北区障害者地域自立生活支援室より
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“支援室だより”は印刷されたもののほか、視覚に障害のある方のために、「点訳サークル六星会（福祉セン
タークラス）」のご協力で 点字版 を、「音訳グループやまびこ」のご協力で 音訳版 を作成しています。ご希
望の方は支援室までご連絡ください。（TEL・FAX 兼用：03-3905-7226）
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カード形式の障害者手帳の交付が開始されます
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成 31 年 4 月の法改正により、
利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができるようになりました。
東京都では令和 2 年 10 月 1 日からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始します。
【対象者】
・身体障害者手帳

令和 2 年 10 月 1 日（木曜日）以降に手帳の申請等を行う方

・愛の手帳

（すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交
付申請を行ってください。）

・精神障害者
保健福祉手帳

令和 2 年 10 月 1 日（木曜日）以降に手帳の申請又は更新申請を行う方
（すでに手帳をお持ちの方は、2 年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可
能です。）

※カード形式の障害者手帳を希望されない方は、現在の紙形式の障害者手帳を選択できます。また、すで
に障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。なお、カード形式と紙形式の
障害者手帳両方を所持することはできません
【問い合わせ先】

王子障害相談係 電話 03-3908-9081 FAX03-3908-5344
赤羽障害相談係 電話 03-3903-4161 FAX03-3903-0991
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防災講座「ハザードマップの見方を勉強しよう」のご案内
近年の気候変動で以前よりも大型の台風や大雨が降る頻度が増えているような気がします。台風が
近づいてくるとよく耳にする『ハザードマップ』
。河川が氾濫したとき、浸水が想定される地域が一
目でわかる地図ですが、このハザードマップの見方をご存じでしょうか。今回は、荒川が氾濫した場
合の「東京都北区洪水ハザードマップ」を使用し、皆様と一緒にハザードマップの見方を勉強したい
と思います。

日時：2020 年 11 月 24 日（火）
10：00～11：30

※9：50（受付開始）

会場：北区障害者福祉センター別館 第 1 ホール
定員：30 名先着順

費用：無料

見方の説明：支援室職員

アドバイザー：東京都北区防災課の方

対象：北区に在住・在勤・在学の障害者（児）、ご家族、福祉関係者
申込方法：お電話、FAX またはメールにてお申込みください。メールの場合は、件
名に「ハザードマップの見方勉強会申込」と明記してください。
申込締切：2020 年 11 月 19 日（木）必着
※手話通訳が必要な方は事前にお申し付けください
研修の開催にあたり、「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン」に基づき感染対策を行ったうえで実施します。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
【受講される方へのお願い】
・体調不良（発熱、咳等の風邪症状）の方及び、研修当日より過去 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の陽性と
判明した者との濃厚接触や、身近な知人の感染が疑われる場合は受講をお控えください。
・受付時、手指の消毒及び非接触型体温計での検温をお願いします。
・研修施設内ではマスクの着用をお願いします。使用済みのマスクは持ち帰ってください。
・研修会場では、室温の変化に対応できるように衣類の準備をお願いします。
・お持ちになったペットボトル等のごみはお持ち帰りいただくようお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況、その他諸状況等により研修を中止・変更させていただく場合があります。
※万が一感染者や感染疑いがある者が発生した場合に、保健所等に受講者の情報を提供する場合があります。

【お問い合わせ・お申し込み先】
北区障害者地域自立生活支援室
Tel＆Fax ： 03 - 3905 - 7226

受付時間

月～金 10 時～18 時、 土 10 時～17 時

住所 ： 〒114-0032 北区中十条 1 –2-18 障害者福祉センター内
E-mail ： peernet@peernet.or.jp
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ハンドメイド教室のご案内
新型コロナウイルス感染症対策として休止していましたが、ハンドメイド教室を再開します。なお、ご
飯会は引き続き、休止とさせていただきます。

【日

程】

第１回
第２回

A コース

B コース

11 月 14 日（土）

12 月 5 日（土）

11 月 21 日（土） 12 月 12 日（土）

10：30～12：00

簡単な手芸・工作を行
います

【場

所】 障害者福祉センター２階

北区障害者地域自立生活支援室

【対

象】 区内在住・在勤・在学の、「愛の手帳」をお持ちの方で一人での
参加が可能な方。全２回参加可能な方。
※初参加の方のみ、ご記入いただきたい書類がございますので、保護者の方も
ご一緒にお越しください。所要時間は１０分程度です。ご来室が難しい場合は
別途ご相談ください。以前に参加されていた方で、書類への記入がまだの方も
お手数ですがご来室ください。

【定

員】 各コース３名（定員を超えた場合は抽選）

【参加費】

一回毎に３００円（材料費など）

【持ち物】

マスク、ハンドタオル

【申込方法】１０月３１日(土)までに、電話（３９０５－７２２６）にてお申込みください 。
【参加される方へのお願い】
・体調不良（発熱、咳等の風邪症状）の方及び、講座当日より過去 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の
陽性と判明した者との濃厚接触や、身近な知人の感染が疑われる場合は参加をお控えください。
・来室時、手洗い・手指の消毒をお願いします。
※コロナウイルス感染症の影響を考慮し、状況によっては中止になる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承の上お申込みいただきますようお願い申し上げます。
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北区障害者関係機関ガイドブック 2020 が完成しました
今年も関係機関のご協力のもと、
「北区障害者関係機関ガイドブック 2020」が完成しました。
「子ども編」
、
「就労・日中活動編」
、
「生活編」の 3 部構成です。冊子は編ごとにお配り致しますので、ラ
イフステージに合わせてご利用ください。

≪北区障害者関係機関ガイドブック 2020～子ども編～≫
掲載機関
・区役所、相談機関
・医療と療育の施設
・障害者参加支援施設
・児童相談所
・児童発達支援事業

表紙：クリーム色

・放課後等デイサービス
・療育機関
・特別支援学校
・日中一時支援
・短期入所（ショートステイ）

≪北区障害者関係機関ガイドブック 2020～就労・日中活動編～≫
掲載機関
・区役所、相談機関
・医療と療育の施設
・障害者参加支援施設
・児童相談所
・生活介護
・就労継続支援 A 型

計 5４ 機関を掲載

表紙：水色

・就労継続支援 B 型
・就労移行支援
・自立訓練（機能訓練）
・自立訓練（生活訓練）
・障害者就労支援事業

≪北区障害者関係機関ガイドブック 2020～生活編～≫
掲載機関
・区役所、相談機関
・医療と療育の施設
・障害者参加支援施設
・児童相談所
・共同生活援助(グループホーム)

計６２機関を掲載

表紙：ピンク色

・重度身体障害者グループホーム
・宿泊訓練施設
・日中一時支援
・短期入所(ショートステイ)
計 4０機関を掲載

ガイドブックは東京都北区のホームページ、または NPO 法人ピアネット北のホームページに掲載しており
ます。こちらもご活用ください。

●東京都北区のホームページ

http://www.city.kita.tokyo.jp/

「健康・医療・福祉」→「障害のある方」→「障害者総合支援法」→
「障害者総合支援法(自立支援給付・地域生活支援事業)」のページの下段
「関連資料」にガイドブックの各編が掲載されています。

●NPO 法人ピアネット北のホームページ

http://peernet.or.jp/

「発行物」のページから「北区障害者地域自立生活支援室の発行物」より
「北区障害者関係機関ガイドブック」の各編を選択しご覧ください。
ガイドブックは支援室にて無料で配布しております。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

発行：北区障害者地域自立生活支援室
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TEL&FAX：03-3905-7226

