困ったときの相談先・・・（１．

・支援機関）
H28.5.1現在

相談できる内容等
障がい全般
発育相談
こどもの
サービスの申請

育相談・支援
障がいのある方の
相談・支援
知的障がいの相談
・支援（こども）
知的障がいの相談
・支援（おとな）
発達障がいの
相談・支援
発達障がいの
相談・支援
精神障がいの
相談
精神障がいの
相談

所在地

総社市役所 福祉課 障がい福祉係

係

児童発達支援センター 総社はばたき園
総社市障がい者基幹相談支援センター
岡山県 倉敷児童相談所
岡山県 知的障害者 生相談所 倉敷支所

おかやま発達障害者支援センター

総社市中央一丁目１番１号

（0866）92-8265

障害

（0866）92-8358

の相談・手続

総社市中央一丁目１番１号

（0866）92-8257

育相談，児童発達支援，保育所等訪問支援
総社市小寺３６５

（0866）92-2384

障がいのある方の日常生活・福祉サービスに関する相談

総社市中央一丁目１番３号
18歳

（0866）92-8578

の方の 育手 の匯定，知的障がいに関する相談

倉敷市美和１－１４－３１

（086）421-0991

18歳以上の方の 育手 の匯定，知的障がいに関する相談，心 匯定，職能匯定

倉敷市美和１－１４－３１

（086）421-0991

発達障がいに関する相談支援
岡山市勾区 園８６６

（086）275-9277

総社市中央一丁目１番３号

岡山県 備中保健所
岡山県 精神保健福祉センター

倉敷障がい者就業・生活支援センター

就職相談

岡山障害者職業センター

勱 後 制

児童発達支援・放課後等デイサービスの申請・相談など

（総社市発達障がい支援コーディネーター）

就職相談

勻匏 護・

（0866）92-8261

発達障がい支援コーディネーターによる相談支援

ハローワーク総社 就労支援ルーム

相談・

の申請など

総社市障がい者基幹相談支援センター

就職相談

居場所の提供

手当・児童福祉

総社市中央一丁目１番１号

障がい者千人雇用センター

居場所の提供

（0866）92-8269

就学に関する相談，スクールカウンセラーの派遣など

学校教育課

就職相談

相談・

総社市中央一丁目１番１号
総社市中央一丁目１番１号

総社市教育委員会 こども夢づくり課

総社市役所 健康医 課 保叁

電話番号

障害者手 ，障害児福祉手当，自 支援医 ，福祉サービスの申請など

保健師による 育・育児相談，特別児童

総社市役所 こども課

学校に関する相談 総社市教育委員会
障害

おもな取扱業務

名称

（0866）92-8578

精神科専門医による心の健康相談（月3回，予約制）
倉敷市羽島１０８３

（086）425-1941

精神障がいに関する相談（来所相談・電話相談）
岡山市中区古京町1-1-10-101

（086）272-8839

就職に向けた準備支援，就職活動の支援，職場定着に向けた支援

総社市中央一丁目１番３号

（0866）92-8379

障がいのある方の職業相談，助言指導，就労あっせん
総社市中央３－１５－１１１

（0866）92-6001

障がいのある方の就労とそれに伴う生活の相談・支援
倉敷市笹沖１８０

（086）434-9886

職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援など
岡山市勾区中山下1-8-45 N

クレド岡山ビル17階

（086）235-0830

地域活動支援センター

相談支援，（18歳以上の障がいのある方の）日中活動の場の提供

「ゆうゆう」

総社市清音軽部１１３５

総社ふれあいセンター
勻匏 護センター
「しえん」

（0866）92-2566

心の保健室（精神障がいのある方の居場所の提供）
総社市中央６丁目６番１０２

（0866）93-4980

厙や勱 後 制 匏用の相談・支援
総社市中央一丁目１番３号

（0866）92-8374

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在
おもな取扱業務

名称

福祉サービスの種類

（児）相談支援・ 児童発達相談センター

所在地

総社はばたき園

電話番号

相談支援専門員による福祉サービス匏用の匧厐・相談

サービス匏用匧厐 「らぽーる」

総社市小寺３６５

（児・者）相談支援・

相談支援専門員による福祉サービス匏用の匧厐・相談

サービス匏用匧厐
（児・者）相談支援・
サービス匏用匧厐

相談支援事業所「あみーたⅡ」

ター

総社市中央一丁目１番３号

児童発達支援

かしゅかしゅ（総社はばたき園内）

放課後等デイサービ
ス・
児童発達支援・
放課後等デイサービス
児童発達支援・
放課後等デイサービス
児童発達支援・
放課後等デイサービス
児童発達支援・
日中一時支援
児童発達支援・
保育所等訪問支援

