令和２年 障害者のてびき 更新内容一覧
この一覧は、発行後（令和 2 年 3 月以降）の掲載内容に変更等があったものについて掲載しています。発行後の変更に
つきましては、出来る限り新しい情報への更新に努めておりますが、お気づきの点がありましたら障害福祉課までお知ら
せください。

（令和４年４月現在）
ページと項目

訂正内容

P10～

障害程度別該当項目一覧

【訂正前】 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 →全項目△

P11

表

【訂正後】 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 →本文（P６１）をご覧ください。
【訂正前】

７．身体障害者・知的障害
Ｐ30
者相談員

【訂正後】
■身体障害者相談員（令和４年４月～令和６年３月）

髙
坂
阪
勝
折
福

氏
橋
本
本
呂
山
田

名
庄市郎
信 江
由起子
みゆき
曜 三
治 士

住
所
台東区谷中７丁目
台東区日本堤１丁目
台東区浅草６丁目
台東区日本堤１丁目
台東区根岸４丁目
台東区清川２丁目

電 話
３８２２－１３４０
３８７２－３３２１
５６０３－８０１６
３８７３－００７３
FAX ３８７１－９１５５
090-4811-9456

■知的障害者相談員（令和４年４月～令和６年３月）

青
伊
飯
新

氏
木
藤
塚
井

名
京 子
玲 子
博 美
亜矢子

住
所
台東区入谷１丁目
台東区三筋２丁目
台東区日本堤２丁目
台東区清川１丁目

電 話
３８７４－１２３７
090-1707-1178
3872-7170
0８0-８１６７-２６０５

問合せ
２１．東京都児童相談セン

【訂正前】 電話（５９３７）２３１４

P37
ター

【訂正後】 電話（５９３７）２３１７
東京都難病相談・支援センター 所在地
２５．東京都難病相談・支

【訂正前】 順天堂大学医学部付属順天堂医院１号館２階

P39
援センター

【訂正後】 順天堂大学医学部附属順天堂医院１号館２階
■手続きに必要なもの
P40

１．身体障害者手帳

【削除】 ３．印鑑

1

ページと項目

訂正内容

■手当額
２．特別障害者手当（国の

【訂正前】 月額 27,350 円（令和２年４月より。改定される場合もあります。）

P44
制度）

【訂正後】 月額 27,3０0 円（令和４年４月より。改定される場合もあります。）
■手当額
３．障害児福祉手当（国の

【訂正前】 月額 14,880 円（令和２年４月より。改定される場合もあります。）

P45
制度

【訂正後】 月額 14,850 円（令和４年４月より。改定される場合もあります。）
6.特別児童扶養手当（国

【訂正前】 ■■額（誤植）

の制度）

【訂正後】 手当額

１．心身障害者（児）医療費

■手続きに必要なもの

障
助成 ○

【削除】 ３．印鑑（スタンプ印不可）

P47

P56

■費用
【訂正前】 ※高額治療継続者のうち「一定所得以上」の世帯…令和３年３月３１日までの
経過措置
２．自立支援医療（更生医

※育成医療の「中間所得層」の世帯…令和３年３月３１日までの経過措置

P57
療）

【訂正後】 ※高額治療継続者のうち「一定所得以上」の世帯…令和６年３月３１日までの
経過措置
※育成医療の「中間所得層」の世帯…令和６年３月３１日までの経過措置
【訂正前】 サービス回数
８．重症心身障害児（者）

４月から翌年３月の１年間に２４回を超えない範囲で、月４回まで

P61
等在宅レスパイト事業

【訂正後】 サービス利用時間
４月（又は利用登録月）から翌年３月の期間で、９６時間を上限とする。
■手続きに必要なもの

P67

１．補装具の購入・修理等

【削除】 印鑑（スタンプ印不可）
■手続きに必要なもの
【削除】 ３．印鑑（スタンプ印不可）
P68

２．日常生活用具の給付

７ 拡大読書器 その他の要件
【訂正前】 本装置により文字を読むことが可能になる方
【訂正後】 本装置により文字・画像情報等を読むことが可能になる方
【訂正前】 10 ガス安全システム
P69

２．日常生活用具の給付

【訂正後】 10 ガス安全システム ●
●・・・設置工事代は対象外です。
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ページと項目

P70

２．日常生活用具の給付

訂正内容

【削除】 8 福祉電話

３．中等度難聴児発達支

■手続きに必要なもの
P71

援事業（補聴器購入費の

【削除】 ２．印鑑（スタンプ印不可）
助成）
６．紙おむつ購入補助券の

■手続きに必要なもの

支給

【削除】 印鑑（スタンプ印不可）

７．寝具乾燥・消毒サービ

■手続きに必要なもの

ス

【削除】 印鑑（スタンプ印不可）

P73

■手続きに必要なもの
P74

８．訪問入浴サービス

【削除】 印鑑（スタンプ印不可）
２．身体障害者生活ホーム

【訂正前】 ■申請方法（一つ目）
P77

「フロム千束」（福祉ホー

【訂正後】 ■対象
ム）

【訂正前】 「ほおずきの家・ポテトの家」
【訂正後】 「ほおずきの家」
３．緊急一時保護（区の精
P87
度）

■手続きに必要なもの
【削除】 ２．印鑑
障害の区分
【訂正前】 原爆被害者（厚生労働大臣の認定患者及び健康管理手当て受給者）
【訂正後】 原爆被害者（厚生労働大臣の認定患者及び健康管理手当て等受給者）

