
1．精神障害者手帳制度と医療費の支援 

 

（１） 精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証する手段として、交付を受けた

方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立の促進を図ることを目的とし

て交付されるものです。 

 

 「精神障害者保健福祉手帳」をご参照ください。  

詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

千葉市にお住まいの方は、千葉市の各区の保健福祉センターが窓口になります。 

 

（２） 自立支援医療（精神通院医療） 

       精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費（薬剤費も含みます）の自己負担分

を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則 1 割となります（生活保護の方

は、自己負担分はありません）。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひ

と月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。  

 

 「自立支援医療制度（精神通院）」をご参照ください。  

詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

千葉市にお住まいの方は、千葉市の各区の保健福祉センターが窓口になります。 

 

（3）高額療養費支給制度 

     高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額

が、暦月（月の初めから終わりまで）で一定額を超えた場合に、その超えた 金額を支給する制度です。                       

高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつか

の条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。 

 

詳しくは、厚生労働省 もしくは加入されている健康保険の担当窓口にお問い合わせください。 

厚生労働省   

 

(4) 重度心身障害者(児)医療給付改善事業について 

千葉県では、重度心身障害者（児）の健康と福祉の増進及び医療費負担の軽減を図るため、重度

心身障害者（児）の疾病にかかる医療費から保険給付の額を控除した額について、助成しています。

実施主体は市町村で、市町村ごとに条例等で助成方法等を定めています。 

 

「重度心身障害者(児)医療給付改善事業について」をご参照ください。  

  

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/seishinshougai.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/seishintsuuin.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/service/iryou/juudo.html


（５）その他 

● 医療費の所得税控除 

    その年の 1月 1日から 12 月 31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親

族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費

控除といいます。 

     医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で 200万円)です。 

 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額） 

①保険金などで補填される金額 

（例） 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族

療養費・出産育児一時金など 

（注） 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き  

ますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 

②10万円 

(注) その年の総所得金額等が 200万円未満の人は、総所得金額等 5％の金額 

詳しくは、国税庁 もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。 

国税庁  

 

● 市町村独自の医療費の助成制度 

市町村により、精神科等の通院・入院の医療費の一部について、助成を受けることができる場合があ

ります。 

詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。 

 

●  国民健康保険の減免や免除については詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm#aa1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm#aa1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm


 

 

２．経済的な支援 

 

（１） 障害年金制度 

障害年金は病気や怪我などによって日常生活や就労が困難になった場合に、申請によって支給される

年金です。20 歳以前に初診日があるか、初診日に年金に加入中で納付要件を満たしている方であって、

障害認定日（初診日から1年6ヶ月を経過した日）に、一定の障害状態にあることなどの条件を満たし

ていることが必要です。支給額は、年金の種類や障害の程度によって異なります。 

詳しくは、次の各年金窓口にお問い合わせください。 

※ 申請窓口：①国民年金→市町村 

②厚生年金→年金事務所 

※共済年金は厚生年金に統一されました。(平成 27年) 

※ なお、障害認定日以降に一定の障害状態になった場合でも「事後重症」として請求することができま

す。 

 

（２） 特別障害給付金制度 

      対象となる方は、平成 3 年 3 月以前に学生等のため、国民年金に任意加入していなかった期間内に

初診日があり、現在、障害基礎年金 1・2級相当の障害に該当する方等に限られます。なお、所得や他

の年金受給による支給制限があります。 

詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

 

（３） その他の手当制度 

● 特別障害者手当 

      著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする 20 歳以上の在

宅障害者に支給されるものです。但し、所得が一定額以下であることなどの支給要件があります。 

       詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

    

● 障害児福祉手当 

      重度の障害の状態にあるために、日常生活において常時介護を必要とする 20 歳未満の在宅障害児

に支給されるものです。但し、所得が一定額以下であることなどの支給要件があります。 

       詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

    

● 特別児童扶養手当 

       重度または中度の障害の状態にあるために、日常生活において監護を必要とする 20 歳未満の児童の

父母または養育者に支給されるものです。但し、所得が一定額以下であることなどの支給要件がありま

す。 

       詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。 

 

