






















































































精神障害者に対する保健福祉等施策一覧 平成1７年５月1日現在

団体名
①入院医療費の
　助成

②通院医療費の
　助成

③作業所等への通所旅費の助成
④障害者福祉年金・福祉手
当の支給

⑤夏季・年末見舞金
　等一時金の支給

⑥公営住宅入居の優先措置
又は家賃の減免措置

⑦公営駐車場又は
　駐輪場等使用料金
　の減免

⑧バス、タクシー運
賃等の助成
（③以外）

⑨公営体育施設・文化施設
　等使用料金の減免

⑩その他

和歌山県

県営住宅抽選２回
入居所得基準を優遇措置収
入月額200,000以下のところ
を268,000以下）
【手帳1.2級】

県営駐車場の使用料を半
額免除
（県立医大附属病院に受
診する場合は全額免除）
【手帳所持者】

すべての県有施設について
・入場料を全額免除
・使用料を半額免除
【手帳所持者】*施設により条
件有

和歌山市
市営住宅抽選２回
【手帳1.2級】

市営駐車場及び駐輪場を
半額免除
【手帳所持者が運転又は
同乗の場合】

福祉タクシー助成事
業　１回　500円
年間２４回
【手帳1,2級】

全額免除：ほうらい荘、博物
館、半額免除：ﾌﾟｰﾙ､ﾃﾆｽｺｰ
ﾄ､ｽﾎﾟｰﾂ広場、体育館
【手帳所持者】

《障害者外出支援事業》
市内の和歌山バスが月2回無料
市内の公衆浴場が月2回無料
【手帳所持者】

海南市

入院医療費自己負
担分を助成（所得制
限あり）
【手帳所持者】

通院医療費自己負
担分を助成（所得制
限あり）
【手帳所持者】

温水プール利用料免除
【手帳所持者】

海南・海草地区家族会「紙ふうせ
ん」への助成

野上町
入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金受給者】

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金受給者】

タクシー初乗り料金
助成　年間１２回
【障害年金1,2級】

海南・海草地区家族会「紙ふうせ
ん」への助成

美里町

入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1.2級】
【手帳所持者】

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1.2級】
【手帳所持者】
【患者票所持者】

海南・海草地区家族会「紙ふうせ
ん」への助成

打田町

入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】所
得制限有

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】所
得制限有

ｺﾐｭﾆﾃｲバス半額割
引【手帳所持者】

家族会への助成

粉河町
入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

家族会への助成

那賀町
入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

ﾀｸｼｰ基本料金550
円助成年間10枚交
付【手帳1・2級所持
者】

全額免除：町営ﾌﾟｰﾙ
【手帳所持者】

家族会への助成

桃山町
入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

ｺﾐｭﾆﾃｲﾊﾞｽ半額割
引【手帳所持者】
・巡回バス無料
【手帳１．２級】

家族会への助成

貴志川町
入院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【障害年金1,2級】

ｺﾐｭﾆﾃｲバス半額割
引【手帳所持者】

障害者団体が利用する場合
は減免対象とする

家族会への助成

岩出町

入院医療費自己負
担分を助成
【手帳1.2級・障害年
金1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【手帳1.2級・障害年
金1,2級】

