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●乳幼児の健康診査…保健センター 電話0569-34-7000

FAX0569-34-9470

成長の節目ごとに乳幼児健診があります。子どもさんの成長・発育を保護者の方と

一緒に見守ります。育児や成長発達等の心配がある方はこの機会にご相談ください。

★３～４か月児健診

診察、計測、育児相談・予防接種の説明等を行います。

★１歳６か月児健診

内科診察、歯科健診、フッ素塗布、歯みがき指導、計測、育児相談等を行います。

また、発達相談や栄養相談を希望に応じて行います。

★３歳児健診

内科診察、歯科健診、フッ素塗布、歯みがき指導、計測、検尿、育児相談等を行

います。また、発達相談や栄養相談を希望に応じて行います。

●発達相談…保健センター 電話0569-34-7000 FAX0569-34-9470

お子さんのことばの遅れや発達等について、困ったときや心配なときに発達相談員

が相談に応じます。

●子育て相談…子育て総合支援センター 電話0569-43-4129

FAX0569-43-4136

子育てに不安を持ったり、悩んだりしたら気軽にご相談ください。家庭児童相談員

や臨床心理士などが相談に応じます。

●親子育児教室…こども保育課 電話0569-47-6113

FAX0569-35-7879

保健センター 電話0569-34-7000 FAX0569-34-9470

ことばの遅れや発達の遅れなど、育児不安などを持つ親子を対象（未就園児）に教室

を行っています。

① 健診などについて
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障がいのことや福祉サービスの利用等、身近にある相談機関に気軽に相談しましょう。

●常滑市役所福祉課・子育て支援課

【福祉課（４番窓口）】

・障がい者手帳

・市障害者手当などの諸手当

・日中一時支援事業などの地域生活支援事業

・車いす、義肢、補聴器などの補装具

・紙おむつなどの日常生活用具

・手話通訳者派遣事業

・NHK減免

などについての相談窓口です。様々なサービスが

あるので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

【子育て支援課（５番窓口）】

・児童発達支援や放課後等デイサービス

・児童手当や特別児童扶養手当

などについての相談窓口です。様々なサービスがあるので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ 電話0569-47-6150 FAX0569-35-7879

●常滑市役所学校教育課（7 番窓口）

小中学校に在籍するお子さんの生活や学習に関する心配（いじめ、不登校、人間関係、

障がいによる生活上や学習上の困難など）についての相談をお受けします。また、就

学前のお子さんが安心して小学校生活を始められるよう、就学先や就学後の支援など

についての相談をお受けします。（必要に応じてスクールカウンセラーや特別支援教

育相談員との相談もできます。）

お問い合わせ 電話0569-47-6129 FAX0569-34-7745

【共通】所 在 地 常滑市飛香台３丁目３番地５（２階）

開所時間 月～金曜日（祝日、年末年始は休み） ８：30～17：15

② 気軽に相談
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●保健センター

お子さんの言葉や発達のこと、子育ての不安など

ご相談ください。保健師の相談以外にも発達相談

員・医師による相談（要予約）もあります。

所 在 地 常滑市飛香台３丁目３番地の３

（常滑市民病院内）

開所時間 月～金曜日（祝日、年末年始は休み）

８：30～17：15

お問い合わせ 電話0569-34-7000

FAX0569-34-9470

●子育て総合支援センター

親子で遊びながら親同士、子ども同士が交流したり

たくさんお友達を作ったり、情報交換できる場です。

保育士などが子育てについての相談をお受けします。

月１回月曜日に発達相談を予約制で実施しております。

所 在 地 常滑市神明町３丁目35番地

（とこなめ市民交流センター内）

開所時間 月～金曜日（祝日、年末年始は休み）

９：00～17：00

お問い合わせ 電話0569-43-4129

FAX0569-43-4136

●とこなめ障がい者相談支援センター（常滑市社会福祉協議会相談支援

事業所）

初めて相談に訪れる方の窓口です。障害があっても地域で自分らしい生活を実現す

るために、地域の相談支援事業所のバックアップ

や関係機関と連携し、障害福祉の向上を目指します。

所 在 地 常滑市神明町３丁目61番地

（アンサンブルしんめい内）

開所時間 月～金曜日（祝日、年末年始は休み）

８：30～17：15

対 象 者 障がいのある方またはその家族や

関係機関

費 用 無料

お問い合わせ 電話0569-43-0833 FAX0569-43-5723
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●ちよがおか相談支援事業所

