１０

くらしに役立つ情報

優先階住宅（市営住宅）
市営住宅のうち、一階の住宅で、通路から住宅までの階段が比較的少ない住宅です。
◆ 対象者 次のいずれかに該当し、階段の昇降に著しく支障がある方がいる世帯
① 身体障害者手帳で肢体不自由（下肢・体幹）１～４級又は内部障害（心臓・じん臓・呼吸器機
能）１級、視覚障害１・２級所持者
② ８０歳以上の方
③ 疾病等で階段の昇降に日常的に著しく支障を来し、その治療に長期間を要する方

車いす対応住宅（市営・県営住宅）
市営住宅、県営住宅のうち、重度の障害や疾病等により、車いすを常時使用されてい
る方がいる世帯のために、住宅に車いす用スロープがある特定目的住宅です。
障害の程度により、単身入居が可能な住宅や抽選倍率の優遇措置（一般の２倍）が
あります。詳しくは下記までご連絡ください。
お問合せは
市営住宅
県営住宅

大牟田市営住宅管理センターへ（大牟田駅前 江口草木饅頭店横）
ＴＥＬ ４１－０１２３ ＦＡＸ ５１－０６６１
福岡県住宅供給公社大牟田出張所へ（福岡県大牟田総合庁舎２階）
ＴＥＬ ５１－３５００ ＦＡＸ ５１－３５２２

生活福祉資金の貸付
障害者の自立・社会参加促進のため生活福祉資金の貸付を行っています。入学資金、
授業料、技能習得費、福祉機器購入費、自動車購入費などがあります。
※ただし、貸付にあたっては、一定の要件があり、また貸付まで一定の期間を要しま
すので、まずは下記までお問合せください。
お問合せ・申請は社会福祉協議会へ

ＴＥＬ ５７－２５３１

福祉バスの利用
福祉団体等の行事や事業に、「福祉バス」（２５人乗）を利用できます。ただし、社協
賛助会員に限ります。
※ご利用にあたっては、一定の要件がありますので、下記までお問合せください。
お問合せ・申請は
社会福祉協議会へ

ＴＥＬ ５７－２５１９

ＦＡＸ ５７－２５２８

ふくおか・まごころ駐車場
障害のある方や高齢の方、妊産婦の方など、車の乗り降りや移動に配慮の必要な
方が、公共施設、店舗等の障害者専用の駐車場などに車を止め、安全かつ安心して
施設を利用できるように支援する制度です。対象者の方には「ふくおか・まごころ
駐車場」の利用証が発行されます。
◆ 駐車場の利用証
「ふくおか・まごころ駐車場」を利用する際には、
利用証を車内に掲示していただきます。利用証を
発行するためには下記の場所へ申請することが必
要です。必要な書類は対象者によって異なります
ので、事前にお問合せください。

ふくおか・まごころ
駐 車 場 利 用 証

利用証を車内ルームミラ
ーに掛けて使います

◆ 利用証交付対象者

福岡県

○身体障害者
対象者

対象等級

視覚障害

１～４級
聴覚障害

２～３級

平衡機能障害

３～５級

上肢

１～２級

下肢

１～６級

体幹

１～５級

上肢機能

１～２級

移動機能

１～６級

聴覚又は平衡機能障害

肢体不自由

乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による
運動機能障害
内臓の機能障害

○知的障害者
療育手帳の障害の程度欄「Ａ」
○精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害
等級１級
○高齢者
介護保険の要介護状態区分「要
介護１」以上
○難病患者
特定疾患医療受給者
○妊産婦
妊娠７か月から産後３か月
○けが人
１年以内の車いす、杖等の補装
具等の使用期間

１～４級

お問合せ・申請は福岡県南筑後保健福祉環境事務所へ
ＴＥＬ ７２－２１１１

駐車禁止除外指定車の標章
駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている方が、現に使用中の車両については、駐
車禁止場所（法定の駐停車禁止場所等を除く）に他の交通の妨げにならない場合に限り
駐車できます。駐車する場合は、駐車禁止除外指定車標章及び運転者の連絡先又は用務
先をわかりやすく記載した書面を車両の前面の見やすい箇所に提出して下さい。
駐車禁止除外指定車標章の申請をされる場合は、事前にお問い合わせ下さい。
お問合せ・申請は大牟田警察署へ

ＴＥＬ・ＦＡＸ ４３－０１１０

大牟田市災害時要配慮者名簿
災害が起きたときなどに自分一人の力だけでは避難することや身を守ることが難し
く、誰かの手助けが必要な方（要配慮者）について、住所や名前、身体の状態などを
あらかじめ市に登録しておく制度です。その情報を民生委員・児童委員や地域の団体
と共有し、日頃の声かけ・見守り活動に活かすことで、万が一のときに要配慮者が地
域で孤立しない関係づくりを目指しています。
◆ 名簿の登録要件◆
下記の①～⑤にあてはまる方のうち、災害等が発生したときに避難したり、身を守る

