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○安城市障害者扶助料支給条例 

昭和44年４月１日条例第14号 

改正 

昭和45年４月１日条例第13号 

昭和46年４月１日条例第11号 

昭和48年３月31日条例第15号 

昭和49年３月30日条例第17号 

昭和51年３月31日条例第16号 

昭和54年３月28日安城市条例第14号 

昭和56年３月27日安城市条例第14号 

昭和57年３月26日安城市条例第９号 

昭和58年３月24日安城市条例第19号 

昭和60年３月29日安城市条例第18号 

平成元年３月25日安城市条例第19号 

平成２年３月27日安城市条例第７号 

平成３年３月26日安城市条例第13号 

平成５年３月26日安城市条例第９号 

平成９年12月24日安城市条例第44号 

平成10年３月20日安城市条例第12号 

平成10年12月25日安城市条例第40号 

平成17年３月25日安城市条例第11号 

平成18年９月29日安城市条例第32号 

平成19年３月27日安城市条例第４号 

平成24年３月23日安城市条例第６号 

平成25年３月25日安城市条例第５号 

平成27年12月24日安城市条例第47号 

平成29年３月24日安城市条例第16号 

令和３年３月26日安城市条例第７号 

安城市障害者扶助料支給条例 

（目的） 
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第１条 この条例は、障害者に障害者扶助料（以下「扶助料」という。）を支給することにより、

障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 障害者 身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいう。 

(２) 身体障害者 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に規定する身体障害者手帳

（再認定時期（障害に係る再認定を必要とする月であって、当該再認定が行われていないもの

をいう。以下同じ。）の翌月から起算して５年を経過していないものに限る。以下「身体障害

者手帳」という。）の交付を受けている者をいう。 

(３) 知的障害者 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条に規定する知的障害者更生

相談所又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第１項に規定する児童相談所において療

育手帳（再判定年月（障害に係る再判定を必要とする月であって、当該再判定が行われていな

いものをいう。以下同じ。）の翌月から起算して５年を経過していないものに限る。以下同じ。）

の交付を受けている者をいう。 

(４) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条に

規定する精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）の交付を受け

ている者をいう。 

（支給要件） 

第３条 障害者で本市に居住し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき本市の住

民基本台帳に記録されているものに、扶助料を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、扶助料は、障害者が本市以外の市町村（特別区を含む。以下同じ。）

において扶助料に相当するものの支給を受けているとき、又は身体障害者手帳、療育手帳若しく

は精神障害者保健福祉手帳の交付を最初に受ける日において年齢が65歳以上であるときは、支給

しない。 

（扶助料の種類及び額） 

第４条 扶助料の種類及び額は、次のとおりとする。 

(１) 身体障害者扶助料 

身体障害者手帳等級区分 月額 

１級 5,000円 
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２級 4,500円 

３級 4,000円 

４級 ～ ６級 2,000円 

(２) 知的障害者扶助料 

療育手帳判定区分 月額 

Ａ 6,000円 

Ｂ 4,000円 

Ｃ 2,000円 

(３) 精神障害者扶助料 

精神障害者保健福祉手帳等級区分 月額 

１級 6,000円 

２級 4,000円 

３級 2,000円 

（申請及び審査） 

第５条 扶助料の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその審査を行い、可否を決定し、当

該申請をした者に通知するものとする。この場合において、扶助料の支給を受けようとする者が、

前条各号の２以上に該当するときは、その者に最も有利な扶助料の支給を決定するものとする。 

（扶助料の種類及び額の改定） 

第６条 市長は、扶助料の支給を受けている者（以下「扶助料受給者」という。）の障害の程度に

変動が生じたことを確認したときは、その障害の程度に応じて扶助料の種類及び額を改定する。 

２ 前項の規定による扶助料の種類及び額の改定は、扶助料受給者の障害の程度に変動が生じた日

の属する月の翌月から行う。 

（扶助料の支給期間及び支払期月） 

第７条 扶助料は、第５条第１項の規定による申請をした日の属する月の翌月から支給すべき理由

が消滅した日の属する月（次条第４号の規定による扶助料の支給を受ける権利の消滅にあっては、

消滅した日の属する月の前月）まで支給する。 

２ 扶助料の支給を受けようとする者が災害その他やむを得ない理由により第５条第１項の規定に

よる申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内に当該申請をし
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たときは、前項の規定にかかわらず、扶助料は、その者がその理由により当該申請をすることが

