
●上郡町障害者支援センター
（総合相談）

【田57－2233
囲57－2233

●愛心園（施設入所、短期入所
相談支援事業）

旺召52－3959
囲52－4167

●みのり作業所【回52－2055

●つばき作業所【田52－5813

●上郡町子育て学習センター

【田52－1067
固52－1067

●上郡町児童館
i迅52－2381

囲52－2381

●上郡町青少年育成センター

旺召52－5500
圏52－5500

●泉心学園
【田5210168

囲52－5565

●龍野公証人役場

正当0791－62－1393

圃0791－62－1393

介護ワーピコに関する苦情・相談
●兵庫県国民健康保険団体連合会

【田078－332－5617

福祉ワービスに関写る苦情・相談
●兵庫県福祉サービス運営適正化委員会

【田078－242－6868

●上郡町ボランティアセンター

【田52－2910
囲52－5444

●上郡町地域包括支援センター

【田52－1114

囲52－6015

●上郡田J保健センター

l辺52－2188

圃52－5060

●梨ケ原保育所　　【田　55－0366

●つばさ保育所　　【田　52－5585

●高田陽光保育園　日刃　52－3775

●（社）相生・上郡広域シルバー人材センター

圧∃52－4182

囲52－5293

●上郡町地域包括支援センター

【担52－1114

●神戸家庭裁判所　姫路支部

【田079－281－2011

●兵庫県弁護士会
（高齢者・障害者総合支援センター「たんばぽ」）

【田078－341－0550

●兵庫県司法書士会
（成年後見センターリーガルサポート兵庫支部）

旺鵡078－341－2755

●兵庫県社会福祉士会
（権利擁護センターぱあとなあ兵庫）

【田078－265－1330



退屈和銅誹辿暫ロ筐認i畠　）

亀

1安心・安全に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年3月現在 

湖底0啓＝1ピ課名 �再　専　ら　対　象　者 �粗頓薗藁魔尭 

①炎害ボランティア の相談・派遣 �災害ボランティアの相談・派遣 �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 

②防災情報 �ひょうご防災ネット　http：／／bosai．net／ �ひょうご防災ネット 

登録すれば、県内震度4以上の地震情報、県内沿岸の津波注意報・ �http：／／bosai．net／ 
警報、大津波警幸臥県内の気象警報、避難情報等のメールサービス 
が受けれる �ひょうご∈－ネット 

ひょうごE－ネット　http：／／bosai．net／e 

ひょうご防災ネットの情報を英語、中国語、韓国・朝鮮語、ボルトガ �http：／／bosai．net／e 

ル語、ベトナム語で提供 

⑨防犯情報の発信 �各種資料等防犯情報を発信 �上郡町防犯協会 TEL52－1115 

2　健康福祉に関すること 

湖底0懲こぼ課名 ��内　容　0　矧　春　着 �鞠的金蔓僧籍 

①医療・保健 

上郡町訪問看護 ステーション �訪問看護（医療保険、介護保険対応） �上郡町訪問看護ステーション TEL52－2400 

不妊治療助成事業 �特定不妊治療を受けておられる夫婦に対し治療の助成を行う �赤穂健康福祉事務所 TEL43－2321 

養育医療 �医療を必要とする未熟児に対する医療給付 

自立支援医療 （育成医療） �身体上の障害を有する児童又は放置することで将来において障害を残 すと認められる児童であって、確実な効果が期待しうるものを対象とし 
た医療保険等の自己負担額について公費負担がある 

特定疾患治療研究事業 �難病特定疾患研究事業に伴う医療保険等の自己負担額について公費負 

（難病医療費支援事業） �担がある 

HlV・肝炎相談 �エイズ・B型肝炎．C型肝炎の相談及び検査を行う 

肝炎治療特別促進事業 �インターフェロン治療にかかる医療費の助成 

②健康づくり 

町くるみ健診 ��特定基本健診・胃がん検診・肺がん・暗痍検査・大腸がん検診・前立腺が �上郡町保健センター TEL52－2188 ん検診・肝ウイルス検診・レディース検診 

