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子どもに関して相談できる窓口
成長や発達に関する相談窓口
●高知市子ども発達支援センター（子ども育成課）

ＴＥＬ ０８８－８２３－９５５２ ＦＡＸ ０８８－８２５－２４４０
子ども育成課代表 ＴＥＬ ０８８－８２３－９４８２
※住所・地図は４１ページをご覧ください。

子ども発達支援センターでは，高知市に在住でおおむね 18 歳未満の心身に障害のあるお子さん
や，発達面に心配のあるお子さんとそのご家族の方の相談に応じます。
 相談支援
●子どもの発達や障害に関する総合的な相談窓口
●子どもの発達に関する専門相談
●サポートファイルの利用支援 (切れ目ない支援の応援をします)
●関係機関との連絡調整に関すること

平日 8：30～17：15 ＊土日・祝日・年末年始(12/29～1/3)は休み
電話･来所･訪問など，保健師･心理士・理学療法士等のスタッフが
行ないます。
（来所の場合はあらかじめご連絡ください）

●高知市母子保健課

ＴＥＬ ０８８－８５５－７７９５

ＦＡＸ ０８８－８５５－７７９６

※ 住所・地図は 42 ページをご覧ください。

母子保健課では育児の相談や乳幼児健診，予防接種などの母子保健事業を行っています。また
地域ごとに担当保健師がおり，妊娠・出産・育児に関する相談に応じます。
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相談・健診事業
●子育てひろば
発育・発達・育児上の不安や悩み，離乳食のすすめ方などについて，保健師・栄養士・歯科衛
生士・助産師・保育士が相談に応じます。また，保護者同士の交流や身体測定もできます。
※会場・日程は広報「あかるいまち」でお知らせ（申し込み不要）
※子育てひろばの他に，｢離乳食教室｣があります。詳しくは，お問い合わせください。
●１歳６か月児健診，３歳児健診
・小児科診察・歯科診察・身体計測・屈折検査(眼科)・検尿
(屈折検査，検尿は 3 歳児健診のみ)
・育児，歯科，食事，ことばや発達の相談など
※集団健診に来所できない場合はご相談ください。
費用は無料です。
専門スタッフ

＊以下のスタッフが家庭訪問・電話・来所等で相談に応じます。
●保健師
・お子さんの発育・発達や日常的な育児についての相談
・同じ障害等のあるお子さんを育てている保護者や親の会のご紹介
・ご家族のこころと身体の健康についての相談
●栄養士
・発達段階に合わせた食事・栄養のアドバイス

など

など

●歯科医師 ・歯科衛生士(口腔保健支援センター)
・発育・発達に応じた口の機能（食べることなど）や歯についての相談
・むし歯予防のための生活習慣や口の中の手入れのアドバイス
・必要に応じて，歯科治療の相談
など
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児童に関する専門的相談
●高知県中央児童相談所

ＴＥＬ ０８８－８２１－６７００ ＦＡＸ ０８８－８２１－９００５
０８８－８４４－００３５ (療育手帳)
※住所・地図は 4５ページをご覧ください。

子供に関する家庭その他からの相談のうち，専門的な知識及び技術を必要とするものについて，必
ＴＥＬ ０８８－８５５－７７９５ ＦＡＸ ０８８－８５５－７７９６
要に応じて子どもの家庭，地域状況，生活歴や発達，性格，行動等について専門的な角度から総合
※ 住所・地図は 40 ページをご覧ください。
的に調査，診断，判定 (総合診断) し，それに基づいて援助指針 (援助方針) を定め，支援を行い
ます。
 スタッフ
心理判定員や児童福祉司が相談に応じます。相談にかかる秘密は厳守いたします。
 相談時間
平日の 8:30 ～ 17:15

土・日・祝日は休みです。

 費
用
相談にかかる費用は無料です。
 利用方法
相談は予約制です。
相談ご希望の方はあらかじめお電話ください。

-3-

総合的な医療に関すること
●高知県立療育福祉センター

地

域

連

携

室ＴＥＬ ０８８－８４３－６８３１

① 初診受付 (受付時間：9：00～12：00，13：00～16：00)
② 医療福祉に関する相談
再
診
予
約 ＴＥＬ ０８８－８４４－５４００
発 達 障 害 者 支 援 センター ＴＥＬ ０８８－８４４－１２４７
※住所・地図は 4５ページをご覧ください。

 内

容

【外来診療】
●整形外科・リハビリテーション科
脳性麻痺や先天性股関節脱臼，０脚，ペルテス病など小児整形外科疾患があるお子さんの診療を
行っています。補装具等の判定に関する診察・処方も行っています。
●精神科
発達が気になるお子さん，発達障害(疑いを含む)等があるお子さんを対象に診療しています。
●小児科
発達が気になるお子さん，発達障害(疑いを含む)，身体・精神発達の遅れ，脳性麻痺，その他神経
疾患等があるお子さんを対象に診療しています。
●耳鼻いんこう科
きこえが気になる乳幼児を対象に，診察や聴力検査，聴こえの相談を行っています。(お近くの耳鼻
科で中耳炎の有無を確認してからお越しください。)
●唇裂・口蓋裂矯正歯科
唇裂・口蓋裂による言語障害を改善する矯正歯科治療を２か月に１回行っています。
●リハビリテーション科

TEL 088-844-0051

お子さんの発達を促し，日常生活上の不自由さを軽減するため，診療各科からの処方に応じて，リ
ハビリテーション(理学療法，作業療法，言語聴覚療法)を行っています。
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【入院】
●入院・親子入院（定員 19 人）
手足又は体幹の機能が不自由なお子さんが，地域で生き生きと暮らし，将来社会で自立できるよ
う，入院によりリハビリテーションを行います。
学齢期のお子さんは，隣接している高知若草特別支援学校子鹿園分校で教育を受けることができ
ます。
また，乳幼児期のお子さんと家族を対象とした早期リハビリテーションを行う親子入院も利用できま
す。
 利用方法
外来診療および来院の相談は予約制です。
利用希望の方は，まずはお問い合わせください。
 外来診療日（全科予約制）
＊

○：診療日(令和２年７月 1 日現在であり，診療体制等で変更になる場合があるのでご注意くだ
さい。)
＊ 唇裂・口蓋裂矯正歯科（２か月に１回）奇数日第２木曜日

診療科
整形外科
精神科
小児科

午前

月

火

〇

午後

水

木

金

○

○

○

○

○

午前

○

○

○

○

午後

○

○

○

○

午前

○

〇

○

○

○

午後

○

○

〇

〇

耳鼻いん

午前

こう科

午後

唇裂・口
蓋裂

午前

○

午後

○

○
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歯に関すること
●高知県歯科医師会 歯科保健センター

ＴＥＬ ０８８－８２４－７８６２ ＦＡＸ ０８８－８７２－８０１１
※住所・地図は４１ページをご覧ください。
障害があるからといってお口の中に特別な症状があるわけではありません。しかし，むし歯になってし
まうと痛みを伴ったりしますので……

治療より予防！食事のことを含めた口腔ケアについて，乳児期からご利用ください。

 対 象
●障害があり歯の治療に不安がある人
●身体の緊張が激しくじっと姿勢を保つ事が難しい人
●口の機能が不十分で食事が十分にとれない人
●口の障害のために発音，発語がはっきりしない人 など
 内 容 障害のある方の口腔の健康管理と治療を行っています。
具体的には…
●健康相談（健康管理，日常生活の相談）
●予防と定期健診（歯みがき指導，定期健診）
●お口の中の病気の相談・治療
（むし歯・歯周病の治療，そしゃくや発音の機能回復）
 時 間
診療 毎週土曜日（年末年始，祝日は除く）
10:00～12:00 13:00～16:00 要予約
隔週木曜日（月 2 回）
第 2 木曜日 13:00～16:30

