
            精神の障害がある方へ～精神保健福祉サービス一覧  （岡垣町）  

サービス名 内容 対象者 費用負担 窓口 

精神障害者保

健福祉手帳の

手続き 

（１～３級） 

〈目的〉一定の障害にあることを証明し、各種支援策を受け易

くし、自立と社会参加を促します。県知事が交付します。 

〈申請者〉本人 

〈必要書類〉申請書、診断書（又は障害年金の年金証書の写し

と同意書）、写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ） 

〈受け取り〉岡垣町役場福祉課 （印鑑が必要） 

〈有効期間〉２年間。申請に基づき、２年毎に障害の状態を 

再認定し、更新します。（有効期限の３ヶ月前から更新の申請

ができます。） 

①精神障害（知的障害は除く）のため、長期に日常生活

や社会生活にﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟをもつ方で、手帳の交付を希

望される方。 

②入院・在宅による区別、年齢制限はありません。ただ

し、初診の日から６ヶ月以上経過しないと手続きできま

せん。 

申請時の診断書料など

は実費 

福祉課 

障害者支援係 

自立支援医療

（通院医療費公

費負担）の手続

き 

在宅の精神障害者に対して、その適正な医療を普及するため

の医療費の補助をします。 

県知事が自立支援医療受給者証を交付します。 

〈申請者〉受診者本人（１８歳未満の場合は保護者） 

〈必要書類〉申請書、診断書、健康保険証、世帯の所得、収入

等の証明書類、同意書等。適用となる医療機関、薬局等は、

県が指定した医療機関等になります。 

〈有効期間〉原則、１年間。申請に基づき、障害の状態を再認

定し、更新します。（有効期限の３ヶ月前から更新の申請がで

きます。） 

①在宅の方で、精神疾患を有し、通院している方。（年

齢制限なし） 

②精神障害に対し受ける医療が対象です。（入院中は

対象外） 

③世帯の課税状況と疾病の状況により、該当しない場

合もあります。 

医療費の１割。世帯の課

税状況による所得区分

認定とその区分に応じ

た上限月額あります。 

申請時の診断書料など

は、実費 

福祉課 

障害者支援係 

税制上の優遇

措置（国税） 

所得税 

 本人、配偶者や扶養親族が障害者である場合、所得金額か

ら次のとおり控除、または非課税となります。 

①身体障害者手帳1、2級所持者、精神障害者保健福祉

手帳1級所持者、療育手帳「A」所持者 

②①以外の手帳所持者 

①40万円 

②27万円 

若松税務署 

093-761-2536 

相続税 

 相続により財産を取得した場合、その人が 85 歳になるまで

の年数に10万円（特別障害者は20万円）を乗じた金額が相続

税から控除されます。 

①身体障害者手帳1、2級所持者、精神障害者保健福祉

手帳1級所持者、療育手帳「A」所持者 

②①以外の手帳所持者 

①20万円×年数 

②10万円×年数 

若松税務署 

093-761-2536 

贈与税 

 障害者に対する贈与で一定条件の下に信託銀行等に信託

する場合、ある金額まで非課税となります。 

①身体障害者手帳1、2級所持者、精神障害者保健福祉

手帳1級所持者、療育手帳「A」所持者 

②①以外の手帳所持者 

①6,000万円まで非課税 

②3,000万円まで非課税 

若松税務署 

093-761-2536 

税制上の優遇

措置（県税） 

自動車税、自動車取得税 

 障害者本人もしくは同一生計者が所有する車で、障害者本

人や家族（常時介護者）が運転するものについて免除されま

す。※免除されるのは、1人につき 1台までです。 

①精神障害者保健福祉手帳1級所持者 

②身体障害者手帳所持者（障害区分に応じて対象等級

に違いあり） 

③療育手帳「A」及び「B１」所持者 

全額免除 

※上限額あり 

（自動車税45,000円） 

（自動車取得税  

課税標準額300万円） 

北九州西県税事

務所 

093-662-9312 

税制上の優遇

措置（町税） 

住民税 

 本人、配偶者や扶養親族が障害者である場合、所得金額か

ら次のとおり控除、または非課税となります。 

①前年の合計所得が 125万円以下の障害者 

②身体障害者手帳1、2級所持者、精神障害者保健福祉

手帳1級所持者、療育手帳「A」所持者 

③②以外の手帳所持者 

①非課税 

②30万円 

③26万円 

税務課 

 住民税係 

軽自動車税 

 障害者本人もしくは同一生計者が所有する車で、障害者本

人や家族（常時介護者）が運転するものについて免除されま

す。※免除されるのは、1人につき 1台までです。 

①精神障害者保健福祉手帳1級所持者 

②身体障害者手帳所持者（障害区分に応じて対象等級

に違いあり） 

③療育手帳「A」及び「B１」所持者 

全額免除 
税務課 

 住民税係 

重度障害者医

療 

重度障害者の健康保険適用医療費の自己負担分を助成しま

す。 

申請が必要となります。ただし、所得によって適用されない場

合があります。 

〈必要書類〉健康保険証 障害者手帳 印鑑  

（町外からの転入された方などは、前住所地での所得証明等が

必要な場合があります。） 

①精神障害者保健福祉手帳１級所持者（入院は除く。） 

②身体障害者手帳１級、２級所持者  

③療育手帳「Ａ」所持者 

④身体障害者手帳３級所持者で療育手帳「Ｂ」所持者 

※６５歳以上の人は後期高齢者医療に加入する必要が

あります。 

外来：月５００円上限  

入院 

一般：５００円／日 

（低所得世帯：３００円／日） 

※月２０日限度 

健康づくり課 

医療年金係 

障害者総合支

援法に基づく 

障害福祉サー

ビス 

 

