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このパンフレットが、あなたにとって

安心して住み慣れた地域で自分らしい生活を

送るための手助けとなると幸いです。
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あなたの暮らしは、あなた自身が選び

あなた自身が決めることができます。

いろいろと不安なこと、悩んでいることもあるかと思いますが、

あなたへの応援（支援）はたくさんあります。

苦手なこと、できないことがあっても、自分の決めた暮らしを

実現する方法がきっとみつかります。

退院に向けて、一歩踏み出してみませんか。

・退院までの流れ

・地域での暮らしの一例

　case 1（Aさんの場合）

　case 2（Bさんの場合）

・入院中からの準備

・住まいのこと

・日々の暮らしのこと

・仲間との交流

・お金のこと

・働くこと

Ｐ３、４

Ｐ５、６

Ｐ７、８

Ｐ９

Ｐ１０

Ｐ１1

Ｐ１2

Ｐ１3

Ｐ１4
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ば あい
ケース

ケース
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・薬の管理

・お金の管理

・外出・買い物練習

・クライシスプラン※の検討 など

相談スタート 退 院に向けての準備

精神科病院に長期入院している方（1年以上）や、さまざまな事情により入院の長期

化が見込まれる方などに、住居の確保その他の地域における生活に移行するための

活動に関する相談、障害福祉サービス事業所等への同行支援などを行います。

利用開始から退院迄には半年から1年ほどかかることもあります。

病
　
院

地
　
域

メンバー

本人

家族

医師

看護師

精神保健福祉士

作業療法士

相談支援機関

など

メンバー

本人

家族

医師

看護師

精神保健福祉士

作業療法士

相談支援機関

サービス提供事業所

など

院内で行うこと

退院後の生活に関する計画の作成

相 

談 面 

会

退
　
院

退院に

向けての

支援会議

退院後の

生活に向けた

支援会議

地域で暮らす準備

退院までの流れ

退院までの計画の作成

密接な連携

せい しん  か  びょういん　　 ちょう き にゅういん　　　　　　　　  かた　　  ねん　い じょう　　　　　　　　　　　　　　　　 じ じょう　　　　      にゅういん　　  ちょう き

か　　　    み   こ　　　　　　　 かた　　　　　　　　 じゅうきょ　　　かく  ほ　　　　　た　　　  ち　いき　　　　　　　　　せい  かつ　　　い　こう

かつどう　　  かん　　　　　そう だん  　 しょうがい ふく   し　　　　　　　　　　  じ  ぎょう しょ とう　　　　　どう  こう　し　えん　　　　　　   おこな

り　ようかい　し　　　　　 たい いん まで　　　　  はん  とし　　　　　  ねん

び
ょ
う 　
　

 

い
ん

た
い　
　
　

い
ん

ち　
　
　

 

い
き

そ
う　

だ
ん

め
ん　

 