機能訓練回復 �リハビリ教室・失語症教室・難病教室 

健康教育 �健康講座・男性だけの料理教室 

訪問指導 �訪問指導・訪問歯科診療・訪問口腔指導 

予防接種 �集団予防接種・個別予防接種・学校予防接種・高齢者インフルエンザ予 防接種補助 

母子相談 �赤ちゃんサロン・妊婦相談・赤ちゃん相談 

母子教育 �幼児虫歯予防教室・赤ちゃんふれあい学習 

母子健康診査 �乳幼児健診（4ケ月・10ケ月・1歳6ケ月）、2歳児歯科健診、3歳児健診 

母子療育 �こども相談・教室 

母子訪問 �妊産婦・新生児・乳幼児訪問 

妊婦健康診査費助成 �妊婦健康診査責助成 

地区組織活動 �食生活改善運動組織の育成 
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湖底⇒‥菅こぼ．課名 ��粗　密〔〉　矧　蒸　着 �踊蜘恵紗皆売 

③高齢者福祉サービス 

介護保険適用の サービス �要介護認定を受けた人が対象・利用料は原則1割負担 �上郡町健康福祉課 

高齢者生きがい 生活援助ホーム ヘルプサービス事業 �介護認定「非該当」で日常生活に支障のある65歳以上の方対象。 

調理、買物、洗濯等の家事援助サービス 

自立老人デイサービス �介護認定「非該当」で日常生活に支障のある65歳以上の方 
施設での入浴、給食、日常動作訓練などのサービス 

外出支援サービス �70歳以上で外出手段の確保が困難な方が対象。 
通院・買い物等に対し、タクシー運賃の一部助成を行う。 

訪問理美容サービス �65歳以上要介護2以上で、下肢体幹に障害があり、理美容院へいけ 
ない方対象 �TEL　52－1114 

高齢者等の住宅 改造助成 �日常生活を営む上で支障のある要介護認定、又は要支援認定を受け ている高齢者等を含む世帯対象。浴室、便所、玄関、廊下、居室、台所 
等の改造に必要な経費を助成（所得制限有り） 

（人生80年いきいき住宅助成） �※介護保険制度における住宅改修費の支給が優先 

緊急通報システム �概ね65歳以上の身体に不安のあるひとりぐらし高齢者で、2名以上の 近隣協力者が得られる方が対象。緊急通報設備設置 

在宅老人介護手当 �居宅で6ケ月以上ねたきり状態で日常生活において常時介護を必要と する介護認定が要介護4、5の65歳以上の者の介護者が対象。 

在宅ねたきり老人等 �居宅で6ケ月以上ねたきり状態で日常生活において常時介護を 

おしめ給付 �必要とする介護認定が要介護4、5の65歳以上の者 

入浴サービス �家庭で入浴困難なねたきりの方 �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 

福祉機器の貸出 �介護用ベッド、車椅子、床ずれ防止マット・ポンプ等 

介護用品の相談・斡旋 �防水シーツ、食事用エプロン等の日常介護用品の展示斡旋 （手数料無料） 

給食サービス �ひとりぐらし高齢者、高齢者世帯対象。 毎週水曜日又は金曜日の昼食を配食 

布団クリーニング サービス �在宅で生活されている、ねたきり高齢者対象。年2回 

福祉サービス 利用援助事業 �福祉サービスの契約や利用などを適切に行うことが困難な高齢者や障 
害者の方対象。福祉サービスについての情報提供、利用料の支払い 
手続きや日常的な金銭管理のお手伝い 
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紬許・軍・こぼヲ＿竃 ��内　容　0　矧　豪．壱 �間組畠静世尭 

④陣がい者・児福祉サービス 

障害者自立支援法 によるサービス �利用料は原則1割負担 �上郡町健康福祉課 TEL52－1114 

居宅介護 （ホームヘルプ） �自宅で入浴や排泄、食事などの介助 

重度訪問介護 �重度の障害があり常に介護が必要な人 自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助 

