
サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類

内容 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する支援及び治療。

対象 上肢、下肢または体幹機能に障害のある未就学の児童。

内容 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など。

対象 身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童のうち、未就学児。

内容 放課後または休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進など。

対象 小学校から高校までの児童。

内容

保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害

児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援など。

対象 保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童。

サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類

内容 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護など。

対象 障害程度区分が区分1以上（障害児にあってはこれに相当する心身の状態）である方。

内容 自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など。

対象 重度の肢体不自由者（重度の知的障害者・精神障害者も含む）であって、常時介護が必要な方。

内容

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行

う。

対象 障害程度区分が区分1以上である方。

内容 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

対象

常時介護が必要で、意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある方。

並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方。

内容 自己判断能力が制限されている方が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。

対象 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方。

内容 医療機関における機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話など。

対象 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害のある方。

内容

日中、食事・入浴・排せつなどの身体介護の提供、生活に関する相談・助言やその他必要な日常生活の支

援を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供やその他身体機能又は生活能力の向上のため

に必要な支援を行う。

対象 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方。

内容

夜間や休日における食事・入浴・排せつなどの身体介護、生活に関する相談・助言やその他必要な日常の

生活の支援を行う。

対象

夜間において介護が必要な方。入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認めら

れ、通所が困難であり、自立訓練又は就労移行支援を利用している方。

内容

外出時における移動時や、外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護（代筆・代読を含む）排

泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助。

対象 居宅において生活を営んでいる方のうち、視覚障がいにより単独での移動が困難な方。

サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象

生活介護生活介護生活介護生活介護

施設入所支援施設入所支援施設入所支援施設入所支援
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医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援医療型児童発達支援

児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援

☆☆☆☆放課後等デイサービス放課後等デイサービス放課後等デイサービス放課後等デイサービス

☆☆☆☆保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援

○福祉サービス一覧表○福祉サービス一覧表○福祉サービス一覧表○福祉サービス一覧表

サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護

重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護

療養介護療養介護療養介護療養介護

☆短期入所（ショートステイ）☆短期入所（ショートステイ）☆短期入所（ショートステイ）☆短期入所（ショートステイ）

重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援

行動援護行動援護行動援護行動援護

同行援護同行援護同行援護同行援護



サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類

内容

地域において自立した生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持向上などのために、理

学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行

う。

対象

施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や、身体機

能の維持・回復などの支援が必要な方。特別支援学校を卒業し、地域生活を営む上で、身体機能の維持・

回復などの支援が必要な方。

内容

地域において自立した生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持向上などのために、食事・入浴・排せ

つなどに関する必要な訓練、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行う。

対象

施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方。

特別支援学校を卒業し、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方。

内容

夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事・入浴・排せつなどの身体介護やその他日常生活上の相談・

援助を行う。

対象

障害のある方（身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福

祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。）

内容

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る知識や技術の習得、求職活動に関する支援、適正に応じ

た職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談やその他の支援を行う。

対象 一般就労を希望する65歳未満の障がいのある方。

内容

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力の向上のために必要

な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要

な相談やその他の支援を行う。

対象 一般就労を希望する65歳未満の障がいのある方。

内容

生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要や知識や能力の向上のために必要な訓練やそ

の他の支援を行う。

対象

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満

の方。

サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類

内容

居宅で生活されている屋外での移動に著しい制限のある方に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇

活動、社会参加のための外出支援を行う。

対象

居宅において生活を営んでいる方のうち、重度の視覚障がい（グループ支援型に限る）、重度の全身性障

がい、知的障がい、あるいは精神障がいのために単独での外出が困難な方。

内容 住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う。

対象 障害があり、住居を求めている方。（生活面で自立できていることが前提となる）

内容

日中において、介護者が病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で見

守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行う。

対象

日中において、介護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要となる身体障がい・知的障が

い・精神障がいのある方。

サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象

就労継続支援（A型・B型）就労継続支援（A型・B型）就労継続支援（A型・B型）就労継続支援（A型・B型）

自立訓練（機能訓練）自立訓練（機能訓練）自立訓練（機能訓練）自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）（宿泊型）自立訓練（生活訓練）（宿泊型）自立訓練（生活訓練）（宿泊型）自立訓練（生活訓練）（宿泊型）