居 介護・
重 訪問介護
居 介護・重 訪問介護
・同 援護・移動支援
居 介護・重 訪問介護
・同 援護

総社市小寺３６５
総社市小寺３６５

言 ・厤覚・社会勯等の 機能の発達を します

「はるかぜ きっず」

総社市久代4598-1

アイデイ
学習支援くらぶ くらら
コロンコロン
てぃんくる
サポートセンターかがやき
発達支援事業ハロウ
介護ステーション やまびこの会

総社市門田507
総社市総社1224-3
子ども一人ひとりの発達を

・同 援護
居 介護・重 訪問介護
・同 援護

（0866）95-2038
め， 育を います

総社市駅前2-15-18

（0866）95-2724

お子さん一人ひとりの勱 する ， く 勯を大卲に支援を います

総社市中央６丁目８-１０６

（0866）95-2154

言 ・厤覚・社会勯等の 機能の発達を します
総社市小寺958番地

（0866）94-3500

一人ひとりの子どもの発達に応じ、日常生活や自 に向けて支援します

井手366-4

（0866）92-0086

居 介護・重 訪問介護
総社市三須1321

（0866）94-8800

総社市社会福祉協議会

居 介護・重 訪問介護・同 援護・移動支援

指定居 介護事業所

総社市中央1-1-3

サンキ・ウェルビィ介護センター総社

ヘルパーステーションいずみ
ヘルパーステーション『ビタミンⅡ』
ニチイケアセンター総社
ヘルパーステーション総社

（0866）92-8560

居 介護・重 訪問介護・同 援護
総社市駅前2-7-108幸運ビル1Ｆ （0866）90-2501
総社市地頭片山150

居 介護・重 訪問介護

（0866）93-3311

児童一人ひとりが子どもとして尊重されるよう支援します

居 介護・重 訪問介護

・移動支援

（0866）96-2992

日常生活上の基本的な動作の指導，集団生活への適応訓練など

障害福祉サービス事業所

・同 援護・ 動援護

（0866）92-2384

サポートセンターはるかぜ

重 訪問介護

居 介護・重 訪問介護

（0866）92-2384

児童発達支援（時間支援）

総社市山手福祉センター

・移動支援

（0866）92-8559

児童発達支援（全日支援）

居 介護・

居 介護・重 訪問介護

（0866）90-0907

相談支援専門員による福祉サービス匏用の匧厐・相談

児童発達支援センター 総社はばたき園

児童発達支援・

総社市下 1287-1

総社市社会福祉協議会 相談支援セン

児童発達支援

児童発達支援

（0866）92-2384

（0866）90-0200

居 介護・重 訪問介護・移動支援
総社市小寺986-1

（0866）90-2100

居 介護・重 訪問介護・同 援護・ 動援護・移動支援

総社市下 1287-1

（0866）90-0907

居 介護・重 訪問介護・同 援護
総社市駅前2-10-16ベルメゾン101号室

（0866）90-3401

居 介護・重 訪問介護・同 援護
総社市井尻野333-3

（0866）93-9950

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在

施設入所支援・
短期入所・生活介護
・日中一時支援

短期入所・
日中一時支援
短期入所

のぞみ

就労継続支援（Ａ型）

グリーンファーム

就労継続支援（Ａ型）

アグリ・エカロー・星

就労継続支援（Ａ型）

アグリ・エカロー・月

就労継続支援（Ａ型）

めぐみ

就労継続支援（Ａ型）

ジョブサポート クローバー

就労継続支援（Ａ型）

ＵＭＥＣドリーム

日中一時支援

総社市小寺1553-1
総社市久代5127

）

わくわくハンド・ベル

就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターそうじゃ

就労継続支援（Ｂ型）

サポートセンターはるかぜ

就労継続支援（Ｂ型）

住倉総社作業所（サン ーデン 備 ）

就労継続支援（Ｂ型）

ファインピープル あゆみ

就労継続支援（Ｂ型）

やさい畑 クムレ

就労継続支援（Ｂ型）
・生活介護

（0866）92-6580

短期入所・日中一時支援

特別 護 人ホーム さくばらホーム

就労継続支援（Ａ型）

電話番号

