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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要

北海道 小樽市 地域子育て支援センター事業 市内３か所の保育所に、子育てを応援するセンターを開設。センター開放事業や育児相談等を実施。
福祉部
子育て支援課

(0134)32-4111
内線398

北海道 小樽市 ファミリーサポートセンター事業
育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）が地域の中で助け合いながら子
育てをする、会員制の援助活動事業（民間事業者に委託）

福祉部
子育て支援課

(0134)32-4111
内線398

北海道 旭川市 認可保育所保育料減免制度
就学前の兄弟が保育所や幼稚園等を利用している場合，就学前の子どもの人数でカウントして第2子目は保育
料1/4，第3子目以降は無料。

子育て支援部
こども育成課

0166-25-9845

北海道 旭川市 認可保育所保育料減免制度
兄弟姉妹が認可保育所の待機中で，減免の対象となる認可外保育施設に入所している場合，認可保育所入所
児童の保育料を減免。

子育て支援部
こども育成課

0166-25-9845

北海道 旭川市 幼稚園就園奨励費 私立幼稚園に通う満3～5歳児のいる世帯に対し、市民税額に応じて入園料・保育料を減免。
子育て支援部
こども育成課

0166-25-9106

北海道 室蘭市 保育料の助成
同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い
児童から数えて2人目が半額、3人目以降は無料。

子育て支援課 0143-25-2400

北海道 留萌市 保育料の助成
同一世帯から２人以上が保育所等の施設を利用している場合、２人目は半額、３人目以降は無料。
３歳児以上の保育標準時間の保育料のうち、第５階層から第８階層の保育料を国基準より８％軽減します。

教育委員会
子育て支援課

0164-42-1808

北海道 留萌市 ファミリーサポートセンター事業
子育ての援助を受けたい人と援助を提供できる人を地域で結び付ける「子育ての相互援助活動」により、地域ぐ
るみで子育てを支援しています。

教育委員会
子育て支援課

0164-42-1808

北海道 留萌市 カズモあかちゃんの駅
妊婦や子ども連れ保護者が気軽に外出できる環境づくりのため、子育て設備の一定基準(おむつコーナー、ベ
ビートイレ、マタニティ駐車場など）を満たした施設等をカズモあかちゃんの駅として認定し、子育て支援を推進し
ています。

教育委員会
子育て支援課

0164-42-1808

北海道 留萌市 子育て支援センター
育児不安などの子育て相談や親子同士のふれあいの場を提供し、また育児に関する講演会等を開催するな
ど、子育て家庭に対する様々な事業を実施しています。

教育委員会
子育て支援課子
育て支援センター

0164-42-4150

北海道 苫小牧市 保育所等保育料の軽減
一世帯から２人以上の児童が保育所又は幼稚園等に入所している場合は、２人目の児童は半額、３人目以降
の児童は無料となります。

健康こども部
こども育成課

0144-32-6378

北海道 苫小牧市 私立幼稚園入園料補助
入園児一人につき１万円を補助します。生活保護世帯については１万円、当該年度市民税非課税世帯につい
ては５千円を加算します。

健康こども部
こども育成課

0144-32-6224

北海道 苫小牧市 私立幼稚園就園奨励費補助 私立幼稚園在園児保護者の負担軽減を図るため、所得に応じ保育料の一部を補助します。
健康こども部
こども育成課

0144-32-6224

北海道 苫小牧市 入学援助金
小学校又は中学校に入学する児童がいる母子及び父子家庭等の生活を援助するため、児童について入学援
助金を支給し児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

健康こども部
こども支援課

0144-32-6416

北海道 苫小牧市
苫小牧市育英会・交通遺児育英会奨学金等事
業

経済的な理由から就学が困難な方に、奨学金等の貸与（無利子）及び給与により教育を受ける機会を与えま
す。

教育部
総務企画課

0144-32-6739

北海道 稚内市 幼稚園入園費助成事業
少子化対策事業として、子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園入園費の1/2（上限
20,000円）を助成。

教育委員会教育
部こども課

0162-23-6529

北海道 稚内市 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
保護者の疾病等で、一時的に家庭において養育が困難となった小学校修了前までの児童について、適切な保
護ができる里親等に委託し、一定期間、保護者に代わり養育する。

教育委員会教育
部こども課

0162-23-6529

北海道 稚内市 保育所保護者負担金助成事業
子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図るため、子どもが2人以上いる家庭へ保育料の一部を助成する少
子化対策事業。

教育委員会教育
部こども課

0162-23-6530

北海道 芦別市 第３子以降幼稚園保育料補助事業
義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の
園児の分を全額補助。

教育委員会
学務課総務係

0124-22-2387

北海道 芦別市 第３子以降保育料無料事業
義務教育終了前の子どもが３人以上いる世帯で、３人目以降の子どもが在園している場合、その３人目以降の
保育料無料。

市民福祉部児童
課

0124-24-2777

北海道 芦別市 第２子保育料半額事業
同一世帯から２人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯については、２人目の児童保育料が半
額。

市民福祉部児童
課

0124-24-2777

北海道 芦別市 芦別高等学校修学費助成 保護者負担の軽減を図るための支援として、通学費及び検定試験等受験料助成。
教育委員会学務
課総務係

0124-22-2387

北海道 赤平市 中学生以下の社会教育施設等の無料化事業 市内の中学生以下の子供たちについて社会教育施設等の利用料が減免される。 総合体育館 0125-33-7750

北海道 赤平市
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害
給付金の掛金無料化事業

市では市立小中学校、幼稚園、保育所に在学(園)する子どもたちが怪我などをした際に給付を受ける「日本ス
ポーツ振興センター災害共済給付契約」を結んでおり、これらの共済掛金の全額を市で負担(無料)している。

学校教育係 0125-32-1822

北海道 赤平市 保育料の軽減

共働き家庭等の経済的負担を軽減
・市立保育所の保育料を国の徴収基準額から５０%減額
・市立幼稚園の保育料の多子軽減『小学校３年生以下を対象とした第２子半額、第３子以降無料化』
・市立幼稚園入園料の無料化

子ども未来・医療
給付係

0125-32-2216

北海道 赤平市 乳幼児紙おむつ用ごみ袋の交付
対象児童1人につき、赤平市指定ゴミ袋(燃やせるごみ20リットル)を1ヶ月あたり10枚、2歳誕生月の前月分まで
を無料交付し、保護者負担の軽減を図ります。

子ども未来・医療
給付係

0125-32-2216

北海道 紋別市 ブックスタート制度 7ヶ月健診時に赤ちゃんと保護者の方に絵本をプレゼント 紋別市立図書館 0158-24-2261

北海道 紋別市 食育スタート事業 7ヶ月健診時にSGEC材の木製品をプレゼント
紋別市保健セン
ター

0158-24-3355

北海道 紋別市 ファミリーサポートセンター事業
働きながら子育てをする方が安心して仕事と育児が両立できるように保育施設への送り迎えや、保育施設の時
間外、保育休業日のお預かりなどをサポート

保健福祉部児童
家庭課
子育て支援係

0158-24-2411
（内：446・447）

北海道 士別市 幼稚園就園奨励費 所得状況に応じて、国の基準による幼稚園就園奨励費補助に加え、入園料（３万円）を助成。
保健福祉部
こども子育て応援
室

0165-23-3121

北海道 士別市 保育料助成 保育料の第２子半額、第３子以降は無料。
保健福祉部
こども子育て応援
室

0165-23-3121

北海道 士別市 子育て支援 ベビーシート（０歳～満１歳の誕生日まで）、チャイルドシート（１０日間限定）無償貸し出し。
保健福祉部
こども子育て応援
室

0165-23-3121

北海道 士別市 子育て支援
登録店舗で独自サービスが受けられるパスポートを子育て世帯（中学生以下の児童を有する世帯）及び妊婦の
方に発行。

保健福祉部
こども子育て応援
室

0165-23-3121

北海道 士別市 小中学生バス半額助成事業 士別市内での乗降に限り、料金を半額助成。 総務部企画課 0165-23-3121

北海道 名寄市 誕生もち助成事業 一歳の誕生日を迎える乳児の保護者に、誕生もちの引換券を贈呈。
健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 名寄市 遠距離通園（所）費助成
片道3km以上離れた幼稚園、保育所（認可）へ保護者の送迎により通園（所）をする場合、距離に応じた補助金
を交付。3km以上4km未満、年間補助金1万円、以後1kmごと1万円上乗せ。

健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 名寄市 保育料の助成
同一世帯から２人以上が幼稚園・保育所へ入園・入所している場合、認可保育所へ入所している第2子半額、第
3子以降無料。

健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 名寄市 私立幼稚園就園奨励費補助金制度 私立幼稚園の入園料・保育料を保護者の所得、小学校3年生までの兄・妹の有無に応じて補助。
健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 名寄市 親子お出かけバスツアー
子育て中の親と幼児を対象に、閉所した保育所施設へのバスツアーを定期開催することにより、親の子育てで
の孤立化を防ぐとともに、世代間交流及び農村地域での遊びによる幼児の心身の成長、高齢化が進む集落の
活性化など多面的な効果を生んでいる。

健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 千歳市 父子健康手帳発行事業
国は、男性の育児・家事への参加度合いが非常に低いとそれが女性の２人目以降の出産意欲を削ぐ要因であ
ると分析していることから、男女共同参画の実現に向け、仕事と子育てを両立するための意識啓発として、これ
から父親となる男性に父子健康手帳を発行。

市民協働推進課 0123-24-0551

北海道 千歳市 転入親子ウエルカム交流ツアーの導入
転入してきた子育て家庭を歓迎し、市の多目的バスを活用して市内を見学してもらうほか、子育て支援施設や
子育てに関する事業を知ってもらうとともに、ツアーに参加した親子同士が交流し、子育ての楽しさを実感しても

子育て推進課 0123-24-0341

北海道 千歳市 地域子育て支援センター事業の拡大
地域子育て支援センターや市内各児童館の市内10か所において、「つどいの広場」、「子育て相談」、「子育て講
座」などの事業を展開し、子育て支援を推進。また、ちとせっこセンター及びげんきっこセンターに「子育てコン
シェルジュ」を配置し、「利用者支援」、「ホームスタート」を実施するとともに、「休日開館」を月2回実施。

子育て総合支援セ
ンター

0123-40-1717

北海道 千歳市 ファミリー・サポート・センター事業

子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）を会員として、地域全体で子育てを支
援。保護者に代わって保育所や幼稚園、学童クラブなどのお迎え、通院、冠婚葬祭、リフレッシュ、兄弟姉妹児
の参観日や行事の際などの預かり、緊急的な残業や出張などのニーズに合わせて対応。ひとり親世帯につい
ては、利用料を助成。

保育課 0123-24-0340

北海道 千歳市 一時預かり事業の推進
保育の必要性の有無にかかわらず、保護者の急な入院、災害、事故、求職活動のほか、通院、引越し、育児疲
れの解消など、一定期間家庭での保育ができない保護者に代わり、保育施設等で一時的に預かりを行う。

保育課 0123-24-0340

北海道 千歳市 放課後の「子どもの居場所づくり」の推進
市内には、15か所の学童クラブと9か所の児童館があり、就学後の「子どもの居場所」として対応できる体制を整
えている。特に下校時にランドセルを背負ったまま児童館に直接来館できる登録制の「ランドセル来館」（千歳市
独自事業・利用料は無料）や、中高生の自主的活動を支援する「中高生タイム」などの取組を推進。

子育て総合支援セ
ンター

0123-40-1717

北海道 千歳市 ＩＣＴ教育の充実
子どもたちの興味関心を高めるとともに、効果的な学習指導を進めて学力向上を図るため、電子黒板、実物投
影機をはじめとする授業用デジタル機器など、ＩＣＴ環境を整備するほか、教員のＩＣＴ活用能力向上のため、研
修を充実するなど、ＩＣＴ教育の充実を図る。

教育部企画総務
課

0123-24-0819

北海道 千歳市 小中学校児童生徒の学力の向上
千歳科学技術大学の学生やＡＬＴによる夏季、冬季休業中の学習サポートや、放課後学習サポートを実施する
ほか、千歳市独自の学習支援員を配置するなど、子ども一人ひとりの学習状況を踏まえた少人数指導、ティー
ム・ティーチング、習熟度別指導など、個に応じたきめ細やかな学習指導を行い、学力の向上を図る。

教育部学校教育
課

0123-24-0839

北海道 千歳市 乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業 市内在住の３歳未満の乳幼児の保護者に対し、紙おむつ用ごみ袋（20L）を支給（年間最大100枚） 子育て推進課 0123-24-0328

北海道 滝川市 ブックスタート事業
赤ちゃんの成長にあわせて3回絵本を贈り、子どもの読書活動のきっかけづくりと読書を通じた親子のふれあい
を支援。

滝川市立図書館 0125-22-4646

北海道 砂川市 保育料の軽減 本年９月から現行の保育料を一律10％減額する。
社会福祉課
児童家庭係

0125-54-2121

北海道 砂川市 子育て支援指定ごみ袋配布事業 市内居住の０歳～３歳未満の子どものいる世帯に対し、指定ごみ袋を子ども一人当たり１ヶ月10枚配布する。
市民生活課環境
衛生係

0125-54-2121

北海道 砂川市 幼稚園就園奨励事業
奨励費を希望する私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、精査・審査を行ったうえ、所得状況及び家
庭状況に応じ補助をする。

教育委員会学務
課

0125-54-2121

北海道 砂川市 ファミリー・サポート・センター事業
１歳から小学６年生までの子の保護者が、一時的に子どもを預けたい時、地域の中で子どもを預かり子育ての
援助を行う。会員登録無料（別途保険料400円実費負担）、平日７時から19時までは１時間500円。

社会福祉課児童
家庭係

0125-54-2121

北海道 砂川市 ブックスタート事業 6・7か月健診を受ける子の保護者に対し、子一人につき絵本を３冊プレゼントする。 図書館管理係 0125-52-3819

北海道 深川市 保育料の助成
利用者負担額（保育料）を国の基準から17％軽減し設定。加えて、入所する児童が2人の世帯の第2子は無料。
3人以上同時に入所する世帯の第2子以降の保育料は就学前まで無料を継続する（児童数のカウントは幼稚園
入所を含める）。

社会福祉課
子育て支援推進
室

0164-26-2237

北海道 富良野市 ファミリーサポートセンター事業
育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（提供会員）が地域の中で助け合いながら子
育てをする、会員制の援助活動事業。

子ども未来課
子ども未来係

0167-39-2223

北海道 富良野市 ブックスタート事業 6・7か月健診を受ける子の保護者に対し、子一人につき絵本を３冊プレゼントする。 図書館 0167-22-3005

北海道 恵庭市 ブックスタートプラス 絵本1冊、絵本ガイド1冊を保健センターで実施する1歳6か月児健診時にお渡ししています。
教育委員会
教育部図書課

0123-37-2181

北海道 恵庭市 恵庭市ファミリー・サポート・センター事業 有料の育児支援コーディネート事業。
保健福祉部
子ども未来室子育
て支援課

0123-33-2111

お問合わせ先

結婚・子育て
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北海道 恵庭市 えにわっこサポート事業
「サポートカード」を協賛店舗で提示すると、各協賛店舗が独自で定めたサービスを提供し子育て家庭を地域全
体で応援する事業。

保健福祉部
子ども未来室子ど
も家庭課

0123-33-3131
内線1244

北海道 恵庭市 認可保育園　保育料の多子軽減 第2子半額、第3子以降無料（第1子・第２子が幼稚園・保育園・認定子ども園に入園中のこと）。
保健福祉部
子ども未来室子育
て支援課

0123-33-3131
内線1233

北海道 恵庭市 ブックスタート 絵本2冊、絵本ガイドなどを保健センターで実施する9～10か月児健診時にお渡ししています。
教育委員会
教育部図書課

0123-37-2181

北海道 北広島市 母子・父子自立支援相談事業
ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導等により支援します。また、DV相談にも対応
します。

子育て支援室児
童家庭課

011-372-3311

北海道 北広島市 こども緊急サポートネットワーク事業
子どもの病気や急な残業・出張等で保育園・幼稚園などを利用できない場合に緊急預かりや宿泊預かりを行い
ます。

子育て支援室児
童家庭課

011-632-5180
（NPO法人北海
道子育て支援
ワーカーズ）

北海道 北広島市 ファミリーサポートセンター事業
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希
望する者と援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行います。

子育て支援室
地域子育て支援セ
ンター

011-376-6637

北海道 北広島市 保育園一時預かり事業
保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊急的保育、育児疲れ解消など私的理由に対応する一時的な
保育、休日保育を実施します。

子育て支援室保
育課

011-372-3311

北海道 北広島市 幼稚園一時預かり事業
短時間の就労の間や用事を済ませたい、リフレッシュしたいなど、理由を問わず一時的に子どもを預けられま
す。市内の各幼稚園で実施しています。

子育て支援室保
育課

011-372-3311

北海道 北広島市 広域入所児童委託事業 保護者の勤務地等の都合により、市内児童の他市町村の保育園への入所を支援します。
子育て支援室保
育課

011-372-3311

北海道 北広島市 地域子育て支援センター運営事業
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他
の援助を行います。

子育て支援室
地域子育て支援セ
ンター

011-376-6637

北海道 北広島市 幼稚園就園奨励費事業 幼稚園に通園している満3～5歳児の保護者に対し、保育料などの減免を通して補助します。
子育て支援室保
育課

011-372-3311

北海道 北広島市 幼稚園就園準備支援事業 各幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子育て事業の参加に対し、保護者の負担額の1/3を補助します。
子育て支援室保
育課

011-372-3311

北海道 北広島市 特別支援教育推進事業
市内全ての学校に特別支援学級を配置するとともに、各小学校に支援員を複数配置し、特別な支援を必要とす
る子どもたちの教育ニーズに対応します。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 心の教室相談事業
小中学校に相談員を配置し、児童生徒の悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不登校の未然防止と
早期把握に努めています。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 高等学校等入学準備金支給事業 高校などに入学する生徒に、入学時に必要となる費用の一部として入学準備金を支給します。 学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 奨学金支給事業 経済的な理由によって高等学校等への就学が困難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給します。 学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 児童生徒援助事業
要保護世帯や準要保護世帯の児童生徒に対し、就学に必要となる学用品費、給食費、クラブ活動費、生徒会
費、ＰＴＡ会費を援助します。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 児童生徒通学費援助
遠距離通学等で、公共交通機関を利用して通学する児童生徒や、自家用車での送迎を常としている児童生徒
の保護者に、通学経費の一部を助成します。

学校教育課 011-372-3311

北海道 北広島市 妊産婦保健推進事業
妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減を図るため妊婦健康診査の費用を助成します。また、マタニティス
クールを開催します。

健康推進課 011-372-3311

北海道 当別町 保育料の減免制度
同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い児童から数え
て2人目が半額、3人目以降は無料。延長保育、障がい児保育も実施。

福祉部子育て推
進課

0133-23-3024

北海道 当別町 当別町ファミリーサポートシステム
育児の手助けをしたい人（協力会員）と、育児のお手伝いをして欲しい人（利用会員）がそれぞれ会員となり、地
域で子育て家庭を支援する事業

福祉部子育て推
進課

0133-25-2658

北海道 当別町 乳幼児世帯へのおむつ用ごみ袋無償配布 2歳未満の乳幼児のいる家庭を対象に、乳幼児1人当たり1ヵ月につき町指定ごみ袋（20リｯトル袋）を10枚配布
福祉部子育て推
進課

0133-25-2658

北海道 当別町 一時預かり
保育園に入園していない児童について、保護者が緊急または一時的に家庭で保育できない場合に、児童の保
育をする事業

福祉部子育て推
進課

0133-23-3024

北海道 当別町 ブックスタート
１０ヶ月健診を受ける親子を対象に絵本１冊、お勧め絵本の冊子が絵本バッグに入った「ブックスタートパック」を
配布。

教育委員会社会
教育課

0133-22-3834

北海道 当別町 幼稚園就園奨励費 私立幼稚園に通う世帯に対し、住民税の課税状況に応じて入園料・保育料の一部をを補助（助成） 教育委員会管理
課

0133-23-2689

北海道 上ノ国町 子育て支援施策
医療費の自己負担分を全額補助（18歳以下対象）、保育料の無料化、学童保育利用料の無料化（小学校１～3
年生対象）、給食費の全額補助（小学校、中学校）、子ども発達支援センター利用料の全額補助

住民課
教育委員会
保健福祉課

0139-55-2311
0139-55-2230

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「子育て支援入学時給付助成事業」

小学校入学児童を養育する方に児童１人につき２万円を助成。
総務課企画防災
対策室
まちづくり推進係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 ニセコ町第３子以降給食費免除制度
高校生以下の児童生徒のいる家庭において、町内の小・中学校に在籍している児童生徒第３子以降の給食費
について免除する。（他の制度の助成対象者等は除く）

教育委員会
ニセコ町学校給食
センタ－

0136-44-2609

北海道 ニセコ町 ニセコ町第３子以降給食費免除制度
高校生以下の児童生徒のいる家庭において、町内の小・中学校に在籍している児童生徒第３子以降の給食費
について免除する。（他の制度の助成対象者等は除く）

教育委員会
ニセコ町学校給食
センタ－

0136-44-2609

北海道 岩内町 岩内町奨学金条例 大学生　20,000円、高校生または専門学校生　10,000円を無利子で貸し付け。
教育委員会
学校教育担当

0135-67-7099

北海道 岩内町 幼稚園就園奨励補助事業
私立幼稚園に通園する園児の保育料及び入園料について、その世帯で一定の所得基準（概ね年収600万円未
満）を満たす場合補助。子供がたくさんいる場合、所得基準が無い場合もあり。

教育委員会
学校教育担当

0135-67-7099

北海道 岩内町 就学援助制度 経済的理由により学用品代や給食費などの負担が困難な世帯に対する援助。対象は小学生～中学生。
教育委員会
学校教育担当

0135-67-7099

北海道 岩内町 ブックスタート事業
１０ヶ月児健康相談に訪れる親子に絵本を手渡し、絵本の読み聞かせの指導とあわせて、絵本の効果を説明す
るとともに、親と子のコミュニケーションを図るきっかけを作る。

教育委員会
学校教育担当

0135-67-7099

北海道 岩内町 子育て短期入所生活援助事業
保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済
的な理由により緊急一時的に母子（父子を含む）を保護することが必要な場合等に、児童養護施設等において
一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ること目的とする。

保健福祉課
社会福祉担当

0135-67-7083

北海道 岩内町 地域子育て支援センター事業
町内１カ所の保育所に、子育てを応援するセンターを開設。乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提
供し、子育てについての相談、情報の提供、助言等の援助を行う事業。

保健福祉課
社会福祉担当

0135-67-7083

北海道 仁木町 仁木町チャイルドシート購入助成金交付
仁木町内に在住する6歳未満の幼児がいる保護者に対しチャイルドシート購入に掛かった費用のうち半額を助
成する。※購入価格が2万円を超える場合は助成限度額を１万円とする。

