
助成状況表 

 

電 池 代 助 成 状 況 

2018/09現在 

北海道地区(3） 

北海道函館市 
2,300円／月 充電器25,200円、充電池15,300円 （2010年７月～） 

（充電器と充電池は耐用年数３年間、所得状況により自己負担あり） 

北海道茅部郡 

森町 

月額2,300円 充電器25,200円、充電池15,300円 （2011年４月～) 

（充電器と充電池は耐用年数３年間、所得により自己負担あり) 

北海道江別市 
月額2,300円 充電器25,200円、充電池15,300円 （2013年４月～） 

（充電器と充電池は耐用年数３年 電池はどちらか選択すること) 

東北地区(2） 

秋田県にかほ市 
20歳未満 3,000円／月 専用充電池又は充電器購入費用36,000円／年 

他、諸条件有（2010年１月～) 

秋田県潟上市 
充電池17,280円／年 人工内耳用乾電池3,000円／月 諸条件有  

(2016年10月～) 

岩手県大船渡市 
空気電池2,000円／月 充電池16,800円（耐用年数1年）（2014年４月～） 

充電器25,200円（耐用年数５年） 

関東地区(5） 

栃木県鹿沼市 ６パック（36個)／年を給付（2004年～) 

栃木県日光市 電池代 3,000円／月 (2006年10月～) 

埼玉県入間市 
空気電池7,875円（年度２回まで）乾電池7,875円（年度２回まで） 

充電池2,100円／年 充電器5,775円（耐用年数10年） 

茨城県日立市 2,500円／月 日常生活用具給付事業 (2015年度～) 

茨城県那珂市 
2,500円／月 日常生活用具給付事業 (2015年４月～) 

充電池15,800円 充電器26,000円 

甲信越地区(4） 

新潟県加茂市 2,000円／月（2008年～）2010年11月より2,500円／月に増額 

新潟県柏崎市 
月額2,500円（原則、自己負担１割）（2011年６月～） 

人工内耳用電池（人工内耳用電池を日常生活用具の対象品目に追加) 

新潟県聖籠町 電池 月額2,500円（原則１割負担） 

新潟県長岡市 電池2,500円／月 自己負担1割 

北陸地区(7） 

富山県富山市 
18歳未満の装用児者（所得制限有)（2009年４月～） 

30,000円／年（空気電池、乾電池、充電池、充電器) 

富山県入善町 
18歳未満の装用児者（所得制限有)（2011年４月～） 

10,000円／年（空気電池、乾電池、充電池) 

福井県越前市 
月額2,500円、充電式電池15,000円、所得状況で１割自己負担有、 

（2012年４月～) 

福井県福井市 月額2,500円（自己負担１割)（2013年４月～) 

富山県砺波市 年間１万円 18歳に達する日以降の最初の３月31日迄 

富山県南砺市 空気電池・乾電池・充電池 上限10,000円／年１回 （2016年４月～) 

石川県加賀市 90%助成(上限2,500円／月) (2017年度～) 非課税世帯等は助成の全額 

東海地区(27） 

静岡県伊東市 月額2,500円（2012年４月～) 
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静岡県三島市 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県富士市 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県吉田町 月額2,500円（2012年４月～) 

静岡県掛川市 月額2,500円 ６ヵ月分まとめての申請可（2012年４月～) 

静岡県御前崎市 月額2,500円（2012年４月～) 

静岡県森町 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県袋井市 月額2,500円（2012年４月～) 

静岡県磐田市 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県御殿場市 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池・充電器44,100円 耐用年数３年(2014年４月～) 

静岡県富士宮市 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県牧の原市 月額2,500円（2012年４月～) 

静岡県湖西市 
月額2,500円（2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県藤枝市 
月額2,500円（６ヵ月分まとめて申請可）（2012年４月～） 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～） 

静岡県焼津市 
月額2,500円（半年ごとの申請)（2012年４月～） 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県島田市 月額2,500円（2012年10月～） 

静岡県静岡市 
月額2,500円（2013年４月～） 

充電器 28,080円 耐用年数３年（2015年４月～） 

静岡県沼津市 
月額2,500円 自己負担１割 ６ヵ月分まとめて申請可（2013年４月～） 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年（2014年４月～) 

静岡県浜松市 
月額2,500円 自己負担１割 ６ヵ月分まとめて申請可（2013年４月～） 

充電池・充電器30,000円 耐用年数３年（2016年４月～) 

