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精神障害者の生活を支える福祉制度 

Ⅰ．精神障害者と家族が利用できる福祉制度の概要 

出典：厚⽣労働省_障害者福祉をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/index.html 
 

精神障害では、症状が慢性化することが多いことがあり、長期にわたり日常生活が制限

されやすいといわれています。そのため、精神障害者の日常生活を支える福祉制度が不可

欠です。精神障害者の生活を支える福祉制度には、障害年金、生活保護、精神障害者保健

福祉手帳、心身障害者扶養共済制度、障害者の諸手当、医療費公費負担制度等があります。 

また、発達障害のような 20 歳前に発症して障害をもつ場合、本人よりも家族への経済的

支援が必要となります。そのようなニーズに対しては、特別児童扶養手当や、障害児福祉

手当のような支援を受けることも可能です。また、平成 14 年からは、精神障害者保健福祉

手帳、通院医療費公費負担の申請手続きなどが市町村で実施されるようになり、さらに利

用しやすくなりました。 

しかし、福祉制度は、申請主義であるため、自らが申請しないと制度を利用することは

できません。そのため、多くの精神障害者が、制度を知らない、制度の要件を満たせない

などの理由で利用できていない方が多いといわれています。
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Ⅱ．精神障害者の生活を支える福祉制度 

１．障害年金 

 
出典：⽇本年⾦機構_障害年⾦ガイド（令和 3 年度版）をもとに作成 
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf 

（１）障害年金の概要 

障害年金は、病気やけがによる障害で、日常生活や就労が著しく制限を受ける状態にな

ったとき、生活を保障するために支給されます。精神障害者は、精神疾患のため生活や就

労に支障があり、日常生活が困難になった場合に対象となります。 

対象となる主な精神疾患は、統合失調症、躁うつ病、てんかん、痴呆や頭部外傷後遺症

などの症状性を含む器質性精神障害、知的障害、発達障害等です。原則として、神経症は

認定の対象になりませんが、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているときは、

統合失調症又は躁うつ病に準じて取り扱うこともあります。 

 

（２）障害認定日 

障害認定日は、初診日から 1 年 6 ヶ月を経過した日、又は 1 年 6 ヶ月以内に病気が治っ

て障害の状態が固定した日であり、障害年金を支給する障害状態にあるかどうかを認定す

る日のことです。「病気が治った」とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状

態に至った場合をいいます。また、事後重症による年金として、傷病により障害の状態に

ある障害者が、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に

該当しなかった場合で、当該傷病による障害により 65 歳に達する日の前日までに、政令で

定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日まで

に裁定請求のあった場合に障害年金を請求することができます。 
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（３）受給の条件 

障害年金を受け取るためには、主に３つの受給要件を満たすことが必要です。 

①原則として、障害の原因となった疾病等の初診日に国民年金に加入していること、②

初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済期間（保険料免除期間含む）が、被保険

者期間の 3分の 2 以上あること、③障害認定日に障害等級に該当することが必要です。 

初診日が 20 歳未満の場合は、①の条件である初診日に国民年金に加入していませんが、

障害年金を受給することができます。ただし、受給には所得制限があります。また、国民

年金に加入していた 60 歳∼65 歳未満の国内在住の方についても、障害年金を受給すること

が可能です。 

 

(４)障害等級と手続き 

１）障害等級 

 

出典：厚⽣労働省_国⺠年⾦法をもとに作成 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141 
出典：⽇本年⾦機構_障害年⾦ガイド（令和 3 年度版）をもとに作成 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf 
出典：総務省_住基ネットでできるようになったことは? 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki03.html 
 

精神障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状

況等により総合的に判定されます。障害等級 1 級は精神の障害であって、他人の介助を受

けなければほとんど日常生活ができない程度の状態であり、障害等級 2 級は精神の障害で

あって、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働によ

り収入を得ることができない程度の状態です。障害等級 3 級は、厚生（共済）年金加入者

のみが対象で、精神の障害のため、労働が著しい制限をうける、又は、労働に著しい制限

を加えることを必要とする程度の状態です。さらに、障害厚生年金に該当する状態よりも

軽い障害が残ったときは、障害手当金を受け取ることができる制度もあります。 
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精神障害の状態は多種多様であるため、認定に当たっては具体的な日常生活上の困難の

