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令和２年度の区長の皆さんをお知らせします
問合先　協働安全課市民協働グループ（☎ 38-5803）

区　名 区長名 区　名 区長名
大　市　場　町 丹羽　規雄 神　　野　　町 後藤　和博
下　　本　　町 瀧内　洋二 石　　仏　　町 服部　　徹
中　　本　　町 水谷　寧志 北　　島　　町 植手　啓二
東　　　　　町 栗木　洋明 野　　寄　　町 赤堀　俊之
中　　野　　町 竹内　　勉 大　　地　　町 内藤　元雄
本 町 （上市場） 磯部　裕二 中　　央　　町 中村　信雄
本 町（北　口） 山川　栄造 川　　井　　町 眞野　豊行
本 町（門　前） 山川　哲夫 大　山　寺　町 横井　正人
西　　市　　町 関戸　一人 稲　　荷　　町 神谷　孝三
新　　柳　　町 関戸　　修 曽　　野　　町 河村　鑛行
新  柳  町 １ 区 本田　収良 五　　条　　町 栗原　勇吉
鈴　　井　　町 中川　一孝 南　　新　　町 山田　成史
泉　　　　　町 塩井　隆夫 東  新  町  １ 区 時田　正人
八　　剱　　町 小島　都史 東  新  町  ２ 区 藤井　純二
井　　上　　町 渡邉　末男 東  新  町  ３ 区 塚本　秋雄

岩倉市職員人事異動をお知らせします（令和２年４月１日付）
問合先　秘書企画課秘書人事グループ（☎ 38-5801）

【部長級】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は旧職名
総務部長　中村定秋（市民部長）

【課長級】
健康福祉部長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長　中野高歳（健康福祉部長寿介護課主幹）、
健康福祉部健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長　原咲子（健康福祉部長寿介護課長兼老人憩の家所長
兼多世代交流センター長）、会計管理者兼会計課長　岡崎祐介（監査委員事務局長）、消防本部総務課長兼防災コ
ミュニティセンター長　加藤正人（消防本部消防署消防副署長）、消防本部消防署長　伊藤真澄（消防本部総務
課長兼消防署長兼防災コミュニティセンター長）、教育こども未来部学校教育課長　石川文子（教育こども未来
部学校教育課長兼学校給食センター所長）、教育こども未来部子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長　
野田克枝（教育こども未来部子育て支援課南部保育園園長）、監査委員事務局長　佐藤信次（総務部行政課主幹）

【主幹級】
総務部秘書企画課主幹　加藤淳（総務部秘書企画課統括主査）、総務部行政課主幹　兼松英知（市民部市民窓口
課主幹）、健康福祉部市民窓口課主幹　小﨑尚美（総務部協働安全課統括主査）、建設部上下水道課主幹　大橋透（建
設部上下水道課統括主査）、消防本部消防署主幹　林英嗣（消防本部総務課統括主査）、教育こども未来部学校教
育課学校給食センター所長　田島勝己（総務部協働安全課主幹）、教育こども未来部子育て支援課主幹　佐久間
喜代彦（教育こども未来部子育て支援課統括主査）、教育こども未来部子育て支援課南部保育園園長　中島光恵（教
育こども未来部子育て支援課西部保育園園長）、教育こども未来部子育て支援課西部保育園園長　長谷川知子（教
育こども未来部子育て支援課中部保育園統括主査保育士）
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　外国の人が来庁された際、多言語で窓口での手続きのサポートやごみの出し方など日常生活に関する情報を提
供したり、相談に応じる窓口を設置しました。
　必要に応じて専門機関や担当部署へご案内します。

「外国人サポート窓口」を設置しました「外国人サポート窓口」を設置しました
問合先　協働安全課市民協働グループ（☎ 38-5803）

　軽自動車税は令和 2 年 4 月 1 日の時点で原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動
車を所有されている人に課税されます。
　今年度の軽自動車税の納期限は、6 月 1 日㈪です。お忘れなく納税してください。

軽自動車税の納税についてお知らせします
税務課市民税グループ（☎ 38-5806）

●車検用納税証明書について
　一般納付書で納付する場合、納付書の控えを車検用
納税証明書として使用してください。
　口座引落しを登録している人は、引落し確認後（6
月中旬）に車検用納税証明書を送付します。なお、督
促状で納付した場合、納付書の控えは車検用納税証明
書として使用できないためご注意ください。
●税率について
　標準税率については下表に記載の通りです。
　最初の新規検査から 13 年が経過した車両（平成 19
年 3 月 31 日以前に最初の新規検査が行われた車両）に
ついて、通常より高い税率が適用されます。 
　また、令和元年度（平成 31 年度）に新規検査が行わ
れた車両で、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自
動車については、その燃費性能に応じて、今年度のみ
税率が軽減されます。詳しくは納税通知書に同封のお
知らせ、または市ホームページをご確認ください。