か
い

本人・家族

医師・看護師

精神保健福祉士 など

ほんにん　　 か　ぞく

い　 し　　 かん　 ご　  し

せいしん 　ほ　けん  ふく　し　  し

いっ ぱん  そう  だん　し   えん　じ  ぎょう しょ

たい  いん
いん  ない　　　おこな

支援者と行うこと
し　 えん　しゃ　　  おこな

「障害福祉サービス」の申請

必要に応じて
しょう がい　ふく　  し　　　　　　　　　　　　　　　　　  しん   せい

ひつ よう　　　おう

たい  いん　 ご　　　　せい　かつ　　　 かん　　　　　　けい　かく　　　 さく　せいたい  いん　　　　　　　　　けい　かく　　　 さく　せい

し　  えん　かい　  ぎ

む

たい  いん　 ご

し　  えん　かい　  ぎ

せい　かつ　　　   む

ほんにん

くすり　　かん　り

みっ　せつ　　　   れん　けい

かね　　　かん　り

けん とう

がいしゅつ　 か　　　もの れんしゅう

か  ぞく

い　し

かん　ご　し

せいしん  ほ  けんふく  し  し

さ ぎょうりょうほう し

そうだん　し　えん  き　かん

ほんにん

か  ぞく

い　し

かん　ご　し

せいしん  ほ  けんふく  し  し

さ ぎょうりょうほう し

そうだん　し　えん き　かん

ていきょう じ ぎょうしょ

・暮らす場所の見学

・日中活動場所の見学

・地域での生活に関する相談

  　　　　　　　　　   など

く　　　　　  ば  しょ　　 けん がく

にっちゅうかつ どう　 ば   しょ　   けん がく

ち　いき　　　　　せい  かつ　　 かん　　　　　 そう だん

「地域移行支援」申請
ち　 いき    い　 こう　 し　 えん      しん　せい

※クライシスプラン…落ち着かなくなった時の対処方法

そう だん たい   いん　　　 む　　　　　　　 じゅん  び ち  いき　　　  く　　　　　じゅん び

「地域移行支援」とは
ち　いき　 い　こう　し　 えん 

たい　 いん　　　　　　　　　　　　  なが

ほ　けん　

しょうがい  しゃ   き　かん そう  だん　 し　えん　

保健センター

障害者基幹相談支援センター

一般相談支援事業所

相談支援機関
そう だん　 し　えん　き　かん

り よう  りょう　  む りょう

利用料：無料
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基本情報

地域での暮らしの一例
ち　　 いき　　　　　　　　　 く　　　　　　　　　　　　　いち　  れい

き　ほん じょうほう

現在の様子
げん  ざい　　　  よう　す

Aさんの場合
ば　あい

case 1
ケース

さい  だい　　 じょ  せい　   そう  きょく せい しょう がい

Ａさん（50歳代・女性・双極性障害)

高校卒業し、一般企業へ就職。30歳頃に発病し、入院。

退院後、自宅に戻り両親と暮らす。その後、両親とも他界して単身

生活となり、病状が悪化。2年間の入院を経て、グループホームに

入所。現在も入退院を繰り返しているが地域で生活している。

平日はかかりつけ病院のデイケア、デイナイトケアに通っています。

デイケアでは手芸や創作活動をして楽しく過ごしています。

通院を継続しながら訪問看護を利用し、体調や薬の管理などの相談に

のってもらっています。週末は、大好きな喫茶店でコーヒーを飲んだり、

友人と一緒に買い物に出かけたりして生活しています。

グループホームに

帰宅
夕食の準備、

夕食・片付け、

入浴

のんびりタイム

9：００

喫茶店
（モーニング）

9：００

12：００

15：００

21：００

23：００

18：００

夕食準備、夕食・片付け

入浴

18：００

６：００

11：００

Aさんのスケジュール

こう こう そつぎょう　　　いっ ぱん   き ぎょう　 しゅうしょく　　　 さい ごろ　　 はつびょう　　　にゅういん

たい いん  ご　　  じ  たく　　 もど　　りょうしん　　  く　　　　　　　　　     ご　  りょう しん　　　　  た  かい　    　　たん しん   

せい かつ　　　　　　　　びょうじょう　　  あっ  か　　　  ねん かん　    にゅう  いん     　  へ    　　　　　　　　　　　  　　　　　　    

   にゅうしょ　　げん ざい　    にゅう たい いん　　  く　　   かえ　　　　　　　　　　    ち  いき　　   せい かつ

へいじつ　　　　　　　　　　　　　びょういん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かよ

しゅ げい　　そう さく かつ どう　　　　　　 たの　　　　　す

つう いん　　  けいぞく　　　　　　　　   ほう もん かん  ご　　　り   よう　    　 たいちょう　  くすり　   かん　り　　　　　 　   そう だん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅうまつ　　　 だい す　　　　　 きっ  さ  てん　　　　　　　　　　　　    の　　　　　　　　　

