
○障害福祉課の組織改正（令和4年4月1日～）
　令和４年4月1日より、障害福祉課の組織を以下のとおり改正しました。

児童・障害児支援グループ

　　※障害児施設移管準備グループは廃止しました

給付グループ

　「障害サービス給付グループ」を「給付グループ」に名称を変更しました。　

○他課の変更（令和4年4月1日～）

子ども家庭支援センター

子育て支援課から独立し、課となりました。「子ども家庭支援センター」という課名になりました。

福祉総務課　入居相談グループ　

長崎健康相談所　

No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

52　特別障害者手当（国の制
度）　月額

27,350円 27,300円

53　障害児福祉手当（国の制
度）　月額

14,880円 14,850円

54　難病患者福祉手当
（区の制度）　月額

12,000円 15,500円

55　特別児童扶養手当（国の制
度）　摘要

　52,500円
34,970円

52,400円
34,900円

55　児童扶養手当（国の制度）
愛の手帳　1度 〇 △

55　児童扶養手当（国の制度）
愛の手帳　2度 〇 △

55　児童扶養手当（国の制度）
身体障害者手帳　視覚障害3級 △ 空欄

55　児童扶養手当（国の制度）
身体障害者手帳　聴覚障害3級 △ 空欄

55　児童扶養手当（国の制度）
身体障害者手帳　内部障害2級 　〇 △

55　児童扶養手当（国の制度）
身体障害者手帳　内部障害3級 △ 空欄

　１　グループの新設

　２　グループ名称の変更

　１　課の新設

　２　グループ名称の変更

　３　住所変更

P9

1

令和３・４年度版「障害者福祉のしおり」　の訂正について（令和4年5月1日時点）

P8

障害程度別　≪早見表≫

障害児（18歳未満）の障害福祉サービス利用等の相談・支援に関して、障害種別のグループで対応しておりまし
たが、児童・障害児支援グループが担当することになりました。　　 （4566）2451

「住宅相談グループ」は「入居相談グループ」に名称を変更しました。

令和4年度中に　長崎3-6-24へ移転を予定しています。　電話番号、FAX番号の変更はありません。
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No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

56　児童育成手当　育成手当
（区の制度）愛の手帳1度

空欄 △

56　児童育成手当　育成手当
（区の制度）愛の手帳2度

空欄 △

56　児童育成手当　育成手当
（区の制度）愛の手帳3度

空欄 △

56　児童育成手当　育成手当
（区の制度）身体障害者手帳
視覚障害2級

△ 〇

56　児童扶養手当（区の制度）
身体障害者手帳　内部障害3級 △ 空欄

65　ひとり親家庭等医療費助成
愛の手帳1度 〇 △

65　ひとり親家庭等医療費助成
愛の手帳2度 〇 △

65　ひとり親家庭等医療費助成
身体障害者手帳 視覚障害2級 △ 〇

65　ひとり親家庭等医療費助成
身体障害者手帳 視覚障害3級 △ 空欄

65　ひとり親家庭等医療費助成
身体障害者手帳 聴覚障害3級 △ 空欄

65　ひとり親家庭等医療費助成
身体障害者手帳 内部障害3級 △ 空欄

(難病欄)　○ (難病欄)　△

（年齢制限欄）空欄 （年齢制限欄）６５歳未満

P13 82　福祉タクシー券 難病等 △ 空欄

P14 85　点字版としま生活ガイド 点字版としま生活ガイド
シニア×としまぐらし（令和３年
度・点字版）

P14
85　点字版としま生活ガイド
区の窓口

広報課
総合高齢社会対策推進・高齢者
福祉課・広報課

P14
85　障害者福祉のしおり（点字
版・デイジー版）

85　障害者福祉のしおり（点字
版・デイジー版）

85　障害者福祉のしおり（デイ
ジー版）

P14 98　精神障害者社会適応訓練事業 精神障害者社会適応訓練の一列 削除

P18 表「税の軽減」の下段欄外 追加
「※○印はおおむね全部が対象
となり、△印は一部のみが対象と
なっています」

P21 目白生活実習所分室　ぷらす 追加

P23
目白生活実習所分室
ぷらす

追加

所在地
上池袋2-5-1　健康プラザとしま２階
池袋駅より徒歩8分
TEL　03-6890-4194
FAX　03-6772-2502

P24
駒込福祉作業所分室
就労サポートIKEHOOON

追加

所在地
池袋本町1-6-12
東武東上線北池袋駅より徒歩6分
TEL　03-3983-4730
FAX　03-3983-4731

P9

1

75　機能回復助成（はり・きゅう・
マッサージ）

P11

案内図

P10

2
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No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

