１８ さくいん

１８ さくいん
---* あ *---

---* か *---

ＩＴサポート・・・45

介護給付・・・74,77

青い鳥郵便葉書・・・69

介護すまいる館・・・29

あんしんサポート・・・34

介護保険制度・・・83

安全運転相談・・・37

介護認定・・・39,85

あんまマッサージ・・・63,89,121,134

介助犬・・・38

---* い *--育成医療・・・18,79,80
伊豆潮風館・・・120

拡大読書器・・・42
家庭裁判所・・・35

---* き *---

委託職業訓練・・・49

機能訓練・・・29,33,75,120

移動支援・・・38,75,76

虐待通報ダイヤル・・・118,130

医療費の助成・公費負担・・・17-19,24,79

きゅう師・・・63,89,121,134

---* う *---

教育委員会・・・9
教育相談・・・9,89

運営適正化委員会・・・7

共同生活援助・・・31,70,75

運賃割引・・・65-68

居宅介護・・・33,74,84

運転免許取得・・・38

居宅改善整備費・・・30

---* え *--ＮＨＫ受信料窓口・・・134

勤労者支援資金・・・71

---* く *---

ＮＨＫ放送受信料・・・69

グループホーム・・・31,70,75

ＮＴＴ番号案内・・・70

訓練等給付・・・74,75,78

ＮＰＯ法人・・・39,49,93

---* お *---

---* け *--警察署・・・37,133

おおぞら号・・・37

携帯電話基本使用料・・・70

公の施設使用料減免・・・43

結核医療費・・・24

オストメイト・・・45

結核児童・・・18

音声機能障害・・・30,66,76,105

県営住宅・・・31

音声コード・・・41

県議会だより・・・41

音声パソコン・・・42

県税事務所・・・63-65,131

音声読み上げ機能・・・40

権利擁護相談・・・6
権利擁護センター・・・6,35
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---* こ *--公共職業安定所・・・9,122-127,131

市役所・町村役場・・・2,122-127
社会復帰・・・2,4,38
社会福祉協議会（県）・・・6,14,34,93

公共料金割引・・・65

（市町村）・・・28,34,71,97,98,122-127

航空運賃割引・・・67

社会福祉事業団・・・45

高次脳機能障害・・・1,3,15,52,77

重度心身障害者・・・18,58

更生医療・・・19,79,80

就職資金・・・50

交通遺児援護基金・・・72

重度障害者等包括支援・・・75

交通遺児等育成基金・・・72

重度心身障害者医療費助成・・・18

行動援護・・・33,75

重度訪問介護・・・33,74

高等技術専門校・・・48

就労移行支援・・・48,70,75

国立職業リハビリテーションセンター・・・48

就労訓練・・・13,48

こころの健康センター・・・4

就労継続支援・・・48,71,75

雇用開発助成金・・・50,51

手話講習会・・・40

雇用助成金・・・49,50

手話通訳・・・39,40,41,55,76,95

雇用納付金・・・13,52-54

障害基礎年金・・・59,60,62

---* さ *---

障害厚生年金・・・59,60
障害児施設・・・82

彩の国だより・・・41

障害児福祉手当・・・57

在宅支援・・・33

障害者虐待防止法・・・117

在宅重度心身障害者手当・・・58

障害者控除・・・61,62,63

さいたま文学館・・・42,44

障害者更生センター・・・120

---* し *---

障害者交流センター・・・7,8,45,96,120
障害者雇用・・・13,49-56

ＪＲ運賃割引・・・65

障害者差別解消法・・・112

歯科医師会・・・7,24-26

障害者歯科診療・・・24,25

視覚障害者情報提供施設・・・120

障害者歯科相談医・・・7,24

施設入所支援・・・75,76

障害者支援施設・・・75,83,119

指定難病等医療費・・・19

障害者職業センター・・・9

児童委員・・・7,71

障害者就業・生活支援センター・・・12

自動車改造費用・・・38

障害者就労支援センター・・・9,13

自動車購入・・・38,73

障害者スポーツ指導員・・・96

自動車税事務所・・・64-65,132

障害者総合支援法・・・・74,119

児童相談所・・・1,2,32,119,122-127,130

障害者団体事業資金・・・70

児童扶養手当・・・61

障害者福祉資金・・・14,70

市民活動センター・・・93

障害手当金・・・59
障害福祉サービス・・・74-77,119
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小児医療センター・・・4