静岡県伊豆市 月額2,500円 (2012年４月～) 

〃 伊豆の国市 月額2,500円 (2012年４月～) 

静岡県菊川市 
月額2,500円 (2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年(2014年４月～) 

静岡県清水町 
月額2,500円 (2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数3年(2014年４月～) 

静岡県下田市 
月額2,500円 (2012年４月～) 

充電池及び充電器44,100円 耐用年数３年(2014年４月～) 

愛知県西尾市 150,000円／５年 

愛知県みよし市 月額2,500円(年額30,000円)電池及び充電器全般 

愛知県春日井市 電池2,500円／月、充電池24,000円(耐用年数２年)、充電器25,000円(〃５年) 

近畿地区(8） 

滋賀県長浜市 
2,800円／月（2008年度～) 

充電池17,280円／年、充電器25,920円／３年（2016年４月～) 

滋賀県甲賀市 2,800円／月（自己負担70円)（2009年４月～） 
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滋賀県東近江市 
聴覚障害者手帳を持つ、装用者対象（2009年７月～） 

2,800円／月（自己負担１割) 

滋賀県湖南市 
2,800円／月、充電池7,650円／年、充電器12,600円 耐用年数３年 

（2014年４月～) 

滋賀県守山市 
空気電池2,900円／月、充電池17,280円／年、充電器28,080円／３年 

課税世帯自己負担1割、非課税世帯等無料 事前相談が必要 

滋賀県大津市 2,800円／月（年間33,600円）日常生活用具に追加（2017年４月～） 

大阪府堺市 
電池5,000円／２ヶ月(両耳1万円)半年更新 (2018年４月～) 

30,000円充電池、充電器(耐用年数３年) 両耳60,000円  

大阪府高槻市 30,000円／年 18歳未満対象 (2018年４月1日以降購入分) 

中国地区(18） 

岡山県倉敷市 
月額2,000円（空気電池)、専用充電池7,650円／年 充電器12,600円（３年毎)

を限度（2011年度～)、所得状況により自己負担あり 

岡山県岡山市 
電池・月額2,000円（最大12か月分申請可)、充電池15,300円（耐用年数３年)、

専用充電器25,200円（自己負担１割、耐用年数３年)（2012年４月～) 

岡山県井原市 2,000円／月、充電池7,650／年、専用充電器12,600円／３年（2013年４月～) 

岡山県総社市 1,000円／月、充電池7,650円／年、充電器12,600円／３年（2012年４月～) 

岡山県瀬戸内市 2,000円／月、充電池7,650円／年、充電器12,600円 (2017年7月～) 

島根県 

江津市・浜田市 
電池助成あり、ただし、買い替え助成（30万）に含まれる（2010年３月～） 

島根県出雲市 
2,500円／月、６ヵ月まとめて申請可能（2010年４月～) 

充電池20,300円／年、充電器30,000円 耐用年数３年（2013年２月～） 

山口県防府市 2,150円／月 所得状況により自己負担有（2006年～） 

山口県長門市 2,000円／月（自己負担１割）（2007年６月～) 

鳥取県八頭町 

18歳未満 2,800円／月、充電池15,300円／年、充電器25,200円／10年 

乾燥機15,000円／３年、乾燥剤945円／半年、イヤーモールド9,000円 

マイクロホンカバー4,200円／年（2011年９月～） 

鳥取県琴浦町 

以下、両耳対応 

2,500円／月、充電池15,300円／年、充電器25,200円／10年、 

乾燥機15,000円／３年、乾燥剤945円／半年、イヤーモールド9,000円 

マイクロホンカバー4,200円／年、（2012年４月～） 

鳥取県三朝町 2,500円／月 本人負担１割 （2012年４月～） 

鳥取県湯梨浜町 

2,500円／月 本人負担１割 （2012年４月～） 

※以下、両耳対応 自己負担１割 

充電池15,300円／年 充電器25,200円／10年（2014年７月～） 

鳥取県北栄町 2,500円／月 本人負担１割 （2012年４月～） 

鳥取県倉吉市 

2,500円／月 本人負担１割、３歳以上（2012年４月～） 

※以下、自己負担１割 ３歳以上 2014年７月～ 

充電池15,300円／年 充電器25,200円／10年 乾燥機15,000円／３年 

乾燥剤945円／６ヵ月 マイクロホンカバー4,200円／年 

イヤーモールド9,000円 

鳥取県智頭町 

以下、自己負担１割 2014年９月～ 

ボタン電池2,800円／月 充電池15,300円／年 充電器25,200円／10年 

乾燥機15,000円／３年 乾燥剤945円／６ヵ月 

・マイクロホンカバー4,200円／年 イヤーモールド9,000円 

鳥取県鳥取市 
30,000円／年、2,500円／月 １割自己負担 ボタン電池と充電池併給不可 

充電池16,800円／３年、充電器25,200円／３年 各1割自己負担 2013年４月～ 
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乾燥機 19,000円／３年 自己負担１割（2016年４月～) 