第 4 木曜日 14:00～16:00

要予約

 予約・お問い合わせ
月曜日～金曜日 9:00～12:00 13:00～16:00
 そ の他
●診療は予約制です。
●健康保険証・受給者証・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方はご持参ください。
●着衣が汗などでよごれることがありますので着替えをお持ちください。
●保護者または付き添いの方が必ず同伴してください。
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※その他の医療機関について
各歯科医療機関
各自お問い合わせください

発達支援に関すること／通所機関／学校等
発達障害に関すること
●高知県立療育福祉センター 発達障害者支援センター

ＴＥＬ ０８８－８４４－１２４７ ＦＡＸ ０８８－８４４－１２３７
※住所・地図は 4５ページをご覧ください。

高知県立療育福祉センター 発達障害者支援センターは「相談支援」，「発達支援」，「就労支援」，
「普及・啓発と研修」の４つの活動を軸に，発達障害のある方ご本人とご家族が安心して地域で暮ら
すことができるようお手伝いいたします。
 利用対象者
県内に住む自閉症スペクトラムその他の広汎性発達障害，注意欠陥多動性障害（ＡＤ／ＨＤ）及
び学習障害（ＬＤ）などの発達障害があるご本人やご家族。
発達障害に関わる教育機関，関係機関や支援者。
 業務内容
●相談支援
発達障害児（者）とその家族，支援者，関係機関等からの相談を受け，助言や情報の提供，関係
機関への紹介等を行います。
●発達支援
発達障害児（者）とその家族や支援者からの発達支援に関する相談に応じ，助言等を行います。
また，日常生活での適切な支援のあり方について，専門的なアセスメントに基づき，個々の特性に
応じた助言を行うこともあります。
●就労支援
発達障害児（者）の就労に関する相談に応じ，情報提供を行います。また，必要に応じて就労先
を訪問し，障害特性に関する助言や環境の調整について助言等を行います。
●普及・啓発と研修
発達障害に関する正しい理解や支援の拡大のため，研修会や講演会を開催するとともに，関係
機関や地域からの要請に応じ，講演活動等を行います。
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目に関すること
●高知県立盲学校

ＴＥＬ ０８８－８２３－８７２１

ＦＡＸ ０８８－８７３－９６４３

Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.kochinet.ed.jp/mo-s/
E-mail ： mo-s@kochinet.ed.jp
※住所・地図は 4４ページをご覧ください。

盲学校では，視力や見え方など目に関することで心配のあるお子さんに対する教育相談を実施し
ています。また，親子で通って教員と一緒に遊びながら子どもさんとのかかわり方等を学べる教室も
開室しています。視覚に障害のある幼児が通える幼稚部もあります。
 対
象
視覚（盲および弱視）や目に関する事で心配のあるお子さんとその保護者
 内
容
●教 育 相

談

教員が随時相談に応じています。
就学に関することだけでなく，家庭での生活・育児についての相談も行っています。お気軽にお
電話ください。
●「 ひ ま わ り 教 室 」
０歳からの早期教育および育児支援を実施しています。
毎週水曜日の 10：00～11：00(別日の設定も可能です)
親子で教員と一緒に遊びながら，子どもさんが大きく発達するこの時期に必要な視覚面等での
アプローチや，様々な情報提供を行っています。
●「就学前教室」
小学校入学に備え，必要な視覚補助具や文房具の使い方の練習等を行っています。
(都合に合わせて来校曜日を決めます)
●幼稚部 (年少～年長)
 スタッフ
本校教員
 利用方法
見学希望・利用希望の方は，まずはお問い合わせください。
●ル ミ エ ー ル サ ロ ン
視覚障害者向けの生活用具や機器の展示をしています。
見学希望の方は事前に（℡823-8820）までご連絡ください。
月曜日～金曜日の 9:00～17:00 まで見学できます。
 スタッフ
視覚障害生活訓練指導員
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●オーテピア高知声と点字の図書館

ＴＥＬ ０８８－８２３－９４８８

ＦＡＸ ０８８－８２０－３２１８

高知市追手筋 2 丁目 1-1
※地図は 4５ページをご覧ください。

オーテピア高知声と点字の図書館では，視覚障害やその他の障害等で活字図書の利用が困難な
方に，点字図書（絵本などもあります）や録音図書などを貸し出しています。また，点字図書や録音図
書等を製作するボランティアの養成などを行っています。
図書サービスだけでなく，拡大読書機やルーペ，音声時計，音声体温計・体重計など，「見えない」
「見えにくい」をサポートする様々な用具・機器の展示や，相談も行っています。
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きこえに関すること
●高知県立高知ろう学校

ＴＥＬ ０８８－８２３－１６４０

ＦＡＸ ０８８－８２３－１７５２

Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.kochinet.ed.jp/ro-s/
E-mail ： ro-s@kochinet.ed.jp
※住所・地図は 4４ページをご覧ください。

高知ろう学校では，聴覚障害教育支援センターを設置し「耳のきこえ」に障害のある全ての子ども
たちをサポートするための相談支援体制を整えています。
なかでも，きこえに心配のある乳幼児は，できるだけ早期の教育的対応が必要だといわれます。そ
こで，０～５歳児（就学前）の教育相談等を随時実施しています。
 対

象

聴覚に障害のある０～５歳児（就学前）
 内
容
できるだけ早期から補聴器を活用したり，自然な言葉や手話（身振り表現）を使えるようになる
ことで，何よりも子どもたちが心を通わすことのできるコミュニケーションの力を身に付けることをめ
ざしています。
●「教育相談」
随時，子育てや集団生活等の相談に応じます。就学に関する相談にも応じています。
●「相談学級（ももぐみ）」
週 1 回を基本（回数や日時はお子さんの状態や保護者のご都合により調整します）として，定期
的な指導と相談を行います。興味あふれる様々な楽しい活動を通して，発達の最適期を逃さない
ように，基礎的な力を育てていきます。
●「幼稚部（さくら，ゆり，ひまわりぐみ）
聴覚の活用を図るとともに，お子さんに適したコミュニケーションの方法を考え，ことばの素地を培
います。保育所，幼稚園との交流も行っています。
 スタッフ
相談支援部
 利用方法
利用希望の方は，まずはお問い合わせください。
 見
学
見学希望の方は事前にお問い合わせください。
体験入学の機会もあります。
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ことばの発達に関すること
●ことばの教室（正式名称：言語障害通級指導教室）

はりまや橋小学校 ＴＥＬ ０８８－８８２－０１６８

第六小学校

FAX ０８８－８８２－０１６９
ＴＥＬ ０８８－８８２－０２７３（教室直通）
ＴＥＬ ０８８－８２２－１２３１

ＦＡＸ ０８８－８２２－１２３２
ＴＥＬ ０８８－８２２－２８２１（教室直通）
※住所・地図は 4３ページをご覧ください。
ことばの発達に心配のある小学生が通常の学級に在籍しながら，週に１回程度，指定された曜日・
時間にだけ通い指導を受けています。（ことばの教室に通級している時間は，正規の授業時間とみな
され，在籍している学級を抜けた時間は，遅刻や早退とはなりません。）
 対
象
通常の学級に在籍している小学生で，言語に軽度の障害のあるお子さん
こんな相談をお受けしています。
発音の問題，ことばの遅れ，吃音（どもり），口唇・口蓋
裂，かすれ声など声の異常など。
学校に来るとしゃべらない等の情緒的な問題等の相
談も行っています。
 内
容
●ことばの障害やその程度に応じて，個人指導または少人数のグループ指導を行います。
●通級のときは，保護者が付き添うことを原則とします。
※幼児など小学生以外の指導・相談も行っています。
お気軽にご相談ください。
 スタッフ

小学校教諭

 利用方法
初回相談は予約が必要です。担当地域の小学校のことばの教室へお問い合わせください。
担当地域 ：おおよその目安として，南北の電車通りの東側ははりまや橋小学校が，西側は第六
小学校が担当しています。
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LD・ADHD に関すること
●わくわく教室（正式名称：ＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室）