程度を判断するとともにその原因及び経過が考慮されるため、医師の診断書が、障害年金

受給の重要な決め手になります。もし、年金の決定に不服があるときは、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して 3 カ月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置さ

れた社会保険審査官に審査請求することが可能です。 

 

２）手続き 

障害者本人または代理人が、年金事務所または「街角の年金相談センター」で手続きを

行います。20 歳前障害、国民年金第 1 号被保険者期間中に初診日がある場合や、国民年金

に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者が対象と

なる特別障害給付金は、住所地の市区町村の担当課でも手続きが可能です。障害年金は、

請求しなければ支給されないため、医師の診断書等の必要書類を提出し審査を受ける必要

があります。診断書以外にも、年金請求書・年金手帳・受取金融機関の預金通帳などの書

類が手続きに必要です。 

年金が受給できるようになると、継続して障害年金を受ける状況にあるかどうかを確認

するための「年金受給権者現況届」が、日本年金機構から送付され、毎年、受給者の誕生

月の末日までに提出する必要があります。これを提出しないと年金が一時的に「差止」さ

れることがあります。なお、平成 18 年 10 月から、受給者の住民票コードを用いて、住民

基本台帳ネットワークシステムで本人の生存確認ができた者については、毎年の現況届の

提出を省略することが可能になりました。また、障害の変化を確認するために、日本年金

機構から、障害の程度に応じて１～5 年ごとに「障害状態確認届」の提出が求められていま

す。「障害状態確認届」には、診断書欄があり、この診断書欄の内容によっては障害等級の

変更や支給が停止されることもあります。障害年金の支給を停止された方が、再び、障害

年金を受ける等級程度の障害になった場合には、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由

消滅届」に診断書などを添えて提出します。 
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 (５)受給できる障害年金 

 
出典：国⺠年⾦法をもとに作成  

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141 
出典：厚⽣年⾦保険法をもとに作成 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20210401_502AC0000000040 
出典：地⽅公務員等共済組合法をもとに作成  

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152 
厚生年金は、厚生年金保険に加入している事業所で雇用されている 70 歳未満の従業員を

対象にしています。また、共済年金は、地方職員共済組合の組合員である公務員や教員等

を、国民年金は、厚生年金や共済年金に未加入の第 1 号被保険者（国内に在住の 20 歳以上

60 歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者）や、第 3 被保険

者（厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員などの第 2 被保険者に扶養

されている配偶者で、原則として年収が 130 万円未満の 20 歳以上 60 歳未満の者。）を対象

としています。 

障害年金の対象となる疾病の初診日にどの年金（国民年金、厚生年金、共済年金）に加

入しているかによって、障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金）の種類

が決まります。 

また、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していな

い障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、

福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。平成 3 年 3 月以前に国民年金任意

加入対象であった学生や、昭和 61 年 3 月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の

配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎

年金の 1 級、2 級相当の障害の状態にある者が対象となります。ただし、65 歳に達する日

の前日までに当該障害状態に該当された者に限られます。 
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障害厚生年金
障害共済年金

(報酬比例の年金額）

最低保障額
（585,700円）

障害手当金（厚生年金）

障害一時金（共済年金）

(報酬比例の年金額）
×２

最低保障額
（1,171,400円）

障害厚生年金
障害共済年金

(報酬比例の年金額）
×1.25

障害厚生年金
障害共済年金

(報酬比例の年金額）
厚
生
年
金
・共
済
年
金

1級 2級

配偶者加給年金
（224,700円/年）

配偶者加給年金
（224,700円/年）

国
民
年
金

障害基礎年金
（976,125円/年）

扶養子加算

障害基礎年金
（780,900円/年）

扶養子加算

障害基礎年金
（976,125円/年）

扶養子加算

障害基礎年金
（780,900円/年）

扶養子加算

3級

なし

3級より軽い障害

なし

なし なし

 