広島県広島市 3.000円／月、充電池19,000円／3年 2017年４月～ 日常生活用具に追加 

 

四国地区(28） 

愛媛県松山市 2,000円／月（自己負担１割）（2009年４月～） 

愛媛県東温市 2,000円／月（補装具支給券を発給→市指定業者で可能）（自己負担１割） 

愛媛県宇和島市 月額2,000円（原則、自己負担１割)（2011年11月～)  

愛媛県伊予市 2,000円／月（課税世帯1割自己負担) 

愛媛県今治市 2,000円／月 原則１割自己負担（2011年４月～) 

愛媛県西条市 
2,000円／月 原則１割自己負担（2014年９月現在) 

充電池21,000円／２年、充電器39,000円／３年 何れも原則１割自己負担 

愛媛県新居浜市 2,000円／月 課税世帯１割自己負担 

〃 四国中央市 2,000円／月（2016年４月～） 

愛媛県大洲市 2,000円／月（2016年４月～） 

愛媛県砥部町 2,000円／月（2016年７月～） 

徳島県徳島市 
月額上限2,500円（2011年４月～)  

（原則１割自己負担 生活保護、市民税免税は自己負担なし) 

徳島県神山町 月額2,000円（原則、自己負担１割)（2012年４月～) 

徳島県小松島市 
月額2,000円（原則１割自己負担)（2012年４月～) 

身体障害者手帳を持ち、人工内耳を装用している方  

徳島県石井町 
月額上限2,000円（原則１割自己負担)（2011年４月～) 

（生活保護・住民税非課税世帯は自己負担なし) 

徳島県阿南市 月額上限2,500円（原則１割自己負担)（2013年４月～) 

徳島県吉野川市 
月額上限2,500円、充電池、年額上限30,000円 

いずれも原則１割自己負担有。（2013年４月～) 

徳島県鳴門市 2,500円／月、充電池 30,000／年（2015年４月～） 

徳島県藍住町 
2,500円／月、充電池 30.000／年 乾電池、空気亜鉛電池、充電池併用不可 

(2017年10月～) 

香川県観音寺市 ＜日常生活用具＞2,000円、自己負担１割 2011年10月～ 自己負担１割 

香川県善通寺市 2,000円／月 ボタン電池のみ 自己負担１割 

香川県丸亀市 2,000円／月 ボタン電池のみ （充電器・充電池を除く) 自己負担１割 

香川県多度津町 2,000円／月 ボタン電池のみ 自己負担１割 

 〃 まんのう町 2,000円／月 ボタン電池のみ 24,000円／年を超えなければ充電池もOK 

香川県琴平町 2,000円／月 24,000円／年を超えなければ充電池もOK 自己負担１割 

香川県高松市 2,000円／月 ボタン電池のみ 充電池も可 自己負担１割 

香川県さぬき市 2,000円／月 申請１回６ヵ月迄、12,000円以内なら充電池も可 自己負担１割 

〃 東かがわ市 2,000円／月 充電池も可 ボタン電池は１回の申請で最大６ヵ月迄 自己負担１割 

香川県坂出市 2,000円／月(片耳）2ヶ月毎に申請、自己負担1割(充電池は要相談) 

九州・沖縄地区(41） 

大分県大分市 
24,000円／年（2005年～) 

空気亜鉛電池・充電池 2015年４月より日常生活用具に指定 
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大分県別府市 
電池・充電池24,000円／年 充電器上限25,000円／３年（2016年４月～) 

日常生活用具に指定 

大分県臼杵市 
空気亜鉛電池・充電池 上限24,000円／年（2,000円／月）2015年４月～ 

充電器 上限25,000円（耐用年数３年) 

大分県国東市 
空気亜鉛電池 上限2,500円／月（2015年４月～) 

