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(1) 特別障害者手当（国手当）
◆対象者

２０歳以上であって、著しい重度の障害があり、日常生活において
常時特別の介護を必要とする方
◎対象かどうかは、提出された診断書により総合的に判断されます。
（目安としては、身体障害者手帳１・２級、療育手帳A1・A2、又
は精神障害者保健福祉手帳１級のうち、２つ以上の障害が重複して
いる方及びそれと同程度以上の障害に該当する方。）

◆支給月額

２７，３５０円

◆支払方法

２、５、８、１１月に銀行などの口座に振り込みます。

◆支給されない場合

ア
イ
ウ

所得が一定の額を超える場合
施設などに入所している場合
入院が３ヶ月を超える場合

◆必要書類

医師の診断書（所定の様式による）※省略できる場合もあります。
本人名義の預金通帳、マイナンバーに関する必要書類
年金証書、障害者手帳

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口

(2) 障害児福祉手当（国手当）
◆対象者

２０歳未満であって、重度の障害があり、日常生活において常時の
介護を必要とする方
◎対象かどうかは、提出された診断書により総合的に判断されます。
（目安としては、身体障害者手帳１・２級、療育手帳A1・A2、又
は精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた方及びそれと同程
度以上の障害に該当する方。）

◆支給月額

１４，８８０円

◆支払方法

２、５、８、１１月に銀行などの口座に振り込みます。

◆支給されない場合

ア
イ
ウ

所得が一定の額を超える場合
施設などに入所している場合
障害年金などを受給している場合

◆必要書類

医師の診断書（所定の様式による）※省略できる場合もあります。
本人名義の預金通帳、マイナンバーに関する必要書類

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口
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(3) 特別児童扶養手当（国手当）
◆対象者

２０歳未満で重度又は中度以上の障害を持っている児童を監護、養育
している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方
◎対象者の可否は、提出された診断書により総合的に判断されます。
＜１級はおおむね次のとおり＞
身体障害児 視覚１～２級、聴覚２級
上肢１～２級、下肢１～３級、体幹１～２級
内部障害１級（肝臓のみ１～２級）
知的障害児 療育手帳「Ａ」程度の方
精神障害児 日常生活が不能な程度の方
＜２級はおおむね次のとおり＞
身体障害児 視覚３級、聴覚・平衡３級、音声・言語３級
そしゃく３級、上肢３級、下肢３～４級
体幹１～３級、内部障害１～３級
知的障害児 精神能力の全般的発達に高度の遅滞がある方
療養手帳「B１」程度、ただし、知的障害があり、
日常生活における身辺の処理にも特に援助が必要な
方
精神障害児 日常生活に著しい制限を受ける程度の障害のある方

◆支給月額

１級
２級

◆支給方法

４、８、１１月に銀行などの口座に振り込みます。

◆支給されない場合

５２，５００円
３４，９７０円

ア
イ
ウ

保護者等の所得が一定の額を超える場合
児童が施設などに入所している場合
児童が障害を事由とする年金などを受給している場合

◆必要書類

戸籍謄本
世帯全員の住民票（秦野市内に住民票がある場合は省略できます）
医師の診断書（所定の様式によるもの）
※省略できる場合もあります。ご相談ください。
請求者本人名義の預金通帳
マイナンバーに関する必要書類

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口
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(4) 神奈川県在宅重度障害者等手当（県手当）
日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅重度障害者に支給されます。
◆対象者

手帳取得時年齢、または特別障害者手当・障害児福祉手当を受けた
年齢が65歳未満であり、基準日（支給年度の８月１日）時点で、県
内に継続して６カ月以上お住まいの、次のアまたはイに該当する方
ア 次の(ア)(イ)(ウ)のうち２つ以上に該当する方
(ア) 身体障害者手帳１級または２級の交付を受けた方
(イ) 療育手帳Ａ１またはＡ２に相当する判定を受けた方
（療育手帳Ｂ１に相当する判定を受け、身体障害者手帳１～３
級の交付を受けた方を含む）
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた方
イ

特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方

◆支給年額

６０，０００円

◆支払方法

１月に銀行などの口座に振り込みます。
◎年度途中に支給要件がなくなった場合（転出・死亡等）もその年
度分が支給されます。
◎年度途中に支給要件（転入・手帳取得等）が発生した場合は、翌
年度から支給対象となります。

◆支給されない場合
ア 前年所得が一定の額を超える場合
イ 基準日の前日までの１年間（前年８月１日から当年７月３１日
まで）に、継続して３カ月を超えて、施設や病院に入所・入院し
ている場合
◆窓

口

障害福祉課（82-7616）
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(5) 秦野市在宅障害者福祉手当（市手当）
◆対象者

◆支給年額

◆支払方法

秦野市に住民登録（精神障害者（児）は申請する日において１年以
上居住）している在宅の障害者
身体障害者手帳１級・２級
知能指数３５以下
精神障害者保健福祉手帳１級
身体障害者手帳３級・４級で知能指数５０以下
身体障害者手帳３級・４級
知能指数５０以下
精神障害者保健福祉手帳２級
身体障害者手帳５級・６級で知能指数７０以下
経過的福祉手当又は障害児福祉手当受給者

３５，０００円

３０，０００円

１１，０００円

９、３月に銀行などの口座に振り込みます。

◆支給されない場合
ア 施設等に入所している場合
イ 秦野市特別支援学校等在学者福祉手当を受給している場合
ウ 特別障害者手当を受給している場合
エ 精神科の病院に６ヶ月以上入院している場合
＜精神障害者（児）のみ＞
オ 申請する日において１年以上市内に居住していない場合