できなくなった日の属する月の翌月から支給する。 

３ 扶助料は、毎年９月及び３月の２期に、それぞれの月までの分を支払う。ただし、規則で定め

る場合は、この限りでない。 

（失権） 

第８条 扶助料の支給を受ける権利は、扶助料受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、消

滅する。 

(１) 本市の住民基本台帳に記録されなくなったとき。 

(２) 本市に居住しなくなったとき。 

(３) 障害者でなくなったとき。 

(４) 本市以外の市町村において扶助料に相当するものの支給を受けたとき。 

（支給停止） 

第９条 扶助料受給者が、刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたときは、その該

当する期間扶助料の支給を停止する。 

２ 扶助料受給者の前年における所得が国民年金法施行令（昭和34年政令第184号）第５条の４第１

項、第６条及び第６条の２第１項に定める額を超えるときは、その年の４月から翌年の３月まで

扶助料の支給を停止する。 

（施設、学校等への入所者又は就学者に対する特例） 

第10条 扶助料受給者で次に掲げる施設、学校等に入所又は就学のため本市以外の市町村の住民基

本台帳に記録され、又は本市以外の市町村に居住することとなったものについては、規則で定め

るところにより、第８条第１号又は第２号の規定にかかわらず、扶助料を支給することができる。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条に規定する保護施設 

(２) 身体障害者福祉法第５条第２項に規定する医療保健施設 

(３) 児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設及び同法第42条に規定する障害児入所施設 

(４) 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の７に規定する障害者職業能力開発校 

(５) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する特別支援学校 

(６) 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（平成17年法律第123号）第

５条第11項に規定する障害者支援施設 

（支払未済の特例） 

第11条 扶助料受給者が死亡した場合、その者が支払を受けるべき扶助料は、生計関係のある当該
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遺族の代表者に支払う。 

（身体障害者手帳に係る再認定等の特例） 

第12条 第６条又は第９条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる手帳（以下この条において「身

体障害者手帳等」という。）の区分に応じ、当該各号に定めるときは、身体障害者手帳等の交付

を受けていないものとみなして、扶助料の種類及び額を改定し、又は支給を停止する。 

(１) 身体障害者手帳 当該身体障害者手帳に係る再認定時期を経過したとき。 

(２) 療育手帳 当該療育手帳に係る再判定年月を経過したとき。 

(３) 精神障害者保健福祉手帳 当該精神障害者保健福祉手帳に係る有効期限を経過したとき。 

２ 前項の規定による扶助料の種類及び額の改定は、当該身体障害者手帳に係る再認定時期、当該

療育手帳に係る再判定年月又は当該精神障害者保健福祉手帳に係る有効期限を経過した日（第４

項において「身体障害者手帳に係る再認定時期等の経過日」という。）の属する月から行う。 

３ 第１項の規定による扶助料の種類及び額の改定後、当該改定を受けた者が障害者でなくなる日

前までに、当該身体障害者手帳に係る再認定、当該療育手帳に係る再判定又は当該精神障害者保

健福祉手帳に係る更新（以下この項及び第５項において「身体障害者手帳に係る再認定等」とい

う。）を受けたときは、第１項の規定にかかわらず、身体障害者手帳に係る再認定等の日前まで

従前の身体障害者手帳等を有していたものとして、当該改定があった月から扶助料の種類及び額

を改定する。 

４ 第１項の規定による扶助料の支給の停止は、身体障害者手帳に係る再認定時期等の経過日の属

する月から行う。 

５ 第１項の規定による扶助料の支給の停止後、当該停止を受けた者が障害者でなくなる日前まで

に、身体障害者手帳に係る再認定等を受けたときは、同項の規定にかかわらず、身体障害者手帳

に係る再認定等の日前まで従前の身体障害者手帳等を有していたものとして、当該停止があった

月から扶助料を支給する。 

（届出） 

第13条 扶助料受給者及びその親族は、規則で定めるところにより、市長に対し、規則で定める事

項を届け出なければならない。 

（規則への委任） 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和44年４月１日から施行する。 
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２ この条例の施行の日に本市に居住する者は、第３条第１項の規定にかかわらず、引き続き１年

以上居住したものとみなす。 

附 則（昭和45年４月１日条例第13号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和46年４月１日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年３月31日条例第15号） 

１ この条例は、昭和48年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に手当の受給資格に該当している者が、昭和48年５月31日までの間に

第５条の定めによる申請をしたときは、その者に対する扶助料の支給は、同年４月から始める。 

附 則（昭和49年３月30日条例第17号） 

この条例は、昭和49年４月１日から施行する。 

附 則（昭和51年３月31日条例第16号） 

１ この条例は、昭和51年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に手当の受給資格に該当している者が昭和51年５月31日までに第５条