●軽自動車税の減免
　身体または精神に障害のある人の軽自動車税を減免
します（1 人につき 1 台に限る）。
●減免の対象　
　身体障害（障害の区分や級別による可否あり）また
は精神１級の障害を持ち、手帳の交付を受けている人
が所有する軽自動車等（身体障害者で年齢 18 歳未満の
人または精神障害者と生計をともにする人が所有する
軽自動車等を含む）
●申請に必要なもの　
・個人番号の分かるもの
・印鑑
・運転免許証
・身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳等
・車検証
●申請期限　６月１日㈪
詳しくは、お問い合わせください。

車両区分 税率

原動機付
自転車

50cc 以下 2,000 円
50cc 超 90cc 以下 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 2,400 円

ミニカー 3,700 円
二輪の軽自動車

（125cc 超 250cc 以下） 3,600 円

二輪の小型自動車（250cc 超） 6,000 円
小型特殊
自動車

農耕作業用のもの 2,400 円
その他のもの 5,900 円

ボートトレーラー 3,600 円

最 初 の 新 規 検
査が平成 27 年
３月 31 日まで

の車両

最初の新規検
査 が 平 成 27
年４月１日以

降の車両

最初の新規検
査から 13 年が
経過した車両

四
輪
以
上

乗
用

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨
物

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

１. 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など ２．四輪以上および三輪の軽自動車

●●とき　毎週月～金曜日　午前８時 30 分～午後５時
●●受付場所　市役所 1 階市民窓口課（予約不要）
●●電話　38-5040（外国人支援員直通）
●●対応言語　外国人支援員がポルトガル語、スペイン語、英語に対応します。それ以外の言語は翻訳機での対応
となります。



※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。市政通信
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健幸づくり条例を制定しました
問合先　健康課保健予防グループ（保健センター内☎ 37-3511）

市長からのメッセージ
　岩倉市では、平成 30 年 12 月１日に「健幸都市いわくら」を宣言し、健幸づ
くりを進めてまいりました。
　健幸づくり条例は、健幸づくりの基本理念、健幸づくりに関わる皆様の役割、
健幸づくりに関する施策の基本となる事項を定め、「健幸都市いわくら」の実現
を目指すものです。
　これからも、市民の皆様とともに健幸づくりを推進し、満開の笑顔のもと、い
つまでも健やかに自分らしく暮らし続けられる幸せなまちづくりに努めてまいり
ます。

　市民の健幸づくりを推進していくための基本理念等を定める健幸づくり条例を４月１日に制定
しました。

健幸づくりとは？

　生涯にわたり心身ともに健やかで、自分らしく生き生きと幸せに暮らすための取り組みをいいます。

社会全体で健幸づくりを支えます

　個人の健幸づくりを社会全体で支えていくために、市、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、学校等、
保健医療福祉関係者それぞれの役割を定め、協働により健幸づくりを推進していきます。

　皆さんに広く周知するため、シンポジウムを予定しています。
　詳細が決まりましたら、広報・ホームページ等でご案内します。なお、条文と逐条解説は市ホームペー
ジでご覧になれます。

市民 地域団体 市民活動団体市 事業者 学校等 保健医療福祉関係者

協　働

健幸づくり

健康
　からだ
　歯と口腔
　こころ

食

運動・スポーツ

文化活動

人と地域とのつながり

取り組みを
　　進めることで

健幸づくり推進のイメージ図

健やかで幸せな暮らし

健康寿命の延伸

健幸都市いわくら
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岩倉市の高齢者福祉サービスをお知らせします
問合先　長寿介護課長寿福祉グループ（☎ 38-5811）

　高齢者の皆さんに住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、さまざまな制度を設けています。ただ
し、それぞれに、下記に記載されている事項以外の要件がある場合がありますので、事前に長寿介護課までご相
談ください。

事業名 内　容 対象者
生活支援型給食

サービス
聞き取り調査等で承認された人を対象に、毎日夕食を配
達します（年末年始を除く）　※１食 340 円

ひとり暮らし認定がある人、または 75 歳以上の高齢者のみの
世帯等であり、給食が必要と認められる世帯

緊急通報システム
設置

コールセンターとつながった緊急通報装置を設置し、
コールセンターが緊急時に消防署へ救助を要請したり、
相談をお聴きしたりします　※課税状況に応じ、設置時
に自己負担があります

ひとり暮らし認定、または 70 歳以上の高齢者のみの世帯等で、
固定電話回線を有し、設置が必要と認められる世帯

寝具丸洗・乾燥 対象者の使用する寝具を丸洗乾燥（年 1 回）・乾燥（年
2 回）します

・ひとり暮らし認定がある人
・常時ねたきりの状態の人

ねたきり老人等
介護者手当

ねたきり老人等を在宅で３カ月以上介護している人に月
額 5,000 円の手当てを支給します

要介護 4・5 の人や、常時ねたきりの人を在宅で介護している
人

高齢者日常生活
用具給付

生活状況により、電磁調理器の生活用具を支給します
※課税状況に応じ、自己負担があります ひとり暮らし認定がある人

訪問理美容
サービス

理美容師が対象者宅を訪問して整髪等を行います
（年 6 回） 在宅で、65 歳以上の要介護 4・5 の人

紙おむつ支給
ねたきり老人を在宅で介護している人に介護用品（紙お
むつ）の利用券を支給します　※非課税世帯（要介護者
および家族介護者の属する世帯全員）が対象です