【居宅介護】ホームヘルパーを派遣し、食事､身体の清潔の保

持、掃除等の介助、相談、助言等、日常生活を営めるよう必要

なサービスを行うことにより、自立と社会復帰を促します。 

【短期入所】介護者の疾病その他の理由により一時的に居宅

での介護が困難な場合に施設に短期間入所させ、（7 日以内）

福祉の向上を図ります。 

【共同生活援助・介護】地域のグループホーム等での共同生

活を援助し、自立生活を支援します。 

※町に認定申請し、支給決定を受ける必要があります。その

他にもサービスがあります。 

①精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 

②精神の障害を理由に障害年金又は特別給付金を受

けている方。 

③自立支援医療（精神通院）受給者。 

精神の障害のために日常生活に支障があり、その介助

を必要とされる在宅の方で、なおかつ定期的に通院さ

れたりして、病状が安定している方。（医師の意見書が

必要な場合があります）  

 上記の方で、町に認定申請し、サービスの必要性が

認められ、支給決定を受けた方。〈障害者福祉サービス

受給者証〉が交付されます。 

サービス費用の１割 

〔課税状況による所得区

分認定とその区分に応

じた上限月額あり〕食費・

光熱水費等、意見書料

等実費 

福祉課 

障害者支援係 



タクシーの乗車

運賃の一部助

成 

タクシーの小型・中型・リフト付きの基本（初乗り）料金の補助

を行います。（年間24枚、じん臓機能障害は 72枚）  

毎年度毎に申請が必要となります。 

〈必要書類〉障害者手帳、印鑑 

①精神障害者保健福祉手帳１級又は２級所持者 

②身体障害者手帳ＪＲ運賃減額欄「第１種」所持者 

③療育手帳「Ａ」 所持者 

④特定疾患医療受給者証所持者 

以上４つのいずれかを持っている方（18 歳未満はその

父母）で前年度市町村民税非課税又は均等割のみの

方。（いずれも在宅者に限る） 

利用時、初乗り料金を除

いた運賃（実費） 

福祉課 

障害者支援係 

配食サービス

事業 

老衰・心身の障害及び傷病などの理由により調理が困難な人

に週５回（火～土曜日）を限度とし、夕食の弁当を配達します。 

申請が必要となります。利用するには審査があります。 

 

 

老衰・心身の障害及び傷病等の理由により調理等が困

難な方で、以下の条件を満たし、サービスの必要性が

認められた方。 

①おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体

障害者 

②療育手帳「Ａ」の交付を受けている方。 

③精神保健福祉手帳１、２級の交付を受けている方。 

１食につき 

３００円 

福祉課 

または 

高齢者・障害者 

相談センター 

NHK 放送受信

料の減免 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で免除基準に該当す

る方は、NHK放送受信料の減免が受けられます。 

①精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯

で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合。 

②精神障害者保健福祉手帳１級の方が世帯主の場合。 

①全額免除 

②半額免除 

福祉課 

  障害者支援係 

または 

NHK視聴者コール

センター 

0570-077-077 

交通運賃割引 

西鉄電車・バス利用時、運賃の割引が受けられます。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。 

利用時、運賃５割引 

西鉄グループ 

0570-00-1010 

北九州モノレール利用時、運賃の割引が受けられます。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。 
北九州モノレール 

093-961-0101 

 

障害者相談セ

ンター運営事

業 

 

町内２ヶ所に相談センターを設置。訪問や電話などにより、相

談、助言を行います。 

 ●障害者相談センター       電話：２８２－５１６７ 

 ●東部障害者相談センター   電話：２８２－５１０３  

 

 

在宅の障害者やその家族等 

 

 

なし 

 

岡垣町障害者相

談センター 

岡垣町東部障害

者相談センター 

日常生活自

立支援事業 

精神・知的障害者、認知症高齢者等、判断力が十分でない人

の福祉サービスの利用手続の援助､代行等を行います。 

軽度の認知症状のある高齢者、知的障害者、精神障害

者など。（この事業の内容が理解できるなど、ある程度

の判断能力は必要） 

援助にかかる費用：１回

千円と、交通費等の実費 

岡垣町社会福祉

協議会（いこいの

里） 

２８３－２９４０ 

いこいの里 

入浴料減免   

障害者手帳の提示により、入浴料が半額になります。 

(通常：町内者３００円、町外者５００円) 

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいず

れかの交付を受けている方。 

町内者：１５０円 

町外者：２５０円 

岡垣町社会福祉

協議会（いこいの

里） 

２８３－２９４０ 

  ★ 問い合わせ・福祉に関する相談は… 岡垣町役場 福祉課 障害者支援係 電話：２８２－１２１１ ＦＡＸ：２８２－１２９９ 

 

 

  ★ 下記に関する相談は… 宗像・遠賀保健福祉環境事務所  健康増進課精神保健係  電話：（０９４０）－３６－２４７３ Fax：（０９４０）－４７－００３１ 

事業名                 内              容 

こころの健康相談 

専門医による定期相談 

（予約制、無料） 

こころの相談（一般精神保健相談） 予約時に調整 

思春期相談（思春期精神保健相談） 木曜日午後 予約時に調整 

高齢者の心の相談（認知症・もの忘れ・うつなど） 第３火曜日午後 

精神障害者社会適応訓練事業

（職親） 

精神障害者の社会復帰を促進するため、通常の雇用契約による就職が困難な、寛解又は症状が安定している者に対して、事業者（職親）に

委託し、社会適応訓練を行っています。 

夜間・休日精神科相談ダイヤル 精神障害者及びその家族の方の相談に、精神保健福祉士や看護師等が対応します。 電話：０５０-３７７７-９８２４ 

 


