
※制度や内容の変更が伴うものを記載しています。（体裁や文言の整理等を除く）

頁 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容 頁

①施設一覧及び②そのページを参照するよう記載している部分 ①施設一覧は冊子より削除し、横浜市ホームページに同内容を掲載
②横浜市ホームページでの検索ワードと二次元コードを記載

はじめに　（※下記の区については区役所売店がないため、次の場所でお求めください。以下表内）

（追加） 区：保土ケ谷区
施設名：ふれあいショップクレヨン
所在地：保土ケ谷区川辺町5-11かるがも１階

（追加） 区：緑区
施設名：みどり地域活動ホームあおぞら
所在地：緑区中山３－16－１

全般

障害程度別該当事業一覧表（△は一部該当）　自転車駐車場の整理手数料の免除

巻頭 巻頭

（項目追加）

全般

「 障 害 福 祉 の あ ん な い」 変更点一覧表

障害程度別該当事業一覧表（△は一部該当）　障害者自動車燃料券の交付

ご利用上の注意

巻頭

巻頭

 2021版

巻頭

巻頭

巻頭

巻頭

2022版

以下省略

中略

運転・同乗（幼児）
は問いません

運転・同乗（自転車
の場合は小学校就
学の始期に達する
までの者）は問いま
せん
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所在地：磯子区杉田5-32-15 所在地：磯子区杉田5-32-8  パークハイツ1階

南   区：電話　341-1182
都筑区：電話　948-2342

南   区：電話　341-1181
都筑区：電話　948-2341

（３）神奈川県聴覚障害者福祉センター

神奈川県内の聴覚障害児・者の自立と社会参加を支援するため、日常生活に
必要な情報の提供、各種相談、聴力検査、聴覚に障害のある乳幼児の早期訓
練、ＤＶＤの貸し出し、手話通訳者・要約筆記者の養成・派遣などを行っていま
す。

神奈川県内の聴覚障害児・者の自立と社会参加を支援するため、日常生活
に必要な情報の提供、各種相談、聴力検査、聴覚に障害のある乳幼児の早
期訓練、ＤＶＤの貸し出しなどを行っています。

精神障害者支援施設、介護老人保健施設、診療所（有床）を持ち、区福祉保
健センター、医療機関、社会福祉施設等の専門機関と連携し、障害者の相談
やリハビリテーションを行っている複合施設です。

精神障害者支援施設、介護老人保健施設、介護医療院、有床診療所を持
ち、区福祉保健センター、医療機関、社会福祉施設等の専門機関と連携し、
障害者の相談やリハビリテーションを行っている複合施設です。