全身性障害者介助人派遣・・・36

小児慢性特定疾病医療費・・・17

先天性血液凝固因子欠乏症・・・24

ショートステイ・・・33,75,84

---* そ *---

職業能力開発校・・・48
職業能力開発センター・・・48,49

総合教育センター・・・9

職場適応訓練・・・49

総合リハビリテーションセンター・・・1-3,25,

ジョブセンター・・・13

130

自立訓練・・・29,70,75

相談支援・・・2,5,6,8,76,77

自立支援医療・・・18,19,79,80

---* た *---

身体障害者結婚相談員・・・14
身体障害者更生相談・・・2,130

大活字本・・・42

身体障害者相談員・・・7

対面朗読・・・42

身体障害者手帳・・・1,18,19,30,31,36,37,

代理投票・・・47

39,40,43,46,57,58,61,62,64-71,80,99-101

タクシー運賃割引・・・67

身体障害者福祉センター・・・120

たばこ小売販売業・・・50

身体障害者補助犬・・・14,38

短期入所・・・33,75,84

---* す *---

---* ち *---

スポーツ・・・7,45,46,96,120

地域活動支援センター・・・33,70,75,77,119

---* せ *---

地域振興センター・・・93,94
地域生活支援事業・・・74-76

生活介護・・・70,75

地域福祉センター・・・120

生活訓練・・・29,75

知的障害者更生相談・・・1,2,130

生活サポート・・・34

知的障害者相談員・・・7

生活相談・・・6

駐車禁止適用除外・・・37

生活福祉資金・・・14,38,50,71,73

中途失聴者・・・40

生活ホーム・・・31,121

聴覚障害者情報センター・・・14,29,40,95,96,

精神障害者保健福祉手帳・・・1,18,31,43,
58,61,62,64-71,99,103,111

120
聴覚障害者相談員・・・14

精神通院医療・・・18,64,79,80

超重症心身障害児・・・58

精神保健福祉センター・・・4

聴導犬・・・38

精神科救急情報センター・・・4

聴能訓練・・・30

成年後見制度・・・34
税の控除・・・61-65
税務署・・・61-63,132
選挙・・・46,47

---* て *--手当・年金・・・57-61
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デイジー・・・40-42

発達障害者就労支援センター・・・13

鉄道運賃割引・・・65

発達障害総合支援センター・・・6

点字図書・・・41,120

パラスポーツ大会・・・46

点字図書館・・・42,120

はり師・・・63,89,121,134

点字ニュース・・・42

ハローワーク・・・9,48-52,122-127,131

点字版・・・40
点訳奉仕員・・・95

---* と *---

---* ふ *--ファックス１１０番・・・16
フェリー運賃割引・・・68

投票・・・46,47

福祉資金・・・71

特定非営利活動法人・・・93

福祉サービス苦情相談・・・7

特別支援学校・・・30,49,88-92,134-137

福祉サービスの利用援助・・・34

特別児童扶養手当・・・57

福祉事務所・・・2,126-129

特別障害給付金・・・60

福祉タクシー・・・37

特別障害者手当・・・36,57,62

福祉ホーム・・・75,77

図書館・・・41,42,95,120

福祉有償運送・・・39

トライアル雇用・・・49,50

扶養共済制度・・・58,63

---* な *--難治性疾患・・・51
難聴者・・・40

---* に *---

扶養信託契約・・・63
ふれあいピック・・・45

---* ほ *--ホームヘルプ・・・33,74,84,85
放課後等デイサービス・・・29,75,119

日常生活用具・・・28,76

訪問入浴・・・34,77,84

日中活動・・・33,76

法律相談・・・6

乳幼児医療・・・17

保健所・・・2,17-19,24,122-127,129

---* ね *--年金事務所・・・60,122-127,130

---* は *--売店設置・・・50
バス運賃割引・・・66
発声訓練・・・30

保佐人・・・34
補助人・・・34
補装具・・・2,28,81,82
ボランティア・・・14,45,93,97,98,120
ボランティアセンター・・・97,98

---* ま *--まほろば（発達障害者支援センター）・・・6

発達外来・・・5
発達障害者支援センター・・・6
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---* み *--未熟児養育医療・・・17
民生委員・・・7,71

---* め *--メール１１０番・・・15

---* も *--盲人ホーム・・・121
盲導犬・・・38
盲ろう者通訳・介助員・・・40,96

---* ゆ *--郵便物・・・69
有料道路通行料金割引・・・67

---* よ *--要約筆記者・・・39,41,95
予防接種・・・5

---* り *--リフト付き大型バス・・・37
療育手帳・・・1,18,31,32,37,43,57,
58,61,62,64-71,99,102
療養介護・・・75

---* れ *--レクリエーション・・・7,45,96,120

---* ろ *--朗読奉仕員・・・95
録音図書・・・41,42,95
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