施設入所支援・短期入所・生活介護・日中一時支援

セレーノ総社

多機能型事業所 土田の 総社（

就労継続支援（Ｂ型）・

所在地

備 学園

就労継続支援（Ａ型）

就労移 支援・

おもな取扱業務

名称

福祉サービスの種類

多機能型事業所 みぞくち

生活介護

住倉総社作業所（山手販売所）

生活介護

多機能型事業所 土田の 総社（ 音）

（0866）96-0700

短期入所
総社市日羽454

（0866）99-2111

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社1-9-2

（0866）31-7736

就労継続支援（Ａ型）
総社市井手1004-2

（0866）31-7158

就労継続支援（Ａ型）
総社市秦2386

（0866）95-8224

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社2-17-22

（0866）95-2170

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社3-6-5

（0866）95-2207

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社3-4-30

（0866）92-5056

就労継続支援（Ａ型）
総社市総社2-22-34

（0866）31-7860

就労継続支援（Ａ型）
総社市中央6-3-105

（0866）31-7246

就労移 支援・就労継続支援（Ｂ型）・日中一時支援
総社市真壁399

（0866）94-9091

就労継続支援（Ｂ型）
総社市門田713-1

（0866）92-3493

就労継続支援（Ｂ型）
総社市久代4598-1

（0866）96-2992

就労継続支援（Ｂ型）
総社市三須1127-1

（0866）94-4700

就労継続支援（Ｂ型）
総社市中央4-16-102

（0866）94-0212

就労継続支援（Ｂ型）
総社市岡谷175

（0866）95-2266

就労継続支援（Ｂ型）・生活介護
総社市溝口119

（0866）94-3131

生活介護
総社市三須1127-1

（0866）94-4700

生活介護
総社市中央6-3-106

（086）95-2885

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在

生活介護・
日中一時支援

生活介護事業所えん

共同生活援助

グループホーム井手Ⅰ

共同生活援助

グループホーム井手Ⅱ

共同生活援助

グループホーム井手Ⅲ

共同生活援助

グループホーム井手Ⅳ

共同生活援助

グループホーム中央Ⅰ

共同生活援助

グループホーム中央Ⅱ

共同生活援助

「 の 」

共同生活援助

仮屋ホーム

共同生活援助

仮屋ホームⅡ

共同生活援助

プリっといこう家

共同生活援助

グループホーム今日も元気１号棟

共同生活援助

グループホーム今日も元気２号棟

移動支援

おもな取扱業務

名称

福祉サービスの種類

おでかけアイちゃん

日中一時支援

デイサービスほほえみ

日中一時支援

デイサービスセンター さくばらランド

日中一時支援

ペパーミントネットワーク 砂川遊園

日中一時支援

土田の 総社（厤 ）

日中一時支援

のんびり笑家

日中一時支援

にこにこハウスであい

所在地

電話番号

生活介護・日中一時支援
総社市門田294-4

（0866）95-2270

共同生活援助
総社市井手1044-7

（0866）92-5300

共同生活援助
総社市井手895-5

（0866）92-6900

共同生活援助
総社市井手1014-1 103号室

（0866）95-2855

共同生活援助
総社市井手1014-1 105号室

（0866）95-2081

共同生活援助
総社市中央3-5-8

（0866）92-6580

共同生活援助
総社市中央3-5-107

（0866）92-6580

共同生活援助
総社市東阿曽354

（0866）99-9712

共同生活援助
総社市井手574-1

（086）295-0632

共同生活援助
総社市井手574-1

（080）8234-9284

共同生活援助
総社市4-18-112