所在地：港南区上大岡西2-8-18　ジャパンビル3 階 所在地：港南区上大岡西1-6-1　ゆめおおおかオフィスタワー5 階

（メールアドレス追加） 【メールアドレス】kf-fukushisodan@city.yokohama.jp

所在地：金沢区能見台通21-23アイカビル1階
最寄り駅：京急線　能見台駅

所在地：金沢区釜利谷東2-15-20金沢文庫金井ビル１F
最寄り駅：京急線　金沢文庫駅

郵便番号：226-0011 郵便番号：226-0019

障害程度別該当事業一覧表（△は一部該当）　児童扶養手当

障害程度別該当事業一覧表（△は一部該当）　ＮＴＴ東日本電話番号案内料の免除

巻頭 巻頭

巻頭 巻頭

2
（５）相談支援事業　■一般相談、緊急時の対応に関する相談　磯子区基幹相談支援センター（いそご地域活動ホームいぶき）（表内）

（３）民生委員・児童委員（南区・都筑区の電話番号）（表内）

9
（２）学齢後期障害児支援事業　横浜市学齢後期発達相談室くらす（表内）

12
（６）横浜市障害者後見的支援制度　緑区障がい者後見的支援室　みどりのこかげ（表内）

6

13

2

13

11
（２）横浜市福祉調整委員会

12

9

12

（６）横浜市障害者後見的支援制度　金沢区障害者後見的支援室　帆海（ほなみ）（表内）

8

5

6

8

（４）横浜市総合保健医療センター

5

中略 中略

肢体不自由（下肢）
は対象外となります

平衡機能障害、肢
体不自由（下肢）は
対象外となります
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（項目追加） 若年性認知症の方やその疑いがある方、又はそのご家族の、診断や治療、
就業、地域生活やご家族の関わり方等について専任のコーディネーターが支
援（相談、制度案内、サービス利用調整、関係者との連携等）します。また、
行政・医療・福祉関係者、企業の労務担当者からの相談にも応じ、専門機関
と連携して必要な助言を行います。令和４年6 月から追加配置を予定してい
ます。各区高齢・障害支援課( 裏表紙) にお問い合わせください。

【所在地】〒 222-0035　港北区鳥山町1735
　　　　　　横浜市総合保健医療センター診療所（総合相談室）
【最寄駅】JR・地下鉄　新横浜駅　　【電話】 475-0105（直通）
【受付時間】月〜金曜日 午前９時〜午後４時（土曜・日曜・祝日・年末年始を
除く）

【必要書類】 写真、身体障害者診断書（指定医師が作成したもの）
マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、身元確認書類
（免許証、保険証等）

【必要書類】 写真（タテ4㎝×ヨコ3㎝、胸から上で、直近に撮影したもの。帽
子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。）、身体障害者診断書（指
定医師が作成したもの）
マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類
（免許証、保険証等）

【必要書類】 写真 【必要書類】 写真（タテ4㎝×ヨコ3㎝、胸から上で、直近に撮影したもの。帽
子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。）、※マイナンバーカードま
たはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類（免許証、保険証等）
※令和4年6月から開始予定

【必要書類】
①～③省略
 ④マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの

【必要書類】
①～③省略
④マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書
類（免許証、保険証等）

市立図書館の図書・雑誌をご自宅へ配送します。１人６冊まで４週間貸出しま
す。

市立図書館の図書・雑誌をご自宅へ配送します。

名称：自立サポートセンター歩　アシスタントステーション歩 名称：アシスタントステーション歩

FAX：530-0860 FAX：931-8626

名称：青葉メゾン　地域生活支援センター Vivo
所在地：〒227-0038青葉区奈良5-1-17青葉メゾンこどもの国ワークステーショ
ン
電話：960-0070
FAX：963-6660