身体障害者相談員は以下の協力者に変更となりました

氏名（ 区分） 住所 電話・FAX

小宮山　芳人（視覚） 〒171-0052　南長崎 TEL　03-3953-2776

山本　哲史（肢体） 〒170-0013　東池袋 TEL　090-9451-0019

佐藤　修（聴覚） 〒171-0003　駒込 FAX　03-5974-5846

長谷川　　則之（聴覚） 〒171-0052　南長崎 FAX　03-3952-0616

武井　　悦子（視覚） 〒170-0004　北大塚 TEL　080-6521-8001

 

氏名 住所 電話・FAX

早川　　光代 〒170-0002　巣鴨 TEL　03-3915-6238

吉田　　康二 〒171-0031  目白 TEL　03-3951-8971

遠藤　　とし子 〒170-0012  上池袋 TEL　03-3916-4830

磯﨑　　たか子 〒170-0012　上池袋
TEL　03-3576-6332（日中・麦の家）
TEL　03-3916-4769(夜間）

表Ａ
１．両眼の視力の和が0.04以下の
もの

１．視力の良い方の眼の視力が
0.03 以下 のもの

表Ｂ
１．両眼の視力の和が0.05以上
0.08以下のもの

１．視力の良い方の眼の視力が
0.07 以下のもの

〔左列〕　手当額 月額27,350円（令和3年4月～） 月額27,300円（令和4年4月～）

表
１.両眼の視力の和が0.02以下の
もの

１.視力の良い方の眼の視力が
0.02以下のもの

〔左列〕　手当額 月額　14,880円（令和3年4月～） 月額14,850円（令和4年4月～）

難病患者福祉手当（区の制度）

P54 〔右列〕　2列目　手当額　 月額12,000円 月額15,500円(令和4年4月から)

P55 〔右列〕　手当額
特児等級1級　月額52,500円
特児等級2級　月額34,970円

特児等級1級　月額52,400円
特児等級2級　月額34,900円

P55 〔右列〕　手当額

児童1人目
月額　10,180円～43,160円
児童2人目の加算額
月額　5,100円～10,190円
児童3人目以降の加算額
月額　3,060円～6,110円

児童1人目
月額　10,160円～43,070円
児童2人目の加算額
月額　5,090円～10,170円
児童3人目以降の加算額
月額3,050円～6,100円

P57 〔右列〕　年金額
1 級976,125円
2 級780,900円（令和3年4月～）

1 級972,250円（令和4年4月～）
2 級777,800円（令和4年4月～）

P57 〔右列〕　年金額
1人目、2 人目　各224,700円
3人目以降の子　各 74,900円

1 人目、2 人目　各223,800円
3 人目以降の子　各 74,600円
（令和４年４月～）

2

障害児福祉手当（国の制度）

特別障害者手当（国の制度）

知的障害者相談員は以下の協力者に変更となりました

P46

3

4

5

P52

相談窓口

特別児童扶養手当（国の制度）

P46

P53

6

7

障害基礎年金（国民年金）

児童扶養手当（国の制度）

4



No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

8 P57 〔右列〕　年金額
1 級月額52,450円
2 級月額41,960円（令和3 年4 月～）

1 級月額52,300円（令和4年4 月～）
2 級月額41,840円（令和4年4 月～）

P61 〔右列〕　対象疾病　表説明
国指定難病一覧（令和元年7月1
日施行）
指定難病あいうえお表（333疾病）

国指定難病一覧（令和3年11月1
日施行）
指定難病あいうえお表（338疾病）

P61 〔右列〕　対象疾病
【令和3年11月から対象となった
疾病】

・脳クレアチン欠乏症候群（334）
・ネフロン癆（335）
・家族性低βリポタンパク血症１
（ホモ接合体）（336）
・ホモシスチン尿症（337）
・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
（338）
・自己免疫性後天性凝固第ⅹ因
子欠乏症（288）
※（）内の数字は告示番号
※自己免疫性後天性凝固第ⅹ因
子欠乏症は指定難病288自己免
疫性後天性凝固因子欠乏症へ統
合しました。