総務課 0135-32-2511

北海道 仁木町 母子栄養食品の支給 所得に応じて妊婦・産婦・乳児に牛乳券を支給 ほけん課 0135-32-2514

北海道 仁木町 ブックスタート事業 ６か月児と１歳６か月児の乳幼児健診の際に絵本を２冊渡す。 教育委員会 0135-32-3621

北海道 仁木町 スポーツ大会参加に係る助成 スポーツ大会（全道・全国）に係る経費のうち、参加費、宿泊費、交通費の一部を助成 教育委員会 0135-32-3621

北海道 南幌町 子育て支援米支給事業 離乳食講習会受講者・乳幼児健診（１歳６ヶ月・３歳児）の受診者に最大10㎏の南幌産の子育て支援米を支給
産業振興課
農政グループ

011-378-2121

北海道 南幌町 高校生通学費助成制度
南幌町内に住所を有し、自宅から高等学校に通う生徒が対象に、通学定期券購入額の1/2を助成（上限1万円/
月、所得制限なし）

生涯学習課
学校教育グループ

011-378-6620

北海道 南幌町 中学生国際留学プログラム事業
短期留学やホームステイなどの生活体験を通じ、生きた英語力を身につけるために１４日間の国際留学プログ
ラムを実施

生涯学習課
学校教育グループ

011-378-6620

北海道 南幌町 南幌町ファミリー・サポート・センター事業 会員制の相互支援活動として1人あたり３０分３００円から育児援助を実施
保健福祉課
福祉障がいグルー
プ

011-378-5888

北海道 由仁町 保育料助成制度 第２子は保育料半額、第３子以降は無料
保健福祉課
保健児童担当

0123-83-4750

北海道 由仁町 保育時間の延長事業 保育園における保育時間延長（19時30分まで）
保健福祉課
保健児童担当

0123-83-4750

北海道 長沼町 遠距離通園助成事業 町内保育園に通園させている保護者（片道4km以上離れている者）に遠距離通園助成。
保健福祉課
子ども支援係

0123-82-5555

北海道 長沼町 チャイルドシート購入費助成制度
チャイルドシートを購入する際、6歳未満の乳幼児1人につき1個を、購入費の3分の1以内の額で助成。（上限1
万円）ただし、養育者が長沼町に1年以上住所を有していること。

税務住民課
国保・年金係

0123-88-2111

北海道 浦臼町 乳幼児紙おむつ等購入費助成 ３歳未満のお子さんのいるご家庭におむつ引換券（町内商店で交換）を交付。
くらし応援課住民
係

0125-68-2112

北海道 浦臼町 保育料助成 納付した当該年度分保育料の２分の１を助成。
くらし応援課住民
係

0125-68-2112

北海道 浦臼町 子育て用品リース助成
ベビーベッド、ベビーバス、ベビースケール、ベビーラック、チャイルドシートをレンタル取扱店と提携し、レンタル
料を助成。

くらし応援課住民
係

0125-68-2112

北海道 浦臼町 高等学校通学等支援助成
高等学校等へのバス等による通学及び下宿等に係る経済的な負担の軽減を図るため、通学等をする生徒の保
護者に対して、生徒１人あたり１カ月、10,000円を上限と し交付。

教育委員会学務
係

0125-68-2166

北海道 厚真町 第3子以降が産まれた場合に出産祝い金
出生児を含め3人以上の子供（18歳以下）を養育し、出生の1年以上前から厚真町に住所を有し居住している父
又は母を対象に10万円を支給。

町民福祉課
子育て支援グルー
プ

0145-26-7872

北海道 厚真町
保護者が負担した保育料の１割を「子育て支援
厚真町金券」に交換

保護者が負担した保育料の1割を「子育て支援厚真町金券」に交換して、町内の商店で買い物などができるよう
に保育料を還元。

町民福祉課
子育て支援グルー
プ

0145-26-7872

北海道 妹背牛町 モスピーポイント進呈事業
町主催の「健康増進・疾病予防事業」、「子育て支援事業」、「ボランティアの環境美化活動」などに参加すると、
モスピーカードのポイントを進呈。

企画振興課 0164-32-2411

北海道 妹背牛町 学校給食費助成事業 町内の小・中学校に通学している生徒の保護者へ、給食費の半額を助成（現金）。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 妹背牛町 高校通学費等支援事業 ２０歳未満の高校生がいる保護者へ、生徒１人あたり月額２千円（商品券）を助成。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 秩父別町 子育て支援水道基本料金全額助成 中学卒業前までの子供を養育している家庭に対し、毎月の水道基本料金を全額助成します
企画課企画グ
ループ

0164-33-2111

北海道 秩父別町 認定こども園保育料の軽減 所得に応じて国基準の５割～７割の保育料を軽減。
住民課総合窓口
グループ

0164-33-2111

北海道 北竜町 出産祝金支給事業 １年以上在住し、６カ月以上児童を養育している父母に２０万円を支給する 住民課 0164-34-2111

北海道 北竜町 乳幼児栄養強化食品費助成
生活保護世帯、町民税非課税世帯、町民税均等割りのみ世帯で、出生月から１歳の誕生月までの乳児に対し、
粉ミルク代を助成する

住民課 0164-34-2111

北海道 北竜町 保育所保育料減免 月額保育料半額に減免する 住民課 0164-34-2111

北海道 北竜町 給食費助成 小学校保護者負担１１０円、　中学校保護者負担１３０円 教育委員会 0164-34-2111

北海道 北竜町 高等学校等通学等助成金 月額通学費及び下宿費の1/2以内上限５千円 企画振興課 0164-34-2111

北海道 北竜町 奨学資金貸付金 高校生月額２万円(無利子)／短大生・専門学校　月額３万円(無利子)／大学生月額３．５万円(無利子) 教育委員会 0164-34-2111

北海道 沼田町 保育料の助成
沼田保育園の国基準保育料について、国が定めている8階層から15階層に設定（町独自）し、個人負担額の軽
減を図っている。第1子30％、第2子50％、第3子100％を町が負担

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 がんばる高校生応援手当（一部変更） 高校生等（高等学校、高等専門学校等）を持つ保護者（町内に住所を有する方）に1人当たり月額10,000円を支
給

住民生活課 0164-35-2115

北海道 沼田町 がんばる高校生応援手当
高校生等（高等学校、高等専門学校等）を持つ保護者（町内に住所を有する方）に１人当たり月額１０，０００円
を支給

農業商工課 0164-35-2114

北海道 沼田町 沼田保育園保育料軽減支援
沼田保育園の国基準保育料について、国が定めている８階層から１５階層に設定（町独自）し、個人負担額の軽
減を図っている。第１子３０％、第２子５０％、第３子１００％を町が負担

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 沼田町子育て世帯福祉灯油助成事業 中学生までの子供を扶養している世帯に対し暖房用灯油代の一部を助成。 保健福祉課 0164-35-2120

3

http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1366340764318/index.html
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1366594450335/index.html
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1370303434576/index.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009714.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009741.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009764.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009763.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00120929.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009751.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009716.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00009716.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/detail/00010834.html#04�
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/detail/00010834.html#04�
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/detail/00010834.html#08�
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00011531.html
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/soshiki/kosodate/170.html
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/soshiki/kosodate/186.html
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/soshiki/kosodate/171.html
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/kyoiku-top/270.html
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/kyoiku-top/7222.html
http://www.town.kaminokuni.lg.jp/
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/iju_teiju/
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/iju_teiju/
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?page_id=589
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?p=10171
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?page_id=424
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/
http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?p=16287
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/kurasi/gakkou/tugakuhi/
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/kakuka/kyouiku/kyouiku_001_3/
http://www.town.yuni.lg.jp/ijukeikaku.html
http://www.maoi-net.jp/cboxout/03d3207.htm
http://www.town.urausu.hokkaido.jp/soshiki/hukushi/kosodate_shien.html
http://www.town.urausu.hokkaido.jp/soshiki/hukushi/kosodate_shien.html
http://www.town.urausu.hokkaido.jp/soshiki/hukushi/kosodate_shien.html
http://www.town.urausu.hokkaido.jp/soshiki/kyouiku/gakumu.html
http://www.town.atsuma.lg.jp/
http://www.town.atsuma.lg.jp/
http://www.town.atsuma.lg.jp/
http://www.town.moseushi.hokkaido.jp/
http://www.town.moseushi.hokkaido.jp/
http://www.town.moseushi.hokkaido.jp/
http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/
http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/
http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s30000000rdg.html
http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/jyuumin/ujj7s3000000079e.html
http://www.teiju.com/category/3550597-1.html
http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s30000000rdg.html
http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/hoken/ujj7s30000000rdg.html


北海道 上川町 上川町地域子育て支援センター事業
子育てボランティアの協力のもと、0か月から就学前の子供及び保護者、妊婦の方も参加できる子育ての支援
センターの開設

子育て支援セン
ター

01658-2-1030

北海道 上川町 チャイルドシートの無料貸出
町内に居住しているかたで上川町交通安全協会会費を納めているかたに対して6カ月を限度にチャイルドシート
を無料で貸し出します。

企画総務課 01658-2-1211

北海道 和寒町 保育料の負担軽減
町独自に国の基準の3割程度になるよう保育料を設定。
さらに第2子は半額、第3子以降は1/10にすることで、子育て世帯の負担軽減を図る。

保健福祉課福祉
係

0165-32-2000

北海道 和寒町 学校給食費の軽減
小学校、中学校に通う児童、生徒の学校給食費を３割軽減。
　小学校　 　月額　　４，４００円（２２８円） →月額　　２，７００円（１６０円）
　中学校　 　月額　　４，７００円（２６８円） →月額　　３，２００円（１８８円）

教育委員会学校
庶務係

0165-32-2477

北海道 剣淵町 保育所保育料減免措置
保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料。災害その他特別な事
由がある場合やひとり親（母子・父子）家庭の場合、半額。

住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 剣淵町 学童保育所利用料・登録料減免措置
登録料：同一世帯で２人以上の場合は、２人目以降半額。利用料：２人以上入所登録している世帯は最も低学
年の児童以外は半額。生活保護世帯は全額、災害など特別な事由がある場合やひとり親家庭の場合、半額免

住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 音威子府村 音威子府村保育所条例 ２～３歳児の保育料が無料 住民課保健福祉
室

01656-9-3050

北海道 幌加内町 子育て支援事業（保育料） 保育所に入所している児童で２人以上の場合、第２子は半額、第３子以上は保育料無料 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業（保育料） 年長５歳児の保育料無料 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業（児童養育手当） 第３子目以降から月額8,000円を支給 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業（保育料） 所得区分8階層のうち１～６階層までは国の保育料基準の60％、７～８階層は国の保育料基準の70％ 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 増毛町 保育所保育料の負担軽減（町独自） 生計を同一にする最年長の子どもから順に２人目→保育料が半額・３人目以降→無料
福祉厚生課
民生係

0164-53-3111

北海道 増毛町 各種団体より贈呈事業

◯対象者:幼稚園・保育所児
園児に増毛町交通安全協会より、啓発用品としてぬりえ、反射キーホルダー等を贈っている。
◯対象者:新入学児
・増毛町交通安全推進委員会・増毛町交通安全協会・増毛町防犯協会から鉛筆、交通標識ファイル、新1年生
のための交通安全(冊子)、防犯ブザー等の贈呈を行っている。

町民課
町民環境係

0164-53-1112

北海道 増毛町 新入学児童ランドセル贈呈事業 新小学1年生に、ランドセル（ナップランド）の贈呈を行っている。
教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 スクールバス運行事業
◯対象者:小・中学生
遠距離を通学する児童・生徒の交通手段の確保のため、また各種行事の児童・生徒の輸送を実施しています

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 スポーツ振興センター共済掛金補助事業
◯対象者:小・中学生
学校生活における児童・生徒のけがに対して保障される共済掛け金を全額町費で負担しています。

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 スキー授業リフト使用料補助事業
◯対象者:小・中学生
スキー授業の際にリフト使用料を町費で負担しています。

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 全児童・生徒対象の教材費助成事業
◯対象者:小・中学生
児童・生徒の学習指導に必要な教材の費用を一部助成しています。

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町
スポーツ少年団・中学校部活動の遠征における
スクールバス等による送迎事業

◯対象者:小・中学生
町内各スポーツ少年団や中学校部活動の遠征を町スクールバス及び借り上げバスにより送迎を行っています。

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 中学校入学時カバン・ジャージ購入費負担事業
◯対象者:中学生
入学時のカバンとジャージの購入費を町費で負担しています

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 柔道着の購入費補助事業
◯対象者:中学生
体育授業の柔道必修化に伴い必要となる柔道着を町費で購入しています。

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 高等学校生徒通学費等補助事業

◯対象者:町内在住者で町内より留萌市内の高校へ通学している高校生もしくは、留萌市内の高校へ通うため
に下宿をしている高校生
町では、町内から留萌市内の高校へ通う通学費等の助成を行っています。
①通学用定期券の50%(100円未満切り捨て)　②下宿(部屋代)経費の50%(100円未満切り捨て)

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 増毛町 増毛町奨学条例による奨学資金制度(無利子)
◯対象者：増毛町に住居を有す高等学校・短大・専門学校・大学・大学院に進学する者
増毛町に住居を有し、高等学校・短大・専門学校・大学・大学院に進学する者に対し、奨学金を貸与していま
す。　高校5,000円～9,000円　高等専門学校22,000円　短大・専門学校・大学・大学院24,000円

教育委員会
総務学校課
学校教育係

0164-53-2427

北海道 中頓別町 子ども手当支給事業 中学校修了までの児童を養育する方に子ども手当を支給。 保健福祉課 01634-6-1995

北海道 利尻町 児童養育奨励金
利尻町に１年以上住んでいて、引き続き定住すると認められる方が、町内に第3子以上の子を養育している場
合、3人目からの子供につき、出生時から16歳未満まで、その保護者に対して、月額1万円を支給します。

まちづくり振興課 0163-84-2345

北海道 美幌町 おはなしのへや
毎月第１，３，５木曜日に幼児～児童を対象とした絵本のよみきかせ、紙芝居など、楽しいひとときを提供してい
ます。

教育委員会図書
館グループ

0152-73-3016

北海道 美幌町 子育て等に関する電話相談・窓口相談 妊娠・出産・育児やしつけ・予防接種・離乳食など心配事を相談できます。
保健福祉グループ
健康推進担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 一時預かり事業 満1才以上～就学前までの児童を対象に、一時預かりを行っています。
児童支援グループ
業務担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 認可保育所と認可外保育所の保育料差額補助 保育料の差額分を補助しています。
児童支援グループ
業務担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 ブックスタート事業
子どもの読書活動推進のため１０ヶ月児健康相談に参加した乳児とその保護者に対して絵本２冊、おすすめ絵
本リストなどを贈呈する。

教育委員会図書
館グループ

0152-73-3016

北海道 美幌町 ブック２（セカンド）事業
ブックスタート事業を受けて、セカンドブック事業として新入学児童（小学1年生）に絵本１冊とおすすめ絵本リスト
などを贈呈する。

教育委員会図書
館グループ

0152-73-3016

北海道 美幌町 はじめての「木」づかい事業
1才を迎えるお子さんを対象に、国際基準で管理されている美幌町産森林認証材で作られた「木製品」（積み
木、木のくるま、お椀とスプーンセット、釣り堀ゲームの中からお好きなものを一つお選びいただけます。）をプレ
ゼントしています。

耕地林務グループ
森林担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 エンゼルサポート120 2才未満の乳幼児を養育している世帯に、紙オムツ処理用として町指定ごみ袋を支給しています。
保健福祉グループ
健康推進担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 乳児期フレッシュママセミナー
生後4ヶ月～1才未満のお子さんとそのお母さんを対象に、子育てに関する知識の習得と交流を目的としたセミ
ナーを週1回開催しています。

社会教育グループ
社会教育担当

0152-72-2300

北海道 美幌町 絵本とあそぼ！
毎月第２，４木曜日に乳幼児を対象とした手遊び、わらべうた、絵本のよみきかせ、紙芝居など（不定期で人形
劇やエプロンシアターも開催）、親子でお話に親しむ楽しいひとときを提供しています。

教育委員会図書
館グループ

0152-73-3016

北海道 美幌町 高校生による「つみきサークル」
お兄さん・お姉さんとして、子どもたちと関わり、子どもたちと一緒に自分達も成長することを目的とした高校生
リーダー達が活動しています。

社会教育グループ
社会教育担当

0152-72-2300

北海道 清里町 清里高等学校総合支援対策事業
入学支度金の補助、資格取得等に係る経費の補助、進学に向けた学校視察、模擬試験等の経費の補助、各種
大会出場経費などの補助を行う。

生涯教育課
学校教育グループ

0152-25-2005

北海道 清里町 子育て支援保育料補助事業 第２子以降の子供にかかる保育料を助成。
保健福祉課
福祉介護グループ

0152-25-3847

北海道 置戸町 健やか子育て応援事業 高校３年生までの通院入院にかかる医療費自己負担の一部を、町内で使用可能な金券で還元。
地域福祉センター
福祉係

0157-52-3333

北海道 置戸町 親子山村留学制度
小学生と保護者対象（留学期間、最長３年間）。１戸建て住宅を無償提供（一部負担あり）、受け入れ時の旅費
支給。引越し費用補助（１０万円上限）

学校教育課
学校教育係

0157-52-3316

北海道 遠軽町 幼稚園就園奨励費補助
私立幼稚園に通う子どもがいる世帯に対し、保護者の経済的軽減を図ることを目的に、入園料等の一部補助
（子どもの人数や所得に応じて補助額変更あり）

民生部子育て支
援課

0158-42-4560

北海道 西興部村 生徒海外体験学習事業
村内中学１，２年生全員が本村と友好関係にあるアメリカ・アラスカ州ジュノー市を訪問し、ジュノー市の中学生
との交流やホームステイ等を体験する。

教育委員会 0158-87-2111

北海道 西興部村 遠距離通学児童生徒の通学費補助交付 村内遠距離通学児童、生徒の通学費を補助している。 教育委員会 0158-87-2111

北海道 西興部村 西興部村高等学校通学費等補助
高等学校等へ通学する子どもを持つ村内の保護者等に対して高等学校などへの通学及び下宿に要する費用
の一部を助成する。

教育委員会 0158-87-2111

北海道 雄武町 保育料の低料金化 標準保育料（３歳以上児）第1子１万円/月第２子５千円/月第３子以降は無料。 保育所 0158-84-2326

北海道 壮瞥町 中学生フィンランド国派遣事業
町内在住の中学２年生全員を友好都市であるフィンランド国ケミヤルヴィ市（ラップランド地方）に派遣し、ホーム
ステイ体験などから国際感覚豊かな子どもを育てる事業

生涯学習課 0142-66-2131

北海道 浦河町 保育料の軽減措置 2人以上の児童が在園している場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料 保健福祉課 0146-26-9003

北海道 浦河町 私立幼稚園就園奨励費補助 町民税が、非課税及び所得割の課税額により補助基準ごとに区分けし、年額として補助 教育委員会 0146-26-9020

北海道 浦河町 新生児等紙おむつ処理対策事業 町内で生まれたお子さんに対して紙おむつ処理ごみ袋100枚を支給 保健福祉課 0146-26-9003

北海道 浦河町 幼児用補助装置購入助成事業 6歳未満の保護者を対象にチャイルドシートの購入額を助成（上限１万円） 保健福祉課 0146-26-9003

北海道 えりも町 子育て支援センター事業 保育所に子育てを応援するセンターを開設。センター開放（親子遊び・読み聞かせ）、育児相談を実施。 町民生活課 01466-2-4621

北海道 えりも町 幼稚園就園奨励費 幼稚園に通う子どものいる世帯に対し、町民税額に応じ入園料・保育料を減免。 教育支援課 01466-2-2525

北海道 新ひだか町 ベビーシート貸出し事業 乳児と同居し、かつ養育している保護者に、その子が満１歳になるまで、乳児用ベビーシートを無償貸付。
住民福祉部
生活環境課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 奨学金制度
優秀な生徒及び学生等で、経済的な理由によって修学が困難な方のための「給付制度」「貸付制度」の２つの制
度。

教育委員会
管理課

 0146-49-0088

北海道 新ひだか町 保育料の助成 2人目の入所については半額、３人目以降は無料。
住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 鹿追町 保育料の減免
第3子以降の子が入園する場合、保育料無料。保育所に同時に2人在籍する場合、2人目は保育料が半額にな
る。

福祉課 0156-66-1311

北海道 鹿追町 オムデール（オムツ袋）支援 満3歳未満のお子さんのいる家庭に、おむつを捨てる際に必要な有料埋立ゴミ袋を配布します。 福祉課 0156-66-1311

北海道 鹿追町
鹿追高等学校に通学する生徒に対する通学費
補助

鹿追高等学校に通学する生徒の保護者に対し、通学費を一定額補助。（通学距離4km以上より)
教育委員会
学校教育課

0156-66-2646

北海道 鹿追町
鹿追町小中学校児童生徒に対する遠距離通学
費補助

通学距離が4．0㎞以上の小学生を持つ保護者、また、通学距離が6.0km(冬期間においては4km)以上の中学生
を持つ保護者に、交通機関を利用する場合には1箇月の定期券の価格の2分の1の額、利用しない場合には一
定額の補助。

教育委員会
学校教育課

0156-66-2646

北海道 鹿追町 鹿追高等学校カナダ短期留学
鹿追高校生が、姉妹都市であるカナダアルバータ州ストニィプレイン町へ2週間の短期留学をすることができる。
保護者負担は2万円。

教育委員会
学校教育課

0156-66-2646

北海道 鹿追町 町内子ども地方路線バス利用助成
町内の小中高生に対し路線バス運賃の一部を助成。鹿追町内（然別湖を除く）で乗車し降車する場合には、一
律100円で乗車可能。

企画財政課 0156-66-4032

北海道 広尾町 ブックスタート事業 乳幼児への絵本の斡旋やおはなし会の開催等。 図書館 01558-2-2141

北海道 広尾町 子育て支援ごみ袋支給事業 児童１人当たり２０リットルのごみ袋を月５枚、２歳に達する月まで支給。 健康管理センター 01558-2-5122

北海道 幕別町 子育て短期支援事業
保護者の疾病や育児疲れ、冠婚葬祭などの理由により、子どもの養育が一時的に困難となった場合に、児童養
護施設で子どもを預かる制度。

民生部こども課 0155-54-3811

北海道 幕別町 幼稚園就園奨励費補助金 町内に住所を有し、子どもが幼稚園に通園している方に対して、入園料、保育料を減免・補助。
幕別町教育委員
会

0155-54-2006

北海道 幕別町 私立幼稚園入園料・保育料補助 町内に住所を有し、子どもが私立幼稚園に通園している方に対して、入園料、保育料を補助。
幕別町教育委員
会

0155-54-2006

北海道 池田町 育児支援金
誕生日（H27年4月1日以降に、満1歳と満2歳になった子ども）に池田町に住所を有し、6カ月以上池田町に住ん
でいる方。1人につき50,000円の商品券。

保健福祉課 015-572-2100

北海道 本別町  保育料の助成 １８歳（高校卒業まで）以下の子のうち年齢の高い児童から数えて３人目以降が入所した場合の保育料無料 子ども未来課 0156-22-8130

北海道 足寄町 学校給食費無償化事業 小学校・中学校・足寄高校の児童生徒の学校給食費相当額を全額補助。
教育委員会給食
センター

0156-25-2573
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北海道 足寄町 子育て応援出産祝い金贈呈事業 平成26年度以降に出産された父又は母に、第１子及び第２子は１０万円、第３子以上は２０万円を贈呈。
福祉課保健福祉
室