出典：⽇本年⾦機構_障害年⾦ガイド（令和 3 年度版）をもとに作成 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf 

国民年金の加入者は、「障害基礎年金」1 級又は 2 級が支給されます。厚生（共済）年金

加入者は、「障害基礎年金」1 級又は 2 級の支給額に上乗せ年金である障害厚生（共済）年

金 1 級又は 2 級の支給額が併せて支給されます。 

障害厚生（共済）年金 3 級は、厚生（共済）年金独自の給付であるため、各年金共通の

障害基礎年金はなく、障害厚生（共済）年金のみを受給することになります。また、3 級よ

り軽い障害に対する一時金として症状固定の障害に支給する障害手当金（厚生年金）や障

害一時金（共済年金）があります。厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けが

が初診日から 5 年以内に治り、3 級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給され

る一時金です。共済年金では、障害等級に該当しない軽度の障害の状態であっても、一定

の障害の状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。その場合、障害共済年

金の 2 年分にあたる額が一時金として支払われます。 

障害基礎年金１～2 級の受給資格の発生時に①18 歳未満の子、②障害等級 1 級又は 2 級

の 20 歳未満の障害者を扶養しているときは、扶養子の加算があります。平成 23 年 4 月か

らは、受給資格が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届

出により新たに加算できることになりました。 

また、障害厚生（共済）年金１～2級の受給権発生時に配偶者がいれば、配偶者加給年金

が支給されます。 
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２．生活保護 

趣 旨

（目 的）

「国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」

【憲法第25条】 規定を具体化 ⇒基本的人権の「生存権」を保障

病気や障害等のため就労できない時や就労していても収入が少

なく生活に困ったときに、国が最低限の生活を保障し、自立生活

できるように援助する制度

要 件

生活に困窮する者が、資産、能力等のあらゆる要件を活用しても

生活維持ができない時に、困窮の程度に応じて生活保護費の支給
や医療扶助等を給付

資産活用

能力活用

扶養義務の履行

他法活用

土地、貯金、保険、株、車等の売却

その能力に応じて就労

親子、兄弟等の扶養義務者からの援助

年金、他の法律による給付

 
出典：厚⽣労働省_⽣活保護制度をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 

(１)生活保護の概要 

生活保護は、病気や障害等のため就労できない時や就労していても収入が少なく生活に

困ったときに、国が最低限の生活を保障し、自立生活できるように援助する制度です。日

本国憲法第 25 条に「国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」と規定され

ており、国が基本的人権の「生存権」を保障しています。 

精神障害者は、自立して生活できるようになるまで相当な時間が必要であり、生活保護

は大切な制度の一つです。 

(２)生活保護の要件 

生活保護を受けるためには、生活に困窮する者が、まず①資産活用（土地、貯金、保険、

株と車等の売却）、②能力活用（働ける人はその能力に応じて就労）、③扶養義務の履行（親

子、兄弟等の扶養義務者からの援助）、④他法活用（年金や手当等、他の法律や制度による

給付）等のあらゆる努力をする必要があります。それでも、生活維持ができない時に、申

請者の収入や資産が国の定める最低生活費基準以下である場合は、困窮の程度に応じた生

活保護費が給付されます。 
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生活扶助

教育扶助

住宅扶助

医療扶助

介護扶助

出産扶助

生業扶助

葬祭扶助

日常生活に必要な費用

義務教育に必要な費用

住宅維持に必要な費用

医療のための費用

介護にかかる費用

出産のための費用

生活のための職業に必要な費用

葬儀のための費用

衣料費、食料費、光熱費等

学用品、通学用品、
学校給食等

家賃、住宅の修理、地代等

診察、処置、手術等の治療、
看護、薬剤費等

居宅介護、福祉用具、
住宅改修、施設介護、移送等

分娩の介助、処置、
衛生材料費等

必要な資金、器具、資料、
技能修得費等

火葬、埋葬、
納骨その他葬祭費等

障害者加算
障害基礎年金1級・2級（精神障害者保健福祉手帳1級・2級）受給者
に支給

 
出典：⽣活保護法をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000&dataType=0&pageNo=1 