ちよがおか相談支援事業所では、障がいのある方やその家族の方から様々な不安や

悩み等の相談をお受けし、地域で安心して生活していただくために必要なサービスを

ご利用していただけるようにお手伝いいたします。

所 在 地 常滑市千代ケ丘２丁目15番地

（児童発達支援センターちよがおか内）

開所時間 月～金曜日（祝日、年末年始は休み）

９：00～18：00

対 象 者 常滑市内にお住まいの障がいのある方

またはその家族や関係機関

費 用 無料

お問い合わせ 電話0569-47-8844

FAX0569-34-7211

●相談支援事業所 そえ木

障がいのあるかたやそのご家族の方からのご相談等をお聞きし、地域で安心して過

ごしていくことができるよう、必要とする方と社会資源を結び、可能な限りご希望に

沿った支援が受けられるようにサポートしていきます。

所在地 常滑市小林町3丁目126番地

（放課後等デイサービス心凪2F事務室内）

開所時間 月～金曜日 9：00～18：00

（土・日・祝日、お盆、年末年始はお休み）

※祝日もしくは夏季等の休暇のある週の土曜日は開所

対象者 常滑市内にお住まいの障がいのある方またはその家族や関係機関。その他実施地域。

費用 無料

お問い合わせ 電話0569－89－6146 FAX0569－89－6145
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●児童発達支援センター『ちよがおか』

こんなことを大切にされながら子どもは育つと考えます。

l 認められることで、愛着心や自己肯定感が育つ。

l 人と人との関わりを通し相手の気持ちに触れながら育つ。

l 『できた』瞬間の達成感を繰り返しながら小さなステップを重ねて育つ。

l いつもと同じ流れの中で安心して過ごすことにより、先の見通しを理解しながら育

つ。

③ 施設等のサービスについて

対象児童 就学前の児童

定 員 30名

職 員 常勤７名、非常勤13名

（保育士、児童指導員、社会福祉士、

管理栄養士、作業、言語療法士等）

開 所 日 月～金（土･日･祝･年末年始休み）

開所時間 9：00～15：00

利 用 料 別表参照（P1４）

昼食・おやつ代 200円／１食

送 迎 要相談

園庭開放 毎週火曜日

お問い合わせ 電話0569-34-7211

FAX0569-34-7211

所 在 地 常滑市千代ケ丘２丁目１５番地

ホームページ

http://www.chita-gakuen.or.jp/chiyogaoka/

児童発達支援センターちよがおかは、お家の方と一緒にお子様の成長

を支えるところです。言葉の遅れや落ち着きのなさ等々、発達が気にか

かるお子さんに応じた支援を行います。

一日一日の積み重ねで、生きていく為に必要な力を培っていきます。

言語療法士、作業療法士も配置し個別訓練を受けることが出来ます。

リトミック遊びを通し、表現する楽しさを感じられるようにします。
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●児童発達支援事業所 『とこころ園』

～マイペースに とことこ歩きながら 心を育む～

概 要

所在地：常滑市久米字西郷81－８

ＴＥＬ：0569-８９-６２３９

ＦＡＸ：0569-８９-６２３９

定 員：10名／１日 対象児童：就学前の児童

職 員：常勤３名 非常勤：５名

（保育士・看護師・CAPスペシャリスト 等）

開所日：月～金曜日（土曜・日曜・５/３～５日・お盆・敬老の日・年末年始は休み）

開所時間：９：30～15：30

利用料：別表参照（P1４） 昼食代：250円 おやつ代：100円

送迎：自宅及び集合場所への送迎を行います

ホームページ：http://tokokko.com/npo-tokokko/tokokoro/

保育・療育内容

ひとりひとりの“好き”“楽しい”を大切に、心の成長をサポートする保育・療育を行います。

* 感覚統合遊び：体を使って楽しく遊ぶ中で、感覚のバランスを整えていきます。

* 発語音楽療法：リズム遊びを通して発語を促します。

* 手指を使う遊び・制作・ごっこ遊び・季節の遊び 等

遊びを通して気持ち・社会性の育ちを促していきます。

* 生活リズムを整える・身辺自立支援・食育活動

家庭連携・支援

* 個別支援計画作成

* 個別面談

* ペアレントトレーニング

茶話会・学習会（希望者）

関係機関連携 就園・就学支援

* 各関係機関との連携

* 保育園・幼稚園生活で困り感を抱えている

お子さんへの支援

* 保育園・幼稚園への就園・年長児の就学支援
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児童発達支援キッズとこらく

