令和元年８月１日から
和歌山県の

重度心身障害児（者）医療費助成制度が変わります

精神障害者保健福祉手帳１級所持者の方が対象となります

新たに

重度心身障害児（者）医療費助成制度は、障害のある方々を対象に、医療費の自
己負担分を助成する市町村の独自制度で、県は市町村に対して補助を行っています。
助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう、令和元年８月１日の医療
費から、助成の対象となる方を拡大します。
対象者

対象医療

(1)身体障害者手帳１・２・３級所持者

入院、通院の内、医療保険が

(2)療育手帳Ａ所持者

適用される医療等

(3)特別児童扶養手当１級該当者

（訪問看護ステーションが行う

(4)精神障害者保健福祉手帳１級所持者

訪問看護（医療保険分）も対象）

※身体障害者手帳３級所持者の方は、市町村民税

※身体障害者手帳３級所持者の

所得割非課税世帯に限られます

方は、入院医療費に限られます

※６５歳以上で新たに上記の対象となる方は、
対象外となります

※所得制限があります
（特別児童扶養手当の所得制限と同様）

○ ご本人の自己負担はありません（自己負担分を県1/2、市町村1/2で助成）
○ 市町村の窓口で申請し、受給の決定（受給者証の交付）を受ける必要があります

● 精神障害について、手帳のない方は精神障害者保健福祉手帳１級の手帳を取得する
必要があります（申請窓口は市町村となります）
※ 市町村によって制度の内容や手続きが異なる場合がありますので、詳しくは、
お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください（裏面参照）

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
TEL：073-441-2530 メール：e0404001@pref.wakayama.lg.jp

■市町村担当窓口
市町村
和歌山市

担当部署

電話番号

所在地

〈重身助成 ※ １ 〉 障害者支援課

073-435-1060

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

〈精神手帳・重身助成 ※ ２ 〉 保健対策課（和歌山市保健所）

073-488-5117

〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2番15号

海南市

社会福祉課

073-483-8602

〒642-8501 海南市南赤坂11番地

橋本市

福祉課

0736-33-3708

〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

有田市

福祉課

0737-22-3526

〒649-0392 有田市箕島50

御坊市

健康福祉課

0738-23-5645

〒644-8686 御坊市薗350番地

〈重身助成〉 保険課

0739-26-9926

〒646-8545 田辺市新屋敷町1番地

〈精神手帳〉 やすらぎ対策課 （田辺市民総合センター）

0739-26-4902

〒646-0028 田辺市高雄一丁目23番1号

龍神行政局 住民福祉課

0739-78-0111（代表）

〒645-0415 田辺市龍神村西376

中辺路行政局 住民福祉課

0739-64-0500（代表）

〒646-1492 田辺市中辺路町栗栖川396-1

大塔行政局 住民福祉課

0739-48-0301（代表）

〒646-1192 田辺市鮎川2567-1

本宮行政局 住民福祉課

0735-42-0070（代表）

〒647-1792 田辺市本宮町本宮219

福祉課

0735-23-3345

〒647-8555 新宮市春日１番１号

0736-77-2511（代表）

〒649-6492 紀の川市西大井338番地

地域福祉課

0736-62-2141（代表）

〒649-6292 岩出市西野209番地

〈重身助成〉 住民課

073-489-5903

〒640-1192 海草郡紀美野町動木287番地

〈精神手帳〉 保健福祉課 （紀美野町総合福祉センター）

073-489-9960（代表）

〒640-1121 海草郡紀美野町下佐々1408番地4

美里支所 住民室

073-495-3463

〒640-1243 海草郡紀美野町神野市場226番地1

0736-22-0300（代表）

〒649-7192 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地

0736-54-2019（代表）

〒648-0198 伊都郡九度山町九度山1190

田辺市

新宮市
紀の川市
岩出市
紀美野町

かつらぎ町
九度山町

〈重身助成〉 国保年金課
〈精神手帳〉 障害福祉課

〈重身助成〉 健康推進課
〈精神手帳〉 住民福祉課
〈重身助成〉 福祉課
〈精神手帳〉 住民課

高野町

福祉保健課

0736-56-2933

〒648-0281 伊都郡高野町高野山636

湯浅町

健康福祉課

0737-64-1120

〒643-0002 有田郡湯浅町青木668番地1

広川町

住民生活課

0737-23-7724

〒643-0071 有田郡広川町大字広1500番地

有田川町

〈重身助成〉 住民課
〈精神手帳〉 やすらぎ福祉課

0737-52-2111（代表）

〒643-0021 有田郡有田川町大字下津野2018-4
〒643-0153 有田郡有田川町大字中井原136-2

美浜町

健康推進課

0738-23-4905

〒644-0044 日高郡美浜町和田1138-278

日高町

住民福祉課

0738-63-3800

〒649-1213 日高郡日高町大字高家626番地

由良町

住民福祉課

0738-65-0201

〒649-1111 日高郡由良町里1220-1

印南町

住民福祉課

0738-42-1738

〒649-1534 日高郡印南町大字印南2570

〈重身助成〉 住民福祉課

0739-72-2161

〒645-0002 日高郡みなべ町芝742番地

〈精神手帳〉 健康長寿課 （みなべ町保健福祉センター）

0739-74-3337

〒645-0021 日高郡みなべ町東本庄100番地

保健福祉課

0738-22-9041

〒649-1324 日高郡日高川町大字土生160番地

〈重身助成〉 住民保健課

0739-43-6585

〈精神手帳〉 民生課

0739-43-5702

〈重身助成〉 富田事務所

0739-45-0009（代表）

〒649-2332 西牟婁郡白浜町栄731-5

〈重身助成〉 日置川事務所

0739-52-2300（代表）

〒649-2511 西牟婁郡白浜町日置980-1

〈重身助成〉 住民生活課 住民グループ

0739-34-2372

〈精神手帳〉 住民生活課 生活グループ

0739-34-2373

住民生活課

0739-55-4804

〈重身助成〉 住民課

0735-52-0558

〈精神手帳〉 福祉課

0735-52-2945

住民福祉課

0735-59-2335（代表）

〒649-5171 東牟婁郡太地町大字太地3767-1

〈重身助成〉 住民生活課

0735-72-0180（代表）

〒649-4104 東牟婁郡古座川町高池673-2

〈精神手帳〉 健康福祉課 （古座川町保健福祉センター）

0735-67-7112（代表）

〒649-4223 東牟婁郡古座川町川口254-1

住民福祉課

0735-49-2331（代表）

〒647-1603 東牟婁郡北山村大沼42

〈重身助成〉 住民課

0735-62-0561

〈精神手帳〉 福祉課

0735-62-0562

みなべ町
日高川町

白浜町

上富田町
すさみ町
那智勝浦町
太地町
古座川町
北山村
串本町

〒649-2211 西牟婁郡白浜町1600番地

〒649-2192 西牟婁郡上富田町朝来763番地
〒649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見4089
〒649-5392 東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1

〒649-3592 東牟婁郡串本町串本1800番地

○ 上記表中の〈重身助成〉は「重度心身障害児（者）医療費助成制度」の担当窓口、〈精神手帳〉は「精神障害者
保健福祉手帳」の担当窓口となります。（記載のない部署は両方の担当窓口となります。）
※１ 和歌山市障害者支援課の〈重身助成〉は、精神障害者保健福祉手帳１級所持者以外の対象者の担当窓口となり
ます。
※２ 和歌山市保健対策課（和歌山市保健所）の〈重身助成〉は、精神障害者保健福祉手帳１級所持者の担当窓口と
なります。