ｺﾐｭﾆﾃｲﾊﾞｽ半額割
引【手帳所持者】
・巡回バス無料
【手帳１．２級】

町営屋外スポーツ施設（ﾌﾟｰﾙ
を除く）総合保健福祉ｾﾝﾀｰ無
料【障害者団体】

橋本市
歳末一時金支給
【手帳1級】

基本料金を助成年
間20回分【手帳1級】

かつらぎ町

ｺﾐｭﾆﾃｲﾊﾞｽ半額割
引【手帳1.2級】福祉
ﾀｸｼｰ基本料金年間
12回分【手帳所持
者】

高野口町

九度山町
九度山～橋本までの年間定期代の
1/2を助成【作業所等通所者】

高野町
総本山金剛峰寺関係拝観料
全額免除【手帳所持者】

花園村 配食サービス週１回

和歌山市保健所

岩出保健所

海南保健所

高野口保健所



精神障害者に対する保健福祉等施策一覧 平成1７年５月1日現在

団体名
①入院医療費の
　助成

②通院医療費の
　助成

③作業所等への通所旅費の助成
④障害者福祉年金・福祉手
当の支給

⑤夏季・年末見舞金
　等一時金の支給

⑥公営住宅入居の優先措置
又は家賃の減免措置

⑦公営駐車場又は
　駐輪場等使用料金
　の減免

⑧バス、タクシー運
賃等の助成
（③以外）

⑨公営体育施設・文化施設
　等使用料金の減免

⑩その他

有田市 有田地区家族会「だるま会」に助成

湯浅町
高齢者のデイサービス【手帳所持
者】・有田地区家族会「だるま会」に
助成・作業所へ施設無料貸与

広川町 有田地区家族会「だるま会」に助成

吉備町 有田地区家族会「だるま会」に助成

金屋町
タクシーの基本料金
の助成年間24回
【手帳1級】

明恵狭温泉利用料一部免除
（大人350円・小人200円）

有田地区家族会「だるま会」に助成

清水町
《精神障害者福祉手当》
月額1,700円
【障害年金1級】

二川温泉・清水温泉利用料
1/2免除【手帳所持者】

有田地区家族会「だるま会」に助成

御坊市
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

通所にかかる額を12,000を限度とし
て助成【授産施設等の通所者】

タクシーの基本料金
の助成年間24回
【手帳所持者】

商店街「ふれあいカード」加盟店の
各種割引、サービス　映画館割引
【手帳所持者】・はなまる御坊派遣
事業月2回1/2社協で補助

美浜町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

通所に係る費用のの1/2を1万円を
限度に助成（2㎞を超える場合）【授
産施設等の通所者】

扶養手当月5,000円（在
宅）・4,000円（施設）【20歳
未満の手帳所持者】・障害
者福祉手当月2,000（在宅）
【20歳以上の手帳所持者】

タクシーの基本料金
の助成年間24回
【手帳所持者】

Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料
1/2免除【手帳所持者】

日高町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

通所に係る費用のの1/2を助成（2
㎞を超える場合）【在宅重度心身障
害児者に準じるもの】

《心身障害児者福祉手当》
月額3,000円
（者）【手帳1.2級】
（児）【手帳所持者】

ﾀｸｼｰ基本料金の助
成年間36回
【手帳1.2級】

温泉館みちしおの湯減免
（430円）

由良町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

通所に係る費用の1/2を1万円を限
度に助成（2㎞を超える場合）
【授産施設等通所者】

日高川町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

通所に係る費用の1/2を1万円を限
度に助成【授産施設等通所者】

印南町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

月5,000円助成
【授産施設等通所者】

田辺市
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

路線ﾊﾞｽ又は鉄道　上限25,000円
施設のﾊﾞｽ利用　月3,000円～6,000
円
二輪等　月1,000円～4,000円
自動車　月2,000円～9,000円
【授産施設等通所者】

年額28,500円【手帳１級】
入居所得基準を優遇措置（所
得268,000円以下）　　　　【手
帳所持者】

タクシー基本料金助
成（年間２０回）
【手帳１級】

田辺市立美術館、紀州備長
炭発見館1/2助成、市立体育
施設減免【手帳所持者】

みなべ町

入院医療費自己負
担分を助成
【手帳所持者・障害
年金1.2級・町が同程
度の精神障害があ
ると認めた者】

通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

作業所への通所のみ助成【手帳所
持者・障害年金受給者・患者票所
持者】

月額5,000円（年間収入額
が国民年金障害基礎年金2
級の額からこの手当額年額
を引いた額以下が対象）
【手帳所持者】

南部町老人憩いの家二子の
里・鶴の湯温泉入浴料無料
南部梅林入場料無料
【手帳所持者】

週2回の昼食配食【手帳所持者で主
に一人暮らしで炊事が困難な者】

白浜町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

交通機関：実費（上限月20,000円）
自動車等（町外）：月10,000円
　　　　　　ただし､二輪は月5,000円
自動車等（町内）：月2,000円
【授産施設等利用者】