住 所：常滑市山方町５丁目１３３-４

T E L： 0569-84-0００9

F A X： 0569-84-0００9

メール：kids.tokoraku@gmail.com

定 員：10名／１日

対 象：就学前の児童

職 員：常勤４名

（保育士、児童指導員、中学・高等学校教員免許（美術・音楽）、強度行動障害支援

者、こどものためのリトミック指導上級）

開所日：月曜日から金曜日（８／１2～１６及び１２／３０～１／３はお休みです）

時 間：10：00～1６：00

送 迎：ご自宅（集合場所）～事業所～ご自宅（集合場所）間の

送迎あります

利用料：昼食２５０円、おやつ１００円

Ｈ Ｐ：https://tokoraku.net/

一日の流れ

集団活動：主にお子さんの好きなこと、得意なことを中心に、小集団による活動を行

います。楽しい時間を過ごしながら、譲り合うこと、助け合うといった協

調性や社会性を身に付けられるようにします。

個別療育：ご希望であれば、集団活動とは別に、苦手なことや頑張ってみたいことに

挑戦していただけるよう、ABA（応用行動分析）の考え方をベースにした

個別療育も行います。

時 間 内 容

１０：００ 登園、健康管理（検温、手洗い、うがい）

１０：１５ 始めの会

１０：３０ 集団活動（音楽、絵画、運動、工作等）

１１：４５ トイレ・手洗い・うがい

１２：００ 昼食、歯磨き

１３；３０ お昼寝

１４：１５ 集団活動（音楽、絵画、運動、工作等）

１５：００ おやつ

１５：３０ トイレ・手洗い・帰りの身支度

１５：４５ 帰りの会

１６：００ 帰宅
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ビジョントレーニングの視点

集団生活を営む中で、情報の取りこぼしを防ぐこと

に努め、自分で理解する第一歩のお手伝いをしてい

きます。

●児童発達支援・放課後等デイサービス『AO』

１日の例

感覚統合理論・行動へのアプローチの視点

身体を使った遊びを通じて自分のことや相手の

ことを知っていきます。お子さんの行動に注目

し、気持ちによりそうだけでなく、社会生活が

楽しく過ごせることを大事にしていきます。

「自分を大切にLove happily」

私たち大人も子どもも、障害があっても無くて

も、自分の気持ちや考え、行動などを大切に思

い、人生を楽しく過ごせる社会を目指します。こ

れらを療育というサポート体制の中で、個々の発

達を大事にし、目標に向かっていきます。そし

て、子どもたちをはじめ、その家族やスタッフ一

人ひとりが「自分を大切にできる人であること』

を実現できることを願い、支援を行なっていき

ます。

所在地：常滑市神明町３丁目３５番地

TEL:０８０−６９５５−０９８８

定員：１０名/1 日

対象児童：１８歳までの児童（主に就学前の児童）

開所日：平日 月曜〜金曜 ９：３０〜１６：３０
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『野花』

所在地：常滑市錦町４－３８－２

ＴＥＬ：０５６９－８９－０１８３ ＦＡＸ：０５６９－８９－０１８４

定員：１０名／１日

対象児童：小学校から１８才までの児童（状況により延長可）

職員：常勤７名 非常勤３名

（児童指導員・介護福祉士・ｲﾝﾄﾈｰｼｮﾝﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾗﾋﾟｽﾄ・

強度行動障害支援者 ｺﾓﾝｾﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾅｰ等）

開所日：月曜から土曜（日曜・祝日・お盆・年末年始は休み）

開所時間： 平 日 １３：３０～１７：３０

土曜・長期休み ９：００～１５：００

利用料：別表参照（P１４） 昼食代：３５０円 おやつ代：１００円

ホームページ：http://tokokko.com/npo-tokokko/nobana/

●放課後等デイサービス『野花』『野っこ』『心凪』
ここ な

『野っこ』

所在地：常滑市久米字西郷８１－８

ＴＥＬ：０５６９－８９－６２３８ ＦＡＸ：０５６９－８９－６２３８

定員：１０名／１日

対象児童：小学校から１８才までの児童（状況により延長可）

職員：常勤６名 非常勤２名

（児童指導員・介護福祉士・特別支援教諭・強度行動障害支援者等）

開所日：月曜から土曜（日曜・祝日・お盆・年末年始は休み）

開所時間： 平 日 １３：３０～１７：３０

土曜・長期休み ９：００～１５：００

利用料：別表参照（P１４） 昼食代：３５０円 おやつ代：１００円

ホームページ：http://tokokko.com/npo-tokokko/nokko/
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「み～んな色々」「み～んな素敵」をコンセプトに、一人ひとりの個性や背景を大