市民税非課税世帯で、要介護 4・5 の人を在宅で介護している
人

シルバー優待
証明カード交付

名古屋港ポートビル等の施設を無料もしくは割引で見学
できる優待証明カードを交付します 65 歳以上の人

すこやかタクシー
料金助成

85 歳以上高齢者の日常生活における活動を容易にでき
るよう、タクシー利用券（基本料金と迎車料金を助成）
を支給します（月 2 枚）

85 歳以上の人

要支援認定の人等で、乗降介助が必要な人に基本料金と
迎車料金の他に乗降介助料金（1 回 500 円を限度）を
支給します（月 2 枚）

65 歳以上で介護支援専門員等の意見書を添えて申請が認めら
れた人

リフトタクシー
料金助成

移動が困難な在宅のねたきり老人等にリフトタクシー利
用券を交付し、料金の半額（上限 5,000 円）を助成し
ます（月 1 枚）

在宅で、要介護 4・5 の人または常時ねたきりの人

家具転倒防止
器具等取付

地震などによる家具の転倒を防ぐため家具転倒防止器具
や、住宅用火災警報器（自前で準備した警報機）を取り
付けます

在宅で、ひとり暮らし認定がある人、または 75 歳以上の高齢
者のみの世帯

徘徊高齢者家族
支援サービス

行方不明になる恐れのある高齢者に対する位置情報専用
端末機を家族介護者に貸し出します　※１カ月 540 円
の利用料と情報提供料を利用者に負担していただきます

要介護・要支援認定を受けた人の介護者、または徘徊高齢者
の介護者

高齢者等賃貸住宅
住み替え助成

高齢者等の世帯が、サービス付き高齢者向け住宅等に住
み替えをする場合、引越しにかかる費用の半額（上限
20 万円）を助成します　※所得要件があります

市内に 1 年以上在住し、市税を滞納していない 65 歳以上の
人

高齢者住宅
改善費助成

手すり設置や段差解消など住宅改善等に要する経費を助
成します（上限 50 万円）　※所得要件があります 65 歳以上の人で介護認定を受けたことがある人等

高齢者等救命
バトン配布

冷蔵庫で保管し、救急時に備える救命バトン一式を配布
します 障害・病気等で健康状態に不安を抱える人

認知症高齢者等
見守り SOS

ネットワーク事業

認知症などで在宅高齢者が行方不明となった場合に備え
て、あらかじめ岩倉市に登録をしておくことで、早期発
見、事故の防止に繋げます。事前登録した人は、「認知
症高齢者等個人賠償責任保険」の加入ができます

65 歳以上で認知症状があり、行方不明となる恐れがある人ま
たは、行方不明となったことがある人（若年性認知症の人も
含む）

●ひとり暮らし認定は、65 歳以上のひとり暮らしの人で、市が認定した人です。
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岩倉市の障がい者福祉サービスをお知らせします
問合先　福祉課障がい福祉グループ（☎ 38-5809）

　心身に障がいのある人の日常生活を支援し、また、介護するご家族の負担を軽減するために、さまざまな制度
を設けています。ただし、それぞれに要件がありますので、事前に福祉課までご相談ください。 
事業名 内　容 対象者

心身障がい者
扶助料

対象者に月額 3,000 円を支給します
次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳１・２級　②療育手帳Ａ判定　③精神障害者保健福祉手
帳１級　※施設入所者は除く

対象者に月額 2,500 円を支給します
次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳３・４級　②療育手帳Ｂ判定　③精神障害者保健福祉手
帳２級　※施設入所者は除く

対象者に月額 1,500 円を支給します
次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳５・６級　②療育手帳Ｃ判定　③精神障害者保健福祉手
帳３級　※施設入所者は除く

在宅重度
障害者手当

対象者に月額 15,500 円を支給します（１種）
※所得制限、併給制限あり

身体障害者手帳１・２級かつＩＱ 35 以下の人
※施設入所者、３カ月以上の入院者は除く

対象者に月額 6,750 円を支給します（２種）
※所得制限、併給制限あり
※手帳初回交付時に 65 歳以上であった場合、支給
対象となりません

次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳１・２級　②療育手帳Ａ判定　③身体障害者手帳３級か
つＩＱ 50 以下の人　※施設入所者、３カ月以上の入院者は除く

特別児童
扶養手当

対象者に月額 52,500 円を支給します
※所得制限あり

次のいずれかに該当する 20 歳未満の障がい者を監護、養育されている人
①発達障がいを含む I Ｑ 35 以下程度　②身体障がい１～２級程度　
※施設入所者は除く

対象者に月額 34,970 円を支給します
※所得制限あり

次のいずれかに該当する 20 歳未満の障がい者を監護、養育されている人
①発達障がいを含むＩＱ 50 以下程度　②身体障がい３級（４級の一部含
む）程度　※施設入所者は除く