就労移行支援（養成施設以外）就労移行支援（養成施設以外）就労移行支援（養成施設以外）就労移行支援（養成施設以外）
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就労移行支援（養成施設）就労移行支援（養成施設）就労移行支援（養成施設）就労移行支援（養成施設）

共同生活援助(グループホーム)共同生活援助(グループホーム)共同生活援助(グループホーム)共同生活援助(グループホーム)

サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象
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移動支援移動支援移動支援移動支援

福祉ホーム福祉ホーム福祉ホーム福祉ホーム

☆日中一時支援事業☆日中一時支援事業☆日中一時支援事業☆日中一時支援事業



サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類

内容

障害者支援施設や精神科病院、矯正施設などから地域生活に移行するにあたり、住居の確保など地域生

活に必要な支援を行う。

対象

障害者支援施設、児童福祉施設に入所する18歳以上の方、精神科病院に入院している精神障害のある

方、救護施設または更生施設に入所している障害のある方、刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少

年院に収容されている障害のある方、更生保護施設に入所している障害のある方または自立更生促進セ

ンター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害のある方。

内容

単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じ

た際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行う。

対象

居宅において単身もしくは家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のた

め、緊急時の支援が見込めない状況にある方。

※問い合わせ先※問い合わせ先※問い合わせ先※問い合わせ先

サービスの内容について：札幌市障がい福祉課（011-211-2938）サービスの内容について：札幌市障がい福祉課（011-211-2938）サービスの内容について：札幌市障がい福祉課（011-211-2938）サービスの内容について：札幌市障がい福祉課（011-211-2938）

サービス利用の手続きについて：各区保健福祉課サービス利用の手続きについて：各区保健福祉課サービス利用の手続きについて：各区保健福祉課サービス利用の手続きについて：各区保健福祉課

http://www.city.sapporo.jp/

○その他（就学に関するサービス）○その他（就学に関するサービス）○その他（就学に関するサービス）○その他（就学に関するサービス）

内容 学用品費、修学旅行費、給食費などを援助する

子供が小・中・中等教育学校に通学するうえで経済的な理由によりお困りで、以下に該当する方。

・生活保護が廃止又は停止された

・児童扶養手当を受給している、もしくは受給していた

・世帯全員の市町村民税が非課税または全額減免された

・個人事業税が全額減免された

・各区社会福祉協議会において新たに生活福祉資金のうち福祉費（生業費・技能習得費技能習得等支度

費）の貸付を受けた

・上記に該当しない方のうち、世帯全員の収入が基準以下の場合、若しくはその他経済的理由により、特に

援助が必要であると認められる方

※問い合わせ先：児童の通学する学校※問い合わせ先：児童の通学する学校※問い合わせ先：児童の通学する学校※問い合わせ先：児童の通学する学校

内容

通常の学級に学びながら月に１回から週３回、障害の状態に応じて特別な指導を行うための教室。教科の

学習は通常の学級で行う。

対象

学習面・行動面・対人面などで困っていることがあり、学級での配慮や工夫ではそれらが改善しない子ども。

保護者が教育相談を申し込み、学びの支援委員会の判断を経て指導開始となる。

※特別支援学級・特別支援学校に在籍する児童生徒は対象外

○その他（住宅に関するサービス）○その他（住宅に関するサービス）○その他（住宅に関するサービス）○その他（住宅に関するサービス）

内容

母親と子どもが一緒に生活できる住居の提供を提供し、自立を支援するための、就労・家庭生活・児童の教

育等に関する相談や助言を行う。ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害者の一時保護や相談も含む。

