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身体障害者手帳を取得するには、どうしたら良いですか 金沢市の場合（他の市町村もほぼ同様） 
 

質問 

身体障害者手帳を取得するには、どうしたら良いですか 

回答 

（１） 申請手続 

・ご本人またはご家族が市役所１階 81 番〜86番窓口（福祉と健康の総合窓口）、福祉健康センター（泉野、元町、駅西）

窓口又は各市民センターで手続きしてください。 

・1年以内に撮影した顔写真（たて４センチ、よこ３センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真）が１枚

必要となります。 

 

【お持ちいただくもの】 

1.手帳交付申請書（窓口にあります。） 

2.診断書（指定の様式に、指定医師が記入したもの）糸田の記入例  http://itoda.server-shared.com/kouseishinsei.htm 

3.顔写真（タテ４センチ×ヨコ３センチ）１枚 

4.認印 

5.個人番号カードまたは通知カード 

※通知カードの場合、本人確認書類（運転免許証など写真付きのものならば１点、健康保険証など写真のついていないもの

ならば２点） 

※代理の方が窓口に来る場合は、上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証など写真付きのものなら

ば１点、健康保険証など写真のついていないものならば２点） 

 

 

（２） 手帳の交付 

・手帳交付のお知らせがありましたら、そのお知らせ文書を持参のうえ市役所１階 81番〜86 番窓口（福祉と健康の総合窓

口）又は福祉健康センター（泉野、元町、駅西）の窓口にて手帳をお受け取りください。 

認定された等級により自宅へ郵送されることがあります。 

・同時に各種制度の説明や手続も行われます。 

・障害の状況によって手帳の交付まで１か月半程度かかる場合もあります。 

 

 

金沢市以外の方は各市町村の社会福祉窓口へ 
 

http://itoda.server-shared.com/kouseishinsei.htm
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身体障害者手帳交付申請書 

書式 4、５ページ参照 

 身体障害者手帳交付申請書（WORD 形式：261kbyte）  

 身体障害者手帳交付申請書（PDF 形式：168kbyte）  

 記入例（PDF 形式：193kbyte）  

概要 

身体障害者手帳の交付を受ける際に提出します。 

身体障害者手帳とは 

１．身体に障害のある方であることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に   

  定める程度の障害がある方に交付されます。 

２．法律で定められた支援を受けるためには、手帳の交付を受けていることが 

  必要ですが、このほかにもＪＲ旅客運賃等の割引、医療費助成など各種の 

  制度を利用するためにも必要となります。 

申請が必要なとき 

身体障害者福祉法に定める程度の障害を有したとき。 

申請に必要なもの 

手帳交付申請書 

診断書（指定の様式に、指定医師が記入したもの） 糸田の記入例  http://itoda.server-shared.com/kouseishinsei.htm 

写真（縦４ｃｍ、横３ｃｍ 脱帽して、上半身を写した１年以内の写真） 

認印 

個人番号カードまたは通知カード 

本人確認書類（運転免許証など写真付きのものならば１点、健康保険証など写真のついていないものならば２点） 

※通知カードの場合、代理の方が窓口に来る場合は窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証など写真付きのものならば１点、 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/16634/1/kouhushinsei.rtf?20170511120713
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/16634/1/kouhushinsei.pdf?20170511120713
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/16634/1/kouhu-kinyuurei.pdf?20170511120713
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/23016/syougai/shiteii/shiteii.html
http://itoda.server-shared.com/kouseishinsei.htm
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/16634/1/kouhushinsei.rtf?20170511120713
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/16634/1/kouhushinsei.pdf?20170511120713
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/16634/1/kouhu-kinyuurei.pdf?20170511120713
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健康保険証など写真のついていないものならば２点） 

  

受付窓口・時間 

直接下記の窓口へお越しください。 

 

福祉と健康の総合窓口（市役所１階８１～８６番窓口）  

 受付時間：午前９：００～午後５：４５ 

 