高知市教育研究所内
ＴＥＬ ０８８－８３２－４４９２ ＦＡＸ ０８８－８３２－６７１５
※住所・地図は 4３ページをご覧ください。

学習障害（Learning Disabilities：LD）・注意欠陥多動性障害（Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder：ＡＤＨＤ）やその可能性のある小・中学生が，小・中・義務教育学
校の通常の学級に在籍しながら，指定された曜日・時間にだけ通い指導を受けます（わくわく教室に
通級している時間は，正規の授業時間とみなされ，在籍している学級を抜けた時間は，遅刻や早退と
はなりません）。
 対

象

通常の学級に在籍しているＬＤ・ＡＤＨＤやその疑いのある者のうち，
高知市教育支援委員会において，一部特別な指導を必要とする程度であると判断された児童生
徒が指導を受けています。
また，判断が難しい場合，高知県教育委員会が設置する専門家チームを活用して，判断すること
もあります。
なお，ＬＤやＡＤＨＤに関するご相談は，随時お受けしています。
 内

容

●学習や生活上の課題に対応するため，ＬＤやＡＤＨＤの特性を踏まえて，認知や運動，ソーシャル
スキル等に関する指導を行います。
●通級の際には，保護者が付き添うことを原則とします。
 スタッフ

小・中学校教諭

 利用方法
高知市教育研究所 特別支援教育班（ＴＥＬ ０８８－８３２－４４９２）へお問い合わせください。

- 12 -

その他の通所事業所
●高知市ひまわり園（子ども育成課）

ＴＥＬ ０８８－８２３－１２１７

ＦＡＸ ０８８－８２３－１２１８

※住所・地図は 4１ページをご覧ください。

ひまわり園は障害のあるお子さんや，発達に不安のあるお子さんが，保護者と一緒に通園する市立
の施設です。
親子のふれあいや保護者の交流も大切にしています。
 対

象

高知市在住の未就園の乳幼児とその保護者。
 内

容

●発達支援
個別指導計画に基づいて，お子さんの日常生活における基本動作の習得や集団生活への適応
を支援します。
●保護者支援
子育てや，発達支援に関する相談支援を行うとともに，保護者学習会･交流会を実施しています。
●その他
園医健診（小児科医・歯科医師/歯科衛生士），療育相談（理学療法士・心理担当） 等
 通園時間
月曜～金曜（9:30～12:15）
* 土日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・4 月第 1 週は休み
 費
用
通園費用は無料ですが，行事等の際は実費のみ徴収。
 申し込 み
高知市ひまわり園，または，子ども発達支援センター（088-823-9552）
にお問い合わせください。
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●高知県立高知若草特別支援学校

ＴＥＬ ０８８－８９４－５３３５ ＦＡＸ ０８８－８９４－２９６５
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.kochinet.ed.jp/wakakusa-s/
E- ma i l ： wakakusa-s@kochinet.ed.jp
※住所・地図は 4４ページをご覧ください。
高知若草特別支援学校では，障害のあるお子さまのよりよい発達を支援するために，ご家族をはじ
め，地域の保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等学校などの関係者への幅広いサポートを行ってい
ます。
 内

容

●学校見学
もうすぐ就学の時期を迎えるお子さんだけではなく，すでに学校に通っているお子さんも含めて，
肢体不自由の学校教育について「知りたい，見てみたい」とお考えの方は，ご相談ください。
●就 学 前 教 室 「わかば」
肢体不自由があり，特別な支援を必要とする０歳から小学校入学前までのお子さんを対象にし
た教室です。親子で通ってもらい，色々な遊びや活動を通して子どもたちの発達を支援していき
ます。
また，保護者の方の交流の場・憩いの場を提供したいと考えています。
開室は，月 1 回，9：30～11：30
（開設日時は HP をご覧下さい。）
 スタッフ
本校教諭
 費
用
無料
 利用方法
利用希望の方は，事前にお問い合わせください。
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就園・就学に関すること
就園に関すること
高知市保育幼稚園課
ＴＥＬ ０８８－８２３－４０１２ ＦＡＸ ０８８－８２３－９２７３
※住所・地図は 4１ページをご覧ください。

 保育所・認定こども園等(保育認定)への入所について
保育所または認定こども園等(保育認定)の利用を希望される場合で，児童の保育の必要性が
あると認められるときは，入所申込みをすることができます。
高知市の特別支援保育は，すべての子どもが共に育ちあうことを目的に，障害のあるお子さんも，
ないお子さんも一つの集団の中で保育する「統合保育」の形態で実施しています。
特別支援保育の実施にあたっては，支援を要する状況
に応じて担当保育士(個別に加配)や，園の規模によって加
配保育士(園に配置)を配置することとしています。
（特別な支援のために，保護者が保育料以外の費用を負
担する必要はありません。）
 入所申し込みの手順
① 保育幼稚園課や窓口センター等の各窓口で配布している入所申込書に，必要な事項を記
入し，必要書類を添付の上，保育幼稚園課まで提出してください。その際，児童の健康状況
について該当する箇所に記入をお願いします。
② お子さんの状態をお聞きし，必要に応じて面接や，病状調査を行わせていただくことがあり
ます。その場合，個別にご連絡させていただきます。
③ 集団保育が可能かどうかを確認のうえ，入所の可否を決定します。
 申 込 時 期
４月入所申込は 12 月初旬から中旬に受付しており，５月以降の途中入所申込は，入所希望月
の前々月の末日を締切として随時受付しています。詳細はお問い合わせください。
 入所にあたっての相談
お子さんの入所を考えるにあたって，不安なことや心配なことがあればご相談ください。保育士
や保健師，栄養士が相談に応じます。
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特別支援教育に関すること
●高知市教育研究所 特別支援教育班

ＴＥＬ ０８８－８３２－４４９２

ＦＡＸ ０８８－８３２－６７１５

※住所・地図は 4３ページをご覧ください。

教育研究所は高知市教育委員会の機関です。
高知市に在住しているお子さんの，特別支援教育に関する相談をお受けしています。
特別支援教育
就学の相談や特別支援教育に関することの相談をお受けしています。
・来年小学校に入学なので，相談したい。
・特別支援教育のこと（特別支援学校のこと，特別支援学級のこと等）を聞きた
い。
・入院中の子どもの勉強のことで相談したい。
・ことばや運動，人とのかかわり，集団生活，学習について心配なことがある。
・LD（学習障害）や ADHD（注意欠陥多動性障害）のことで相談したい。
 内
容
来所相談，電話相談をしています。
 相談時間
平日（月～金）の 8：30～17：15 です。
電話でのご予約をお願いします。
高知市立学校に通うお子さんの特別支援教育に関する相談をお受けします。
悩みやご心配の点がお有りでしたら，お気軽にご相談ください。
 スタッフ
特別支援教育班職員
 高知市には地域の小・中・義務教育学校に次の特別支援学級があります。
知的障害，肢体不自由，病弱・身体虚弱，弱視，難聴，自閉症・情緒障害の各特別支援学級
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 高知市および近郊には次の特別支援学校があります。
区 分

学 校 名

住 所

電話番号

視覚障害

高知県立盲学校

高知市大膳町 6-32

823-8721

聴覚障害

高知県立高知ろう学校

高知市中万々78

823-1640

高知市立高知特別支援学校

高知市本宮町 125

843-0579

高知大学教育学部附属特別支援学校

高知市曙町 2-5-3

844-8450

知的障害

高知県立山田特別支援学校
高知県立日高特別支援学校
（本校）
（高知みかづき分校）
高知県立高知若草特別支援学校

香美市土佐山田町山田
1361

0887-52-2195

高岡郡日高村下分 60

0889-24-5306

高知市中万々88

823-2021

高知市春野町弘岡下

894-5335

（本校）

2980-1

（子鹿園分校）

高知市若草町 10-26

844-1837

（国立高知病院分校）

高知市朝倉西町 1-2-25

843-1819

（土佐希望の家分校）

南国市小籠 105

863-3882

高知市大原町 120 番地５

802-5577

南国市岡豊町小蓮

866-8624

高知市朝倉西町 1-2-25

843-1819

肢体不自由

高知県立高知江の口特別支援学校
（本校）
病弱

（高知大学医学部附属病院分校）
高知県立高知若草特別支援学校
（国立高知病院分校）
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病弱のお子さんの教育に関すること
●高知市教育研究所 特別支援教育班