ゆう じん　　 いっ しょ　　  か　　　もの　　  で　　　　　　　　　　　　　 せい かつ

デイケア開始

通院（2週に1回）

かい  し

つう いん　　  しゅう　　　かい

き  たく

きっ さ　てん

友人と

買い物

14：００
ゆう じん

か　　　もの
おんがく

ゆうしょく じゅん び　　　ゆうしょく　かた    づ

にゅうよく

ゆうしょく　    じゅん  び

ゆうしょく　  かた  づ

にゅうよく

起床、朝食、

身支度

き  しょう ちょうしょく

み　じ  たく

7：００

起床、身支度
き しょう　  み 　じ   たく     

昼食
ちゅうしょく

12：００ 昼食
ちゅうしょく

通所のある日
つう しょ　　　　　　　　　   ひ

通所のない日
つう しょ　　　　　　　　　   ひ

（テレビ、音楽など）

訪問看護

（薬チェック）

ほう もん  かん   ご

くすり

就寝
しゅうしん

就寝

21：００
しゅうしん

せい かつ  ほ　ご　 　  　   まん えんしょうがいねん きん　　　  まん えん

●障害年金 6.5万円  ●生活保護 4.5万円

こ  づか　　　  にち よう ひん　  きっ さ　　　

ちょきん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まん えん

り  ようりょう  しょく ひ  ほか こみ

●グループホーム利用料（食費他込）

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7万円

●小遣い（日用品、喫茶など）

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2～3万円

●貯金・・・・・・・・・・・・・・・・・・1～2万円

手帳／精神障害者保健福祉手帳2級

通院／自立支援医療（精神通院）

　　　障害者医療費助成

活動／デイケア、デイナイトケア

住まい／グループホーム

利用している制度やサービス
り　 よう　　　　　　　　　　　せい　 ど

かつどう

て  ちょう

つう いん

せい しんしょうがい  しゃ  ほ   けん  ふく  し　 て  ちょう　きゅう

じ  りつ    し　えん  い  りょう　せい しん  つう いん

しょうがい しゃ   い りょう ひ   じょ せい　

す

お金／障害年金2級、生活保護

生活／訪問看護

　　　相談支援事業所

かね しょうがい ねん きん　 きゅう　 せい  かつ  ほ　 ご

ほうもん  かん  ごせい かつ

そうだん　し　えん  じ ぎょうしょ

家計簿
か   けい　  ぼ

収 入・・・・・・・・・・・・・・11万円
しゅう  にゅう まん えん

まん えん

まん えん

まん えんし   しゅつ　

支 出・・・・・・・・・・・・・・11万円
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Bさんの場合
ば　あい

case 2

　 かよ　　

作業開始

10：0０

Bさんのスケジュール

20：００
くつろぎタイム、入浴

基本情報

現在の様子

き　ほん じょうほう

げん  ざい　　　  よう　す

さい  だい　　 だん  せい　   とう  ごう　しっ ちょうしょう

Bさん（30歳代・男性・統合失調症)

20歳代で発症していたが、初診は30歳。

初診時に入院となり2年間入院。

退院後は、アパートへ入居し、一人暮らしをしながらA型事業所

に通っている。

自由な時間は大好きな絵画に没頭している。

絵を描くことが大好きで時間を忘れるくらい没頭している。

A型事業所に通い、細かな作業にも集中して取り組み

スタッフからも信頼されている。

通院を継続しながら週末は料理をしたり、買い物をしたり、絵を描いたりして

楽しく生活している。

さい だい　　はっしょう　　　　　　　　　　　しょ しん　　　　   さい

しょしん  じ　　 にゅういん　　　　　　　 ねん かんにゅういん

たい いん  ご　　　　　　　　　　　　　  にゅうきょ　　　  ひ とり  ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　   がた  じ ぎょう しょ　　　　　　  