公衆浴場4ヶ所、町民プー
ル、民俗温泉資料館の利用
料を減免
【手帳所持者、介護人】

上富田町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

施設の送迎車利用　月2,000円（町
内）月5,000(町外)
交通機関利用　定期実費を2万円を
限度に助成　　　　　　　　　　 　【授
産施設等通所者】

くちくまのｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
利用割引半額補助
【手帳・患者票所持
者】

湯浅保健所

御坊保健所

田辺保健所



精神障害者に対する保健福祉等施策一覧 平成1７年５月1日現在

団体名
①入院医療費の
　助成

②通院医療費の
　助成

③作業所等への通所旅費の助成
④障害者福祉年金・福祉手
当の支給

⑤夏季・年末見舞金
　等一時金の支給

⑥公営住宅入居の優先措置
又は家賃の減免措置

⑦公営駐車場又は
　駐輪場等使用料金
　の減免

⑧バス、タクシー運
賃等の助成
（③以外）

⑨公営体育施設・文化施設
　等使用料金の減免

⑩その他

日置川町

公共交通機関　月25,000円（町内
通所10,000円）・自家用車　月
10,000円（町内通所5,000円）送迎
用車両　月5000円（町内通所5,000
円）を上限に全額補助
【授産施設等通所者】

すさみ町

通所者の実費助成
鉄道等　　上限月25,000円
施設車輌　上限月5,000円
自家用車　上限月5,000円
【授産施設等通所者】

串本町
入院医療費自己負
担分を助成
【手帳1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【手帳1,2級】

交通機関の実費を上限1万円に助
成（距離により制限有り）
【授産施設等通所者】

年額30,000円【手帳1級】所
得制限有り

《福祉タクシー》
基本料金を助成（年
12回）
【手帳1級で在宅者】

サンゴの湯入浴料無料
【手帳所持者】

古座川町
入院医療費自己負
担分を助成
【手帳1,2級】

通院医療費自己負
担分を助成
【手帳1,2級】

通所にかかる費用を月に　　上限
3，000円で助成、10日未満の通所
の場合は、1/2助成（2㎞を超える）
【作業所等通所者】

家賃の減免措置【手帳12級】
ふるさとバス300円
無料【手帳所持者】

配食ｻｰﾋﾞｽ【手帳所持者で独居等
で炊事が困難な者】

新宮市
月実費の1/2（上限5,000円）を助成
【授産施設等通所者】

入居所得基準を優遇措置収
入月額200,000以下のところ
を268,000以下）【手帳1.2級】

ﾀｸｼｰ基本料金を助
成（年26回）
【手帳1級】

那智勝浦町
通所にかかる費用を月10,000円を
限度に助成（片道2㎞を超える者）
【作業所等通所者】

入居所得基準を優遇措置収
入月額200,000以下のところ
を268,000以下）【手帳1.2級】

太地町

鉄道等　上限月10,000円
施設車輌　上限月5,000円
自家用車　上限月4,000円（片道2
㎞を超えるもの）
【授産施設等通所者】

手帳1,2級　月額6,000円
手帳3級　月額3,000円
【年金受給のない手帳所持
者】

年末のみ5,000円支給
【長期入院者】

入居所得基準を優遇措置収
入月額200,000以下のところ
を268,000以下）【手帳1.2級】

町営巡回バス料金
の1/2を減免
【手帳所持者】

町営博物館入館料の1/2を減
免
【手帳所持者、障害年金受給
者、患者票所持者】

配食サービス自己負担3００円

熊野川町
通院医療費自己負
担分を助成
【患者票所持者】

鉄道等　実費上限12,000円
単車　月1,000円又は2,000円
自家用車　月2,000円又は4,000円
（月10日未満の通所は1/2の助成）
【j授産施設等通所者】