ＴＥＬ ０８８－８３２－４４９２

ＦＡＸ ０８８－８３２－６７１５

※住所・地図は 43 ページをご覧ください。

病気や怪我のために，長期間入院して学校に通学できなくなったお子さんの学習に対する相談を
お受けしています。入院されている病院で治療しながら，院内学級等で学習することもできますので，
ご相談ください。

 入院先の病院
●「高知大学医学部附属病院」
高知県立高知江の口特別支援学校高知大学医学部附属病院分校にて，学習することができま
す。
●「高知日赤病院，その他高知市内の病院」
高知県立高知江の口特別支援学校本校の教員が，お子さんの入院している病院を訪問しながら
学習することができます。
●「国立高知病院」
高知県立高知若草特別支援学校国立高知病院分校にて，学習することができます。
●「高知医療センター」
高知市立三里小・中学校特別支援学級池分室にて，学習することができます。
 スタッフ
各学校の教員

入院しながら，教育的対応を受けるためには手続きが必要になります。なお，退院後はもとの学校
に戻ります。それぞれの病院または教育研究所特別支援班へ，お問い合わせください。
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手帳について
●障がい福祉課

身体障害者手帳 : 管理担当
療育手帳
: 医療福祉担当
ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４

０８８－８２３－９０５６
０８８－８２３－９０５３

※住所・地図は４1 ページをご覧ください。

 身体障害者手帳の交付
肢体不自由，視覚，聴覚又は平衡機能，音声・言語機能またはそしゃく機能，心臓，じん臓，呼
吸器，免疫機能，ぼうこうまたは直腸，小腸，肝臓に障害のあるお子さんに，その程度により１級
から６級までの区分で手帳を交付します。
 療 育 手 帳 の交 付
知的障害のあるお子さんに，その程度により A1・A2・B1・B2 の区分で手帳を交付します。

いろいろな福祉制度を利用するには，原則として手帳が必要です。また，一貫した相談や
助言が受けやすくなります。
手帳の申請については，申請書や医師の診断書が必要となります。また，お子さんの障害
の程度の変化に応じて，多くの場合手帳の更新が必要になります。
※手帳の交付や各種手当，日常生活用具などの障害福祉制度をまとめた冊子「障害福
祉のしおり」を窓口で配布しています。
 お近 くの窓 口 のご案 内
身体障害者手帳やタクシー・ガソリンチケットなどの申請手続は，障がい福祉課以外にも次の４
か所の受付窓口でもできます。お近くの窓口をご利用ください。
※地図は 41 ページ
施設名

住所

電話番号

東部健康福祉センター

高知市葛島４丁目３－３

088-882-9380

南部健康福祉センター

高知市百石町３丁目１－30

088-878-9060

障害者福祉センター

高知市旭町２丁目 21－６

088-873-7717

春野あじさい会館

高知市春野町西分１－１

088-894-5977
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●健康増進課

精神・難病担当
ＴＥＬ ０８８－８０３－８００５

ＦＡＸ ０８８－８２３－８０２０

※住所・地図は 41 ページをご覧ください。

 精神障害者保健福祉手帳の交付
何らかの精神疾患(てんかん，発達障害を含む)により，長期にわたり日常生活または社会生活
への制約があるお子さんに，その程度により１級から３級までの区分で手帳を交付します。
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年金・手当について
について
●障がい福祉課 医療福祉担当

ＴＥＬ ０８８－８２３－９０５３ ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４
※住所・地図は４１ページをご覧ください。
●子育て給付課
ＴＥＬ ０８８－８２３－９４４７ ＦＡＸ ０８８－８２３－９３６８
※住所・地図は４1 ページをご覧ください。

【手帳や診断書が必要なもの】（障がい福祉課）
 特別児童扶養手当
公的障害年金を受給していない身体または精神に重度・中度の障害のある 20 歳未満の児童
の保護者に支給されます。
 障害児福祉手当
公的障害年金を受給していない身体または精神に重度の障害のある 20 歳未満の児童に支給
されます。
 療 育 手 当
障害児福祉手当を受けていない 18 歳未満の重度心身障害児の保護者に支給されます。
※これらはお子さんの障害の程度によって対象とならない場合があります。手当の支給にあたっては，
所得により支給停止になる場合があります。また，施設入所中は対象となりません。

【手帳が必要ないもの】（子育て給付課）
 児 童 手 当
中学校修了までの児童を養育している人に支給されます。
※所得制限があります。
●支給額(月額)
養育している中学校修了前の児童について，次の区分により支給します
受給者の所得

３歳未満

３歳以上小学校終了前

中学生

所得制限限度額未満

１５，０００円

(第１･２子)１０，０００円
（第３子以降）１５，０００円

１０，０００円

所得制限限度額以上

５，０００円(特例給付)
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 児童扶養手当
次の①から⑧のいずれかに該当する 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間に
ある児童（一定以上の障害のある場合は 20 歳未満）の父または母若しくは父母にかわってそ
の児童を養育している方に支給される手当です。
受給資格
①
父母が離婚した児童
②
③
④

父または母が死亡した児童
父または母が重度障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童

⑤
⑥
⑦

父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童

⑧

母が婚姻によらないで懐胎した児童（未婚で出生した児童）

●支給額（月額）（令和 2 年 4 月現在）
支給区分

全額支給

一部支給

全部支給停止

児童 1 人

月額 43,160 円

月額 43,150～ 10,180 円

月額 0 円

児童 2 人

月額 53,350 円

月額 53,330～ 15,280 円

月額 0 円

以下児童 1 人増すごと

以下児童 1 人増すごとに

に 6, 110 円加算

6,100～3,060 円加算

児童 3 人以上

月額 0 円

※申請者及び配偶者並びに生計同一の扶養義務者の前年の所得が, 制限額以上ある場合は，そ
の年度（11 月から翌年の 10 月まで）の手当は全額又は一部が支給停止されます。
※上記支給額にかかわらず，児童扶養手当額より低額の公的年金等を受給している場合は，その差
額分が支払われます。
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病院にかかった時の医療費を助成してくれる制度
2000ｇ以下で生まれた等のお子さん
●子育て給付課
ＴＥＬ ０８８－８２３－９４４７ ＦＡＸ ０８８－８２３－９３６８
※住所・地図は 41 ページをご覧ください。

 未熟児療育医療
出生時体重 2，000ｇ以下のあかちゃんや 2，000ｇを超えていても特に生活力が弱いあかちゃ
んで，医師が入院養育の必要があると認めた方の入院治療費（保険診療の自己負担分）を公
費で負担します。
※生後 2 週間以内に申請が必要です。

手帳・診断書がなくても利用できる制度
●子育て給付課
ＴＥＬ ０８８－８２３－９４４７ ＦＡＸ ０８８－８２３－９３６８
※住所・地図は４1 ページをご覧ください。

 子ども医療費助成
高知市に住民登録があり，保護者等の加入している健康保険の扶養家族として認定されている
小学生までのお子さんについて，医療費の保険診療(入院・通院)および薬剤一部負担金の自己
負担が助成されます。ただし，他の法令等による医療費の助成制度が優先されます。
※助成を受けるには，申請が必要です。
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身体障害者手帳，療育手帳をお持ちの場合
●障がい福祉課 医療福祉担当
ＴＥＬ ０８８－８２３－９０５３ ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４
※住所・地図は 41 ページをご覧ください。