充電池 上限30,000円／年 

大分県 

豊後高田市 

空気亜鉛電池 上限2,500円／月（充電池と併用不可）（2015年４月～） 

充電池 上限24,000円（耐用年数２年 充電器 上限25,000円（耐用年数５年） 

大分県竹田市 空気亜鉛電池・充電池 2,000円／月（2015年４月～） 

大分県宇佐市 
空気亜鉛電池 上限2,500円／月（2015年４月～） 

充電池 上限20,000円／年 

大分県杵築市 
空気亜鉛電池 上限2,500円／月（2015年４月～）所得に応じ自己負担有 

充電池 上限30,000円／年 

大分県津久見市 上限2,000円／月（2015年４月～） 

大分県速見郡 

日出町 

空気亜鉛電池 上限2,000円／月 充電池 上限30,000円／年 

2015年９月～ 

大分県佐伯市 電池2,000円／年 （2015年９月～）日常生活用具に指定 

大分県 

豊後大野市 
電池・充電池 上限24,000円／年（2016年４月～) 

大分県由布市 充電池上限30,000円／年(片耳) 充電器25,000円(耐用年数３年) 

熊本県宇土市 2,500円／月（自己負担１割）（2008年～) 

熊本県熊本市 2,000円／月（※充電式電池の場合、1,000円／月）（2008年～) 

熊本県宇城市 2,500円／月（自己負担１割）（2009年～) 

熊本県山鹿市 月額2,500円を上限、総額の１割を自己負担（2009年６月～) 

熊本県八代市 月額2,000円を上限、総額の１割を自己負担（2009年７月～) 

熊本県合志市 2,500円／月（自己負担１割)（2009年９月～） 

熊本県菊陽町 2,500円／月（自己負担１割)（2009年10月～） 

熊本県大津町 2,500円／月（自己負担１割)（2009年10月～） 

熊本県菊池市 2,500円／月（自己負担１割)（2009年10月～） 

熊本県阿蘇市 2,500円／月（自己負担１割)（2009年12月～） 

熊本県嘉島町 
空気亜鉛電池・充電池、片耳につき2,500円／月（自己負担１割) 

充電池・充電器、片耳につき30,000円／年（2012年12月改正） 

熊本県益城町 2,500円／月（自己負担１割）（2010年４月～） 

熊本県甲佐町 2,500円／月（自己負担１割）（2010年７月～） 

熊本県天草市 月額2,500円（自己負担１割）空気亜鉛電池のみ（2011年２月～) 

熊本県あさぎり町 月額2,500円（自己負担１割）空気亜鉛電池と充電池（2012年４月改正) 

熊本県荒尾市 月額2,500円（自己負担１割）空気亜鉛電池と充電池（2011年４月～) 

熊本県人吉市 
月額2,000円、充電池・月額1,000円（いずれも自己負担１割） 

2013年４月～ 

熊本県南阿蘇村 月額2,500円(2015年10月～) 

福岡県筑後市 
電池３万円、充電池３万円（耐用年数１年）充電器３万円（耐用年数３年） 

日常生活用具に追加 (2016年３月～) 



助成状況表 

 

福岡県久留米市 
2,500円／月（自己負担1割）、充電池３万円（耐用年数１年)  

自己負担１割（非課税世帯は無し） 

福岡県八女市 2,500円／月（自己負担１割)（2010年２月～) 

福岡県小郡市 
電池30,000円／年、充電池30,000円／３年 併給なし 

両耳装用でも基準額は同じ 

福岡県大牟田市 2,500円／月、充電池30,000円/年 両耳装用の場合は倍額 

福岡県篠栗町 
電池24,000円／年、充電池24,000円／３年 併給なし 

両耳装用でも基準額は同じ 

鹿児島県姶良市 2,000円／月（自己負担１割）（2010年７月～） 

鹿児島県鹿児島市 
月額2,000円（所得税額に応じて自己負担あり） 

空気亜鉛電池と充電池（2011年４月～) 

佐賀県小城市 2,500円／月、年間３万限度（自己負担１割)（2014年４月～) 

長崎県雲仙市 2,500円／月(電池or充電池) 充電器25,000円／３年 日常生活用具に追加 

 

体 外 機 助 成 状 況 

2018/09現在 

北海道地区(6） 

河東郡音更町 
20 万円を限度、装用５年以上経過し本町に１年以上在住（住民基本台帳登録して

いること）、世帯全員が町税等を滞納していないこと。他（2010 年 10 月～) 