 



 

 

（４） 生活福祉資金貸付制度（窓口:県・市町村社会福祉協議会） 

    低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な指導援助を行うことにより、

経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保す

ることを目的としています。 

資金種類に応じて、次の世帯を貸付対象としています。 

 低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税程度）  

 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯  

 高齢者世帯:日常生活療養又は介護を要する 65歳以上の高齢者の属する世帯  

 失業者世帯:生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯  

 

詳しくは、実施主体である千葉県社会福祉協議会または、お住まいの市町村社会福祉協議会まで

お問い合わせください。（審査の結果、御希望に沿いかねる場合があります。） 

生活福祉資金の貸付額・条件等一覧（PDF：74KB）  

 

（５） 生活保護 

病気やケガなどにより働けなくなったり、働いても収入が少なかったりして、生活に困る場合があります。こ

のようなときに、国の定める最低限度の生活を保障し、自分自身の力で生活できるようになるまで援助す

る制度です。 

      生活保護は、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・教育扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶

助の 8 つの種類の扶助があり、その窮する内容や程度に応じて世帯単位で生活保護が認定されます。 

     但し、保護を受けようとする方の利用できる資産や能力、扶養義務者などからの援助、他の法律や制度

を優先して活用することなどの要件があります。 

 

詳しくは、お住まいの地区が市の方は市福祉事務所、町村の方は、県健康福祉センター担当窓口

あるいは町村役場の福祉担当窓口にご相談ください。民生委員にご相談されても結構です。 

 

（６） その他 

生活困窮者自立支援制度について 

      詳しくは （生活困窮者支援制度）をご覧ください。 

  

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/documents/kasitsuke-jouken.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/seikatukonkyuu-h2703.html


 

３．自立生活の支援 

 

（１）障害者総合支援法に基づくサービス 

障害者総合支援法は、障害者自立支援法から 2013 年に一部改訂され、2014 年 4 月から    

本格実施となりました。法律に基づき各種サービスが実施されています。サービスの種類は下記のとおり 

です。サービスの利用や負担につきましては、各市町村担当窓口にご相談下さい。 

 

① 介護給付 

● 居宅介護（ホームヘルプ） 

      自宅において、生活に必要な家事や身の回りのことを支援するサービスです。 

● 行動援護 

      行動上著しく困難を有する方に、危険を回避するために必要な支援、外出時などの支援を行う介護 

サービスです。 

● 短期入所（ショートステイ） 

      自宅で介護している方が病気の場合などに、短期間施設に入所し、入浴、食事等の介護等を行   

います。 

● 生活介護 

      常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機

会を提供します。 

    

② 訓練等給付 

● 自立訓練（生活訓練） 

     自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、食事や家事等、生活能力の向上のために必

要な訓練や日常生活上の相談支援を行います。 

● 就労移行支援事業 

      一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必

要な訓練を行います。   

● 就労継続支援事業（Ａ型：契約型 Ｂ型：非契約型） 

      一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要

な訓練を行います。   

● グループホーム（共同生活援助） 

       就労、または就労継続支援等の日中活動をしている方々が共同生活を行う住居で、相談や日常  

生活上の支援を行います。 

 

③ 地域生活支援事業 

● 相談支援 

      障害のある方、その保護者や介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や関係機関との連絡

調整、権利擁護のために必要な援助を行います。相談支援事業所には、県の指定を受けた指定相談

支援事業所、市町村の委託を受けた委託相談支援事業所、その他の事業所があります。 



 

 

● 移動支援 

障害のある方の外出時の円滑な移動を支援するものです。 

 

● 地域活動支援センター 

      障害のある方が通い、創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等を行う施設です。  

 

      地域活動支援センターI 型 

専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調

整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施してい   

ます。尚、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件とします。 

 