（３）生活保護の種類（８種の扶助） 

生活保護は、世帯の状況に応じて以下の 8 種類の扶助があります。 

① 生活扶助（日常生活に必要な衣料費、食料費、光熱費等） 

② 教育扶助（義務教育に必要な学用品、通学用品、学校給食費等） 

③ 住宅扶助（住宅維持に必要な家賃、住宅の修理、地代等） 

④ 医療扶助（医療のための診察、処置、手術等の治療、看護、薬剤費等） 

⑤ 介護扶助（介護にかかる居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、移送費等） 

⑥ 出産扶助（出産のための分娩の介助、処置、衛生材料費等） 

⑦ 生業扶助（生活のための職業に必要な資金、器具、資料、技能修得費等） 

⑧ 葬祭扶助（葬儀のための火葬、埋葬、納骨その他の葬祭費等） 

(４)障害者加算 

障害者加算は、障害基礎年金 1 級・2 級受給者、又は同程度の精神障害者や精神障害者保

健福祉手帳 1 級･2 級所持者に支給されます。 

(５)受給できる生活保護費 

生活保護は、原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。最低生活費は、

その世帯に必要な扶助費と加算を合計した金額です。精神障害者の世帯が得ている収入額

（必要経費や一定額の控除あり）が最低生活費より少ない場合は、その差額が生活保護費

として支給されます。 
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（６）級地制度 

地域における生活様式や物価差による生活水準の差がみられる実態を踏まえ、最低生活

保障の観点から生活保護基準に地域差を設けられています。 

（７）窓口 

生活保護を利用したい人の居住地を所管する福祉事務所になります。福祉事務所は、市

（区）部では市（区）が、町村部では都道府県が設置しています。 

 

３．精神障害者保健福祉手帳 

身体障害者

知的障害者

障 害 者

１９４９年

１９７３年

１９９３年

「身体障害者手帳」

「療育手帳」

「障害者基本法」

「身体障害者、知的障害者、精神障害者」

精神障害者を障害者に明確に位置づけ

対象者

趣 旨
（目 的）

・精神障害者の社会復帰の促進
・自立と社会参加の促進
（1995年精神保健福祉法改正時に創設）

精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約が
ある精神疾患を有する障害者

統合失調症、気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、
発達障害、そのほかの精神疾患（ストレス関連障害等）

知的障害は対象外 ⇒ 療育手帳対象

精神障害者 １９９５年 「精神障害者保健福祉手帳」

手帳の更新
有効期限は2年
2年ごとに障害の状態を再認定し、更新

 
出典：厚⽣労働省_障害者⼿帳をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html 

 (１)精神障害者保健福祉手帳の概要 

1949 年に身体障害者を対象とした身体障害者手帳が、1973 年に知的障害者を対象にした

療育手帳が制定されました。 

精神障害者は 1993 年に成立した障害者基本法により、身体障害者と知的障害者と同様に

障害者として位置付けられ、精神障害者保健福祉手帳制度が 1995 年の精神保健福祉法改正

時に創設されました。 

(２)精神障害者保健福祉手帳の趣旨と対象者 

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を図ること

を目的にしており、一定の精神障害の状態が認定されると精神障害者保健福祉手帳が交付

され、さまざまな支援が受けることができます。 

一定の精神障害の状態とは、統合失調症、気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機
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能障害、発達障害、そのほかの精神疾患（ストレス関連障害等）のため、長期にわたり日

