６ 各種割引等
(1) ＮＨＫ放送受信料の減免
対 象 者
身体、知的、精神いずれかの障害者手帳をお持ちの方が世帯構成員で、世
帯全員が市町村民税非課税の場合
次のいずれかに該当する方が世帯主で、かつ、放送受信契約者である場合
・視覚障害・聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳 1 級、２級をお持ちの方
・療育手帳○
A 、○
A の 1、○
A の 2、A の 1、A の 2 をお持ちの方

内 容
全額免除

半額免除

・精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの方
手続き ①NHK の「受信料の窓口」の受付フォームから申し込みます。
②障がい者福祉課で、放送受信料免除申請書に所要事項を記入し、
福祉事務所長の証明印を受け NHK 千葉放送局に郵送で申し込みます。
お問い合わせ 日本放送協会 千葉放送局 043-203-0700
NHK 受付フォーム↑

(2) 鉄道運賃の割引
①ＪＲ
対

象

券 種
割引率
割引条件
普通乗車券、回数乗
介護者同伴の場
第 1 種障がい者とその介護者
車券、普通急行券
合に限る
第 1 種障がい者とその介護者、又は 定期乗車券( 小児定
介護者同伴の場
５０％
12 歳未満の障がい者とその介護者
期乗車券を除く)
合に限る
第 1 種・第 2 種障がい者が単独で利
片道 100 ㎞を
普通乗車券
用する場合
超える場合のみ
手続き 乗車券等購入時に、身体障害者手帳又は療育手帳を呈示するか、小児乗車券
を自動券売機で購入し、乗降の改札で係員に手帳とともに呈示してください。

②私鉄
私鉄運賃の割引については、私鉄各社にお問い合わせください。

(3) 航空運賃の割引（国内線のみ）
※割引率は航空運送事業者又は路線によって異なります
手帳種別
身体障害者手帳
療育手帳

対 象 者
第１種障がい者（満１２歳以上）・・・・本人及び介護者
第２種障がい者（満１２歳以上）・・・・本人のみ（一部の
航空運送事業者においては本人及び介護者）

精神障害者保健福祉手帳
１２歳以上の障がい者・・・・本人のみ（一部の航空運送事
（顔写真付きかつ有効期
業者においては本人及び介護者）
限内のもの）
手続き

航空券等購入時に、各種手帳を提示してください。

※成田空港内の一般駐車場を利用する際に、障害者手帳を提示することにより、駐車料金が
50％割引（営業用車両を除く）になります。詳しくは利用駐車場にてご確認ください。
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(4) バス運賃の割引
手続き 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳を提示して下さい。
割引率 普通運賃の場合 50％割引
定期券の場合
30％割引
介護人に対しても同様の割引運賃が適用されます。（原則 1 名まで）
※割引条件はバス会社により異なります。詳しくはご利用のバス会社までお問い合わせ
ください。
※市営のコミュニティバスは、手帳(身体・知的・精神)を提示すると無料となります。

(5) 有料道路通行料金の割引
対象者 ① 本人運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障がい者
② 本人以外の運転の場合…第１種の身体障害者手帳又は第１種の療育手帳所
持者
対象となる車
本人が所有する自動車、又は一定の範囲内の親族が所有する自動車
(いずれも営業用を除く)一台に限る。
割引率 通常料金の５０％
利用方法 ① ＥＴＣ利用の場合 → ＥＴＣレーンを無線通行時に割引を適用
② 料金所利用の場合 → 支払時に身体障害者手帳又は療育手帳を提示
手続き 障がい者福祉課に下記の書類をご持参の上、申請手続きをお取りください。
1
ＥＴＣを利用しない場合 2
3
1
2
3
ＥＴＣを利用する場合
4

身体障害者手帳又は療育手帳
運転免許証(自ら運転する方のみ)
自動車検査証
身体障害者手帳又は療育手帳
運転免許証(自ら運転する方のみ)
自動車検査証
ＥＴＣカード(障がい者本人名義のもの・対象者が 20
歳未満の場合は家族名義のＥＴＣカードでも可)
5 ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書