函館市 20万円 耐用年数５年 日常生活用具に追加 

深川市 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

上川郡愛別町 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

河東郡士幌町 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

北広島市 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

東北地区(3） 

秋田県にかほ市 上限20万円 20歳未満 耐用年数５年 他、諸条件有 

秋田県秋田市 購入経費と20万円を比較して少ない額 諸条件有 

山形県米沢市 事業としての支給は無し、特例補装具の支給及び修理支給は有 

関東地区(3) 

栃木県日光市 上限20万円 耐用年数5年 (2006年10月～) 

栃木県栃木市 購入費の１／２(上限30万円)装用後５年経過、耐用年数５年 

神奈川県茅ケ崎市 上限20万円 装用５年経過のもの 耐用年数５年 

甲信越地区(27） 

新潟県加茂市 上限20万円（経過年数条件なし） 

新潟県柏崎市 購入60万円 修理３万円（原則１割は自己負担）諸条件有 

長野県須坂市 上限20万円、装用５年以上 (2015年５月～)     日常生活用具給付事業 

長野県松本市 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)  〃 

長野県塩尻市 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県安曇野市 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県麻積村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 



助成状況表 

 

長野県生坂村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県山形村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県朝日村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県筑北村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県上松市 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県南木曽町 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県木曽町 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県木祖村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県王滝村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県大桑村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県伊那市 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県坂城町 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県小布施町 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県北相木村 上限20万円、装用５年以上 ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ9,000円～9432円(2017年度～)   〃 

長野県大町市 上限80万円、耐用年数５年 日常生活用具給付事業(2017年度～) 

長野県白馬村 上限80万円、耐用年数５年 日常生活用具給付事業(2017年度～) 

長野県小谷村 上限80万円、耐用年数５年 日常生活用具給付事業(2017年度～) 

〃北安曇郡松川村 上限80万円 耐用年数５年 

長野県上田市 
上限20万円、耐用年数５年 装用5年以上 耐用年数５年 両耳２個迄支給 

イヤーモールド修理代9,432円／年 両耳２個迄支給 

長野県佐久市 上限30万円(片耳)両耳２個迄支給 修理代２万円／年 

北陸地区(12） 

富山県富山市 
上限20万円（18歳未満、耐用年数５年、自己負担15,000円 or 20,000円所得制

限有) 

石川県小松市 

「人工内耳体外臓器（人工内耳音声信号処理装置)」の購入費用70万円 

障害者日常生活用具の品目に追加 

利用者負担 原則１割（上限額37,200円)（2011年１月～) 

石川県金沢市 上限20万円（自己負担１割) 諸条件有（2012年４月～) 

石川県輪島市 
購入額に1/2を乗じた額（上限額50万円)、装用後５年を経過していること 

所得制限、諸条件有（2013年４月～) 

石川県珠洲市        同   上   

〃鳳珠郡穴水町        同   上 

 〃  能登町        同   上 

石川県白山市 上限20万円 この助成から７年経過の者、所得制限有、2013年４月～ 

石川県野々市市 住民税非課税世帯20万円、課税世帯18万円 諸条件有 

石川県羽咋市 上限20万円、市に１年以上居住他 諸条件有 

石川県加賀市 90%助成(上限20万円)、装用5年以上経過 (2017年度～) 

福井県坂井市 上限30万円（購入費の４分の１以内）諸条件有（2013年４月～) 

東海地区(28） 



助成状況表 

 

静岡県吉田町 スピーチプロセッサ 上限20万円（2012年４月～) 

静岡県焼津市 上限20万円、耐用年数５年（2014年４月～) 

静岡県静岡市 上限20万円、耐用年数５年（2015年４月～） 

静岡県浜松市 上限20万円 耐用年数５年（2016年４月～) 

静岡県富士市 基準額37万２千円 耐用年数５年（2016年４月～) 

静岡県御殿場市  基準額37万２千円 耐用年数５年(2016年４月～) 

静岡県磐田市 上限20万円、耐用年数５年（2017年４月～) 

静岡県藤枝市 上限20万円、耐用年数５年 (2017年４月～) 

静岡県森町 上限20万円、耐用年数５年 (2017年４月～) 

静岡県掛川市 上限20万円、耐用年数５年 (2017年４月～) 

愛知県岡崎市 
体外装置を買い替えの場合、日常生活用具費として助成35万円 

（2012年４月～) 