切にし、それぞれにあった発育・発達が出来るよう、ご家族の皆様と共に、成長をサ

ポートさせていただく場です。

『どんなことをするの？』

『心凪』
ここ な

所在地：常滑市小林町３丁目１２６番地

ＴＥＬ：０５６９－８９－６１４４ ＦＡＸ：０５６９－８９－６１４５

定員：１０名／１日

対象児童：小学校から１８才までの児童（状況により延長可）

職員：常勤７名 非常勤２名

（保育士・児童指導員・特別支援教諭・ｲﾝﾄﾈｰｼｮﾝﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾗﾋﾟｽﾄ・

強度行動障害支援者 等）

開所日：月曜から土曜（日曜・祝日・お盆・年末年始は休み）

開所時間： 平 日 １３：３０～１７：３０

土曜・長期休み ９：００～１５：００

利用料：別表参照（P１４） 昼食代：３５０円 おやつ代：１００円

ホームページ：http://tokokko.com/npo-tokokko/kokona/

発達支援 ＊イントネーションミュージックセラピストによる発語音楽療法

＊感覚統合遊び（感覚統合遊具を多数設置）

＊行動療法を活動の土台とし視覚支援等の構造化の元に自尊感情の構築を諮る。

＊集団活動（室内・野外）

自立支援 ★パソコン

★料理（おやつ作り含む）

★買い物（お金の管理含む）

★社会性訓練（ソーシャルスキルトレーニング）

★認知機能強化トレーニング

★自立課題

家族支援 ♪育児相談（進路相談）

♪ペアレント・トレーニングの実施（希望者）

♪研修会・茶話会の開催

♪学校との連携
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●放課後等デイサービス 『Power to live』

お子さんが、【人生を楽しめる大人になる】ために必要な

あらゆるものを身に着けていくお手伝いをします。

個々のお子様の発達課題や強みを加味して、集団活動や個別活動を組み合わせてい

きます。高校受験が可能なお子様には、職業適性を遊び感覚で探りながら、将来に繋

がる進路を考えることから、必要な受験対策まで行います。

学ぶ意味・働く意味・交友関係をスムーズにするスキル・学習の基礎となる【見る・

聞く・集中する・想像する・既存の知識と関連付けて思考する】ための力（コグニッ

ション）・感情のコントロールをする力などの、楽しく生きていくために必要なスキ

ルを身に着けるための学習を、パペットやロールプレイなどを交えながら、楽しく行

います。

こうしたスキルの定着には、日常的なフォローアップがとても重要であることから、

保護者の方にスキルの定着に必要な関わり方や声かけ、テキストの使い方などをお伝

えしていきます。大切なお子様の成長を見守る【同労者】でありたいと考えています。

所在地：常滑市小林町3丁目126番地

ＴＥＬ：080-4196-4426

ＦＡＸ：0569-89-6145

定 員：10名／１日 対象児童：小学生～中学生

職 員：常勤３名 非常勤：４名

（保育士・特別支援教諭・児童指導員・セカンドステップトレーナー 等）

開所日：月～土曜日

（木曜・日曜・５/３～５日・お盆・年末年始は休み）

開所時間：14：00～18：30

利用料：別表参照（P1４）

送迎：基本的には保護者送迎となります。

☆具体的な支援内容☆

＊ コグニッショントレーニング

＊ アンガーマネジメント

＊ セカンド・ステップ

＊ ペアレントトレーニング

＊ レジリエンストレーニング

＊ 性教育≪同意（バウンダリー）の理解・社会的な距離の理解≫

＊ アナログゲーム療法 など
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●放課後等デイサービス『北風と太陽 とこなめ』