（090）9066-2448

共同生活援助
総社市中央3-11-106

（0866）31-7232

共同生活援助
総社市中央3-11-106

（0866）31-7332

移動支援
総社市門田507

（0866）93-3311

日中一時支援
総社市小寺986-1

（0866）90-2100

日中一時支援
総社市日羽456-1

（0866）99-1155

日中一時支援
総社市 尾738

（0866）94-1980

日中一時支援
総社市中央6-3-106

（086）95-2885

日中一時支援
総社市井尻野1620-1

（0866）93-4165

日中一時支援
総社市上 107

（0866）93-2288

困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）
H28.5.1現在
名称

福祉サービスの種類

地域活動支援

総社市社会福祉協議会

センター（Ⅰ型） 地域活動支援センターゆうゆう
地域活動支援

備自 支援センター

センター（Ⅱ型） 地域活動支援センター「アラジンⅡ」
地域活動支援
センター（Ⅲ型）
地域活動支援
センター（Ⅲ型）

総社福祉作業所
あゆみの会作業所

おもな取扱業務
所在地

電話番号

日中活動の場の提供や相談支援事業を っています
総社市清音軽部1135

（0866）92-2566

機能訓練・社会適応訓練等のサービスを提供しています

総社市下 1287-1

（0866）90-0907

地域の障害者団体等が通所により援護事業をしています

総社市門田713-1

（0866）92-3493

地域の障害者団体等が通所により援護事業をしています

総社市中央6-6-102

（0866）31-7660

困ったときの相談先・・・（３．学校など）
H28.5.1現在
相談できる内容等
保育所（園）

おもな取扱業務

名称

所在地

総社市教育委員会 こども夢づくり課

電話番号

市内保育園における障がいのある児童の受け入れの相談

総社市中央一丁目１番１号

（0866）92-8265

知的，自閉症・情緒障がい，聴覚障がい特別支援学級，就学相談，ふれあ

就学相談
勘 校児の支援
ことばの相談
ことばの相談

総社市教育委員会 学校教育課

総社市 総社小学校・総社
総社市 総社勽小学校・久代

県 岡山 学校

・知的障がい教育
・訪問教育

体勘自厩教育

総社市中央一丁目１番１号（総合文化センター2階）

園
園

県 早島支援学校
県 倉敷まきび支援学校
県 岡山支援学校

知的障がい教育

岡山県健康の森学園支援学校

知的障がい教育

岡山大学教育学部附属特別支援学校

（0866）92-8577

話し言 や話し方・ き方に問匑のあるお子さんとその保護者のための教室

総社市総社3-13-1

ことばの教室

聴覚障がい教育

（0866）92-8358

勘 校の相談・支援， に応じた学習や遊び，居場所の提供など

ことばの教室

県 岡山 学校

体勘自厩教育

総社市中央一丁目１番１号

ふれあい教室

視覚障がい教育

病弱教育

い教室，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーのご相談

（0866）92-0040

話し言 や話し方・ き方に問匑のあるお子さんとその保護者のための教室

総社市久代4386-2

（0866）96-0314

視覚障がい教育＜全県対象＞
岡山市中区原尾島4-16-53

（086）272-3165

聴覚障がい教育＜全県対象＞
岡山市中区土田51

（086）279-2127

病弱教育＜全県対象＞
都窪郡早島町早島4063

（086）482-2131

体勘自厩教育・知的障がい教育・訪問教育
倉敷市真備町箭田4682-1

（086）697-1233

体勘自厩教育＜全県対象＞
岡山市勾区 園866

（086）275-1010

知的障がい教育＜全県対象＞
市 多町大野2034-5

（0867）96-2995

知的障がい教育＜募集要項に基づき選考＞
岡山市中区平井3-914

（086）277-7431

困ったときの相談先・・・（４．医 機関）
H28.5.1現在
相談できる内容等
医 機関
（小児科）
医 機関
（小児科）
医 機関
（小児科）
医 機関
（小児科・発達検査）