0156-25-2141
内線140

北海道 足寄町 学童保育料無償化事業 学童保育所の保護者負担金相当額を全額補助。　※学童保育料：１か月3,500円
福祉課
子どもセンター総
務担当

0156-25-2574

北海道 足寄町 保育料軽減
満18歳に達する年度末までの子を２人以上扶養している場合、第２子の保育料を半額に、第３子以降の保育料
は無料

子どもセンター総
務担当

0156-25-2574

北海道 足寄町 足寄高校通学支援
通学費全額、車利用月2千円・下宿代2/3、月4万円以内、入学時7万円・見学旅行3万円助成⑤海外（カナダ）研
修派遣、各種講習、検定、模試費用、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ全額助成、介護初任者研修・部活動遠征助成、給食提供（無
料）

教育委員会教育
教育総務室
総務担当

0156-25-3188

北海道 陸別町 学校給食費無料

小・中学生の給食費については、全額補助により無料
保育所園児については、町負担により無料
参考　小学校240円/食、中学校290円/食（200食/年程度）
　　　　保育所園児160円/食（220食/年程度）

教育委員会 0156-27-2141

北海道 陸別町 保育ママ利用助成 在宅保育を利用している児童の保護者に対し、保育料の一部を助成 保健福祉センター 0156-27-8001

北海道 浦幌町 保育料の免除 幼稚園・保育園の保育料を、第2子の園児は半額、第3子以降の園児は無料。 保健福祉課 015-576-5111

北海道 厚岸町 保育所・幼稚園の保育料助成 第３子以降に係る保育料の2割を助成。※H27年度に限り、第２子も対象とする。
保健福祉課
児童福祉係

0153-53-3333

北海道 厚岸町 厚岸町ハッピーブライダル奨励事業
厚岸町内で行う結婚式及び結婚披露宴に要する経費のうち、地元事業者を利用した経費に10分の２を乗じて得
た額を助成（上限30万円）平成27年１月１日～平成28年３月31日までの間に婚姻届を提出し、厚岸町内に住所
を有する方には、20万円を加算する。

まちづくり推進課
商工雇用推進係

0153-52-3131

北海道 厚岸町 ブックスタート事業 ４ヶ月児の『赤ちゃん相談』に参加する親子を対象に【ブックスタート・パック】を配布
教育委員会
生涯学習課　情報
館

0153-52-2246

北海道 標茶町 標茶町子育て応援チケット 出生されたときに、町内で使用できる商品券を贈呈。（出産1子５万円分の地域商品券） 保健福祉課 015-485-2111

北海道 標茶町 標茶町子育て応援給付金 就学前の児童手当・特例給付の受給者を対象に、子育て支援のため対象児童1人3万円/年を給付する。 保健福祉課 015-485-2111

北海道 標茶町 子育て支援センター事業
地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や子育て講座、交流ができる場として、町内のふれあい交流セ
ンターで子育て支援センター事業を実施。

子育て支援セン
ター

015-485-1277

北海道 弟子屈町 乳児療育支援制度 出産された乳児の保護者に対し、支給金や紙おむつ、粉ミルク購入助成券を支給します。 健康推進課 015-482-29365

北海道 弟子屈町 保育園就園支援事業
子育てしながら、働ける環境づくりや子育て世帯の経費負担軽減を図るため、実際に保護者が負担した額の２
分の１に相当する金額支援します。

福祉こども課 015-482-2921

北海道 鶴居村 保育料の免除 同一家庭から同時期に2人以上の子が通園している場合、2人目以降の保育料を免除。
保健福祉課
福祉係

0154-64-2116

北海道 鶴居村 高等学校等人材育成支援金 高等学校等に就学する生徒1人当たり月額10,000円を支給。
教育委員会
教育課

0154-64-2050

北海道 中標津町 幼稚園・保育園等多子、認可保育園保育料軽減
児童福祉法に基づき、兄弟が他の認可保育所や学校教育法に規定する幼稚園に通園している場合、保育料が
緩和される。

子育て支援室
子育て給付係

0153-73-3111
(内線230)

北海道 標津町 乳幼児紙おむつ購入助成 2歳未満の乳幼児を対象に紙おむつ購入費12万円（月5,000円×24ヶ月）を支給 保健福祉センター 0153-82-1515

北海道 標津町 保育園の無料化または負担軽減 保育料を３歳以上は無料化、３歳未満は国基準の１／４に減額 教育委員会 0153-82-2131

北海道 標津町 幼稚園の完全無料化
幼稚園使用料無料化
給食費、教材費等の無料化

教育委員会 0153-82-2131

北海道 標津町 小、中学生の学習教材費の助成
資料や実験材料等に係る保護者負担分を助成
小学生5,800円／年、中学生11,200円／年

教育委員会 0153-82-2131

青森県 青森市 市営バス子ども無料乗車事業 青森市内にお住いの小学生以下の児童は、市営バス乗車料が無料になります。 子育て支援課 017-734-5320

青森県 青森市 幼稚園就園奨励支援事業
新制度に移行しない幼稚園に通う子どもの保護者の所得及び世帯の状況に応じて、保育料及び入園料を補助
します。

子育て支援課 017-734-5320

青森県 青森市 すくすく子育て支援事業
新制度に移行しない幼稚園に第3子以降の子どもを通わせているとき、保護者の所得及び世帯の状況に応じ
て、保育料を補助します。

子育て支援課 017-734-5320

青森県 青森市 民間託児保育施設保育料助成
民間託児施設入所に、第3子以降の児童を入所させているとき、保護者の世帯の所得状況に応じて、保育料の
一部を助成します。

子育て支援課 017-734-5320

青森県 青森市 保育料軽減
認可保育所等入所児童の保護者を対象に、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を
平均で約3割ほど軽減します。

子育て支援課 017-734-5330

青森県 青森市 放課後児童対策事業 保護者が就労等により、日中家庭にいない小学生を対象に、家庭の代わりとなる放課後の居場所を提供しま
す

子育て支援課 017-734－5348

青森県 青森市 地域子育て支援センター事業
青森市内に７か所ある地域子育て支援センターでは、電話や来所等による育児相談や保健師・栄養士・医師等
による育児講座、子育てサークルの育成支援や活動支援など様々な育児支援を行っています。

子どもしあわせ課
子ども支援セン
ター

017-721-2180

青森県 青森市 ファミリー・サポート・センター事業
子どもを預けたい人と預かる人がネットワークを作り、相互に援助活動を行うことにより、仕事や買い物時の預
かりなど育児を両立できる環境を整備します。

子どもしあわせ課
子ども支援セン
ター

017-721-2180

青森県 青森市 つどいの広場事業
主に乳幼児（0～3歳）を持つ親と子どもを対象に、子育てアドバイザーや保育士による子育て相談の実施や、子
育てに関する催し物や講習会を開催しています。

子どもしあわせ課
子ども支援セン
ター

017-721-2180

青森県 弘前市 保育料軽減
認可保育所入所児童の保護者に対し、国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を平均
で約4割ほど軽減。

子育て支援課 0172-35-1131

青森県 弘前市 私立幼稚園就園奨励費補助事業
子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園に入園する保育料及び入園料を所得状況・世帯状況に応
じて補助。

学務健康課 0172-82-1643

青森県 弘前市 第3子保育料軽減事業
認定こども園・新制度移行幼稚園・認可保育所・へき地保育所・認可外保育施設の入所児童（3歳未満の第3子
以降のみ）の保護者に対し、保育料を軽減。ただし、所得制限有り。

子育て支援課 0172-35-1131

青森県 弘前市 子育てサポートシステム運営事業
仕事や社会参加のため、一時的に子どもを預かってほしいという保護者の依頼に応じて、子育てサポーター（一
時的に子どもを預かっても良い人を登録）を仲介。

市民協働政策課
（市民参画セン
ター）

0172-31-2500

青森県 弘前市 トワイライトステイ事業
保護者の就労等により、夜間や休日に家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、対象児童の受け入れ、児
童の保護や生活指導・食事の提供等を行う。

子育て支援課 0172-35-1131

青森県 弘前市 病児病後児保育事業
病気または病気の回復期に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な児童の保護者に対し、市内の小児
科診療所へ事業を委託し、病児・病後児を受入れ。

子育て支援課 0172-35-1131

青森県 弘前市 地域子育て支援センター事業 子育て支援拠点の充実を図るため、子育て親子の交流促進、相談・援助の実施、情報提供等を実施。 子育て支援課 0172-35-1131

青森県 弘前市 ひろさき多子家族応援パスポート事業
弘前市に在住し、平成9年4月2日以降に生まれた児童を3人以上扶養している保護者とその児童を対象に、市
の公共施設等を無料化。

子育て支援課 0172-40-7038

青森県 八戸市 マイブック推進事業
児童が自ら本を選び購入する体験を通じ、読書に親しむ環境をつくるため、児童一人につき2,000円分のマイ
ブッククーポンを配付しています。

教育指導課 0178-43-9461

青森県 八戸市 ブックスタート事業
股関節脱臼検診（生後90～120日に受診）の場を利用し、絵本の読み聞かせをしたあと、絵本１冊、図書館の利
用案内、おすすめ絵本のリスト等を入れたブックスタートパックを配付しています。

図書館 0178-22-0266

青森県 八戸市 地域密着型教育推進事業
保護者および地域住民が学校運営に参画できる地域学校連携協議会を推進校に設置し、地域住民等と学校と
の協働による「開かれた学校づくり」を推進しています。

教育指導課 0178-43-9519

青森県 八戸市 奨学資金貸付事業
経済的な理由で学資の支払が困難な学生及び生徒に、学資の一部を貸与（要返還）または給付（返還不要）し
ています。

学校教育課 0178-43-9457

青森県 八戸市 青少年派遣交流事業
中学生の代表の海外への派遣（助成あり）、海外からの青少年交流団の受入れに（助成なし）などの親善交流
により、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成を図っています。

教育指導課 0178-43-9461

青森県 八戸市 国際理解教育・英語教育推進事業
外国語指導助手（ALT18名）による小学校の外国語活動の授業、中学校の英語科の授業への補助があり、国
際理解教育・英語教育が推進されています。

教育指導課 0178-43-9461

青森県 八戸市 エコパスポート発行事業
市内の小中学生等を対象に、春休み、夏休み、冬休みの指定した一日に限り八戸市営バス全路線が乗り放題
になる「エコパスポート」を販売しています。

交通部運輸管理
課

0178-25-5141

青森県 八戸市 幼稚園就園奨励事業
私立幼稚園の設置者が、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、家庭の所得状況に応じて保育料等
を減免する事業に対し補助金を交付しています。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 第3子保育料軽減事業（私立幼稚園）
私立幼稚園の設置者が、安心して子どもを生み育てることができる環境をつくること等を目的に、家庭の所得状
況に応じて第3子以降の園児の保護者に対し保育料を減免する事業に補助金を交付しています。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 保育料軽減事業（認可保育所）
扶養する子が3人以上いる方に、認可保育所に入所している第3子以降の児童の保育料を世帯の所得状況に
応じて減免しています。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 認可外保育施設保育料助成金
扶養する子が3人以上いる方に、認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料の一部を世帯の
所得状況に応じて助成しています。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 つどいの広場事業（こどもはっち）
乳幼児と親の交流、地域の子育て支援及び子育て支援団体等の活動・交流の場として子育てつどいの広場「こ
どもはっち」を設置しています。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 地域子育て支援センター事業
保育所への委託により、子育て家庭に関する育児不安等についての相談や指導、子育てサークルへの支援を
行っています。一般型（開設日数・時間…週3日以上、1日5時間以上職員数…2名以上）

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 子育てサロン支援事業
地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流ができる場として、各地区公民館等において、ボランティ
アにより開催される子育てサロンの運営を支援しています。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 八戸市 ファミリーサポートセンター事業
地域での子育て支援と児童福祉の向上を目的とした、会員制の相互援助活動として、子育ての援助を受けたい
方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）の紹介業務を行っています。

子育て支援課 0178-43-9342

青森県 八戸市 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
両親が共働き等で、昼間家に誰もいない家庭の小学生が、学校の授業が終わってから（放課後)、夕方まで過ご
す場所を提供します。

子育て支援課 0178-43-9342

青森県 八戸市 病児・病後児保育事業
病気の回復期に至っていないが、当面の症状の急変が認められない場合で、両親が共働き等のため自宅での
保育ができない児童を、病院・保育所等において一時的に保育します。

こども未来課 0178-43-9094

青森県 五所川原市 遺児入学祝金等給付事業
父、母または父母をなくした義務教育終了前までの児童を対象に、申請により、入学祝金（小・中学校）7,000
円、卒業祝金（中学校）10,000円、弔慰金10,000円を支給。

家庭福祉課
児童家庭係

0173-35-2111
(内線2436)

青森県 十和田市 十和田ファミリー・サポート・センター事業
子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助ができる方が会員登録し、会員同士で子育てに関する相互援助
活動を実施します。主なサポート内容は、保育施設の開始前後や子どもの急な病気（軽度）等の預かり等です。

福祉課 0176-51-6717

青森県 十和田市 保育料軽減事業（認可外保育施設） 認可外保育施設に通う３人目以降の児童の保育料について、世帯の所得に応じて一部を助成します。 福祉課 0176-51-6717

青森県 十和田市 奨学金貸付事業
経済的理由により修学が困難な方に対して、修学上必要な学費を無利子で貸与します。
･高等学校　5名程度　月額15,000円以内　　･大学　15名程度　月額64,000円以内

教育総務課 0176-72-2305

青森県 十和田市 私立幼稚園就園奨励事業 私立幼稚園に通う園児への入園料及び保育料について所得に応じて補助します。 教育総務課 0176-72-2305

青森県 十和田市 子ども医療費給付事業
０～６歳の子どもの通院・入院費用の自己負担の全額（保険適用分）を給付します。小・中学生の入院費用の自
己負担の全額（保険適用分）を給付します。

福祉課 0176-51-6717

青森県 十和田市 放課後児童健全育成事業（仲よし会）
保護者が就労により昼間家庭にいない児童や、疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない児童の安全
確保と社会性を養うため、遊びと生活の場を提供し児童の健全育成を図ります。

福祉課 0176-51-6717

青森県 むつ市 放課後児童健全育成事業
保護者が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校就学児童
に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図ります。

児童家庭課 0175-22-1111

青森県 むつ市 保育料軽減事業
18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯の3人目以降の児童が入所した場合は、課税状況により一部が減額
となります。

児童家庭課 0175-22-1111

青森県 むつ市 私立幼稚園就園奨励費補助事業
世帯の所得状況に応じて、保育料を減免する私立幼稚園に対し、補助金を交付します。
※「子ども子育て支援新制度」に移行した私立幼稚園は除きます。

教育委員会総務
課

0175-22-1111

青森県 むつ市 就学援助事業
経済的な理由により就学を困難とする小・中学校の児童生徒の保護者に対し、学用品費等の援助をします。
（所得・課税状況等により審査）

教育委員会総務
課

0175-22-1111

青森県 むつ市 奨学金制度事業
むつ市に居住する方の子弟で、高等学校、大学、専修学校等に在学中又は入学予定で、2年以上の修学期間
がある者に対し、奨学金を貸与します。（要件有り）

教育委員会総務
課

0175-22-1111

青森県 つがる市 保育料軽減 保育料を国の基準額より引き下げている。3歳未満児：0円～31,290円3歳以上児：0円～30,000円 福祉課 0173-42-2111

青森県 つがる市 保育所等第２子支援助成事業
保護者等の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生む育てる環境づくりを通じて若者世代の定住を促進する
ため、第2子以降の児童について、保育所等の施設利用料を無料にします。

福祉課 0173-42-2111

5

http://www.ashoro.hokkaido-c.ed.jp/news/support.pdf
https://www.urahoro.jp/kurashi/ninsin_syussan_kosodate/cyorituyotien.html
http://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/2/hoikuryou_jyosei
http://www.akkeshi-town.jp/kurashi/sumai/H27_happy
http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/kosodate/ninshin_shussan/kosodateouen.html
http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/kosodate/mishuugaku/shien/kosodateshien.html
http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/03kurashi/20kenkou/15kodomo/2009-0315-1459-57.html
http://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku_06.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/koutsu/qanda/unkou-jyouhou.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/kosodate-shien/kodomo-kyouiku/gakkou-youtien-daigaku/houkago-ibasyo/01.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-shiawase/kodomo-kyouiku/soudan-teate-josei/kodomo-shien-center/tiiki-shien.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-shiawase/kodomo-kyouiku/soudan-teate-josei/tiiki-kosodate-shien/family-support-center.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-shiawase/kodomo-kyouiku/soudan-teate-josei/kodomo-shien-center/sanpopo.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/gakkou/hojo1.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/hoikusyo2.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/2015-0204-1659-30byouji.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/siennsennta-4.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/kosodate/tashiouen2014.html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,71201,42,62,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/10,72913,102,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,13461,127,315,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,4566,42,207,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/bus/teikikaisuuken/eco_passport.html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,4686,98,326,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,4626,98,326,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1886,98,334,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1886,98,334,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,46677,98,333,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1956,98,333,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1950,98,333,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1955,98,333,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/28,1885,98,334,html
http://www.city.goshogawara.lg.jp/15_katei/ijiengo.htm
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/35,1191,66,781,html
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/35,34747,66,780,html
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/35,2665,66,780,html
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/35,2744,33,234,html
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/35,1343,33,234,html
http://www.city.tsugaru.aomori.jp/kyouiku/h-ryoukin.html
http://www.city.tsugaru.aomori.jp/kyouiku/h-ryoukin.html


青森県 平川市 第2子以降保育所等利用者負担無料化事業
第2子以降の保育園児を持つ保護者（18歳未満の児童を2人以上養育していること）を対象に保育所等の利用
者負担額を無料とする。

子育て支援課
子育て支援係

0172-44-1111
(内線1151･
1152)

青森県 平川市 幼稚園就園奨励費補助金
平川市に住所があり、幼稚園に在園している3～5歳児又は年度途中に満3歳で入園する幼児の属する世帯を
対象に、幼稚園の入園料及び保育料の一部を補助。市民税所得割課税額により補助支給額が変わります。

学校教育課
教育振興係

0172-44-1111
(内線2263)

青森県 平川市 第2子以降幼稚園等利用者負担無料化事業
平川市に住所があり、当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもを2人以上有し、その第2子以降が幼稚園に
在園する世帯を対象に、第2子以降の幼稚園の利用者負担額を無料とする。

学校教育課
教育振興係

0172-44-1111
(内線2263)

青森県 平内町 幼稚園就園奨励支援事業 幼稚園に通う子供の保護者に対し、保育料及び入園料に係る費用を支給する。 学校教育課 017-755-2565

青森県 平内町 就学援助事業
経済的な理由により、就学を困難とする小・中学校の児童生徒の保護者に対し、学用品費等に係る費用を支給
する。

学校教育課 017-755-2565

青森県 平内町 平内町奨学金貸付事業
平内町に住所を有する者の子であり、大学、短大、各種専門学校及び高専後期二年に在学者に対し、奨学金を
貸付する。

学校教育課 017-755-2565

青森県 蓬田村 蓬田村修学奨励金貸与基金事業
大学、短大、各種専門学校及び農林漁業技能養成機関、高専後期2年に在学されている方に月20,000円（年間
240,000円）を貸与。奨励金は無利子

教育課 0174-31-3111

青森県 蓬田村 蓬田村就学援助費支給事業
村民税非課税者等を対象とし、児童生徒の就学に必要な次の項目について一部または全部の費用を支給。学
用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費。

教育課 0174-31-3111

青森県 藤崎町 奨学金制度
優秀な学生・生徒であって、経済的な理由等により修学が困難と認められる場合、無利子で奨学金等を貸与し
ます。

学務課 0172-69-5010

青森県 藤崎町 認可外保育施設保育料助成金
認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料について、世帯の所得状況に応じてその一部を助
成します。

住民課
子育て支援係

0172-75-3111
(内線2135・
2136)

青森県 藤崎町 遺児等援護対策事業
藤崎町にお住まいの遺児（死別によるひとり親家庭等又は父母のいない児童）が、小・中学校に入学するとき又
は中学校を卒業するとき、祝金を支給します。
・入学祝金（小・中学校）7,000円　・卒業祝金（中学校）10,000円

住民課
子育て支援係

0172-75-3111
(内線2135・
2136)

青森県 藤崎町 私立幼稚園就園奨励費補助金事業
幼稚園に入園している子どもの保護者に対して、所得及び世帯の状況に応じて、保育料及び入園料を補助しま
す。

学務課 0172-69-5010

青森県 大鰐町 保育料軽減事業
町内に住所を有する、保育所等に入所している児童の保育料の保護者負担を軽減するため、国の徴収基準よ
り料金を軽減しております。

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 遺児入学祝金等給付事業
町内に住所を有する、父、母または父母を亡くした等の義務教育終了までの児童の保護者へ助成。［入学祝金
（小・中学校）7,000円］、［卒業祝金（中学校）10,000円］、［弔慰金10,000円を支給］

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 大鰐温泉スキー場リフト無料事業
大鰐町内の小・中学校に在学している児童・生徒に対し大鰐温泉スキー場のリフト料金１日券が無料になりま
す。（１シーズンの利用回数は５回までになります。）

学務生涯学習課 0172-48-3201

青森県 野辺地町 多子世帯保育料軽減事業
保育園に入所している第3子以降であって、かつ、3歳以上の子に係る保育料について、所得に応じた額を助
成。

介護・福祉課
0175-64-2111
（245）

青森県 七戸町 子育て支援センター事業 乳幼児及びその保護者の交流の場として、子育て等に関する相談、援助、情報提供などを行う。 社会生活課 0176-68-2114

青森県 七戸町 病後児保育事業
自宅での保育が困難な保護者を対象に、病気の「回復期」であり、かつ集団保育が困難な児童を、保育園等に
おいて一時的に保育する。

社会生活課 0176-68-2114

青森県 七戸町 放課後児童健全育成事業
保護者が就労のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられない小学校1年から6年までの児童に対
し、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図る。

社会生活課 0176-68-2114

青森県 七戸町 保育料軽減事業 保護者に対し、第3子以降の児童の保育所入所に係る保育料負担を軽減する。 社会生活課 0176-68-2114

青森県 七戸町 ブックスタート事業
6ヶ月児健診の際に、絵本の読み聞かせをした後、ブックスタートパック（絵本、イラストアドバイス集、コットン
バック、絵本リスト、図書利用カードなど）を配布。

七戸中央図書館 0176-62-2119

青森県 七戸町 学校給食費給付金交付事業
町内外の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、町内に住所を有し現に居住している方を対象に、学校給
食に要する費用を支給し、経済的負担を軽減する。

学務課 0176-62-9701

青森県 七戸町 奨学資金貸付事業
人材育成を図ることを目的として奨学金を貸し付けする。　・大学：月額4万円以内　・外国の大学（大学院修士
課程）：月額5万円以内　・大学又は専門学校への進学：入学一時金50万円限度

学務課 0176-62-9701

青森県 おいらせ町 第3子以降保育料無料化
18歳未満の児童が３人以上いる場合で、３人目以降の子どもが幼稚園、保育所、認定こども園等を利用した場
合の保育料は無料とします。