特別障害者
手当

対象者に月額 27,350 円を支給します
※所得制限、併給制限あり
※所持している手帳によって手当額が加算されるこ
とがあります

次のいずれかに該当する 20 歳以上の障がい者
①身体障がい２級（一部を除く）以上の障がいを重複してお持ちの人　②
身体障がい２級（一部を除く）以上の障がいをお持ちの人で、ＩＱ 20 以
下の人または常時介護が必要な精神障がいをお持ちの人　③身体障がい２
級（一部を除く）以上の障がいをお持ちの人またはＩＱ 20 以下の人もし
くは常時介護が必要な精神障がいをお持ちの人で、他に身体障がい３級相
当の障がいを２つ以上お持ちの人　④身体障がい２級（一部を除く）以上
の障がいをお持ちの人またはＩＱ 20 以下の人もしくは同程度の障がいや
病状をお持ちの人で、日常生活においてほぼ全面介助が必要な人　
※施設入所者、３カ月以上の入院者は除く

障害児福祉
手当

対象者に月額 14,880 円を支給します
※所得制限、併給制限あり　
※所持している手帳によって手当額が加算されるこ
とがあります

次のいずれかに該当する 20 歳未満の障がい者
①身体障がい１級（２級の一部を含む）の障がいをお持ちの人　②ＩＱ
20 以下の人　③上記と同程度の障がいや病状で、常時介護が必要な人　
※施設入所者は除く

経過的福祉
手当

対象者に月額 14,880 円を支給します
※所得制限、併給制限あり　
※所持している手帳によって手当額が加算されるこ
とがあります

次のいずれかに該当する 20 歳以上の障がい者で、従来の福祉手当受給者
のうち特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受
給していない人
①身体障がい１級（２級の一部を含む）の障がいをお持ちの人　②ＩＱ
20 以下の人　③上記と同程度の障がいや病状で、常時介護が必要な人　
※施設入所者、３カ月以上の入院者は除く

日常生活用具
の給付等

重度の障がい児・者が自力で日常生活を営めるよう
特殊寝台、入浴補助用具、人工喉頭、ストマ用装具
などの購入または貸与にかかる費用を助成します
※原則１割負担
※障がいの種別や等級等に制限あり
※難病には対象疾患あり　

次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳または、療育手帳をお持ちの人　②難病患者等
※施設入所者は除く

ストマ装具の
保管

災害時に住居が被災し、ストマ装具が持ち出せなく
なった場合に備えて、自己所有のストマ装具（概ね
10 日間分）をお預かりし、市役所庁舎倉庫で保管
します

市内に居住するストマ装具を必要とする人

小児慢性特定
疾病児童日常
生活用具給付

小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活の便宜を図
るため、特殊寝台、入浴補助用具、吸入器、電気式
たん吸引器などの購入にかかる費用を助成します
※収入によって費用の一部自己負担あります

小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている人
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事業名 内　容 対象者

補装具費の支給

身体障がい者に対し、身体機能の障がいを補い日常生活
を容易にするため、補聴器、車いす、義肢等の購入や修理、
貸与にかかる費用を助成します
※原則１割負担
※障がいの種別や等級等に制限あり
難病には対象疾患あり

次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳をお持ちの人　②難病患者等

軽度・中等度
難聴児

支援事業

身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴のお
子さんの聞こえの改善と言葉の習得を促進するため、補
聴器の購入にかかる費用を助成します

次の全ての要件を満たす人
①市内に住所を有している 18 歳未満の人　②両耳の聴力レベ
ルが 30 デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳の対象となら
ない人　③補聴器の装用により、言語習得や教育等における
効果が期待できると医師が判断する人　④市民税所得割額 46
万円以上の人がいない世帯に属する人

心身障がい者
福祉タクシー

料金助成利用券

心身障がい者がタクシーを利用するときの基本料金と迎
車料金を助成する利用券を月３枚お渡しします

次のいずれかをお持ちの人
①身体障害者手帳１・２級　②身体障害者手帳内容に、下肢
３級、体幹３級または視覚の３級が記載　③療育手帳Ａ判定　
④精神障害者保健福祉手帳１級

リフト
タクシー
料金助成

通常の車での移動が困難なねたきり老人等にリフトタク
シー利用券を交付し、料金の半額（上限 5,000 円）を
助成します（月 1 枚）

次のいずれかに該当する人
①常時ねたきりで在宅の人　②要介護４または５で在宅の人　
③身体障害者手帳下肢・体幹１級で在宅の人

手話通訳者派遣 聴覚障がい者、音声言語機能障がい者が公的機関等へ外
出する場合に手話通訳者を派遣します

聴覚障がいまたは音声・言語機能障がいのため意思疎通を図
ることに支障があり、手話によって意思疎通が図れる人

要約筆記者派遣 聴覚障がい者、音声言語機能障がい者が公的機関等へ外
出する場合に要約筆記者を派遣します

聴覚障がいまたは音声・言語機能障がいのため意思疎通を図
ることに支障があり、手話、口話を理解できない人

身体障がい者
住宅改善費助成

身体障がい者に対し、住宅改善に要する対象工事費の２
分の１を助成します（上限 50 万円）

身体障害者手帳の体幹・下肢・視覚障がい１級・２級をお持
ちの人

障害者等賃貸住宅
住み替え助成

障がい者等の世帯が、サービス付き高齢者向け住宅等に
住み替えをする場合、引越しにかかる費用の半額（上限
20 万円）を助成します　※所得要件があります

市内に 1 年以上在住し、市税を滞納していない身体障害者手
帳１級・２級をお持ちの人

有料道路通行
料金の割引

身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または重度
の障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車
を運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります

身体障害者手帳または、療育手帳Ａ判定をお持ちの人

NHK 受信料の
免除

障がい者に対し、NHK 受信料が全額または半額免除さ
れます
※障がい等級、所得等に制限あり

障害者手帳をお持ちの人

自動車運転免許
取得費助成

障がい者の自動車運転免許取得費の一部を助成します
（費用の３分の２以内、上限 10 万円）
※所得制限あり

障害者手帳をお持ちの人

自動車改造費
助成

身体障がい者が就労などのため、所有の自動車の操行装
置等の一部を改造する場合、その経費を助成します（上
限 10 万円）
※所得制限あり

身体障害者手帳をお持ちで、運転免許証に「免許の条件」が
付されている人

入浴サービス
家庭において自力または介護による入浴が困難な重度身
体障がい者等に対し、各家庭に移動入浴車を派遣し入浴
サービスを行います

身体障害者手帳の体幹・下肢障がい１級・２級をお持ちの人

心身障害者扶養
共済

障がい者の将来のために、保護者が健康なうちに掛金を
拠出し、保護者が死亡したり重度障がいとなった場合、
障がい者に年金を支給します（年金１口当たり２万円）
※掛金は加入時の加入者（保護者）の年齢によって異な
ります

身体障害者手帳１～３級または、療育手帳をお持ちの人

原子爆弾被爆者
受診費助成

原子爆弾被爆者が広島市または長崎市内の病院で受診す
るために必要な費用の一部を助成します 市内に１年以上お住まいで被爆者健康手帳をお持ちの人

視覚障がい者用
ポータブルレコー
ダーの貸し出し

デイジー図書などを再生できる視覚障がい者用ポータブ
ルレコーダーを貸し出しています
貸し出しは無料で、１週間以内です

市内在住者で、視覚に障がいがあり身体障害者手帳を交付さ
れている人または、市内在住者で、病気や加齢などによる視
力の低下により読書をすることが難しい人

ヘルプマーク・
ヘルプカードの

配布

援助が必要な人が災害時や日常生活のなかで困ったとき
に、周囲に手助けを求める一助として活用してもらうこ
とを目的として、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布し
ます

援助が必要な人
その他、ヘルプマーク・ヘルプカードを必要とする人

自立支援
医療の給付

育成医療
※所得
制限あり

身体の機能の回復を図るために必要となる医療
の給付（医療に要する費用の支給）を行います
※所得により自己負担あり（原則、医療費の１割）

18 歳未満で身体上の障がいをお持ちの人
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事業名 内容 対象者
更生医療
※所得制限
あり

身体の機能の回復を図るために必要となる医療の給
付（医療に要する費用の支給）を行います
※所得により自己負担あり（原則、医療費の１割）

18 歳以上で身体障害者手帳をお持ちの人

精神通院
※所得制限
あり

精神にかかる疾病を治療するために必要となる通院
医療費の給付を行います
※所得により自己負担あり（原則、医療費の１割）

精神にかかる疾病で通院している人
※医師の診断書が必要

精神障害者
医療費の

支給

精神通院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します 自立支援医療（精神通院に限る）を受けている人

精神入院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第５条による精神障害者と
診断された人

保険診療のうち自己負担分を支給します
※精神通院医療を受ける場合は、自立支援医療受給者証も併せて提
示する必要があります

精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの人

障害者
医療費の

支給
保険診療のうち自己負担分を支給します

次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳 １～３級　②身体障害者手帳 ４級（腎臓機能障がい）　
③身体障害者手帳 ４級～６級（進行性筋萎縮症）　④療育手帳Ａ、Ｂ判定

（ＩＱ 50 以下）　⑤自閉症状群と診断された人（高機能自閉症、アスペル
ガー症候群含む）

後期高齢者
福祉医療費

の支給

保険診療のうち自己負担分を支給します

後期高齢者医療制度の加入者で、次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳 １～３級　②身体障害者手帳 ４級（腎臓機能障害）　
③身体障害者手帳 ４級～６級（進行性筋萎縮症）　④療育手帳Ａ・Ｂ判定

（ＩＱ 50 以下）　⑤自閉症状群と診断された人（高機能自閉症、アスペル
ガー症候群含む）　⑥精神障害者保健福祉手帳 １・２級　⑦戦傷病者（所
得制限あり）　⑧精神障害の措置入院患者、結核の勧告・措置入院患者　
⑨母子・父子家庭の人（所得制限あり）　⑩介護保険の要介護認定４また
は５を受け、生活介護を３カ月以上継続して受けている人で、主たる生
計維持者が市民税非課税の人　⑪長寿介護課のひとり暮らし認定を受け
ている市民税非課税世帯の人で、税法上の被扶養者になっていない人

精神通院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します 後期高齢者医療制度の加入者で、自立支援医療（精神通院に限る）を受
けている人

精神入院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します 後期高齢者医療制度の加入者で、「精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律」第５条による精神障害者と診断された人