高杉こどもクリニック
三 内科小児科医院

）
自 支援医 機関
（精神通院）
自 支援医 機関

医 法人杉の会 杉本クリニック
会

田医院

（精神通院）
自 支援医 機関
（精神通院）
自 支援医 機関
（精神通院）
自 支援医 機関
（精神通院）

薬師寺慈恵病院
あさのクリニック
ここ の医

総社市井手585-1

（0866）94-8839

内科・小児科
総社市井手919

（0866）93-7773
（0866）93-3033

総社市清音三因606-1

）
自 支援医 機関
（育勱・ 生医

小児科・小児循環器内科

内科・小児科・循環器内科・アレルギー科

清音クリニック

医 法人

電話番号

総社市三 618

）
自 支援医 機関
（育勱・ 生医

所在地

内科・胃腸内科・小児科・外科

やまもと医院

自 支援医 機関
（育勱・ 生医

おもな取扱業務

名称

クリニック総社

藤井クリニック
（医）仁徳会 森下病院
（医）やまてクリニック

（0866）94-4111

内科・血液透析
総社市駅前２－１８－２１

（0866）92-1000

内科・胃腸内科・小児科・循環器内科・呼吸器内科・放射線科・リハビリ科・透析

総社市中央３－３－１１３

（0866）93-1288

胃腸外科・胃腸内科・外科・内科・肛門外科・脳神経外科・麻酔
科

総社市総社１－１７－２５
内科・

（0866）92-0146

精神科

総社市中央2-3-5

（0866）93-8008

精神科・神経科・心 内科
総社市駅前2-2-10

（0866）94-1900

リハビリテーション科・内科・
総社市総社2-13-25
内科・外科・胃腸科・循環器科・

総社市駅前1-6-1

外科（訪問

）

（0866）31-7616
・

科・肛門科・

器科

（0866）92-0591

内科・神経内科・リハビリテーション科
総社市岡谷121-6

（0866）92-9200

障がい者手帳

【お問い合わせ先】
身体障害者手帳
…………………………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
身体障害者手帳は申請に基づいて，次の各機能に一定以上の永続する障がいのある方に，
交付されます。手帳の交付を受けることによってさまざまなサービスを受けることができ
ます。
肢体不自由，視覚，聴覚，平衡機能，音声・言語機能，そしゃく機能，脳原性運動機能，
心臓機能，じん臓機能，肝臓機能，呼吸器機能，ぼうこう・直腸機能，小腸機能，免疫機能
○身体障害者手帳の申請に必要なもの
身体障害者手帳交付申請書，所定の診断書，本人の顔写真（縦 4cm×横 3cm），印鑑
…………………………………………………………………………………………………………

【お問い合わせ先】
………………………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
倉敷児童相談所・知的障害者更生相談所倉敷支所 TEL（086）421-0991
療育手帳は，申請に基づいて，知的な障がいがあると判定された方に県知事から交付さ
れます。
※なお，申請前に，児童相談所・知的障害者更生相談所での面接，判定が必要になります。
○療育手帳の申請に必要なもの
療育手帳

療育手帳交付申請書，本人の顔写真（縦 4cm×横 3cm），印鑑
…………………………………………………………………………………………………………

【お問い合わせ先】
…………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
精神障害者保健福祉手帳は，申請に基づいて，精神疾患等により長期にわたり日常生活
精神障害者保健福祉手帳

又は社会生活への制約がある方に，県知事から交付されます。
○精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
障害者手帳交付申請書，本人の顔写真（縦 4cm×横 3cm），印鑑，
所定の診断書または障害（基礎）年金証書（写し）および照会に対する同意書

年金・手当
【お問い合わせ先】
…………………………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
精神または身体に重度の障がいをもつ在宅の２０歳未満の方で，日常生活において常時
障害児福祉手当

介護を必要とする方に支給されます。
○障害児福祉手当の額（平成２７年度）

月額

１４，４８０円

○障害児福祉者手当の請求に必要なもの
障害児福祉手当認定請求書，障害者手帳，診断書，戸籍謄本など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
………………………………… 総社市こども課子育て支援係
TEL 92-8268
精神または身体に障がいのある２０歳未満の児童を家庭において監護または養育してい
特別児童扶養手当

る保護者に支給されます。
○特別児童扶養手当の額（平成２７年度）
１級
月額 ４９，９００円
２級

月額

３３，２３０円

○特別児童扶養手当の申請に必要なもの
特別児童扶養手当認定請求書，障害者手帳，保護者名義の預金口座，印鑑など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
………………………………… 総社市こども課子育て支援係
TEL 92-8268
市内に住所を有し，次の手帳の交付を受けている２０歳未満の児童を監護または養育し
ている保護者の方に支給されます。
児童福祉年金

○児童福祉年金の額（平成２７年度）
身体障害者手帳１・２級，療育手帳Ａまたは精神障害者保健福祉手帳１級
…月額

２７，０００円

身体障害者手帳３級，療育手帳Ｂ（中度）または精神障害者保健福祉手帳２級
…月額 １９，０００円
○児童福祉年金の請求に必要なもの
児童福祉年金申請書，障害者手帳，保護者名義の預金口座，印鑑
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
……………………… 総社市こども課子育て支援係
TEL 92-8268
精神または身体に障がいのある２０歳未満の児童を家庭において監護または養育してい
特別児童扶養手当

る保護者に支給されます。

○特別児童扶養手当の額（平成２７年度）
１級
月額 ５１，１００円
２級

月額

３４，０３０円

○特別児童扶養手当の請求に必要なもの
特別児童扶養手当認定請求書，認定診断書，障害者手帳（あれば），住民票，戸籍謄本
保護者名義の預金口座，印鑑
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………総社市健康医療課保険年金 TEL 92-8257
倉敷東年金事務所 TEL（086）423-6156
２０歳になったときに一定の障がいがある場合，障害年金の申請ができます。
障害年金

○障害基礎年金の額（平成２７年度）
１級

年額

９７５，１００円

２級

年額

７８０，１００円

○障害年金の請求に必要なもの
年金請求書，初診日を証明できるもの（医療機関の診察券，領収書など），診断書など
＊必要書類は個々の状況により異なりますので，事前に市役所か年金事務所でご相談くだ
さい。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
障がいが重複するなど精神または身体に著しく重度の障がいをもつ在宅の２０歳以上の
特別障害者手当

