日常 生 活用 具 とは、 重 度 の 障 害 を持 つて い る方 の 日常 生 活 の 不 便 さ を

軽減するための用具です。
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障害者が 日常生活 を自立 した状態で 円滑 に過 ごすため に必要な機器の
購入 を、公費で助成する制度です。
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安全で使 いやす <、 実用性が認め られるもの。
弊社 の拡声器 において は、携帯用会話補助装置 と して『パ ワギガ M(ワ イヤ レス )』 と『 咽喉マ イクセ ッ ト』が
各市 区町村で認め られて います。
身体 障害者手帳 をお持ちで、声が出 づ らい障害の方。
外的 に、パ ーキ ンソン病な どで障害者手帳 をお持ちでな い方 が認め られたケ ースも ございます )

(ll」

各市区町村 によ って、流れや手はずが多少異な ります。 おおよそ下記のよ うな過程で手続 きが行われ ますが、
詳細 は各市 区町村窓 □で ご確認願 います。助成が受 け られな い場合 もございますので、事前 にご確認下さい。

4)申 請用の見積書を弊社より受け取ります。
2)見 積書を持 つて、市区町村の福祉課や福祉事務所で申請 します。
3)審 査が通ると、日常生活用具給付券が発行されます。
4)給 付券は、お客さまへ届くケースと弊社へ届 <ケ ースがございます。
5)弊 社から製品が納品されます。
6)給 付券に署名・ 捺 をして頂きます。
7)弊 社から役所に公費負担分を、申請者に自己負担分をご請求致 します。

必ず購入前 に申請 を して下さい。
申請前 に購入 した ものは助成対象
とな りません。
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■介護・ 訓練 支 援用 具
特殊寝台 (3練 用 ベ ッ ド含む)、 特殊マ ッ ト、特殊尿器、入浴担架、体位変
換器、移動用 リフ ト (※ 天丼走行型その他住宅改造を伴うものを除く)、 3練
いす (児 童用)、 訓練用 ベ ッド (児 童用)
■ 自立 生 活 支援用 具
的障
入浴補助用具、便器 (て すり付可)、 特殊便器 (身 体障害者用)。 (矢 目
害者用)、 頭部保護帽、T字 状・ 棒状のつえ (歩 行補助杖 )、 移動・移乗支援用
具 (て すり、ス ロープ等)、 火災詈報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間
延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
■在宅 療 養 費支 援用 具
透析液加温器、ネブライザ ー (吸 入器)、 電気式たん吸弓器、酸素ボ ンベ運
搬車、視覚障害者用体温計 (音 声式)、 視覚障害者用体重計 (音 声式)
■排 泄管 理 支援用 具
ス トマ装具 (ス トマ用品、洗腸用具)、 紙おむつ等 (紙 おむつ 。洗腸用具 。
サラシ・ ガ ーゼ等衛生用品)、 収尿器
■住 宅 改修 費
居宅生活動作補助用具 (小 規模な住宅改修を伴うもの)
※この用具の購入費及び改修工事費を住宅改修費という
■情 報・ 意 目疎 通 支援 用具
携帯用会話補助装置、情報 。通信支援用具 (※ )、 点字デ ィスプレイ、点字
器、点字タイプライタ ー (力 すタイプライタ ー含む)、 視覚障害用ポータブル
レコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、
視覚障害者用B寺 計、聴覚障害者用通信装置 (フ ァックス等)、 聴覚障害者用情
報受信装置 (ア イ ドラ ゴン付き)、 点字図書、人工喉頭、福祉電話 (貸 与)、
用)
ファックス (貸 与)、 視覚障害者用ワー ドプロセ ッサ ー (共 同禾」
※情報 。通信支援用具とは、障害者向けのパ ーソナル コンピータ周辺機器や、
アプリケーションソフ ト等をいう。
■そ の他
情報 0通 信支援用具
(障 害者情報バ リアフリー化支援に要すパソコン周辺機器及びソフ ト等)

携 帯用 会 話補助 装置 とは
(情 報 意 思 疎 通 支 援 用 具 )
音声言語機能障害又 は肢体不 自由
者で発声 。発語 に著 しい障害 を有す
る方が支給対象 とな る情報・ 意闇疎
通支援用具 のひ とつ。
弊社の拡声器で は、携帯用会話補
助装置 と して『咽喉マイクセ ッ ト』
と 『パ ワギガ M(ワ イヤ レス)』 が
各市 区町村で認め られています。
発声障害者音 (声 衰弱症、心 因性
失声症、 けいれ ん性発声障害、機能
性構音障害 )、 構音障害者 (器 質性
構音障害、運動障害性構音障害、機
能性構音障害 )、 片倶」
反回神経麻痺
声帯麻痺 )の
、片倶」
声帯麻痺 (― 倶」
発声補助 と して有効 な製 品です。

わずかで も声が 出せない と拡声器
は、 お役 にたて ません。
全 く声が出せない方 へ は、電 気式
人工喉頭で お見積 り致 します。

