5

惨事を引き起こす可能性があります。

6 建物の新築・解体・外壁補修や、庭木・山林の木の伐採等、線路に
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障がい者
（児）
への補助制度をご活用ください

近接した作業を行う場合は、ＪＲ九州へご相談ください。
ご注意 『鉄道近接工事』
にご注意ください！

～障がい者（児）を支援するための各種制度などをご紹介します～

線路内
近接工事

近接工事

おおむね８ｍ
概ね 8ｍ

おおむね８ｍ
概ね 8ｍ

鉄道に関する事故は、一歩間違え
れば脱線事故や感電事故など、大惨

※作業内容や環境条件、使用重機に
よっては８ｍ以上の場合でも近接

※作業内容や環境条件、使用重機によっては 8ｍ以上の場合でも近接工事

の適用となる場合があります。
事を引き起こす可能性があります。
建物の新築・解体・外壁補修や、
庭木・山林の木の伐採など、線路に

工事の適用となる場合があります。

問Ｊ
 Ｒ九州 宮崎総合鉄道事業部

☎0985 - 63 - 5308
■詳しくはＪＲ九州ホームページを
ご覧ください。

【連絡先】
近接した作業を行う場合は、ＪＲ九
州へご相談ください。

■☎ 0985-63-5308 ＪＲ九州 宮崎総合鉄道事業部
安全へのお願い

ＪＲ九州

検索

■詳しくはＪＲ九州ホームページをご覧下さい。
安全へのお願い

生活

ＪＲ九州

検索

サマージャンボ宝くじについて

「サ マ ー ジ ャ ン ボ 宝 く じ」と「サ
マージャンボミニ」が、７月13日（火）
から全国で２種類同時発売されます。
この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
■今 年のサマージャンボ宝くじは、
１等・前後賞合わせて７億円！
●１等＝５億円×23本
●前後賞各＝１億円×46本
※当せん本数は発売総額690億円・
23ユニットの場合

●発 売期間＝７月13日（火）～８月
13日（金）
※サマージャンボは、パソコンやス
マートフォンからもインターネット
購入できます！
●抽せん日＝８月25日（水）
●支払開始日＝８月30日（月）
●各１枚＝300円
昨年のサマージャンボ宝くじ
（第848回全国自治宝くじ）およ

びサマージャンボミニ（第849
回全国自治宝くじ）の時効（令
和３年８月２５日（水））が迫って
おりますのでお忘れのないよう

児童発達支援等
利用者負担額の助成

身体障害者タクシー等
利用料金助成

児童発達支援等利用者負担額の無
償化は、国の制度では、満３歳になっ

身体に重度の障がいがある方の日
常生活の利便を図るため、タクシー

用する子どもにおいて、満３歳から
の利用者負担額を無償化の対象とし
ます。

円）
を助成します。ただし利用券の
使用は１回乗車につき１枚です。
●交付枚数＝１人につき年度あたり

て初めての４月１日から３年間が無
償化の対象となっていますが、本市
においては、児童発達支援などを利

●対象サービス
・児童発達支援

・保育所等訪問支援
●対象となる子ども＝串間市に住所
を有し、串間市の発行する受給者
証の交付を受けた満３歳を迎える
子ども
●申請に必要な物＝申請書（福祉事
務所にあります）

ヘルプマーク・
ヘルプカードの交付
内部障がいや難病の方など、外見
から分からなくても援助や配慮を必
要としている方に対して、ヘルプ
マーク、ヘルプカードを交付します。
※ヘルプマークの申請には、原則とし
て各種障がい者手帳や難病を証明
する書類などが必要です。詳細に
ついてはお問い合わせください。

■同時発売のサマージャンボミニは、
１等・前後賞合わせて5,000万円！
●１等＝3,000万円×28本
お願いします。
●前後賞各＝1,000万円×56本
宮崎県市町村振興協会企画課
※当 せん本数は発売総額210億円・ 問（公財）

☎0 985 - 31 - 9590
７ユニットの場合

料金の一部を助成します。
●内容＝利用券１枚につき、タクシー
などの小型車利用料金（上限560

24枚を交付
※上 半期（４月～９月分）を期間内
に12枚、下半期（ 10月～翌年３月
分）を期間内に12枚交付
※助成対象条件などの詳細について
はお問い合わせください。

串間温泉いこいの里
利用助成

宮崎
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特別障害者手当

●助成額＝原則として基準額の３分の２
※助成対象条件などの詳細について
はお問い合わせください。

を必要とする在宅の障がい者。
●手当額=月額2万7,350円
※手当額は毎年改定されます。申請
に関する詳細についてはお問い合

在宅の身体、知的、精神に著しく
身体障害者手帳の交付対象となら 障がいのある方に対し、一定の手当
ない軽度・中等度の難聴児に対して、 を支給します。
補聴器の購入費用などの一部を助成 ●支給対象者=２０歳以上であって、
著しく重度の障がいがあるため、
します。
日常生活において常時特別の介護
●対象経費＝補聴器の購入、修理費

重度心身障害者
介護手当
一定の条件を満たす65歳未満の重
度心身障がい者と同居する家族で、
この方を介護する方を対象に月額
5,000円（半年に１回支給）の介護手
当を支給します。
※詳細についてはお問い合わせくだ

さい。
障害者手帳所持者に対し、串間温
泉いこいの里を利用する際に使用で
きる、助成のための利用者カードを
特別児童扶養手当
交付します。
身体、知的、精神のいずれかに中
●対 象者＝身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 等度以上の障がいがある２０歳未満の
●助成額＝１人１回につき250円を助成。 児童を養育している父母、または養
ただし、１人につき年３６回を限度
育者に支給されます。障がいの程度
は原則として医師の診断書により判

障がい者（児）福祉サービス
（自立支援給付）

定されますが、障害者手帳の障がい
部位・程度により診断書の提出が省

略できる場合があります。
障がい者（児）
の日常生活を支える ●支給要件=対象児童が一定の障が
さまざまなサービスを利用できます。
い状態にあること（診断書などに
、短期
●居 宅 介 護（ホ ー ム ヘ ル プ）
より県が認定します）。対象児童
入所（ショートステイ）
、生活介護、
が２０歳未満であること。児童が施
就労継続支援、共同生活援助（グ
設などに入所していないこと。支
ループホーム）
、施設入所支援など
給を受けようとする父母、養育者
●放課後等デイサービス、児童発達
の前年所得が基準額以内であるこ
支援、保育所等訪問支援など
●補装具、日常生活用具、自立支援
医療、
（新）高額障害福祉サービス

問 福祉事務所自立支援係

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費等助成

等給付費など
※詳細についてはお問い合わせくだ
さい。

わせください。

障害児福祉手当
●支給要件=２０歳未満であって、重

度の障がいの状態にあり、日常生
活において常時介護を必要とする
在宅の障がい児。
●手当額=月額1万4,880円
※手当額は毎年改定されます。申請
に関する詳細についてはお問い合
わせください。

宮崎県おもいやり
駐車場制度
障がいのある方や高齢の方、妊産
婦など歩行が困難と認められる方に
「おもいやり駐車場利用証」
対して、
を交付しています。この利用証を利

用し、提携した商業施設、病院、銀
行、官公庁など公共的施設で優先し
て駐車することができます。
※手帳の等級や介護保険の要介護度
などの交付基準がありますので、
詳細についてはお問い合わせくだ
さい。

となどがあります。
月額5万2,500円
●手当額= １級（重度）
／２級（中等度）月額3万4,970円
※手当額は毎年改定されます。申
請に関する詳細についてはお問
い合わせください。
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