
手当・助成

児童手当（再掲）

問 �岐阜市子ども支援課��
☎ 058-214-2146（直通）
P27-28 をごらんください。

児童扶養手当

問 �岐阜市子ども支援課��
☎ 058-214-2146（直通）

次のいずれかに該当する18歳に達する日以
降の最初の3月31日までの児童（又は20歳未
満で中程度以上の障がいのある児童）を監護
する母、又は監護し、かつ、児童と生計を同じ
くする父もしくはその父母にかわって児童を
養育している方に支給される手当です。
なお、手当を受けるには所得制限などの支給
要件がありますので、詳しくは、子ども支援課
までお問い合わせください。
①父母が離婚した児童
②父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
④ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
⑤父又は母が1年以上拘禁されている児童
⑥ 父又は母が裁判所からDV保護命令を受け

ている児童
⑦ 父又は母が1年以上生死不明の状態にある

児童
⑧婚姻によらないで生まれた児童

手当

App Store Google Play

ダウンロードはお済みですか？

ぎふし子育て応援アプリ

障害児福祉手当

問 ��岐阜市障がい福祉課��
☎ 058-214-2135（直通）

精神又は身体に重度の障がいがあるため、日
常生活において常時介護を必要とする状態の
20歳未満の方に支給されます。

障がい程度
1　 身体障害者手帳（1級および2級の一部）を

所持し、常時介護が必要と認められる場
合

2　 療育手帳Ａ1程度（知能指数おおむね20以
下の場合）

3　 その他上記と同程度以上の障がい児で常
時介護が必要と認められる場合

手当額（月額）
14,850円（令和4年4月1日時点）
※政令等に基づき手当額は変動します。

支給月
2月・5月・8月・11月

支給制限
1　 本人又は扶養義務者の所得が一定以上あ

るとき
2　障害基礎年金等を受けているとき
3　児童福祉施設等に入所しているとき

支給区分 全部支給 一部支給

第1子 43,070円
43,060円から10,160
円までの間で10円単
位で決定

第2子
加算 10,170円

10,160円から5,090
円までの間で10円単
位で決定

第3子
以降
加算

6,100円
6,090円から3,050円
までの間で10円単位
で決定

※政令等に基づき手当額は変動します。

手当額（月額） （令和4年4月1日現在）
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特別児童扶養手当

問 �岐阜市障がい福祉課☎ 058-214-2135（直通）

医療費助成

P29 をごらんください。

子ども医療費助成制度（再掲）

問 ��岐阜市福祉医療課☎ 058-214-2127（直通）

制度 対象と内容

養育医療
（未熟児に対して）

出生時の体重が2,000g以下、又は身体の発達が未熟なままで生
まれ入院治療を必要とする場合、医療費等の一部が公費で負担
される場合があります（養育医療指定医療機関のみ）。

自立支援医療（育成医療）
（身体障がい児に対して）

身体に障がいのある18歳未満の乳幼児・児童で、手術などによ
り治療効果が期待できるものに対し、医療費の一部が公費で負
担される場合があります（自立支援医療指定医療機関のみ）。肢
体不自由の治療のための装具療法も該当します。

小児慢性特定疾病医療

18歳未満の児童（引き続き治療が必要と認められる場合には、
20歳未満の方）が厚生労働大臣が定める疾病（一定の認定基準
あり。）にかかった場合に対象となり、認定されると医療費等の
一部が公費で負担される場合があります（指定小児慢性特定疾
病医療機関のみ）。日常生活用具の給付制度もあります。

※病気の内容や所得などの条件がありますので、ご相談ください。

医療の補助制度

問 �岐阜市子ども支援課☎ 058-214-2396（直通）
各保健センター P78 参照

精神又は身体に障がいを有する20歳未満の
方を養育している方に支給されます。

障がい程度
1　 身体障害者手帳（1・2・3級および4級の一

部）を所持し、日常生活に著しい制限を受
けていると認められる場合

2　 療育手帳（Ａ1・Ａ2・Ｂ1・Ｂ2の一部）を所
持し、日常生活に著しい制限を受けてい
ると認められる場合

3　 その他上記と同程度以上の障がい等が認
められる場合（内部疾患がある場合など）

手当額（月額）
手当等級（対象児1人につき）
1級　52,400円　　2級　34,900円

（令和4年4月1日時点）
※政令等に基づき手当額は変動します。

支給月
4月・8月・12月

支給制限
1　 受給者又は扶養義務者の所得が一定以上

あるとき
2　障害基礎年金等を受けているとき
3　児童福祉施設等に入所しているとき
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失業などにより、所得が少なくなり保険料の
納付が困難な人や、生活保護法による扶助を
受けている人などに保険料の免除制度があり
ます。詳しくはお問い合わせください。

