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発達に心配のある・
障害のあるこどものために

　子供の発育や発達は、お母さん・お父さんにとって一番気になるところです。
発達のペースはそれぞれ違います。すぐに心配する必要はないことがほとんどです
が、それでも気になることや不安に感じることがある場合はひとりで悩まないで相
談してみましょう。継続して相談に応じたり、適切な専門機関などを紹介します。

こども未来センター� 　 発達支援課　　0798-65-1936

事業概要   福祉・教育・医療の垣根を越え、様々な課題のある子供
たちに対し、切れ目のない支援を行うための中核拠点
です。

所 在 地  高畑町2-77［P.5 G-6］
対　　象  0〜18歳の子供とその保護者
開 館 日   月〜土曜日（日曜・祝日、年末・年始は休館） 

※土曜日は相談業務のみ

開館時間   9：00〜19：00（土曜日は17：00まで） 
※業務によって曜日や時間帯が異なります。

＜電車＞阪急「西宮北口駅」南東へ850m
＜バス＞ 阪急「高畑町」南西へ360m、「西宮営業所前」東へ

250m
※ できるだけ公共交通機関をご利用ください。
※ 駐車場につきましては台数に限りがあるため身体の不自由な

方、車椅子をご利用の方への優先利用にご協力をお願いします。

山手幹線

○文
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センター 

フロア紹介

アクセスマップ

診療・リハビリテーション
・診察
・理学療法（PT）
・作業療法（OT）
・言語聴覚療法（ST）
・発達検査

児童発達支援センター
・通園療育「わかば園」
・親子療育教室
・体験保育

5F プール（通園療育）
通園療育で使用するプールを設置。

4F
教育支援センター「あすなろ学級みらい」
様々な支援に対応できるよう、各種教室・
相談室を備えています。

3F

相談室・プレイルーム・職員室・会議室
大小の相談室を8室設置。光や音、触覚等を伝
える道具を組み合わせ、リラクゼーション活
動を提供するスヌーズレンルームがあります。

2F

診察室・リハビリテーション室
診察室のほか、理学療法（PT）室、作業療法（OT）室、
言語聴覚療法（ST）室など設置。子供が集中して訓
練が受けられるよう、設計・配置を工夫しています。

1F

サロン・わかば園（通園療育）
 気軽にご利用いただくため、サロンを設置。通園
療育の「わかば園」の保育室と園庭は、子供に親し
みやすく、安心できる空間をめざします。

地域・学校支援
　・本人中心支援計画の作成
　・学校園等との連携
　・教育支援センター
　　「あすなろ学級みらい」

相談支援
・発達相談
・教育相談

まずはご相談を�
☎0798-65-1881
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地域・学校支援 0798-65-1882

本人中心支援計画の作成

教育支援センター「あすなろ学級みらい」
概　　要   西宮市立の小・中・義務教育学校において長期間登校できない状況にある児童生徒に対して、学習等の援助を行います。 

あすなろ学級は、学校や家庭、関係機関とも十分に連携を図り、一人ひとりに応じた支援を行います。
対　　象   西宮市立小・中・義務教育学校の児童生徒
利用方法  入級は学校を通じて行います。学校へご相談ください。

概　　要   障害福祉サービス等を利用する際に必要となる「本人中心支
援計画※１」の作成やモニタリング※2を行います。計画の作成
やモニタリングを通じて本人や家族の現在の状況や希望な
どを整理し、課題や方針などについて、本人をはじめ支援関
係者間での認識共有を図ります。

 ※1 障害児支援利用計画・サービス等利用計画の西宮市における呼称
 ※2 一定期間ごとに行う計画の再評価
対　　象   0〜18歳の子供
利用方法   計画作成については、地域・学校支援課（☎0798-65-1882）