町民課子育て支
援室

0178-56-4259

青森県 おいらせ町 すくすく子育て支援事業
幼稚園に通園する第３子以降の子どもの保育料の一部を補助します。所得制限あり（他に幼稚園就園奨励金
制度あり）

学務課 0178-56-4258

青森県 大間町 保育料軽減事業
大間町にお住まいの18歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯について、3人目以降の児童が保育所等に入
所した場合は、課税状況により保育料の一部が減額されます。
【対象者】　認可・認可外保育所に入所して保育を受ける乳児、幼児の扶養義務者

住民福祉課 0175-37-2111

青森県 三戸町 保育料軽減事業 保育料を国の基準額から20～30%程度引き下げ。 住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 絵本とお話の町づくり事業
生後２～３カ月の乳児の保護者に、三戸町出身の馬場のぼるさんの作品「11ぴきのねこ」の絵本プレゼントや、
絵本の読み聞かせ活動などを実施。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 子育て支援拠点事業 子育て世帯の親子の交流の場や親子がくつろげる場として、総合福祉センター内にのぼたん広場を設置。 住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 放課後児童健全育成事業
保護者が就労等により日中家庭にいない児童に対し、放課後を過ごす適切な生活の場を与え、健全な育成を
図る。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 遺児入学祝金等給付事業
死別等によるひとり親家庭または父母のいない義務教育終了前の児童に対し、小中学校入学時、中学校卒業
時に、入学祝金7,000円、卒業祝金10,000円を支給。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 一時預かり事業
保護者の冠婚葬祭や傷病などの緊急時に、一時的に児童を町内の私立保育園及び幼稚園で預かり、子育て
家庭を支援。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 延長保育事業 就労形態の多様化などに伴う延長保育の需要に対応するため、開所時間を超えての保育業務を実施。 住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 地域活動事業 学童保育などで地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サービスを提供。 住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 奨学金制度
高等学校、高等専門学校、専修学校、短大、大学（院）等に進学予定、あるいは在学中で経済的理由により修
学が困難なものに対し、奨学金の貸付を実施。

教育委員会事務
局

0179-20-1157

青森県 三戸町 放課後子どもプラン推進事業
小学生を対象に、放課後に子どもたちが安全に安心して活動できるよう活動拠点を設け、スポーツや文化活
動、地域住民との交流活動を実施。

中央公民館 0179-22-2186

青森県 三戸町 健やか母子支援事業（乳幼児健診） 乳児検診を3回実施。 健康推進課 0179-20-1152

青森県 三戸町 コミュニティバス運行事業 町内の区間運賃は一律100円、中学生以下は無料で乗車可能なコミュニティバスを運行。 総務課 0179-20-1111

青森県 田子町 保育料軽減事業
（条件）町内に住所を有する児童
（内容）保育料の3分の1を助成

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

青森県 田子町 保育園延長事業
（条件）・町内民間保育園
（内容）・延長保育委託料全額補助

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

青森県 田子町 入学祝い金支給事業

（条件）
・小学校、中学校（町外含む）及び田子高等学校に新入学する、町内に居住する児童生徒
（内容）
・小学校入学時　3万円支給
・中学校入学時　5万円支給
・田子高校入学時　8万円支給

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

青森県 南部町 学校給食費無料化事業（小・中学校） 町内に居住する小中学生の学校給食費を町で助成。 学務課 0179-34-2587

青森県 三戸郡新郷村 学校給食費無料化事業（小・中学校） 給食費（小学校2校計7,500千円中学校計6,996千円：1ヶ月5,000円）を平成25年4月より、村が負担する。
新郷村教育委員
会

0178-78-2111
内線714

岩手県 遠野市 わらすっこ基金助成事業
寄附金を原資に創設した「遠野市わらすっこ基金」を活用し、体験活動や子どもの自立支援活動など、子育て支
援を目的とした活動に係る全市的な取り組みに対し30万円を上限に助成する。

子育て総合支援
課

0198-62-2111

岩手県 遠野市 わらすっこの誕生応援事業
小学校就学前の乳幼児の予防接種費用や保育に掛かる費用の一部を助成。対象は新生児で、一人１万円の
わらすっこ応援券を交付。また、地元産材を使った赤ちゃんの名前入り木製写真立ても贈呈。

子育て総合支援
課

0198-62-2111

岩手県 遠野市 看護保育安心サポート事業
県立病院と連携し、病児等保育施設を運営。感冒・感染性胃腸炎など乳幼児が日常かかる病気や水痘、流行
性耳下腺炎などにかかった子どもや、回復期にある子どもを保護者に代わって保育する。利用料金は2,000円

子育て総合支援
課

0198-62-2111

岩手県 一関市 ファミリーサポートセンター事業 子育ての手助けが必要な人と子育ての手助けができる人とを結ぶ会員制の子育て支援ネットワーク事業です。
保健福祉部
子育て支援課

0191-21-2172

岩手県 一関市 子育て支援拠点施設「おやこ広場」事業 おおむね3歳以下の子どもとその保護者が気軽に集うことができる場を提供します。
保健福祉部
子育て支援課

0191-21-2172

岩手県 一関市 一関市奨学金貸与制度
経済的な理由で就学が困難な方に奨学金を貸与します。要件は保護者が一関市内に３ヶ月以上住民登録をし
ている高校以上の在学生で、奨学金（月額）高校生12,000円、高専生20,000円、大学生等45,000円、償還は12ヶ
月を経過後から月賦、無利子です。

教育部教育総務
課

0191-21-8823

岩手県 一関市 第3子以降保育料補助事業 保護者が3人以上の子を扶養している場合3人目以降の子の保育料を無料とします。
保健福祉部
子育て支援課

0191-21-2172

岩手県 一関市 病後児保育事業 病気の回復期にある児童を医療機関併設施設において一時的に預かります。
保健福祉部
子育て支援課

0191-21-2172

岩手県 雫石町 保育料の助成 保育料の第２子半額、第３子以降は無料。 福祉課 019-692-6477

岩手県 雫石町 子育て支援事業
雫石町では、第３子の出産時に５万円の出産祝い金を給付するほか、地域全体で子育てを支援する基盤を作り
ながら地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。

福祉課 019-692-6477

岩手県 葛巻町 くずまキッズ予防接種事業 ロタ、Ｂ型肝炎等、任意接種の予防接種に要する費用を助成する。 健康福祉課 0195-66-2111

岩手県 葛巻町 エンゼルおむつ券交付事業 新生児におむつ購入券１万円分を交付
健康福祉課
（社会福祉協議
会）

0195-66-2111

岩手県 葛巻町 チャイルドシート貸出事業 チャイルドシートの貸し出しを必要とする家庭に1世帯に1台まで無償で貸し出しを行う。
健康福祉課
（社会体育館）

0195-66-2111

岩手県 葛巻町 奨学金制度
葛巻高校へ入学する生徒と、葛巻高校から大学へ進学する生徒に奨学金を貸与（葛巻育英会）。
葛巻高校を卒業し、国公立大学へ進学する生徒に奨学金を貸与（三浦梧楼育英会）

教育委員会事務
局

0195-66-2111

岩手県 葛巻町 山村留学制度
山村留学生として葛巻高等学校に入学する生徒に、くずまき高原牧場内にある宿泊施設「くずまき交流館プラ
トー」の客室を学生寮として、月額20,000円（３食の食事付き）で提供。

政策秘書課 0195-66-2111

岩手県 一戸町 幼児教室（めだか教室）
小学校入学前の子どもの身体やこころ、言葉等の発達で心配を感じている親に対し、集団での遊びの場を通じ
て経験を広げ、その発達を支援していく教室。

健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町
地域子育て支援センター「子育て支援ひろばの
びのび」

地域に密着した子育てをサポートする場。子育ての相談に応じたり、情報提供やいろいろな行事や教室絵を開
催。

子育て支援ひろば
のびのび

0195-32-3770

岩手県 一戸町 保育所保育料 保育料の上限を10,000円に低く設定している。 健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町 一戸町就学援助
経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者を対象に、児童が義務教育を円滑に受けることが
できるよう、学用品費などを助成。

学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 放課後子ども教室
放課後に、地域の方々の協力を頂きながら、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを目的として実施。子供
たちの主体的な活動を基本としたうえで、遊びや体験・交流活動などのプログラムを行う。

生涯学習課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 学童クラブ
放課後、帰宅しても、保護者が働いていたり、病気で面倒を見てもらえない小学校の児童を対象に、遊びを中心
とした活動を通して生活指導を行う。

健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町 土曜学習
中学生の土曜日における充実した学習機会を提供することにより進路実現（高校受験）に向けて生徒個々の学
力向上を図る。

学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 IGR通学定期補助 IGRいわて銀河鉄道通学定期購入にかかった費用の一部を助成。 まちづくり課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 一戸町育英会奨学金 経済的理由により高校などでの就学が困難な優良学生を対象に、奨学金を貸与。 学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 勤労者教育資金 子どもが高校・高等専門学校などへ進学するための資金を融資。
東北労働金庫
二戸支店

0195-25-4911

岩手県 一戸町 公益信託田村清蔵記念奨学金 学業優秀、品行方正、かつ経済的理由により大学などでの小学が困難な人に対して奨学金の給付（返還なし） 学校教育課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 一戸町医学生奨学金貸付 将来、一戸町で勤務する医師を目指している医学生に奨学金を貸付。 健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町 産婦・新生児・乳児家庭訪問
出生届や相談をもとに、お母さんと赤ちゃんの健康視察と支援のため、保健師や助産婦、栄養士が家庭訪問を
行います。

健康福祉課 0195-32-3700
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岩手県 一戸町 ベビーチェアシートの貸出 0歳から1歳未満用ベビーチェアシートを無料で貸出します。
一戸町社会福祉
協議会

0195-33-3385

岩手県 一戸町 すくすく教室
発育の確認のほか、歯科や離乳食について日常生活で参考にしていただける教室。各月齢に応じた離乳食を
実際に調理、試食します。

健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町 町立すこやか病児保育 病気や発熱で保育所や学校を休む場合に一時的に子どもを預かって保育、看護を行います。
すこやか病児保育
室

0195-43-3161

宮城県 石巻市 子ども医療費助成事業 通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業まで医療費を助成（所得制限あり） 健康部保険年金
課

0225-95-1111

宮城県 石巻市 放課後児童健全育成事業
仕事や病気などの理由により、昼間保護者が不在になる家庭の小学校1年生から6年生までの児童が放課後に
過ごす生活の場として、小学校の余裕教室や校舎外クラブ専用室等において開設しています。

福祉部子育て支
援課

0225-95-1111

宮城県 石巻市 ファミリー・サポート事業
「子どもを預かってほしい方」（利用会員）が通院・残業またはリフレッシュしたい時などに「子どもを預かることが
できる方」（協力会員）がお子さんを預かる会員制度。月曜～金曜午前７時～午後７時まで１時間あたり６００
円。土・日・祝日等並びに午前７時～午後７時以外の時間は１時間あたり７００円

福祉部子育て支
援課

0225-95-1111

宮城県 石巻市 母子・父子家庭医療費助成制度
母子、父子家庭の児童（18歳の年度末まで）及び18歳の年度末までの児童を扶養する母、父または父母のいな
い児童（18歳の年度末まで）を対象として、保険証を使って病院，診療所で診察、薬剤の支給などを受けた場合
等に窓口で支払う自己負担額から1,000円（入院の場合は2,000円）を控除した額が助成される。

福祉部子育て支
援課

0225-95-1111

宮城県 名取市 ファミリーサポートセンター事業
お子さんを預けたい人（利用会員）と預かりたい人（協力会員）が会員登録し、事前に顔合わせの上、育児の援
助を会員相互の助け合いで行い、地域で子育てを応援する事業。

子ども支援課 022-384-2111

宮城県 名取市 育児ヘルプサービス事業
出産後まもなく、何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず、家事や育児が困難な家庭にヘルパーを派
遣し、家事や育児の支援を行う事業。

保健センター 022-382-2456

宮城県 登米市 こんにちは赤ちゃんサロン・プレママサロン事業
妊婦と概ね1歳までのお子さんを持つ母子が、子育て支援センターを会場に、気軽に集える場を設け交流を図り
ます。保育士・保健師・栄養士・助産師が情報提供や相談に応じます。

健康推進課 0220-58-2116

宮城県 登米市 子育て用品支給事業
子育て家庭における経済的負担を軽減するため、満1歳未満の乳児を抱える家族に対し、紙おむつ及び育児用
品を支給します。

子育て支援課 0220-58-5562

宮城県 登米市 就学援助制度
公立小中学校に在籍する児童生徒の就学が、経済的理由によって困難な世帯に対して学用品費や給食費など
就学にかかる費用の一部を補助します。

学校教育課 0220-34-2679

宮城県 栗原市 放課後児童クラブ
保護者の就労や病気などにより、適切な保護及び教育を受けることができない、児童（１年生から６年生）に対し
て、学校の空き教室等を利用して、家庭に代わる生活の場を提供します。

社会教育課 0228-42-3514

宮城県 栗原市 保育所保育料２人目以降無料化 保育所、幼稚園、認定子ども園に第１子が入園した場合、第２子以降の保育料が無料。 子育て支援課 0228-22-2360

宮城県 栗原市 子育て家庭支援員訪問事業
１８歳未満の児童又は妊婦のいる家庭で、子育てに不安や孤立感を抱える家庭等に訪問し、育児の悩みの傾
聴や家事・育児の支援を行う。

子育て支援課 0228-22-2360

宮城県 大崎市 大崎市保育料減免制度 保育料兄弟入所の場合，第２子基準額の1/2，第３子以降０円 子育て支援課 0229-23-6045

宮城県 七ヶ宿町 子育て応援支援金 総額で第１子１０万円、第２子５０万円、第３子７０万円の支援金を出生時、小中高の入学時の４回に分けて支
給

町民税務課 0224-37-2114

宮城県 七ヶ宿町 給食費助成制度 小中学校給食費の１/２を助成 教育委員会 0224-37-2112

宮城県 七ヶ宿町 保育料減免制度 保育料の２/３減免と第２子以降及び３歳児未満は全額免除 教育委員会 0224-37-2112

宮城県 村田町 第3子以降保育料助成制度（幼稚園・保育所） 町内全幼稚園及び保育所に通園する第3子以降以降の保育料について、全額助成するもの。
教育総務課
子育て支援課

0224-83-2037
0224-83-6405

宮城県 村田町 すこやか出生祝金制度
第2子以降のお子様が誕生したご家庭にすこやか出生祝金を支給。
第2子出生時 5万円・第3子出生時10万円・第4子出生時20万円・第5子以降出生時30万円

子育て支援課 0224-83-6405

宮城県 村田町 子育て支援ゴミ袋支給制度 要件を満たす子育て世帯について、有料指定ごみ袋Ｌサイズ60枚を無料支給（1回）。 子育て支援課 0224-83-6405

宮城県 村田町 子ども医療費助成制度
15歳以下（中学校卒業）まで、医療機関等で受診するとき、健康保険証、子ども医療費助成受給者証を提示す
ると、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

子育て支援課 0224-83-6405

宮城県 川崎町 乳幼児応援助成券支給事業 満１歳児までの乳児に対し１ヵ月１万円の助成券（紙おむつ・粉ミルク・ベビーフード等）を支給する。 保健福祉課 0224-84-6008

宮城県 山元町 乳幼児予防接種料金助成 定期予防接種費用全額助成
保健福祉課健康
推進班

0223-37-1113

宮城県 山元町 母子保健健康診査事業
集団健診（３～4か月、1歳6か月、3歳6か月、）を無料で実施。医療機関での乳幼児健診（2ヶ月児・8-9ヶ月児）
費用助成　。

保健福祉課健康
推進班

0223-37-1113

宮城県 山元町 ベビーマッサージ・ベビーコミュニケーション講座
生後２ヶ月から１歳６ヶ月までの乳幼児がいる親子を対象に、ベビーマッサージ等の分野で活躍する蛯原英里さ
んをお招きし、お母さんと赤ちゃんのスキンシップによるコミュニケーション方法を学ぶための講座を年２回開

保健福祉課
子育て支援班

0223-37-1113

宮城県 山元町 すこやか絵本事業
１歳６～８ヶ月児健診時に町が選定した絵本１５冊のうち希望する絵本２冊を交付、３歳６ヶ月児健診時に町が
選定した絵本もしくは知育ツール１０個のうち希望するもの１つを交付する。

保健福祉課
子育て支援班

0223-37-1113

宮城県 山元町 あったかご飯提供事業（保育所完全給食）
３歳以上児の主食（白飯）持参を完全給食化し、保育所に入所している児童全員へ暖かいご飯を提供。冬場の
食欲改善や、夏場の衛生面に配慮し、また共働きの保護者に対し忙しい早朝時の負担軽減をはかる。

保健福祉課
子育て支援班

0223-37-1113

宮城県 山元町 こども医療費助成
平成２７年１０月診療分より、中学校３年生までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負
担額を助成。所得制限あり。（平成２７年９月までに通院した分については、小学校就学前までの子どもが対象）

保健福祉課
福祉班

0223-37-1113

宮城県 山元町 母子・父子医療費助成
ひとり親家庭等の児童及び父母ならびに父母のいない児童に保険適用分の医療費の自己負担のうち一医療
機関一月につき1,000円を超える額を児童が18歳到達後の最初の年度末まで助成。

保健福祉課
福祉班

0223-37-1113

宮城県 色麻町 子ども医療費助成事業 町内に住む満18歳以下子ども（到達後最初の3月31日まで）の医療費を助成します。 町民生活課 0229-65-2156

宮城県 加美町 子育て応援出産祝金
お子さんが生まれた家庭を応援するため、出産祝金として第１子・第２子は20,000円の商品券、第３子以降は
50,000円の現金と50,000円の商品券を支給。

子育て支援室 0229-63-7870

宮城県 加美町 保育料の助成（保育所・認定子ども園） 町立保育所・認定子ども園の保育料について、一人目を小学校就学前として二人目が半額、三人目が無料。 子育て支援室 0229-63-7870

宮城県 女川町 保育料の減免
同一世帯から2人以上の児童が入所している場合、2人目の児童の保育料は半額とする。第3子以降の児童の
保育料は無料に減額される場合がある。母子世帯、在宅障害児（者）のいる世帯については、保育料が減額さ
れる場合がある。

健康福祉課 0225-54-3131

宮城県 女川町 就学援助制度
経済的理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学奨励についての国の援助に
関する法律及び同法施行規則に基づき、学用品費や学校給食費の就学費用を援助する。

教育総務課 0225-54-3133

宮城県 女川町 奨学金貸与制度
女川町内に２年以上居住している高校生・大学生等で、学術優秀にして健康であり経済的な理由で就学が困難
な状態の者に対して無利子で貸付けを行うもの。

教育総務課 0225-54-3133

宮城県 南三陸町 子ども医療費助成制度 中学生までの子どもが医療機関で保険診療を受けた場合の自己負担分を助成（18歳まで拡大予定） 町民税務課 0226-46-1373

宮城県 南三陸町 保育料軽減制度 国基準の保育料に対し、平均で約40％軽減 保健福祉課 0226-46-2601

秋田県 秋田県 すこやか子育て支援事業
小学校入学前までの子どもの年齢や出生順位、入所（園）施設を問わず、保育料等の助成を全国トップレベル
で提供しています。

健康福祉部子育
て支援課

018-860-1341

秋田県 秋田県 地域子ども・子育て支援（病児保育）
病児や体調不良児を看護師等が病院や保育所等の専用スペースで一時的に保育を行う市町村を助成し、受入
体制を整えています。

教育庁幼保推進
課

018-860-5127

秋田県 秋田県 高等学校等就学支援金制度
高等学校の授業料に相当する就学支援金を交付します。（受給には保護者における所得制限等の条件があり
ます。）

教育庁高校教育
課

018-860-5161

秋田県 秋田県 高校生等奨学給付金制度
授業料以外の公立高等学校における教育費に対し給付金を支給します。（受給には保護者全員の市町村民税
所得割額等の条件があります。）

教育庁高校教育
課

018-860-5161

秋田県 秋田県 私立学校就学支援事業 収入状況に応じ、私立高校への就学に係る経費を助成します。 教育庁総務課 018-860-5111

秋田県 秋田県 奨学金制度 大学・専修学校・高等学校への在学等に対し、奨学金を貸与します。
公益財団法人秋
田県育成会

018-860-3552

秋田県 秋田県 幼稚園就園奨励費補助 市町村が行う幼稚園の入園・保育料に対する助成に対し県が助成し、子育てに要する経費負担を軽減します。 教育庁幼保推進
課

018-860-5127

秋田県 秋田県 私立幼稚園運営費補助（特別支援教育） 障害児を受け入れて特別支援を行う私立認定こども園・私立幼稚園を助成し、受入体制を整えています。 教育庁幼保推進
課

018-860-5127

秋田県 秋田県 私立幼稚園運営費補助（預かり保育推進） 通常の教育時間を超えて預かり保育を行う私立幼稚園を助成し、受入体制を整えています。 教育庁幼保推進
課

018-860-5127

秋田県 秋田県 地域子ども・子育て支援（一時預かり）
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、幼稚園・保育所等で一時預かりする市町村
を助成し、受入体制を整えています。

教育庁幼保推進
課

018-860-5127

秋田県 秋田県 地域子ども・子育て支援（延長保育）
保育認定を受けた子どもに、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に保育所等で保育を提供する市
町村を助成し、受入体制を整えています。

教育庁幼保推進
課

018-860-5127

秋田県 秋田市 認定等保育施設保育料助成事業
認定保育施設（認可外保育施設のうち一定の基準を満たす施設）および認可外保育施設（事業所内保育所、へ
き地保育所除く）の利用者に対し認可保育所保育料との差額の一部を助成。（助成割合は保護者の所得で異な

子ども未来部
子ども育成課

018-866-6649

秋田県 秋田市 認定こども園・幼稚園預かり保育料助成事業
認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用する保護者に対し、預かり保育にかかる費用の一部を助成する。（助
成割合は、保護者の所得状況に応じて異なる）

子ども未来部
子ども育成課

018-866-2094

秋田県 秋田市 在宅子育てサポート事業 在宅で子育てをしている保護者に対し、６つの子育てサービスを利用できるクーポン券を交付する。
子ども未来部
子ども未来セン
ター

018-887-5340

秋田県 秋田市 ファミリー・サポート・センター利用助成事業 ファミリー・サポート・センターの利用者に対し、利用料金の１／２を助成する。
子ども未来部
子ども未来セン
ター

018-887-5340

秋田県 能代市 めんchoco親子応援事業

産後１か月健康診査、母乳育児相談について助成します。
○産後１か月健康診査：産後１か月健康診査の指定項目について助成。使用期間は出産後８週まで。○母乳
育児相談補助券：母乳育児相談に関する費用の一部を３回まで補助。使用期間は出産日から産後６か月まで。
母乳育児相談に要した保険適用外の費用のうち、1回につき２，１６０円（税込み）を上限。

健康づくり課 0185-58-2838

秋田県 能代市 母子保健事業 妊娠初期から出産前にかけての定期的な妊婦健康診査等の実施 健康づくり課 0185-58-2838

秋田県 能代市 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金
学生等（大学・短大・専門学校・大学院）に対し月額45,000円以内を無利子で貸与します。なお、償還期間中の
毎年4月及び10月に能代市又は山本郡内に居住を確認できたとき、償還金の一部免除あり。