愛知県豊田市 基準額20万円、耐用年数５年、18歳以下 その他諸条件あり 

愛知県豊橋市 上限20万円、５年以上経過、両耳装用適用、保険適用外のみ（2013年４月～) 

愛知県愛西市 35万円、装用後5年経過の者、耐用年数5年 

〃海部郡蟹江町 35万円、課税世帯1割自己負担、耐用年数５年、装用後５年以上経過の者 

愛知県あま市 上限35万円(本体のみ) 装用後５年経過の者、耐用年数５年 原則１割負担 

愛知県蒲郡市 
35万円、５年経過のもの、傷害・医療保険適応外のもの、耐用年数５年 

原則１割負担 

愛知県犬山市 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

愛知県刈谷市 
35万円、５年経過のもの、傷害・医療保険適応外のもの、耐用年数５年 

原則１割負担 

知多郡南知多町 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

愛知県みよし市 上限20万円、耐用年数５年 

愛知県西尾市 
35万円(スピーチプロセッサ20万円、電池15万円)、５年以上経過のもの、 

耐用年数５年 

愛知県弥富市 35万円、５年経過のもの、耐用年数５年、課税状況で対象外や１割自己負担 

愛知県春日井市 上限 20万円 耐用年数５年 

愛知県碧南市 日常生活用具対象 助成額は問い合せ中 

岐阜県本巣郡北方町 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

三重県四日市市 上限20万円 人工内耳装５用後年以上経過している者 2014年４月～ 

〃三重郡川越町 ≪実施詳細問い合せ中≫ 

近畿地区(23） 

滋賀県甲賀市 上限20万円（耐用年数５年、自己負担15,000円 or 20,000円） 

滋賀県草津市 上限30万円 耐用年数５年（2011年４月～）草津市日常生活用具給付事業 

滋賀県彦根市 上限30万円 原則１割自己負担（2016年４月～）耐用年数５年間 

滋賀県米原市 70万円、2013年２月～ 詳細未定 

滋賀県長浜市 20万円 2013年４月～ 詳細未定 



助成状況表 

 

滋賀県湖南市 
上限110万円、１割負担有、耐用年数５年（初回の給付は装用後５年以上経過) 

湖南市に住民登録５年以上経過の者。修理代助成は無し。2014年４月～ 

滋賀県守山市 20万円／５年 住民基本台帳登録５年経過し、５年以上装用の者 

兵庫県姫路市 上限 20万円 耐用年数５年 諸条件については自治体にお問合せ下さい 

兵庫県小野市 上限100万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県三木市 上限 20万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県神戸市 上限 30万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県西宮市 上限 20万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県尼崎市 上限 20万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県伊丹市 上限 20万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県宝塚市 上限 20万円 耐用年数５年        〃 

兵庫県宍粟市 上限20万円 耐用年数５年 (2016年９月～) 

兵庫県小野市 上限100万円 耐用年数５年 

兵庫県明石市 20万円、５年以上経過のもの、耐用年数５年 

兵庫県加東市 20万円、５年以上経過のもの、耐用年数５年 

兵庫県三田市 20万円、耐用年数５年 他、給付条件有 

奈良県生駒市 
20万円、装用5年経過、住民票１年以上置くもの、耐用年数5年、自己負担１割 

(2016年４月～) 

和歌山県和歌山

市 

20万円、自己負担１割・非課税世帯は負担なし、 

保険会社が認定する損害額を差し引いた金額を対象 

大阪府高槻市 上限20万円(本体修理・買換え)／年 対象18歳未満 

中国地区(17) 

山口県長門市 上限20万円（５年以上使用、自己負担１割）※ 

山口県防府市 上限20万円（５年以上使用） 

島根県松江市 スピーチプロセッサ（含充電器）30万円、耐用年数５年 (2012年４月～) 

島根県出雲市 
スピーチプロセッサ 20万円、耐用年数５年 

ｲﾔｰﾓｰﾙﾄﾞ 9,432円／６ヶ月。乾燥器 19,000円(耐用年数3年)(2017年７月～) 

島根県江津市 スピーチプロセッサ 30万円。これには電池代も含めて。耐用年数５年 

島根県浜田市 スピーチプロセッサ 30万円。これには電池代も含めて。耐用年数５年 

島根県益田市 スピーチプロセッサ 30万円。耐用年数５年 

広島県東広島市 
スピーチプロセッサ・マイク・送信コイル 上限20万円（一部負担有) 