事業名 サービスの種類 内　容

介
護
給
付

居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や食事などの介助や外出時の移動の補助をします
同行援護 視覚障がい者で移動に著しい困難がある人へ、外出時に同行して移動の援護をします
行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより行動に著しい困難がある人に、必要な介助や外出時の移動支援をします
重度障がい者等包括支援 重度の障がいがある人が生活するために、複数の障がい福祉サービスを組み合わせて生活の支援をします
短期入所（ショートステイ） 家族に用事がある時などに、施設へ短期間の入所をし、必要な支援を提供します
療養介護 医療が必要な障がいのある人に、病院で医療を受けながら、日常生活の支援をします
生活介護 施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを提供します

訓
練
等
給
付

自立訓練（機能訓練） 身体機能向上のための訓練をします
自立訓練（生活訓練） 自立した日常生活や社会生活ができるように、生活能力向上のために訓練をします
就労移行支援 就労を希望する障がいのある人に、生産活動の機会の提供や知識・能力向上の訓練、求職活動に関する支援をします
就労定着支援 一般就労した障がいのある人が継続して就労できるように相談支援や企業との連絡調整をします
就労継続支援（A 型、B 型） 通常の事業所では働くことが困難な人へ、就労機会の提供や知識・能力向上のための訓練をします

自立生活援助 施設等から一人暮らしに移行した障がいのある人などに対して、巡回訪問や随時の相談に応じて、生活力等の向上
のための支援をします

共同生活援助（グループホーム） 障がいのある人が、共同生活住居に入居し、日常生活できるよう援助をします
相
談

支
援

地域移行支援 施設や精神科病院から、地域での生活へ戻るため相談や支援をします
地域定着支援 一人暮らしの障がいのある人などに対して、地域で暮らし続けられるように相談や必要な支援をします

障
が
い
児

通
所
給
付

児童発達支援 小学校入学前の障がいのある子どもに、日常生活の動作の指導や集団生活への適応訓練などをします
医療型児童発達支援 小学校入学前の医療が必要な障がいのある子どもに、医療行為を含めた児童発達支援をします
居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難な重度の障がいがある子どもの居宅に訪問して発達支援をします
放課後等デイサービス 学校通学中の障がいのある子どもに、学校の終業後または休校日に生活能力向上の訓練等をします
保育所等訪問支援 保育所等に訪問し、障がいのある子どもが集団生活をできるように支援します

地
域
生
活

支
援
事
業

相談支援 困り事や、サービスの利用等ついての相談に応じ、助言や必要な支援をします
移動支援 移動が困難な障がいのある人の自立生活や社会参加の促進のためヘルパーが外出の支援をします
地域活動支援センター 障がいのある人に生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の支援をします
日中一時支援 家族に用事がある時などに、日中活動の場を提供します

●「障害」と「障がい」表記について　国の法令等で使用されている用語は「障害」。それ以外は「障がい」と表記しています。
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問合先　都市整備課計画営繕グループ（☎38-5814）

　震災等からかけがえのない人命や財産を守るため、木造住宅の耐震診断、改修等の実施を推進しています。各
種補助制度は以下のとおりです。

木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修工事費等および
空き家解体工事費補助金をご利用ください

《木造住宅無料耐震診断について》
●対象となる建築物（次の全てに該当するもの）
①建築工事の着工が昭和 56 年５月 31 日以前
②木造２階建て以下
③構法が在来軸組構法または伝統構法（ツーバイ
フォー、木質パネル構法などは対象外）
④用途が一戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅
●申込方法
　申込票に必要事項をご記入のうえ、都市整備課計画
営繕グループへ提出してください。申込票は窓口での
お渡しのほか市ホームページからダウンロードするこ
ともできます。
※非木造住宅（構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造等）
については、耐震診断費の補助を行っています。希望
される人は、事前にご相談ください。
《住宅耐震改修工事費等に対する補助について》
●対象となる工事
　市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の
判定値未満であった場合に行う右記の工事

①木造住宅耐震改修工事…最大 110 万円
②段階的耐震改修工事（一段目）…最大 60 万円
③段階的耐震改修工事（二段目）…最大 50 万円
④耐震シェルター整備工事…最大 40 万円
⑤解体工事…最大 60 万円
※同一の敷地において、補助の対象となる工事は、一
度までです。ただし、段階的耐震改修工事（二段目）
は除きます。
《空き家解体工事費に対する補助について》
●対象となる工事
　市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の
判定値未満であった場合に行う解体工事…最大 60 万円
※同一の敷地において、補助の対象となる工事は、一
度までです。

《申込方法》
　申請書は都市整備課計画営繕グループ窓口で配布し
ています。補助要件の確認や添付書類の説明をします
ので、事前にご相談ください。

ブロック塀等撤去奨励補助金をご利用ください
問合先　都市整備課計画営繕グループ（☎ 38-5814）

　傾いたりヒビが入ったりしたブロック塀等は、地震が起こった際に倒壊する危険があります。
　地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難路の確保のために、道路・公共施設に面する
ブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀で道路からの高さが１メートル以
上かつ組積造の部分が 80 センチメートル以上のものをいいます。