社会保険等に加入し，障害の程度が次に該当する方について，保険給付に伴う自己負担分は高
知市が助成を行います。
①身体障害者手帳１，２級の方
②療育手帳 A1，A2 の方
③１８歳未満で身体障害者手帳３，４級と療育手帳 B1 の合併障害の方

身体の障害で確実な治療効果が期待できる場合
●子育て給付課
ＴＥＬ ０８８－８２３－９４４７ ＦＡＸ ０８８－８２３－９３６８
※住所・地図は４1 ページをご覧ください。

 自立支援医療・育成医療
生まれつき，あるいは病気などで身体に障害のある１８歳未満のお子さんが，指定された医療機
関で治療をされる場合，保険診療の医療費の自己負担相当分を公費で負担します。（ただし，同じ
医療保険に加入している家族の方の市民税額（所得割額）により，一部自己負担が必要です。）
※事前に申請，審査が必要です。所得により対象とならない場合があります。


対象障害・疾病・摘要
対象障害・疾病

摘要

肢体不自由

手術・理学療法・補装具療法

視覚障害

手術・未熟児網膜症の光凝固療法

聴覚・平衡機能障害

手術
手術・歯科矯正・義歯治療・言語療法

音声・言語機能・そしゃく機能障害

（唇顎口蓋裂などに起因するものに限る）

心臓機能障害

手術のみ

腎臓機能障害

人工透析療法・腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
中心静脈栄養法（IVH）

小腸機能障害

（小腸機能障害に起因するものに限る）

肝臓機能障害

肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

その他の内臓障害

手術・排便訓練・ストマケア

呼吸器，ぼうこう，直腸を除く内臓障害については，先天性のものに限る

免疫機能障害

（鎖肛・巨大結腸症に起因するものに限る）

ＨＩＶ感染に対する医療
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小児慢性特定疾病の場合

●子育て給付課
ＴＥＬ ０８８－８２３－９４４７

ＦＡＸ ０８８－８２３－９３６８

※住所・地図は４1 ページをご覧ください。

 小児慢性特定疾病医療
１８歳未満のお子さんが，次の疾患のうち規定の基準に該当する状態のため長期にわたり医療
機関で治療を受ける場合，保険診療の自己負担分（高額療養費を除く）を公費で負担します（生
計中心者の所得税の課税状況により，一部自己負担が必要です）。
※事前に申請が必要です。
 対象
疾患区分

主な疾患名

悪性新生物

白血病，骨髄異形成症候群，リンパ腫 等

慢性腎疾患

ネフローゼ症候群，慢性糸球体腎炎 等

慢性呼吸器疾患

気管支喘息，気道狭窄 等

慢性心疾患

ファロー四徴症，心室中隔欠損症，川崎病性冠動
脈瘤 等

内分泌疾患

甲状腺機能低下症，甲状腺機能亢進症，
成長ホルモン分泌不全性低身長症 等

膠原病

膠原病疾患，血管炎症候群 等

糖尿病

糖尿病(１型糖尿病，２型糖尿病 等)

先天性代謝異常

アミノ酸代謝異常症，ミトコンドリア病 等

血液疾患

先天性血液凝固因子異常(血友病，フォン・ヴィレ
ブランド病 等)，血小板減少性紫斑病 等

免疫疾患

複合免疫不全症，免疫不全を伴う特徴的な症候
群 等

神経・筋疾患

筋ジストロフィー，神経皮膚症候群，もやもや病 等

慢性消化器疾患

先天性吸収不全症，炎症性腸疾患（潰瘍性大腸
炎，クローン病） 等

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

ダウン症候群，マルファン症候群 等

皮膚疾患

眼皮膚白皮症，色素性乾皮症 等

骨系統疾患

胸郭不全症候群，骨硬化性疾患 等

脈管系疾患

巨大静脈奇形，巨大動静脈奇形 等
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てんかん・発達障害等の場合
●健康増進課

精神・難病担当
ＴＥＬ ０８８－８０３－８００５ ＦＡＸ ０８８－８２３－８０２０
※住所・地図は 41 ページをご覧ください。

精神疾患(てんかん，発達障害などを含む)の通院治療費を，受ける方が指定された医療機関およ
び薬局で治療をされる場合，保険診療の医療費の自己負担分が原則一割になる制度です。
※事前に申請が必要です。
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在宅サービスについて
福祉サービスのコーディネートに関すること
●障がい福祉課 地域生活支援室
ＴＥＬ ０８８－８２３－９３７８ ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４
※住所・地図は４1,42 ページをご覧ください。

障害のあるお子さん及びそのご家族からの相談に応じ，必要に応じて家庭へ訪問しています。必要
な情報の提供や助言，障害福祉サービスの利用援助などの支援を行っています。
センター名称

住所

電話番号

障害者相談センター東部
担当地域
布師田・大津・三里・五台山・高須
介良・南街・北街・下知

葛島 4 丁目 3-3
東部健康福祉センター内

088-882-9391

障害者相談センター西部
担当地域
朝倉・鴨田・旭街・初月・鏡

旭町 2 丁目 21-6
障害者福祉センター2F

088-802-8166

障害者相談センター南部
担当地域
潮江・長浜・御畳瀬・瀬戸・春野

障害者相談センター北部
担当地域
一宮・秦・江の口・小高坂・上街
高知街・土佐山

百石町 3 丁目 1-30
南部健康福祉センター内

丸ノ内１丁目７-45
総合あんしんセンター
３階

088-856-9255

088-820-5211

 その他の障害児相談支援事業所については上記までお問合せ下さい。
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補装具・日常生活用具

●障がい福祉課 医療福祉担当
ＴＥＬ ０８８－８２３－９０５２ ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４
※住所・地図は 41 ページをご覧ください。

 補 装 具 に つ い て
身体上の障害を補うため，必要とする方には，手帳の等級，障害の特性に合わせて装具・車椅子
の交付や修理を行います。交付や修理については，医学的判定・意見書が必要な場合があります。
 日 常 生 活 用 具 について
在宅の生活を容易にするため，移動・移乗支援用具，紙おむつ等，入浴補助用具などの給付を
行います。
 住
宅
に つ い て ＜住宅改造費の助成＞
障害のあるお子さんが住む住居が，日常生活を営むのに著しく支障のある場合，住宅改造費の
一部を助成します。
※どのような住宅改造を行うのか確認が必要です。必ず，改造前に相談してください（学齢児以
上）。
(1)お子さんの障害の部位や程度によって対象とならない場合があります。
(2)自己負担は原則として１割負担です。（所得に応じて一定の負担上限があります。）
(3)同一世帯の方の最多市民税所得割課税額が 46 万円以上の場合，助成対象外となります。

 身体障害者車いす貸出事業
身体障害者手帳を持っているお子さんに，車椅子を無料で貸し出します。但し，車椅子は大人
用のものになります。病院や施設等に入院・入所している方は対象となりません。貸出期間は，原
則 1 か月以内です。
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居宅における障害福祉サービス
●障がい福祉課 地域生活支援室
ＴＥＬ ０８８－８２３－９３７８ ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４
※住所・地図は４1 ページをご覧ください。

 短期入所
●事業の内容
障害のあるお子さんを介護するご家族が，疾病やその他の理由により，居宅において介護をす
ることが一時的に困難となった方が，施設に短期入所することができます。
あらかじめ，支給申請を行い，支給決定を受けることが必要です。

