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１ 障害児福祉手当等（国の制度） 

(1) 障害児福祉手当 

ア 対象者の範囲 

  次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する２０歳未満の方。（高所得の方、障害

を事由とした年金受給者及び施設入所者を除く。） 

 (ｱ) 身体障害２級（一部を除く）以上の障害を有する方 

 (ｲ) ＩＱ２０以下の方  

 (ｳ) 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方  

イ 手当の支給額 

 (ｱ) 身体障害１、２級の障害を有し、ＩＱ３５以下の方  

月額２１，７５０円（県制度分６，９００円を含む） 

(ｲ) 身体障害１、２級の障害を有する方又はＩＱ３５以下の方  

  月額１６，０００円（県制度分１，１５０円を含む） 

(ｳ) 上記以外の方 

  月額１４，８５０円 

(2) 特別障害者手当 

ア 対象者の範囲 

  次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する２０歳以上の方（高所得の方、施設入

所者及び入院者を除く。） 

 (ｱ) 身体障害２級（一部を除く。）以上の障害を重複して有する方  

 (ｲ) 身体障害２級（一部を除く。）以上の障害を有する方で、ＩＱ２０以下の方又

は常時介護が必要な精神障害を有する方  

 (ｳ) 身体障害２級（一部を除く。）以上の障害を有する方、ＩＱ２０以下の方又は

常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害３級相当の障害を２つ以

上有する方  

 (ｴ) 身体障害２級（一部を除く。）以上の障害を有する方、ＩＱ２０以下の方若し

くはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護

が必要な方  

イ 手当の支給額 

 (ｱ) 身体障害１、２級の障害を有し、ＩＱ３５以下の方  
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月額３４，１５０円（県制度分６，８５０円を含む） 

(ｲ) 身体障害１、２級の障害を有する方又はＩＱ３５以下の方  

  月額２８，３５０円（県制度分１，０５０円を含む） 

(ｳ) 上記以外の方 

  月額２７，３００円 

 (3) 経過的福祉手当 

ア 対象者の範囲 

  次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する２０歳以上の方（高所得の方、施設入

所者を除く。）で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及

び特別障害給付金のいずれも現在受給していない方。 

 (ｱ) 身体障害１級（２級の一部を含む。）の障害を有する方  

 (ｲ) ＩＱ２０以下の方  

 (ｳ) 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方  

イ 手当の額 

  月額１６，０００円（県制度分１，１５０円を含む） 

 (4) 手当の支給時期 

    ５月、８月、１１月及び２月（前月分までの３ヶ月分を支給） 

 (5) 申請に必要なもの 

   受給者名義の預金通帳の口座番号、身体障害者手帳及び療育手帳、診断書、年金証

書の写し、年金額が分かるもの並びにマイナンバーが確認できるもの 

 (6) 対象者推移              （各年度３月３１日現在受給者数） 

 障害児福祉 特別障害者 経過的福祉 計 

平成２９年度 25  50  1  76  

平成３０年度 30  45  1  76  

令和元年度 29  49  1  79  

令和２年度 30  48  1  79  

令和３年度 32  47  1  80  

 