●補助対象　道路・公共施設の敷地に面するブロッ
ク塀等を所有者が撤去する場合に補助の対象となり
ます。
※家屋の建替え等に併せてブロック塀等を撤去する
工事は対象外になります。

●補助額　ブロック塀等の撤去工事費または、撤去
するブロック塀等の延長に１メートル当たり１万円
を乗じた額のいずれか少ない額の３分の２の額と
し、20 万円を限度とします。ただし、その額に 1,000
円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
●申込方法　都市整備課計画営繕グループにて事前
に相談してください。
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

問合先　協働安全課防災安全グループ（☎ 38-5831）

　高齢ドライバーによる交通事故抑止や事故被害の軽減を図るため、後付け安全運転支援装置の設置費
に対する補助金を交付しています。設置をご検討される人は事前にお店または上記担当課までご相談く
ださい。

自家用車への後付け安全運転支援装置の
設置費を補助します

65歳以上対象

4 月 1 日㈬～令和 3 年２月５日㈮申請受付期間

補助金額 購入および設置に係る費用の 5 分の 4 の額（1,000 円未満切捨て）

上限金額
　　・障害物検知機能付き　32,000 円
　　・障害物検知機能なし　16,000 円

交付要件 次の要件などを全て満たす必要があります
①市内に居住し、住民票がある人
②令和 3 年 3 月 31 日現在で 65 歳以上となる人
③有効な運転免許証を保有している人
④自動車検査証上の「使用者の氏名または名称」と、運転免許証に記載
　されている氏名が同一である人
⑤設置後 1 年以上使用する人
⑥設置目的が転売等でない人
⑦自動車税および軽自動車税その他の市税の滞納がない人　　　　など

対象となる自動車

対象となる装置

・安全運転支援装置を設置することが可能であること
・自動車検査証上の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載されている
　こと

・国土交通省の性能認定を受けた後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置
※一般社団法人次世代自動車振興センターが認定し、かつ県内に店舗等を
有する事業者で設置する必要があります。詳しくは国土交通省ホームペー
ジ (http://www.mlit.go.jp/) 及び一般社団法人次世代自動車振興センター
ホームページ (http://www.cev-pc.or.jp/) をご覧ください。



※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

広報いわくら　令和2年5月号 16

ちびっこクラブの日程をご案内します
問合先　各市立保育園、子育て支援課（☎ 38-5810）

　まだ保育園や幼稚園に通っていないお子さんが、保護者と一緒に保育園に来ていただき、ゆっくり遊びながら、
保育園児のあそびの様子を見たり、保育園の雰囲気を体験していただいたりしています。保護者同士や子どもた
ちの交流の場としてご利用ください。

中部保育園 北部保育園 南部保育園 東部保育園 西部保育園 仙奈保育園 下寺保育園
 ☎ 37-0416 ☎ 37-2705 ☎ 37-2605 ☎ 37-0916 ☎ 37-3835 ☎ 66-2907 ☎ 66-3309

★ 6/ 2 ㈫ 親子あそび 
（室内あそび）

親子あそび 
（室内あそび）

園庭あそび 
（砂あそび）

園庭あそび 
（砂あそび）

園庭あそび 
（砂あそび）

親子あそび 
（室内あそび）

園庭あそび 
（砂あそび）

7/ 6 ㈪　 　七夕飾り作り（予約制）　　

9/ 1 ㈫ 水あそび 色水あそび 
水あそび 水あそび 色水あそび 

水あそび 水あそび 水あそび 水あそび

10/8 ㈭ 運動会ごっこ

11/2 ㈪
やきいも（予約制）午前 11 時頃にお越しください。

・雨天延期です。いつもと時間が違いますので、お間違えないようにお願いします。
・東部保育園のみ、おいもクッキングです。午前 10 時に来てください。

★ 12/1 ㈫ クリスマス会（予約制）
1/12 ㈫ リズムあそび リズムあそび 小麦粉粘土あそび
★ 2/2 ㈫ お楽しみ会

●ちびっこクラブの日程　6 月～令和３年２月　午前 10 時～ 11 時 30 分

※予約や、詳しい内容は保育園にお尋ねください（予約の受付は前日までです）。
　電話は、平日の午前９時～午後５時におかけください。
※お子さんは保護者が責任を持って見ていただくようお願いします。
※園庭あそびは天候により室内あそびに変わります。 ★印の日は給食の試食（幼児食）

があります。
・主食・お茶・食器（お弁当箱な
ど）・スプーン・フォークを持参
してください。

※食物アレルギーが心配な人は
お申し出ください。

持ち物
・帽子　・タオル
・着替え　・お茶

在宅療養者のための訪問歯科健康診査
健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）

●対象者　寝たきりや重度の障がい等により、
通院による歯科健康診査を受けることができな
い在宅療養中の市民で、次のいずれかに該当す
る人
①節目（20 歳・30 歳・40 歳・50 歳・60 歳・
65 歳・70 歳・76 歳）歯科健康診査の対象者
②令和２年４月 1 日以降に要介護４または５に
認定された人
③ 20 歳以上の障がい等がある人

