②

高齢者・障害者・要介護者等に関するもの
担当課

名

称

概

要

助成・補助金額等

対象者等
次の条件を満たす者
（1）三世代同居をしている者（当該
三世代家庭の全員が、市税等を滞納
していない場合に限る。)
（2）満７５歳以上で5歳毎の節目年
齢を迎える者
・節目は75歳、80歳、85歳…と5歳
刻み
･要介護認定4・5の方は対象外
・年度内に対象となる方は、誕生
日前でも申請・利用できる。

社会福祉課

高齢者
ちょっとね
ぎらい事業
（三世代同
居推進事
業）

三世代同居家庭の満75歳以上の高齢者
が節目の年齢を迎えた場合、高齢者の
日頃の労をねぎらい心身リフレッシュ
を図るとともに、家族のふれあいや絆
を深める機会を創出することを目的と
して、市内宿泊施設等で宿泊（日帰
り）などに利用できる利用証を交付す
るもの。

節目の方1人につき1万円（上限）助成
（1）宿泊・飲食料金（各種税含む）が
対象
（2）利用額が1万円に満たない場合実
費額
（3）市内宿泊施設に限る。
※砺波市ホテル旅館組合・庄川峡観光
協同組合加盟施設対象

社会福祉課

高齢者入浴
施設等利用
券配布事業

在宅の高齢者に対し、自立生活の助長
及び心身機能の維持向上を図り、当該
高齢者の外出を支援するため、市内の
公衆浴場及び入浴施設等の入浴施設等
利用券を支給するもの。

入浴施設等利用券 10回分
当該年度の4月1日現在で本市の住民
(ただし、1回あたり100円の自己負担あ 票に記載されている者のうち、同日
り)
現在満75歳以上の者
ただし、特別養護老人ホーム等の施
設に入所している人は対象外

在宅の重度障害者が居住する住宅の居
室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下
又は市長が特に必要と認める住宅の設
備、構造等をその障害に適応するよう
又は介護者の介護負担を軽減するよう
改善するために必要な工事費の全部又
は一部を助成するもの。
本市に住所を有する障害者に対し、就
労支援施設等の通所に要する費用の一
部を助成するもの。

(1)所得税非課税世帯…左記工事費から
国・県等からの給付額を引いた額
（上限90万円）
(2)所得税課税世帯…(1)の2/3の額
（上限60万円）

重度心身障害者等の福祉の増進を図る
ことを目的として、本市に住所を有す
る重度心身障害者等に対し、医療費の
一部を助成するもの。

医療費自己負担金を助成

社会福祉課

在宅重度障
害者住宅改
善費補助金

社会福祉課

就労支援施
設等の障害
者通所費助
成

社会福祉課

重度心身障
害者等医療
費助成

（1）市内に住所を有する者で、身体
障害者手帳の1級又は2級の交付を受
けている者のうち、視覚障害者又は
肢体不自由者、内部障害を有する者
のうち車いすの交付を受けている者
（2）療育手帳のAの交付を受けてい
る者
(1)公共交通機関を利用する場合
障害福祉サービスを利用している障
定期券代の相当額の1/2の額(限度額2万 害者のうち就労支援等の事業を利用
円)
している者等
(2)自家用車を利用する場合(保護者が
運転する自家用車を含む。)
燃料費の1/2の額(限度額2万円)
（65歳未満）身体障害者手帳の交付
を受けている者のうち、その障害の
級が1級から2級までの者又は療育手
帳Aの交付を受けている者
入院の場合の医療費自己負担金の1/2を （65歳未満）特別児童扶養手当該当
助成
者又は国民年金障害基礎年金受給者
（上記に該当しない者で市民税非課
税世帯の者）
医療費の自己負担金の一部または全額
助成

（65歳以上）身体障害者手帳の交付
を受けている者のうち、その障害の
級が1級から4級の一部までの者、療
育手帳Aの交付を受けている者、精神
障害者保健福祉手帳1級から2級まで
の者又は国民年金障害基礎年金受給
者

医療費自己負担分の一部を助成

（65歳以上70歳未満）身体障害者手
帳の交付を受けている者のうち、そ
の障害の級が4級の一部から6級まで
の者又は療育手帳Bの交付を受けてい
る者
障害児童、重度～中度障害者

