
放送受信料免除の基準 割引等の条件等

全額免除
「身体障害者手帳」「療育手
帳」「精神障害者保健福祉
手帳」のいずれかをお持ち
の方が世帯構成員の場合

世帯構成員全員が
市町村民税非課税

半額免除
免除障がい者の方が
世帯主の場合

身体障害者手帳〈１・２級〉
療育手帳〈Ａ１・Ａ２〉

精神障害者保健福祉手帳〈１級〉

会　長　緒方　省吾（山都町緑川）　　電話：０９６７－８２－２５６７
副会長　梶原　俊治（山都町鶴ヶ田）　電話：０９６７－８２－２１００

山都町障がい者家族会について山都町障がい者家族会について

　町内の精神・知的障がい者とその家族で構成する会です。
　この会は、社会の正しい精神・知的障がい保健福祉の知識を普及し、社会の偏見をなくすために努
力し、医療対策、社会復帰対策などの改善と充実を図るために活動し、また、障がい者とその家族の
親睦を図ることを目的としています。
　 精神・知的障がい者とその家族以外の方であっても、この会の趣旨に賛同する方も賛助会員として
会の活動に参加することができます。

　障がい者相談員とは、身体障がい並びに知的障がいをお持ちの方々へ福祉施策のより一層の充実を
図るため、相談に応じ、必要な助言をしていただく目的で町から委嘱を受けている人のことをいいます。
現在、山都町では、身体障がい者相談員が３名、知的障がい者相談員が１名委嘱を受け、相談を受け
付けています。相談内容は、秘密が厳守されます。困ったときはお気軽にご相談ください。

　家族会の活動に興味のある方、友達や相談相手をつくりたいという方または詳しい内容を聞いてみ
たいという方は会長の緒方または副会長の梶原までご連絡をお願いします。

※会員の方には年会費として1,200円いただいております。
　 年会費は家族会の活動費として使わさせていただきます。

　家族会では、交流会を中心に以下のような活動をしています。
　　・郡のレクリエーション教室（ペタンクなど）
　　・清掃活動　　　　　　・ふれあいピック（県主催）
　　・町家族会交流会（グラウンドゴルフ）
　　・クリスマス交流会　　・他市町村の家族会との交流会
　 この他にも、障がいについて学ぶ機会などもあります。
　 活動に参加することで、たくさんのお友達ができるだけでなく、お互いに意見交換する場ができる
ということも家族会活動の良いところです。

北中島1137番地 1
髙松　東二郎さん

75-0250

井無田1147番地 2
工藤　一利さん
82-2188

柳47番地
林　みち子さん
85-0406

鶴ケ田431番地 1
梶原　俊治さん
82-2100

○今月号からは障がい者手帳を
　お持ちの方に関連する各種割
　引制度を紹介していきます。
　今回はNHK放送受信料につ
　いて紹介します。

○山都町障がい者家族会とは…

○家族会ってどんな活動しているの？

○一緒に活動してみたい方はこちら !

　次回は有料道路通行料金割引制度について紹介します。

○申請場所
　・役場浜町事務所健康福祉課
　・清和総合支所健康福祉課
　・蘇陽総合支所健康福祉課

○必要な物
　印鑑

障がい者福祉だより障がい者福祉だより

身体障がい者・知的障がい者相談員の紹介

身体障がい者相談員 知的障がい者相談員

NO 氏 名 担当地区
1

矢
部
地
区

山下　哲哉 上川井野 川内 成君
2 本田　令子 横野 田所上 田所下 下川井野
3 佐藤佐代子 男成 稲生原 野尻
4 山崎信一郎 小笹 麻山前谷 麻山後谷
5 田中　邦子 入佐 入佐住宅  
6 甲斐　美鈴 畑 畑前田
7 松本　笑子 米内蔵 田吉 小原 長野
8 藤原　秀治 犬飼 新藤 小ヶ蔵 白石 相藤寺
9 田中むつ子 上菅上 上菅下 笈石 菅囲
10 辰本　清音 大多良 西尾 青石 目丸乙 目丸丙
11 中川　忠久 甲間 津留 舞津留 鶴ヶ淵 内大臣区
12 山本　兼治 牧野 白小野 名ヶ 荒谷
13 渡辺　　朔 万坂 藤木 勢井 (高須）
14 上田　圓雄 瀬峰 北川内
15 高山　明博 囲 柚木 (片布田）
16 松本加代子 三ヶ 葛原
17 渡邉　武男 北中島１区
18 渡邉今朝雄 北中島２区
19 志賀　　浩 金内
20 成瀬百合子 田小野 上鶴
21 大久保聖司 原 島木１区
22 荒木久美子 島木２区 島木３区 島木４区
23 山本　繁芳 下名連石上 西大矢
24 古閑比奈子 下名連石下
25 松井　榮光 一ノ瀬 稲生野
26 大林　福巳 御所 西谷 岩立 後迫 杉の鶴
27 大林　重典 黒川
28 本田　一子 下大川 中尾 片平 布田
29 青木　貞光 桐原 大川町
30 中原　秀行 梅木 大野 杉木 寺川
31 橋本　珠子 上司尾
32 藤川　誠二 市原 山田 芦屋田 長田 山中 園田

NO 氏 名 担当地区
33

矢
部
地
区

田上　興隆 南田 南田住宅
34 福田　弘子 千滝
35 熊川　久男 仲町上 仲町下
36 藤川　一喜 旧会所
37 豊田　正代 水道町 下市１区 下市２区
38 高宮加代子 浦川 下馬尾
39 滝口美智子 新町 水道町
40 田上　和子 主任児童委員
41

清
和
地
区

高木　敏勝 大川 平野
42 那須　　武 仁田尾 牛ヶ瀬 原尻 原尾野 鶴ヶ田大矢
43 藤本　幸治 鶴底 川口 川口大矢
44 古閑　高年 井無田 郷野原 郷野原大矢 長成
45 髙本　勝幸 安方 仏原 高月
46 田中　憲昭 米生 市の原 仮屋
47 大塚　吟子 須原 栃原 小峰 貫原
48 佐藤　　学 猪尾 尾野尻 鎌野
49 原田　良次 小中竹 楢原 木原谷 梅の木鶴 川の口
50 高岡　澄夫 栗林 滝下 湯鶴葉 舞岳 栗藤 沢津
51 片山たまみ 主任児童委員
52

蘇
陽
地
区

山崎富士男 長崎
53 秦　 俊 一 馬見原 岩尾野 鏡山
54 堀　カズ子 下番 下鶴 松葉 古園 一里木
55 安永　洋子 大野校区
56 福田　孝幸 塩原 菅尾 塩出迫 大久保
57 興梠富美夫 米迫 今 八木
58 森田　一男 柏 二瀬本
59 後藤　優誠 花上
60 山邊　正子 橘 下山
61 後藤美千代 高辻 高畑 東竹原 柳 梶原
62 松本　　始 旅草 長谷 玉目
63 興梠　文雄 上差尾 大見口 二津留
64 山口　春美 主任児童委員
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