸子供3人以上の世帯…❷に各6,080円加算
　※それぞれ所得に応じて減額、支給停止あり

通常保育
� こども育成課  32-6378
保護者が日中に自宅外で常時働いていた
り、病気などで、日々の保育が必要な乳幼
児が対象。心身に障がいを持つ乳幼児も通
常保育の範囲で保育します。
□保育園一覧
区分 保育園名 所 在 地 電　　話

公
　立

いとい北 日新町4丁目 74-2110
しみず 清水町2丁目 33-4260
ひまわり 高砂町2丁目 33-9490
みその 美園町3丁目 34-4339

法
　人

あけの 明野新町5丁目 57-3543
☆ うとない ウトナイ南3丁目 82-8161
おとわ 音羽町2丁目 36-5056

△ こいとい しらかば町5丁目 73-2600
☆ さくらぎ 桜木町3丁目 73-7033
△ すえひろ 末広町1丁目 36-9656
☆ たいせい 大成町1丁目 72-9257

△ 拓勇おひさま 拓勇西町7丁目 52-0020

△ 苫小牧すみれ 矢代町3丁目 84-3520

△ なかの 元中野町2丁目 38-5588
錦岡 宮前町2丁目 67-0033

△ 沼ノ端おひさま 沼ノ端中央4丁目 55-0705

☆ ひよし 日吉町2丁目 73-7620
山手
キューピット 山手町1丁目 73-2762

特別児童扶養手当
� 障がい福祉課  32-6356
20歳未満で精神や身体に、この手当制度
に定める程度の障がいがある児童を養育し
ている世帯に支給されます。
●1級障害児（重度）　月額52,200円
●2級障害児（中度）　月額34,770円
※所得に応じて支給停止あり。

□市育英会、交通遺児育英会の奨学金など
区　　分 奨学給付金

（月額）
奨学金
（月額） 入学一時金・就学支度金

市
育
英
会

高校（定時制含む）、市内の専修学校（高等課程）・各種学校 5,000円
（5人） 10,000円

30,000円

高専（1～3年次）
50,000円

市内の大学は70,000円高専（4～5年次、専攻科）、大学（夜間部を含む）、短大（専攻科を含
む）、専修学校（専門課程）

8,000円
（10人）

15,000円
または

30,000円

市
交
通
遺
児

育
英
会

小・中学校 － － 20,000円

高校（定時制含む）、市内の専修学校（高等課程）・各種学校 － 10,000円 30,000円

大学（夜間部含む）、高専、短大（専攻科含む）、専修学校（専門課程） － － 40,000円

※()内は、採用予定人数です。奨学金・入学一時金・就学支度金については、原則採用人数制限はありません。

●市育英会
各種学校、専修学校、高等学校以上の学校に進学する方
または在学している方で、経済的な理由で就学が困難な
方に下表のとおり奨学金などを支給、または無利子でお
貸しします。なお、奨学給付金の返還は不要です。

●市交通遺児育英金
交通遺児で経済的な理由で就学が困難な方に、
高等学校などの在学時には奨学金を、小学校
以上の学校の入学時と進級時には就学支度金
を下表のとおり支給します。返還は不要です。

●休園日　日曜、祝日、年末年始
※通常の保育時間�＝�7時30分～18時30分
☆印の保育時間�＝�7時～19時
△印の保育時間�＝�7時30分～19時
※�「たいせい」と「うとない」は休日保育実施�
（8時～18時）
※�「拓勇おひさま」「ひよし」「あいか」は病
児・病後児保育実施（在園児のみ対象）
□小規模保育施設一覧
区
分
小規模保育施設

名 所 在 地 電　　話

法
　人

バンビ 沼ノ端中央2丁目 53-0550
苫小牧なの花 ウトナイ南6丁目 53-6200
コアラ 北栄町2丁目 61-1924
ひかりチャイル
ドケアセンター 光洋町3丁目 75-1006

パンダ 沼ノ端中央3丁目 84-1740
青空にじいろ 柏木町2丁目 74-7459
ベビーエンゼル！！ しらかば町5丁目 76-6666

個
　人

苫小牧育成
そよかぜ 春日町2丁目 35-1010

ひだまりのもり 拓勇西町4丁目 57-8205

●休園日　日曜、祝日、年末年始

一時保育
� こども育成課  32-6378
通常保育に入所していない幼児を対象に、
緊急・一時的に保育します。ひまわり、あ
けの、錦岡、うとない、あいかで休園日以
外の9時から17時まで実施しています。

幼稚園と保育園の機能や特長を併せ持つ施
設です。保育が必要な方の入園案内や利用
料の決定は市が行います。
□認定こども園一覧
認定こども園名 型 住所 電話
認定こども園
幼稚舎あいか 保育所型 柳町4丁目 53-0021

認定こども園
苫小牧もも花
幼稚園

幼　保
連携型

澄川町
3丁目 67-5650

認定こども園
苫小牧中央
幼稚園

幼　保
連携型

新中野町
3丁目 84-7357

認定こども園
かおり幼稚園

幼　保
連携型

弥生町
2丁目 72-5503

認定こども園
勇払幼稚園

幼　保
連携型

字勇払
142番地 56-2300

はなぞの
認定こども園

幼　保
連携型

花園町
2丁目 71-6687

認定こども園
第２はくちょう幼稚園

幼　保
連携型

北栄町
4丁目 55-2221

認定こども園
苫小牧聖ルカ幼稚園

幼　保
連携型

旭町
2丁目 36-1156

認定こども園
苫小牧あおば幼稚園 幼稚園型 見山町4丁目 72-7411

発達が心配な子のために
障害児通所支援

こども通園センターおおぞら園
（福祉ふれあいセンター内）� 34-5821
心身に障がいや発達に遅れなどのある子ど
もに対し、相談や通園による訓練・指導を
行います。利用者負担があります。

児童手当や奨学金

保 育 園 認定こども園

障害児福祉手当
� 障がい福祉課  32-6356
20歳未満で精神や身体に、この手当制度
に定める程度の障がいがある児童に支給さ
れます。
●支給額　月額14,790円
※所得に応じて支給停止あり。

市育英会・市交通遺児育英会
総務企画課  32-6739
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