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▶養護老人ホーム
　環境上の事情および経済的事情のいずれにも該当す
る65歳以上の高齢者で、家庭で生活することが困難な
方は、養護老人ホームへの入所の申し込みができます。
費用は、本人または家庭の課税状況により異なります。

家庭で養護ができないとき
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶生活管理指導短期宿泊事業
　要介護認定において「自立」と認定された高齢者のう
ち、基本的生活習慣が欠如している一人暮らし高齢者
などを、一時的に養護の必要がある場合に老人福祉施
設の空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣
などの指導を行うとともに、体調の調整を図ります。

▶老人日常生活用具給付事業
　要援護高齢者や一人暮らし高齢者の在宅での生活を
支援するため、電磁調理器、自動消火器の日常生活用具
を給付費用負担基準により、費用の一部または全部を
負担します。
電磁調理器
対象者：�おおむね65歳以上の低所得者であって、心身機

能の低下に伴い防火などの配慮が必要な一人
暮らし高齢者

自動消火器
対象者：�おおむね65歳以上の低所得の要援護高齢者、一

人暮らし高齢者

介護保険の対象にならない方のための居宅サービス
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�家族介護用品支給事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、在宅で生
活している要介護4・5と認定された方を介護している
家族（住民税非課税世帯）に介護用品（月額6,250円を
限度）を現物支給します。

介護をしている家族の方に
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�老人入浴サービス事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、自宅に入
浴設備がなく、入浴サービスを必要とする人に入浴券
（無料券）を交付します。

▶�コミュニティ入浴事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者に健康増進を図ると
ともに高齢者相互のコミュニケーションを深め、仲間づくりや
生きがいづくりを支援するため、入浴券（助成券）を交付します。

65歳以上の方に
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�老人憩の家
　地域の高齢者の教養の向上、健康増進、レクリエーショ
ンの場としての施設で、市内には次の施設があります。
◦�観音寺市立老人憩の家　琴陽館　☎25-2749

高齢者の憩いの場として
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�敬老祝金
　80歳、88歳、100歳以上の方に、長寿のお祝いと敬老の
意を表すため、祝金を支給しています。（基準日9月15日）
祝金の額
◦80歳　5,000円　◦88歳、90歳　10,000円

長寿を祝って
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

　高齢者の転倒防止などの介護予防、在宅生活の継
続を目的に、住宅を改修するための費用の一部（上限
45,000円）を助成します。
対象者
　観音寺市に居住する75歳以上の一人暮らし、または
75歳以上の方が属する高齢者世帯。

住宅改修費を助成
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

▶�車いす
　観音寺市に居住する人
　ただし、介護保険要介護2以上の認定を受けている人を除く。

▶�福祉車両
　観音寺市に居住する人

福祉機器の貸し出し
社会福祉協議会   25-7773問

▶�おむつ支給事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、在宅で生
活している要介護3・4・5の方におむつを支給します。
（家族介護用品支給事業対象者は除きます。）

▶�ねたきり者在宅介護手当支給事業
　観音寺市に居住する65歳以上の高齢者で、在宅で生
活している要介護4・5と認定された方を介護している
方（観音寺市に居住しており、1カ月のうち15日以上介
護していること）に手当（月額5,000円）を支給します。

高
齢
者
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障がい者・その他の福祉
障がい者

国からの手当

　障がい児を養育している方で、市内に居住している
方には特別児童扶養手当が支給されます。ただし、受給
資格者、その配偶者、扶養義務者の所得により支給制限
があります。

▶�特別児童扶養手当
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

支給要件
1 政令で定める程度の著しく重度の障がい状態にある
ため、日常生活において常時特別の介護を必要とす
る在宅の方
2満20歳以上の方
3ア　施設に入所していないこと
　イ　病院などに3カ月を超えて入院していないこと
4 所得による支給制限（受給資格者またはその配偶者も
しくは扶養義務者の所得により支給制限があります）
5支給月　2月・5月・8月・11月

▶�特別障害者手当
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

支給要件
1 政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、
日常生活において常時の介護を必要とする方
220歳未満の方
3施設に入所していないこと
4所得による支給制限があります
5支給月　2月・5月・8月・11月
6 障害厚生年金など障がいを支給事由とする年金を給
付されていない方

