
障がい福祉課
Ⅰ障がい福祉課概要

Ⅱ警告・エラーの多い請求について

Ⅲ平成３０年度の報酬改定等について



身体障害者手帳（赤色） 手帳の等級：重い方から１級～６級

１．概要

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市
市長又は中核市市長が交付する。

２．障害の種類

・視覚障害

・聴覚障害または平衡機能障害

・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害

・肢体不自由、脳原性運動機能障害

・内部機能障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝機能）



①障がいの発生

障がいの発生後、概ね６ヶ月以降から申請
ができます。詳しくは係りつけの医師にご相
談ください。

②障がい福祉課で診断書を受け取り

診断書の様式は障害や病気によって種類が
異なります。詳しくは窓口でお尋ねください。

④市役所障がい福祉課で申請
【必要なもの】
・診断書・意見書 ・印鑑
・マイナンバーまたは通知カード
・顔写真（縦4ｃｍ×横3ｃｍ）

③指定医師に②の診断書を書いてもらう

病院など医療機関を受診し、記入してもらい
ましょう。
診断書・意見書料は自己負担となります。

⑤判定・手帳の発行（県更生相談所）

判定・手帳の発行には、審査に概ね3ヶ月か
かります。

⑥障がい福祉課で手帳が交付される

印鑑を持って、手帳を受け取りましょう。



療育手帳（紺色） 手帳の等級：重い方からA1・A2・B１・B2

１．概要

療育手帳の制度は、知的障がい児（18歳未満）、知的障がい者（18歳以上）に対し
て、各種の援護や相談を受けやすくすることを目的とした制度です。

※ 知的障害とは、知的機能の障害が発達期（おおむね18歳）までにあらわれ、日常
生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもので、知
的機能と日常生活能力のいずれもが基準に該当するものとされています。

２．判定機関

・18歳未満：児童相談所（八重山分室）

・18歳以上：沖縄県知的障害者更生相談所（八重山地区では年に1度巡回相談を実施）

※ ただし、申請・手帳交付は石垣市障がい福祉課となります。
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市役所 障がい福祉課で申請 ※窓口で簡単な聞き取りがあります。
【必要なもの】
・顔写真（たて4ｃｍ×よこ3ｃｍ】 1枚
・印鑑（認め印でよい）
・母子手帳などの生育暦が分かるもの

市役所 障がい福祉課で手帳が交付されます

印鑑を持って、手帳を受け取りましょう。

18歳未満
児童相談所 八重山分室
（八重山福祉事務所内）

18歳以上
知的障害者更生相談所による巡回相談
（おもに健康福祉センターで開催）



精神障害者保健福祉手帳（黄緑色）
重い方から1級・2級・3級

１．概要

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害を認定するものであり、手帳をお持
ちの方の自立と社会参加の促進を図るために、各種相談やサービスを受けるための手帳
です。

２．対象となる精神疾患の例

・統合失調症 ・薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症

・てんかん ・発達障害（自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等）

・高次脳機能障害 ・うつ病、そううつ病などの気分障害

・その他精神疾患（ストレス関連障害等）

３．有効期限

２年間です。 （※ 再度交付を受ける方は更新の手続きが必要です。）



① 障害の発生
障害の発生後、おおむね6ヶ月以降から申請ができます。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

② 指定医師に、診断書を記入してもらいましょう
病院など医療機関を受診し、記入してもらいましょう。診断書の様式は病院など医療機関にあります。
診断書・意見書の文書料は、自己負担になります。