入居所得基準を優遇措置収
入月額200,000以下のところ
を268,000以下）【手帳1.2級】

福祉ﾀｸｼｰ利用券24
枚、富士ﾀｸｼｰと熊野
ﾀｸｼｰ町内利用の
1/2【手帳1.2級】

配食サービス２回/月自己負担400
円（社協実施に助成）【手帳1.2級】

北山村
村営バス半額補助
【手帳所持者】

新宮保健所串本支所

新宮保健所





精神保健福祉センター書籍一覧（平成１５，１６年度購入）

書籍や精神保健関連の雑誌、各種調査結果などの資料を所蔵し、貸し出しを行っている。

ここでは、平成１５，１６年度に購入した書籍を掲載する。

1 精神保健福祉実践ハンドブック 日総研

2 はじめて学ぶ人の臨床心理学 監杉原一昭・編渡邉映子・勝倉孝治 中央法規

3 生活にいかすカウンセリング心理学 国分康孝 中央法規

4 依存性薬物と乱用・依存・中毒 和田清 星和書店

5 全国ひきこもり・不登校援助団体レポート ポット出版

6 研修医のための精神医学入門 石井毅 星和書店

7 高機能自閉症・アスペルガー症候群「その子らしさ」を生かす子育て 吉田友子 中央法規

8 精神障害者の事件と犯罪 滝沢武久 中央法規

9 自殺予防マニュアル 編日本医師会 明石書店

10 面接プログラム学習 Ｄ．エバンス他／訳杉本照子 相川書房

11 精神障害リハビリテーション 野中猛 中央法規

12 発達障害の子どもたち 編細川徹 中央法規

13 LD相談室 編山口薫 中央法規

14 利用者主導を貫く精神障害者ケアマネジメントの実践技術 三品桂子 へるす出版

15 精神障害者のケアマネジメント 監日本精神保健福祉士協会 へるす出版

16 広辞苑 岩波書店

17 精神保健福祉用語辞典 日本精神保健福祉士協会

18 心の病気の見つけ方 福西勇夫 中央法規

19 六法全書 有斐閣書店

20 殺さないで 毎日新聞児童虐待取材班 中央法規

21 セックス依存症 パトリック・カーンズ 中央法規

22 大逆転の痴呆ケア 和田行男 中央法規

23 思春期・青年期と向き合う人のための心理学 監菊池武剋 中央法規

24 「気になる子ども」の配慮と支援 監村松多美恵 中央法規

25 障害のある人の雇用・就労支援Ｑ＆A 大阪障害者雇用ネットワーク 中央法規

26 精神障害者ケアマネジメントマニュアル 寺田一郎 中央法規

27 子どもの心身症ガイドブック 小林陽之助 中央法規

28 ぼくを助けて 才村純 中央法規

29 知的障害者ホームヘルプサービスの実際 知的障害者ホームヘルプサービス研究会 中央法規

30 精神障害者社会復帰施設運営ハンドブック 寺田一郎 中央法規

31 小規模社会福祉法人通所授産施設開設のための総合ガイド きょうされん 中央法規

32 市町村の時代の精神保健福祉業務必携 全国精神保健相談員会 中央法規

33 精神科リハビリテーションワークブック 水野雅文 中央法規

34 小規模授産施設開設と社会福祉法人設立マニュアル 全国精神障害者家族会連合会 中央法規

35 精神障害の臨床 上島国利 協和企画

36 特別支援教育を支える行動コンサルテーション 加藤哲文 学苑社

37 ACT入門 佐藤光源 金剛出版

38 春一番が吹いたよ 山崎蓉子 東銀座出版

39 DV加害男性への心理臨床の試み 草柳和之 新水社

40 ひきこもりへの対応ガイドライン 伊藤順一郎 （株）じほう

41 摂食障害治療ハンドブック 小牧元訳 金剛出版

42 拒食過食のながいトンネルをぬけて 鈴木裕也 女子栄養大学出版部

43 不安、ときどき認知療法、のち心は晴れ 勝田吉彰訳 星和出版