各福祉健康センター、市民センター 

 受付時間：午前８：３０～午後５：１５ 

注意事項 

原則として、郵送での申請はできません。 

問い合わせ先 

福祉局 障害福祉課 

電話番号：076-220-2289 

FAX 番号：076-232-0294 

syoufuku@city.kanazawa.lg.jp 
 

 

mailto:syoufuku@city.kanazawa.lg.jp
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診断書・意見書 記入例 
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4 項は記入不要のため省略 
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肝機能障害による「身体障害者手帳（第 1 種」）をお持ちの方の減免・割引等について調べて 

みましたので、ご参考にされてください。 

 

 

 1.自動車税・自動車取得税の減免 

自動車税・自動車取得税の減免額は以下となります。 

自動車税の減免の限度額は４５，０００円 

自動車取得税の減免の限度額は１５万円 

（軽自動車の場合は、自動車取得税の減免限度額は９万円です。） 

注意が必要なのは、自動車税の減免は障害者一人につき、車は一台、という点です。 

例えば、普通自動車の自動車税の減免をすでに受けている方は、軽自動車税の減免は受けられ

ません。 

※自動車税の減免に関しては、各都道府県によって 対象となる障害の程度や減免される金額

などに違いがあります。 

普通自動車の自動車税の減免・自動車取得税の減免を受ける場合は、窓口が軽自動車の時と違

い、「県税事務所」になります。 

※自動車税を納税するのは、市町村ではなく都道府県です。 

 2.有料道路料金の割引 

  事前に登録された自動車 1 台に対して、割引率 50％以下の障害者割引が適用されます。 

  「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「本人が同乗し、本人以外の方が運転する場合

も割引の対象となります。また、ETC を利用することもできます。 

 

 3.NHK 受信料の免除 

契約者が世帯主の場合で、かつ非課税世帯でない場合は、受信料の半額が免除されます。 

非課税世帯の場合は全額免除となります。 

 

 4.JR 普通・回数・定期乗車券の割引 

  運賃は 5 割引（本人・介護者）となります。なお、本人単独の時は 100ｋｍを超える場合に運

賃の割引が適用されます。介護者が同伴される場合は 100ｋｍ以下でも割引されます。 

 

  回数券は本人と介護者が同伴の場合は距離に関係なく適用されます。5 割引 

  定期券は介護者が同伴されることを条件に適用されます。5 割引です。 

 

 

 5.ＩＲいしかわ鉄道・あいの風とやま鉄道 
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  運賃は 5 割引（本人・介護者） 全線 本人単独でも適用されます。 

  回数券・定期券も 5 割引 全線 本人単独または本人＋介護者も適用されます。 

 

6.上記以外の鉄道 

  運賃は、5 割引（本人・介護者）ですが、鉄道会社によって異なりますのでご注意願います。 

北陸鉄道等の地方鉄道の運賃は、本人単独の時でも割引が割引されます。 

  近畿日本鉄道等の大手私鉄の運賃は、100ｋｍを超える場合にのみ割引が適用されます。 

    

   注：富山地方鉄道の場合、本人のみの定期券割引は対象外 介護者付きの場合は OK。 

     北陸鉄道の定期券は、本人のみの時は割引されることもありますので、問い合わせく 

ださいとのことです。 

     福井鉄道、えちぜん鉄道、のと鉄道の定期券は、本人のみの場合でも 5 割引されます。 

 

 7.ジパング倶楽部入会による特急・グリーン料金の割引 

  ＪＲ線を 201ｋｍ以上利用の場合、特急券、急行券、グリーン券、指定席券が割引となりま 

す。割引率は３割で、新規会員は初回３回まで２割引きです。４回目からは３割引きです。（但

し、ＪＲ乗車券購入証は、年間２０枚限りです。２０枚を超えての使用は出来ません。） 

 第 1 種身体障害者の方は、介護者も同様の割引となります。 

加入資格は身体障害者手帳をお持ちの方で、男性は満６０歳以上、女性の方は満５５歳以上と

なっています。なお、年会費は１，４００円です。申請時には身体障害者手帳が必要となりま

す。繁忙期およびのぞみ号、みずほ号やグランクラス料金は対象外です。 

   

