障がい者福祉
分野
障がい者一般

制度・相談等
障害者総合支援法

内容等

実施機関・問い合わせ先

障害者総合支援法の内容や、

各市町役場 障がい者福祉担当課

障がい福祉サービスに関する

・市町 HP へのリンク

相談等
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0339
障がい者相談

（身体障がい者）

県 総合福祉相談所

障がい児相談

身体に障がいのある方の医

（障がい者支援課） 電話：0776-24-5135

こころの相談

療、補装具、生活、職業など、

（こども・女性支援課） 電話：0776-24-5138

自立と社会参加のための相
談・支援・助言など

県 敦賀児童相談所

（知的障がい者）

電話：0770-22-0858

知的に障がいのある方に関す

各市福祉事務所

る相談や精神医学的、心理学
的判定
（障がい児）

各 県健康福祉センター
福祉課・福祉保健課（市以外）

知的障がい、自閉症、肢体不
自由、視聴覚障がい、言語発
達障がい、重症心身障がいに
関する相談
（精神障がい者）

県 総合福祉相談所

精神障がいのある方の医療・

（ホッとサポートふくい）

生活・就労などに関する相談・

電話：0776-26-4400

支援
各 県健康福祉センター
（発達障がい児者）

福井県発達障害児者支援センター

発達障がいのある方とその御

（スクラム福井）

家族に対する相談、療育・就

相談窓口 福井 電話：0776-22-0370

労支援

大野 電話：0779-66-1133
敦賀 電話：0770-21-2346

（高次脳機能障がい児者）

福井県高次脳機能障害支援センター

高次脳機能障がい児者に対す

相談窓口

る社会生活適応のための相談

電話：0776-21-1300（内線 5934）

支援および治療
ひきこもりの方やそのご家

福井県 ひきこもり・不登校支

族に対する相談・支援

援 情報サイト

療育相談

障がい児の診断・療育相談・

県 こども療育センター

指導・訓練など

電話：0776-53-6570 （予約制）

身体障害者手帳の交付や利

各市町役場 障がい者福祉担当課

用等に関する相談

・市町 HP へのリンク

身体障害者手帳の交付

ひきこもりに関する相談

各 県健康福祉センター
（申請：市町役場）

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

分野
障がい者一般

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

知的障がい者（児）の療育

知的障がい者（児）の療育手

各市町役場 障がい者福祉担当課

手帳の交付

帳の交付や利用等に関する相

・市町 HP へのリンク

談
県 総合福祉相談所
（申請：市町役場）
（判定：総合福祉相談所
児童相談所）

電話：0776-24-5135
（障がい者） 電話：0776-24-5135
（障がい児） 電話：0776-24-5138
県 敦賀児童相談所
電話：0770-22-0858
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の