国民年金保険料免除制度

問 �岐阜市国保・年金課　年金係��
☎ 058-214-2086（直通）

災害、自己破産、生計維持者が病気で働けない
などの特別な事情がある場合は、保険料減免
制度があります。また、倒産・解雇や雇い止め
による離職をされた人は、保険料の軽減対象
となる場合があります。詳しくはお問い合わ
せください。

国民健康保険料減免制度・軽減制度

問 �岐阜市国保・年金課　保険料係��
☎ 058-214-4315（直通）

災害や事業の休廃止など特別の事情により収
入が一定額以下になり、入院などで医療機関
へ支払う一部負担金の支払いが困難になった
とき、減免や支払猶予を一定期間受けられる
場合があります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

国民健康保険一部負担金減免制度

問 �岐阜市国保・年金課　給付係��
☎ 058-214-2083（直通）

減免 貸付等

岐阜市に住所を有し、臨時的、一時的な事情に
より生活に困窮した世帯に対し、生活の安定
と福祉の向上を図るため必要な資金の貸付け
を行っています。
ただし、母子・父子家庭および寡婦の方は、母
子・父子・寡婦福祉資金が優先します。
※ 民生委員の意見書および連帯保証人（1人）が必要で

す。貸付にあたっては、条件、審査があります。

貸付額
次の収入が入るまでの食費程度最大10万円。

利息および償還方法
◦無利息
◦ 1か月間据置期間とし、その後1か月につ

き、5,000円以上償還する。

福祉資金の貸付

問 岐阜市生活福祉二課　生活困窮者支援係
☎ 058-214-2158（直通）

関連ページへ スマートフォンを活用
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経済的理由により、修学困難な生徒又は学生
に対し、授業料や入学にかかる費用の一部を
貸与します。

①奨学貸付金
高等学校、大学（院）、専修学校に在学する生徒
または学生の月々の修学費用

②入学準備貸付金
上記の学校に入学する生徒または学生が入学
する際の費用
※貸付にあたっては、条件・審査があります。

岐阜市育英資金
（奨学貸付金・入学準備貸付金）貸付制度

問 �岐阜市子ども支援課��
☎ 058-214-2396（直通）

収入の少ない世帯や障がい者、高齢者世帯の
経済的自立と生活の安定を図るため、各種資
金の貸付けを行っています。
ただし、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の
方は、母子父子寡婦福祉資金が優先します。

対象者   市内に居住される方で
① 他からの融資を受けることが困難で所得が

少ない世帯
②高齢者世帯
③ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳をお持ちの方が属する世帯
資金の種類
◦�総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一

時生活再建費）
◦福祉資金（福祉費・緊急小口資金）
◦ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費）

等
※ 原則、民生委員の意見書および連帯保証人（1人）が必

要です。
※ 緊急小口資金は、連帯保証人を必要としません。
※ 原則として岐阜市生活・就労サポートセンター（☎
058-265-3777）が行う自立相談支援事業の申込み
が必要です。

※貸付にあたっては、条件・審査があります。

生活福祉資金の貸付

問 �岐阜市社会福祉協議会��
☎ 058-253-0294（直通）
岐阜市都通2丁目2番地
（岐阜市民福祉活動センター1階） 市内の国公立の小学校・中学校に在籍する児

童・生徒の保護者で、経済的な理由のために就
学させることが困難で、援助を希望する方に
対し、学用品費や給食費など就学に要する費
用の援助を行う制度です。

援助の内容
学用品費・通学用品費・校外活動費・新入学児
童生徒学用品費・修学旅行費・給食費など

申請先
◦ 小学校入学後の申請：児童・生徒の在学する

学校
◦ 小学校入学前の申請：学校安全支援課

（※入学予定者に対する新入学学用品費に限ります）

小中学校就学援助

問 �在学されている学校
岐阜市教育委員会学校安全支援課��
☎ 058-214-2316（直通）

提出書類

 申請書ほか（申請理由に応じた添付書
類が必要）
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