〔短期入所施設一覧〕
施 設 名
高知県立療育福祉センター

住 所

電話番号

高知市
若草町 10-5

知的障害児短期入所事業所

南国市

南海学園

大埇乙 2288

医療福祉センター

南国市

土佐希望の家

小籠 107

独立行政法人

高知市

国立病院機構高知病院

朝倉西町 1-2-25

088-84３-６８３１
088-864-2221
088-863-2131
(代)
088-844-3111

摘 要
肢体不自由児
重症心身障害児
知的障害児
自閉症児
重症心身
障害児（者）
重症心身
障害児（者）

高知県内には，この他にも障害のあるお子さんが短期入所などできる施
設があります。ここでは，市内近郊の施設を紹介していますので，詳しいこ
とはお問い合わせください。

 居宅介護（ホームヘルプサービス）
●事業の内容
ホームヘルパーが居宅において入浴，排泄及び食事等の身体介護や家事などの援助を行い
ます。支給申請を行い，支給決定を受けることが必要です。
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 障害児通所支援
●児 童 発 達 支 援
未就学の障害のあるお子さんに対し，日常生活における基本的な動作指導，集団生活への適
応訓練等を行います。支給申請を行い，支給決定を受けることが必要です。
●医療型児童発達支援
肢体不自由のある障害のあるお子さんに対し，日常生活における基本的な動作指導，集団生
活への適応訓練等および治療を行います。
支給申請を行い，支給決定を受けることが必要です。
●放課後等デイサービス
学校就学中の障害のあるお子さんに対し，放課後や夏休み等の長期休暇中において，生活能
力向上のための訓練等を行います。支給申請を行い，支給決定を受けることが必要です。
●保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障害のあるお子さん，今後利用する予定の障害のあるお子さんに
対し，訪問により保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。支給
申請を行い，支給決定を受けることが必要です。
●居宅訪問型児童発達支援
外出することが著しく困難な障害のあるお子さんに対し，家庭を訪問し，日常生活における基
本的な動作の指導，知識技術の付与，生活能力の向上のために必要な訓練を行います。支給申
請を行い，支給決定を受けることが必要です。
 地域生活支援事業
●日中一時支援事業
居宅において日中介護を受けることが困難な場合や，日中における活動の場として，短期入
所施設やデイサービスの一部の事業所にて日中の受け入れを行います。支給申請を行い，支給
決定を受けることが必要です。
●移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のあるお子さんについて，保護者が付き添えない時に外出のため
の支援を行い，地域における自立生活及び社会参加の援助を行います。支給申請を行い，支給
決定を受けることが必要です。
●訪問入浴事業
居宅において入浴することが困難な重度の身体障害のあるお子さんの身体の清潔の保持，
心身機能の維持を図るため，その過程に訪問入浴車を派遣して入浴サービスを提供します。支
給申請を行い，支給決定を受けることが必要です。
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その他の在宅支援について
●高知県立療育福祉センター
※住所・地図は 45 ページをご覧ください。

 リハビリ地域訪問

TEL 088-844-0051（リハビリ）

障害のあるお子さんが，地域で安心して生活ができるよう保育所や学校等に出向き，バリアフ
リーなどの環境整備やホームプログラムなどの相談に応じています。
 地域療育支援
TEL 088-844-0051（リハビリ）
地域で障害のあるお子さんのリハビリが円滑に受けられるよう医療機関と連携を図り，情報交
換や専門的技術的支援を行います。
 短期入所（要予約）
TEL 088-84３-６８３１（地域連携室）
18 歳未満の肢体不自由のあるお子さんを対象として，短期入所（宿泊を伴う短期間の入所）
サービスを提供しています。
 日中一時支援（要予約）

TEL

088-84３-６８３１（地域連携室）

18 歳未満の肢体不自由のあるお子さんの日中における活動の場を確保し，利用者を日常的
に介護している家族の一時的な休息や就労支援のため，日中一時支援（宿泊を伴わない利用）
のサービスを提供しています。
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その他
税金について
●詳しくは，直接下表の各窓口にお問い合わせください。

 税の減免，運賃割引等について
種類

所得税

内容

金額

障害者控除（本人または配偶者もしくは扶養
親族が身障手帳３～６級，または療育手帳 B
１・B２ 等 ）

所得控除
27 万円

特別障害者控除（本人または配偶者もしくは
扶養親族が身障手帳１・２級，または療育手帳

所得控除

高知税務署

40 万円

088-822-1123

A１・A２ 等 ）

住民税

相続税

同居特別障害者控除(本人または配偶者もし
くは扶養親族が身障手帳１・２級，または療育
手帳 A１・A２ 等 )

所得控除
75 万円

障害者控除（障害程度は所得税と同じ）

所得控除
26 万円

特別障害者控除（障害程度は所得税と同じ）

所得控除
30 万円

自動車税
種別割

非課税

障害者が相続された場合，障害の程度および

障害者

高知税務署

年齢に応じて減額されます。

控除

088-822-1123

非課税

高知税務署
088-822-1123

づいて受ける信託財産のうち 6，000 万円ま
での部分
本人または当該障害者と生計を一にする方が
運転し，もっぱら当該障害者の用に供する自

貯蓄制度

減免

動車

高知県中央東県税
事務所
088-866-8510

軽自動車税 同 上

非課税

市民税課
088-823-9421

前年合計所得が 135 万円以下の障害者

特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基
贈与税

問い合わせ先

同上

身障手帳，療育手帳などの手帳を所持する障
害者の預貯金の利子等
・銀行預金や公社債投資信託などの「マル
優」
・利付国債と公募地方債の「マル特」
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一定額
まで
非課税

市民税課
088-823-9423

金融機関の
窓口

交通について
●詳しくは，直接各窓口にお問い合わせください。

 在宅重度障害者移動支援事業（タクシー，ガソリン）
在宅の重度の障害のあるお子さんが通院及び訪問などにタクシーを利用する場合，または障害
のあるお子さんを乗せる自家用車に給油する場合，その料金の一部（13，200 円／年）を助成しま
す。対象となるお子さんは，次のとおりです。
①下肢または体幹機能障害１・２級
②体幹または下肢に４級以上の障害があり，上肢の障害と合わせて１球または２級の障害
③視覚障害 1 級
④呼吸器機能障害 1 級のうち，常時酸素ボンベの携帯が必要
⑤療育手帳 A１
障がい福祉課医療福祉担当 088-823-9053
 ＪＲ・私鉄・国内航空・タクシー・バス等の運賃割引について
利用する公共交通機関や手帳の区分・等級によって，運賃割引の内容が違います。
各窓口へお問い合わせください
 有料道路通行料金の割引
家族等が障害のあるお子さんを乗せて有料道路を通行する場合，事前の申請により割引されま
す。申請に必要な書類等は事前に，障がい福祉課までお問い合わせください。
対象者
① 第１種身体障害者手帳の方
② 療育手帳（Ａ１，Ａ２）の方
障がい福祉課管理担当 088-823-905６
●駐車場の料金の割引
①高知市営駐車場 ： 運転者ご本人もしくは同乗者が，身体障害者手帳，療育手帳または精神障害
者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの場合，はじめの１時間が無料になります。料金支払い時に
手帳を提出してください。利用できる駐車場は，中央公園地下駐車場・県庁前通り地下駐車場で
す。
都市建設総務課 088-823-9216
②はりまや地下駐車場： 身体障害者手帳，療育手帳があるお子さんのご家族が運転する場合，は
じめの１時間が無料になります。料金支払い時に手帳を提出してください。
TFI 株式会社 088-871-0990
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③高知市文化プラザ駐車場 ： 第１種の身体障害者手帳または療育手帳があるお子さんのご家族
が運転する場合，はじめの１時間が無料になります。料金支払い時に手帳を提出してください。
高知市文化プラザ(かるぽーと) 088-883-5011
●駐車禁止除外指定車標章の交付
ご家族等が障害のあるお子さんのために自動車を使用する場合，「駐車禁止除外指定車標章」の
交付を受けられる場合がありますので最寄の警察署にお問い合わせください。
高知警察署／088-822-0110
高知東警察署／088-866-0110
土佐警察署／088-852-0110）