行動援護 �知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人 介助や外出時の移動の補助 

児童デイサービス �障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への 
適応訓練など 

短期入所 （ショートステイ） �家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所 

重度障害者等 �介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に居宅介護等複数の 

包括支援 �サービスを包括的に行う 

身体障害者手帳 �身体に障害がある人対象　各種支援を受けるための条件である手帳交付 

療育手帳 �知的障害の人対象　支援を受けることができるために手帳交付 

精神障害者 �精神障害のため長期にわたり日常生活または、社会生活への制限を 

保健福祉手帳 �受けている人対象に手帳交付 

身体障害者 相談員相談 �身体障害に係る全般的な相談 

身体障害者 移動相談 �身体障害者（児）が医療や補装具の相談に県身体障害者更生相談所へ 
＿行くことが困難な人のために、毎年診萱や更生等の移動相談。対象は、 
肢体・視覚障害の方 

知的障害者相談員 �知的障害に係る全般的な相談 

知的障害者巡回 更生相談 �障害や介護の状況等により、県知的障害者更生相談所まで出向いて判 
定を受けることが、困難な人や、生活指導を受けていない人のために、 
健康福祉事務所単位で県が巡回して判定や相談を実施 

手話奉仕員等の派遣 �聴覚障害者等が、公的機関や医療機関などに行かなければならないと きに、適当な意思伝達の仲介者が得られない場合、手話奉仕員を派 
遣。交通費は、本人負担 

精神障害者 �就労意欲のある精神障害者が一定期間理解のある協力事業所（職親） �赤穂健康福祉事務所 TEL43－2321 

社会適応訓練制度 �に通い、社会復帰をめざす 

こころのケア相談 �こころの悩みに関する相談 

身体障害者の 結婚相談 �身体障害者の結婚相談 �兵庫県身体障害者福祉協会 TEL（078）242－4260 

上郡町障害者 支援センター �障害者（児）に関する相談・支援 �上郡町障害者支援センター TEL57－2233 

日常生活用異の給付 �在宅の重度知的障害者（児）・身体障害者（児）対象 �上郡町健康福祉課 

補装具責の支給 �更生相談所の判定意見によって義肢、装具、車椅子、眼鏡、補聴器、 座位保持装置などの購入や修理の費用を支給 �TEL　52－1114 

外出支援サービス �身体障害者手帳1種、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉1級手帳 を所持し、家に車がない者が対象。 
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湖底・二・軍・＝北ビ㌣盛 ��再　審　′ン　矧　爵　惹 �固蜘壷幕魔蒜 

④障がい者・児福祉サービス 

訪問理美容サービス �下肢・体幹に障害があり、タクシー運賃の一部助成を行う。身体障害者 �上郡町健康福祉課 TEL52－1114 手帳1．2級保持者で理美容院へ行けない方対象。 

ガイドボランティアの �ひとりで外出が困難な重度の視覚障害者対象 
■派遣 �所得額に応じて利用者負担あり。 

自動車改造の助成 �前年の所得税課税金額が特別障害者手当の所得制限度顔を超えない 者が対象。障害者が就労等のために、自らが所有し運転する車の手動 
装置等の一部を改造する場合、その費用の一部を助成（所得制限あり） 

自動車運転免許 取得費の助成 �障害者手帳所持者で自動車を運転し指定自動車教習所において技能を 
取得し、免許を新規に取得した者でかつ、免許取得に要した費用を自ら 
の負担で指定自動車教習所に支払った者 

機能回復訓練 リハビリ教室 �疾病、障害等により訓練が必要な方が対象。ただし、65歳以上の方を �上郡町保健センター TEL52－2188 除く。週2回（月・木）午前　集団体操、個別訓練、手芸、陶芸等を実施。 
月1回理学療法士来所 

失語症教室 �脳卒中や難病等で言語障害の方が対象。言語聴覚士による集団指導・ 個別相談 

難病教室 �パーキンソン病等神経難病で訓練が必要な方対象に2ケ月に1回理学 療法士による体操、個別指導、座談会 

入浴サービス �家庭で入浴困難な重度障害の方 �上郡町社会福祉協議会 

輸送サービス �身体、知的、精神障害者手帳所持者ならびに要介護、要支援該当者や その他の障害により単独で公共交通を利用することが困難な者および 
付添人が対象 �TEL　52－2910 