へご相談ください。

学校園等との連携
  学校園、関係機関との連携による支援を行

います。子供の普段の生活と関係の深い　
学校園、保護者、関係機関とのつながりを
大切にします。

  教育、心理、福祉、医療などの専門家によ
る助言や支援を行います。

概　　要

通園療育「わかば園」（児童発達支援センター） 0798-65-1937

通園療育
概　　要   保育士などが心身の発達に課題のある未就学児を対象に、通園療育を行い

ます（親子通園）。
対　　象   2歳児から就学前の肢体不自由児、2歳児・3歳児の知的・発達障害児等（児童

福祉法第21条5の3及び5に規定する支給決定を受けたものであること。）
定　　員  45名
保育時間  月〜金曜日　10：00〜14：00
入園方法  10月に翌年の入園募集の案内を市政ニュース等でお知らせします。

 ※入園についてのご相談は、発達支援課（☎0798-65-1936）

親子療育教室・体験保育
  親子で楽しく遊ぶことにより、親

子関係を深め、子供の発達を促し
ます。また、子育て相談などで親
同士の交流を図ります。

対　　象  0〜3歳児

概　　要

相談支援 ▶▶▶まずは、こちらへご相談ください　 0798-65-1881

発達相談・教育相談
概　　要   子供の育ちや発達、学校・幼稚園・保育所での生活な

どで生じる不安や心配について、相談に応じます。必
要に応じて、心理療法士やケースワーカーによる面談

（予約制）を行います。相談内容によって、センター内
での支援や学校園、関係機関との連携も行います。

対　　象   0〜18歳の子供とその保護者
受付時間  月〜土曜日　9：00〜19：00（土曜日は17：00まで）
利用方法  まずはお電話ください。

こんなときは気軽にご相談ください
・ことばがなかなか出てこない
・運動発達が遅い
・友達とうまく遊べない
・学校に行きたくない
・勉強についていけない
・からだや病気のことが心配
・福祉サービスの質問をしたい

・親子関係がうまくいかない
・学習のつまずきが心配
・学校に行くのを渋っている
・学校との関係を相談したい
・障害がある子供の子育て
・親が気持ちをわかってくれない

診療・リハビリテーション 0798-65-1927

こども未来センター診療所
概　　要   子供の運動発達の遅れや、ことばの発達についての診療を行います。

  医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理療法士などが、さま 
ざまな取り組みを行いながら、ともに発達の課題に向き合い支援していきます。

対　　象  0〜18歳の子供
診療時間  月〜金曜日9：00〜17：00　月曜日はリハビリのみ19：00まで

 ※ リハビリ予約については☎0798-65-1928（リハビリ予約センター）へ。
利用方法   発達面での診察申込は紹介制です。受診希望の方は、まずはご相談ください 

（☎0798-65-1881）
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こどもの発育や発達が気になったら…�

障害のあるこどものために…�

─�相談窓口�─

まずは地域の担当保健師へ
誰　が   地域の保健福祉センターの担当保健師

何　を   発育や発達に関する相談

どこで

中央保健福祉センター��☎0798-35-3310
鳴尾保健福祉センター��☎0798-42-6630
北口保健福祉センター��☎0798-64-5097
塩瀬保健福祉センター��☎0797-61-1766
山口保健福祉センター��☎078-904-3160

こども未来センター　☎0798-65-1881
誰　が   専門相談員
何　を   子供の発達に関する相談全般や教育相談（詳細はP28、29、74

参照）。

子育て総合センター　☎0798-35-5151（相談専用電話）
誰　が   臨床心理士等の相談員
何　を   乳幼児の子育ての悩みや発達に関する相談（詳細はP34、73参照）。

教育相談
教育委員会特別支援教育課　�☎0798-35-3897

誰　が  特別支援教育課の職員
何　を   特に教育的配慮を必要とする子供の就園・就学についての相談

※P74の「発達や障害に関する相談」のページも参考にしてください。

兵庫県西宮こども家庭センター（児童相談所） 障害者あんしん相談窓口
所在地／青木町 3-23�[P.5�E-6]　電話／�0798-71-4670
  18歳未満の児童に関して、相談・一時保護・措置を行う。
  専門的な知識や技術を必要とする様々な問題について相談に応