対象

離婚等により生活や子どもの養育が困難となった、18歳未満の子どものいる母子家庭。

（何らかの理由で離婚ができない方も含む）

※問い合わせ先：各区、健康子ども課※問い合わせ先：各区、健康子ども課※問い合わせ先：各区、健康子ども課※問い合わせ先：各区、健康子ども課

https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/r1_01.html#seikatsu

内容 低所得者向けの公営住宅

対象

入居しようとする方に次の要件があるかたは優遇措置の対象となる。

・身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方

・母子・父子家庭

・低所得者

※申し込み資格を満たす要件が細かいため、情報提供する場合は要確認。

※問い合わせ先：一般社団法人札幌市住宅管理公社（011-205-3071）※問い合わせ先：一般社団法人札幌市住宅管理公社（011-205-3071）※問い合わせ先：一般社団法人札幌市住宅管理公社（011-205-3071）※問い合わせ先：一般社団法人札幌市住宅管理公社（011-205-3071）

http://www.s-j-k.or.jp/index.html

サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象サービスの内容・対象

地域移行支援地域移行支援地域移行支援地域移行支援
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市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/syugakuenjyo.html

対象

☆☆☆☆就学支援援助就学支援援助就学支援援助就学支援援助

☆☆☆☆通級指導教室通級指導教室通級指導教室通級指導教室

（まなびの教室）（まなびの教室）（まなびの教室）（まなびの教室）

※問い合わせ先：札幌市教育センター教育相談室（011-671-3210）※問い合わせ先：札幌市教育センター教育相談室（011-671-3210）※問い合わせ先：札幌市教育センター教育相談室（011-671-3210）※問い合わせ先：札幌市教育センター教育相談室（011-671-3210）

母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設

地域定着支援地域定着支援地域定着支援地域定着支援



○その他（日常生活に関するサービス）○その他（日常生活に関するサービス）○その他（日常生活に関するサービス）○その他（日常生活に関するサービス）

内容

えぷろんサービス（調理、掃除、洗濯、買い物などの家事、介助を要しない外出同行支援）、かいてきサービ

ス(ごみ出し、除雪、簡単な大工仕事、室内の模様替え、その他)

対象 生活に支障のある高齢者、障がい児（者）、病弱な方や産前産後8週以内の方。

※会員登録の際の年会費と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録の際の年会費と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録の際の年会費と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録の際の年会費と、時間単位での利用料が発生します。

※問い合わせ先：札幌市社会福祉協議会　ほっ・とプラザ （011-623-4010）※問い合わせ先：札幌市社会福祉協議会　ほっ・とプラザ （011-623-4010）※問い合わせ先：札幌市社会福祉協議会　ほっ・とプラザ （011-623-4010）※問い合わせ先：札幌市社会福祉協議会　ほっ・とプラザ （011-623-4010）

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/detail/00000207.html

内容

保育園・幼稚園等の送り迎え、子どもが軽い病気（回復期）の時の託児(医療行為および病気のお子さんの

送迎等は活動に含まれません)親のリフレッシュなど。

対象

札幌市内に在住または、勤務先のある0歳～小学校6年生の子どもを育てている家庭の方で、就労家庭、自

営業家庭、専業主婦家庭などすべての子育て家庭が対象。

※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。

※問い合わせ先：さっぽろ子育てサポートセンター（011-623-2415）※問い合わせ先：さっぽろ子育てサポートセンター（011-623-2415）※問い合わせ先：さっぽろ子育てサポートセンター（011-623-2415）※問い合わせ先：さっぽろ子育てサポートセンター（011-623-2415）

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/category/114.html

内容

子どもの急な発病で保育園に預けられない等、病児・病後児の預かり、緊急を要する子どもの預かり、急な

出張などによる宿泊の預かりなど。

対象

札幌市内に在住または、勤務先のある0歳～小学校6年生の子どもを育てている家庭の方で、就労家庭、自

営業家庭、専業主婦家庭などすべての子育て家庭が対象。

※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。

※問い合わせ先：札幌市こども緊急サポートネットワーク（011-621-6626）※問い合わせ先：札幌市こども緊急サポートネットワーク（011-621-6626）※問い合わせ先：札幌市こども緊急サポートネットワーク（011-621-6626）※問い合わせ先：札幌市こども緊急サポートネットワーク（011-621-6626）

http://kosodate.i-cis.com/

内容

出産などで家事が思うように出来なくなった時、組合員同士で助け合いの出来る制度。家事支援、子育て支

援・産前産後支援、通院・外出介助など。

対象 コープさっぽろの組合員。

※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。※会員登録と、時間単位での利用料が発生します。

    ※問い合わせ先：コープさっぽろ（011-671-5718※問い合わせ先：コープさっぽろ（011-671-5718※問い合わせ先：コープさっぽろ（011-671-5718※問い合わせ先：コープさっぽろ（011-671-5718））））