補助金等に関して公
表している市のウエ 根拠法令・要綱等
ブサイト・アドレス
なし https://www.city 砺波市高齢者
.tonami.toyama.j ちょっとねぎらい
p/service/152039 事業補助金交付要
綱
7127.html

所得制限

なし https://www.city 砺波市高齢者入浴
.tonami.toyama.j 施設等利用券配布
p/info/151796459 事業実施要綱

8.html

有

https://www.city 砺波市在宅重度障
.tonami.toyama.j 害者住宅改善費補
p/service/130084 助金交付要綱
8282.html

なし

砺波市障害者通所
費の助成に関する
要綱

有

http://www.city. 砺波市重度心身障
tonami.toyama.jp 害者等医療費の助
/service/1300848 成に関する条例
282.html

有

http://www.city. 砺波市心身障害者
tonami.toyama.jp 福祉金支給条例
/service/1300848
282.html

社会福祉課

心身障害者
福祉金

本市に居住する心身障害者又は心身障
害者の保護者に対し、その生活の激励
と福祉の増進を図ることを目的とし
て、心身障害者福祉金を支給するも
の。

年額2万円～1万4千円

社会福祉課

心身障害児
通園費補助
金

心身障害児が児童福祉施設の通園に要
する経費の一部に対し、保護者に補助
金を交付するもの。

児童福祉施設に通園する心身障害児及 児童福祉法第7条に掲げる施設(保育
びその介護者(特に必要と市長が認める 所を除く)に通園する心身障害児の保
場合に限る)が、最も経済的な通常の経 護者
路及び方法により通園する場合の通園
に要する経費の3/10以内

なし

砺波市心身障害児
通園費補助金交付
要綱

社会福祉課

並行通園利
用者負担額
助成

保育所や幼稚園等と児童発達支援セン
ター等に並行して通園する障がい児の
保護者に対して児童発達支援の利用者
負担額を助成するもの。

児童発達支援の利用者負担額。
ただし、保育所等の利用者負担額を上
限とする。

以下の全てに該当する者
(1)本市に住所を有すること
(2)保育所等に在籍している児童の保
護者であること
(3)児童発達支援の通所受給者証の交
付を受けていること

なし

砺波市保育所等及
び児童発達支援セ
ンター等並行通園
利用者負担額助成
事業実施要綱

社会福祉課

身体障害者
自動車操作
訓練事業

身体障害者手帳の交付を受けている者
に対して自動車操作訓練を行い、自動
車運転免許の取得を容易にすることに
より、身体障害者の自立及び社会参加
を促進するもの。原則として、対象者1
名につき1回に限る。

市と訓練事業の委託契約を行った自動
車学校
◎費用の助成
(1)入学金
(2)学科教習料
(3)技能教習料
(4)技能補習料（15時限を限度）

本市の住民票に記載されており、身
体障害者手帳の交付を受けている者
のうち、その運転に必要な適性検査
に合格した者

有

https://www.city 砺波市身体障害者
.tonami.toyama.j 自動車操作訓練事
p/service/130084 業実施要綱
8282.html

社会福祉課

身体障害者
用自動車改
造費助成事
業

身体障害者の社会参加の促進を図り、
その福祉の増進に資することを目的と
して、身体障害者手帳の交付を受けて
いる者が就労等に伴い、自ら所有し運
転する自動車の改造に要する経費を助
成するもの。

自動車の操向装置及び駆動装置等の改 (1)本市の住民票に記載されており、
造に要する経費に対して、1件あたり10 身体障害者手帳の交付を受けている
万円を限度とする。
者
(2)自ら所有し運転する自動車の手動
装置等の一部を改造することにより
社会参加が見込まれる者

有

https://www.city 砺波市身体障害者
.tonami.toyama.j 自動車改造費助成
p/service/130084 事業実施要綱
8282.html

社会福祉課

福祉タク
シー料金助
成

外出困難な身体障害者に対し、生活行
動範囲の拡大及び社会参加の促進を図
り、もって身体障害者の福祉の増進に
寄与することを目的として、タクシー
料金の一部を助成するもの。

