
障 害 者 数 
 

 

◆ 身体障害者手帳所持者数（単位：人）              令和５年１月１日現在 

区   分 
障 害 児 

（０～17 歳） 

障 害 者 

（18～64 歳） 

障 害 者 

（65歳以上） 
合 計 

視 覚 障 害 16 407 769 1,192 

聴覚・平衡機能障害 48 433 1,297 1,778 

音 声 ・ 言 語 ・ 

そ し ゃ く 
0 54 112 166 

肢 体 不 自 由 236 2,338 4,378 6,952 

内 部 障 害 62 1,443 4,082 5,587 

合  計（人） 362 4,675 10,638 15,675 

 

◆ 愛の手帳所持者数（単位：人）                 令和５年１月１日現在 

区   分 
障 害 児 

（０～17歳） 

障 害 者 

（18～64 歳） 

障 害 者 

（65歳以上） 
合 計 

知 的 障 害 1,207 3,509 296 5,012 

 

◆ 精神障害者保健福祉手帳所持者数（単位：人）         令和５年１月１日現在 

精 神 障 害 7,103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉のしおり 2023における主な変更点】 

〈制度等改正〉 

・手当支給額（P14～P16 参照） 

・障害年金額（P19～P20 参照） 

・家賃補助対象住宅の入居に係る優遇の追加（P35 参照） 



 

 

国際シンボルマーク 

 

 

      

他のマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の２点のマークを付けた車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、無理に幅寄せや割り

込みなどをすることは禁止されています。 

 

 

  

  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子を利用する障害者だけでなく、全ての障害者を対象として、障害者が利用できる建築物、

施設、公共輸送機関であることを明確に示す世界共通の国際マークです。 

●人工肛門・人工膀胱を

造設している人（オスト

メイト）のための設備が

あることを示すマーク 

●聞こえが不自由であ

ることを示す国内で使

用されているマーク 

●視覚障害のある人

を示す国際マーク 

●身体内部に障害がある

人を示すマーク 

（ハート・プラスマーク） 

 

●身体障害者補助犬

同伴の啓発のための

マーク 

●援助や配慮を必要とし

ている人を示すマーク 

（ヘルプマーク） 

●聴覚障害者標識 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク

です。 

マークの表示については、義務となっています。 

●身体障害者標識 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマ

ークです。 

マークの表示については、努力義務となっています。 

 

障害のある方などが、周囲に障害への理解や援助を求めやすくす

るため、緊急連絡先や必要な支援の内容などを記載したカードで

す。特に聴覚障害や難病、知的障害など一見しただけでは障害があ

ると分からない方が、援助を求める際に有効です。 

このカードを示された場合には、書かれている内容に沿った援助

をお願いします。 

【ヘルプカード及びガイドラインの配布場所】 

本庁舎障害者福祉課及び各事務所 

●「白杖ＳＯＳシグナル」運

動の普及啓発シンボルマーク 

●公益財団法人ソーシャルサ

ービス協会が障害者の在宅障

害者就労支援並びに障害者就

労支援を認めた企業・団体に

対して付与する認証マーク 
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【略語説明】 

○身  ⇒ 身体障害のある方 ○知  ⇒ 知的障害のある方 

○精  ⇒ 精神障害のある方 ○難  ⇒ 国又は都が定める難病にり患している方 

○発  ⇒ 発達障害のある方 ○他  ⇒ ○身○知○精○難○発以外の方 

（特非） ⇒ 特定非営利活動法人（NPO法人） （福） ⇒ 社会福祉法人 

（一社） ⇒ 一般社団法人 （公社） ⇒ 公益社団法人 

（一財） ⇒ 一般財団法人 （公財） ⇒ 公益財団法人 

（営） ⇒ 営利法人 （株） ⇒ 株式会社 

              