じる。また、障害のある児童等を児童福祉施設に入所させて必要
な指導、療育訓練等を行う。

受付時間  月〜金曜日9：00〜17：00（土・日・祝日は休み）
対　　象  0〜18歳未満の児童と家庭

施設概要

問合せ／生活支援課　電話／ 0798-35-3923
  地域にお住まいの障害がある方が身近な場所で気軽に相談でき

る窓口として市内35か所に設置。障害のある方の生活の困り事、
福祉制度やサービスの利用などについて、障害者相談支援専門
員が相談に応じる。詳細は、上記に問合せを。

施設概要

その他の情報提供
名　称 内　　容 対象・時期 窓口／問合せ先

障害福祉の�
しおり

障害者手帳取得者に
関係するサービス、手
当・助成、医療、割引、 
軽減、給付などを掲載
している冊子

対　象   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳取得者

い　つ   上記手帳交付時に配布

その他   市HPからダウンロード可（PDFファイル）

障害福祉課
0798-35-3194

小児慢性�
特定疾病

ガイドブック

小児慢性特定疾病医
療費助成制度につい
て、相談窓口、患者会
について掲載してい
る冊子

対　象  小児慢性特定疾病児童及び家族

い　つ  小児慢性特定疾病医療助成申請時に配布

その他   市HPからダウンロード可 
（PDFファイル）

保健予防課
0798-26-3669
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児童発達支援事業・放課後等デイサービス一覧� （令和4年4月1日現在）

番号 種　　別 施　設　名 設置主体 所在地 連絡先
1

児童発達支援事業
（就学前）

西宮市立北山学園 西宮市 甲山町53 71-8027
2 わかば園 西宮市 高畑町2-77 65-1937
3 KID ACADEMY 西宮北口校 （株）Kids Developer 丸橋町8－101 53-5132
4 カチーナ （株）ウィング 花園町3-8 49-5212
5 ココペリ （株）ウィング 与古道町2-34-202 31-1507
6 まめの木 （公財）神戸YMCA 神楽町5-23 35-5987
7 児童発達支援事業所さくらっこ園 NPO法人輪っ子 寿町4-11 31-1984
8 コペルプラス阪神西宮駅前教室 （医）梅華会 馬場町6-20　東急ドエルアルス西宮エスタシア202-3 31-2531
9 サイラボ西宮北口教室 （株）クリップオン・リレーションズ 甲風園1丁目9-8睦ビル4-B号 050-1745-3100
10 ぽぷり西宮教室 （株）NOTIA 高木西町20-8東 61-5892
11 発達支援ゆず　苦楽園ルーム （株）ILLUMINATE 南越木岩町11-6苦楽園エクセルビル303号室 72-3730
12 IQLino西宮校 LaZo（株） 松籟荘8-14　フローレンス西宮3 57-6333
13

放課後等デイサービス
（就学児）

TENBAgroupもくば児童デイサービス てんば（同） 上田東町1-15 46-2851
14 放課後児童デイサービスはうる メルク（株） 市庭町8-24 38-1167
15 放課後児童デイサービスファミリエ メルク（株） 馬場町6-20 81-3037
16 放課後等デイサービスウィズ西宮武庫川 ライフエナジー（株） 武庫川町8-9 42-7822
17 ふれんず広田町 （株）ジェントル・ライフ 広田町12-1-101 70-2835
18 うぃんぐきっず （株）Inkline 荒木町9-12-103 81-3970
19 放課後デイサービスラスカル （株）RABBITホールディングス 上甲子園1丁目7-14 44-3351
20 放課後デイサービスラビット （株）RABBITホールディングス 甲子園九番町7-24 78-3870
21 くれよんクラブ （株）TAKASHIMA 市庭町1-24-103 81-5973
22 えびす夙川 （株）YEVIS 寿町5-16-1階 34-9595
23 キッズサポート西宮 （株）ケアサービスのぞみ 山口町名来1-11-25 （078）904-3050
24 はっぴい西宮北口 （株）ジェントル・ライフ 高松町16-15-103 65-0650
25 ふれんず甲子園 （株）ジェントル・ライフ 上甲子園2-12-23-201 48-8585