じ  ゆう　　  じ  かん　　  だい  す　　　　   かい  が　　 ぼっ とう

え　　　か　　　　　　　　　 だい  す　　　　    じ  かん　　 わす　　　　　　　　　　  ぼっ とう

がた  じ ぎょう しょ　　 かよ　　　 こま　　　　   さ  ぎょう　　　 しゅうちゅう　　　   と　　　 く

しん らい

つう いん　　 けい ぞく　　　　　　　　  しゅうまつ　   りょう り　　　　　　　　　　 か　　   もの　　　　　　　　　   え　　    か　　  　　　　　　　　 

通所のある日
つう しょ　　　　　　　　　   ひ

通所のない日
つう しょ　　　　　　　　　   ひ

６：００

起床、朝食、

身支度

き  しょう  ちょうしょく

み　じ  たく

7：００

起床、朝食、

身支度

き  しょう ちょうしょく

み　じ  たく

8：００

趣味の時間

通院（4週に1回）

しゅ  み　　　  じ  かん

つういん　　　しゅう　　  かい

さ ぎょうかい　し

みんなで昼食

12：００
ちゅうしょく

作業終了16：００

帰宅16：3０

さ  ぎょう しゅうりょう

き　たく

にゅうよく

就寝

21：００
しゅうしん

就寝

23：００
しゅうしん

昼食

ヘルパーと買い物、掃除

訪問看護（薬チェック）

12：００

か　　  もの   そう  じ

ほうもんかん  ご  くすり

17：００

夕食準備
ゆうしょく じゅん  び

18：００

夕食、片付け
ゆうしょく   かた　 づ

18：００

夕食、片付け
ゆうしょく   かた　 づ

手帳／精神障害者保健福祉手帳2級

通院／自立支援医療（精神通院）

　　　障害者医療費助成

活動／就労継続支援A型事業所

住まい／アパート

利用している制度やサービス
り　 よう　　　　　　　　　　　せい　 ど

かつどう

て  ちょう

つう いん

しゅうろう けい ぞく  し　えん　　がた   じ  ぎょうしょ

せい しんしょうがい  しゃ　ほ  けん  ふく  し　て  ちょう　きゅう

じ  りつ   し　えん  い  りょう　せい しん  つう いん

しょうがい しゃ  い  りょう  ひ   じょ せい　

す

お金／障害年金2級、給料

生活／訪問看護

　　　居宅介護（ヘルパー）

　　　相談支援事業所

かね しょうがいねん きん　きゅう きゅうりょう

ほうもん  かん  ごせい かつ

きょ たく かい  ご

そうだん　し　えん  じ ぎょうしょ

家計簿
か   けい　  ぼ

収 入・・・・・・・・・・・・・・14万円
しゅう  にゅう まん えん

きゅうりょう　　　     　まん えんしょうがいねん きん　　　  まん えん

●障害年金 6.5万円  ●給料 7～8万円

 まん えん

 まん えん

●アパート家賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円

●光熱費（携帯電話含む）・・・・・・・・・・・2万円

●小遣い（食費、趣味備品など）6万円

●貯金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円

まん えんし   しゅつ　

支 出・・・・・・・・・・・・・・14万円

こうねつ　ひ　  けい たい でん  わ   ふく　　　　

こ  づか　　　しょく  ひ　　しゅ  み    び  ひん

や  ちん

 まん えん

ちょ きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  まん えん

たの　　　　 せい かつ

ちゅうしょく

20：００

入浴、くつろぎタイム
にゅうよく

（テレビ、趣味など）
しゅ  み

ケース
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・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