 8.バス料金の割引 

 路線バス 運賃：5 割引（本人・介護者） 定期券：3 割引（本人・介護者） 

 

高速バス 運賃：5 割引（本人・介護者） 注：北陸鉄道（本人のみ） 

      特別座席料金は、割引対象外（例：東京～金沢 3 列シート） 

      バス会社および路線等によっても異なります。事前にバス会社にお問い合わせ 

ください。 

 

9.飛行機（JAL、ANA） 

 繁忙期（盆・正月等）を除く通常期に普通運賃の約３割引（早割やパック商品等は対象外） 

 （本人・介護者） 詳しくは各社のホームページ等でご確認ください。 

 国際線には身体障害者割引はありません。 

 

10.船 

 運賃 5 割引（本人・介護者） 

 

11.タクシー 

 本人の場合は 10％割引 

 タクシー事業者によって割引されない場合がありますのでご注意ください。  

 

12.携帯電話 

ドコモ、ソフトバンク、ａｕの携帯電話各社では、身体障害者手帳による割引サービスを行っ
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ています。 

割引率等は各社のホームページを参考にして下さい。 

ＮＴＴドコモはハーティ割引、ソフトバンクはハートフレンド割引、ａｕはスマイルハート 

 割引となっています。 

 

13.公共施設 

 石川県立美術館、富山市郷土博物館、富山市ファミリーパーク、福井市県立美術館 無料 

 21 世紀美術館 本人および介護者 1 名 20％割引 

 

14.スポーツ施設 

  富山県国際健康プラザ・とやま健康パーク、石川総合スポーツセンター 無料 

  福井市東山健康運動公園・屋内プール 250 円（一般大人 510 円） 等 

 

15.娯楽・レジャー 

 ギャルリ・ミレー（富山） 本人・介護者 無料 

 越前水仙の里公園 水仙ドーム 無料 

 

16.神社・仏閣 

 金沢城、兼六園 本人・介護者 無料 

 永平寺 本人 200 円 （一般 500 円） 

 

17.映画館 

 富山シアター大都会 本人と付添者 1 名は 1,000 円(3D 作品は+400 円) 一般 1,700 円 

 金沢コロナシネマワールド   本人と付添者 2 名まで 各 1,000 円(3D 作品は+400 円) 

 福井コロナシネマワールド   一般 1,800 円 

  

13 から 17 までで書ききれなかった所は、ホームページ「障害者手帳で行こう（全国版）」 

https://shogaisha-techo.com/ 
を参照願います。（紹介件数 富山県：78、石川県：133、福井県：66） 

 

北陸 3 県の方は、下のアドレスにアクセス願います。 

富山県 https://shogaisha-techo.com/archives/category/toyama/ 

石川県 https://shogaisha-techo.com/archives/category/ishikawa/ 

福井県 https://shogaisha-techo.com/archives/category/fukui/ 
 

 

18.その他 

 

 カメラ  ニッコールクラブ  年会費 2,000 円（一般 7,800 円）入会金 1,000 円 

      キヤノンフォトサークル 年会費 2,700 円（一般 5,400 円）入会金無料 

 

 レンタカー（レンタカーでの高速道路の身体障害者割引は適用されませんのでご注意を） 

  トヨタレンタカー   身体障害者手帳提示の場合、通常料金の 10％割引 

  オリックスレンタカー 登録が必要 メンバーにより異なります 

https://shogaisha-techo.com/
https://shogaisha-techo.com/archives/category/toyama/
https://shogaisha-techo.com/archives/category/ishikawa/
https://shogaisha-techo.com/archives/category/fukui/
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 スタンダードメンバー 最大 20％割引 

 ゴールドメンバー   最大 25％割引 

 プラチナメンバー   最大 30％割引 

ニッポンレンターカー 車種等により異なります。詳しくは下のアドレスで確認願います。 

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/info/info081_fukusi1.htm 

（一般とあまり大差はないように思われます。） 
 