「子ども」「家族」「社会」を軸に、

子ども達の未来を考え支援を行っていきます。

・所 在 地 〒479-086３ 常滑市西之口7丁目65－24イイジマビル4Ｆ

・電話番号 0569-47-8177 ・FAX 0569-47-8188

・メールアドレス kitakazetokoname@chic.ocn.ne.jp
・ホームページ http://kittakun.jp
・定 員 10人／１日

・対象児童 小学校から18才までの児童

（状況により延長可）

・職 員 常勤３名、非常勤４名

（保育士・児童指導員・看護師・強度行動障害支援者）

・開 所 日 月曜日から土曜日（年末年始は休み）

・開所時間 平日13：30～17：30

土・祝・長期休み10：00～16：00

・利 用 料 別表参照（P1４） ・おやつ代 100円

・昼 食 代（レクリエーションで調理実習をする場合） 300円

・送 迎 自宅及び学校へ送迎あり

子ども達との関わり合いを通して、子ども達一人ひとりの個性を大切にしながら、

安心して過ごせる場所・元気に楽しく過ごせる場所を目指します。北風と太陽で楽

しく過ごす中で、「ありがとう」や「ごめんなさい」など自分の気持ちを伝えられる

よう、課題や活動を通して一つずつ成し遂げられるよう、一人ひとりにあった支援

をしていきます。また、多くの保護者様が望む″子どもらしく元気に遊んでほしい″

というご意見をふまえ、北風と太陽ではお友達とおもいっきり遊んでもらおうと考

えております。そして、安全・安心・健やかに生活できる社会の創造のためにも、

北風と太陽は努力し続けます。

活動内容

●集団活動（屋外、室

内）

●創作活動
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●児童発達支援・放課後等デイサービス『くすのきハウス』

所 在 地 常滑市本郷町三丁目278番地

T E L 0569-84-0905

F A X 0569-84-0906

定 員 10名／１日

対象児童 就学前の児童・18才までの児童

（状況により延長可）

職 員 常勤３名・非常勤６名

（児童指導員・保育士・ピアノリトミック講師・強度行動障害支援者）

開 所 日 月曜日から日曜日（12／29～１／３は休み）

開所時間 平日12：00～18：00 学校休日10：00～17：00

送 迎 自宅及び学校へ送迎あり

利 用 料 別表参照（P1４）（学校休日の昼食代、平日のおやつは無料）

◇保育療育内容◇

月曜日 個別ワーク 個々の能力に合わせたワークを用意し取り組みます。

火曜日 音楽療法
リズムに乗り楽しみながら発語を促し、音楽により心の豊

かさを育みます。

水曜日
ソーシャルスキル

トレーニング
社会生活への適応力を高めます

木曜日
トランポリン

大きなエアートランポリンにより、バランス感覚と体幹を

鍛え、脳への刺激を与えます。ストレスの発散や体力向上

にも効果的です。順番やルールを守る練習もします。金曜日

土曜日

余暇支援

工作活動やおやつ作りの室内レクに加え、外出レクリエー

ションでは公園や遊園地、博物館など様々な場所へお出か

けをします。

お花見、クリスマスやハロウィンなどの季節のイベントも

あります♪

日曜日

お子様の成長はもちろん、働くお母さんも応援します！
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所在地 愛知県常滑市市場町６―１