名称：青葉メゾン自立生活援助事業所 ピウ
所在地：〒227-0036青葉区奈良町1757-3
電話：962-8821
FAX：962-9847

電話：624-0275 電話：624-0183

【問合せ先】建築局住宅政策課
【電　　話】671-4121　【ＦＡＸ】641-2756　又は、各区福祉保健センター（裏表
紙）

【問合せ先】建築局住宅政策課
【電　　話】671-4121　【ＦＡＸ】641-2756

対象者：現に同居し、または同居しようとする親族のうち、次に該当する方がい
る世帯
オ　知能指数 75 以下と判定された方

優遇内容：
キ　入居収入基準の世帯の月収額を緩和します。　（※知能指数 51 以上の方
は対象外です。）

対象者：現に同居し、または同居しようとする親族のうち、次に該当する方が
いる世帯
オ　知能指数50 以下と判定された方

優遇内容：
キ　入居収入基準の世帯の月収額を緩和します。

45

（４）セーフティネット住宅

47

（２）市営・県営住宅への入居優遇　世帯向一般住宅（表内）

30

（８）市立図書館の図書配送貸出

32
（１）障害者自立生活アシスタント事業　横浜市中山みどり園（表内）

（２）愛の手帳（療育手帳）の交付

32

―

若年性認知症に関する相談　　　　　　若年性認知症支援コーディネーター

第３章　障害者総合支援法の概要

16

（１）障害者自立生活アシスタント事業　アシスタントステーション歩（表内）

（１）障害者自立生活アシスタント事業　青葉メゾン自立生活援助事業所 ピウ（表内）

33
（１）障害者自立生活アシスタント事業　中区生活支援センター（表内）

31

27～29

17～26

15

33

49

47

16

32

26～28
第４章　児童福祉法の概要

ページ再構成（別紙のとおり）

17～25

16

33

（３）精神障害者保健福祉手帳の交付

ページ再構成（別紙のとおり）

16

16

34

33

16

（１）身体障害者手帳の交付
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【利用方法】

有人駅（新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅）では、ご案内窓口にお申し出くだ
さい。
無人駅（上記以外の駅）では、自動券売機の横にあるインターホンを押してか
ら、下にある黄色い部分に手帳等を上向きにして置いてください。駅係員が手
帳等を確認後、自動券売機の「割引」ボタンが点滅したらそのボタンを先に押し
て、ご希望のきっぷの種類・運賃ボタンを押してください。ボタンが点灯するま
で、多少のお時間がかかります。

【利用方法】
（切符の場合）
有人駅（新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅）では、ご案内窓口にお申し出く
ださい。
無人駅（上記以外の駅）では、自動券売機の横にあるインターホンを押してか
ら、下にある黄色い部分に手帳等を上向きにして置いてください。駅係員が
手帳等を確認後、自動券売機の「割引」ボタンが点滅したらそのボタンを先に
押して、ご希望のきっぷの種類・運賃ボタンを押してください。ボタンが点灯す
るまで、多少のお時間がかかります。
(PASMO 等のIC カードの場合)
乗車駅
IC カードでタッチして入場してください。（介護者の方もタッチして入場してくだ
さい。）
※ご乗車の際にお手伝いが必要な方、その他ご不明な点は駅係員または券
売機横のインターホンでお問い合わせください。
降車駅
①改札機にはタッチせず、窓口の駅係員か精算機横のインターホンでお申し
出ください。
　【ご注意】改札機にタッチすると割引前の運賃が引き去られてしまいます。
②手帳の確認をさせていただきます。
　※無人駅の場合は、券売機横のインターホンで確認させていただきます。
③窓口で特殊割引運賃をＩＣカードから収受させていただきます。
　※無人駅の場合は、精算機で収受させていただきます。
④有人改札をお通りください。
　※無人駅の場合は、精算機で出場用のきっぷを発行いたします。

【利用方法】 乗車時、手帳を提示。定期券はお客様サービスセンター、駅事務
室及び市営バス定期券発売窓口で発売。

【利用方法】 乗車時、手帳を提示(ミライロID アプリでの提示も可)。定期券は
お客様サービスセンター、駅事務室及び市営バス定期券発売窓口で発売。

【対象者】下記のいずれかに該当する市内にお住まいの70 歳未満の方で、福
祉タクシー利用券の交付を受けていない方　※ 70 歳以上で希望する方は敬
老特別乗車証を交付します。

（途中略）

【有効期間中(10 月～翌年９月) に福祉タクシー利用券に切替える場合】
　福祉タクシー利用券の対象となる方については、福祉タクシー利用券への切
替えが可能です。

※切替えは有効期間中１回限りです。
※切替えを行う月～有効期間末月（９月）までの月数×７枚を交付します。

※福祉特別乗車券と福祉タクシー利用券との併給はできませんので、福祉特
別乗車券は返還していただきます。

【対象者】下記のいずれかに該当する市内にお住まいの70 歳未満の方で、
福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の交付を受けていない方　※
70 歳以上で希望する方は敬老特別乗車証を交付します。

（途中略）

【有効期間中(10 月～翌年９月) に福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃
料券に切替える場合】
　福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の対象となる方については、
これらの券への切替えが可能です。
※切替えは有効期間中１回限りです。
※切替えを行う月～有効期間末月（９月）までの月数×７枚（タクシー券）又
は2 枚（燃料券）を交付します。
※福祉特別乗車券と福祉タクシー利用券、障害者自動車燃料券は併給はで
きませんので、福祉特別乗車券は返還していただきます。