常生活又は社会生活への制約があることです。ただし、知的障害者は、療育手帳の対象に

なりますので、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれません。 

(３)手帳の更新 

精神障害者保健福祉手帳は、他の障害手帳と異なり、症状や障害の状態が一定でなく変

動するため、2 年ごとに障害の状態を再認定し更新されます。 

(４)精神障害者保健福祉手帳の交付手続き 

出典：厚⽣労働省_精神障害者保健福祉⼿帳制度実施要領について 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4614&dataType=1&pageNo=1 

申請手続きは、精神障害者本人が居住地の市町村に提出することが原則ですが、家族や

医療機関職員等が代行をすることもできます。 

申請書類は、①精神障害者保健福祉手帳申請書と、②初診日から 6 ヶ月以上経過した日

以後の医師の診断書、又は障害年金の年金証書等の写しと、③手帳の貼付用として精神障

害者の写真を添付します。診断書は、精神保健指定医、診断や治療を行った精神科担当医

師又はてんかん患者の主治医である内科医等が記載します。診断書は、初診日から６ヶ月

以上経過した日以降に作成したものと決められています。 

交付手続

申 請

交付主体

申請窓口

申請書類

精神障害者本人の申請

家族や医療機関職員等による申請書の提出や手帳の
受け取り手続代行可

都道府県知事又は政令指定都市市長

市町村（申請者の居住地）

①精神障害者保健福祉手帳申請書
②医師の診断書又は障害年金の年金証書等の写し
③精神障害者の写真(縦4cm×横3cm)

精神保健指定医又は精神障害者の診断や治療に従事
する精神科担当医師によるもの
（てんかん患者の主治医である内科医等も含む）

診断書

初診日から６ヶ月以上経過した日以降に作成したもの
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出典：厚⽣労働省_「精神障害者保健福祉⼿帳の障害等級の判定基準について」をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000610453.pdf 
 

申請の費用は不要ですが、医師の診断書料は医療保険の対象にならないため自己負担に

なります。ただし、生活保護対象者は、生活保護法の指定医療機関で作成することで、無

償となっています。 

都道府県知事（政令指定都市市長）が申請者に手帳を交付しますが、医師の診断書が添

付された申請は、精神保健福祉センターが手帳交付の可否及び障害等級を判定し、年金証

書等の写しが添付された申請は、精神保健福祉センターの判定は不要です。 

判定基準
精神疾患（機能障害）の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の
両面から総合的に判定

判 定

診断書が添付された申請
精神保健福祉センターによる
手帳交付の可否、障害等級の判定

年金証書等の写しが添付
された申請

精神保健福祉センターの判定不要
手帳１級⇒障害福祉年金1級程度
手帳２級⇒障害福祉年金2級程度
手帳３級⇒障害福祉年金3級程度

障害等級

障害の程度に応じて重度のものから１級、２級及び３級と区分

１級

２級

３級

他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を済ませる
事ができない

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困
難

日常生活又は社会生活に制限を受けるか、
日常生活又は社会生活に制限を加えることが必要
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(５)障害等級 

障害の程度に応じて重度のものから 1 級、2 級及び 3 級と区分されており、精神疾患（機

能障害）の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。 

障害厚生年金を受給している場合、障害等級は、年金における障害等級が１級であれば

手帳における障害等級も１級、２級であれば２級、３級であれば３級であるものとして判

定されます。 

(６)精神障害者保健福祉手帳の支援施策 

 
出典：厚⽣労働省_「精神障害者保健福祉⼿帳による税制上の優遇措置について」（令和 3 年 5 ⽉時点）をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4621&dataType=1&pageNo=1 
出典：みんなのメンタルヘルス総合サイト_「精神障害者保健福祉⼿帳」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html 

１）税制の優遇措置 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級に応じて、所得税及び住民税の障害者控除、預貯金

の利子所得の非課税等、住民税の一部非課税、相続税の障害者控除、贈与税の一部非課税、

自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の非課税等の優遇措置が受けられます。 

２）通院医療公費負担制度 

精神障害者保健福祉手帳所持者が精神保健福祉法第 32条の通院医療費公費負担申請する
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場合は、医師の診断書提出、精神保健福祉センターの判定が不要になります。 