26 放課後等デイサービスセンター
神港園レインボー西宮 （福）神港園 上田西町3-28 81-6717

27 児童デイサービスのぞみ （株）のぞみ 今津曙町6-7 37-5335
28 児童デイサービスのぞみ上甲子園 （株）のぞみ 上甲子園四丁目3-21　2階 36-3577
29 プロップにしのみや （株）プロップサービス 下大市東町20-5フェニックス門戸3F 31-0162
30 コゲラ （資）さかき介護サービス 門戸荘18-68-104 090-9628-8948
31 放課後等デイサービス　リズム （同）K・ミュージック 花の峯8-15 （0797）20-4458
32 ゆにば （同）クレシミエント 西田町1-2-401 42-8231
33 ぱたぱた西宮校 （同）フリースピリッツ 里中町2丁目2-9-101 61-5727
34 さんふらわぁ （福）すばる福祉会 段上町4-2-6 53-0122
35 カノン （福）一羊会 津門大塚町1-47 23-6865
36 にじいろサロン NPO法人Conomi 山口町名来1丁目13-33 （078）223-5590

通いのサービス
─�日常生活のサポート�─

通園療育� ☆入園のお問合せは発達支援課　 0798-65-1936まで

児童発達支援事業・放課後等デイサービス � 　 生活支援課　　0798-35-3923

事業概要   様々な遊びやリハビリテーション、学びを通じて、運動・精神面の発達を促し、日常生活における基本的な動作の取得
や集団活動に適応することができるよう、個別指導や集団療育を行います。

  詳細な内容・プログラムは各事業所によって異なります。利用料は原則一割負担（3〜5歳児は一割負担部分が無償化
されます）。

対　　象   個別指導や集団療育を行う必要があると認められる児童
 就学前：児童発達支援事業　　就学児：放課後等デイサービス
申込方法   申　　　　　請　生活支援課で利用希望を申請します

 　　　↓
 審　　　　　査　生活支援課の職員が家庭訪問し、ご様子をお伺いします
 　　　↓
 受給者証発行　審査で必要が認められれば受給者証が発行されます
 　　　↓
 各事業者と契約　受給者証を持って、各事業所を選択・契約し、サービス利用開始となります

わかば園（通所：児童発達支援センター） 北山学園（通所：児童発達支援センター）
所在地／�高畑町2-77西宮市立こども未来センター内（P.28参照）��

[P.5�G-6]　電話／0798-65-1937
  心身の発達に課題のある未就学児を対象に、豊かな親子関係

を育みながら、自信をつけていくことをめざした親子通園療
育や親子療育教室や体験保育を行っている。

保育時間  10：00〜14：00
  2歳児から就学前児童まで（児童福祉法第21条5の3及び5に規

定する支給決定を受けた者であること）

施設概要

対　　象

所在地／甲山町53�[P.4�B-2]　電話／�0798-71-8027
  知的・発達障害のある就学前の子供が登園し、集団保育や

療育を通して援助及び小学校や幼稚園への入学・入園に向
けての支援を行っている。

保育時間  9：40〜14：30
  就学前児童（児童福祉法第21条5の3及び5に規定する支給決

定を受けた者であること）

施設概要

対　　象

〈次のページへ続く〉
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入所のサービス
ななくさ学園（入所：福祉型障害児入所施設） 西宮すなご医療福祉センター

（入所：医療型障害児入所施設）
所在地／田近野町 8-1�[P.5�H-1]　電話／ 0798-56-1710
  学校・家庭との連携を図りながら、基本的生活習慣、社会 