耐用年数５年（2009年12月～) 

広島県三次市 上限30万円、５年経過の者、耐用年数５年 

広島県福山市 上限20万円(原則自己負担1割、生活保護世帯、非課税世帯自己負担無) 

鳥取県八頭町 
18歳未満、５年以上経過の者 （2011年９月～） 

スピーチプロセッサ30万円、耐用年数５年、１割自己負担 

鳥取県琴浦町 
スピーチプロセッサ30万円、耐用年数５年、自己負担１割（2012年４月～） 

両耳対応 

鳥取県倉吉市 
スピーチプロセッサ30万円、耐用年数５年、自己負担１割、３歳以上 

（2012年４月～） 



助成状況表 

 

鳥取県智頭町 
スピーチプロセッサ30万円、耐用年数５年、自己負担１割（2014年９月～） 

人工内耳手術を受け５年以上経過の者 

鳥取県三朝町 
スピーチプロセッサ30万円、耐用年数５年、自己負担１割（2014年７月～） 

３歳以上、人工内耳手術を受け５年以上経過している者 

鳥取県湯梨浜町 
両耳対応 スピーチプロセッサ30万円、耐用年数５年、自己負担１割 

３歳以上 自己負担１割（2014年７月～） 

鳥取県鳥取市 30万円 耐用年数年５年 自己負担１割 医療制度適用外のみ（2014年９月～) 

四国地区(23) 

香川県観音寺市 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年（2013年８月～） 

香川県善通寺市 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

香川県丸亀市 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

香川県多度津町 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

 〃 まんのう町 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

香川県琴平町 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

香川県高松市 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

香川県さぬき市 スピーチプロセッサ上限20万円 耐用年数５年 

香川県坂出市 上限20万円(片耳)耐用年数５年、自己負担1割 

徳島県徳島市 
スピーチプロセッサ上限30万円 耐用年数５年、課税世帯１割自己負担 

（2014年６月～） 

徳島県小松島市 上限30万円 購入から５年以上経過 自己負担１割（2015年４月～） 

徳島県阿南市 
スピーチプロセッサ上限30万円 耐用年数５年 原則自己負担１割 

2015年10月～ 

徳島県鳴門市 
上限30万円(所得により自己負担1割)、装用後５年経過し医療保険対象外の方 

要事前申請 (2016年～) 

愛媛県西条市 
スピーチプロセッサ30万円 耐用年数５年、原則自己負担１割 諸条件有 

修理費３万円（イヤーモールド含む）耐用年数６ヵ月 2016年４月～追加 

愛媛県新居浜市 
以下原則自己負担１割 スピーチプロセッサ上限30万円 耐用年数５年 

修理（イヤーモールド含む）上限３万円 耐用年数６ヵ月、2015年４月～ 

愛媛県松山市 上限30万円 耐用年数５年 原則１割自己負担 2016年４月～ 

愛媛県宇和島市 上限30万円 耐用年数５年 原則１割自己負担 2016年４月～ 

愛媛県東温市 上限30万円 耐用年数５年 原則１割自己負担 2016年４月～ 

愛媛県大洲市 上限30万円 耐用年数５年 原則１割自己負担 2016年４月～ 

〃 四国中央市 上限30万円 2016年４月～ 

愛媛県今治市 上限30万円 修理費３万円 原則１割自己負担 2016年５月～ 

愛媛県砥部町 スピーチプロセッサ上限30万円 原則１割負担 

愛媛県伊予市 上限30万円 2017年４月～ 耐用年数５年 自己負担１割 

九州・沖縄地区(37） 

大分県大分市 
上限100万円（耐用年数５年)2015年４月～ 

諸条件有 日常生活用具に指定 

大分県別府市 
スピーチプロセッサ100万円、耐用年数５年、2016年４月～ 諸条件有 

日常生活用具に指定 

大分県臼杵市 上限100万円（耐用年数５年、装用児は要相談）2015年４月～ 



助成状況表 

 

大分県国東市 上限110万円（耐用年数５年、装用児は要相談）諸条件有 2015年４月～ 

大分県豊後大野市 上限20万円（耐用年数５年）2015年４月～、装用後５年以上経過 

大分県竹田市 20万円（耐用年数５年・医療保険適用は除く）2015年４月～ 

大分県杵築市 
上限110万円（耐用年数５年、装用児は要相談）2015年４月～ 

医療保険適用は給付無 諸条件有 

大分県津久見市 上限100万円（耐用年数５年）装用５年以上経過のもの。2015年４月～ 

〃速見郡日出町 上限100万円（耐用年数５年）装用５年以上経過している者 2018年１月～ 

大分県佐伯市 
100万円 耐用年数５年 装用後５年経過の者 2015年９月～日常生活用具に

指定 

大分県宇佐市 上限20万円 耐用年数年５年 諸条件有 

大分県由布市 110万円(耐用年数5年) 

