特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のご案内
障害のある方やその家族の方には、等級などに応じ手当が支給される場合があります。
また、支払月額は年度により変更される場合があります。

１．特別児童扶養手当
支給要件
対 象 者

20歳未満で精神または身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等
１級 障害基礎年金の１級の基準に相当する障害がある児童
２級 障害基礎年金の２級の基準に相当する障害がある児童

支給月額
令和４年度

１級 ５２，４００円
２級 ３４，９００円

支払時期

原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれ前月分までを支給します。
次の対象者のいずれかの前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。

所得制限

・受給資格者（障害児の父母等）
・受給資格者の配偶者 ・受給資格者と生計を同じくする扶養義務者

２．障害児福祉手当
支給要件
対 象 者
支給月額
令和４年度

支払時期
所得制限

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時の介護が必要な状態にある
在宅の20歳未満の人
障害基礎年金１級の基準に相当する障害より一定程度重度の障害がある児童
１４，８５０円
原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までを支給します。
次の対象者のいずれかの前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。
・受給資格者（重度障害児）本人
・受給資格者の配偶者 ・受給資格者の生計を維持する扶養義務者

３．特別障害者手当
支給要件
対 象 者
支給月額
令和４年度

支払時期
所得制限

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別の介護が必要な状
態にある在宅の20歳以上の人
障害基礎年金１級の基準に相当する障害が重複している状態と同程度
またはそれ以上の障害がある人
２７，３００円
原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までを支給します。
次の対象者のいずれかの前年の所得が一定の額以上ときは、手当は支給されません。
・受給資格者（特別障害者）本人
・受給資格者の配偶者 ・受給資格者の生計を維持する扶養義務者

手続きなどのお問い合わせ
各手当や申請に関する詳しい情報については、お住まいの市町村の各手当窓口までお問い合わせくだ
さい。（裏面をご覧ください）

（発行：愛知県保健医療局健康医務部健康対策課、福祉局福祉部障害福祉課）

■お問い合わせ先一覧

（令和3年10月現在）

市町村名

部課名

瀬戸市

健康福祉部社会福祉課

489-8701 瀬戸市追分町64-1

0561-88-2612

尾張旭市

健康福祉部福祉課

488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1

0561-76-8142

豊明市

健康福祉部社会福祉課

470-1195 豊明市新田町子持松1-1

0562-92-1119

日進市

健康福祉部介護福祉課

470-0192 日進市蟹甲町池下268

0561-73-1749

長久手市

福祉部福祉課

480-1196 長久手市岩作城の内60-1

0561-56-0614

東郷町

福祉部福祉課

470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1

0561-56-0732

春日井市

健康福祉部障がい福祉課

486-8686 春日井市鳥居松町5-44

0568-85-6186

小牧市

福祉部障がい福祉課

485-8650 小牧市堀の内3-1

0568-76-1127

犬山市

健康福祉部福祉課障害者担当

484-8501 犬山市大字犬山字東畑36

0568-44-0321

江南市

健康福祉部福祉課

483-8701 江南市赤童子町大堀90

0587-54-1111

江南保健所 岩倉市

健康福祉部福祉課

482-8686 岩倉市栄町1-66

0587-38-5809

大口町

健康福祉部福祉こども課

480-0126 丹羽郡大口町伝右1-35

0587-94-1222

扶桑町

健康福祉部福祉児童課

480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330

0587-93-1111

稲沢市

市民福祉部福祉課

492-8269 稲沢市稲府町1

0587-32-1281

清須市

健康福祉部社会福祉課

452-8569 清須市須ケ口1238番地

052-400-2911

北名古屋市 福祉部社会福祉課

481-8531 北名古屋市西之保清水田15

0568-22-1111

豊山町

生活福祉部福祉課

480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260

0568-28-0912

津島市

健康福祉部福祉課

496-8686 津島市立込町2-21

0567-24-1115

愛西市

保険福祉部社会福祉課

496-8555 愛西市稲葉町米野308

0567-55-7115

弥富市

健康福祉部福祉課

498-8501 弥富市前ケ須町南本田335

0567-65-1111

あま市

福祉部社会福祉課

490-1198 あま市甚目寺二伴田76

052-444-3135

福祉部民生課

490-1192 海部郡大治町大字馬島字大門西1-1

052-444-2711

福祉部保健センター

490-1143 海部郡大治町大字砂子字西河原14-3

052-444-2714

民生部保険医療課

497-8601 海部郡蟹江町学戸3丁目1番地

0567-95-1111

瀬戸保健所

春日井保健所

清須保健所

津島保健所

大治町

蟹江町

半田保健所

知多保健所

郵便番号

住所

電話番号

健康推進課（保健センター）

497-0052 海部郡蟹江町西之森7丁目65番地

0567-96-5711

飛島村

民生部福祉課

490-1434 海部郡飛島村大字松之郷3-46-1

0567-52-1001

半田市

福祉部地域福祉課

475-8666 半田市東洋町2-1

0569-84-0643

阿久比町

民生部住民福祉課

470-2292 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50

0569-48-1111

東浦町

健康福祉部障がい支援課

470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20

0562-83-3111

南知多町

厚生部住民福祉課

470-3495 知多郡南知多町大字豊浜字貝ｹ坪18

0569-65-0711

美浜町

厚生部福祉課

470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面106

0569-82-1111

武豊町

健康福祉部福祉課

470-2392 知多郡武豊町字長尾山2

0569-72-1111

常滑市

福祉部福祉課

479-8610 常滑市新開町4-1

0569-34-7744

東海市

市民福祉部社会福祉課

476-8601 東海市中央町1-1

052-603-2211

大府市

福祉部高齢障がい支援課

474-8701 大府市中央町5-70

0562-85-3558

知多市

福祉部福祉課

478-8601 知多市緑町1

0562-36-2650

碧南市

福祉こども部福祉課

447-8601 碧南市松本町28

0566-95-9884

刈谷市

福祉健康部福祉総務課

448-8501 刈谷市東陽町1-1

0566-62-1208

安城市

福祉部障害福祉課

446-8501 安城市桜町18-23

0566-71-2225

衣浦東部保健所

西尾保健所

新城保健所

知立市

福祉子ども部福祉課

472-8666 知立市広見3-1

0566-95-0118

高浜市

福祉部介護障がいグループ

444-1398 高浜市青木町4-1-2

0566-52-9871

みよし市

福祉部福祉課

470-0295 みよし市三好町小坂50

0561-32-8010

西尾市

健康福祉部福祉課

445-8501 西尾市寄住町下田22

0563-65-2115

幸田町

健康福祉部福祉課

444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林1-1

0564-63-5112

新城市

健康福祉部福祉課

441-1392 新城市字東入船115番地

0536-23-7624

設楽町

町民課

441-2301 北設楽郡設楽町田口字辻前14

0536-62-0519

東栄町

住民福祉課

449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25

0536-76-0503

豊根村

住民課

449-0403 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2

0536-85-1313

豊川市
豊川保健所 蒲郡市

田原市

福祉部福祉課

442-8601 豊川市諏訪1-1

0533-89-2131

健康福祉部福祉課

443-8601 蒲郡市旭町17-1

0533-66-1106

健康福祉部地域福祉課

441-3492 田原市田原町南番場30-1

0531-23-3697

※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市にお住まいの場合は、各市の各種担当窓口を御確認ください。