●診査内容　口腔内診査、保健指導、口腔機能
検査
※治療を目的とした歯科診療は含みません。
●費用　無料
●申込方法等　訪問歯科健康診査を希望する人
は、介護保険証または障害者手帳、節目歯科健
康診査受診券（①の対象者のみ。対象者には後
日郵送します。）を持って、保健センターにお
申し込みください。
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令和２年度市民活動助成金対象事業が決定しました
協働安全課市民協働グループ（☎ 38-5803）

  市民活動助成金は、地域が抱える諸課題の解決を図り、市民の福祉向上やまちづくりに貢献する市民活動に対して助成金を
交付することにより、団体活動の活性化、市民活動の拡充を図っていく制度です。2 月 2 日㈰に企画提案発表会を開催し、審
査会の意見を聴いて以下のとおり決定しました。各事業のイベント情報等は、随時広報いわくらにてお知らせしていきます。

団体名 事業名 活動内容（予定）

◇ はじめの一歩コース（これから市民活動に携わりたい団体、設立から３年以内の団体の活動）

岩倉昭和歌謡
倶楽部

昭和歌謡をうたって
元気になろう！

①「昭和の日コンサート」の開催（4 月）　②「8 月だョ！全員集合」の開催（8 月）
③「岩倉紅白歌合戦」の開催（12 月）　　 ④その他各種イベント出演
⑤慰問活動

地域のしあわせ
を考える会

い わ く る く る ネ ッ ト
ワークを創ろう☆

市民に役立つ情報を誰でも簡単に得ることができ、市民同士の交流もできる、インターネットを介し
たネットワークを市民の意見・アイデアを基に作る。
①企画会議　全 10 回　　②講座　２回

いわくら
しょうがっこう

小学生になって、岩倉
街道を中心にまちの研
究をする事業

回想法を用いて、同時代を生き、体験が共有できる仲間と交流し、コミュニケーションを深め、岩倉
の歴史について学びながら、岩倉街道を中心に地域のみんなで魅力的なまちづくりを目指す。
①小学校の勉強をおさらいしたり、岩倉街道の歴史や現状について調べたりする。
②学校で行われるような行事（社会見学・林間学校）などを行う。
③商店をはじめとする地域の人々との交流を深める。他市町の商店街や歴史などについても研究する。

いわくら保育
保存会

いわくら保育
フォーラム

子どもを安心して保育園に預けられる環境づくりに取り組む。会議を重ね、2 月に「いわくら保育
フォーラム」を開催し、多くの人々に保育について考えてもらう。

「保育の岩倉」として近隣他市から注目されてきた「いわくら保育」を全園でできるような仕組みづ
くりを目指す。

◇ ステップアップコース（年間を通して計画的に実施され、３年以上の継続した活動が実施される事業）

HappineSS
介護施設・保育園等で
の慰問活動・キッズコ
ンサート企画

ヴァイオリンとピアノ（エレクトーン）を用いた演奏会を企画。
老若男女問わずたくさんの人に音楽に触れてもらい、楽しんでもらう。「音楽のあるまちづくり」に
貢献する。
①（6 月、3 月）介護施設において慰問演奏会の実施
②（8 月、2 月）乳児親子向けキッズコンサート、ファミリーコンサートの実施
③（12 月）保育園 2 カ所での慰問演奏会の実施

ひだまり会
市民の健康づくりと憩
いの場を提供する事業

「ひだまりサロン」

高齢者の居場所づくりや交流を深め、心身の健康を保つための事業を開催する。
①（月 1 回）健康ヨガ
②（月 4 回）「カケナイ・スワナイ・ノマナイ」を約束事とする健康マージャンの実施
③（月 4 回）あみもの教室
④（随時）交流サロン開催

キミノセカイ
～ Kids ☆
Photo ～
岩倉支部

ミニ・いわくら

ドイツ・ミュンヘン市で行われてきた「ミニ・ミュンヘン」を手本としたこどものまち事業。
子ども実行委員と大人実行委員を発足させ、子どものまち事業や子ども条約、岩倉というまちについ
てなど、研修や講演を通して学ぶ。
学んだ知識をもとに計画を立て、8 月に 2 日間の「ミニ・いわくら」を開催する。

古文書に
親しむ会

古文書に親しみ、いに
しえに想いをはせ「岩
倉」を学ぶ事業

現存する岩倉の古文書を読み解き、岩倉の歴史を紐解くことで、岩倉に親しみ・興味をもってもらう。
①（月 2 回）岩倉の歴史に触れながら、古文書の解読をするための講義を年間を通して開催する。
②初心者や若者に向け、古文書に触れる機会を提供する。
③市内各所で成果物を展示し、より多くの市民に古文書を知ってもらう。
④（通年）岩倉に所蔵されている古文書を解読・翻刻し、資料として残せるものを作成する。

◇ イベントコース（今年度中に開催する単年度事業のイベント）

岩倉
ボランティア
サークル

トリックオアトリート！
ボラボラはっぴーハロ
ウィンフェスティバル

各班でテーマを決め自分だけのハロウィンの衣装をつくる。会場の設営などは全員で行い、プログラ
ムに沿ってハロウィンフェスティバルを開催する。参加者同士の絆を深めたり、創造力を養うことを
目的とする。