年間、1枚につき額面200円の利用券を
20枚

社会福祉課

軽度・中等
度難聴児補
聴器購入費
等補助金

身体障害者手帳交付の対象とならない
18歳未満の軽度・中等度難聴児の方に
対して、補聴器を購入する費用の一部
を助成するもの。

補聴器購入費（基準価格が上限）の2/3 18歳未満の身体障害者手帳交付の対
象とならない方で、指定医師が意見
書により補聴器の装用の必要を認め
た者

障害の級別が視覚障害又は肢体不自
由(下肢又は体幹に限る)1級又は2級
の者

なし

有

砺波市身体障害者
福祉タクシー事業
実施要綱

https://www.city
.tonami.toyama.j
p/service/130084
8282.html

砺波市軽度・中等
度難聴児補聴器購
入費等補助金交付
要綱

社会福祉課

人工内耳用
電池補助金

人工内耳を装用している18歳未満の者
に対して、人工内耳用の電池を購入し
た費用の一部を助成するもの。

年額1万円を限度に支給

18歳未満の人工内耳を装用している
障害児

有

https://www.city 砺波市人工内耳用
.tonami.toyama.j 電池補助金交付要
p/service/130084 綱
8282.html

高齢介護課

おむつ支給
事業

在宅の要介護高齢者等に対し、介護者
の身体的、精神的及び経済的負担の軽
減を図り、高齢者及び心身障害者の福
祉の向上に寄与することを目的とし
て、おむつを支給するもの。

おむつ支給に要した費用の2/3を現物支
給
(ただし、月額7,500円を限度に現物支
給)

本市に住所を有する者で、常時おむ
なし
つを使用し、かつ、おむつの着脱に
介助を要する者で次のいずれかに該
当する者（家族の方がおむつ交換し
ている者）
(1)65歳以上の寝たきり又は認知症高
齢者
(2)重度身体障害者(児)
(身体障害者手帳1級・2級を所持す
る者)
(3)重度知的障害者(児)
(療育手帳Aを所持する者)

高齢介護課

介護者も
ちょっと一
息事業（三
世代同居推
進事業）

三世代同居世帯の65歳以上の要介護者
（要介護認定4又は5）に対し、ショー
トステイの利用料(短期入所生活介護)
の自己負担額（食費、滞在費、日常生
活費を除く）に相当する額について助
成し、家庭内における介護者の心身の
疲労軽減、要介護者の在宅生活の継続
を促進するもの。
ホームヘルプサービスを利用しようと
する者が、ホームヘルプサービスを利
用した場合、利用世帯の実情に応じ
て、その利用料を市が助成するもの。

(1)介護保険制度のショートステイの利
用料(短期入所生活介護)の自己負担額
（食費、滞在費、日常生活費を除く）
に相当する額
(2)ショートステイ利用1回につき原則2
泊3日以内とし、年間6回まで。

本市に居住し、次の要件を満たす者
(1)三世代同居をしている者
(2)要介護認定4以上で65歳以上の在
宅高齢者

無料

本市に住所を有する者で、要介護認
定を受け、かつ、当該年度に納付す
べき市民税が非課税である世帯の者

有

砺波市ホームヘル
プサービス利用助
成要綱

砺波市おむつ支給
事業実施要綱

なし https://www.city 砺波市介護者も
.tonami.toyama.j ちょっと一息事業
p/service/142949 助成金交付要綱

4261.html

高齢介護課

介護保険
ホームヘル
パー派遣利
用料減免

高齢介護課

介護用品の
支給事業

在宅の要介護高齢者等に対し、高齢者
を介護している家族の身体的、精神的
及び経済的負担の軽減を図り、高齢福
祉の向上に寄与することを目的とし
て、介護用品を支給するもの。

介護用品支給に要した費用の9/10を現
物支給
(ただし、月額6,250円を限度に現物支
給)

本市に住所を有する者で、次のいず
れにも該当する者（家族の方がおむ
つ交換している者）
(1)要介護度4又は5に認定された在宅
の者
(2)市民税非課税世帯である者
※砺波市おむつ支給を受けている者
は除く。

有

砺波市介護用品の
支給事業実施要綱

高齢介護課

家族介護慰
労事業

在宅の要介護高齢者を介護している家
族に対し、当該家族の負担の軽減を図
るとともに、要介護高齢者の在宅生活
の継続、福祉の向上に資することを目
的とし慰労金を支給するもの。

要介護高齢者１人につき年額10万円

本市に居住する者で次に掲げる要件
に該当する在宅の要介護高齢者を介
護している家族
(1)要介護高齢者 要介護４又は５に
認定されていること。
(2)要介護高齢者が、過去１年間介護
保険のサービスを利用していないこ
と。
(3)要介護高齢者が、病院等に継続し
て90日以上入院していないこと。
(4)市民税非課税世帯であること。