・特別養護老人ホーム　など

グループホーム4

5

アパートなどの賃貸住宅2
ちん  たい じゅう たく

公営住宅3
こう  えい  じゅうたく

入院中の困りごと、退院についての

希望や不安を相談しましょう。

退院後どこで生活をしたいか希望を教えてください。

一緒に考えましょう。

びょう  いん　　　　 なか　　　　 そう　 だん　まど　 ぐち

病院の中の相談窓口

ち　  いき　　　　 そう　 だん　まど　 ぐち

地域の相談窓口

入院中からの準備
にゅう　いん　ちゅう　　　　　　　　　　　  じゅん　 び

しょうがい   しゃ　き　 かん   そう  だん　 し　 えん

いっ  ぱん   そう  だん　し　  えん   じ　ぎょう しょ

ほ　けん　

保健センター

障害者基幹相談支援センター

一般相談支援事業所

病院にお伺いしますので、お気軽にご相談ください。

主治医
しゅ　じ　 い

看護師
かん　ご　  し

精神保健福祉士
（ソーシャルワーカー）

せい  しん　ほ　 けん ふく　し　  し

高齢の方向けの住まい
こう  れい　　　 かた　 む　　　　　    　す

住まいのこと

にゅう　いん  ちゅう　　　　こま　　　　　　　　　　　　たい　 いん たい　いん　   ご　　　　　　　　　　　せい　かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　ぼう　　　　おし

いっ　しょ　　　　かんが

びょういん　　　　　  うかが　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　き　 がる　　　　　  そう  だん

き　  ぼう　　　　　ふ　  あん　　　　そう　  だん

自宅１
じ　たく

ひ とり　ぐ　　　　　　　  もくひょう　　　　　　　　 せ　わ　にん

一人暮らしを目標として、世話人がいる

環境で共同生活を送る場です。

利用には福祉サービスの申請が必要です。

かんきょう　　きょうどう せい かつ　　　おく　　　ば

り　よう　　　　　ふく　し　　　　　　　　　　　　 しん せい　　  ひつ よう

入居者募集が年に何回かあるため、

申し込みを行う必要があります。

にゅう きょ  しゃ   ぼ   しゅう　　  ねん　　   なん  かい

もう　　　こ　　　　   おこな　　ひつ  よう

不動産会社への相談や民間賃貸住宅

入居相談を利用して契約を結びます。

ふどう  さん かい  しゃ　　        そう だん　　　みんかん  ちんたい  じゅうたく

にゅうきょそうだん　       り   よう　　　　  けい やく　 　むす

ゆうりょう ろう  じん

つ　　　 こう  れい しゃ　む　　　じゅう たく

とく べつ  よう　ご　 ろう じん

す
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いろいろな生活場面で、できないこと・苦手なことを

手伝ってくれるサービスがあります。

仲間との交流
なか　 ま　　　　　　　　こう　 りゅうひ　     び　　　　 　  く

生活リズムの安定や病気の再発を予防するための

リハビリテーションを行っています。

せい かつ　　　　　　　　　　あん  てい　　  びょう  き　　　さい  はつ　　　よ   ぼう

おこな

仲間との交流ができ、自由に通える場所です。

地域で自立して生活ができるよう、服薬やお金のやりくりなど生活能力の

維持、向上のために必要な支援や訓練を行います。

日中に入浴、食事の介護を行うとともに、創作活動などの機会を提供しています。

デイサービスや通所リハビリなどがあります。

退院後、希望すれば活動を通して

仲間との交流ができる場所があります。

精神科デイケア１
せい  しん　 か

訪問看護１
ほう  もん　かん　 ご

生活訓練
せい  かつ　くん  れん

生活介護
せい  かつ　かい　ご

地域活動支援事業
ち　 いき  かつ  どう　 し　 えん　じ   ぎょう

介護保険サービス
かい　 ご　  ほ　 けん

2
なか   ま　　　　　  こう りゅう　　　　　　　　　 じ  ゆう　　　かよ　　　　　   ば  しょ

ち　いき　　　  じ  りつ　　　　　せい かつ　　　　　　　　　　　　　　　　  ふく やく　　　　　かね　　　　　　　　　　　　　　　　  せい  かつ のう りょく

にっちゅう　　にゅうよく　 しょく じ　　　 かい    ご　　 おこな　　　　　　　　　　　　  そう さく  かつ どう　　　　　　　 き   かい　　  てい きょう