http://www.coop-sapporo.or.jp/contents/view/id/142

内容

親子が気軽に集える広場の提供事業、子育て相談と情報交流活動、子育てに関する講演会などの企画・

実施、子育て支援及び福祉に関する知識や技能の向上に必要な研修事業、集会の会場や個人宅などでの

保育事業など。

対象 子育てをしている方。

※内容によって異なる料金が発生します。※内容によって異なる料金が発生します。※内容によって異なる料金が発生します。※内容によって異なる料金が発生します。

※問い合わせ先：NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ（011-632-5180）※問い合わせ先：NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ（011-632-5180）※問い合わせ先：NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ（011-632-5180）※問い合わせ先：NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ（011-632-5180）

内容

外出支援（学校や通所施設への送り迎え、買い物の付添いなど）、家事支援（掃除、調理、洗濯など）、育児

支援（遊び相手、保育所や幼稚園への送り迎えなど） 、その他暮らしの支援（見守り、代筆、代読、庭仕事、

大工仕事、雪かきなど） 、1回1時間半程度の支援が対象となり、具体的な内容は、利用者と地域サポー

ターの話し合いで決める。

対象 障害手帳、各種受給者証、障害福祉サービス等の対象となる難病（332疾病）に該当する方。

※利用者、地域サポーターともに事前の登録が必要です。※利用者、地域サポーターともに事前の登録が必要です。※利用者、地域サポーターともに事前の登録が必要です。※利用者、地域サポーターともに事前の登録が必要です。

※1回の利用につき、利用者から地域サポーターに500円が支払われます。※1回の利用につき、利用者から地域サポーターに500円が支払われます。※1回の利用につき、利用者から地域サポーターに500円が支払われます。※1回の利用につき、利用者から地域サポーターに500円が支払われます。

※問い合わせ先：地域ぬくもりサポートセンター※問い合わせ先：地域ぬくもりサポートセンター※問い合わせ先：地域ぬくもりサポートセンター※問い合わせ先：地域ぬくもりサポートセンター

☆☆☆☆地域ぬくもりサポート事業地域ぬくもりサポート事業地域ぬくもりサポート事業地域ぬくもりサポート事業

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/nukumori_support/index.html#support_center

　　社会福祉法人あむ （中央・豊平・清田・南）：011-206-6511　　社会福祉法人あむ （中央・豊平・清田・南）：011-206-6511　　社会福祉法人あむ （中央・豊平・清田・南）：011-206-6511　　社会福祉法人あむ （中央・豊平・清田・南）：011-206-6511

　　社会福祉法人HOP （北・西・手稲）：011-632-7076　　社会福祉法人HOP （北・西・手稲）：011-632-7076　　社会福祉法人HOP （北・西・手稲）：011-632-7076　　社会福祉法人HOP （北・西・手稲）：011-632-7076

　　特定非営利活動法人わーかーびぃー （東・白石・厚別）：011-895-8010　　特定非営利活動法人わーかーびぃー （東・白石・厚別）：011-895-8010　　特定非営利活動法人わーかーびぃー （東・白石・厚別）：011-895-8010　　特定非営利活動法人わーかーびぃー （東・白石・厚別）：011-895-8010

☆☆☆☆社会福祉協議会の地域支え合社会福祉協議会の地域支え合社会福祉協議会の地域支え合社会福祉協議会の地域支え合

い有償ボランティア事業い有償ボランティア事業い有償ボランティア事業い有償ボランティア事業

☆☆☆☆子育てサポートセンター子育てサポートセンター子育てサポートセンター子育てサポートセンター

☆☆☆☆こども緊急サポートネットワークこども緊急サポートネットワークこども緊急サポートネットワークこども緊急サポートネットワーク

http://kosodate.i-cis.com/

☆☆☆☆コープ暮らしの助け合いの会コープ暮らしの助け合いの会コープ暮らしの助け合いの会コープ暮らしの助け合いの会

☆☆☆☆北海道子育て支援ワーカーズ北海道子育て支援ワーカーズ北海道子育て支援ワーカーズ北海道子育て支援ワーカーズ