③ 市役所 障がい福祉課で申請
【必要なもの】
・診断書 ・顔写真（縦4ｃｍ×横3ｃｍ） ・印鑑 ・マイナンバーまたは通知カード

④ 判定・手帳の発行（八重山保健所）
判定・手帳の発行には、審査におおむね2ヶ月かかります。

⑤ 市役所 障がい福祉課で手帳が交付されます
印鑑を持って、手帳を受け取りましょう。



年金・手当等について①
心身に障がいをお持ちの方やその家族に対し、次のような制度があります。

１．障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金）

★ ２．特別障害者手当（20歳以上）

★ ３．障害児福祉手当（20歳未満）

４．特別児童扶養手当

★ ５．心身障害者扶養共済制度

６．生活福祉資金貸付制度 ★印は、障がい福祉課が窓口。



年金・手当等について②
１．特別障害者手当について（20歳以上）

心身に重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して、

手当を支給しています。

２．障害児福祉手当について（20歳未満）

重度の障がい児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担軽減

の一助として手当を支給しています。

３．心身障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることに

より、保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあったとき、障がいのある方に終身一

定額の年金（月額2万円または4万円）を支給する制度です。



障がい福祉サービス

自立支援給付

1、介護給付
・居宅介護
・行動援護
・施設入所 など

２．訓練等給付
・自立訓練
・就労移行支援
・共同生活援助 など

１．福祉サービス

障がい者等の心身の障害
の除去・軽減を図り、自立
した日常生活を営むため
に必要な医療について、
医療費の自己負担額を軽
減する制度。

・更生医療
・育成医療
・精神通院医療

２．自立支援医療

障がい者等の身体機能を
補完し、または代替し、か
つ長期間にわたり継続し
て使用されるもの。

・義肢 ・装具
・車イス ・補聴器
・歩行器 など

障がいのある方が、自立
した生活を営むことが出来
るよう、地域の実情に合わ
せた柔軟な形態により、事
業を計画的に実施します。

・移動支援
・日中一時支援
・意思疎通支援
・手話奉仕員養成講座
・日常生活用具給付等
など

３．補装具 ４．地域生活支援事業



対象者とは？

身体 ①身体障害者手帳をお持ちの方。

知的 ①療育手帳をお持ちの方。

精神
①精神保健福祉手帳をお持ちの方。
②自立支援医療（精神通院）を受けている方。
③専門医に診断書を書いてもらえる方。

難病
①難病患者

※治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる
障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方。 ※Ｈ29年4月より358疾病対象

児童
（18歳未満）

①上記にある手帳を所持しているか、専門医に診断書を書いてもらえる児童



障がい福祉サービスについて①-1
１．福祉サービス

介護給付（居宅介護、重度訪問介護等）と訓練等給付（就労継続支援等）があり、

介護給付を受ける場合は、まず、障害支援区分（６段階の区分）の認定を受けます。

調 査申 請 審査会 区分決定 支給決定

調 査申 請 支給決定

＜介護給付の場合＞

＜訓練等給付の場合＞



障がい福祉サービスについて①-2
２．石垣市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

障がい福祉サービスを利用するときは、サービス等の利用計画案を基にサービス

が支給されます。石垣市の指定特定相談支援事業所また指定障害児相談支援事業所

がありますので、相談ができます。利用料はかかりません。

★障がい福祉サービスと介護保険について★

障がい福祉サービスの対象者の方でも次にあてはまる場合は、原則として介護保険の

サービスを優先させていただくことになります。

① ６５歳以上の方
② ４０歳以上で、１６特定疾病に該当する方

★障がい福祉サービスと介護保険について★

障がい福祉サービスの対象者の方でも次にあてはまる場合は、原則として介護保険の

サービスを優先させていただくことになります。

① ６５歳以上の方
② ４０歳以上で、１６特定疾病に該当する方



障害者の医療について
障がいをお持ちの方に対する医療制度は、おもに次のとおりです。

１．自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）

障がいをお持ちの方が、自立した日常生活を営むために、障害を除去・軽減

のために必要な医療（治療や手術）について、医療費の自己負担額を軽減する

制度です。

２．重度心身障害者（児）医療費助成（対象：身体１・２級、療育A１・A２）

医療保険を使って医療を受けたとき、年齢や所得に応じて、１～３割の自己

負担金がかかりますが、その自己負担金（保険適用内のみ）を石垣市に請求す

ることで、払戻しを受ける制度です。



補装具について
１．補装具（義肢・装具・車椅子・補聴器・歩行器 など）

障がい者等の身体機能を補完、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの

です。新規申請には、医師の診断書が必要です。

※ 介護保険対象者については、介護保険による福祉用具（車椅子、電動車椅子、歩行器、

歩行補助杖）が優先されます。

２．日常生活用具給付等事業（特殊寝台、入浴補助用具、排泄管理支援用具 など）

障がい者、指定された難病患者に対し、日常生活用具の給付または貸与があります。

※ 介護保険対象者については、介護保険による福祉用具（特殊寝台、体位変換器、入浴

補助用具、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、福祉電話）が優先されます。



地域生活支援事業について

事業名 内 容

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
介護者が社会的・私的理由により、一時的に障がい者（児）を介護できない場合
に、施設等で見守りを行います。

医療型日中一時支援
医療的ケアを必要とする在宅療養中の重度心身障がい児を介護する家族の身
体的・精神的負担を軽減するため、自宅や施設等で見守りを行います。

意思疎通支援
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方
とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派
遣などを行います。

日常生活用具給付等
障害のある方などに対し、日常生活用具の給付または貸与を行います。



警告・エラーの多い請求について
直近三ヶ月で散見される警告・エラーは以下の通りです。

①居宅介護サービス提供時間において2時間ルールが守られていない。

②算定時間数（単位）の誤り。

③サービス提供時間の重複。

④複数事業所利用による欠席時対応加算の算定誤り。













再確認・・・

① 居宅介護サービス費の算定にあたっては・・・
『1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔をあけな
ければならない ものとする（Ｈ18障発1031001第２ 留意事項通知）』

② 明細結果の時間重複警告については・・・

日中活動通所事業においては、通所時間を正確に報告、居宅介護時間も同様にお
願いします。

③ 児童通所サービス重複警告については・・・

複数サービス利用の児童について、片方の事業所に通所したときは、本来通所予定
だった事業所は【欠席時対応加算】の算定は出来ません。