有

砺波市家族介護慰
労事業実施要綱

高齢介護課

緊急通報体
制等整備事
業

在宅の一人暮らし高齢者及び高齢者の
みの世帯並びに身体障害者等に対し、
地域における見守り体制を補完し、急
病等緊急時に迅速かつ適切な対応を図
り、一人暮らし高齢者等の福祉の向上
を図ることを目的として、緊急通報装
置を貸与するもの。

装置の貸与を受けた利用者の利用料
は、月額300円
(ただし、利用者が市民税非課税世帯に
属する場合又は生活保護法に基づく被
保護世帯に属する場合の利用料は無料)

本市に住所を有する者で、次のいず
なし https://www.city 砺波市緊急通報体
れかに該当し、かつ、日常生活の見
.tonami.toyama.j 制等整備事業実施
守りが必要である者
p/service/130093 要綱
(1)65歳以上の一人暮らし高齢者
1688.html
(2)65歳以上の高齢者のみの世帯及び
これに準ずる世帯に属する高齢者
(3)身体障害者のみの世帯及びこれに
準ずる世帯に属する身体障害者

高齢介護課

高齢者が住
みよい住宅
改善支援

65歳以上の高齢者が居住する住宅の便
所、浴室、廊下、玄関、居室等を高齢
者の自立支援等に対応したものとする
ための改善に必要な経費(対象工事費)
に対し助成するもの。

対象工事費の2/3の額
(ただし、対象工事費は要介護者等につ
いては90万円、自立者については45万
円を限度)

本市に住所を有する65歳以上の高齢
者又は当該高齢者と同居する者で、
居住環境の改善を必要とする者（世
帯員全員が、所得税が課税されてい
ないこと）

有

砺波市高齢者が住
みよい住宅改善支
援事業実施要綱

高齢介護課

高齢者等軽
度生活援助
事業（家周
りの手入
れ、家屋内
の整理整頓
などの軽作
業）
高齢者等軽
度生活援助
事業（雪下
ろし）

在宅で生活する高齢者に対して、当該
高齢者等の要介護状態への進行を防止
することを目的として、軽易な日常生
活上の援助を行い、自立した生活の継
続を可能にするために軽度の生活援助
をするもの。

(1)利用回数は、月2回まで
(2)利用時間は1回につき3時間を限度
(3)利用料金
・市民税非課税世帯は1時間につき90円
・市民税課税世帯は1時間につき440円
（作業内容により料金が異なる場合あ
り）

市内に居住し在宅で生活している者
で、世帯の全員が高齢者(65歳以上の
者)である世帯の世帯員のうち、日常
生活上の援助が必要な者
・

なし

砺波市高齢者等軽
度生活援助事業実
施要綱

在宅で生活する高齢者及び重度身体障
害者に対して、当該高齢者等の要介護
状態への進行を防止することを目的と
して、軽易な日常生活上の援助を行
い、自立した生活の継続を可能にする
ために軽度の生活援助をするもの。

1家屋につき冬期間(11月から3月まで)2
回まで
(1)自主防災組織、町内会又は自治会の
場合
１回につき実費相当額が１万円を超え
る場合は、その超えた額。
(2)その他の場合
１回につき実費相当額が２万円を超え
る場合は、その超えた額

市内に居住し在宅で生活している者
で、次に掲げる者のうち、日常生活
上の援助が必要な者
(1)世帯の全員が高齢者(65歳以上の
者)である世帯の世帯員
(2)身体障害者手帳1級・2級の者のう
ち、単身で居住する者
（世帯を構成する者の前年の所得税
が非課税である世帯）

有

https://www.city 砺波市高齢者等軽
.tonami.toyama.j 度生活援助事業実
p/service/130093 施要綱
1521.html

在宅要介護
高齢者福祉
金支給事業

在宅の要介護高齢者に対し、要介護高
齢者の福祉の増進を図ることを目的と
して、在宅要介護高齢者福祉金を支給
するもの。

支給対象者1人につき年額6万円

本市に住所を有する65歳以上の者
で、要介護状態区分が4又は5に認定
された在宅の者で、次のいずれにも
該当する者
(1)支給対象者、同一世帯の者で、前
年の所得が、基準所得を超えないこ
と、また所得税が課税されていない
者
(2)病院又は介護老人保健施設、グ
ループホームに継続して３箇月を超
えて入院又は入所していない者