高知南警察署／088-834-0110
南国警察署／088-863-0110

こうちあったかパーキング制度
ご家族が障害のあるお子さんを乗せて，公共施設や店舗などの障害者等用駐車場を利用する場
合，県内共通の利用証の交付を受けられる場合がありますので高知県障害福祉課にお問い合わせ
ください。
高知県障害福祉課 088-823-9633

- 34 -

公共料金などについて

●詳しくは，直接下表の各窓口にお問い合わせください。

種

類

内

容

金 額

窓 口

世帯主かつ契約者が，下記の障害者手帳所持者の

身体･知的障害者

場合

障がい福祉課管理担当

・身体障害者手帳１・２級（視覚・聴覚は等級不問）

TEL 088-823-9056

・知的障害者手帳 A１，A２

半額

・精神障害者手帳１級

免除

FAX 088-875-6684

※半額免除の手続は，NHK でもできます。ただし，障

精神障害者

NHK 放送受

害者本人が世帯主であることが確認できる住民

健康増進課

信料の免除

票，国保保険証等が必要

精神難病担当
TEL 088-803-8005

障害の種類（身体・知的・精神）にかかわらず障害
者を構成員に有する世帯で世帯構成員全員が市町
村民税非課税の場合
※全額免除の証明は，障がい福祉課（身体・知的）

FAX 088-823-8020

全額
免除

TEL 088-823-2301

又は健康増進課(精神）
点字郵便物

点字郵便物

点字用紙および視覚障害者用録音郵便物

の無料扱い

※日本郵便株式会社が指定した施設との発受に限
る

NHK 高知放送局営業部

３kg
以下
無料

日本郵便株式会社
および郵便局

身障手帳又は療育手帳の所持者及びその介護者
（１名）については，障害の程度により下記施設の入
場料が免除となります。
1. 高知城
2. 牧野植物園
3. 足摺海洋館

公立施設の
入場料など
の免除

4. 文学館

各施設の

免除

5. 歴史民俗資料館
6. 県立美術館

入場券発売
窓口

7. のいち動物公園
8. 坂本龍馬記念館
9. 県民体育館プール
10. 県立障害者スポーツセンター
11. 自由民権記念館
１２．高知城歴史博物館
NTT 西日本

NTT 番号案 視覚障害者１級～６級，上肢，体幹又は乳
内料の無料 幼児期以前の非進行性の脳病変による運
設置

動機能障害１・２級，療育手帳所持者

ふれあい案内担当

無料

0120-104-174
午前９時から午後５時まで
（土・日祝日及び年末年始を除く）
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読書に関すること
●オーテピア高知図書館
ＴＥＬ ０８８－８２３－４９４６ ＦＡＸ ０８８－８２３－９３５２
ＵＲＬ
： https://otepia.kochi.jp/library
●オーテピア高知声と点字の図書館
ＴＥＬ ０８８－８２３－９４８８ ＦＡＸ ０８８－８２０－３２１８
ＵＲＬ
： http://otepia.kochi.jp/braille
※住所・地図は 45 ページをご覧ください。
※住所・地図は 44 ページをご覧ください。
「オーテピア」では，オーテピア高知図書館とオーテピア高知声と点字の図書館が協力して，以下の
サービスを提供します。(声と点字の図書館の利用は読書が難しい方に限られます。オーテピア高知
図書館の貸出図書はどなたでも利用できます)
◆ 通常の本での読書が難しい方へ
「読書が難しい」とは
・
・
・

視覚障害，目の病気などで文字をそのままの大きさでは読めない。
心や体の病気，障害などで長時間，読書を続けることが難しい。
文字をうまく読むことができない，文章が長くなると内容がよくわからなくなる。

・

寝たきりや，腕や手がうまく動かせないため，本を持つことやページをめくることができな
い。
など

〇対面音訳サービス (オーテピア高知図書館・オーテピア高知声と点字の図書館)
読書が難しい方に音訳ボランティア(読み手)が対面で本や雑誌などをお読みします。遠方な
どで希望される方には電話での音訳も行っています。
〇資料貸出サービス (バリアフリー図書館で読書をサポ―ト)
読書が難しい方が読めるように，工夫されたいろいろな本があります。
・ オーテピア高知図書館の資料
さわる絵本，手話付き絵本，布絵本，LL ブック，大活字本，カセットブック，朗読 CD，
字幕付き DVD，電子書籍
・

オーテピア高知声と点字の図書館の資料
点字図書，録音図書 (声の本)，マルチメディアデイジー図書

〇読書を支援する機器等 (オーテピア高知図書館・オーテピア高知声と点字の図書館)
拡大読書器，デイジー録音図書再生機，活字自動読み上げ機，音声パソコン，活字ディスプ
レー，レーズライター，ルーペ，筆談ボード，ヒアリングループなど
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◆ 来館ができない方へ
〇宅配貸し出しサービス (オーテピア高知図書館)
病気やけが，障害などの事情により，お近くの図書館への来館ができない方を対象に，本や
CD などをお届けします。 (送料無料)
〇録音・点字図書郵送貸出サービス (オーテピア高知声と点字の図書館)
録音図書，マルチメディアデイジー図書，点字図書や録音図書再生機も貸出しています。電
話で利用登録・貸出申込みができ，ご自宅へ図書を郵送します。 (送料無料)
◆ 障害者に関する資料について (オーテピア高知図書館)
〇健康・安心・防災スペース
医療，社会保障，子育て支援 (発達障害)，さまざまな専門書，雑誌等を充実
〇ことばと国際交流コーナー
点字や手話について学ぶための本があります。
◆ 聴覚障害のある方へ
〇筆談サービス
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子どもが小さいころに，保護者ができる将来の準備

●障がい福祉課 医療福祉担当
ＴＥＬ ０８８－８２３－９０５３ ＦＡＸ ０８８－８７５－６６８４
※住所・地図は 41 ページをご覧ください。

保護者が一定の掛金を納付することにより，保護者が死亡や重度障害となった場合に年金を受給
できます（年金月額：１口加入者 20，000 円，２口加入者 40，000 円）。
掛金は，生活保護又は市民税均等割以下の世帯の場合等に減額制度があります。
加入申込期間は，偶数月の 20 日までです。加入するには要件がありますので，詳しくはお問い合わ
せください。
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保護者の会・サークル
同じ障害や病気の子どもを持つ仲間がほしい。
先輩保護者の話が聞きたい・・・。
そんな時は，保護者の会やサークルを活用してみましょう。
医療や訓練のこと，日常生活の工夫など，いろいろと情報交換ができます。
ときには保護者自身の悩みを聞いてもらったり，仲間と一緒に楽しく子育てしていきましょう。
※令和２年６月現在，こちらが把握しているサークルで，掲載の許可を頂いたもののみ掲載しています。

会の名称
対
象

活動内容

会
会

報
費

連 絡 先

会の名称
対
象
活動内容
会
会

報
費

連 絡 先

会の名称
対
象
活動内容
会
会

報
費

連 絡 先

日本ダウン症協会 高知小鳩会支部
代表者
矢野 泰彦
ダウン症
・夏季療育キャンプ
・乳幼児部，小学部，中高等部，成人部があり，乳幼児部は，ほぼ月１回活動
・子育て井戸端会議（会員同士の情報交換など交流会）
・みかん狩り，食事会など
・リトミック（楽器を使ってのリズム遊びなど，年 3～4 回）
・本部会報 毎月 ・支部だより 月１回以上
入会金：1,000 円 年会費：6,000 円（内 4,000 円を本部へ）
事務局 住所 高知市百石町 3-9-25
電話 090-7148-6539 FAX 088-834-0544
E-mail kochi.yano.jds.son@rhythm.ocn.ne.jp
高知県自閉症協会
代表者
平野 三代子
自閉症 発達障害
・保護者研修，講演会
・小学校以下，中学・高校生，成人，高機能自閉症の 4 つの部会
*活動内容の詳細はホームページをご覧下さい
本部発行 情報専門誌，会報/高知発行 会報
入会金 ： 3,000 円
年会費 ： 5,000 円
高知県自閉症協会事務局(森下)
住所 高知市春野町芳原 737 番地 1
電話 088-803-4441・FAX 088-803-4750
E-mail autism-kochi@ceres.ocn.ne.jp
Ｈ Ｐ http://wwb.jp/j-kochi/
トゥレット症 高知の会
トゥレット症当該者及びその家族
・トゥレット症月間の集い(６月ごろ)
・トゥレット症に係る相談
・トゥレット症の啓発
なし
なし
大﨑 明美
電話 088-872-0832(夜間のみ)
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代表者