３ 障害者（児）の手当 
（担当 福祉課社会福祉係） 

 - 43 - 

２ 特別児童扶養手当（国の制度） 

(1) 対象者の範囲 

  次のア又はイに該当する２０歳未満の障害児を監護する保護者の方。（高所得の方、

施設入所している児童の保護者の方は除く。） 

 ア ＩＱ３５以下程度又は身体障害１、２級程度の方、若しくは、同程度の障害又は

病状を有する方 

 イ ＩＱ５０以下程度又は身体障害３級（４級の一部含む。）程度の方、若しくは、

同程度の障害又は病状を有する方 

(2) 手当の支給額 

 ア (1)アに該当の方（重度障害者） 月額５２，４００円 

 イ (1)イに該当の方（中度障害者） 月額３４，９００円 

 (3) 手当の支給時期 

  ア １２月分から３月分まで  ４月 

  イ ４月分から７月分まで   ８月 

  ウ ８月分から１１月分まで １１月 

 (4) 申請に必要なもの 

戸籍謄本、手帳等（身体障害者手帳、療育手帳又は診断書）、預金通帳の写し、 

マイナンバーが確認できるもの（世帯全員分）、本人確認書類 

 (5) 対象者推移        （各年度３月３１日現在受給者数） 

 重度障害者 中度障害者 計 

平成２９年度 46  125  171  

平成３０年度 59  141  200  

令和元年度 52  138  190  

令和２年度 59  137  196  

令和３年度 66  145  211  
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３ 在宅重度障害者手当（県の制度） 

 (1) 対象者の範囲 

次のア又はイに該当する方。（高所得の方、障害児福祉手当等の受給者、施設入所

者及び３か月以上入院している方、６５歳以上で新たに障害者となった方は除く。） 

ア 身体障害１、２級でＩＱ３５以下の方 

イ 身体障害１、２級の方、ＩＱ３５以下の方又は身体障害３級の障害を有し、 

ＩＱ５０以下の方。 

(2) 手当の支給額 

 ア (1)アに該当の方（１種障害者） 月額１５，５００円 

 イ (1)イに該当の方（２種障害者） 月額６，７５０円 

 (3) 手当の支給時期 

  ア １２月分から３月分まで  ４月 

  イ ４月分から７月分まで   ８月 

  ウ ８月分から１１月分まで １２月 

 (4) 申請に必要なもの 

受給者名義の預金通帳の口座番号、手帳等（身体障害者手帳、療育手帳）、課税証 

明書（転入者のみ）、マイナンバーが確認できるもの 

(5) 対象者推移        （各年度３月３１日現在受給者数） 

 １種障害者 ２種障害者 計 

平成２９年度 14  631  645  

平成３０年度 13  614  627  

令和元年度 13  612  625  

令和２年度 13  613  626  

令和３年度 9  613  626  
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４ 心身障害者手当（市単独制度） 

 (1) 対象者の範囲 

次のアからウまでのいずれかに該当する方。（特別障害者以外の障害児福祉手当等

の受給者、６５歳以上で新たに障害者となった方及び高所得の方は除く。） 

  ア 身体障害１級から６級までの方 

イ 療育ＡからＣまでの方 

ウ 精神障害１級から３級までの方 

 (2) 手当の支給額 

  ア 身体障害１級、精神障害１級、ＩＱ３５以下又は特別障害者  

月額４，０００円 

  イ 身体障害２級、精神障害２級又はＩＱ３６以上５０以下  

月額３，５００円 

  ウ 身体障害３級  

月額３，０００円 

  エ 身体障害４級から６級、精神障害３級又はＩＱ５１以上７５以下  

月額２，０００円 

 (3) 手当の支給時期 

  ア １２月分から３月分まで  ４月 

  イ ４月分から７月分まで   ８月 

  ウ ８月分から１１月分まで １２月 

 (4) 申請に必要なもの 

受給者名義の預金通帳の口座番号、障害者手帳、マイナンバーが確認できるもの 
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(5) 対象者推移                      （各年度３月３１日現在受給者数） 

区分 29年度 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

身体１級  630  622  523  478  435  

身体２級  316  328  288  283  277  

身体３級  455  450  413  401  384  

身体４級  445  440  379  358  358  

身体５、６級  204  199  179  172  175  

療育Ａ  159  179  129  131  134  

療育Ｂ  189  181  179  175  181  

療育Ｃ  224  192  192  210  224  

精神１級  51  54  52  56  56  

精神２級  302  365  367  398  434  

精神３級  106  105  125  124  120  

特別障害者  72  41  50  55  58  

計   3,153  3,156  2,876  2,841 2,836  

※特別障害者は、療育Ａかつ身体障害１又は２級の方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