有

砺波市在宅要介護
高齢者福祉金支給
事業実施要綱

高齢介護課

高齢介護課

高齢介護課

社会福祉法
人等による
介護保険
サービス利
用者負担額
軽減制度事
業費補助金

低所得で生計が困難な者に対して、社
会福祉法人等が行う介護保険サービス
を受けたときに生じる利用者負担額に
ついて、その者の負担の軽減を図るた
め利用者負担額の軽減制度事業を行う
社会福祉法人等に対し補助金を交付す
るもの。

社会福祉法人等が実施する利用者負担
の軽減率 1/4
(ただし、老齢福祉年金受給者1/2)

市民税世帯非課税者であり、次の全
てに該当する者
(1)年間収入が単身世帯で150万円、
世帯員が１人増えるごとに50万円を
加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万
円、世帯員が１人増えるごとに100万
円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用
できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養され
ていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこ
と。

有

砺波市社会福祉法
人等による介護保
険サービス利用者
負担額軽減制度事
業費補助金交付要
綱

高齢介護課

寝具クリー
ニングサー
ビス事業

在宅の要介護高齢者等に対し、当該高
齢者等の衛生管理を図り、福祉の向上
に寄与することを目的として、寝具の
洗濯、乾燥及び消毒のサービスを提供
するもの。

実施回数は年１回（夏季）
敷布団、掛け布団、毛布、マットレ
ス、羽毛、羊毛のうち３枚を１組とし
て利用（無料）

本市に居住し、在宅で生活している
次の要件を満たす者
(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者又
は高齢者のみの市民税非課税世帯で
要介護状態区分が要介護1以上に認定
された者
(2)身体障害者手帳1級又は2級の者の
うち寝たきりの肢体不自由な者

有

砺波市寝具クリー
ニングサービス事
業実施要綱

高齢介護課

福祉電話貸
与

ひとり暮らしの高齢者及び重度身体障
害者に対し、当該高齢者や障害者の孤
独感の緩和、安否の確認及び緊急連絡
の手段の確保を図り、もって高齢者及
び身体障害者の福祉の増進に資するこ
とを目的として福祉電話を貸与するも
の。

電話の架設料、電話加入料、電話機使
用料、回線使用料(基本料)を市が負担

本市に住所を有し、現に電話を所有
していない低所得世帯(市民税非課税
世帯)に属する者で次のいずれかに該
当する者
(1)65歳以上のひとり暮らしの高齢者
であって、安否の確認を行う必要が
あると認められ者
(2)外出困難な在宅の重度身体障害者
であって、福祉電話の貸与の必要が
あると認められる者

有

砺波市福祉電話貸
与要綱

地域包括支援 徘徊ＳＯＳ
センター
緊急ダイヤ
ルシステム
事業

本市に住所を有する認知症で行方不明
となるおそれのある高齢者等に対し、
早期発見のためのシステム利用料(徘徊
SOS緊急ダイヤルシステムを稼働し捜索
依頼した場合)の一部または全てを助成
するもの。

徘徊SOS緊急ダイヤルシステム利用料は 本市に住所を有する認知症で行方不 なし
１回あたり4,500円
明のおそれのある高齢者等
(ただし、利用者が市民税非課税世帯に
属する場合又は生活保護法に基づく被
保護世帯に属する場合の利用料は無料)

http://www.city. 砺波市徘徊ＳＯＳ
tonami.toyama.jp 緊急ダイヤルシス
/info/1451970274 テム事業実施要綱
.html

生活環境課

有効期間内にあるすべての運転免許を
自主返納した高齢者に対し支援するも
の。
（目的：高齢者による交通事故の減少
を図る）

自主返納の日から起算して60日以内に
申請した場合に下記から一つを選択す
ることができる。
(1)2万円相当の砺波市高齢者運転免許
自主返納支援事業支援券（市営バスや
タクシー、福祉施設等で利用可能）
(2)2万円相当の加越能バス回数券

552.html

高齢者運転
免許自主返
納支援事業

それ以外の費用は、現に利用している
使用者の負担

市内に住所を有し、申請時において
満70歳以上の高齢者

なし http://www.city. 砺波市高齢者運転
tonami.toyama.jp 免許自主返納支援
/service/1399370 事業実施要綱