ＴＥＬ 0569-77-9017

ＦＡＸ 0569-77-9118

◆開所時間／平日13:30～17:30 土曜＆長期休暇 9:30～15:30

（休業日：日曜、祝日、お盆、年末年始）

◆対象児童／小学校一年生～高校三年生まで

◆利用料金／一日活動費￥100（おやつ、教材費として）
遠足、イベント時などは事前にご案内の上、実費をいただくことがあります。

ホームページの確認はこちらから→

放課後等デイサービス

一日の流れ

学校や自宅のお迎え

↓

来所後自立課題・宿題

↓

おやつ

↓

始まりの会

↓

活動プログラム

↓

終わりの会

～随時ご見学承ります！

ご連絡の上、お申し込みください～

●体幹トレーニング

●ソーシャルスキル体験

●個々の自立課題学習
からだ

こころ

あたま

あおいでの活動は？

キッズコアで、遊びを通して体を動かしながら、それぞれのお子さんの発達段

階、身体機能に応じたプログラムを楽しく実践しています。

伝える・助け合う・聞くの力を鍛えるＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）

では、例えばパーソナルスペースをうまく取ることで円滑な人間関係を築く

方法など、集団での体験活動を通して学びます。

基礎的な学習をはじめ、段階的にステージを分け、個々の課題に合わせたプロ

グラムを立案し、取り組みます。

そのほかに、公園遠足、昼ご飯とおやつ作り、お誕生日会、夏祭り、季節行事、

運動会、バーベキューなども、可能性を広げる様々な体験を定期的に企画！

↑夏野菜をみんなで育ててみた！

↑季節の工作が楽しみ♪

↓キッズコアで全身運動！

←手作りおやつを体験♡

↑道具でトレーニング中
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●サービス利用までの流れ

① 相談・申請

利用したいサービスがある場合、子育て支援課で「通所受給者証」の交付手続

きを行います。お子さんの心身の状況や、生活環境等について窓口で聞き取りを

します。申請前に、サービスの利用について相談したい場合は、常滑市社会福祉

協議会相談支援事業所の専門員が話を聞きます。

※申請に必要なもの

・障がい者手帳、もしくは診断書、医師の意見書。（意見書の用紙は子育て支援

課にあります）

・お子さんと、保護者の個人番号のわかるもの。（利用者負担額決定のため、世

帯の課税状況を確認します。）

② サービス等利用計画の作成

サービスを利用するには、計画の作成が必要になります。保護者から、相談支

援事業所へ計画の作成依頼をします。相談支援専門員が、お子さんや家族と面談

し、総合的な支援方針や解決すべき課題を踏まえ、最も最適なサービスの組み合

わせ等について検討し、作成します。

③ 決定・交付

窓口での聞き取りや、サービス等利用計画をもとに、サービスの種類や支給

量、利用者負担額の決定を行い、「通所受給者証」が交付されます。

④ 事業所と契約

保護者とサービス提供事業間で契約を結びます。

⑤ 利用開始

契約に基づき、サービスの利用を開始します。

●利用料
区 分 利用者負担上限月額

生活保護 0円

市民税非課税世帯 0円

世帯の市民税所得割が28万未満 4,600円

世帯の市民税所得割が28万以上 ３7,200円
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●

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡機能・音声・そしゃく機能・肢体・心臓・呼吸器・腎

臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上続く障がいのある方に、身体障がい者であるこ

とを証明するものとして交付されます。障がいの程度は重い方から順に、１級から６級まであり、

手当の支給、医療費の補助、補装具や日常生活用具の支給などを受けることが出来ます。

【取得するには】

・指定医師の診断書

・本人の顔写真（ヨコ３×タテ４ｃｍ）スナップ写真でも可

・本人または代理人の身分を証明するもの

・本人の個人番号を確認できるもの

以上のものをもって市役所福祉課で申請をしてください。愛知県が判定しおおむね２ヶ月程度

で交付されます。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

●療育手帳

療育手帳とは、愛知県知多福祉相談センターなどにおいて知的障がいを判定された方に交付さ

れます。ＩＱが７５～５１の方はＣ判定、５０～３６の方はＢ判定、３５以下の方はＡ判定の手

帳が交付されます。また、手当の支給などを受けることが出来ます。

【取得するには】

知多福祉相談センターで判定を受けた後、

・本人の顔写真（ヨコ３×タテ４ｃｍ）スナップ写真でも可

・本人の個人番号を確認できるもの

以上のものをもって市役所福祉課で申請をしてください。愛知県が判定しおおむね１ヶ月程度

で交付されます。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

●精神障害者保健福祉手帳

精神障がい者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的として精神障害者保健福祉手帳が交付さ

れます。障がいの程度は重い方から順に、１級から３級まであり、手当の給付などを受けること

ができます。

【取得するには】

・指定医師の診断書

・本人の顔写真（ヨコ３×４タテｃｍ）スナップ写真でも可（任意）

・本人または代理人の身分を証明するもの

・本人の個人番号を確認できるもの

④ 障がい者手帳について
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以上のものをもって市役所福祉課で申請をしてください。愛知県が判定しおおむね３ヶ月程度

で交付されます。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

●特別児童扶養手当

中度または重度の障がいを持つ２０歳未満の児童を扶養する方に支給される手当です。

所得制限があります。対象となる児童が施設に入所している場合は対象となりません。

【お問い合わせ】子育て支援課 電話0569-47-6150 FAX0569-35-7879

●障害児福祉手当

２０歳未満の重度の障がい児（者）に支給される国の手当です。

所得制限があります。対象となる児童が施設に入所している場合は対象となりません。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