心身障害者（児）歯科診療機関（豊島区口腔保健センター「あぜりあ歯科診療所」）

P68 〔左列〕　診療日
木曜日・・・・・午前9時～正午
土曜日・・・・・正午～午後5時

木曜日・・・・・
午前9時30分～午後0時30分
土曜日・・・・・
午後1時30分～午後4時30分

医療機関案内

P69
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」　インターネット

パソコン用アドレス：
https://www.himawari.metro.tokyo.jp
/
携帯電話用アドレス：
http:www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/

ﾊﾟｿｺﾝ･ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ：
https://www.himawari.metro.tokyo.jp
/
携帯電話：
http:www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/

P75 〔左列〕　対象 ②難病等の方 ②難病患者福祉手当受給者

P81 期間 原則として7日 7日以内

P82 〔左列〕　対象
③豊島区難病患者福祉手当を受
けている方

③　令和４年４月より廃止

P82 〔右列〕　利用方法

福祉タクシー券を利用できるタク
シーは契約業者のタクシーです。
乗車できる区域は、東京２３区、
三鷹市、武蔵野市です。

福祉タクシー券の利用できるタク
シーは、乗車の際に利用可否に
ついてタクシーの方にご確認くだ
さい。

P82 〔左列〕　対象
③豊島区難病患者福祉手当を受
けている方

③　令和４年４月より廃止

P83 〔左列〕　対象　② 愛の手帳４度の方 愛の手帳４度以上の方

機能回復助成（はり・きゅう・マッサージ）

13
心身障害者（児）緊急一時保護（区の制度）

福祉タクシー券の交付

12

15

車いすの貸出（区の制度）

難病の医療費助成

11

10

自動車運転教習費の助成

14

特別障害給付金（国の制度）　

9

5



No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

〔右列〕　利用方法
利用時間、申し込み方法、料金な
どは各団体により異なります。

　
対象となる方、利用時間、申し込
み方法、料金などは各団体により
異なります。

表内　団体名（名称）
社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会
（ハンデキキャブ）

追加　対象者
対象　項目の中の
①　②　③

表内　団体名（名称）
社会福祉法人
地球郷
（システム・レッツゴー）

追加　対象者
対象　項目の中の
① 　③

P85 点字版としま生活ガイド 点字版としま生活ガイド
シニア×としまぐらし（令和３年
度・点字版）

P85 点字版としま生活ガイド

豊島区の様々なサービスをまと
めた冊子の点字版を発行してい
ます。

豊島区の高齢者向けサービスを
まとめた冊子の点字版を発行し
ています。

P98 精神障害者社会適応訓練事業 　 令和４年４月より廃止

職業・資金の貸付中

P99 更生訓練費の支給 令和４年４月より廃止

P99 就職支度金の支給 令和４年４月より廃止

P103
申込窓口　　電話番号
①山中湖秀山荘予約センター
②猪苗代四季の里予約センター

0465(20）3900 0570-038-489

P110 〔左列〕　対象　1. 　　4行目 愛の手帳３度以上 愛の手帳４度以上

P112 〔左列〕　対象 １２月３１日の現況において～
前年１２月３１日の現況において
～

税務課課税第1・2グループ課税
調整グループ

税務課課税調整グループ課税第
1・2グループ

 (4566)2354
 (4566)2355
 (4566)2353

 (4566)2353
 (4566)2354
 (4566)2355

施設宿泊利用料

福祉有償運送（車いす利用者への運送サービス）

16

21

P112 〔右列〕　窓口　〈住民税〉

17

19

P84

20

障害者控除（所得税・住民税）

22

点字版としま生活ガイド

18
精神障害者社会適応訓練事業

住み替え家賃助成事業

6



No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

P112 〔左列〕　内容　1行目から２行目 前年の合計所得が135万円～
前年の合計所得金額が135万円
～

P112