ために手助けを必要とする方です。ただし、災害発生時において、避難の支援などが必
ずなされることを保証するものではありません。
① 要介護認定３～５を受けている
② 身体障害者手帳 1 級・2 級を所持している
③ 療育手帳Ａを所持している
④ 精神障害者保健福祉手帳 1 級を所持している
⑤ 上記の①～④に準ずる身体状態で下記のいずれかに該当する
・立つことや歩行ができない
・物が見えない、見えにくい

・顔を見ても知人や家族がわからない
・音が聞こえない、聞き取りにくい
・言葉や文字の理解がむずかしい
・危険なことを判断できない
・その他、持病等があり、一人での避難に大きな心配がある
上記の①～④に該当される方は、ご自宅へ関係書類を送付しています。
上記の⑤に該当される方は、登録届出書による申請が必要です。

お問合せ・申請は
福祉課総合相談担当へ
防災対策室へ

ＴＥＬ ４１－２６７２

ＦＡＸ ４１－２６６２

ＴＥＬ ４１－２８９４

ＦＡＸ ４１－２８９３

ヘルプカード
障害のある方、認知症のある方、難病の方、妊娠している方などの中には、手助けが
必要であっても「外見では不自由や障害に気づかれにくい人」、「コミュニケーションが
うまくできずに、なかなか伝えられない人」がいます。
このため福岡県では、周囲のお手伝いが必要な方が身に付けておくことで、周囲の人
が困っていることにすぐに気づくことができるよう、「ヘルプカード」をつくりました。
この「ヘルプカード」に手伝って欲しいことを記入し、身に付けることで、周りのひ
とに知らせることができます。
◆入手方法
福祉課障害福祉担当で配布して
います。
福岡県のホームページからダウ
ンロードもできます。

お問合せは福岡県障がい福祉課社会参加係へ
ＴＥＬ ０９２－６４３－３２６４ ＦＡＸ ０９２－６４３－３３０４

医療支援手帳
病院に行っても「待つことができない」「言葉が通じないと言われた」「周囲の視線が
気になる」
「検査ができるだろうか…」など、障害のある方は多くの不安や悩みを抱えて
暮らしています。
この「医療支援手帳」は、障害のある方が安心して適切な医療を受けられるように…
と当事者と保護者の切実な思いから生まれました。
知的障害や発達障害のある方のスムーズな医療機関受診の手助けとなるよう、障害者
の特性や受診歴などをまとめて記載することができるようになっています。

◆入手方法
福祉課障害福祉担当、社会福祉協議会で配布し
ています。

お問合せは福祉課総務企画担当へ
ＴＥＬ ４１－２６６８ ＦＡＸ ４１－２６７５

郵便等による不在者投票
身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の所持者又は介護保険法の要介護者で、身体に
重度の障害のある方（※）は、郵便等による不在者投票（以下「郵便等投票」といいま
す。）の制度を利用できます。郵便等投票をするには選挙管理委員会委員長が発行する郵
便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
証明書の有効期間は交付の日から７年間です（介護保険法の要介護者の場合は、交付
の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで）。交
付申請はいつでもすることができますが、交付までに時間を要する場合がありますので、
できるだけ早めに申請してください。
※「身体に重度の障害がある方」という障害の程度は、次のとおりです。
（１）身体障害者について
障

害

１級

２級

３級

両下肢、体幹、移動機能

○

○

―

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

○

―

○

免疫、肝臓

○

○

○

○印の障害の程度に該当する方が郵便等投票のできる方
（２）戦傷病者について
障

害

特別項症

第１項症

第２項症

第３項症

両下肢、体幹

○

○

○

―

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓

○

○

○

○

○印の障害の程度に該当する方が郵便等投票のできる方
（３）介護保険法の要介護者について
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護５の方
上記の（１）から（３）のいずれかに該当する方で、以下の要件にも該当する場合は、
代理記載により投票することができます。（○印に該当する方です。）
ア

イ

身体障害者については
障 害

１級

上 肢

○

視 覚

○

戦傷病者については
障 害

特別項症

第１項症

第２項症

上 肢

○

○

○

視 覚

○

○

○

お問合せ・申請は
大牟田市選挙管理委員会へ

ＴＥＬ ４１－２８８２

ＦＡＸ ４１－２８８３

さまざまな相談支援事業
◆民生委員・児童委員◆
同じ地域で生活する住民として、様々な生活上の相談に応じているボランティアです。
厚生労働大臣の委嘱を受け、秘密を守ることが義務づけられていますので、安心して相
談してください。お住まいの地域の担当がわからない場合は、お問合せください。
お問合せは福祉課総務企画担当へ ＴＥＬ ４１－２６６８ ＦＡＸ ４１－２６７５