福祉サービス利用 援助事業 �福祉サービスの利用手続きなど各種の支援 

障害児等療育 �地域で生活している障害児（者）および、その家族の方が対象。訪問や �変心園 

支援事業 �外来による療育指導や相談等を行う �TEL　52－3959 

青い鳥郵便葉書の 配布 �身体障害者手帳1級もしくは2級を有する者、療育手帳A判定の者対象 �お近くの郵便局 

駐車禁止規制の除外 �身体障害者手帳1級～4級を有する者。療育手帳A判定の者（ぼうこう �所轄の警察署交通課 又は直腸の機能障害の4級は対象夕日対象 �又は健康福祉課 

3　生きがいに関すること

制仮巨野コ鑑．芦，竃 ��内　容　0　対　象　者 �闇的歯卸箇先 

①地域づくり・ひとづくり支援 

地域福祉推進助成金 �町内に暮らす人々が主体となって地域の支え合いを進める実践的なプ �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 ロジ工クトや福祉団体の活動費助成 

地域福祉推進交付金 �上郡町社会福祉協議会各支部、上郡町民生・児童委員協議会各地区、 
上郡町内に所在する小学校・中学校・高等学校に対する福祉活動支援 

歳末助け合い運動 �地域福祉活動（子育てサロン、配食、会食、清掃、住宅補修等、当事 者活動等）、福祉教育活動（児童生徒によるボランティア活動）等の活 
動支援 

ふれあい・いきいきサロン �虚弱高齢者が参加し、病気の予防、仲間づくり等を進める地域グループ 活動（ふれあい・いきいきサロン）への活動支援 

②福祉教育支援 

福祉教育機材の貸出 �自走用車いす、子ども用幸いす、アイマスク、点字ブロック、点字器、 �上郡町社会福祉協議会 
高齢者疑似体鹸グシズ等の貸出 �TEL　52－2910 
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矧許牒・＝麿．■翼竜 ��内　密。潟　豪　蕃 �囲蜘壷‥掛違寵 

⑨ボランティア支援 

ボランティア活動助成 �ボランティア協会にカロ入し、年6回以上地域福祉分野のボランティア �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 活動をしている団体 

ボランティア育成助成 �ボランティア協会に加入し、年6回以上ボランティア活動をしている 
団体 

④当事者組織の支援 

ひとりくらし高齢者 の会 �ひとりぐらし高齢者の互助組織活動支援 �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 

介護者のつとい �介護認定の要支援2以上の者を介護している在宅介護者対象 �上郡町地域包括支援センター TEL52－1114 

4　お金に関すること

個展1つ軍こ筐署名 ��再　審　こ・瓢　象　替 �願粗金‡師宣嚢 

①年金 

福祉年金 く上郡町重度心身 障害者福祉年金〉 �上郡町に引き続いて1年以上居住している在宅の重度身体障害者 �上郡町健康福祉課 

（身体障害者手帳1．2級および療育手帳A．Bl判定）の方 �TEL　52－1114 

障害年金 く障害基礎年金〉 �国民年金加入中に初診日がある方、または60歳以上65歳未満で、 �上郡町住民課 TEL52－1115 国内在住中に初診日がある方がその傷病で障害の状態になったときに 
支給。（加入期間を満たしていること） 

く障害厚生年金〉 �厚生年金の被保険者であった間に初診日のある傷病について、障害基 �姫路社会保険事務所 礎年金の受給要件を満たしている一定の障害のある方に支給 �TEL（079）224－6385 

②保険 

年金保険 �国民年金・厚生年金など �（厚生年金）姫路社会保険事務所 TEL（079）224－6385 （老齢年金・障害年金・遺族年金） �（国民年金）上郡町住民課 TEL52－1115 

医療保険 �健康保険・国民健康保険（仕事上や通勤途上の災害とは関係のない �（健康保険）各企業等事業者 （国民健康保険）上郡町住民課 TEL52－1115 私傷病が対象） 