▶�障害児福祉手当
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　手・足・目・耳・言語・心臓・じん臓・直腸・肝臓などに障
がいがある方が、いろいろな援助を受けるとともに制
度上の便宜を受ける場合に役立つ手帳です。

身体障がい者が援護を受けるには��������������������������
  身体障害者手帳
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　知的障がい児（者）の方が、一貫した指導、相談や援護
を受ける場合に役立つ手帳です。

知的障がい者が援護を受けるには��������������������������
  療育手帳
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　精神障がい者の方が制度上の援助を受ける場合に役
立つ手帳です。

精神障がい者が援護を受けるには��������������������������
  精神障害者保健福祉手帳
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　心身の障がいを除去・軽減するための医療について
医療費の自己負担額を軽減します。精神通院医療・更生
医療・育成医療があります。原則として医療費の1割が
自己負担になります。ただし、所得などに応じて上限が
決められています。

障がい者の医療 ���������������自立支援医療
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

次ページに続く
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助成対象
　身体障害者手帳の1級から4級、療育手帳のⒶ、A、Ⓑ、
Bを持っている障がいのある方（新規の申請は65歳未
満の方に限ります）
助成範囲
　保険診療による自己負担分のみを助成します。
（所得制限があります）

 重度心身障害者等医療費助成
健康増進課 国保医療係   23-3927問

　身体障害者手帳をお持ちの方に身体の機能を補うた
めの、義肢・車いす・盲人安全つえ・補聴器などの補装具
について、購入や修理・借り受けにかかる費用の支給を
行います。原則として費用の一割を利用者が負担する
ことになります。ただし、所得に応じて一定の負担上限
が設定されています。それぞれ条件があります。

 補装具の交付・修理・借り受け
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　身体障害者手帳をお持ちの重度の身体障がい者の方
の自立した日常生活を支援するために、特殊寝台・頭部
保護帽・視覚障害者用ポータブルレコーダー・聴覚障害
者用通信装置・ストーマ用装具などを給付します。それ
ぞれ条件があります。

 日常生活用具
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　身体障害者手帳・療育手帳および精神障害者保健福
祉手帳をお持ちの方は、のりあいバスが無料です。身体
障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、JR、バス、高速バ
スの運賃・料金の割引が受けられます。

 交通機関の割引
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　重度身体障がい者の方が身辺自立の促進と家族の負
担を軽減するため、住宅改造に要する経費の一部を助
成します。
対象者
　身体障害者手帳の交付を受けた1級または2級の視覚
障がい者および肢体不自由者であり、かつ所得税非課
税世帯。65歳未満の方

 重度身体障害者住宅改造助成事業
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　重度の身体障がい者の方が就労などに伴い自ら運転
できるように自動車を改造する場合に、改造に要する
経費の一部（上限10万円）を助成します。

 身体障害者用自動車改造助成事業
社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

　視覚障がい者の方のために「声の広報」を発行してい
ます。市内ボランティアの方にお願いし、広報紙の記事
をCDに吹き込み視覚障がい者家庭へ郵送しています。

 視覚障がい者のために ������������声の広報
秘書課 広聴広報係   23-3915問

　障がいなどのため日常生活を営むのに支障がある障害児・者の方は、ホームヘルパーの派遣などにより日常生活の
支援を受けることができます。利用には本人の状態を把握するための調査や次の事業所などが作成するサービスの
利用計画（サービス提供事業所との利用調整）が必要になります。

▶指定特定相談事業所

障害福祉サービスの利用について 社会福祉課 障がい者福祉係   23-3963問

事業所名 所在地 電話番号 対象
障害者 障害児

地域生活支援センター
ありあけ 柞田町甲1340-4 ☎57-5501 ●

地域生活支援センターえがお 坂本町一丁目1-6 ☎25-7752 ● ●

地域支援センターまるやま 流岡町750-1 ☎23-2070 ●

障
が
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▶障害者支援施設・日中活動系サービス・障害児支援事業所一覧