●在宅重度障害者手当

在宅の重度の障がい者に支給される県の手当です。ただし、障害児福祉手当等の国の手当の

受給者は除きます。

所得制限があります。対象となる児童が施設に入所している場合は対象となりません。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

対象者 金額

身体障害者手帳１・２級又は療育手帳Ａ判定程度の児童の保護者 月額５２，５００円

身体障害者手帳３級（４級の一部含む）又は療育手帳Ｂ判定程度の児

童の保護者
月額３４，９７０円

対象者 金額

・身体障害者手帳１級

・身体障害者手帳２級（常時介護が必要）

・療育手帳ＩＱ２０以下の方

月額１６，０0０円

上記の重複障がいの方

※いずれも目安であって、診断書等により判断します。
月額２１，７5０円

対象者 金額

身体障害者手帳１・２級でＩＱ３５以下の方 月額１５，５００円

身体障害者手帳１・２級又は療育手帳Ａ判定（ＩＱ３５以下）の方、

身体障害者手帳３級で、療育手帳Ｂ判定（ＩＱ５０以下）の方
月額 ６，７５０円

⑤ 経済的な支援
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●常滑市心身障害者手当

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方に支給される常滑市

の手当です。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

●障害者医療費の助成（未就学児は子ども医療）

市内に住所があり、次の要件のどれかに該当する方に対して、医療費のうち保険診療による

自己負担額を助成いたします。

・身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級～3級の方

・身体障害者手帳の交付を受けている方で、腎機能障害で4級の方

・身体障害者手帳の交付を受けている方で、進行性筋萎縮症で4級～6級の方

・自閉症候群と診断されている方

・療育手帳Ａ・Ｂ判定の方

【お問い合わせ】保険年金課 電話0569-47-6114 FAX0569-36-3550

●自立支援医療（精神通院医療）の助成

てんかん、統合失調症、うつ病等、精神障がいのため通院による医療を継続的に受ける場合、

医療費の自己負担額を助成いたします。

【お問い合わせ】福祉課 電話0569-34-7744 FAX0569-34-7745

対象者 金額

・身体障害者手帳1、2級

・療育手帳A判定（IQ35以下）

・精神障害者保健福祉手帳1級

・身体障害者手帳３級かつ療育手帳B判定（IQ36～50以下）

月額３，６００円

・身体障害者手帳3級

・療育手帳B判定（IQ36～50以下）（18歳未満）

・精神障害者保健福祉手帳2級（18歳未満）

月額２，７００円

・身体障害者手帳4級

・療育手帳B判定（IQ36～50以下）（18歳以上）

・精神障害者保健福祉手帳2級（18歳以上）

月額１，３５０円

・身体障害者手帳5、6級

・療育手帳C判定（IQ51～75以下）

・精神障害者保健福祉手帳3級

月額 ９００円

⑥ 医療費の助成
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②
③

④
⑤

⑦

⑥

⑧

⑨

⑩

⑪0

名 称

住所 電話番号

①
常滑市役所

飛香台３-３-５ 35-5111（代）

②
保健センター

飛香台３-３-３ 34-7000

③

児童発達支援センターちよがおか

千代ヶ丘２-15 34-7211

ちよがおか相談支援事業所

千代ヶ丘２-15 47-8844

④
子育て総合支援センター

神明町３-３５ 43-4129

⑤
常滑市社会福祉協議会相談支援事業所

神明町３-６１ 43-0833

⑥
野花

錦町４-３８-２ 89-0183

⑦

野っこ

久米字西郷８１-８ 89-6238

とこころ園

久米字西郷８１-８ 89-6239

⑧

心凪

小林町３-126 89-6144

Power to Live
小林町３-126 080-4196-4426

相談支援事業所そえ木

小林町３-126 89－6146

⑨

北風と太陽とこなめ

西之口７-６５-２４

イイジマビル４F
47-8177

⑩
くすのきハウス常滑

本郷町３-278 84-0905

⑪
あおい常滑

市場町６丁目１番地 77-9017

⑫
キッズとこらく

山方町５丁目133-４ 84-0００9

⑬
AO

神明町３－３５ 080-6955-0988

⑦ 関係機関の住所・電話番号

①

⑫

⑬