介護保険 �年をとったことにより、介護が必要になったとき、被保険者本人の能力 �上郡町健康福祉課 に応じた自立生活を支援する社会保険 �TEL　52－1114 

雇用保険 �労働者が失業したとき、または労働者について雇用の継続が困難とな �龍野公共職業安定所相生出張所 TEL22－0920 る事由が生じたとき、または労働者が自ら職業に関する教育訓練を 
受けた場合などの失業等給付 

労災保険 �労働者が業務上の事由または通勤によって負傷をしたり、病気に見舞 �相生労働基準監督署 われたり、死亡した場合に、本人や遺族に給付 �TEL　22－1020 

③各種手当 

障 が い 者 �重度身体障害者（児） �居宅で6ケ月以上常時臥床の状態にあり、日常生活では常時介護を �上郡町健康福祉課 TEL52－1114 
必要とする65歳未満の方で身体障害者手帳1、2級所持者、または 

介護手当 �重度知的障害者（児）（療育手帳A判定の者等）を現に介護している 
人で町長の認定を受けた者が対象 

特別障害者手当 �20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等、 日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者が対象 

障 が い 児 �障害児福祉手当 �身体や精神に最重度障害がある20歳未満の児童が対象 特別児童扶養手当 �重度、中度障害児を養育している保護者に支給 （所得制限あり） 

心身障害者扶養 共済制度 �心身障害者（児）の保護者が、相互扶助の精神に基づき、その生存中に 
毎月掛金をかけていて、保護者が万一死亡したり、障害者となった 
場合に、残された心身障害者に年金が支給される制度 

空 皇 �児童扶養手当 �認定申請をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の 属する月分まで支給されます。（所得制限あり） 

－6　－
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④生活嘩護 ��病気やけがで働けなくなったり、働いても収入が少ない生活困難者 �上郡町健康福祉課 TEL52－1114 に対し、最低限度の生活を保障し、自力で生活できるよう審査により 
援助 

⑤各種貸付 

陣 が い 者 �生活福祉資金 �身体障害者で自立更生に必要な資金の融資を他から受けることが困 �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 
難な人で、自立更生の実効を挙げることができると認められた人に 
資金を貸付 

特別貸付 �身体障害者で生活福祉資金の更生資金の生業費を借り受けることに �身体障害者相談員 

児 ��なったがなお資金が不足するとき 

生活環境改善資金 �在宅重度心身障害者（児）の日常生活並びに介護を容易にするために �身体障害者相談員又は 
家屋の玄関、浴場、便所、居室等の改善に要する資金の貸付 �知的障害者相談員 

生活福祉資金 �自立更生に必要な資金の融資を他から受けることが困難な人で、自立 �上郡町社会福祉協議会 TEL52－2910 
更生の実効を挙げることができると認められた人に資会を貸付 

法外援護資金 �他から資金の融資を受けることができない生活困難な世帯に資金 
貸付 

母子寡婦福祉資金 �経済的な自立や児童の就学などで資金が必要な母子世帯に資金貸付 �上郡町健康福祉課 TEL52－1114 

⑥その他生活支援 

障 �JR旅客運賃割引 �心身障害者・児の方が、JR線を利用する場合、運賃が割引 �JR各社 

ハス路線割引 �心身障害者の方が、パス路線を利用する場合、運賃が割引 �バス会社 

有料道路通行料の �知的障害者・児・身体障害者の方が有料道路を利用する場合、本人・ �上郡町健康福祉課 
≡巨 ��介護　の運云こ　　…ミ　空】　l　　　　　　、′l　　TC 
亡コ 者 児 �割引 �ロさ乙　　　　　　ロ　0　　　し　　　　0 も可） �TEL　52－1114 

携帯電話割引 �身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの �携帯電話会社、又は 
方で、1人につき、1契約、1回線の基本料会の割引の対象 �携帯電話の取扱店 