◆身体障害者巡回相談◆
補装具の相談に応じるため、県との共催により年１回、無料で巡回相談を実施してい
ます。巡回相談は、事前予約制です。予約の際に、相談の内容等についての聞き取りを
行います。予約をされていない場合は、当日相談を受け付けることが出来ませんので、
ご注意ください。予約の受付期間や実施日は「広報おおむた」でお知らせします。
お問合せは福祉課障害福祉担当へ ＴＥＬ ４１－２６６３ ＦＡＸ ４１－２６６４

◆心の健康相談◆
毎日の生活の中での悩みや不安、「眠れない」「人と会うのがつらい」などの相談や、
思春期の心の問題、認知症、アルコ－ル、薬物依存などの相談に専門医、保健師が受けます。
○ 毎月第４水曜日 午後１時から午後２時まで（事前に予約が必要です。）
お問合せは福祉課総合相談担当へ ＴＥＬ ４１－２６７２ ＦＡＸ ４１－２６６２

◆こころリフレッシュ相談◆
日常生活の心配事や困り事で思い悩み、心の健康に不安を感じている方に対して、臨床心理
士・心理士が相談に応じます。
○ 毎月第１・３火曜日 午後１時から午後３時まで（事前に予約が必要です。）
お問合せは福祉課総合相談担当へ ＴＥＬ ４１－２６７２ ＦＡＸ ４１－２６６２

◆生活支援相談室◆
仕事や生活に困っている人の状況に合わせて、相談員が寄り添いながら、様々な専門
機関と連携し、解決に向けて一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
※まずは、下記までお問合せください。秘密は厳守します。
お問合せは社会福祉協議会（生活支援相談室）へ

ＴＥＬ ３２－８８５１ ＦＡＸ ８５－８３８２

◆行政書士による法務相談◆
住民の悩みが複雑、多様化するなか専門相談として相談に応じています。秘密は厳守
します。（電話予約制、先着１０名 前回の相談の翌日から当日の正午まで受付）
○ 毎月第３水曜日 午後１時３０分から午後３時３０分まで
お問合せは社会福祉協議会へ

ＴＥＬ ５７－２５３１ ＦＡＸ ８５－８３８２

◆市民相談◆
日常生活上の問題解決の助言や、市政への意見、要望、苦情などを職員が受け付け、
関係する各課への橋渡しを行います。
お問合せは市民生活課へ

ＴＥＬ ４１－２６０１ ＦＡＸ ４１－２６２１

◆消費生活相談◆
商品やサービスに対する苦情・問合せ、契約のトラブル、多重債務などに関する相談
を消費生活相談員が応じます。
○ 毎週月曜日から金曜日の午前９時３０分から午後４時まで
お問合せは大牟田市消費生活センター(市民生活課)へ
ＴＥＬ ４１－２６２３

ＦＡＸ ４１－２６２１

◆法律相談◆
相続、離婚、金銭貸借、損害賠償などの法律に関する相談に弁護士が応じます。
○ 毎月第２、４水曜日の午後１時から（予約制で先着１４人、１人２０分）
お問合せは市民生活課へ

ＴＥＬ ４１－２６０１ ＦＡＸ ４１－２６２１

◆司法書士相談◆
不動産・会社の登記、相続・遺言、成年後見などに関する相談に司法書士が応じます。
○ 毎月第１、３火曜日の午後１時から（予約制で先着１２人、１人２０分）
お問合せは市民生活課へ

ＴＥＬ ４１－２６０１ ＦＡＸ ４１－２６２１

◆交通事故相談◆
損害や賠償など交通事故に関する相談に福岡県交通事故相談員が応じます。
○ 奇数月第２月曜日の午前１０時から午後４時まで(受付は午後３時まで)
お問合せは市民生活課へ

ＴＥＬ ４１－２６０１ ＦＡＸ ４１－２６２１

◆行政相談◆
国や県の仕事に関する意見・要望・苦情などに行政相談委員が応じます。
○ 毎月第２、４木曜日の午前１０時から正午まで
※ 第２木曜日は市民生活課、第４木曜日は各地区公民館を巡回
お問合せは市民生活課へ

ＴＥＬ ４１－２６０１ ＦＡＸ ４１－２６２１

◆不動産相談◆
不動産の売買や賃貸借に関する相談に不動産相談員が応じます。
○ 毎月第１、３水曜日の午後１時から午後３時まで(予約制)
前日正午までに宅建協会県南支部に予約を

ＴＥＬ ５５－０９０６ ＦＡＸ ５５－０９０７

◆障害児等療育支援事業◆
知的障害児（者）の地域での生活を支援するため、療育指導、相談等及び各種福祉サ
ービスの提供の援助調整等を行います。
お問合せはりんどうの森へ

ＴＥＬ ５３－８２０４ ＦＡＸ ４１－１１１０