44 全国社会資源名簿 全国精神障害者家族会連合会 全家連

45 セラピーをスリムにする 吉川悟 金剛出版

46 カウンセリング大辞典 小林司編 新曜社

47 意識の闇、無意識の光 亀節子 創元社

48 話を聞いて下さい 少年犯罪被害者当事者の会 サンマーク出版



ビデオ名 発行元

1 精神保健福祉ビデオシリーズ１　精神障害をもつ人への理解 丸善

2 精神保健福祉ビデオシリーズ２　精神障害をもつ人への支援 丸善

3 精神保健福祉ビデオシリーズ３　精神障害をもつ人への援助の実際 丸善

4 精神保健福祉ビデオシリーズ４　精神障害をもつ人のケアマネジメント 丸善

5 精神保健福祉ビデオシリーズ５　ノーマライゼーション 丸善

6 ひらくかけるつなぐ～精神保健ボランティア～第１巻いっしょにいこうよ～ ジェムコ

7 ひらくかけるつなぐ～精神保健ボランティア～第２巻スタンドバイミー～ ジェムコ

8 生きる力を創る～ＳＳＴの理論と実際～第１巻ＳＳＴの理論と役割 ジェムコ

9 生きる力を創る～ＳＳＴの理論と実際～第２巻ＳＳＴの基本的技術 ジェムコ

10 生きる力を創る～ＳＳＴの理論と実際～第３巻ＳＳＴの実際 ジェムコ

11 精神障害者ケアマネジメント第１巻解説編 中央法規

12 精神障害者ケアマネジメント第２巻実際編 中央法規

13 災害と心のケア アスク・ヒューマン・ケア

14 助けを求めない人をどう援助するか第１巻否認の心理とイネイブリング ジェムコ

15 助けを求めない人をどう援助するか第２巻上手な介入の実際 ジェムコ

16 今ここにいきる～精神障害者とともに～ 高知県立精神保健センター

17 エイズ・エイド ジェムコ

18 子ども虐待防止対策ビデオ「MCGとは何か」東京世田谷区の取り組み 世田谷保健所

19 あなたの心元気ですか！～高校生の心の健康を考えるためのビデオ～ 全家連

20 あちこたねえ　精神障害者の地域生活支援 全家連

21 ここにおいでよ～精神障害者を支える地域作業所～ 全家連

22 ひとりぼっちをなくそう！　精神障害者本人の会 全国精神障害者団体連合会

23 正しい知識は回復への道　家族のための分裂病講座 全家連

24 ゆっくり治療し、再発を防ごう　家族のための分裂病講座 全家連

25 そよ風はどこにでも　第一巻いつでもどこでもだれにでも～コミュニティワーク入門 ジェムコ

26 そよ風はどこにでも　第二巻くらすはたらくつどう～コミュニティワークの実際 ジェムコ

27 精神分裂病を生きる　　第１巻妄想篇その１四六時中のぞかれていた七年間 ベテル

28 精神分裂病を生きる　　第２巻妄想篇その２ヒーローたちの戦い ベテル

29 精神分裂病を生きる　　第３巻幻聴から幻聴さんへ ベテル

30 精神分裂病を生きる　　第４巻721人の幻聴さんとともに ベテル

31 精神分裂病を生きる　　第５巻成長する幻聴さん ベテル

32 精神分裂病を生きる　　第６巻幻覚とも妄想とも仲良く暮らす ベテル

33 精神分裂病を生きる　　第７巻ひきこもりのすすめ ベテル

34 精神分裂病を生きる　　第８巻言葉にできない思いの爆発 ベテル

35 精神分裂病を生きる　　第９巻飲まされるクスリ飲むクスリ ベテル

36 精神分裂病を生きる　　第１０巻話すことから始まる回復への道 ベテル

精神保健福祉センタービデオ一覧（平成1７年４月1日現在）



ビデオ名 発行元

37 アルコールの害　第１巻酒害の予防 ジェムコ

38 アルコールの害　第２巻１０代の飲酒問題 ジェムコ

