
通院 入院 備考
身障手帳１～３級
４級（腎機能障害）
４～６級（進行性筋萎縮症）
ＩＱ５０以下
自閉症状群

全額（１・２級） 全額（１・２級）
児童扶養
手当準用

ねたきり・
認知症の
非課税世帯

障害児福祉
手当準用

○

1 名古屋市

特別障害者手当（本人）の所
得制限を準用、特定医療費
受給者（指定難病）の方の中
で、日常生活が著しい制限を
受けると医師が証明した方を
拡大

特別障害者手当
（本人）の所得制

限を準用

特別障害者手当（本
人）の所得制限を準

用

７０～７４歳の者を拡大、特

別障害者手当（本人）の所

得制限を準用（所得制限は

年齢に関係なく適用）、介護

保険の要介護度が２以下の

者について医師証明を求め

る。(名称は福祉給付金）

７０～７４歳の
者を拡大

○

2 豊橋市 （自立支援） 精神のみ ○

3 岡崎市 （３級かつ自立支援）  （３級） 所得制限なし ○

4 一宮市 （自立支援） 精神のみ 所得制限なし ○ ○（自立支援の通院）

5 瀬戸市 所得制限なし ○ ○（自立支援の通院）

6 半田市
知的障害者

ＩＱ５１以上ＩＱ７５以下

市民税非課税世帯のみ
（自立支援） 所得制限なし ○ ○（自立支援の通院）

7 春日井市 （自立支援） ○

8 豊川市 所得制限なし ○

9 津島市 （自立支援） ○ 〇(自立支援の通院）

10 碧南市 （自立支援）  1/2(精神病診断者) ○ ○（精神の入院）

11 刈谷市 （自立支援）  1/2(精神病診断者) 所得制限なし ○ ○（1/2精神診断者入院）

12 豊田市 （自立支援）  1/2(精神病診断者)
介護認定要介護３で非課税

世帯 所得制限なし ○ 〇（精神病診断者の入院）

13 安城市 （自立支援）  1/2（精神病診断者) 所得制限なし ○ ○（精神病診断者の入院）

14 西尾市 （自立支援） (精神病診断者) 所得制限なし ○ ○（入院、精神病診断者）

15 蒲郡市 （自立支援） ○

16 犬山市 ○ ○

17 常滑市 （自立支援） ○

18 江南市 （自立支援） 1/2（精神病診断者） ○
○（通院・自立支援）

（入院・精神病診断者）

19 小牧市 （自立支援） 1/2（精神病診断者） ○ ○（自立支援・精神病診断者）

20 稲沢市  (自立支援) 所得制限なし ○ ○（自立支援）

21 新城市  (自立支援)  1/2（３級） ○（精神入院、自立支援）

22 東海市  (自立支援)  （３級） ○ ○(精神３級入院)

23 大府市
 (３級非課税者、

自立支援)  （３級） ○ ○（精神３級課税者入院）

24 知多市  (自立支援)  （３級） ○ ○(３級入院）

25 知立市  (自立支援)
 1/2(精神病診断

者)
○(自立支援、

１・２級） ○（1/2(精神病診断者）)

26 尾張旭市  (自立支援)
 1/2(精神病診断

者)
指定難病患者

等(入院） ○
○（精神病診断者の1/2入院、指

定難病患者等の入院）

27 高浜市  (自立支援)  (精神病診断者) 所得制限なし ○

28 岩倉市  (自立支援) (精神病診断者) ○
○（自立支援の通院、精神病診断

者の入院）

29 豊明市  (３級、自立支援) 1/2(３級) ○ ○(精神３級入院)

30 日進市  (自立支援) ○

31 田原市  (自立支援)
1/2(精神病診断

者)
精神のみ ○

○（自立支援・1/2精神病診断者の
入院のみ）

32 愛西市 （３級)  （３級） ○
○（1/2(自立支援、精神病診断

者））

33 清須市 （３級）  （３級） ○

34 北名古屋市  (自立支援) ○(自立支援の通院）

35 弥富市  (自立支援）  (精神病診断者) ○

36 みよし市
 （３級、自立支

援、
精神病診断者)

 （３級、自立支援、
精神病診断者)

○

37 あま市 ○ ○

38 長久手市  (自立支援)  (精神病診断者)
○（自立支援の通院、精神病診断

書の入院）

39 東郷町 (自立支援）
1/2（３級、

精神病診断者）
○

○（自立支援の通院、1/2精神病
診断者の入院）

40 豊山町
知的障害者

ＩＱ５１以上ＩＱ７５以下
（３級、 自立支援） （３級） ○

41 大口町  (自立支援)  (精神病診断者) 所得制限なし ○

42 扶桑町  (自立支援)  (精神病診断者) 所得300万円以下 所得制限なし ○ ○（入院 精神病診断者のみ）

43 大治町 （３級かつ 自立支援） (３級) ○

44 蟹江町 （３級） (３級) ○

45 飛島村 （３級） (３級) 所得制限なし ○

46 阿久比町 (自立支援) 精神のみ ○

47 東浦町 (自立支援) （３級) 精神のみ ○

48 南知多町 (自立支援) 精神のみ 施設等入所者対象外 ○

49 美浜町 (自立支援) 精神のみ ○

50 武豊町 (自立支援) 精神のみ ○

51 幸田町 (自立支援)
1/2(３級、

自立支援対象者)
所得制限なし ○ ○（精神入院(３級,自立支援））

52 設楽町  (自立支援)  1/2(精神病診断者)
○（自立支援の通院、1/2精神病

診断者の入院）

53 東栄町  (自立支援)
 1/2(精神病診断

者)
○

54 豊根村 （自立支援）
1/2(精神病診断者)

食費1/2（１・２級） 精神のみ 所得制限なし ○
○（自立支援、精神病診断者、食

費）

2 3 50 36 9 2 3 16 1 51 29

後期高齢者福祉医療費給付制度の実施状況(ひとり暮らし高齢者を除く)

(愛知県高齢福祉課・2021年4月現在）

市町村名

愛知県基準

計

戦傷病者 その他

※「県に同じ」は、ひとり暮らし、寝たきり、認知症、戦傷病者等も県制度と同様のものに限る。

県に

同じ

(※)

拡大・縮小の内容
現物給付 現金給付

障害者
精神障害者

母子・父子等 高齢者