◆必要書類

本人名義の預金通帳、障害者手帳

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口

(6) 秦野市特別支援学校等在学者福祉手当（市手当）
◆対象者

盲学校、ろう学校又は養護学校に在学している生徒の保護者
ただし、秦野市在宅障害者福祉手当との重複支給はありません。

◆支給年額

小学生以下
中学生以上

◆支払方法

５、１０月に銀行などの口座に振り込みます。

◆必要書類

在学証明書、預金通帳

◆窓

障害福祉課（82-7616）
毎年４月中に新規及び継続の手続きが必要です。

口

５４，０００円
６０，０００円
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(7) 福祉タクシー利用券
障害者の生活の利便を図るためにタクシー利用券が交付されます。
◆対象者

身体障害者手帳１・２級
知的障害者知能指数３５以下、または療育手帳Ａ１・Ａ２
精神障害者保健福祉手帳１級
特定医療費（指定難病）医療受給者・小児慢性特定疾病医療受給者
ねたきり高齢者登録者
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けた者
特別障害者手当を受給している者

◆交付できない方

◆助成額

ア
イ
ウ

自動車燃料費又は施設通所交通費の助成を受けている方
施設等に入所している方
生活保護受給者

タクシー利用券（１枚５００円）の交付枚数は次のとおりです。
一般の対象者
特別障害者手当受給者
人工透析週３回通院者
（医師の通院証明が必要）

月４枚（年間４８枚）
月８枚（年間９６枚）
月６枚（年間７２枚）

◆必要書類

各障害者手帳、各医療受給者証、

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口

自動車税又は軽
自動車税が減免
の場合は半分の
枚数

(8) 障害者自動車燃料費助成
障害者が所有する自動車を自ら運転する場合、その運行にともなう燃料費の一
部を助成します。１８歳未満は、同居家族の所有及び運転でも対象です。また、
自己所有の自動車を自ら乗車するために自動車の改造をしている方も対象です。
◆対象者

身体障害者手帳１・２級
知的障害者知能指数３５以下、または療育手帳Ａ１・Ａ２
精神障害者保健福祉手帳１級

◆助成できない方

◆助成額

ア
イ
ウ
エ

福祉タクシー利用券の交付を受けている方
施設通所交通費の助成を受けている方
施設等に入所している方
生活保護受給者

月額２，０００円上限。ただし、自動車税又は軽自動車税が減免の
場合は月額１，０００円上限。
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◆必要書類

＜認定を受けるとき＞
障害者手帳、本人名義の預金通帳、車検証、運転免許証
＜請求するとき＞
印鑑、障害者手帳、購入した物品がわかる領収書（原本）

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口

(9) 秦野市障害者施設等通所交通費助成
障害福祉サービス事業所等に通所している方（市内に住所を有する方に限る）
に対し、本人分の交通費を助成します。
月を単位として、もっとも経済的な通常の経路及び方法により通所に要する障
害者割引後の運賃の額を助成します。ただし月間の運賃は、一ヶ月分の定期券の
額を上限とします。
◆助成できない方

ア
イ
ウ
エ
オ

福祉タクシー利用券の交付を受けている方
障害者自動車燃料費の助成を受けている方
生活保護受給者
施設等が実施する無料送迎を常時利用する方
施設等から交通費を支給されている方

◆必要書類

本人名義の預金通帳

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口

(10) 秦野市障害者グループホーム家賃助成
グループホームに入居している障害者に対し、家賃（本人負担額の半額、上限
１０，０００円）を助成します。
◆対象者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規
定する共同生活援助を提供する施設に入居している障害者。ただし、
市民税が課税されている方、生活保護受給者の方は対象外です。

◆必要書類

本人名義の預金通帳、契約書
重要事項証明書等の家賃額の分かる書類
マイナンバーに関する必要書類

◆窓

障害福祉課（82-7616）

口

(11) 障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に
万一のこと（死亡・重度障害）があったとき、障害者に終身一定額の年金を支給
するものです。障害者１人につき２口まで加入できます。
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◆加入資格

将来独立自立することが困難な知的障害者、身体障害者（１級～３
級）、精神障害者を扶養している保護者で次に該当する方
ア

住所が県内（横浜市内、川崎市内及び相模原市内を除く）に
あること
６５歳未満であること
特別の疾病や障害がなく、健康であること

イ
ウ
◆掛

金

加入者の年齢により９，３００円～２３，３００円

◆年金の給付

◆窓

口

手当・助成・年金

加入者が死亡、又は重度の障害を有する状態になったときに障害
者に１口につき２０，０００円の年金を支給します。
障害福祉課（82-7616）

(12) 障害基礎年金
国民年金加入中に初診日があり、障害の程度が国民年金法施行令で定める１級
又は２級に該当する方で、初診日前日において前々月までの加入期間の3分の２
以上の保険料を納付（免除・猶予期間、学生納付特例期間を含む）された方（特
例あり）、また、２０歳になる前に初診日がある病気や怪我が原因で、1級又は
2級の障害者となった方に支給されます。
◆支給年額

１級
２級

◆窓

国保年金課（82-9614）
障害厚生年金の場合は、平塚年金事務所（22-1515）

口

９７６，１２５円
７８０，９００円

(13) 介護料等の支給
自動車事故による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」又は「胸腹部臓器」に
重度の後遺障害が残り、日常生活において「常時」又は「随時」の介護が必要な
方に介護料を支給します。
◆対象者

「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障害が残り、
日常生活において「常時」又は「随時」の介護が必要な方

◆窓口

独立行政法人自動車事故対策機構(通称：NASVA)神奈川支所
(０４５-４７１-７４０１)
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