参加など自立に必要な知識・技能の支援を行っている。
対　　象  知的障害児（18歳未満）

施設概要
所在地／武庫川町 2-9�[P.7�P-4]　電話／ 0798-47-4477
  重症児病棟と外来診療・療育部門、リハビリ、短期入所・通園・

訪問看護・相談支援など地域支援部門をもつ総合医療福祉 
施設。

対　　象  重症心身障害児（者）

施設概要

番号 種　　別 施　設　名 設置主体 所在地 連絡先
37

放課後等デイサービス
（就学児）

放課後スクールいつざいや （有）エムステージ 神呪町5-26 0120-214-620
38 ベアパウ （株）ウィング 本町9-20 36-0021
39 さんさんカラーズ （株）エスポワール 今津曙町4-1 31-6562
40 放課後等デイサービスらいふ久寿川 （株）フォーライフ 今津曙町13-2-112 42-7167
41 Rising Star art-HRM（株） 樋之池町8-19 85-4447
42 ここなくらぶ西北 （株）シンシアリティー 高木東町30-15ベルメゾン西宮1階 68-0880
43 ここなくらぶ今津 （株）シンシアリティー 今津曙町11-11キタノビル1B 81-5883
44 プロップはんしん （株）プロップサービス 津門大箇町4-6　ハイツアサヒ1階 42-7811
45 学習サポートscrumPLUS西宮今津校 （有）トゥルナソル 今津水波町2-2アルファライフ今津301 31-6699
46 キッズ sports Lab 柔 〜YAWARA〜 （株）H＆K 門戸岡田町1-20　ラフォーレハタⅡ 1階 090-3356-4356
47 家庭学習応援施設My　Place NPO法人ONE　LOVE 名塩茶園町14－3 070-8366-0394
48 放課後等デイサービス　ディライト西宮 （同）DELIGHT 芦原町1-4 42-7481
49 eravuすみれ台 （一社）eravu すみれ台2-3-9 （078）766-2472
50

児童発達支援事業
（就学前）
放課後等デイサービス

（就学後）

西宮すなご医療福祉センターさくらんぼ （福）甲山福祉センター 武庫川町2-9 47-4552
51 児童デイサービスポプラ メルク（株） 今津山中町12-27 23-5217
52 まなviva鳴尾教室 （一社）ゆうきっこ 鳴尾町3-3-5　1階 43-8177
53 Notre Avenir Music&Sports Medicine（株）Medic　Career 城ケ堀町6-5 ground floor 090-5964-0100
54 ティピ （株）ウィング 甲子園一番町3-18 78-3124
55 フロッグ （株）ウィング 津門大箇町5-35 39-7691
56 宙★りす熊野町 （株）フラットフィールド 熊野町1-2-203 81-5168
57 はっち上ケ原 （株）みょうとく 上ケ原十番町1-6 20-6376
58 放課後等デイサービス　ブロック（同）フロッグ 山口町下山口5-3-6　1階 （078）595-7522

59 西宮すなご医療福祉センター
児童発達支援事業ねっこ （福）甲山福祉センター 武庫川町2-9 44-3331

60 STEPたくみ NPO法人児童サービスたくみ 松籟荘7-21-301 20-9652
61 児童デイサービスたくみ NPO法人児童サービスたくみ 甲東園1-2-10 2階 54-7530
62 きしゃぽっぽ西宮 （有）アイズ物流 美作町4-29 31-1888
63 あーも 旭care（同） 甲子園浦風町1-24 31-7388
64 児童発達支援ひかり メルク（株） 今津曙町7-18 23-8886
65 Linkerアミ （株）piece　innovation 中前田町1-25-203 61-8588
66 まなviva笠屋教室 （一社）ゆうきっこ 笠屋町21-4 31-6568
67 宙★りすJR甲子園口 （株）フラットフィールド 甲子園口2丁目7-31 78-5691
68 児童発達支援・放課後等デイサービスLumo by animom （株）Gotoschool 江上町2-12　1F 27-5119
69 こども未来アカデミー　苦楽園教室 （株）こども未来研究所 樋之池町2-15 74-7680
70 f.ちーぷす チャイルドDS（株） 下大市東町13-8　2F-C号室 61-9871
71 放課後等デイサービス　ウィズ・ユー西宮瓦林 （株）STP 瓦林町20-25　シーマー瓦林102号室 78-3198
72 リッツエジソンスクール （一社）リッツ学園 段上町6丁目17-6　パティオ1階102号室 81-5089
73 児童発達支援　みらい メルク（株） 甲子園浦風町2-1　1F 36-3010
74 児童発達支援事業