各市町役場 障がい者福祉担当課

の交付

交付や利用等に関する相談

・市町 HP へのリンク

（申請：市町役場）

県 総合福祉相談所
電話：0776-24-5135
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

障がい者差別に関する相談

障害を理由とする差別の解消

県 障がい福祉課

の推進に関する法律（障害者

電話：0776-20-0338

差別解消法）に関する相談な
ど

県 総合福祉相談所
電話：0776-24-5135

各 県健康福祉センター
障害者１１０番
電話：0776-29-1100

各種手当

特別児童扶養手当

医療費助成

特別児童扶養手当の支給要

各市町役場 障がい者福祉担当課

件などの相談

・市町 HP へのリンク

重度の障がい者（児）の福

重度の障がい者（児）に支給さ

祉手当

れる特別障害者手当などの相

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

談
心身障がい者（児）の扶養

障がいのある方を扶養してい

県 障がい福祉課

共済制度

る保護者に万一のことがあっ

電話：0776-20-0338

た場合、心身障がい者（児）に
年金支給

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

各種手当

自立支援医療（育成医療・

身体に障がいや病気のある障

各市町役場 障がい者福祉担当課

医療費助成

更生医療）

がい者（児）に医療費を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

自立支援医療

病院などで通院治療を受ける

各市町役場 障がい者福祉担当課

（精神通院医療）

精神障がい者に医療費を助成

・市町 HP へのリンク

県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634
重度障がい者（児）の医療

重度の障がい者（児）の医療

各市町役場 障がい者福祉担当課

費助成

保険の自己負担額を助成

・市町 HP へのリンク
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

重度精神障がい者

重度の精神障がい者が病院な

各市町役場 障がい者福祉担当課

医療費助成

どで通院治療を受ける医療費

・市町 HP へのリンク

助成
県 障がい福祉課
電話：0776-20-0634

障がい児（者）歯科健診・診

障がい児（者）の歯科健診や

（社）福井県歯科医師会

療

診察を実施

（福井口腔保健センター）

（予約制）

電話：0776-28-3055

障がい者の社会

障がい者の社会参加援助

障がいのある人の社会活動へ

（一社）福井県身体障害者福祉連合会

参加

制度

の参加と自立を図るための

電話：0776-27-1632

様々な事業制度
・手話通訳者・奉仕員の養成

県 障がい福祉課

・点訳奉仕員の養成

電話：0776-20-0338

・障がい者スポーツ体験教室、
障がい者スポーツ指導員養成

各 県健康福祉センター
市福祉事務所、町の保健福祉担当課
・市町 HP へのリンク
しあわせ福井スポーツ協会
電話：0776-43-9712

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

障がい者の社会

ハートフル専用パーキング

身体障がい者等用駐車場の

県 障がい福祉課

参加

（身体障がい者等用駐車

適正利用を促進のため、障が

電話：0776-20-0338

場）利用証制度

いのある方や高齢の方などで
歩行が困難な方に、利用証を

各 県健康福祉センター

発行

教育

障がい児の教育相談、

発達に気がかりな面のある子

県 特別支援教育センター

教育指導（巡回指導）

の養育や教育についての相談

電話：0776-53-6574

県 嶺南教育事務所 特別支援教育課
電話：0770-56-1095

障がい児の就学

特別支援学校、特別支援学級

県 特別支援教育センター

などの特別支援教育を希望さ

電話：0776-53-6574

れる方の相談
県 嶺南教育事務所 特別支援教育課
電話：0770-56-1095
県 高校教育課
電話：0776-20-0571
または
各市町教育委員会
・市町 HP へのリンク

障がい者の就労
（障がい者向け）

就業相談

障がい者の就業相談、就職後

福井障害者就業・生活支援センター

の職場適応指導など

ふっとわーく
電話：0776-97-5361

嶺南障害者就業・生活支援センター ひびき
電話：0770-20-1236

福井労働局職業安定部
電話：0776-26-8613
各ハローワーク（公共職業安定所）

障がい者の就業およびこれに

福井障害者就業・生活支援センター

伴う日常生活上必要な援助

ふっとわーく
電話：0776-97-5361

嶺南障害者就業・生活支援センター ひびき
電話：0770-20-1236

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

障がい者の就労

全国障害者技能競技大会

障がい者の職業能力の向上を

県 労働政策課

（障がい者向け）

（アビリンピック）参加

図るとともに、広く障がい者に

電話：0776-20-0388

対する理解と認識を深め、そ
の雇用促進を図ることを目的
として開催
（参加資格：１５歳以上の障が
い者で知事の推薦を受けた
者）

障がい者の就労

障がい者の採用相談

（事業主向け）

障がい者の採用、配置、職業

福井障害者職業センター

管理など相談・助言

電話：0776-25-3685
福井労働局職業安定部
電話：0776-26-8613
各ハローワーク（公共職業安定所）

障がい者雇用率制度

事業主に、身体障がい者・知

福井労働局職業安定部

的障がい者・精神障がい者

電話：0776-26-8613

を、一定の割合（雇用率）以上
雇用することを義務付け

各ハローワーク（公共職業安定所）

障がい者を雇用する企業へ

障がい者の雇用の推進を図る

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機

の相談援助

ことを目的に、相談・助言を実

構 福井支部

施

電話：0778-23-1021
越前市行松町 25-10

障がい者を雇用する企業へ

障がい者の雇用の推進を図る

の助成

ことを目的として、事業主の方
に助成金・奨励金を支給

減免、割引制度

自動車税、自動車取得税の

一定の要件に該当する身体障

県 福井県税事務所

など

減免

がい者、戦傷病者、知的障が

課税第二課 自動車税グループ

い者および精神障がい者の方

電話：0776-21-8274

が日常生活を営む上で不可欠

旅客運賃の割引

または

な自動車について、自動車税・

県 嶺南振興局税務部 課税課

自動車取得税の減免を実施

電話：0770-56-2223

身体障害者手帳、療育手帳、

ＪＲ各社、各航空会社、県内私鉄バス・電車・

精神障害者保健福祉手帳の

タクシー会社

交付を受けた人を対象
障がいの種類・程度により旅
客運賃を割引