（途中略）

【その他】 福祉特別乗車券は振替輸送の対象外です。

（内容変更あり）別紙のとおり

（項目追加）別紙のとおり

身体障害者運転能力開発訓練センター
（あずまえん自動車教習所）

（削除）

名称：横浜自動車学校
所在地：〒244-0816　戸塚区上倉田町230
電話：881-8021
FAX：862-5032

（削除）

【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳
を持っている方（自転車等の利用者であれば、運転・同乗（幼児）は問いませ
ん。）

【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手
帳を持っている方（自転車等の利用者であれば、運転・同乗（自転車の場合
は小学校就学の始期に達するまでの者）は問いません。）

（事業者の表修正あり）別紙のとおり

（事業者の表修正あり）別紙のとおり

電話：364-0023（代表）
       ：364-0022（直通）

電話：364-0022（直通）

手話通訳を必要とする聴覚障害者が区役所に急な用事等で来庁する場合に、
手話によるコミュニケーションを保障するため、一部の区役所へ通訳者を配置
しています。また、すべての区役所でタブレット端末を活用した手話通訳サービ
スを実施しています。

手話通訳を必要とする聴覚障害者が区役所に急な用事等で来庁する場合
に、手話によるコミュニケーションを保障するため、一部の区役所へ通訳者を
配置しています。また、すべての区役所でタブレット端末を活用した手話通訳
と音声認識アプリによるサービスを実施しています。

（１）点字図書・録音図書の貸出　神奈川県ライトセンター（表内）

54
（５）福祉タクシー利用券の交付　　「障害者自動車燃料券」開始による変更等

70

62
（３）介護タクシー等の利用

（１）ユニバーサルデザイン（UD）タクシーの利用

57

71

（３）区役所への手話通訳者及びタブレット端末の配置

（４）改造教習車がある教習所　横浜自動車学校　（表内）

60

（８）自転車駐車場の整理手数料の免除

（３）自動車運転免許の無料教習

53

（３）福祉特別乗車券の交付　　　「障害者自動車燃料券」開始による変更等

57

59

―
（１）障害者自動車燃料券の交付

53

52

（１）鉄道運賃の割引　④金沢シーサイドライン

76

75

68

65

64

63

59

― 

54

（２）バス運賃の割引

55

57

55
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(活動団体の表　修正あり)別紙のとおり

（追加） 学校名：小田原養護学校　湯河原校舎
所在地：〒259-0301 足柄下郡湯河原町中央2-21-3
電話：0465-60-1800
FAX：0465-60-1805

【期　　間】 ６か月、１年又は２年間 【期　　間】 ６か月、１年

問合せ： （メール）　t1692@jr-foods.co.jp 問合せ： （メール）　t1692@jr-cross.co.jp

【必要なもの】 窓口へお問い合わせください。

【窓　　口】 各区福祉保健センター（裏表紙）
※郵送申請の場合は、申請書類を横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事
務処理センター（〒231-0005　横浜市中区本町6-50-10、電話671-3623）へ郵
送してください。

【必要なもの】 横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センターへお
問い合わせください。
【申請先】 ①郵送申請: 横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理セ
ンター（〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10、電話671-3623）
②窓口申請：各区福祉保健センター（裏表紙）

●横浜市歯科保健医療センター
　【所在地】中区相生町6-107
　【電　話】201-7737
　【F A X】212-4618

●協力医療機関について
　横浜市歯科医師会
　【電　話】681-1553
　【F A X】212-4618

●横浜市歯科保健医療センター
　【所在地】中区相生町6-107
　【電　話】201-7737

●協力医療機関について
　横浜市歯科医師会
　【電　話】681-1553

（修正あり）別紙のとおり

対象者：＜基準一覧＞
①両目の視力の和が0.02 以下のもの（矯正視力による）

②～⑩省略
手当：月額 14,880 円（令和 3 年4月現在）

対象者：＜基準一覧＞
①視力の良い方の眼の視力が0.02 以下のもの（矯正視力による）
　※上記以外にも視力障害と視野障害が重複していると、基準に該当する場
合があります。
②～⑩省略
手当：月額14,850 円（令和4 年４月現在）