３）生活保護の障害者加算 

生活保護受給者では、障害者加算が受けられます。（ただし、手帳 1～2 級所持者に限る） 

４）生活福祉資金貸付制度 

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や 65 歳以上の高齢者世帯、精神障害者保健福祉手

帳所持者など世帯の生活を経済的に支援するための制度です。 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者世帯は、生活福祉資金のうち、

総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の貸付が受けられます。 

５）ＮＴＴ番号案内無料措置 

精神障害者保健福祉手帳（1 級～3 級）は、ＮＴＴ番号案内無料サービスが受けられます。 

６）公共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引等 

身体障害者手帳や療育手帳は、公共交通機関の運賃割引、公共施設の利用料の割引、公

営住宅の優先入居等が行われています。精神障害者保健福祉手帳も、地方自治体において、

関係方面の協力を得て公共施設等の利用料の減免等を行っています。 

 

４．精神障害者の諸手当 

精 神 障害者の諸手当

・精 神障害を有し、日常生活に著しい制限を受
ける状態の20歳未満児童の父母又は養育者
に支 給される手当
・障 害年金と同じ障害等級で、1級 （重度）と
2級 （中度）に区分

特 別 児童扶養手当受給者のうち、日常生活で常
時 介 護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児
に支 給

日 常 生活で常時特別な介護が必要な20歳以上
の 著 しく重度の在宅障害者に支給

特 別 児童扶養
手 当

（所 得制限あり）

障 害 児福祉
手 当

（所 得制限あり）

特 別 障害者
手 当

診 断 書が必要 支 給 額 (月額 ）

14 ,480円

2月 ,5月 ,8月 ,
1 1月支給

27 ,350円

2月 ,5月 ,8月 ,
1 1月支給

1級 ：52,500円
2級 ：34,970円

4月 ,8月 ,11月
支 給

 
出典：厚⽣労働省_「特別児童扶養⼿当について」（令和 3 年 5 ⽉時点）をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html 
出典：厚⽣労働省_「障害児福祉⼿当について」（令和 3 年 5 ⽉時点）をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html 
出典：厚⽣労働省_「特別障害者⼿当について」（令和 3 年 5 ⽉時点）をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html 
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(１)特別児童扶養手当 

特別児童扶養手当は、中・重度の精神障害を有し、日常生活に著しい制限を受ける状態

の 20 歳未満児童の父母又は養育者に支給される手当です。精神障害の程度は、医師の証明

書等により障害年金と同じ 1 級（重度）と 2級（中度）に区分されます。 

①手当を請求する父母又は養育者（同居している配偶者及び扶養義務者）の前年所得が

一定額以上ある場合、②対象児童が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通園施設

を除く）に入所している場合、③対象児童が障害を支給事由とした公的年金を受けている

場合は、特別児童扶養手当の支給を受けることはできません。 

なお、同一の子を対象とした障害年金の扶養子加算と、配偶者の方へ支払われる児童扶

養手当の両方を受けとることはできません。児童扶養手当と扶養子加算のどちらを受ける

かについては、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と扶養子加算で金額の高い方

を受けることになります。 

 

(２) 障害児福祉手当 

障害児福祉手当は、身体や精神に重度の障害を持つ児童に対して、障害児の福祉向上を

目的とした手当です。精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を必

要とする 20 歳未満の在宅の重度障害児に支給されます。受給資格者（重度障害児）の前年

の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶

養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。 

 

(３)特別障害者手当 

特別障害者手当は、日常生活で常に特別な介護が必要とする特別障害者に対して、重度

の障害となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として支給される手当です。原則

として毎年 2 月、5 月、8 月、11 月にそれぞれの前月分までを支給されます。支給要件とし

て、在宅の 20 歳以上の特別障害者であることが必要です。さらに、社会福祉施設に入所し

ている場合や、病院や診療所に 3 ヶ月以上の入院している場合、受給資格者もしくは、扶

養義務者の前年の所得が一定の額以上ある場合は、支給を受けることはできません。 

 