（就学前）
保育所等訪問支援事業

for barn チャイルドDS（株） 上之町34-17 64-8188
75 f.あんどら チャイルドDS（株） 門戸荘17-48-208 56-7162
76 ユニコの森　児童発達サポートセンター （株）ユニコの森 高松町18-12 66-6007
77 放課後等デイサービス

（就学後）
保育所等訪問支援事業

放課後児童デイサービスつばさ メルク（株） 今津曙町11-6-3階 37-6788

78 eravu名塩 （一社）eravu 名塩1丁目1-29 （0797）51-3406
79

児童発達支援事業
（就学前）
放課後等デイサービス

（就学後）
保育所等訪問支援事業

ゆーかりの森 （医）こあらファミリー 山口町上山口8-1 （078）904-3380
80 児童発達支援西宮たんぽぽ （一社）子育て園ぽかぽか 瓦林町6-16 77-4913
81 LITALICOジュニア西宮教室 （株）LITALICOパートナーズ 西福町5-16　3階H 69-2790
82 Linkerノア （株）piece innovation 江上町3-43　3階F 31-3915
83 宙★りす （株）フラットフィールド 二見町13-19 67-5328
84 PARC（パルク）にしのみや （株）メディケア・リハビリ 中屋町6-4-101 31-1220
85 児童デイサービスぶどうの木阪神国道 （株）阪神こころと発達サポートセンター 津門大箇町4-10  4階 36-0772
86 児童デイサービスぶどうの木阪神西宮 （株）阪神こころと発達サポートセンター 中前田町1-27 3階 （06）6412-9285
87 ぽぽデイ東山台 （福）ほっとスマイル 東山台1-1　2階 （0797）62-1165
88 カノン今津 （福）一羊会 今津上野町1-7 42-8088
89 ぽぽデイ名塩駅前 （福）ほっとスマイル 東山台1-1　1階 （0797）62-1165
90 Linkerミーム （株）piece　innovation 芦原町4－20　1階 56-9082
91 Notre Avenir （株）Medic　Career 城ケ堀町6-5 MS Suite 2nd floor 33-8828
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障害者手帳等の交付�
0798-35-3757
0798-35-3194

障害福祉課　��0798-35-3174

身体障害者手帳
身体に障害のある方が支援やサービスなど
を受けるために必要なものです。
対　　象 � �上肢・下肢・体幹・目・耳・平

衡・音声・言語・そしゃく・心
臓・呼吸器・じん臓・ぼうこ
う・直腸・小腸・肝臓・免疫に
障害のある人

必要なもの � �交付申請書、診断書、
 写真（4×3cm）
問合せ先 � �0798-35-3757

療育手帳
知的障害のある方が支援やサービスなど
を受けるために必要なものです。
対　　象 � �こども家庭センター（児童相

談所）において知的障害児も
しくは発達障害児であると
判定された人

必要なもの � �交付申請書、写真（4×3cm）

問合せ先 � 0798-35-3194

精神障害者保健福祉手帳
精神疾患のある方が支援やサービスなど
を受けるために必要なものです。
対　　象 � �精神疾患（てんかんを含む）の

ある人、発達障害があり、長
期にわたり日常生活又は社会
生活に制限のある人

必要なもの � �交付申請書、診断書、写真 
（4×3cm）など

問合せ先 � 0798-35-3174

各種手当や助成�

障害福祉サービス
名　称 内　　容 対象 窓口（申請・相談）

障害児（者)
短期入所

保護者が病気などで障害のある人の介護ができないときなど、保護者に代
わり障害者支援施設等において、入浴、排泄、食事等の支援をする。
申　請   希望者は事前に申請を。
費　用   原則１割負担