スポーツセンター �上郡町スポーツセンター全施設について、一般障害者（高校生以上） �上郡町スポーツセンター 

利用料金の割引 �は規定料金の半額、小中学生障害児は無料 �TEL　52－4433 

ー、　　　　－、　トー

：－∵U

7



牡協毎会⑳

地域住民による、ボランティア活動や、ふれあい・見守り活動を通じて、

住民自身による「安心していきいき暮らせる地域づくり」が実現できるよう、

さまざまな取り組みを行っています。

様々なサービスを提供し、在宅での生藩を支壊しますt

制度。野口ぼ認名 �内　　　　　　容 
E耶刑　　　　　　　　　　　　醐澗 �r鵬コ　　－　　　　　　　　　　　　、W紺、′・・鉢浅くゝ脳　　　一、1鎚・r一丁－▼ナノ・腿だ　　－ゝ≒′二▼÷・榊小槻ぷ＝・　胤iユー・脱－ 

給食サービス �ひとりぐらし高齢者、高齢者世帯に週1回昼食を配食します。 

入浴サービス �家庭で入浴困難なねたきり高齢者や重度障がいの方に移動入浴 
車を用い、ご自宅での入浴をお手伝いします。 

輸送サービス �身体、知的、精神障害者手帳所持者ならびに要介護、要支援該当 者やその他の障害により単独で公共交通を利用することが困難な 
者および付添人が対象 

布団クリーニングサービス �在宅で生活されている、ねたきり高齢者等の布団クリーニング 
サービス 

福祉機器の貸出 �介護用ベット、車椅子、床ずれ防止マット・ポンプ等を貸し出し 
ます。 

介護用品の相談・斡旋 �防水シーツ、食事用エプロン等の日常介護用品の展示 
購入希望者には斡旋も行います。 

福祉サービス利用援助事業 �福祉サービスの契約や利用などを適切に行うことが困難な高齢者 や障がい者の方が安心して在宅生活を送れるようにお手伝いを 
します。 

視覚障害者への支援 �朗読サークル「ひばり」により、町・社協広報紙などの吹きこみをした 
朗読テープ、サークル点友による点訳図書があります。 

無料法律相談 �毎月第3火曜日の午後より、予約制により実施しています。 

心配ごと（何でも）相談 �食育、いきがい、しつけ、心の専門相談と心配ごと相談を毎週木曜日 
と第3水曜日に実施しています。 

生活福祉資金 �自立更生に必要な資金の融資を他から受けることが困難な人で、 自立更生の実効を挙げることができると認められた人に資金を 
貸すものです。連帯保証人必要 

法外援護資金 �他から資金の融資を受けることができない生活困難な世帯に対し 
て貸すものです。連帯保証人必要 

特別診療資金 �本人、又は家族が入院をした場合に医療費等の支払いができない 一世帯に貸すものです。連帯保証人必要 

－　8　－
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住民が中′ヒ哲を笥たヨ書芸三幸牢
弓くりも庄嘩してい暮す、

事業仁一藩動名 �内　　　　　　密 

小地域福祉活動 �単位自治会を中心とした、住民同士がお互いを支えあい・助け－ あえるしくみづくりを支援しています。例えば…ふれあい・いきい＿ 

きサロン、ひとりぐらし高齢者の組織化など。 

地域福祉推進 助成金制度 �共同募金を財源に、誰もが住み慣れた地域で安心して、いき 
いきと生きがいを持って生活できる「安心・いきいき・生きがい・ 

参画の地域づくり」を進めるために、上郡町に暮らす人々が主体 

となった実践的なプⅢジェクトや福祉団体の活動を公募し、助成・ 

支援します。 

おたがいさん �昔は当たり前にあった、お互いに支え支えられる関係づくりを、 自治会など地域団体と社協が連携し、福祉票による身近な地域で 

かみごおり �支援を必要とする方の把握や緊急時の救援、新たな福祉活動 

推進事業 �サービスの提供による自立支援・コミュニティづくりを推進してい 
ます。 

※この他に上郡町共同募金委員会、上郡町ボランティア協会、上郡町子ども会連絡協議会、上郡町福祉の絵マ、ソプづく

り実行委員会、ひとりぐらし高齢者の会の事務局をもっています。社協の会費、共同募金配分金、福祉バザーの自

主財源をもとに実施しています。お気軽にご相談、ご利用下さい。

璽ほ建学壇塵取愈

窮軸轡較紹桓仁重態雛壇鋸腰
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