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はじめに
この冊子は、秦野市にお住まいの障害者（児）と、その家族の方々が利用できる
福祉サービスについて、その内容などを紹介しています。
福祉サービスは種類も多く、類似した制度や名称もあります。また、その内容も
年ごとに改正されることがあります。
この冊子を十分に活用していただき、各種の福祉サービスを有効に利用してくだ
さい。
１

このガイドブックにある各種制度の手続き方法などの詳細は、それぞれの窓口
へお問い合わせください。

２ 「特別障害者手当等」「特別児童扶養手当」「国民年金法による障害基礎年金」
の対象となる障害程度は制度ごとに独自に定められており、障害者手帳の程度は
基準とされておりません。
「対象者」欄は、各制度の対象となる障害程度を障害者手帳の等級に置き換え
た場合の一応の目安を表示したものですのでご注意ください。
３

このガイドブックは、令和３年１０月現在の各種制度を掲載したものです。そ
の後、内容が変わることもありますので、各窓口にお問い合わせください。

このガイドブック上の、『マイナンバーに関する必要書類』について
マイナンバーの利用には、他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認
を行う必要があります。お手数おかけいたしますが、次のとおり必要な書類のご提
示をお願いいたします。
１ 本人の「番号確認」に必要な書類（※１）
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのうち１点
２ 本人の「身元確認」に必要な書類（※２）
(1) 個人番号カード、障害者手帳、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カ
ード、特別永住者証明書などのうち１点
(2) (1)の書類が用意できない場合は、医療保険の被保険者証、年金手帳、特別児
童扶養手当証書、自立支援受給者証、生活保護受給者証などのうち２点以上
３ 「本人以外が申請する場合」に必要な書類
(1) 家族（住民基本台帳上の同じ世帯の方）の代理申請の場合、申請者ご本人の
※１※２の書類の他に、申請に来られた方の※２「身元確認」が必要です。
(2) 成年後見人や事業所の職員など、家族以外の人が申請する場合、(1)の書類に
追加して、委任状が必要です。
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