学校教育課 0185-73-5281

秋田県 男鹿市
すこやか子育て支援事業
（第3子以降の保育料無料）

所得に関係なく、第３子以降の乳幼児の保育料を免除
※第１子、２子については県単独の助成（1/4、1/2）事業あり。

市民福祉部
健康子育て課

0185-27-8074

秋田県 男鹿市 親元同居近居支援事業
子育て世帯の育児、家事の負担を軽減するため、市外から転入する子育て世帯が親世帯等と市内に居住する
近居、または同居するための住宅の取得や改修、もしくは住宅の賃貸に要する費用の一部を助成（取得・改修：
限度額50万円　賃貸：月限度額1.5万円を最大２年間）

総務企画部
企画政策課

0185-24-9122

秋田県 男鹿市 子育て世帯応援プラン事業
子育て世帯の経済的負担の軽減を図り定住化を促進するため、市と協定を締結した銀行から子育てに係る資
金の貸し付けを受けたかたに、融資に係る利子の一部を補助します。（利子補給率1.5％　最大３年間）

総務企画部
企画政策課

0185-24-9122

秋田県 男鹿市 ブックスタート事業
赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する情報などが入ったブックスタート・パックを手渡し、絵本を介して
心ふれあうひとときをもつきっかけをつくる

教育委員会事務
局
生涯学習課（男鹿

0185-23-2552

秋田県 男鹿市 奨学金制度
保護者が市内に在住する学生（高校、高専、専修学校、短期大学、大学など）に対し、月額12,000～30,000円を
貸与

教育委員会事務
局

0185-24-9100

秋田県 男鹿市 就学援助費の支給
経済的な理由によりお困りの方のために、学用品費、給食費、修学旅行費等学習に必要な費用の一部を援助
（市税減免世帯、児童扶養手当受給世帯など　所得審査あり　）

教育委員会事務
局

0185-24-9100

秋田県 男鹿市 「子育て応援米」支給事業
18歳未満の子どもを持つ世帯に男鹿産新米あきたこまち（1等米）を支給。子ども1～2人世帯は10㎏、子ども3人
以上世帯は30㎏を支給

市民福祉部
健康子育て課

0185-27-8074

秋田県 男鹿市 育児用品購入費補助金制度 1歳未満の乳幼児1人につき、市内で購入した新品育児用品を対象に購入費の1/2、上限1万円を2品まで補助
市民福祉部
健康子育て課

0185-27-8074

秋田県 男鹿市 おがっ子ネウボラ
母子保健コーディネーターを中心に、保健師、助産師、臨床心理士などが一つになった支援チームの窓口を設
置しています。

市民福祉部
健康子育て課

0185-27-8155

秋田県 男鹿市 ファミリーサポートセンター事業 子育ての援助を受けたい人と行いたい人とが会員になって、子育て家庭を地域で支えるシステム
市民福祉部
健康子育て課

0185-27-8074

秋田県 鹿角市 かづのの宝育成支援補助金
鹿角市在住で第３子以降の小中学生を養育している方に、学校教育に係る費用（小学校に在籍する一人につき
年額１２，０００円、中学校に在籍する一人につき年額２４，０００円）を助成します。

総務学事課
学事指導班

0186-30-0291

秋田県 鹿角市 すこやか子育て支援事業
階層制限内の第１子、第２子の保育料、幼稚園使用料を基準額に対して半額、第３子以降の保育料、幼稚園使
用料を全額助成します。

福祉課
子育て支援班

0186-30-0235

秋田県 鹿角市 かづのの宝夢支援補助金（授業料） 鹿角市在住で第３子以降の高校生を養育している方に、授業料（月額上限９，９００円）を助成します。
総務学事課
学事指導班

0186-30-0291

秋田県 鹿角市 かづのの宝夢支援補助金（教科書等購入）
鹿角市在住で第３子以降の高校生を養育している方に、教科書等購入に係る費用（年額上限３６，０００円）を助
成します。

総務学事課
学事指導班

0186-30-0291

秋田県 鹿角市 鹿角市奨学資金
鹿角市民の子弟で義務教育を終了し、通信制の課程を除く学校に進学見込み又は在学する方に、学資金（高
校、高専前期の３年間：月額１０，０００円、高専後期の２年間、専修学校、短期大学、大学：月額３０，０００円）を
貸与します。

総務学事課
総務班

0186-30-0290
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秋田県 鹿角市 児童クラブ利用料減免制度
鹿角市内児童クラブを利用する児童で、減免対象に該当する児童の利用料を減免（減免率は対象により異なり
ます）します。

福祉課
子育て支援班

0186-30-0235

秋田県 由利本荘市 ファミリー・サポート・センター事業
子育てを手伝って欲しい人（利用会員）と子育てをお手伝いしたい人（協力会員）がそれぞれ会員になって、子
育て家庭を地域で支え合うシステムです。

市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 病後児保育事業
子どもが病気の回復期にあり、集団保育等が困難な期間や、急用等で家庭で看病する人のいない場合に子ど
もを一時的に預かることで、健康を守りながら保護者の子育てと就労の両立を支援する事業です。

市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 就学前児童発達支援事業 心身の発育に遅れの疑いのある児童の適応力をつけるため、集団での遊びや学習を行います。
市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 幼児通級指導教室運営事業 子どものが小学校での生活や学習に適応できるよう、就学支援員が個別に指導します。
教育委員会学校
教育課

0184-32-1310

秋田県 由利本荘市 放課後児童健全育成（放課後児童クラブ）事業 保護者が日中家庭にいない小学生の安全や居場所を確保します。
市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 保育料の軽減措置
子育て世帯の経済的負担を軽減のため、保育料（保育園と幼稚園、認定こども園）を国が定める上限額の60％
に抑えて設定。秋田県内でも手厚い内容です。

市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 就園奨励費事業
幼稚園児の保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼稚園に通園する入園料・保育料を市民税額により減
免します。（H27年末で終了予定）

市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 子育て支援センター運営・育児相談事業
地域の子育て家庭に対して、育児不安等の相談や育児サークルの育成など、総合的な子育て支援事業を行う
施設です。

市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 子育て支援金事業 新生児の誕生を祝い、子育て支援のため第２子に10万円、第3子以降に20万円を交付。
市民福祉部子育
て支援課

0184-24-6319

秋田県 由利本荘市 こんにちは赤ちゃん事業 全ての乳児家庭を訪問し、生後４ヶ月までの乳児の体調の確認や困りごとなどに対応します。
健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市
産後１ヶ月検診（母）と母乳育児相談費用助成
事業

出産した母の身体の回復状況を確認するために重要な「産後１ヶ月検診（母）」を助成します。母乳に関するトラ
ブルを助産師に相談する「母乳育児相談」に要する費用を助成します。

健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 潟上市 産後1ヶ月健診
①1人につき1回：産後1ヶ月の時期
②母乳育児相談補助券（1人につき3回まで：生後6ヶ月まで）の発行

健康推進課 018-853-5315

秋田県 潟上市 チャイルドシート購入費助成 購入費の50%を補助。上限15,000円（千円未満切捨）
市民課
生活環境班

018-853-5370

秋田県 潟上市 インフルエンザ予防接種助成 1回につき、1,000円を助成。（対象者：6ヶ月以上高校生相当の者、妊婦及び65歳以上） 健康推進課 018-853-5315

秋田県 北秋田市 延長保育・一時保育・病児病後児保育の実施
通常保育時間より延長して保育を必要とする方、一時的な事情で保育を必要とする方、病児・病後児を預けな
ければいけない方に対する受入を各保育園で実施。

福祉課 0186-62-6638

秋田県 北秋田市 放課後児童クラブ事業
小学生の放課後の学童保育として小学校単位で児童クラブを開設。希望により活用可能。おやつ代の実費負
担あり。

生涯学習課 0186-62-1130

秋田県 北秋田市 奨学資金貸付制度 高校・大学等に進学するための奨学資金を無利子で貸付。
教育委員会
総務課

0186-62-6616

秋田県 北秋田市 高校生定期券補助金制度 秋田内陸線を利用して高校に通学する生徒に対し、定期券の約1/2を助成。 内陸線支援室 0186-62-6616

秋田県 北秋田市 乳幼児健康診査・育児相談事業
乳幼児健康診査を4回（4ヶ月児、10ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児）実施するほか、育児健康支援としてマタニティ
講座、育児相談、5歳児健康相談、乳幼児歯科保育指導を実施。

医療健康課 0186-62-6666

秋田県 北秋田市 奨学金返還支援助成金

平成27年4月1日から32年3月31日までの間に北秋田市に転入し指定する奨学金等の返還を開始した方、又は
北秋田市外に1年以上居住していた方で平成27年4月1日から32年3月31日までの間に北秋田市に転入した時
点で45歳未満の方が、それぞれ交付決定の日から5年を超える期間北秋田市に居住することを条件に、返還額
の1/2または1/3を助成。

総合政策課 0186-62-6606

秋田県 にかほ市 チャイルドシート購入補助 チャイルドシートの購入費を、上限15,000円で半額補助。
市民福祉部
子育て長寿支援

0184-32-3040

秋田県 上小阿仁村 すこやか子育て支援事業 保育園に入園された児童の保育料の２分の１を減免する。 住民福祉課 0186-77-2222

秋田県 三種町 学校給食費助成事業
小・中学校に在籍する第1子、第2子の給食費を半額免除、第3子以降は全額免除。
給食費の消費税アップ分の補填。

教育委員会 0185-87-2115

秋田県 八郎潟町 学校給食費助成事業 町内に住所を有する児童・生徒の保護者を対象に給食費の全額を助成。 教育課 018-875-5821

秋田県 八郎潟町 通学児童バス定期券購入補助事業 通学児童バス定期券の購入補助を全額補助。 教育課 018-875-5821

秋田県 羽後町 うごまち「未来の宝」応援給付金
第３子以降のお子さん１人につき毎月１万円を６歳の誕生月まで支給。
第４子には上記に加え、６歳誕生月に一時金１０万円、第５子以降には６歳誕生月に一時金２０万円を支給。

福祉保健課 0183-62-2111

秋田県 東成瀬村
子育て支援金
（Ｈ18.4.2～Ｈ27.4.1生まれの子ども）

第1・2子：出生時、小学校入学時、中学校入学時、高校入学時にそれぞれ3万円を支給。第3子以降は、それぞ
れ5万円を支給。

民生課 0182-47-3405

秋田県 東成瀬村
子育て支援金
（Ｈ27.4.2生まれ以降の子ども）

第1・2子：出生時・小学校入学時に各3万円、中学校入学時・高校入学時に各5万円を支給。第3子以降は、出生
時・小学校入学時に各20万円、中学校入学時・高校入学時に各30万円を支給。

民生課 0182-47-3405

秋田県 東成瀬村 学校給食費助成事業 東成瀬村内に住所を有する児童・生徒の給食費を無料化。 教育委員会 0182-47-3415

山形県 山形市 こども医療給付制度 0歳～中学校３年生までの医療費（保険診療分）の自己負担額が無料となります。 こども福祉課
023-641-1212
（代表）

山形県 山形市 親子健やか医療給付制度 ひとり親家庭等の親子の医療費（保険診療分）の自己負担額が無料となります。　※対象要件有り。 こども福祉課
023-641-1212
（代表）

山形県 山形市 放課後児童健全育成事業
就労や病気などの理由により昼間に保護者がおらず、放課後や夏休みなどに保育を必要とする小学生の児童
が、心身ともに健やかに成長できるよう遊びや生活指導を行っています。

こども福祉課
023-641-1212
（代表）

山形県 鶴岡市 第３子以降の保育料無料化
小学生以下の子が３人以上いる世帯において、第３子以降に係る保育所（公立・私立・認可外）、認定こども園
及び幼稚園の保育料を市単独で無料化。

健康福祉部子育
て推進課

0235-25-2111

山形県 鶴岡市 未婚のひとり親家庭の保育料軽減
未婚のひとり親家庭の認可保育所の保育料を算定する際に、所得税等の「寡婦（夫）控除」をみなし適用して保
育料を軽減。

健康福祉部子育
て推進課

0235-25-2111

山形県 鶴岡市 子育て支援医療給付事業
子育て環境の整備・促進を図るため、中学校３年生までのお子様の医療費について、保険診療の自己負担分
全額を助成。

健康福祉部国保
年金課

0235-25-2111

山形県 酒田市 児童手当 0歳～中学校修了前までの児童を養育している方を対象に年3回、指定された口座に振り込まれます。 子育て支援課 0234-26-5734

山形県 酒田市 子育て支援医療費助成 0歳児～中学校3年生までの医療費の自己負担額（保険医療費分）全部を助成します。 子育て支援課 0234-26-5734

山形県 新庄市 第3子以降児童保育料免除事業
多子世帯における経済的負担軽減のため、市内に住所を有する第3子以降児童が認可保育所、認可外保育施
設及び児童館に入所している場合、保育料等を免除。

子育て推進課
保育推進室

0233-22-2111
(内線562)

山形県 新庄市 子育て支援医療 0歳～中学3年生の自己負担額を助成する医療証を交付。外来･入院問わず全自己負担額を助成。
子育て推進課
子育て企画室

0233-22-2111
(内線544)

山形県 村山市 保育料等半額事業
保育園、児童センター、認定こども園、私立幼稚園、届出保育施設等（旧認可外保育施設）にお子さんが入所し
ている場合、その保育料等について半額にするもの。

子育て支援課 0237-55-2111

山形県 村山市 子育て応援すくすく手当
村山市に居住する児童手当受給者（公務員を含む）に対して、第3子以降の児童1人当たり、児童手当に月額
5,000円を満3歳まで上乗せして支給

子育て支援課 0237-55-2111

山形県 上山市 子育て世帯の上下水道料金の減免制度
平成27年度以降に実施される持家住宅建設等補助金の交付決定を受けた方で、上山市に住民登録を行い、同
居する中学生以下の子どもを養育している場合に、上下水道料金の1/2を、最長60月減免。

上下水道課 023-672-1111

山形県 上山市 子育て支援医療（福祉医療制度） 中学３年生までの医療費の原則無料化を実施。 健康推進課 023-672-1111

山形県 上山市 第3子以降児童保育料軽減事業
同一世帯から１人のみ入所している場合で、その児童が第３子以降で、かつ３歳未満児の場合、保育料の１／
２を免除。

福祉事務所 023-672-1111

山形県 上山市 私立幼稚園預かり保育支援事業補助金
私学助成の市内私立幼稚園に通園し、仕事などで日常的に預かり保育を利用する方に、月額３，０００円を超え
る分から補助（月額上限３，０００円）。

福祉事務所 023-672-1111

山形県 上山市 児童館等使用料減免事業
児童館等に同時期に入所している児童２人以上いる場合、２人目以降の児童の使用料を１／３（３，０００円）を
免除。

福祉事務所 023-672-1111

山形県 南陽市
３人っ子ハッピーサポート事業
（妊娠確定前診療費補助事業）

第３子以降の妊娠確定前までに医療機関に支払った診療費用のうち、１万円を上限に補助 すこやか子育て課
0238-40-3211
（252）

山形県 南陽市
３人っ子ハッピーサポート事業
（第３子保育料等無料化事業）

第３子以降の、幼稚園、保育園、児童館、認定こども園等の保育料等を無料化（所得制限あり） すこやか子育て課
0238-40-3211
（246）

山形県 南陽市 子育て支援医療制度 就学前の乳幼児、及び小・中学生（中学生は入院医療のみ）の医療費自己負担額（保険適用分）を全額助成 すこやか子育て課
0238-40-3211
（285）

山形県 朝日町
第２子の保育料定額化
第３子以降の保育料無料化

第２子（３～５歳）の保育料を5,000円の定額とする。また、第３子（３～５歳）の保育料を無料化とする。
健康福祉課
子育て支援係

0237-67-2132

山形県 朝日町 中学生以下医療費完全無料化事業 中学３年生までの医療費の無料化
健康福祉課
子育て支援係

0237-67-2132

山形県 大石田町 子育て支援医療制度 町内に住所を有する中学３年生までの児童の医療費（保険適用分食事療養費を除く）を全額助成。所得制限な 保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大石田町 子育て支援医療制度 町内に住所を有する中学３年生までの児童の医療費（保険適用分食事療養費を除く）を全額助成。所得制限な 保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大蔵村 保育料の軽減 ２人以上の在籍の場合、２人目が半額、３人目以降無料。 健康福祉課 0233-75-2104

山形県 大蔵村 おおくら未来塾事業 小学校５、６年、中学生対象の学習塾を無料で開設。 教育委員会 0233-75-2323

山形県 大蔵村 奨学資金貸与事業 高校、短大、大学、専門学校へ進学希望者への無利子貸付。 教育委員会 0233-75-2323

山形県 鮭川村 誕生祝金制度 次代を担う子どもの誕生をお祝いするために慶祝金を支給。
健康福祉課
福祉係

0233-55-2111

山形県 川西町 児童手当
中学３年生までのお子さんを養育している保護者の方に支給。出生後１５日以内に申請が必要。手当額は、１
人当たり５，０００円～１５，０００円。

健康福祉課 0238-42-6635

山形県 川西町 子育て支援医療 お子さんが生まれてから中学生までの医療費が無料。 健康福祉課 0238-42-2114

山形県 川西町 ひとり親家庭等医療 母子家庭・父子家庭の親と１８歳以下の児童や、両親のいない１８歳以下の児童の医療費（保険適用分）が無
料

健康福祉課 0238-42-2114

山形県 川西町 病児保育
お子さんが病気の回復期に至っていないため、保育所等に登園ができず、自宅での安静を必要とする場合、仕
事や冠婚葬祭などの理由で家庭で保育することができない保護者に代わり、一時的にお預かりする事業。

教育総務課 0238-42-6671

山形県 小国町 保育料の軽減
子ども・子育て支援新制度における保育所等の利用者負担額は、世帯の所得状況その他の事情から、国で定
める水準を限度として認定区分ごとに市町村が定めることとしているが、小国町では、子育て家庭の負担軽減
を図るため国の上限額よりも低く抑えた利用者負担額を制定している。

健康福祉課 0238-61-1111

山形県 白鷹町
①子育て支援医療制度
②しらたか元気っこ事業

①一部負担有･無の医療証の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することで助成。一部負担金有の
医療証の交付を受けた場合の一部負担分は②しらたか元気っ子事業での助成により、中学３年生まで医療費
の無料化

町民課 0238-85-6130

山形県 白鷹町 ニコニコマタニティライフ応援事業
町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんに３万円支給いたします。（転入してきた妊婦さんも
対象となります）

健康福祉課
0238-86-0216

山形県 三川町 子育て支援医療給付
各種医療制度の要件に該当した場合に、保険対象となる医療費の自己負担分を全額助成します。対象は０歳
から中学生。

町民課 0235-35-7028

山形県 三川町 幼稚園基本保育料等の無料化（幼稚園） ・幼稚園基本保育料5,000円無料（町内在住者）
教育委員会
教育課

0235-35-7023

山形県 三川町 幼稚園基本保育料等の無料化（保育園） ・小学生以下の児童が３人以上いる世帯の第３子以降の児童の保育園保育料無料 健康福祉課 0235-35-7023

山形県 遊佐町 子育て世帯移住奨励金
0歳～義務教育課程までの子ども連れで移住した世帯責任者に奨励金を交付します。助成額は子ども一人当た
り12万円/年。（移住した翌月から3年を限度に支給）

健康福祉課 0234-72-5897

山形県 遊佐町 子育て支援医療制度 0歳～18歳までの子どもの医療にかかる自己負担分が無料となります。※ 保険適用外は自己負担。 健康福祉課 0234-72-5875

山形県 遊佐町 ゆざっ子誕生祝金 第1子、第2子の誕生で、50,000円。第3子以降は100,000円を祝い金として支給します。 健康福祉課 0234-72-5897

山形県 遊佐町 ベビー／チャイルドシートレンタル 6歳未満の乳幼児に最長6か月間、ベビー／チャイルドシートを無料でお貸しします。 健康福祉課 0234-72-5897

山形県 遊佐町 山形県立遊佐高等学校新入生助成金 山形県立遊佐高等学校新入生に、制服や体操着購入費用として一人70,000円を助成します。 教育委員会 0234-72-5891

福島県 福島市 子どもの読書活動推進事業 乳幼児期の本を通した親子ふれあい創設の支援(４ヶ月検診時に絵本のプレゼントを行うブックスタート事業) 市立図書館 024-531-6551

福島県 会津若松市 児童健全育成事業
保護者が昼間家庭にいない小学校1～6年生までの児童を対象に、児童館及び小学校の余裕教室等を活用し
て、指導員を配置し、適切な遊びと生活の場を与え、児童の健全育成を図る。

市こども保育課 0242-39-1239

福島県 会津若松市 同時在園時の第二子、第三子の保育料軽減
保育所に同一世帯から２人以上の児童が入所している場合の保育料は、階層に関わらず、年齢の高い順から
一人目が全額、二人目が半額、三人目以降が無料。

市こども保育課 0242-39-1239

福島県 相馬市 児童健全育成事業
昼間、保護者が家庭にいない小学校1～6年生の児童を対象に、児童館及び小学校の空き教室等に指導員を
配置し、適切な遊びと生活の場を与え児童の健全育成を図る。

社会福祉課 0244-37-2204
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福島県 相馬市 子育て支援事業 求職活動や保護者の短時間就労、病気、リフレッシュ等のため満1歳～就学前の子どもを一時保育する事業 相馬愛育園 0244-36-5591

福島県 二本松市 国際留学奨学金支給
国際相互理解と国際友好を促し、将来、国際的視野に立ち活躍する人材の育成を図るため、二本松市で生ま
れ世界的歴史学者となった朝河貫一博士にゆかりのあるイェール大学、ダートマス大学（ともにアメリカ合衆国）
へ留学される方に奨学金　●長期留学　年あたり100万円　●短期留学　１回限り50万円　※支給条件あり

企画財政課 0243-55-5090

福島県 田村市 子育て支援（保育料の無料または補助）
市立保育所の3歳児、4歳児、5歳児の保育料を無料、市立幼稚園の4歳児、5歳児の保育料を無料にし、私立幼
稚園の月額6,000円を超える保育料を補助し子育てを支援します。

保健福祉部
社会福祉課

0247-81-2273

福島県 田村市 放課後子ども教室推進事業（めだかの学校）
放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりを進めるため、市内１１の小学校の余裕教室や体育館、校庭
等を活用し、授業終了後から午後４時までを基本として実施。子どもたちの見守りをおこなっているのは、地域
のボランティアの安全管理員・活動指導員の皆さんです。

教育委員会教育
部
生涯学習課

0247-81-1215

福島県 南相馬市 保育園（所）保育料の無料化 市内に住民登録し、市内の保育園（所）に在園する乳幼児の保育料を平成26年4月から無料化しました。 幼児教育課 0244-24-5242

福島県 南相馬市 幼稚園入園料・授業料の無料化 市内に住民登録し、市内の幼稚園に在園する幼児の入園料・授業料を本年4月から無料化しました。 幼児教育課 0244-24-5242

福島県 本宮市 私立保育所および幼稚園保育料の助成 私立保育料および私立幼稚園保育料の一部を助成する。
教育部
幼保学校課

0243-24-5446

福島県 川俣町 保育奨励金（多子世帯）
多子世帯支援　保育料の助成。（毎年度末）2人以上通園している世帯に、2人目月額3,000円、3人目以降は保
育料全額助成。※保育料完納が条件