◎ ちば福祉ナビについて 

福祉サービスの多くが、措置制度から事業者と利用者が対等な立場で契約する利用制度となり、県民が

自らのニーズに応じて自らの判断で適切なサービスを利用するためには、各種福祉サービスの積極的な情報

提供・公開が求められているところです。 

  そこで千葉県では、平成 15 年度から社会福祉施設の情報公開システム（ちばウェル・ナビ）を開設して

各福祉施設の情報提供を開始し、平成24年11月から新システム「ちば福祉ナビ」に切り替えたところです。 

  この千葉県福祉施設等総合情報提供システム「ちば福祉ナビ」は、県民や家族の皆様と関係者が、千葉

県内にある社会福祉施設等の現況を容易に把握し、その利用ニーズに適した施設・サービスの選択が円滑

に行われるよう支援するため、施設の設置状況などの基本情報を千葉県が登録し、登録された社会福祉施

設等（利用機関）がその責任の下に作成した詳細情報を併せて提供します。 

 

ちば福祉ナビ （千葉県福祉施設等総合情報提供システム） 

指定自立支援医療機関（精神通院医療）  

福祉・保健・医療情報 - WAM NET（ワムネット）  

 

◎ 働いている障害のある方/働きたい障害のある方へ 

県内には、障害があっても、働く意欲と能力を持つ方が多く住んでいます。そのような「働きたい！・働きつづ

けたい！」を積極的に支援するための各種施策を実施しています。 

 

   詳しくは、就労の支援など  をご覧ください。 

     

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/hataraku/index.html
http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbcfnfukushi/
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/service/iryou/jiritsu-seishin-shitei.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/hataraku/index.html


 

 

４．権利擁護に関する制度 

 

（１）成年後見制度について 

     成年後見制度は、認知症や知的障害等により判断能力が不十分になった方が、財産の侵害を受けたり、

人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の判

断能力に応じて法律行為や財産管理等を支援する制度です。 

 

      （成年後見人制度）をご参照ください。 

 

（２）任意後見人制度について 

     判断不十分になった場合に備えて、事前に任意後見人になって欲しい方と契約しておくものです。 

 

    詳しくは、家庭裁判所または、千葉県後見支援センター「すまいる」（043-204-6012）または、 

   最寄りの後見支援センターにお問い合わせください。 

 

（３）障害者差別解消法について 

    全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現につなげることを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（いわゆる障

害者差別解消法 平成 28 年 4 月 1 日より施行）」が制定されました。この法律は、「障害者の権利に関

する条約」を締結するための国内法整備の一環として制定され、障害者基本法第 4 条に規定される「差別

の禁止」を具体化するものです。 

 

(障害者差別解消法)をご参照ください。 

 

（４） 障害者の権利擁護のための事業 

● 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

      千葉県後見支援センターでは、市町村社会福祉協議会と連携し、認知症性高齢者・知的障害者・

精神障害者等で判断能力がない方の自立した地域生活を支援する福祉サービス利用援助事業（日

常生活自立支援事業）を実施しています。 

〈内容〉 

1. 福祉サービスの利用援助 

2. 財産管理サービス 

3. 財産保全サービス 

4. 弁護士・司法書士・社会福祉紹介サービス 

    ※ 相談は無料、訪問等を行う生活支援員の派遣は有料(低額)。 

詳しくは、千葉県後見支援センター「すまいる」（TEL 043-204-6012）または、最寄りの後見支

援センターにお問い合わせください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/seinenkouken/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/kenriyougo/kaishouhou/


 

 

● 福祉サービス利用者サポートセンター（千葉県運営適正化委員会） 

      利用している福祉サービスについて、その苦情等に関する相談に対応するため、千葉県運営適正化委

員会を(福)千葉県社会福祉協議会に設置いています。 

 問合せ先：福祉サービス利用者サポートセンター（千葉県運営適正化委員会） 

TEL 043-246-0294 月～金 9:00～17:00（休日および年末年始を除く） 

FAX 043-246-0298 

 

● 権利擁護の専門相談 

       障害のある方などからの成年後見制度や福祉サービス等の利用に関する相談を行っています。 

 問合せ先：権利擁護センター「ぱあとなあ千葉」（千葉県社会福祉士会） 

TEL 043-238-2866 火・木  10:00～16:00（休日および年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