い　 じ　　 こう じょう　　　　　　　　　  ひつ  よう　　　 し　えん　  　くん  れん　　 おこな

つう しょ

3

4

5

自宅に看護師等が訪問し、薬の確認、症状の

相談、生活に関する相談にのってくれます。

じ   たく　　　かん　ご　 し   とう　　　 ほう もん　　　　くすり　    かく  にん    しょうじょう　

そう だん  　せい かつ　　　かん　　　　　 そう  だん

居宅介護（ホームヘルプ）2
きょ  たく　かい    ご

移動支援3
い　 どう　 し　  えん

自立支援配食サービス4
じ  りつ　  し　えん  はい  しょく

昼食又は夕食の「1食」を配達するとともに、利用される方の安否を確認し、

必要な場合に、緊急連絡先・関係機関への連絡等を行います。

ちゅうしょくまた　　  ゆうしょく　　　　 しょく　　　  はい  たつ　　　　　　　　　　　　　　　  り   よう　　　　　　　かた

　　　 ひつ よう　　　  ば  あい　　　　きんきゅう れん らく  さき　  かん  けい　き   かん　　　　　 れん らく  とう　    おこな

地域定着支援5
ち　 いき  てい ちゃく   し　えん

退院後、一人暮らしを行うにあたり、

緊急の困りごとが発生した場合などに相談にのります。

たい いん　 ご　　　ひとり   ぐ　　　　　　  　おこ

きん きゅう　　こま　　　　　　　　　　はっ せい　　　　　 ば  あい　　　　　　　 そう だん

ヘルパーが自宅を訪問し、調理・掃除・洗濯・

買い物など日常生活の支援を行います。

じ   たく　　  ほう  もん　　　　ちょう  り　　そう　じ　   せん  たく

か　　　 もの　　　　　 にちじょう せい かつ　　　 し　えん　　  おこな

一人での外出が不安な方に、ヘルパーが買物・

通院・銀行や余暇などの外出に付き添います。

ひ とり　　　　   がい しゅつ　　   ふ   あん　　  かた　　　　　　　　　　　　　　　   かい もの　  

つう  いん　  ぎん  こう　　　  よ　 か　　　　　　　   がいしゅつ　　  つ　　　  そ

日々の暮らしのこと

たい　いん　  ご　　　　き　  ぼう　　　　　　　   　　  かつ　 どう　　　    とお　　　　　　　

なか　 ま　　　　　　　   こう　りゅう　　　　　　　　　　　　　   ば　  しょ

せい　 かつ　　ば　  めん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  にが　  て　　　

て　  つだ

あん  ぴ　　　 かく にん　
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生活を支える制度１

自立支援医療（精神通院）

通院医療費（外来通院、精神科デイケア、精神科訪問看護）の一部を公費で負担する制度です。

障害者医療費助成制度

精神障害者保健福祉手帳が１・２級の方が対象です。医療費（保険診療分）の自己負担を

助成する制度です。

精神障害者保健福祉手帳 

一定の障害があることを証明するものです。医療費の助成や福祉特別乗車券などの

各種福祉サービスが受けられます。

障害年金

病気やケガなどによるその方の障害の状態によって、生活を保障するために年金が

支給される場合があります。申請するにはいくつかの条件があります。

生活保護

最低限度の生活を保障し、自立を手助けする制度です。

せい  かつ　　　ささ　　　　　  せい　  ど じ　たく

しょうがい  ねん  きん

かく しゅ ふく  し　　　　　　　　　　     う

せい しん しょうがい  しゃ    ほ　けん ふく　し　  て  ちょう

じ　りつ　 し　えん　い りょう　  せい しん  つう  いん

せい  かつ　 ほ　ご

びょう き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 かた　　 しょうがい　　 じょう たい　　　　　　　　　  せい かつ　　   ほ  しょう　　　　　　　　　　　     ねん きん　　  

いっ てい　    しょうがい　　　　　　　　　　　　   しょうめい　　　　　　　　　　　　　　 い  りょう  ひ　　  じょ せい　　  ふく  し  とく べつじょう しゃ けん　

 し  きゅう 　　　　　　 ば  あい　　　　　　　　　　　　しん せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じょうけん