こども教育課
子育て支援係

024-566-2111

福島県 川俣町 保育奨励金（５歳児）
５歳児支援　保育料の助成。（毎年度末）年度当初5歳児に、保育料を限度とし、月額5,500円を助成。※保育料
完納が条件

こども教育課
子育て支援係

024-566-2111

福島県 川俣町 入学祝金 小・中学校に入学する子ども一人につき、５万円のお祝金。※町に住所のある子
こども教育課
子育て支援係

024-566-2111

福島県 西会津町 乳幼児家庭子育て応援金
保育所を利用せず家庭において育児を行い、育児休業基本給付を受けられない保護者を対象に、子どもが生
まれてから57日目の属する月から2歳の誕生日後の3月31日の月まで、月額1万円を支給（支給は年3回）。

商工観光課 0241-45-2213

福島県 西会津町 入所児童2人目以降の保育料無料 保育所に入所している兄弟姉妹が2人以上いる場合、2人目以降の保育料が無料。 商工観光課 0241-45-2213

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
町奨学金制度

県立川口高等学校へ、県立川口高等学校から大学・専修学校等へ進学する町民に対して高等学校　月額
20,000円（上限）、それ以外　月額50,000円（上限）で奨学金の無利子貸与

教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
教育活動支援

川口高校生徒へ入学準備支援金（1年生）30,000円、修学旅行支援金（2年生）20,000円、就職活動支援金（3年
生）20,000円、各部活動への補助

教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
生徒通学費補助

川口高校生徒へ通学費用半額補助。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町 金山町少子化対策推進事業 川口高校生徒で寄宿舎（県営）入寮者へ、食費半額補助、寄宿舎運営費補助。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町 金山町少子化対策推進事業 川口高校生徒で若桐寮（町営）入寮者へ、食費自己負担額20,000円/月、光熱費その他の費用は無料。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
チャイルドシート、ジュニアシート貸出

新生児から３歳まではチャイルドシート、３歳から６歳まではジュニアシートの貸出。一時滞在の孫の場合、申請
者は町内に住所を有する祖父母。

住民課
保健福祉係

0241-54-5135

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
保育料無料化

町内保育所、児童の保育料無料。
住民課
保健福祉係

0241-54-5135

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
給食費支援

町立小・中学校生は給食費無料。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
教材費支援

町立小・中学校生は教材費無料。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
入学準備品支援

町立小・中学校生は運動着、制服（各１セット）無料。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
修学旅行支援

町立小・中学校生は修学旅行無料（旅費等）。 教育委員会 0241-54-5360

福島県 中島村 子育て支援奨励金
村の分譲地である「浦原ニュータウン」の土地を取得後、その土地に住宅を建築・定住した方で、18歳以下の子
を扶養している方を対象として、毎年10万円を交付（最大10年間）。

建設課 0248-52-3484

福島県 玉川村 たまかわっ子誕生祝金支給事業
子どもの誕生祝金：第１子10万円・第２子20万円・第３子50万円※誕生前１年以上、誕生後３か月以上、村内に
居住しており、第２子以降については兄姉が同居していること。

健康福祉課 0247-57-4623

茨城県 日立市 ひたち大好きパスポート
児童の休日における活動の場を広げるため、土曜日及び長期休業期間中の日曜日に公共施設の利用が無料
となる「ひたち大好きパスポート」を発行しています。

0294-23-9150

茨城県 日立市 ブックスタート事業
市内に住んでいる2歳の誕生日までの子とその保護者を対象に、絵本の読み聞かせを行いながら絵本2冊、図
書館利用案内、ブックリスト、子育て支援情報等の入ったブックスタートパックを配布しています。

0294-22-3111

茨城県 日立市 スポーツ施設使用料減額 スポーツ施設について、市内高等学校以下の学校及び子どもたちが利用した場合に使用料が減額されます。 0294-23-9151

茨城県 日立市 日立理科クラブ（理科室のおじさん）

本市発祥の日立理科クラブは、日立市内の全小学校に週２回程度常駐し、理科授業の支援や理科室の整備の
お手伝いなどをしています。児童生徒へのアンケート調査で「理科が好き」と回答した小学生が91.3％、小学5年
生では、「理科が得意」と答えた児童が体育に次いで多数と、子供達の「科学する心」の育成におおいに役立っ
ています。

0294-22-3111

茨城県 日立市 学力向上事業（放課後学習室）
小学４年生～中学２年生までの学習支援体制の整備に合わせ、中学３年生を対象として、主要５教科を中心と
した放課後学習室を各中学校で実施し、個に応じた支援を通して、知識・技能の定着を図ります。

0294-22-3111

茨城県 日立市 国際理解教育推進事業（英語体験活動）
児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の基礎を養うため、スタート、チャレンジ、ステップアップと体系的
に英語教育を進めており、イングリッシュキャンプ等の体験活動を実施し、英語学習への興味・関心を高めると
ともに、楽しみながら英語を自ら学ぶ機会を提供します。

0294-22-3111

茨城県 日立市 県学力診断のためのテスト
小学校３年生から中学校３年生の全児童生徒が受ける県学力診断のためのテストを実施し、学力の状況を把
握し、個に応じた指導を行うとともに、義務教育における保護者の経済的負担の軽減を図っています。

0294-22-3111

茨城県 日立市 教育相談授業
教育相談員が小中学校を訪問し、児童生徒の悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不登校の未然防
止と早期把握に努めています。

0294-22-3111

茨城県 日立市 こども発達相談センター事業
教育と直結した「子ども発達相談センター」を設置し、発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒及びその保
護者に対し、総合的な相談窓口として早期から一貫した相談・支援を行っています。

0294-22-3111

茨城県 日立市 家庭学習推進事業（テレビ学習室）
自主学習のきっかけやつまずき解消の学びの場を提供するため、市内教員やＡＬＴが作成・出演した「小学校外
国語活番動」と「中学校数学」の２番組をケーブルテレビＪＷＡＹ（YouＴｕｂｅでも配信）で放送しています。

0294-22-3111

茨城県 日立市 家庭教育の支援
家庭教育サポーターがファシリテーター役になり、乳幼児を持つ親同士が交流・情報共有を図る「おしゃべり
ティータイム」や発達に応じた子どもとの接し方を学ぶ講座の提供など、家庭での親子の関わりを応援します。

0294-23-9150

茨城県 日立市 子育て広場推進事業
乳幼児の親子が集う「子育て広場（子どもの年齢別・通年コースの登録制クラブ）」を設置し、親子で楽しむこと
ができる遊びや交流、子育て相談等を行います。全22コース。（4月募集）

0294-22-3111

茨城県 日立市 子育て情報誌　すくすく
妊娠期から子育て期に困ったときや不安になったときの問い合わせ先や各種子育て情報を掲載した子育て情
報誌を、妊娠届時、乳児家庭全戸訪問時、転入届時等に配布しています。（各支所窓口等でも配布）

0294-22-3111

茨城県 日立市 遺児福祉金
父・母又は両親が死亡した児童で義務教育修了前の児童を養育している養育者に遺児福祉金を支給します。
（遺児と同居）。遺児1人につき年36,000円（9月と3月に各々18,000円）支給します。

0294-22-3111

茨城県 日立市
各種負担金・使用料等の算定における「寡婦
（夫）控除のみなし適用」

各種負担金・使用料を算出する際、税法上は「寡婦（夫）控除」を受けられない「婚姻歴のないひとり親家庭」に
ついても、「寡婦（夫）控除」があるものとして所得を計算し、負担を軽減します。申請が必要な場合がありますの
で、詳細については、各担当課へお問い合わせください。

0294-22-3111

茨城県 日立市
プレパパ・ママの子育てスクール、
マタニティスクール

妊娠、出産、育児について夫婦間の理解を深めることを支援する。安心して出産できるよう妊娠・出産について
の知識やお産のための準備や育児に関する情報を提供します。

0294-21-3300

茨城県 日立市 ランドセルの無償支給 小学校へ入学する新1年生に対し、軽くて便利なファスナー式薄型ランドセルを入学式当日に贈呈しています。 0294-23-9153

茨城県 日立市 就学援助事業
要保護世帯にかかる修学旅行や準要保護世帯の児童生徒に対し、就学に必要となる学用品費、給食費等を援
助しています。市の単独事業として、児童生徒が卒業する年度に卒業記念アルバム作成費を援助しています。

0294-23-9153

茨城県 日立市 自転車通学生徒用ヘルメット購入費補助事業 自転車通学を行う新中学１年生に対し、ヘルメット購入費用の２分の１を補助しています。 0294-23-9153

茨城県 高萩市 新入学児支援制度
保護者にとって負担の大きい小学校入学時における負担の緩和策として、新入学児に祝品のランドセルを贈
り、子育て世帯を支援します。

教育総務課 0293-23-1131

茨城県 高萩市 健康・子育て安心ダイヤル事業 子育て、介護、健康及び医療等についての不安を、フリーダイヤルによる24時間体制で気軽に相談できます。 健康づくり課 0293-24-2121

茨城県 北茨城市 新生児訪問 生後２８日以内の赤ちゃんがいる家庭に２回無料で助産師が訪問する。（要申込）
市民福祉部
健康づくり支援課

0293-43-1111
(内線194から
197)

茨城県 北茨城市 小学校入学時のランドセル配布 市内小学校へ入学する児童に、入学式の日に学校でランドセルを配布する。
教育委員会
教育総務課

0293-43-1111
(内線451)

茨城県 北茨城市 ブックスタート事業
乳児家庭訪問時、生後１歳未満の赤ちゃんに絵本のセットを贈呈する。
(配布品：絵本２冊、コットンバッグ、イラストアドバイス集、図書館利用カード申込書)

北茨城市
立図書館

0293-42-1451

茨城県 取手市 育児を応援する行政サービスガイド「ママフレ」 官民連携により、子育てに役立つ行政制度やサービスを簡単に情報検索できるウェブサイト「ママフレ」を開設
健康福祉部子育
て支援課

0297-74-2141

茨城県 取手市 ブックスタート事業
４か月児健康診査時に、一人ひとりの赤ちゃんと保護者に絵本の読み聞かせをして、えほんを開く楽しい体験と
一緒に絵本を手渡します。また、乳児向けブックリスト、イラストアドバイス集などを配布しています。

取手市教育委員
会

0297-74-8361

茨城県 取手市 プレママ・プレパパ教室
妊娠中の日常生活や出産の準備などについて理解を深めてもらうため実施しています。大きなおなかをかかえ
た仲間同士みんなで楽しく勉強しながら、お友達づくりをしましょう。

健康福祉部保健
センター

0297-78-2171

茨城県 取手市 BPプログラム
初めての0歳児のお子さんを育てているお母さんのための「仲間づくり」「少し先を見通した育児知識の学習」「親
子の絆づくり」を目的とした、気軽に話して息抜きできるプログラムです。

健康福祉部保健
センター

0297-78-2171

茨城県 常陸大宮市 多子世帯への保育料の軽減
2人目以降の保育料を半額（同時入所等の条件無し）。第3子以降の場合保育料は免除。（ただし，認可外保育
施設の場合は認可保育所の保育料の階層に合わせた額を補助。

福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 母子父子福祉手当等支給事業
母子家庭等：児童１人につき月額2,000円（第2子以降は1,000円加算）。遺児弔慰金：遺児1人につき20,000円
（父母を同時に失った時，又は遺児の期間中再び養育者を失った時は30,000円を加算）

福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 乳児育児用品購入助成事業 乳児１人につき２０，０００円分の助成券を交付します。
福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 新婚家庭家賃助成金交付制度
申請をする日の３年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に４０歳未満、民間賃貸住宅の家賃が５万円以
上、年間総収入金額が７００万円以下又は総所得金額が５１０万円以下の世帯に、月額１０，０００円の家賃助
成を行う。

経済建設部
都市建設課

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 多子世帯への保育料の軽減
2人目以降の保育料を半額（同時入所等の条件無し）。第3子以降の場合保育料は免除。（ただし，認可外保育
施設の場合は認可保育所の保育料の階層に合わせた額を補助。

福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 母子父子福祉手当等支給事業
母子家庭等：児童１人につき月額2,000円（第2子以降は1,000円加算）。遺児弔慰金：遺児1人につき20,000円
（父母を同時に失った時，又は遺児の期間中再び養育者を失った時は30,000円を加算）

福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 乳児育児用品購入助成事業 乳児１人につき２０，０００円分の助成券を交付します。
福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 新婚家庭家賃助成金交付制度
申請をする日の３年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に４０歳未満、民間賃貸住宅の家賃が５万円以
上、年間総収入金額が７００万円以下又は総所得金額が５１０万円以下の世帯に、月額１０，０００円の家賃助
成を行う。

経済建設部
都市建設課

0295-52-1111

茨城県 坂東市 さわやか子育て出産奨励金制度
本市に6月以上在住し、2児を養育している者が第3子以上を出産し、その児童を6月以上養育し、監護している
場合に、第3子以上1人につき50万円を、出産後6カ月後に1/2、1年後に1/2の2回に分けて支給。

子育て支援課 0297-35-2121

茨城県 稲敷市 わが子への未来便事業
親と子の絆を深めることを支援するため、生まれてきた子への親からの手紙を預かり、20年後の成人式前に郵
送する。

市民課 029-892-2000

茨城県 稲敷市 ファミリーサポートセンター事業
子育てを援助して欲しい方と、子育てを援助できる方に登録していただき、生後６ヶ月以上、就学前までの乳幼
児を対象に、保護者等の病気や急用、冠婚葬祭等の外出の場合に、200円／時間でお預かりする。

子育て支援セン
ターあいアイ

0297-87-7070

茨城県 稲敷市 英語検定受験料補助事業
市内在住の小中学生を対象に、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の受験者に対
し、予算の範囲内で、1人につき該当年度2回まで補助金を交付。

教育学務課 029-892-2000

茨城県 茨城町 もぐもぐ教室，ぱくぱく教室 1歳6箇月児及び3歳児を対象とした食の重要性についての集団指導や試食の実施。 健康増進課 029-240-7134

茨城県 茨城町 中学生自然教室体験事業
町立中学校の2年生を対象に，北海道内と船内での集団活動を通じて，礼儀，規律，責任，協力，自律などの心
を育む自然体験学習を行う。負担金の半額を町が負担するもの。

学校教育課 029-240-7121

茨城県 大洗町 チャイルドシート購入補助金制度
新生児世帯の負担を軽減するために，チャイルドシートを購入した際，購入額の2分の1（上限5,000円）を補助し
ます。（1歳未満のお子さん1人につき1台限り）

生活環境課 029-267-5111

茨城県 大洗町 保育料軽減制度 国基準の保育料に対し、約21％軽減しています。また、2人目は半額、3人目以降は無料になります。 福祉課 029-267-5111

茨城県 大洗町 浜っこすこやか報奨金制度 第3子以降のお子さんが小学校へ入学する際に、最高10万円を支給します。 福祉課 029-267-5111

茨城県 大洗町 学校給食費補助金制度
町内の小・中学校に在籍している児童・生徒が2人以上いる世帯に対し、第2子は3分の1、第3子は3分の2、第4
子以降は全額補助します。

学校教育課 029-267-5111
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茨城県 大洗町 小児医療福祉費助成制度（マル福制度）
中学3年生までのお子さんの入院及び外来分の医療費を助成し、無料化を行っています。また、所得基準につ
いて撤廃しています。（外来・入院・入院時食事療養費については、一部負担金があります。）

住民課 029-267-5111

茨城県 城里町 子育て支援金 3人目以降の幼児が3歳並びに6歳に到達した幼児を養育している保護者へ，各々100，000円を支給します。 健康福祉課 029-288-3111

茨城県 城里町 ブックスタート事業 親子が言葉と心を通わすかけがえのないひとときを持つことを応援するため，1歳児検診日に絵本2冊を配布。 健康福祉課 029-288-3111

茨城県 城里町 城里町すこやか保育応援事業 保育園に2人以上入園している場合，2人目の保育料を月3千円を限度に減額。 健康福祉課 029-288-3111

茨城県 城里町 保育料軽減制度 国基準の保育料に対し約50％助成。2人目は半額，3人目以降は無料。 健康福祉課 029-288-3111

茨城県 城里町 ふれあいの船事業 町内の小学校6年生を対象に，船を利用した北海道への旅を実施し，集団活動を通じた心身形成を図るもの 教育委員会 029-288-7010

茨城県 大子町 幼稚園・小・中学校の給食費の軽減
幼稚園・小・中学校の給食費を半額にしています。また，第３子以降の園児，児童及び生徒については，無料と
しています。

学校教育課 0295-79-0170

茨城県 大子町 ブックスタート事業
小さい頃から本に親しんでもうため，１歳児・１歳6か月児・２歳児・３歳児の健康相談・健康診査時に絵本を配布
します。

健康増進課 0295-72-6611

茨城県 大子町 保育所（園）の保育料の軽減
保育所（園）の保育料を半額にしています。また，入所児童が第２子である場合は第１子の半額，第３子以降は
無料としています。

福祉課 0295-72-1117

茨城県 河内町 次世代育成支援金制度
第2子以降の新生児の保護者に対し、出産時から6歳になるまで次の額を分割支給。
第2子：50万円(出産時11万円、誕生日を迎える毎に6万5千円)、第3子以降：100万円(それぞれ22万円、13万円)

子育て支援課 0297-84-2111

茨城県 八千代町 医療福祉費支給事業（拡充分13歳～15歳） 平成26年10月から県の行う医療福祉費支給の対象範囲を、中学校3年生までに拡大する。 町民課 0296-49-3941

茨城県 境町 子育て出産奨励金支給制度
子どもの多いご家庭の経済的な負担軽減などを目的として、第３子以上の子どもを出産されたご家庭に最大50
万円を限度とした、出産奨励金を支給する。

子ども未来課 0280-81-1301

茨城県 利根町 利根町子育て応援手当支給制度
平成22年4月1日以降に生まれた第2子以降の子ども1人に対し、出生した年から15年間毎年分割で支給する。
支給額：第2子50万円(出生年3.8万 2年目以降3.3万)　、第3子以降100万円(出生年7.6万 2年目以降6.6万)

福祉課 0297-68-2211

栃木県 鹿沼市 放課後子ども教室事業 放課後の児童の居場所づくりの運営を支援。市内に９教室あり、各々工夫を凝らし、児童の育成を支援する
教育委員会生涯
学習課

0289-63-3498

栃木県 鹿沼市 奨学金の貸付制度
鹿沼市に在住し、学資に困っている学生に対して、奨学金の貸付を行う。大学等は月額40,000円以内、高等学
校等は月額15,000円以内。他の奨学金との併用可。

教育委員会
事務局教育総務

0289-63-2234

栃木県 大田原市 空き家利用子育て世帯家賃補助
空き家バンクを利用して空き家を賃借した世帯で、１２歳までの子を有する世帯に対し毎月1万円の家賃を３６ヶ
月間補助。

建設部都市計画
課

0287-23-1916

栃木県 大田原市 学校給食サービス事業費等補助金
市内に在住する児童生徒の保護者（保護者が市外に住所を有する児童生徒、教育扶助を受けている世帯は除
く）の負担軽減を図るため、給食費を補助している。

教育総務課 0287-98-7111

栃木県 大田原市 大田原市第三子以降保育料免除制度
子育てにかかる経済的負担を軽減するとともに仕事を続けながら安心して子どもを産み育てることができるよう
支援することを目的として、3人以上の児童を現に育てている扶養義務者に対し、第三子以降の児童の保育料
を免除する制度。

子ども幸福課 0287-23-8769

栃木県 矢板市 パパママ応援サイト「ともな～る」運営事業
結婚・妊娠・出産・子育てに関する地域の情報を一元化するインターネットサイトを運営することで、情報交換・
情報提供を行い、結婚（将来パパママ）、妊娠・出産（もうすぐパパママ）、子育て（現在パパママ）を応援します。

子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

栃木県 矢板市 第三子以降保育料無料化制度 第三子以降に係る保育料（保育所、保育園、幼稚園）を全額免除します。（高校生以下の子が３人いる場合）
子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

栃木県 上三川町 チャイルドシート購入費助成 チャイルドシートを購入された保護者に対し、購入価格の3分の1（上限1万円）を助成。 福祉課 0285-56-9130

栃木県 益子町 チャイルドシート等購入費補助事業
6歳未満の児童が使用するチャイルドシート等の購入費の一部補助。
支給額　上限1万円（費用の1/2相当額以内）
対象　平成27年4月1日以降に出生した子

民生部
健康福祉課

0285-72-8865

栃木県 益子町 小学校外国語活動の充実
平成24年度に教育課程特例校の指定を受け、ＡＬＴを配置し、外国語に慣れ、親しみ、友達とコミュニケーション
を取る、外国の文化や生活習慣など国際理解を深めることを目的に、町内各小学校において１学年から外国語
活動を実施。

教育委員会
学校教育課

0285-72-8861

栃木県 那珂川町 第三子以降保育料免除事業
児童（18歳未満）が３人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の３人目以降の児童で保育園に入園している児
童の保育料を免除します。（３歳未満全額免除、３歳以上半額免除）

健康福祉課 0287-92-1119

栃木県 那珂川町 那珂川町奨学金（貸与型） 経済的理由により修学が困難な学生を対象に奨学金を無利子で貸与します。 学校教育課 0287-96-2114

栃木県 那珂川町 那珂川町菊池俊男奨学金（給付型） 経済的理由により修学が困難な学生を対象に奨学金を給付します。 学校教育課 0287-96-2114

栃木県 那珂川町 県立馬頭高等学校通学費等補助金交付事業 栃木県立馬頭高等学校にバス等で通学する生徒及び下宿等利用生徒について、補助金を交付します。 学校教育課 0287-96-2114

群馬県 群馬県 子ども医療費無料化
子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療が受けられるよう保険医療費
の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。
所得制限、自己負担なしで、入院・通院ともに中学校卒業までが対象。

健康福祉部国保
援護課

027-226-2676

群馬県 桐生市 第３子以降保育料無料化（保育園） 第3子以降の保育園児の保育料無料（一定の条件があります。要申請）
子育て支援課
保育係

0277-46-1111
(内線269)

群馬県 桐生市 第３子以降保育料無料化（幼稚園） 第3子以降の幼稚園児の保育料補助（一定の条件があります。要申請）
教育委員会教育
部
学校教育課　学事

0277-46-1111
(内線649)

群馬県 桐生市 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
小１～小６までの条件を満たす児童を対象に放課後から１９時まで学校の余裕教室などを利用し、遊びや生活
の場を提供

子育て支援課
子育て支援係

0277-46-1111
(内線308)

群馬県 桐生市 奨学資金貸与 市内に居住する学生に対し、無利子の奨学金の貸付を行う（一定の条件があります）
教育委員会管理
部

0277-46-1111
(内線643)

群馬県 桐生市 子ども医療費無料化 中学校卒業までの子どもを対象に、保険診療費を無料化（群馬県内の市町村で一律実施）
医療保険課　医療
助成係

0277-46-1111
 (内線272)

群馬県 桐生市 第３子以降給食費無料化（小・中学校） 世帯に属する第3子以降の小中学生の給食費無料（一定の条件があります。要申請）

教育委員会管理
部学校給食
中央共同調理場
管理係

0277-45-0003

群馬県 桐生市 地域子育て支援センター 市内１１ヶ所に支援センターを設置し、子育てサークルの支援や育児相談を実施
子育て支援課　保
育係

0277-46-1111
（内線269）

群馬県 桐生市 桐生市立黒保根中学校生徒休日通学費補助金 黒保根中学校の片道通学距離２km以上の生徒を対象に、デマンドタクシー乗車料金を補助
教育委員会教育
部
学校教育課　学事