手当： 手当：

対象者：①～④省略
⑤以下の障害要件を満たしていること
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、次のいずれかに該
当する場合。
（1）重度の重複障害者
     次の①～⑦のうち、重複する（２つ以上）障害を有する方。
　　①両目の視力の和が0.04 以下のもの（矯正視力による）

②～⑦、(2)～(4)省略

手当：月額 27,350円（令和３年４月現在）

対象者：①～④省略
⑤以下の障害要件を満たしていること
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、次のいずれ
かに該当する場合。
（1）重度の重複障害者
　　 次の①～⑦のうち、重複する（２つ以上）障害を有する方。
　　①・視力の良い方の眼の視力が0.03 以下のもの又は視力の良い方
　　　　の眼の視力が0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの（矯
　　　　正視力による）
　　　 ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4 視標によ
　　　　る周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつⅠ/2 視標による
　　　　両眼中心視野角度が28度以下のもの
　　　 ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下
　　　　かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの

②～⑦、(2)～(4)省略

手当：月額27,300 円（令和４年４月現在）

年金
１級年額　976,125 円（令和３年度）
２級年額　780,900 円（令和３年度）

年金
１級年額　972,250 円（令和４年度）
２級年額　777,800 円（令和４年度）

給付金
１級月額　52,450 円（令和３年度）
２級月額　41,960 円（令和３年度）

給付金
１級月額　52,300 円（令和４年度）
２級月額　41,840 円（令和４年度）

（追加） 名称：港北年金事務所青葉台分室
所在地：〒227-0055　青葉区つつじが丘36-10　第8 進栄ビル1 階
電話：981-8211
FAX：981-8212
※電話及びFAXによる年金相談は受け付けておりません。
担当区域：－

（８）特別障害給付金

（６）特別障害者手当

104

（７）障害基礎年金

104

―

■年金事務所　港北年金事務所青葉台分室（表内）

102

（４）児童扶養手当

103

県内特別支援学校一覧

（４）神奈川障害者職業能力開発校

100
（２）特別児童扶養手当

83
（６）障害児地域訓練会

―

96

（３）自立支援医療（精神通院医療）の給付

（３）障害児福祉手当　

94
（２）雇用創出・啓発事業　JR 関内駅北口　就労啓発施設（ café ツムギ station at Yokohama Kannai）（表内）

99

（11）心身障害児・者の歯科診療

93

102

110

109

109

108

107

107

105

104

99

98

101

92

88
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対象者：
①老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金
   次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
       ・65 歳以上で老齢基礎年金の受給者であること。
       ・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
       ・前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が 879,900円※
         以下であること。
         ※毎年度改定されます。
②障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
    次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
      ・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
      ・前年の所得額が4,621,000円※以下であること。
        ※扶養親族等の数に応じて増額します。

給付金：
① 老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金
月額5,030 円※×保険料納付済期間（月数）／ 480 月
※毎年度物価変動に応じて増額します。

② 障害・遺族年金生活者支援給付金
月額5,030 円※（障害等級１級の方は月額6,288 円※）
※毎年度物価変動に応じて増額します。

対象者：
①老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金
　 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
       ・65 歳以上で老齢基礎年金の受給者であること。
       ・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
       ・前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計881,200 円※
　　　　 以下であること。
         ※毎年度改定されます。
②障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
　 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
　　   ・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
　　   ・前年の所得額が4,721,000 円※以下であること。
　　   　※扶養親族等の数に応じて増額します。

給付金:
① 老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金
月額5,020 円※×保険料納付済期間（月数）／ 480 月
保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を
合算した額が支給されます。
※毎年度物価変動に応じて改定されます。
② 障害・遺族年金生活者支援給付金
月額5,020 円※（障害等級１級の方は月額6,275 円※）
※毎年度物価変動に応じて改定されます。