障害のある子供

生活支援課
0798-35-3130
　　　　  3923
　　　　  3096
　　　　  3157

日中一時支援

保護者が、日中一時的に介護ができなくなったときに、障害者支援施設等に
おいて、障害のある人を支援する。
申　請  希望者は事前に申請を。
費　用   原則１割負担

障害のある子供

移動支援事業
(ガイドヘルパー)
の利用

社会生活上不可欠な外出余暇活動など社会参加のために外出するときに
ガイドヘルパーによる支援を行う。
申　請  希望者は事前に申請を。
費　用  原則１割負担

単独で外出困難な障
害のある子供（原則
として中学生以上）

名　称 内容・対象 必要書類等 窓口（届先、申請先）

特別児童扶養手当
障害のある子供の福祉の増進を図ることを目的としている制度
対　象   身体や精神に障害のある子供（20歳未満）を養育している人
支給額   重度：52,400円／月、中度：34,900円／月

請求者名義の預金通帳、戸籍
謄本、身体障害者手帳・療育
手帳もしくは診断書（所定の
様式あり）など

子育て手当課
0798-35-3190

障害児福祉手当

重度の障害のある子供に対して、経済的負担の軽減を目的に手当を
支給する制度（施設入所している人は受給不可）
対　象   在宅で重度の障害がある子供（20歳未満）。
支給額   14,850円／月

認定請求書、医師の診断書（所
定の様式あり）、預金通帳（障害
児本人名義）など

障害福祉課
0798-35-3757

重度心身障害者
（児）介護手当

重度心身障害児の介護者に対して、介護者、障害児の経済的負担の
軽減を目的に手当を支給する制度。
対　象   在宅で65歳未満の6か月以上寝たきり又は同様の状態で、

引き続き同様の状態が継続すると認められた人を常に介護
している人（施設入所、3か月以上の入院、障害福祉サービ
スを利用している人は受給不可）（非課税世帯が対象）

支給額   100,000円／年

申請書、身体障害者手帳・療
育手帳、日常生活状況の確認 
書、口座振込依頼書など

障害福祉課
0798-35-3757

障害者医療費助成

入院・外来の健康保険が適用される医療費の自己負担分の一部を助成
する。（ただし、精神障害者保健福祉手帳1・2級の人は、精神疾患による
医療費を除く。）
対　象   身体障害者手帳1〜4級の人（4級は入院のみ助成）、療育手

帳A、B1、B2（ⅠQ・DQ60以下かⅠQ・DQ61以上で自閉症）及
び精神障害者保健福祉手帳1・2級の人

健康保険証、身体障害者手
帳、もしくは療育手帳・自閉症
の診断書、もしくは精神障害
者保健福祉手帳など

医療年金課
0798-35-3131

（届出先は上記、また
は各支所、アクタ西宮
ステーションなど）

自立支援医療費
（育成）

医療保険による入院・通院医療費の公費助成を行う。
い　つ   治療開始前に申請
対　象   手術等によって確実な治療効果の期待できる身体障害があ

る18歳未満の児童（所得制限あり）
助成額  入院・通院医療費の自己負担割合を1割に。月額負担上限額あり

申請書、意見書、世帯調書、
保険証（写）など

保健予防課
0798-26-3669

小児慢性特定疾病
医療費助成

国が指定する小児慢性特定疾病の医療費及び入院時食事療養費の
一部を公費で助成
対　象   国の認定基準を満たしている18歳未満の児童

申請書、医療意見書、保険証
（写）など

保健予防課
0798-26-3669

そのほかそのほか ●身体障害児補装具の交付及び修理、日常生活用具の給付などがあります。
　詳細は生活支援課（☎0798-35-3157）までお問合せください。

そのほかそのほか 保護者が毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者が亡くなった後に障害のある方へ終身一定の年金を支給する任意
加入制度「兵庫県心身障害者扶養共済制度」があります。詳細は障害福祉課（☎0798-35-3174）までお問合せください。