0277-46-1111
（内線649）

群馬県 桐生市 子育て就労者市内居住奨励 市内企業に勤務し、市外に在住する子育て就労者が定住を目的として市内転入した場合に奨励金を支給
産業政策課　産業
政策係

0277-46-1111
（内線582）

群馬県 桐生市 貸し農園の設置（新里町ふれあい農園）
市内に居住し、農業に従事していない方を対象に年額５，０００円、最長３年間農地を貸し出す。ただし、区画に
空きがない場合には募集なし

新里支所
地域振興整備課
産業振興係

0277-74-2217

群馬県 桐生市 サイエンスドクター事業 市内中学校に通学する生徒を対象に群馬大学理工学部の大学院生を講師とした理科教育の実施
教育委員会教育
部
教育支援室　教育

0277-46-1111
（内線688）

群馬県 桐生市 未来創生塾
市内小学校に通学する児童および公募により選ばれた市内在住小学生とその親を対象に群馬大学理工学部、
地元企業、市民団体などと連携して子どもの夢と感性を育むことを目的とした体験学習

教育委員会管理
部
生涯学習課　社会

0277-46-1111
（内線651）

群馬県 桐生市 黒保根町国際理解推進事業 黒保根町学校に通学する児童を対象に年間12回程度の英会話指導を実施
教育委員会管理
部
生涯学習課　黒保

0277-96-2501

群馬県 桐生市 子育てジョイカード
18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯に「子育てジョイカード」を交付し、協賛いただいた店舗などがカードを
提示した人に対し、商品の割引や特典などのサービスを提供します。

健康福祉部こども
課

025-526-5111

群馬県 桐生市 外ヶ浜町学校給食費給付事業
【対象・条件】町内に住所を有する、小学校・中学校の児童生徒の保護者等
【内容】給食費を一部軽減

学務課 0174-31-1235

群馬県 桐生市 外ヶ浜町奨学金貸付事業
【対象・条件】町内に住所を有する、高等学校、高等専門学校、大学、短大等に在学する者
【内容】貸付額：公立高校15,000円/月、私立高校18,000円/月、大学等35,000円/月

学務課 0174-31-1235

群馬県 桐生市 外ヶ浜町エンゼル育成事業
【対象・条件】町内に住所を3年以上を有し、第3子以降の子をもったとき
【内容】出産時10万円、小学校入学時10万円、中学校入学時10万円

福祉課 0174-22-2941

群馬県 沼田市 第3子以降保育料無料化事業 市内に住所を有し、3人以上扶養している同一世帯で、第3子以降の園児に対し、公立私立ともに無料とする。 子ども課 0278-23-2111

群馬県 沼田市 幼稚園第3子以降保育料無料化事業 市内に住所を有し、3人以上扶養している同一世帯で、第3子以降の園児に対し、公立私立ともに無料とする。
教育委員会
学校教育課

0278-23-2111

群馬県 沼田市 遠距離通学費援助事業 遠距離通学(小学校4ｋｍ以上、中学校6ｋｍ以上)をしている児童生徒に通学費の一部を援助する。
教育委員会
学校教育課

0278-23-2111

群馬県 沼田市 チャイルドシート購入費補助金
市内に住所を有し、チャイルドシート購入日又は補助金申請日に1歳未満の乳児を養育している対象者に、安
全基準を満たすチャイルドシートの購入価格の1/2を補助する。

生活課 0278-23-2111

群馬県 沼田市 奨学資金貸与
修学意欲をもつ学生又は生徒であって経済的理由により修学困難な方に対し学資を貸与する。(大学生･短大
生　年額60万円、高校生･中学後期課程、高等専門学校生、専修学校生　年額24万円)

教育委員会
学校教育課

0278-23-2111

群馬県 藤岡市 防犯ブザー及び黄色帽子の支給
・対象者：市内の小学校に入学した新入生(転入生を含む)。
・内容：防犯ブザー及び黄色帽子を支給

学校教育課 0274-22-1211

群馬県 藤岡市 ヘルメット購入費補助
・対象者：市内の中学校に自転車通学を許可した新入生（転入生を含む）。
　ただし、「部活動」等で許可された生徒は除く。
・内容：自転車通学者用ヘルメット　１人当たり1,000円(定額)　１人１回限り

学校教育課 0274-22-1211

群馬県 藤岡市 第3子以降保育料無料化（保育園）
・第3子以降の保育料無料
・補助限度額：月：45,900円（公立・私立）
※保護者等の所得税に応じた保育料を申請により無料とする。

子ども課 0274-22-1211

群馬県 藤岡市 第3子以降保育料無料化（幼稚園）
・第3子以降の保育料補助
・補助限度額：222,000円（18,500円×12ヶ月）
※保護者が年間支払った保育料から、就園奨励費・就園援助費の受領額を差し引いた額を申請により補助す

子ども課 0274-22-1211

群馬県 みどり市 第3子以降保育料無料化事業
18歳以下の子を3人以上扶養する世帯で、第3子以降の児童が保育認定を受け、認可保育園等に入所している
場合、対象児童の保育料を無料とします。

こども課　子育て
支援係

0277-76-0995

群馬県 下仁田町 障がい児保育料無料化
身体障がい者手帳、療育手帳若しくはそれ相当の障害を有すると診断を受けた場合、その児童の保育料を無
料化。

健康課福祉係 0274-64-8803

群馬県 下仁田町 第２子以降保育料無料化
同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合、第2子目の児童については保育料無料。第３子目
の児童は、保育料無料。（条件あり）

健康課福祉係 0274-64-8803

群馬県 中之条町
保育料・給食費補助事業（第三子以降保育料・
給食費無料化）

町に住所がある、世帯第3子以降の児童の幼稚園・保育所の保育料・給食費を無料とし、多子世帯の経済的負
担軽減を図る。

こども未来課
（中之条町教育委
員会）

0279-75-8824

群馬県 中之条町 乳児おむつ等助成事業
満1歳に満たない乳児の養育に必要不可欠な消耗品（おむつ等）の購入費用の一部を補助する。
対象品目：紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしりふき
補助金額：購入費用の80%（月額上限3,000円）

住民福祉課
少子化・子育て対
策室

0279-75-8825

群馬県 中之条町 奨学金の貸与
中之条町に住所があり、経済的理由により就学するのが困難な家庭に、学費の一部を貸与し、有用な人材の
育成を図る。
対象：高等学校、専門学校、短期大学、大学に就学する人

こども未来課
（中之条町教育委
員会）

0279-75-8824

群馬県 東吾妻町 保育所保育料無料化の実施（第３子以降）
３人以上のお子さんを扶養している家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを目的
として、第３子以降の保育料無料化を実施

保健福祉課 0279-68-2111

群馬県 東吾妻町 小学校及び中学校入学祝金支給事業
当町の住民基本台帳に記載されている者が小中学校に等に入学したときに保護者に対し支給。入学者１人に
対し３万円

教育委員会
教育課

0279-59-3017

群馬県 東吾妻町 子ども医療費無料化 中学卒業までの子どもの医療費（入院・外来ともに）について無料（群馬県内の市町村で一律実施） 保健福祉課 0279-68-2111

埼玉県 熊谷市 幼児２人同乗用自転車の購入にかかる補助 幼児2人同乗用自転車を購入した方に購入費の半額（最大3万円）を補助。 こども課 048-523-1066

埼玉県 熊谷市 こども医療費助成事業
中学校卒業までの児童にかかる医療費の一部を助成。対象は、入通院医療費の保険診療一部負担金と入院
時食事療養標準負担額（高額療養費や附加給付金を除く。）。保護者の所得制限なし。

こども課 048-524-1452

埼玉県 飯能市 子どもインフルエンザ予防接種費用無償化事業 生後６か月から中学校３年生までの飯能市民を対象にインフルエンザ予防接種費用を無償化。 保健センター 042-974-3488

埼玉県 飯能市 子ども医療費助成 ０歳から中学校３年生までの飯能市民を対象に保険医療（通院・入院）にかかる一部負担金の全額を助成。 保険年金課 042-973-2117
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埼玉県 飯能市 多子世帯等保育料軽減事業
国における現行の多子軽減制度は、保育所に同時入所している児童のうち、第２子の保育料が半額、第３子以
降が全額免除の制度に加え、飯能市では兄弟姉妹が保育所に同時入所でなくても、第３子以降の保育料を免

保育課 042-973-2119

埼玉県 羽生市 多子世帯保育料軽減事業 保育所等に入所する第3子以降の児童（満3歳未満）の保育料を減免します。 子育て支援課 048-561-1121

埼玉県 羽生市
子育て支援のためのインフルエンザ予防接種費
用助成事業

生後6か月以上15歳（中学校3年生）以下の子どものインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。自己負
担額1回1,000円。

健康づくり推進課 048-561-1121

埼玉県 羽生市 私立幼稚園健康診断補助事業 市内の幼稚園に入園する際の健康診断費用を補助します。（健康診断を実施する幼稚園に市から補助しま
す ）

子育て支援課 048-561-1121

埼玉県 小鹿野町 子育て支援金 小鹿野町では、第１子・第２子出生時に５万円、第３子以降出生時には１０万円の支援金を支給します。 住民課 0494-75-4101

埼玉県 小鹿野町 多子世帯保育料免除 小鹿野町では、第３子以降の保育所保育料を免除します。（３歳未満） 住民課 0494-75-4101

埼玉県 小鹿野町 児童・生徒対する義務教育費支援 小鹿野町では、児童・生徒に係る学校給食費の全額及び教材費の一部を助成します。 学校教育課 0494-79-1201

千葉県 銚子市 放課後児童クラブ
放課後帰宅しても保護者が働いている家庭の小学校1年生から6年生までの児童を市内9カ所で預かります。
遊びを中心とした活動を通して生活指導を行います。

健康福祉部
子育て支援課

0479-24-8967

千葉県 佐倉市 私立幼稚園就園奨励費補助制度 幼稚園に通うお子さんの入園料・保育料等を助成。　※助成額は所得・家族構成等により異なります。 子育て支援課 043-484-6139

千葉県 佐倉市 認可外保育施設利用者助成金
認可外保育施設にお子さんを預けている保護者の方の経済的負担を軽減するため、保育施設に支払う保育料
の一部を助成します。

子育て支援課 043-484-6245

千葉県 佐倉市 佐倉市立美術館無料パスポート発行 市内在住の小・中学生を対象に、佐倉市立美術館の特別企画展を無料で観覧できるパスポートを発行。 佐倉市立美術館 043-485-7851

千葉県 富津市 放課後児童クラブ
両親が共働きなどのため、放課後子どもが帰宅しても保護者がいない家庭の小学生をお預かりします。市内に
は、放課後児童クラブは7ヶ所あります。

子育て支援課 0439-80-1256

千葉県 富津市 私立幼稚園就園奨励費補助金
私立幼稚園就園に伴う保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の一層の普及・充実を図るため、私立幼稚
園において入園料及び保育料を減額または免除する場合、その幼稚園に対し減額または免除する金額につい
て予算の範囲内で助成します。

学校教育課 0439-80-1339

千葉県 匝瑳市 保育所第3子以降無料化事業 18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の保育所保育料を無料化。 福祉課児童班 0479-73-0096

千葉県 匝瑳市 幼稚園第3子以降就園補助事業
18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子以降の幼稚園入園料及び保育料（上限額：年額308,000円）を無
料化（市立幼稚園では免除、私立幼稚園では補助金を交付）。

学校教育課学務
班

0479-73-0094

千葉県 匝瑳市 学校給食費の減免 18歳未満の子どもが3人以上いる家庭の第3子の給食費を1/2減免、第4子以降を無料化。 学校教育課給食
室

0479-73-5001

千葉県 匝瑳市 チャイルドシート助成事業
平成２７年４月１日以降に生まれた乳児の保護者が対象。新品で、法令で定める保安基準に適合するャイルド
シートを購入した場合に、乳児１人につき１回、１万円を上限に助成する。

健康管理課
健康管理班

0479-73-1200

千葉県 大網白里市 学校給食費補助制度
市内小中学校に在籍する児童・生徒の保護者が負担する学校給食費について、保護者の経済的な負担軽減を
図り、子育てを支援するため、学校給食費の一部を助成。
助成金額：月額５００円（小学校）、月額６００円（中学校）

管理課学校教育
室

0475-70-0372

東京都 神津島村 保育料無料化 村内に住所を有し、保育所に入所している児童の保育料無料（就学前３年間） 福祉課 04992-8-0011

新潟県 新潟市 みなし寡婦（夫）控除
未婚のひとり親の方に対しても、所得税・住民税の「寡婦（夫）控除」を受けたとみなして、保育料や放課後児童
クラブ利用料等を算定します。

福祉部こども未来
課

025-226-1201

新潟県 新潟市
子育てワンストップサービス「子育てなんでも相
談センターきらきら」

どこに聞いたらいいかわからない」「話を聞いてほしい」等、子育てに関する相談を電話・メール・ＦＡＸで受付け
ます。コーディネーターが必要な情報を案内したり、専門機関へつなぐなどします。

福祉部こども未来
課

025-226-1193

新潟県 新潟市 にいがたっ子すこやかパスポート
妊婦及び小学6年生以下のお子さんのいる保護者に対し、協賛店（市内約700店）で提示することで、商品の割
引や特典の付与などのサービスが受けられるカードを発行しています。

福祉部こども未来
課

025-226-1197

新潟県 新潟市 新潟市ファミリー・サポート・センター
子育ての援助を受けたい人と援助したい人がそれぞれ会員登録すると、センターが各々の条件にあった会員を
紹介し、地域の中で預かりや送迎などのサポートを行います。

福祉部こども未来
課

025-226-1197

新潟県 新潟市 保育料の軽減
保育所等に入所している児童が２人以上の場合，第２子は４分の１，小学校３年生以下の児童が３人以上いる
場合，第３子以降は保育料無料

福祉部保育課 025-226-1225

新潟県 新潟市 こども医療費助成
通院は0歳から小学3年生まで、入院は0歳から中学3年生まで医療費を助成します（一部自己負担あり）。また、
高校3年生までの子が3人以上いる世帯は、入院・通院ともに0歳から高校3年生まで助成します。
なお，平成27年9月より通院を小学6年生まで，入院を高校生までに拡大します。

福祉部こども未来
課

025-226-1201

新潟県 新潟市 ブックスタート
絵本を通して、赤ちゃんと保護者が心ふれあうひとときを持つきっかけをつくる活動です。1 歳誕生歯科健診の
会場でボランティアによる絵本の読み聞かせを体験してもらうとともに、絵本を1 冊プレゼントしています。

教育委員会
中央図書館サービ
ス課

025-246-7700

新潟県 新潟市 男性の育児休業取得奨励金
市内の中小企業に勤務する男性労働者が勤務を要しない日を除いて連続する１０日間以上の育児休業を取得
した場合，奨励金として，その事業主に３０万円，男性労働者に１０万円を支給します。

市民生活部男女
共同参画課

025-226-1061

新潟県 新潟市 乳幼児用減免ごみ袋
3歳未満の乳幼児を養育する世帯に，３歳になるまでの分としてごみ袋を支給する。
出生・0歳で転入：20㍑×210枚、　1歳で転入：20㍑×120枚、　2歳で転入：20㍑×40枚

環境部廃棄物対
策課

025-226-1403

新潟県 長岡市 子育ての駅の運営
子育てを応援するために、多世代が交流し、子育て支援の輪を広げる拠点施設として「子育ての駅」を運営す
る。市内4か所の施設で無料で利用可能。

子ども家庭課 0258-39-2300

新潟県 三条市 サンキッズカード事業
市内に住所がある方で、18歳未満の子どもを3人以上養育する保護者及びその保護者と同居もしくは、同一敷
地内に居住の祖父母がカードの交付を受けることができ、市の施設使用料の割引や協賛店の優遇サービスが
受けられる事業

子育て支援課 0256-45-1113

新潟県 新発田市 地域子育て支援センター 保育園に設置し、育児相談、遊びの場の提供、育児講座等を実施する。 こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 かかりつけ保健師制度
保健師が妊娠中の方や保護者と一対一の関係で医療機関や保健所などの関係機関と連携を取りながら、妊
娠・出産・就学前までの子育てを切れ目なくサポートする。

健康推進課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 子育てコンシェルジュ制度
保育園などの入園や保育サービスの利用に関する相談に、各家庭の状況に適した子育て支援サービスを紹介
する専任の相談員「子育てコンシェルジュ」を設置する。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 子育てきらきらカード
子育て家庭を地域全体で応援し、「安心して子どもを産み、子育てに喜びが持てるような街づくり」を目的として、
趣旨に賛同した市内の店舗等に協力してもらい、割引や特典などさまざまなサービスを受けることができるカー
ドを交付する。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 子育てきらきらメール
妊娠中の方や18歳以下の子供がいる方を対象として、あらかじめ登録していただいた方の携帯電話やパソコン
に新発田市の子育て情報をメールで配信する。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 第3子以降保育料助成事業
18歳未満の児童が3人以上いる世帯について、第3子以降の保育園、幼稚園、認定こども園、ひまわり学園等の
3歳児から5歳児の保育料補助を行う。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 休日保育事業
保育園及び認定こども園に入園している児童で、保護者の就労や冠婚葬祭などの行事により、日曜日、祝日に
保育を必要とする児童を預かる。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 子ども医療費助成制度
市内に住所があり、健康保険に加入している中学３年生までのお子さんにかかる医療費の一部について、助成
を行う。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 新発田市子育て応援商品券
子育て世帯を応援するため、協賛店で使える「子育て応援商品券」を希望する方へ交付する。（対象となる子ど
も1人につき、子育て応援商品券3,000円分）

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 子どもデイサービス 家族の病気、看護、出産などのために一時的に家庭での保育ができない時に子どもを預かる。 こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 ファミリー・サポート・センター
子育ての手伝いしてほしい方（依頼会員）と子育てをお手伝いしてくれる方（提供会員）がそれぞれ会員として登
録し、地域で子育てを支援する相互援助の会員組織。妊娠中や出産後も安心して過ごせるように家事や育児の
サポートを行う。

こども課 0254-22-3101

新潟県 新発田市 園開放交流事業 保育園で未就園児とその保護者を対象に園児とのふれあいや遊び場として保育園を開放する。 こども課 0254-22-3101

新潟県 小千谷市 小千谷市ファミリー・サポート・センター
子育ての援助を受けたい人と援助したい人がそれぞれ会員登録すると、センターが各々の条件にあった会員を
紹介し、地域の中で預かりや送迎などのサポートを行っている。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 子育て相談
子育て支援センター「わんパーク」では、育児で気になること、心配なことへの相談対応を行っている。助産師、
歯科衛生士、栄養士等との相談も随時行う。毎週月～金曜日、午前9時30分～午後6時まで開催。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 乳幼児一時預かり
子育て支援センター「わんパーク」では、通院、買い物、会議等の際、一時的に子どもを預けることができる。生
後4か月～小学校就学前の子どもが対象。1人当たり1時間300円（1日4時間まで）。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 保育料の軽減
同一世帯の児童が保育園（市内の私立幼稚園、認定こども園含む）に2人以上入園している場合、2人目は2分
の1、3人目以降は無料。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 通園費補助金
片道2㎞以上の通園、または片道2㎞未満で往復とも公共交通機関を利用して通園する場合、距離によって通
園費の一部を補助する。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 病後児預かり
病気の回復期で、保育園や小学校に通わせられない期間において、医師の判断に基づき、1時間あたり300円
でお子さん（おおむね12歳まで）を預かってもらえる方を紹介する。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 里山子育てひろば「木のこん」 主に未就学児とその保護者が、自然の中で触れ合うことができる施設。 社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 学童保育クラブ
保護者が仕事等で昼間不在になる家庭の、小学1年生から3年生の児童を対象に、指導者が遊びを中心とした
健全育成活動を行う（平日：放課後～午後6時30分、休校日・長期休業日：午前8時～午後6時30分、通年利用
料5,000円／月、8月のみ11,000円）

社会福祉協議会 0258-83-2340

新潟県 小千谷市 奨学金制度
市内に3年以上居住し、県内の高等学校・高等専門学校または大学、短期大学、高等専門学校（県外含む）に
在学している方へ補助金を貸与。

学校教育課 0258-83-3519

新潟県 小千谷市 小千谷学生寮
本人または保護者が小千谷市民であり、東京都内または近郊の大学・短大・専門学校等に在学している方が入
居可能。月額65,500円（部屋代、光熱水費、食費1日2食（朝・夕）含む（日曜日は食事なし）。

学校教育課 0258-83-3519

新潟県 小千谷市 青年就農給付金事業補助 就農直後（5年以内）の不安定な経営について支援を行う。 農林課 0258-83-3510

新潟県 十日町市 保育料の軽減
子育て世代を応援するため、国が定める保育料基準の約４割を市が負担し、保育料を軽減。国基準と同じく、同
一世帯から２人以上のお子さんが同時保育園を利用する場合、２番目のお子さんは半額、３番目以降は無料と
する。さらに市の独自軽減策として、３番目以降のお子さんが単独で保育園を利用する場合でも基準額の半額

子育て支援課 025-757-9169

新潟県 十日町市 幼稚園就園奨励費
私立幼稚園に就園しているお子さんを持つ世帯の経済的負担を軽減するため、市民税課税額に応じて入園料・
保育料の一部を助成。

子育て支援課 025-757-3719

新潟県 十日町市 地域子育て応援（MEGO３）カード
地域子育て応援（MEGO３）カードにより、お子さんが3人以上いる世帯等の子育てを地域全体で応援。カードの
提示によって、多くの協賛店で割引等の独自のサービスあり。

子育て支援課 025-757-3719

新潟県 燕市 すこやか家族応援情報ページ 結婚、妊娠・出産、子育てに関する情報を一元的に掲載したホームページです。 子育て支援課 0256-77-8225

新潟県 燕市 子育てつばめ～ル
妊娠されたお母さんは"出産予定日"を、出産したお母さんは"誕生日" を、登録していただき、必要な時期に必
要な情報をお届けするメールです。

子育て支援課 0256-77-8225

新潟県 燕市 チャイルドシート購入費補助金
チャイルドシートを購入した人に購入費の一部（上限１万円）を補助します。市内の事業所または店舗で購入し
た人が対象です。

生活環境課 0256-77-8162

新潟県 燕市 燕市ファミリーサポートセンター
人と人とが支えあう相互援助活動であり、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）と手助けをしてほしい人（依
頼会員）からなる会員組織です。児童の保育施設までの送迎や、保育施設の時間外に預かることができます。

子育て支援課 0256-77-8550

新潟県 燕市 病児・病後児保育運営事業
小児科医院に併設した保育施設で、病気や病後の児童を一時的に保育します。
お子さんが病気や病気の回復期で、保育園等での集団保育が困難で、かつ保護者の事情で家庭での保育が
困難な場合に、一時的にお預かりをする事業です。