申請窓口 【手続きに必要な物】
【訂正前】
＜新規＞
２．都営交通（電車、バス、

１.被爆者健康手帳と厚生労働大臣の認定書又は健康管理手当証書のいずれか

地下鉄）無料・割引

＜更新＞

P122

１.被爆者健康手帳と厚生労働大臣の認定書又は健康管理手当証書のいずれか
【訂正後】
＜新規＞
１.被爆者健康手帳と厚生労働大臣の認定書、医療特別手当証書、特別手当証書又は健
康管理手当証書のいずれか
＜更新＞
１.被爆者健康手帳と厚生労働大臣の認定書、医療特別手当証書、特別手当証書又は健
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訂正内容

康管理手当証書のいずれか

５．駐車禁止等除外標章

【追記】 問合せ

P129

※５上野警察署

の交付

■手続きに必要なもの
P134

３．緊急通報システム

【削除】 印鑑（スタンプ印不可）
■手続きに必要なもの
P135

４．火災安全システム

【削除】 印鑑（スタンプ印不可）
【追加（３件）】
社会福祉法人清峰会 浅草みらいど「ユニバース」
所在地：台東区今戸２－１４

電話：（6240）6244

提供サービス：生活介護
社会福祉法人清峰会 浅草みらいど「ルーツ」
P137

3 知的障害者の施設

所在地：台東区今戸２－１４

電話：（6240）6235

提供サービス：就労継続支援 B 型
社会福祉法人清峰会 浅草みらいど「フォレスト」
所在地：台東区今戸２－１４

電話：（6240）6248

提供サービス：グループホーム
【削除】 第３チェリーハウス
【追加】
P138

４ 精神障害者の施設

株式会社セルリラ

manaby 秋葉原事業所

所在地：台東区上野３－３－４ ＪＴＴビル５階

電話：（5812）4080

提供サービス：就労移行支援
５ 身体・知的・精神障害

【訂正】 ＲＥＣＯＶＥＲＹ

→

on+ （名称変更）

P139
者の施設

【削除】 SAKURA 上野センター

4
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訂正内容

【追加】知的障害・精神障害対象
・一般社団法人カハナ

インテグレーションセンター上野

所在地：台東区日本堤１－２６－９ 晟洋ビル

電話：（６４５８）１３４２

提供サービス：自立訓練（生活訓練）
・特定非営利活動法人自立支援センターふるさとの会 ふるさとホーム台東
所在地：東京都台東区

電話：（５８２４）０５５３

提供サービス：グループホーム
【追加】知的・精神・難病対象
RESPEC 株式会社 respec 上野桜木
所在地：台東区上野桜木１－１４－２１

電話：070（8363）3433

提供サービス：自立訓練（生活訓練）
【追加】身体・知的・精神・難病対象
一般財団法人メルディア メルディアトータルサポート上野
所在地：台東区上野 6-2-14 喜久屋ビル 3 階

電話：6284-4180

提供サービス：就労移行支援

ありがとう 所在地
【訂正前】 台東区蔵前４-１６-３ 東京鞄会館ビル５０１
【訂正後】 台東区三筋１-１-１９ 玉田ビル６階
【削除】 ・「結ふる美谷東京」の「児童発達支援」
・アビリティ上野
【追加】
・施設名：ファーストシーン夢くらぶ 浅草橋
P140

６ 障害児通所施設

所在地：台東区浅草橋 1-22-3 5 階

電話：5687-5060

提供サービス：短期入所
・施設名：ろぐ
所在地：台東区上野 7-13-6 上野Ｓビル２階

電話：6082-7015

提供サービス：児童発達支援・放課後等デイサービス
【削除】

【訂正】

38 第３チェリーハウス
Ｐ141

40 ＲＥＣＯＶＥＲＹ → 40 on+ （名称変更）

２．台東区内の施設マップ

47 ＳＡＫＵＲＡ上野センター
61 アビリティ上野
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訂正内容

【訂正前】

【訂正後】
身体障害者障害程度等級
146
表

「視覚障害の４級の 1」も身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減
額」欄が１種となる障害です。
【訂正前】

身体障害者障害程度等級

【訂正後】

148
表

内部障害の「心臓機能障害４級」「じん臓機能障害４級」「呼吸器機能障害４
級」も身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が１種となる
障害です。
身体障害者障害程度等級
P149

表
心臓機能障害 備考欄

【訂正前】 メースメーカ
【訂正後】 ペースメーカ
6

ページと項目

訂正内容

【訂正前】 国の指定難病（３３３疾病）
【訂正後】 国の指定難病（３３８疾病）
対象疾病の追加（令和３年１１月１日より）
・家族性低βリポタンパク血症 1（ホモ接合体）
６．難病患者福祉手当（難

・自己免疫性後天性凝固第Ⅹ因子欠乏症（※）

病患者医療費成）の対象

・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

疾病一覧（あいうえお順）

・ネフロン癆

P156
～１５８

・脳クレアチン欠乏症候群
・ホモシスチン尿症
※自己免疫性後天性凝固第Ⅹ因子欠乏症は、指定難病（自己免疫性後天性
凝固因子欠乏症）に統合
対象疾病の追加（令和３年１１月１日より）
・家族性低βリポタンパク血症１（ホモ接合体）
・自己免疫性後天性凝固第Ｘ因子欠乏症（※）
７．障害者総合支援法の

・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

対象疾病（難病等）一覧

・ネフロン癆

（アイウエオ順）

・脳クレアチン欠乏症候群

P160
～161

・ホモシスチン尿症
※自己免疫性後天性凝固第Ｘ因子欠乏症は、障害者総合支援表の対象疾
病（自己免疫性後天性凝固因子欠乏症）に統合
ありがとう
P168

広告のページ

【訂正前】 台東区蔵前４-１６-３ 東京鞄会館ビル５０１
【訂正後】 台東区三筋１-１-１９ 玉田ビル６階
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