いっ ぱん　き   ぎょう　　　　　　　　　  しゅう ろう　　   こん  なん　　   かた　　　　はたら　　  ば　しょ　　 てい きょう

 ち　しき　　　のう りょく　　  こう じょう　　　　　　　　　　 ひつ よう　　　くん れん　　   おこな

げん  そく　　  こ　よう  けい やく　　   むす　　　　　  り　 よう

一般企業などでの就労が困難な方に、働く場所を提供し、ステップアップ

に向けた支援を行います。

いっ ぱん　き   ぎょう　　　　　　　　　  しゅう ろう　　   こん  なん　　   かた　　　  はたら　　　ば　しょ　　  てい きょう

む　　　　　　  し　えん　　  おこな

ハローワーク

障害者就業・生活支援センター など
しょうがい  しゃしゅうぎょう    せい かつ   し　えん

つう いん い りょう ひ　 がい らい つう いん　せい しん  か　　　　　　　　　 せい しん か ほう もん かん  ご　　　 いち  ぶ 　　  こう  ひ　　  ふ　たん

しょう がい  しゃ　い　りょう  ひ　じょ  せい　せい　ど

せい しん しょうがい しゃ   ほ   けん  ふく  し   て   ちょう　　　　　　　 きゅう　   かた　　  たいしょう　　　　　　  い  りょう  ひ　   ほ　けん しん りょうぶん

じょ せい　　　　せい  ど

　　　　　　　

さい てい げん  ど　　   せい  かつ　   ほ しょう　　　  じ　りつ　　  て　だす　　　　　　  せい  ど

医療費に関する制度
い　りょう  ひ　　　  かん　　　　　　せい　 ど

3

せい  ど

日常生活自立支援事業

生活費のやりくり、貯金の管理をお手伝いする制度です。生活支援員が訪問などをして

支援します。

成年後見制度

家庭裁判所に申し立てをして、障害などにより判断能力が十分でない方が困らないように、援助

する人をつけてもらう制度です。財産の管理、入院や施設入所の契約などを支援してくれます。

ざい  さん　　　 まも　　　 せい　 ど

にちじょう せい かつ　じ　りつ　し　えん   じ  ぎょう

せい  ねん こう  けん  せい　ど

せい かつ  ひ　　　　　　　　　　　  ちょ きん　　  かん  り　　　　　て  つだ　　　　　    せい  ど　　　　　    せい かつ  し えん いん　　 ほう もん

やりくりや財産を守る制度2

    か  てい さい ばん しょ　　 もう　　  た　　　　　　　　   しょうがい　　　　　　　　　  はん だんのうりょく　じゅうぶん　　　　　  かた　　 こま　　　　　　　　　　　　  えん じょ　　　　

 ひと　　　　　　　　　　　　　せい  ど　　　　　  ざい さん　　かん り　 にゅういん　　し  せつ にゅう しょ　　 けい やく　　　　　　   し  えん

じ　 こ   ふ　たん　　

し　えん　

働くこと

就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の

向上のための訓練を行います。

一般企業などでの就労が困難な方に、働く場所を提供するとともに、

知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

原則、雇用契約を結んで利用します。

いろいろな働き方があります。

自分に合った働き方を考えてみましょう。

お金のこと

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

１

2

3

お金のことが心配、やりくりが不安な方への

支援・制度があります。

かね　　　　　　　　　　　　　  しん　 ぱい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ　  あん　　　　かた

し　  えん　　　せい　   ど

はたら　　　　かた

じ    ぶん　　　　  あ　　　　　　　 はたら　　　　かた　　　　かんが

しゅう ろう けい　ぞく　 し　 えん　　  がた　

しゅう ろう けい　ぞく　 し　 えん　　  がた　

しゅう ろう　 い　こう　 し　 えん

しゅう ろう　　　  き　ぼう　　　　　  かた　　　　しゅう ろう　　　ひつ よう　　　  ち　しき　　　  のう りょく

こう じょう　　　　　　　　　　 くん  れん　　   おこ

はたらかね

働くことの相談窓口
はたら　　　　　　　　　　そう  だん   まど  ぐち