方で，日常生活に特別の介護を必要とする方に支給されます。
○特別障害者手当の額（平成２７年度） 月額 ２６，６２０円
○特別障害者手当の請求に必要なもの
特別障害者手当認定請求書，障害者手帳，診断書，戸籍謄本，印鑑など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
障がいのある方を扶養している保護者が，毎月掛金を納めることにより，保護者が死亡
（重度障がいを生じた場合を含む）した場合，障がいのある方に年金が支給されます。
心身障害者扶養共済

任意加入の制度です。
○加入できる保護者の要件
障がいのある方を現に扶養している保護者であって，６５歳未満の特別の障がいのな
い方または特定の疾病にかかっていない方
○障がいのある方（本人）の範囲
①知的障がいのある方

②身体障害者手帳１級～３級を所持している方

③精神又は身体に永続的な障がいのある方で，①または②と同程度の障がいがある方

医

療

【お問い合わせ先】
自立支援医療（育成医療）
…………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
身体機能に障がいがある方や，将来身体上の障がいを残す可能性のある１８歳未満の児
童に対して，必要な医療を指定医療機関で受ける場合にその医療費が助成されます。
○費用負担

原則１割負担
ただし，世帯の市町村民税課税状況等により自己負担上限額あり。

○自立支援医療（育成医療）の申請に必要なもの
自立支援医療（育成医療）支給認定申請書，意見書，同意書，健康保険証など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
身体に障がいのある１８歳以上の方が，その障がいを取り除いたり，または軽くするた
めに必要な医療を，指定医療機関で受ける場合にその医療費が助成されます。
自立支援医療（更生医療）

○費用負担

原則１割負担

ただし，世帯の市町村民税課税状況等により自己負担上限額あり。
○自立支援医療（更生医療）の申請に必要なもの
自立支援医療（更生医療）支給認定申請書，判定票，身体障害者手帳，同意書，健康
保険証など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………… 総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
精神疾患の治療のために必要な医療を指定医療機関に通院して受ける場合に，その医療
自立支援医療（精神通院）

費が助成されます。なお，入院の場合は対象になりません。
○費用負担

原則１割負担
ただし，世帯の市町村民税課税状況等により自己負担上限額あり。
○自立支援医療（精神通院医療）の申請に必要なもの
自立支援医療（精神通院）支給認定申請書，診断書（精神通院医療用），同意書，健康
保険証など

心身障害者医療

【お問い合わせ先】
……………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269

心身障がい者（児）に対して，医療費の自己負担金（保険診療分）の一部が助成されま
す。
○対象者

①～③のいずれかを６５歳未満で受けた者
①身体障害者手帳１・２級②療育手帳Ａ
③身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ

○費用負担

原則１割負担

ただし，世帯の所得により自己負担上限額あり。
○心身障害者医療の申請に必要なもの
申請書，障害者手帳，健康保険証，印鑑
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………… 岡山県備中保健所
TEL （086）434-7025
小児慢性特定疾病にかかっている 18 歳未満の児童等について，健全育成の観点から，
小児慢性特定疾患

患児家庭の医療費の負担軽減を図るため，その医療費の自己負担分の一部を助成する制度
です。
○対象疾患

悪性新生物，慢性腎疾患，慢性呼吸器疾患，慢性心疾患，内分泌疾患，
膠原病，糖尿病，血液疾患，神経・心疾患，慢性消化器疾患，
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群，皮膚疾患

○費用負担

原則２割負担
ただし，世帯の所得により自己負担上限額あり。

○小児慢性特定疾患の申請に必要なもの
申請書，同意書，小児慢性特定疾病医療意見書，住民票，課税証明書，健康保険証
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
指定難病（特定医療費）受給者証
………………… 岡山県備中保健所
TEL （086）434-7020
難病の治療にかかる医療費の自己負担額の一部が助成されます。
○対象者

対象となる指定難病（306 疾病）と診断された方で，次のいずれかに該当す
る方

（１）その症状の程度が，あらかじめ定められた重症度分類の程度である方
（２）
（１）に該当せず，申請日の属する月以前の１２ヶ月の間に，指定難病に関する
月ごとの医療費総額が 33,330 円を超える月が３回以上あった方
○費用負担