（４）特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の支給手続き 

支給手続きは、住所地の市町村で行います。手続きには、①認定請求書、②医師の診断

書、③障害児本人の戸籍謄本か抄本、④世帯全員の住民票の写し、⑤所得証明書などの書

類が必要です。詳細については、住所地の市町村でご確認ください。 

 

（５）被災者の支給の制限解除 

特別児童扶養手当や障害児福祉手当では、受給資格者が震災や豪雨等で被災を受け、所

得が減少し、被災される前年と同様の収入を得られない場合には、損害を受けた月から翌

年の 7 月までは支給の停止を解除し、手当を支給されることがあります。 
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５．心身障害者扶養共済制度 

出典：厚⽣労働省_「障害者扶養共済制度案内の⼿引き」をもとに作成 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195619.html 

(１)障害者扶養共済の概要 

心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎

月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあったとき、

障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。 

障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し

保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。 

 

 (２)加入条件 

１）保護者の要件 

障害のある方を現に扶養している保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の

親族など）であって、次のすべての要件を満たす必要があります。 

①その都道府県・指定都市内に住所があること。 

②加入時の年度の 4 月 1 日時点の年齢が 65 歳未満であること。 

③特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 

④障害のある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること。 

２）支給対象となる障害者の要件 

次のいずれかに該当する、将来独立自活することが困難であると認められる障害者（年

齢は問わない） 

①知的障害 

②身体障害者手帳を所持し、その障害が１級から３級までに該当する障害 

③精神又は身体に永続的な障害のある方（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自
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閉症、血友病など）で、その障害の程度が①又は②の者と同程度と認められる方 

要件については、病名の診断があればよいのではなく、公的手当等が支給され病名の診

断が公的に認められているか、また、公的に認められていない場合は医師の診断書（病歴、

現症、予後の見通し等が詳細に記載されているもの）が必要となります。これらより「障

害の種類」と「障害の程度」を明確にして加入の諾否が決定されます。 

 

 (３)年金の支給額と弔慰金支給 

加入限度は障害者 1 名に対して 2口で、1 口加入者は月額 2 万円、2 口加入者は月額 4 万

円支給されます。1 年以上加入後に障害者が死亡した場合は、加入期間によって弔慰金が支

給されます。 

 

（４）掛金の減免 

生活保護法による被保護世帯や市町村民税非課税・免除世帯等で、掛金の納付が困難な

ケースには、掛金の減免を行っている都道府県・指定都市があります。 

 

以上 
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≪参考・引用資料≫ 

・日本年金機構_国民年金・厚生年金保険 障害認定基準（全体版） 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files

/zentaiban.pdf 

・日本年金機構_障害年金ガイド（令和 3 年度版） 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf 

・障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事

務の取扱いについて 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200626T0030.pdf 

・国民年金法 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141 

・厚生労働省_わたしとみんなの年金ポータル 

https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html 

・地方公務員等共済組合法 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152 

・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html 

・生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03895.html 

・生活保護関係全国係長会議資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195949_00005.html 

・生活保護法 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000&dataType=0&pageNo=1 

・生活保護法による保護における障害者加算等の認定について 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8435&dataType=1&pageNo=1 

・厚生労働省_障害者手帳 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukush

i/techou.html 

・厚生労働省_精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4614&dataType=1&pageNo=1 

・厚生労働省_精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000610453.pdf 

・厚生労働省_精神障害者保健福祉手帳による税制上の優遇措置について 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4621&dataType=1&pageNo=1 

・みんなのメンタルヘルス総合サイト_精神障害者保健福祉手帳  

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html 
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・特別児童扶養手当等の支給に関する法律 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000134_20210101_502AC00000000

08 

・厚生労働省_障害者扶養共済制度（しょうがい共済） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195619.html 
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