大﨑 明美

会の名称
対
象

活動内容

会
会

報
費

連 絡 先

会の名称
対
象

活動内容

会
会

報
費

連 絡 先

会の名称
対
象

活動内容

会
会

報
費

連 絡 先

全国心臓病の子どもを守る会 高知県支部
代表者
川崎 敬子
心臓病
・講演会・相談会（医療・福祉・教育・その他）
・交流会
・機関誌の発行（毎月）
※心臓病では県外に手術で出ることが多いですが，医療機関のことや周りに宿泊施設
があるかどうかなど，わからないことが多いと思います。
全国の支部と交流があるので生の情報を得ることができます。
・本部会報 毎月
・支部会報 毎月
月会費 ： 700 円
全国心臓病の子どもを守る会 高知県支部事務局 梅原 博子
電話・FAX 兼 088-824-1484
一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-7-3 柄澤ビル 7 階
URL：http://www.heart-mamoru.jp/
Emaile：maile@heart-mamoru.jp
Phone：03-5958-8070 Fax：03-5958-0508
かるがもの会
代表者
藤原 義朗
視覚障害
・親が視覚障害者である全国的子育てサークルです。
｢子育ての情報がほとんどない｣，｢障害をおぎなう工夫を知りたい｣など，悩みのある
中で楽しい子育ての為に，大活字，点字，デイジー，Ｅメールなどで情報を交換して
います。
・時には，ボランティアの方の協力を得ながら野外活動などを行っています。
２か月に１回
年会費：3,000 円
事務局（藤原）
電話・FAX 兼 088-840-0834
E-mail sawakapapa@krd.biglobe.ne.jp

（公社）日本てんかん協会（波の会）高知県支部
代表者
てんかん（入会は 16 才以上ならどなたでもできます）
・総会（４月） 会員同士の親睦
・講演会および基礎講座（年２回）
※会員以外の人も参加できます。（会員は参加費無料）
※基礎講座は開催しない年もあります。
・レクリエーション
・他団体企画催しでのバザー参加
・電話相談（事務局）
・四国ブロック交流会（毎年 5 月頃に開催）
・本部会報 毎月
・支部機関紙も有り
入会金 ： 1,000 円
[500 円/月] (年会費 6,000 円)
浅野 淳子
住所 高知市朝倉丙 1752-8
電話 090-1325-5202
※本部事務局への連絡も可能 (03-3202-5661)
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竹城 ふみ

会の名称
対

象

活動内容

会
会

報
費

連 絡 先

高知県重症心身障害児(者)を守る会
代表者
掛水 弘利
重症心身障害児(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)または医療的ケ
アが必要な子ども(成人)
・総会(5 月)
・研修会(全国，四国ブロック，県支部主催)
・会員交流会(施設部会，在宅部会)
・療育キャンプ
・要望活動 等
「両親の集い」 毎月
950 円/月 (年会費 11,400 円)
住所 高知市小籠 107 番地 土佐希望の家医療福祉センター内
電話 088-863-2131
090-6281-0298 (掛水 弘利)
FAX 088-863-2133
ＨＰ http:// www.normanet.ne.jp/~ww100092/index.html
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地

図

高知市ひまわり園

総合あんしんセンター

高知市役所

●高知市ひまわり園
高知市丸ノ内 1-6-46
TEL 088-823-1217
FAX 088-823-1218

■高知市役所
高知市本町 5 丁目 1-45

■総合あんしんセンター
高知市丸ノ内 1-7-45

●障がい福祉課
TEL 088-823-9378
FAX 088-823-9370

●健康増進課
TEL 088-803-8005
FAX 088-823-8020

●子育て給付課
TEL 088-823-9447
FAX 088-823-9368

●母子保健課
TEL 088-855-7795
FAX 088-855-7796

●保育幼稚園課
TEL 088-823-4012
FAX 088-823-9273

●高知県歯科医師会
歯科保健センター
TEL 088-824-7862
FAX 088-872-8011

●子ども育成課
子ども発達支援センター
TEL 088-823-9552
FAX 088-825-2440

●障害者相談センター北部
TEL 088-820-5211
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■高知市東部健康福祉センター
高知市葛島 4 丁目 3-3
●東部健康福祉センター
TEL 088-882-9380
FAX 088-883-5915
●障害者相談センター東部
TEL 088-882-9391

■高知市障害者福祉センター
高知市旭町２丁目 21-6
TEL 088-873-7717
FAX 088-873-6420
●障害者相談センター西部
TEL 088-802-8166

●高知市南部健康福祉センター
高知市百石町 3 丁目 1-30
TEL 088-878-9060
FAX 088-878-9061
●障害者相談センター南部
TEL 088-856-9255

春野あじさい会館

●春野あじさい会館
高知市春野町西分 1-1
TEL 088-894-5977
●高知市障害者相談支援センタ
ー「あじさい園」
高知市春野町秋山 2801-15
TEL 088-894-2828
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●高知市教育研究所
（アスパルこうち）
高知市桟橋通２丁目１－50
TEL 088-832-4492
FAX 088-832-6715
●ＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室
（わくわく教室）
高知市教育研究所内
TEL 088-832-4492
FAX 088-832-6715

●高知市立はりまや橋小学校（ことば
の教室）
高知市はりまや町 2-14-8
TEL 088-882-0273（教室直通）
TEL 088-882-0168
FAX 088-882-0169

●高知市立第六小学校（ことばの教室）
高知市升形 9-4
TEL 088-822-2821（教室直通）
TEL 088-822-1231
FAX 088-822-1232
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●高知県立高知ろう学校
高知市中万々78
TEL088-823-1640

FAX 088-823-1752

●高知県立高知日高特別支援学校
高知みかづき分校
高知市中万々88
TEL 088-823-2021
●高知県立盲学校
高知市大膳町 6-32
TEL 088-823-8721

FAX 088-873-9643

高知市立高知
特別支援学校

●社会福祉法人

土佐希望の家

○在宅支援センター 南国市小籠 132-3
TEL088-863-2939 FAX088-863-2986

●高知市立高知特別支援学校
高知市本宮町 125
TEL 088-843-0579

FAX 088-840-9796

●高知県立高知江の口特別支援学校
高知市大原町 120 番地５
TEL 088-823-6737 FAX 088-873-9275

●高知県立高知若草特別支援学校
高知市春野町弘岡下 2980－１
TEL 088-894-5335（代）FAX 088-894-2965
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高知県立療育福祉センター
高知県中央児童相談所

●独立行政法人 国立病院機構高知病院
高知市朝倉西町 1 丁目 2-25
TEL 088-844-3111
FAX 088-843-6385

●高知県立療育福祉センター
高知市若草町 10-5
TEL 088-844-5155

●高知県 中央児童相談所
高知市若草町 10-5
TEL 088-821-6700．088-844-0035(手帳)
FAX088-821-9005

オーテピア高知図書館
高知市追手筋２丁目１－１
TEL 088-823-4946
FAX 088-823-9352

オーテピア高知声と点字の図書館
高知市追手筋２丁目１－１
TEL 088-823-9488
FAX 088-820-3218
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（支援の必要なお子さんのための子育て応援ブック）
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