〃豊後高田市 上限100万円 耐用年数５年 装用５年以上経過の者 (2017年４月～) 

熊本県宇土市 上限100万円 諸条件有 

熊本県菊池市 上限100万円 補装具制度に準ずる。装用５年を経過している事他、諸条件有 

熊本県山鹿市 上限70万円 修理費用５万円まで 

熊本県菊陽町 
スピーチプロセッサ110万円（2010年６月～） 

同町に１年以上居住し、５年以上装用していること。 

熊本県合志市 
スピーチプロセッサ110万円、障害者日常生活用具に追加。耐用年数５年 

自己負担１割（上限37,200円）2012年４月～ 

熊本県天草市 
スピーチプロセッサ110万円、自己負担１割、耐用年数５年、修理費の助成 

５万円、動産保険へ加入する事、2012年４月～ 

熊本県大津町 
スピーチプロセッサ110万円、障害者日常生活用具に追加。耐用年数５年（18

歳未満装用児は考慮有)、自己負担１割（上限37,200円)、2012年４月～ 

熊本県甲佐町 
スピーチプロセッサ上限50万円、修理助成５万円。耐用年数５年 

日常生活用具に追加。自己負担１割（上限37,300円）動産保険加入の事 

熊本県荒尾市 
スピーチプロセッサ 100万円、日常生活用具に追加。耐用年数５年 

自己負担１割（上限37,200円）住民台帳記載１年以上、2013年１月24日～ 

熊本県人吉市 
スピーチプロセッサ110万円、日常生活用具に追加。耐用年数５年、 

所得により自己負担額が異なる。諸条件有 2013年４月～ 

熊本県宇城市 
スピーチプロセッサ110万円、日常生活用具に追加。 

耐用年数５年、自己負担１割（2013年８月～）諸条件有 

熊本県阿蘇市 
スピーチプロセッサ110万円、日常生活用具に追加。耐用年数５年、 

自己負担１割（2013年８月～）諸条件有 

熊本県嘉島町 
上限50万円、修理費助成５万円、耐用年数５年、日常生活用具に追加 

自己負担１割（2013年11月～) 

熊本県あさぎり町 上限110万円、耐用年数５年 諸条件有 

熊本県益城町 70万円、修理費５万円 諸条件有 

熊本県八代市 
110万円、修理費５万円 (2015年４月～)自己負担１割(上限37.200円) 

日常生活用具品目に追加。装用後５年経過の者。医療保険対象外の方 

熊本県南阿蘇村 
110万円、日常生活用具に追加 (2015年10月～)耐用年数５年  

住民台帳に１年以上登録の者 

福岡県筑後市 
上限100万円 課税世帯の本人負担額37,200円 耐用年数５年  

日常生活用具に追加 

福岡県みやま市 
50万円 耐用年数５年 両耳でも同基準額 (2016年４月～) 

市町村民税の所得割が46万円未満 単独事業給付 



助成状況表 

 

福岡県福津市 100万円 耐用年数５年 (2018年４月～) 

福岡県篠栗町 50万円 耐用年数５年 両耳でも同基準額 (2018年４月～) 

福岡県小郡市 100万円 耐用年数５年 両耳でも同基準額 (2018年４月～)  

鹿児島県鹿児島市 100万円 対用年数５年 日常生活用具に追加 (2018年４月～) 

長崎県雲仙市 
110万円 耐用年数5年 日常生活用具に追加 修理費5万円／年  

損害保険等に加入のこと 

 

≪2017年～2019年の３年間のみの助成≫ 

長崎県 20市町 40万円 購入後５年以上経過 旧式の機種対象（詳細は窓口へ）  

市町村民税の所得割の額が 46万円未満 

壱岐市／諫早市／大村市／小値賀町／川棚町／五島市／西海市／佐々町／佐世保市／島原市／新上

五島町／対馬市／時津町／長崎市／長与町／波佐見町／東彼杵町／平戸市／松浦市／南島原市 

 