事業所名 所在地 電話番号
実施サービス

生活介護 就労移行 就労継続
A型

就労継続
B型

施設入所
支援

児童発達
支援

放課後等
デイサービス

障害福祉サービス事業所
やまもも 古川町97-2 ☎23-3507 ●

スマイルハウスぷちふらわぁ 茂西町一丁目1-6-1 ☎82-6111 ● ●

あゆみ 茂西町一丁目1-6-2 ☎24-9705 ●

地域支援センターまるやま 流岡町750-1 ☎23-2070 ● ●

重心通所ひだまり 流岡町750-1 ☎23-2070 ● ● ●

丸山作業所 流岡町750-10 ☎24-8205 ● ●

ぐんぐん 池之尻町292番地1 ☎57-1235 ● ●

Hataくらす 粟井町2802番地1 ☎23-6216 ●

リール 柞田町丙1060番地1 ☎82-9520 ●

COMPASS発達支援センター
観音寺

本大町1673-3
本大マンション202 ☎23-7328 ● ●

▶短期入所事業所一覧
事業所名 所在地 電話番号 施設区分

地域支援センターまるやま 流岡町750-1 ☎23-2070 福祉型

三豊総合病院 豊浜町708 ☎52-3366 医療型
（空床利用）

リール 柞田町丙1060番地1 ☎82-9520 福祉型

短期入所ひまわり 吉岡町738-1 ☎23-7860 福祉型 ※現在休止中

▶共同生活援助（グループホーム）事業所一覧

事業所名 所在地 電話番号
実施サービス
介護サービス
包括型

外部サービス
包括型

グループホームくにた 柞田町甲1340-5 ☎24-4556 ●

しげきホーム 茂木町2-3-30 ☎24-2680 ●

流岡ホーム 流岡町下河原
1021-18 ☎23-2070 ●

障
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ひとり親家庭

　父母の離婚などで父または母と生計を同じくしてい
ない児童を監護・養育している方に支給されます。ただ
し、所得などにより支給制限があります。
　支給に関する要件など詳しくは問い合わせてくださ
い。

ひとり親家庭の方には �����児童扶養手当
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

　児童扶養手当を受けているひとり親家庭の方がJRを
利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券を3割引
きで購入できます。（生活保護法による被保護世帯も同
様に適用）
※全部支給停止になっている方は対象になりません。

JR通勤定期乗車券特別割引制度
子育て支援課 児童福祉係   23-3962問

　ひとり親家庭・寡婦の生活の安定とその子どもの福祉
の向上をはかるために各種の貸し付けを行っています。
　種類は、修学、就学支度、技能習得、就職支度などがあ
ります。

ひとり親家庭でお金が必要なとき ��������
  母子父子寡婦福祉資金
子育て支援課 こども�女性相談係   23-3957問

　ひとり親家庭の母または父の就労に役立つための情
報提供や相談を行っています。
　また、ひとり親家庭の母または父が、あらかじめ指定さ
れた教育訓練講座を受講した場合には自立支援教育訓練
給付金が、指定の資格取得のため1年以上の期間修業す
る場合には高等職業訓練促進給付金が支給されます。

ひとり親家庭の自立支援
子育て支援課 こども�女性相談係   23-3957問

ひとり親家庭等医療費助成
健康増進課 国保医療係   23-3927問

助成対象
　ひとり親家庭の父母および児童、父母のいない児童、
父母のいない児童（弟、妹）を扶養する配偶者のいない
者などが助成の対象です。
　児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での方です。
助成範囲
　保険診療による自己負担分のみを助成します。
（所得制限があります）

援護

▶�特別弔慰金
　戦没者の遺族で基準日（令和2年4月1日）において公
務扶助料などを受ける権利を有するものがいない遺族
に対し支給されます。

戦没者の遺族に
高齢介護課 高齢者福祉係   23-3968問

生活保護

　生活保護とは、いろいろな事情で、生活に困っている
方の最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で
生活できるように手助けをする制度です。保護を受け
るときには、その前提として資産、能力を活用し、さら
に私的扶養、他の法律による給付などを優先して活用
していただきます。それでも最低限度の生活が営めな
い場合に生活保護を受けることができます。
　生活保護については、本人か同居の親族の方がお近
くの民生委員か、福祉事務所でご相談ください。