原則２割負担
ただし，世帯の所得により自己負担上限額あり。
○心身障害者医療の申請に必要なもの
申請書，医師の診断書，課税証明書，健康保険証，印鑑

福祉サービス

※各サービスの利用には事前に申請が必要です。
また，サービスを提供している事業所については，巻末の
「困ったときの相談先・・・（２．福祉サービス等事業所）」をご覧ください。
【お問い合わせ先】
障がい児支援サービス
……………総社市教育委員会こども夢づくり課
TEL 92-8265
児童発達支援・放課後等デイサービスなど，個別・集団療育をしながら基本的な生活習
慣の自立を支援するとともに，コミュニケーション能力を伸ばし，集団への適応能力を高
めます。
○費用負担 原則１割負担。ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。
○障がい児サービスの申請に必要なもの
障害者手帳または医師の診断書，印鑑など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
障がいのある方の生活をサポートするため，必要に応じて下記のサービスを受けること
障がい福祉サービス

ができます。
＜計画相談支援＞
計画相談支援，地域移行支援，地域定着支援
＜介護給付＞
居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者等包括支援，
短期入所（ショートステイ）
短期入所
（ショートステイ），療養介護，生活介護，施設入所支援
＜訓練等給付＞
自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移行支援，就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
，就労移行支援，就労継続支援（Ａ型・Ｂ型），
共同生活援助（グループホーム）
○費用負担

原則１割負担。ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。

○障がい福祉サービスの申請に必要なもの
障害者手帳または医師の診断書，印鑑など
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
地域生活支援事業は，障がいのある方が，身近な地域で自立した生活を送ることができ
地域生活支援事業

るように，地域の実情，利用者の状況に応じた柔軟な事業を行います。

＜地域活動支援センター＞
通所して，日中活動（創作的活動や生産活動）を行う施設で，Ⅰ型からⅢ型までの３
つの類型があります。
・地域活動支援センター（Ⅰ型）…専門職員を配置し，日中活動の場の提供や相談支援
事業を行っています。
・地域活動支援センター（Ⅱ型）…雇用・就労が困難な在宅の障がい者（児）に対して，
機能訓練・社会適応訓練等のサービスを提供します。
・地域活動支援センター（Ⅲ型）…地域の障がい者（児）のために地域の障がい者団体
等が通所により援護事業をしています。
○費用負担

原則無料

ただし，地域活動支援センターⅡ型は原則 1 割負担。
○地域活動支援センターの利用申請に必要なもの
障害者手帳または医師の診断書，印鑑など
＜日中一時支援＞
在宅の障がい者（児）に対し，日中における活動の場を確保し，障がい者（児）の家
族の就労支援及び障がい者（児）を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るた
めのものです。
○費用負担

原則１割負担
ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。

○日中一時支援の利用申請に必要なもの
障害者手帳または医師の診断書，印鑑など
＜移動支援＞
屋外での移動に困難がある障がい者（児）について，社会生活上必要不可欠な外出及
び余暇活動等の社会参加のための外出の際，移動支援を行うことにより，地域での自立
生活及び社会参加を促進します。
○費用負担

原則１割負担
ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。

○移動支援の利用申請に必要なもの
障害者手帳または医師の診断書，印鑑など
＜訪問入浴サービス＞
在宅で身体の障害により臥床している重度身体障がいの方に，入浴の機会を提供する
ことにより，当該利用者の身体の清潔と健康の維持を図ります。
○費用負担 原則１割負担
ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。
○訪問入浴の利用申請に必要なもの
障害者手帳または医師の診断書，印鑑など

用具の給付など

【お問い合わせ先】
補装具
…………………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
身体上の障がいを補って，日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の交付
または修理にかかる費用を支給します。
＜肢体不自由＞
義手，義足，下肢装具，体幹装具，上肢装具，座位保持装置，車椅子，電動車椅子，
歩行器，歩行補助つえ（一本杖を除く），座位保持いす，起立保持具，頭部保持具
＜視覚障がい＞
盲人安全つえ（白杖），義眼，眼鏡
＜聴覚障がい＞
補聴器
○費用負担

原則１割負担。ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。

…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
………………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
在宅の障がい者（児）の日常生活をより円滑に行えるよう必要に応じて日常生活用具を
日常生活用具

給付または貸与しています。
○費用負担 原則１割負担。ただし，世帯の市町村民税課税状況等により減免あり。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴のある子どもを対象に，補聴器購
難聴児補聴器交付事業

入費の 3 分の 2 を助成します。
○費用負担

購入費用の１／３
ただし，世帯員のうち市町村民税所得割が 46 万円以上の方がいる場合は，

助成の対象外となります。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
…………………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
身体に障がいのある方で，居宅生活に支障のある方の，在宅生活を容易にするため，住
住宅改造費の助成