（２）県税事務所等（個人事業税、自動車税（軽自動車税）環境性能割・自動車税種別割）

自動車税コールセンター
【担当区域】
市内全域（自動車税（軽自動車税）環境性能割・自動車税種別割の障害者減
免（112 頁（８）ア）に限ります。）

自動車税コールセンター
【担当区域】
市内全域（自動車税（軽自動車税）環境性能割・自動車税種別割の制度や手
続きに関するお問い合わせに限ります。）

【対象者】
①身体障害者手帳の交付を受けている方
② 愛の手帳（療育手帳）等の交付を受けている方、または知的障害と判定さ
れた旨の証明書の交付を受けている方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

【対象者】
①身体障害者手帳の交付を受けている方
② 愛の手帳（療育手帳）等の交付を受けている方、または知的障害と判定さ
れた旨の証明書の交付を受けている方
③戦傷病者手帳の交付を受けている方
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

（追加） 令和３年７月から水道料金が改訂され、基本料金が口径別となりました。
口径40ｍｍ以上の水道メーターをご利用の場合は、口径25ｍｍの基本料金
相当額が減免されます。

名称：代表者名

（公社）横浜市身体障害者団体連合会：井上　　彰
横浜市車椅子の会：宍戸　かつ子
横浜市オストミー協会：高橋　昌彦
横浜市もみじ会（呼吸器機能障害者団体）：畦田　堅持
日本二分脊椎症協会神奈川支部：大滝　幸治
神奈川ヘモフィリア友の会横浜支部：髙橋　邦尚
神奈川県精神障害者連絡協議会やまゆり会：須貝　元

名称：代表者名

（公社）横浜市身体障害者団体連合会：高橋　昌彦
横浜市車椅子の会：時津　美由樹
横浜市オストミー協会：山根　則子
横浜市もみじ会（呼吸器機能障害者団体）：前田　稲二郎
日本二分脊椎症協会神奈川支部：岡田　江里子
神奈川ヘモフィリア友の会横浜支部：高橋　邦尚
神奈川県精神障がい者連絡協議会やまゆり会：須貝　元

電話：260-2510 電話：260-2531

電話：341-9876 電話： 332-2412

電話：547-2324 電話：547-2238

特定福祉用具販売 特定福祉用具販売 ※ 3

※ 1 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者（要支援
相当の方で、基本チェックリストにより事業の対象になった方）も利用できま
す。
※ 2 福祉用具貸与は、要介護度等によって、利用できる用具の種目が限定さ
れます。
※３ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、
原則、要介護３以上の方が対象の施設になります。
※４ 認知症対応型共同生活介護は、要支援１の方は利用できません。
※５ 住民主体のボランティア等が行う介護予防・日常生活支援総合事業の
サービスです。事業対象者も利用できます。また、要支援又は事業対象者のと
きから継続して利用する要介護の方も利用できます。

※ 1 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者（要支
援相当の方で、基本チェックリストにより事業の対象になった方）も利用でき
ます。
※ 2 福祉用具貸与は、要介護度等によって、利用できる用具の種目が限定
されます。
※ 3 令和4 年2 月末現在
※ 4 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
は、原則、要介護３以上の方が対象の施設になります。
※ 5 認知症対応型共同生活介護は、要支援１の方は利用できません。
※ 6 住民主体のボランティア等が行う介護予防・日常生活支援総合事業の
サービスです。事業対象者も
利用できます。また、要支援又は事業対象者のときから継続して利用する要
介護の方も利用できます。

健康福祉局高齢施設課
【電話】671-3923

健康福祉局高齢施設課
【電話】671-4901

122
（２）ボランティア活動（各区社会福祉協議会など）　横浜市港北区社会福祉協議会

199
居宅サービス

130

199

イ　介護保険サービスの内容

130

（９）軽自動車税（種別割）の減免

115

（２）水道料金等の減免

122
（２）ボランティア活動（各区社会福祉協議会など）　横浜市南区社会福祉協議会
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122
（２）ボランティア活動（各区社会福祉協議会など）　横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会
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（10）年金生活者支援給付金

200

ウ　介護保険サービスの利用者負担

113
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（１）障害児・者団体の一覧
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障害児地域訓練会
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