生活にお困りのとき ���������������生活保護
社会福祉課 生活福祉係   23-3930問

生活困窮者自立支援

　専門員が相談に応じ、一人ひとりが抱えている課題
を把握し具体的なプランを一緒に作成します。関係機
関と連携して、生活の安定や就労促進など自立に向け
た支援を行います。

経済的に困窮している方に
社会福祉協議会   25-7752問

　離職者（申請時に離職後2年以内で65歳未満であり、
就労能力、就労意欲のある人）であって、住宅を失った
または失う恐れのある人（賃貸住宅に入居している方
に限る）を対象に、原則として3カ月を限度として家賃
相当分の給付金を支給することにより、住宅と就労支
援員による就労機会の確保に向けた支援を行います。

住居の確保および就労に向けた支援
社会福祉協議会   25-7752問
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福祉資金

▶�生活福祉資金
　貸し付け対象世帯に対し、資金貸し付けと相談・支援
を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会
参加の促進を図ることを目的とした制度です。
貸付資金の種類
◦�総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再
建費）
◦福祉資金（福祉費・緊急小口資金）
◦教育支援資金（教育支援費・就学支度費）
◦不動産担保型生活資金
貸付対象
◦低所得世帯
◦�障がい者世帯
◦高齢者世帯
生活福祉資金つなぎ資金貸付事業
　低所得者に対し、緊急に資金が必要になった者に対
して貸し付けを行います。
※担当民生委員・児童委員の証明と保証人1人が必要
高額療養費つなぎ資金貸付事業
　高額療養費に該当する医療費の支払いが困難な世帯
に対して貸し付けを行います。

自立資金が必要なとき �����生活福祉資金
社会福祉協議会   25-7752問

民生委員・児童委員

　民生委員・児童委員は地域住民の立場にたって地域
の福祉を担うボランティアです。地域住民の身近な相
談や専門機関へのつなぎ役として活動しています。主
任児童委員は、子どもや子育てに関する相談を専門に
担当します。
　観音寺市には、地域から推薦され厚生労働大臣に委
嘱された民生委員・児童委員が122人、主任児童委員が
23人、各地区にいますので遠慮なくご相談ください。

生活や子どもについての相談
社会福祉協議会   25-7752問

ボランティア活動

　社会福祉協議会内のボランティアセンターでボラン
ティア活動に関する相談に応じています。

ボランティア活動を始めたいとき
社会福祉協議会   25-7708問

NPO活動

　NPO法人の設立や運営、ボランティア活動など市民
の皆さんの社会貢献活動に関する相談に応じています。

NPO活動を始めたいとき
香川県政策部 男女参画・県民活動課   087-832-3174問

　市民の社会参加の機会を広げ、さまざまな団体などの
連携による協働のまちづくりを促進するため、市内で地
域に根差した活動を行う団体を市民活動団体として登録
しています。

市民活動団体
地域支援課 市民協働係   23-3949問

地域コミュニティ活動

　自治会は、地域に住む人たちがお互いに連携し支え
合いながら住みよいまちづくりのための活動を自主的
に行う住民組織です。
　各自治会では、環境・文化・福祉・交通安全・自主防災・
体育など特色あるコミュニティ活動をしています。イ
ベントに参加して親睦を深め顔見知りになることで、
自治会の防犯、災害時の助け合いを通して地域のつな
がりを深めませんか。
　自治会への加入は、地域の自治会や各公民館へ問い
合わせてください。

自治会に加入しませんか
地域支援課 市民協働係   23-3949問

　自治公民館活動を促進して、全公民館体制を確立する
ため、自治集会場の工事に要した経費に対して補助を
行っています。
工事などの種類
◦建物の購入または新築もしくは増改築工事
◦建物の改修および修繕工事
◦浄化槽および衛生設備工事（トイレ改修）
◦バリアフリー化工事（手すり）および整備（座椅子）
◦伝統文化倉庫の新築工事
◦耐震診断

自治会集会場等建設工事等補助
地域支援課 市民協働係   23-3949問
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