税務課課税第1・2グループ課税
調整グループ

税務課課税調整グループ課税第
1・2グループ

P112
 (4566)2354
 (4566)2355
 (4566)2353

 (4566)2353
 (4566)2354
 (4566)2355

P113
対象　表最下段
精神障害者保健福祉手帳

1 級（自動車税の場合は自立支
援医療受給者証をお持ちの方に
限ります。）

1 級（自立支援医療受給者証を
お持ちの方に限ります。）

P113 〔左列〕　内容①　１行目～２行目

① 上記に該当する心身障害者ま
たは同居の方や2 ㎞以内の近隣
にお住まいの親族の方が所有
し、身体障害者のために使用す
る自動車について、

① 上記に該当する心身障害者ま
たは生計を同一にする方が所有
し、心身障害者のために使用す
る車両について、

P113 〔左列〕　内容　①　最下段 追加
生計を同一とする方の条件につ
いては、　各問い合わせ先へお
問い合わせください。

P113 〔左列〕　内容　②　６行目
自動車税・軽自動車税も減免対
象となります

自動車税・軽自動車税（種別割）
も減免対象となります

P122 対象 千登世橋自転車当日欄「〇」
千登世橋自転車当日欄「―」
（当日利用免除対応不可のため）

25 P122 対象
　
椎名橋自転車当日欄「〇」

　
椎名橋自転車当日欄「―」
（当日利用免除対応不可のため）

P122 対象 新大塚自転車当日欄「〇」
新大塚自転車当日欄「―」
（当日利用免除対応不可のため）

P124 表 令和3年10月1日時点 令和4年5月1日時点

P124 表内　設置場所　コンビニ交付

マルチコピー機を設置している全
国のセブン―イレブン、ローソン、
ミニストップ、ファミリーマート、※
コニュニティ・ストア

※コニュニティ・ストア削除

P124 表外　1行目
※コニュニティ・ストアは令和３年
１１月末で事業撤退予定

削除

P124 表外　２行目

※ご利用には顔写真付きのプラ
スチック製マイナンバーカードと、
カード発行時に設定した４ケタの
パスワード入力が必要です。

※ご利用には顔写真付きのプラ
スチック製マイナンバーカードと、
カード発行時に設定した利用者
用電子証明書（４ケタのパスワー
ド）が必要です。

26

自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）

23

24

区立自転車駐車場の使用料

証明書発行機・コンビニ交付

住民税の非課税

〔右列〕　窓口

7



No.
該当

ページ
項　　目 訂正前 訂正後

Ｐ128
生活介護
区立駒込生活実習所
主な作業（事業）内容等

割箸袋入れ、手工芸、名刺、ハガキ
作り

割箸袋入れ、手工芸、フレークシー
ル、卓上カレンダー等

Ｐ128
就労移行
区立駒込福祉作業所分室
就労サポートＩＫＥＨＯＯＯＮ

製菓、就労プログラム、ビジネスマ
ナー

製菓、就労プログラム、ビジネスマ
ナー、名刺

Ｐ129
就労継続支援B型
区立駒込福祉作業所

軽作業（封入、丁合、他）、喫茶、パン
販売

軽作業（封入、丁合他）、喫茶、チョコ
レート販売

Ｐ129
就労継続支援B型
区立目白福祉作業所

雑貨販売（オリジナルノート、ブック、Ｔ
シャツ、カレンダー、ふせん、バッグ）、清
掃、軽作業、印刷、点字名刺、アトリエ活
動
http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-
mejiro/

雑貨販売（ノートブック、Ｔシャツ、カレン
ダー、ふせん、バッグ）、清掃、軽作業、
印刷、名刺点字、アトリエ活動
http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-
mejiro/

名称 対象・所在地 連絡先

デイズグループホーム東京豊島区 精神・区内 5926-9299

陽彩はうす　北池袋1 精神・区内 070-4385-9615

ステップ・ハウスⅡ 精神・区内 5974-5091
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グループホーム（区内）新規追加

P131

追加

所在地：170-0012上池袋2-5-1
健康プラザとしま２階
連絡先：TEL(6890)4149
bun-mejiro@ikuseikai-tky.or.jp
主な作業：目白生活実習所に同
じ
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通所施設（区内）　表

Ｐ128

生活介護
区立目白生活実習所分室
ぷらす
対象　知

8