(6) 携帯電話基本料金等の割引
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の手帳、特定医療費
（指定難病）受給者証をお持ちの方を対象に、基本料金がおおむね 50％割引される等
の制度があります。詳しくは契約先の携帯電話会社までお問い合わせください。
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(7) 水道料金の減免
県の水道局の管轄範囲（赤坂、吾妻、加良部、玉造、中台、橋賀台及び三里塚の一
部）に限り、水道料金の消費税及び地方消費税相当額を免除します。（10 円未満の端
数は切り捨てます。）
・特別児童扶養手当（特別児童扶養手当証書を交付された方）を受け
ている方がいる世帯

対象者

窓口

・身体障害者手帳の交付を受け、かつ、1 級又は 2 級の障害を有する
方がいる世帯※
・知的障害者更生相談所等において重度以上の知的障害者と判定され
た方がいる世帯※
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、1 級の障害を有する
方がいる世帯※
※当年において市民税（所得割）を賦課された方のいない世帯が対象
となります。（同居の世帯を含みます。）
ただし、市民税（所得割）を賦課された方が前年において所得税を
賦課されていないことを証明すれば、当該免除の対象となります。
千葉県水道局県水お客様センター
電話 0570-001245 FAX 043-272-3333

(8) マル優制度
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の手帳をお持ちの方
を対象に、銀行預金や国債、公募地方債等の利子が非課税になる制度があります。詳し
くは各金融機関までお問い合わせください。

(9)自動車運転免許の無料講習
対象＝就職するため自動車運転免許を取得したい身体障害者手帳所持者で、次の①②③
すべてに当てはまる方
①公共職業安定所に求職登録してある方 ②運転免許試験場での運転適性審査に合
格した方 ③身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方
場所＝埼玉県新座市堀ノ内 2-1-46
身体障害者運転能力開発訓練センター
期間＝３ヶ月間 (入所日は１、４、７、１０各月初め)
※定員は各２５名
申込＝希望月の前月１5 日まで
費用＝教習費は無料 但し検定料は有料 約３万５千円
宿泊を希望する方は無料施設もあります。
問い合わせ先 身体障害者運転能力開発訓練センター
『通称：東園』T E L
048-481-2711
FAX
048-481-6578
ホームページ http://www.azumaen.or.jp
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(10) ふれあい案内(無料番号案内)
NTT の番号案内（104 番）が無料で利用できます。
対象者
・身体障害者手帳をお持ちの方(下記の対象者のみ)
視覚障がい

１～６級

肢体不自由(体幹)
肢体不自由(上肢)
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)

１級、2 級

・療育手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
お申し込み先
直接手続きの場合：お近くの NTT 支店・営業所
お電話の場合
：フリーダイヤル 0120-104174

(11) 入館料等の割引
施 設

名

料

金

航空科学博物館

50%割引

内
容
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳所持者と介護者(1 人)

房総のむら

無料

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳所持者と介護者(1 人)

成田 HUMAX
シネマズ

通常料金 1,100 円

成田ゆめ牧場

５０％割引

3D、IMAX は別料金あり

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳所持者と介護者(1 人)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳所持者
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(12) その他の在宅サービス
○タクシー料金の割引
対象者

身体障害者手帳・療育手帳所持者（精神保健福祉手帳は対象外）

割引率

メーター表示額の１割

割引方法 乗車の際、運転手に手帳を呈示します。
◎県内各タクシー会社で適用（他県にも同様の制度あり、乗車の際に確認を）

○福祉タクシー料金助成
対象者

割引率

身体障害者手帳

１級・２級、下肢・体幹・視覚障がいの３級

療育手帳

A ～Ａの２
○

精神保健福祉手帳

１級・２級

メーター表示額から、「タクシー料金の割引」(１割引)された後の金額が、
４,０００円以下のときは、半額を助成
４,０００円以上のときは、２,０００円を限度として助成

割引方法 助成券に割引後のタクシー料金を添えて運転手にお渡しください。
助成券の交付枚数
申請

年間４８枚（人工透析者は年間９６枚）

印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、又は精神保健福祉手帳をご持参のうえ、
障がい者福祉課で手続きしてください。

利用できるタクシー（詳しくは P.76「利用可能なタクシー会社一覧」）
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