宅を改造する場合の経費の一部を助成しています。

公共料金の減免など

【お問い合わせ先】
所得税・住民税（市県民税）

倉敷税務署 TEL（086）422-1201
総社市税務課 TEL 92-8234
所得税及び住民税（市県民税）について，障害者手帳（身体・知的・精神）のある方は
障害者控除を受けることができます。年末調整または確定申告時に控除の手続きをしてく
ださい。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
……………………………総社市税務課
TEL 92-8234
身体障害者手帳 1～４級，療育手帳Ａまたは精神保健福祉手帳 1 級の交付を受けている
国民健康保険税の減免

方にかかる均等割額が，毎年度申請することによって減額されます。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
自動車税・軽自動車税の減免

………………（普通自動車）備中県民局

TEL（086）434-7071
（軽自動車）総社市税務課
TEL 92-8238
一定程度の障がいのある方，またはその方と生計をいつにする方が所有及び運転し，も
っぱら当該障がいのある方のために使用されている場合，申告によって自動車税・軽自動
車税が減免されます。
免除の対象となる障がいの範囲などの要件，手続き方法等については，上記窓口にお問
合せください。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
………………………………総社市福祉課障がい福祉係
TEL 92-8269
次のような場合はＮＨＫの放送受信料の減免を受けることができます。
・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交付を受けている方の属す
る世帯が市町村民税非課税世帯の場合………全額免除
ＮＨＫ受信料の減免

・身体障害者手帳１級～２級，療育手帳Ａまたは精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受
けている方，もしくは視覚障がいまたは聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けて
いる方が世帯主であり，契約者である場合………半額免除

保育・教育

ことばの教室

【お問い合わせ先】
……………………………………総社市教育委員会学校教育課
TEL 92-8358

ことばの発達に遅れのある小学校児童，幼稚園および保育園の園児を対象に，ことばの
発達を促す指導を行います。詳しくは巻末の「困ったときの相談先」をご覧ください。
…………………………………………………………………………………………………………

保育所（園）

【お問い合わせ先】
……………………………総社市教育委員会こども夢づくり課
TEL 92-8265

障がいのある児童の受け入れを行っています。定員の状況等により受け入れできない場
合もあります。詳しくはこども夢づくり課にお問い合わせください。
…………………………………………………………………………………………………………

小・中学校特別支援学級

【お問い合わせ先】
……………………総社市教育委員会学校教育課
TEL 92-8358

知的面や情緒面，または身体に障がいを伴うことにより，通常学級での指導ではもてる
力を十分に伸ばすことが困難な子どもについて，市内の小･中学校において一人ひとりのニ
ーズに応じたきめ細かな指導を行います。
…………………………………………………………………………………………………………

特別支援学校

【お問い合わせ先】
……………………………………総社市教育委員会学校教育課
TEL 92-8358

障がいの内容や程度によって，岡山県内に各種の特別支援学校があります。詳しくは巻
末の「困ったときの相談先」をご覧ください。
＜特別支援学校の種類＞
視覚障がい教育，聴覚障がい教育，病弱教育，肢体不自由教育，訪問教育，知的障がい教育
…………………………………………………………………………………………………………

【お問い合わせ先】
…………総社市教育委員会学校教育課
TEL 92-8358

スクールソーシャルワーカー

社会福祉士又は精神保健福祉士の有資格者が，必要に応じて，お子さんの相談や，家庭
訪問によるお子さんや保護者の支援・相談にあたります。
…………………………………………………………………………………………………………
【お問い合わせ先】
………………………………………各小中学校

スクールカウンセラー

総社小学校，総社中央小学校，常盤小学校，総社東中学校，総社西中学校，総社中学校，
昭和中学校にそれぞれ１～２名のカウンセラーを週 1 回または 2 週に 1 回，半日ずつ派
遣して，お子さんや保護者，教職員の相談を行います。場合によっては家庭訪問による相
談も行います。
…………………………………………………………………………………………………………

ふれあい教室

【お問い合わせ先】
…………………………………………………ふれあい教室
TEL（火～金曜）92-8577，（月曜）92-8371

不登校のお子さんの居場所となるよう，個に応じた学習や遊び，活動内容の自己決定，
お子さんのカウンセリングなどの指導・支援を行います。
また，平日は不登校についての相談を受け付けています。見学や体験入室もできます。
来室される場合も，まずはお電話ください。

その他

【お問い合わせ先】
……………………………総社市権利擁護センター“しえん”
TEL 92-8374
成年後見制度とは，判断能力が不十分な人（知的障害がい者，精神障がい者，認知症高
成年後見制度

齢者など）が，財産管理や介護サービスの利用契約などを，成年後見人等が代わりに行う
ことにより，このような方の財産や権利を保護し支援する制度です。制度には，
「法定後見
制度」と「任意後見制度」の２つがあります。