の規定による申請をしたときは、第７条の規定にかかわらず当該申請者に対する扶助料は、同年

４月から支給する。 

附 則（昭和54年３月28日安城市条例第14号） 

この条例は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則（昭和56年３月27日安城市条例第14号） 

１ この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に改正前の安城市心身障害者扶助料支給条例第２条及び第３条の規定

による扶助料の支給要件に該当しない者であって、改正後の安城市心身障害者扶助料支給条例第

２条及び第３条の規定による扶助料の支給要件に該当するものが、この条例の施行の日から昭和

56年４月30日までの間に安城市心身障害者扶助料支給条例第５条第１項又は第２項の申請をした

ときは、その者に対する扶助料の支給は、同年４月分から始める。 

附 則（昭和57年３月26日安城市条例第９号） 

１ この条例は、昭和57年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に改正前の安城市心身障害者扶助料支給条例第３条の規定による扶助

料の支給要件に該当しない者であって、改正後の安城市心身障害者扶助料支給条例第３条の規定
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による扶助料の支給要件に該当するものが、この条例の施行の日から昭和57年４月30日までの間

に安城市心身障害者扶助料支給条例第５条第１項又は第２項の申請をしたときは、その者に対す

る扶助料の支給は、同年４月分から始める。 

附 則（昭和58年３月24日安城市条例第19号） 

この条例は、昭和58年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年３月29日安城市条例第18号） 

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月25日安城市条例第19号） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月27日安城市条例第７号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月26日安城市条例第13号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月26日安城市条例第９号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年12月24日安城市条例第44号） 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月20日安城市条例第12号） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正後の安城市障害者扶助料支給条例（以下「新条例」という。）第

２条第４号及び第３条の規定に該当する者が、平成10年６月１日までに新条例第５条第１項の申

請をしたときは、その者に対する扶助料の支給は、新条例第７条の規定にかかわらず、同年４月

分から始める。 

附 則（平成10年12月25日安城市条例第40号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月25日安城市条例第11号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年９月29日安城市条例第32号） 

この条例中第９条の改正規定は公布の日から、第10条の改正規定は平成18年10月１日から施行す

る。 
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附 則（平成19年３月27日安城市条例第４号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月23日安城市条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年７月９日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第10条第

３号の改正規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の安城市障害者扶助料支給条例（以下「旧条例」

という。）第５条第２項の支給の決定を受けている者（次項に規定する者を除く。）は、施行日

にこの条例による改正後の安城市障害者扶助料支給条例（以下「新条例」という。）第５条第２

項の支給の決定を受けたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第５条第２項の支給の決定を受けている者が、新条例第３条の

支給要件に該当しなくなる者である場合は、施行日の属する月の翌月以降その者に対する扶助料

は、支給しない。 

附 則（平成25年３月25日安城市条例第５号抄） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第１条中安城市障害者自立支援条例第

２条の改正規定、第２条中安城市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例第４条の改正規定

（「第５条第15項」を「第５条第14項」に改める部分に限る。）、第３条中安城市障害者扶助料

支給条例第10条第６号の改正規定（「第５条第12項」を「第５条第11項」に改める部分に限る。）、

第５条中安城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の２第２号

の改正規定（「第５条第12項」を「第５条第11項」に改める部分に限る。）及び第６条中安城市

消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項第２号の改正規定（「第５条第12項」を「第５条

第11項」に改める部分に限る。）並びに次項の規定は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月24日安城市条例第47号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月24日安城市条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の第５条第１項の申請（以下「申
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請」という。）をする者について適用し、同日前に申請をした者については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行の際現に改正前の第５条第２項の支給の決定を受けている者は、改正後の第５

条第２項の支給の決定を受けたものとみなす。 

附 則（令和３年３月26日安城市条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の安城市障害者扶助料支給条例（以下「新条例」という。）第７条第２項の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に生じた災害その他やむを得ない理由により

新条例第５条第１項の規定による申請をすることができなかった場合について適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和２年４月10日から施行日の前日までの間に新型コロナウイルス

感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国

から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）

である感染症をいう。）の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により改正前の安城市障

害者扶助料支給条例第５条第１項の規定による申請をすることができなかった場合については、

新条例第７条第２項の規定を適用する。この場合において、同項中「その理由がやんだ後15日以

内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内（その理由がやんだ日が安城市障害者扶助料支

給条例の一部を改正する条例（令和３年安城市条例第７号）の施行の日前である場合には、同日

後15日以内）」とする。 