39 アルコールの害　第３巻アルコール依存症者の家族 ジェムコ

40 アルコールの害　第４巻女性とストレス ジェムコ

41 アルコールの害　第５巻胎児性アルコール依存症 ジェムコ

42 アルコール依存症　第１巻アルコール依存症とは ジェムコ

43 アルコール依存症　第２巻アルコール依存症者の心理 ジェムコ

44 アルコール依存症　第３巻家族の心理 ジェムコ

45 アルコール依存症　第４巻アルコール依存症からの回復 ジェムコ

46 アルコール依存症　第５巻酒なし生活術 ジェムコ

47 アルコール依存症　回復と再発予防 ジェムコ

48 アダルト・チャイルド　第１巻理解のためのガイド：アダルトチャイルドとは何か ジェムコ

49 アダルト・チャイルド　第２巻ケーススタディ：アダルトチャイルドが生き方を変えるとき ジェムコ

50 薬物依存　孤独そして絶望からの脱出 スクエアシップ

51 アルコール依存症への道　第１巻女性のライフステージとアルコール 朝日放送設備

52 アルコール依存症への道　第２巻あなたのお酒の飲みかたは大丈夫 朝日放送設備

53 アルコール依存症への道　第３巻「共依存症」アルコール依存症とその家族 朝日放送設備

54 アルコール依存症への道　第４巻アルコール依存症、「回復への道」 朝日放送設備

55 未成年者とアルコール　保健体育・特別活動教材 毎日ＥＶＲシステム

56 サンフランシスコのハーフウエイハウス 全家連

57 自律訓練法の実際　ストレスをとり除く心身健康法 創元社

58 箱庭療法１　ぼく、しゃべったよ～場面緘黙症のケース メンタル・ヘルス

59 箱庭療法２　不思議な国の赤頭巾～不登校のケース～ メンタル・ヘルス

60 マインド・トラベル～鯨＆イルカの会話～ キープ

61 今日の精神科入院医療～心の病気を克服するために～ 日本精神科病院協会

62 癒しの揺りかご～精神科医療～偏見を乗り越えて～ 日本精神科病院協会

63 あせらずに・ゆとりをもって・むりしない～病気・くすり・くらし～前編（ビデオ） 全家連

64 あせらずに・ゆとりをもって・むりしない～病気・くすり・くらし～後編（ビデオ） 全家連

65 精神障害者就業支援中央セミナー 精神障害者職業自立啓発事業企画委員会

66 連携とは／実践で見えてきたもの 中島制作所

67 ひきこもり・扉のむこうからのＳＯＳ NHK「にんげん広場」２００３・２・２２

68 高齢者の心のケア第１巻理論編 ジェムコ

69 高齢者の心のケア第２巻実際編 ジェムコ

70 心理教育による精神障害者の家族支援　第１巻心理教育の必要性とすすめ方 ジェムコ

71 心理教育による精神障害者の家族支援　第２巻それぞれの場、それぞれの学び ジェムコ

72 新しい風が吹くまちで 全家連

73 ひきこもり完全脱出マニュアル（第１講） ピーイーエデュケーション

74 ひきこもり完全脱出マニュアル（第２講） ピーイーエデュケーション

75 さらば哀しみのドラッグ　ＮＯという勇気を持とう 厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部

76 職場におけるメンタルヘルス　事例集　第１部　エンストを起こした新入社員 日本人事行政研究所

77 職場におけるメンタルヘルス　事例集　第２部　出向先の環境に馴染めないエンジニア 日本人事行政研究所

78 職場におけるメンタルヘルス　管理職編　第１部　ポストの重圧に喘ぐマジメ課長 日本人事行政研究所

79 職場におけるメンタルヘルス　管理職編　第２部　定年を前にして不調に陥った課長 日本人事行政研究所