子育て支援課 0256-77-8222

新潟県 糸魚川市 保育園第３子無料 満18歳に満たない３人以上の児童を扶養している場合、第３子以降に係る保育園保育料が無料です。
こども課
子育て支援係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 子ども医療費助成事業
高校卒業までの者で、通院は１回530円（530円以下だった場合はその額。１つの医療機関で月５回以上受診す
る場合、５回目以降は無料）、入院は１日1,200円で受診できます。

こども課
子育て支援係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 ファミリーサポートセンター事業
子育てをお手伝いしてほしい方（依頼会員）と、子育てのお手伝いをしてくださる方（提供会員）が、お互いに助
け合う会員組織で、子どもの送り迎え等の援助を行います。

こども課
子育て支援係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 さんさん子育てサポート事業
18歳以下のお子さんのいる保護者に対し、協賛店（市内約170店）で提示することで、商品の割引や特典の付与
などのサービスが受けられるカードを発行しています。

こども課
子育て支援係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 すこやか子育て相談室
子どもに関するいろいろな悩み事、困りごとなどに対して、すこやかアドバイザー（専任の相談員）が寄り添い、
一緒に考えます。

こども課
子育て支援係

025-552-1511

新潟県 妙高市 妙高市子ども家庭支援センター 子育てに関する情報提供、相談支援等を実施し、保護者の子育てに対する不安を解消。 こども教育課 0255-74-0039

新潟県 妙高市 子育て広場の開設 親子同士が交流できる子育て広場を開設。 こども教育課 0255-74-0039

新潟県 妙高市 第３子以降の保育料無料化 第3子以降の保育料の無料化。 こども教育課 0255-74-0040

新潟県 妙高市 病後児保育運営事業 病気の回復期で集団生活が困難な児童を預かる病後児保育室の設置。 こども教育課 0255-74-0039

新潟県 妙高市 妙高市不育症治療費助成事業 不育症の治療にかかる費用の1/2、1年度につき30万円を上限に助成。 健康保険課 0255-74-0013

新潟県 妙高市 小中学生バス料金無料化 小中学生の市内バス料金の無料化。 こども教育課 0255-74-0037

新潟県 妙高市 子育て医療費助成事業 出生から高校卒業までの医療機関で支払う金額の一部を負担。（入院：1,200円/日、通院530円/回） 健康保険課 0255-74-0056

新潟県 妙高市 ファミリーサポート事業 子育てを応援してほしい方と応援したい方をつなぎ、保育施設からの送迎や保育時間後の預かり等を実施。 こども教育課 0255-74-0039
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新潟県 妙高市 放課後児童クラブ事業
昼間保護者のいない家庭の小学生の安全を確保し、児童の健全育成を目的に実施。学校終了後や土曜日、休
業日に、市内全小学校区で開設。

こども教育課 0255-74-0039

新潟県 妙高市 新生児おむつ用ごみ袋の無償交付 新生児１人あたり１００枚のごみ袋を無償で配布。 環境生活課 0255-74-0031

新潟県 阿賀野市 ファミリーサポート
子育ての応援をしてほしい人（依頼会員）と子育ての応援をしたい人（提供会員）が、互いに助けたり、助けられ
たりして育児の相互援助を行う会員制の有償ボランティア。

社会福祉課 0250-61-2487

新潟県 阿賀野市 読み聞かせ事業 乳児及び幼児の健診時に、絵本の読み聞かせや絵本の紹介、絵本の贈呈などを行う事業。 生涯学習課 0250-62-5322

新潟県 阿賀野市 子どもの体力向上支援事業
基本的な体力をつけるため、年少児から小学校低学年を対象にそれぞれの成長段階に応じたレクリエーション
等を行う事業。

生涯学習課 0250-62-5322

新潟県 阿賀野市 子育て応援カード制度
15歳未満の子どもがいる希望する保護者に対し、1世帯に2枚を上限として交付するカードで、協賛企業として登
録していただいたお店（111店）でカードを提示したときは、各種サービスの提供を受けられる。

社会福祉課 0250-61-2487

新潟県 阿賀野市 一時保育・病児保育・病後児保育
保護者の事情でやむを得ず家庭での保育が困難になった場合や、お子さんが病気の治療中または回復期に至
らないため保育園等での集団保育が困難なときに利用できる。【一時保育：２ヵ月～就学前の乳幼児対象】【病
児保育：６ヶ月～小学6年生対象】

社会福祉課 0250-61-2487

新潟県 阿賀野市 新1年生ヘルメット補助金 自転車通学の生徒のヘルメット購入代金の一部を補助。 学校教育課 0250-62-2790

新潟県 阿賀野市 放課後スクール 放課後家族が帰宅していない５・６年生を対象に、元教員が無料で宿題や予習復習などの自主学習を支援。 生涯学習課 0250-62-5322

新潟県 阿賀野市 温故塾 経済的理由で塾に通えない子どもを対象に、土曜日に大学生を講師として無料塾を開校。 生涯学習課 0250-62-5322

新潟県 阿賀野市
乳児の紙おむつ購入費助成事業及びおむつ用
ごみ処理券の無料配布

平成27年4月1日以降に生まれた第3子以降の乳児に対し、紙おむつの購入費を助成。また、おむつ用ごみ処理
券として無料で一定枚数を加算配布。

健康推進課
市民生活課

0250-61-2474
0250-61-2473

新潟県 南魚沼市 保育料軽減
①保育料月額表を国基準額8階層を15階層に細分化し保育料を軽減する。②複数同時入園の保育料軽減を受
けない児童で、18歳未満の兄弟姉妹を数え、第3子目以降となる児童の場合は、保育料を20%軽減する。

子育て支援課保
育班

025-773-6822

新潟県 南魚沼市 ブックスタート 1歳の歯科検診時に絵本2冊を提供する。
社会教育課図書
館係

025-773-6677

新潟県 胎内市 ファミリー・サポート・センター
「子育ての援助をしてほしい方」と「子育ての援助をしてくださる方」がお互いに助け合う会員組織。入会料・会費
は無料。依頼は１時間400円～。

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 子どものこころとことばの相談室
乳幼児とその保護者を対象にお子さんのことば、発達についての相談、ことばの習得のためなどの相談を無料
で実施。

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 あかちゃんの駅
市内保育園、こども園、公共施設などに授乳やオムツ交換などが可能な施設を「あかちゃんの駅」として市内に
20か所設置。利用料は無料。

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 子育て情報メール 子育て支援情報、保育園・こども情報、妊娠・出産情報、母子保健情報等をメールで配信。登録料は無料。 こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 保育料の軽減
子どもが３人以上いる世帯で、かつ、保育園・幼稚園に入園している子どもがいる世帯は、３人目以降の子ども
の保育料が無料。

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 学習支援事業 生活困窮者の子どもに養育相談や学び直しの機会を提供。利用料は無料。 福祉介護課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 健康母子手当
将来における健全な家族構成の育成及び次代を担う若年層の確保と併せ市勢の発展を図るため出産者に対し
手当金を支給。市に住所を有し、出産によって３人目の子の母親となった者100,000円、４人以上１子について
150,000円支給。

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 地域子育て支援センター
地域の子育て家庭を支援するために市内７か所に設置。利用料は無料。
・親子ふれあいのスペースと遊びの提供　・子育て相談　・子育て関連の情報提供　・子育て講座を開催

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 チャイルドシート購入補助金
就学前の子どものためにチャイルドシートの購入又はレンタルした市内に住所を有する保護者に、その費用の
一部を補助。補助は、購入金額の２分の１、レンタルは総額。いずれも補助限度額10,000円、千円未満の端数
は切り捨て。

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 ブックスタート事業 乳児検診（６ヶ月・１歳６ヶ月）の際に１人につき絵本２冊を無料で贈呈。 こども支援課 0254-43-6111

新潟県 田上町 ２ヶ月児を対象とした学級の開催
出産・育児に対する不安、母親の子育て孤立化などの不安を解消するため、２ヶ月児を対象とした新規学級の
開催、また妊娠期における学級において保健師等による指導だけでなく、体験を加味することにより夫婦が協力
して出産・育児に向けて準備ができるよう支援する。

保健福祉課 0256-57-6112

新潟県 田上町 乳幼児育児用品購入費助成事業
０～２歳までの乳幼児等の毎月の紙おむつ、清拭用品、粉ミルク、哺乳用品、離乳食の育児用品購入費を助成
する。育児用品購入のために使用できるチケット（月２，０００円分）を当年度分まとめて交付します。

保健福祉課 0256-57-6112

新潟県 田上町 田上子育て応援米支給事業 小学校に入学、および中学校に入学した生徒に、米を一人あたり１０kg支給します。 総務課 0256-57-6222

新潟県 田上町 たけのこ塾
小学校４年生～６年生を対象に、放課後の学習指導を行います。自分で勉強する計画を立て、自分から進んで
勉強することをサポートし、子どもの学習意欲を喚起し、学力の向上を図っています。サポートには、近隣大学
の学生や地域の教員ＯＢから協力して頂いています。

教育委員会 0256-57-6114

新潟県 阿賀町 チャイルドシート購入費補助金 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格の50％とし、1個につき1万5,000円を限度とします。 健康福祉課 0254-92-5763

新潟県 関川村 通学用定期券購入費補助事業 村内に住所を有する中高校生の通学用定期券（ＪＲ及び路線バス）の購入費の30％を補助。
総務課
企画財政班

0254-64-1476

新潟県 関川村 学校給食費補助 小・中学生の学校給食費に対し、月額2,000円を助成。
教育課
学校教育班

0254-64-1491

富山県 高岡市 保育料の軽減
・幼稚園、認定こども園(1号認定）では、年少から小学校3年生までの範囲で、2人目を半額
・保育園、認定こども園（2号認定、3号認定）は、同時入所の場合に2人目を半額

福祉保健部
子ども・子育て課

0766-20-1377

富山県 高岡市 3人目以降の子どもの保育料等の無料化
・保育所、認定こども園（２号認定、３号認定）の入所者の保育料の無料化（所得制限あり）
・幼稚園、認定こども園（１号認定）の入所者の保育料の無料化（所得制限なし）
・幼稚園、認定こども園（１号認定）の入所者の給食費分を補助【実質無料化】

福祉保健部
子ども・子育て課

0766-20-1377

富山県 高岡市 ひとり親家庭等生活応援手当
両親の保護に欠ける児童の保護者に手当を支給する。
・児童1人につき年額20,000円の地域商品券

福祉保健部
子ども・子育て課

0766-20-1381

富山県 滑川市 保育料助成 第３子以降の保育料を無料化。 子ども課 076-475-2111

富山県 黒部市 保育料、幼稚園授業料の負担軽減 第3子以降の児童、園児にかかる保育料、幼稚園授業料は無料。 こども支援課
0765-54-2111
（内線792）

富山県 砺波市
三世代子育て応援給付金給付事業
【砺波市三世代同居推進事業】

三世代同居の孫世代の子どもを０～２歳まで自宅で育児した場合、１０万円を上限に給付金を贈呈する。
教育委員会こども
課

0763-33-1111
（内線376）

富山県 砺波市
となみっ子子宝券
【砺波市三世代同居推進事業】

三世代同居で平成２７年4月1日以降に生まれた子のいる世帯に対して、市内の子育て支援サービスなどに利
用できるクーポンを配布する（第１・２子/１万円分　第３子以降/３万円分）。

教育委員会こども
課

0763-33-1111
（内線372）

富山県 南砺市 第３子以降保育料無料 保育料は国の基準を大きく下回り、富山県下でも最低水準。第３子以降は、保育料無料。
民生部
こども課

0763-23-2010

富山県 入善町 乳幼児在宅育児支援金 満３歳まで家庭で育児する世帯に児童１人につき月5,000円を支給
結婚・子育て応援
課

0765-72-1100

富山県 入善町 小、中学校入学祝金支給事業 保護者に商品券（10,000円）支給
結婚・子育て応援
課

0765-72-1100

富山県 入善町 子育て応援事業 中学３年生までの児童を養育する保護者に商品券（5,000円/人）支給
結婚・子育て応援
課

0765-72-1100

石川県 石川県 ワークライフバランスの推進
一般事業主行動計画の策定対象範囲を、条例により従業員数50人～99人の企業に拡大。企業向けに啓発セミ
ナーやワークショップの開催、県民への普及啓発の取組として、大学生向け出前講座の開催等を行う。

少子化対策監室 076-225-1447

石川県 石川県 プレミアム・パスポート事業
子育てを社会全体で支援することを目的に、妊娠中の子どもを含め３人以上の子どもがいる家庭を対象として、
協賛企業が様々な特典を提供する。

少子化対策監室 076-225-1447

石川県 石川県 エンゼルマーク運動
すべての子育て家庭を対象に子育て応援サービスを行う企業・団体を「いしかわエンゼルマークの店」として認
定し、認定店が実施する子育て応援サービスに関する情報をホームページにより子育て世帯に発信している。

少子化対策監室 076-225-1447

石川県 石川県 マイ保育園登録制度
妊娠中から３歳未満程度の未就園児を持つ家庭が近隣の保育所等で「マイ保育園」に登録した場合、保育所の
機能を活かした育児体験や育児相談、一時預かりといった子育て支援を受けられる。

少子化対策監室 076-225-1421

石川県 七尾市 子育て応援サービス支援事業
預かり保育サービス（一時預かり、夜間預かりなど）の利用料金の一部として利用可能な子育て応援サービス
券を新生児一人につき1万円分支給。

健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

石川県 七尾市 保育料の助成
2人以上の児童が保育園（認定子ども園を含む）または幼稚園に同時入園している時、第2子は基準月額の半
額、第3子は無料。

健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

石川県 七尾市 地域子育て支援
・育児での悩みや疑問の相談に応じたり、子育てサークルの育成・支援など、子育てを支援。「親子ふれあいラ
ンドあい・あい・あい」は商業施設内にあり、利便性が高い。　　・子育て支援センターを市内７カ所に設置。

健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

石川県 輪島市 第3子の保育料無料 同一勢世帯で満18歳以下（高校卒業まで）の児童を3人以上養育している世帯の3人目以降の保育料無料
福祉環境部健康
推進課

0768-23-1136

石川県 珠洲市 保育料の軽減
児童2人以上が入所中の世帯は2人目半額、3人目以降は無料。また満18歳以下の児童を3人以上養育中で所
定の要件（市民税所得割課税額）を満たす世帯は、第3子以降の保育料が無料又は半額（課税額による）。

福祉課子育て支
援係

0768-82-7747

石川県 珠洲市 児童館・子育て支援センター
児童館と子育て支援センターを併設し、読み聞かせやクッキングなどの催しを実施。また、「母親クラブ」事業と
して市内保育所の保護者とともに様々なふれあい事業を計画し、親睦を図っています。

福祉課子育て支
援係

0768-82-7747

石川県 加賀市
保育園特別保育助成事業
【延長保育事業：13園】

保育園に入園している児童で、保護者の仕事の都合により、通常の保育時間を超えて保育を実施している。
健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市
保育園特別保育助成事業
【病後児保育事業：3箇所】

乳幼児から小学校3年生までの児童が、保育園や学校での突然の病気で保育園等で過すことが困難な場合、
病後の回復期でも保護者が仕事を休めない場合、一時的な預かりを実施している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市
保育園特別保育助成事業
【マイ保育園登録事業：12園】

妊婦や母親等が身近な保育園へ登録し、出産前から子どもが3歳になるまでの不安の多い時期に、保育士等
から継続的に支援（育児見学や育児相談、一時保育サービス）が受けられる。（一時保育半日利用券3枚を支

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市
保育園特別保育助成事業
【マイ保育園地域子育て支援拠点事業：8園】

マイ保育園登録事業の保育園に子育て支援コーディネーターを置き、在宅で乳幼児を保育する保護者へ保育
サービス利用の支援や子育て支援事業に協力する保育ママの活用を図るなど、地域の子育て力向上を図って

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市 こども育成相談センター運営事業
増加傾向にある「気になる子」等、発達の遅れや心配のある児童や保護者に対する支援を一元化し、ライフス
テージを通じた切れ目のない支援を実施している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市 ファミリー・サポート・センター事業
地域において、子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）が会員登録
し、子育てについて助け合い、子どもたちの健やかな育ちを援助していくため、事業者に委託して実施している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市 親子つどいの広場事業
乳幼児と親が気軽に集い、交流できる場所で専門家、先輩ママや利用者同士で育児相談や情報交換などを行
い、子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育てできるよう支援を実施している。市内3箇所で運営している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7855

石川県 加賀市 奨学金制度
成績が優秀だが、経済的な理由で就学が困難な高校生、大学生に対しての奨学金制度。（給付型と貸与型が
ある）

教育委員会学校
指導課

0761-72-7975

石川県 加賀市 乳幼児減免用ごみ袋支給事業
市内居住の方で、出生又は、２歳に達する子どもの転入があったとき加賀市指定ごみ袋の支給を行う。出生し
た際には、ごみ袋50枚、１歳以上２歳未満の者の転入に伴うものについては、20枚を支給する。

市民生活部環境
安全課

0761-72-7885

石川県 羽咋市 子育て応援券支給事業 子ども一人当たり２万円支給。平成２７年度からは、 健康福祉課 0767-22-1114

石川県 かほく市 チャイルドシート購入補助金
乗車時の乳幼児の安全を守るため、チャイルドシートを購入した保護者に対し、購入費の3分の1（限度額1万
円）を補助します。

市民部子育て支
援課

076-283-7155

石川県 能美市 ファミリー・サポート・センター事業
子育てを手助けしたい会員と、手助けしてもらいたい会員をマッチングさせ、一時預かり等の相互援助活動を行
う制度。

社会福祉協議会 0761-58-6230

石川県 能美市 のみっ子すくすく助成券支給事業
出生から満２歳までの乳幼児を育てる保護者に、紙おむつ・粉ミルクを購入できる助成券を支給（第１子は満１
歳まで。転入の場合は転入月から満１歳または満２歳まで）

子育て支援課 0761-58-2232

石川県 能美市 産後ケア事業
産後の心身の回復や育児不安がある場合、助産院等で母体と乳児の健康管理、授乳等の育児指導が受けら
れる。利用料は食事込みで、宿泊1万円／日、日帰り2千円／日で、非課税世帯には減免制度あり。

健康推進課 0761-58-2235

石川県 志賀町 多子世帯入学祝金交付事業
第３子以降の子が、小学校、中学校、高等学校（１８歳までに専門的な学校への入学を含む）の各種学校へ入
学するときに、養育者に祝金（商品券）を交付。第３子以降の子１人につき１０万円分。

住民課 0767-32-9122

石川県 志賀町 志賀中学校通学費補助金 志賀中学校へ遠距離通学する生徒に対してバス定期代の全額を補助しています。 学校教育課 0767-32-9122

石川県 穴水町 穴水町出産祝金制度
第１子目については５万円、第２子目については１０万円、第３子目以降は児童１人につき祝金 ２０万円を支給
します。

住民福祉課 0768-52-3640

石川県 穴水町 保育料の助成
施設に2人以上入所している場合、入所2人目の保育料は2分の1。3人目以降の保育料は無料。また3子以上養
育している（18歳になった直後の3月31日までの児童のみ）場合、3子目以降に対する保育料は無料。

住民福祉課 0768-52-3650

福井県 福井市 子育て情報誌、子育てサイト
男女共同参画社会を目指して、情報誌（ほっと）の発刊（年２回）
子育てや少子化対策に関する情報（イベント、コラム、Q&Aなど）を配信しているWebサイト

市民生活部
男女参画・市民協
働推進室

0776-20-5353

福井県 福井市 地域子育て支援センター
子育て中の親子（概ね３歳未満の児童とその保護者）が気軽に集い、一緒に遊びながら交流ができる場所。子
育て相談や情報提供、講習会などを通して、地域の子育て世代を応援する。

福祉保健部
子育て支援室

0776-20-5270

福井県 福井市 すみずみ子育てサポート事業
通院、看護、冠婚葬祭、就職活動、行事参加などにより、一時的に児童（小学校3年生以下）を養育できない保
護者のために、一時預かり、送迎、家事援助などのサービスを提供

福祉保健部
子育て支援室

0776-20-5270
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福井県 福井市 子育てパパカレッジ 父親の子育てに対する協力や理解を深めるため、子どもと父親がふれあう機会の提供
市民生活部
男女参画・子ども
家庭センター

0776-20-1537

福井県 勝山市 乳幼児期子育て支援
母乳相談、新生児子育て相談、育児・栄養相談、１～２ヶ月児子育て教室、離乳食教室、１歳６ヶ月児健診、３歳
児健診、５歳児健診、医師・臨床心理士等による子どもの発達相談会、言語聴覚士によることばの育ちの教室

健康長寿課 0779-87-0888

福井県 勝山市 乳児健診無料 1 か月児健診、4 か月児健診、9～10 か月児健診が無料。 健康長寿課 0779-87-0888

福井県 勝山市 保育料軽減
保育園の保育料が第３子以降は無料。３人同時入園の場合、２人目は１／２、３人目は無料。２人同時入園の
場合、２人目は１／２。

福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 勝山市 病児・病後児保育 病気・病後の子どもを保育し、保護者の就労と子どもの回復を支援。利用料は日額2,000 円。 福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 勝山市 すくすく育成奨励金 第3 子出産で30 万円、第4 子出産で40 万円、第5 子以降出産で50 万円を支給。 福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 勝山市 児童センター利用料無料 小学校1 年生から6 年生までの利用を希望する全ての児童が無料で利用可。 福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 勝山市 障害児放課後支援 障害児が放課後や長期休暇中に奥越特別支援学校内の通所事業所の利用料無料。 福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 あわら市 乳児健康診査無料 1か月・4か月・9～10か月児健診無料。 健康長寿課 0776-73-8023

福井県 あわら市 5歳児のこども園料（保育料）無料 5歳児のこども園料（保育料）無料。 子育て支援課 0776-73-8021

福井県 あわら市 第3子以降のこども園料（保育料）無料 第3子以降のこども園料（保育料）無料。第1子の卒園前は第2子のこども園料（保育料）も半額。 子育て支援課 0776-73-8021

福井県 あわら市 児童扶養手当
18歳以下の児童を看護している人に42,000円上限／月を支給。（2人目は5,000円、3人目以降は3,000円ずつ加
算）

子育て支援課 0776-73-8021

福井県 あわら市 特別児童扶養手当 障害のある20歳未満の児童を養育している人に51,100円上限／月を支給。 福祉課 0776-73-8020

福井県 あわら市 延長保育 市内のすべてのこども園（保育園）で保育時間の延長サービスを実施。（30分あたり200円） 子育て支援課 0776-73-8021

福井県 あわら市 一時保育 自宅で保育している子どもを市内のこども園（保育園）で一時的に預けられるサービスを実施。（半日1,000円） 子育て支援課 0776-73-8021

福井県 あわら市 病児・病後児保育 生後6か月～小学校3年生以下の病児・病後児の預かりサービスを実施。（１日2,000円、半日1,000円） 子育て支援課 0776-73-8021

福井県 あわら市 子育て支援センター
子育て支援センターにおいて子育てに関する相談、交流事業を実施。生後6か月～小学校3年生以下の子ども
の一時的預かりサービスも実施。（350円／時間）

子育て支援セン
ター

0776-77-1163

福井県 あわら市 放課後子どもクラブ 留守家庭の小学校児童を対象に、放課後（午後6時まで）子どもクラブを開設。（時期によって利用料変動） 文化学習課 0776-73-8041

福井県 あわら市 図書館ブックスタート 満5～6か月児対象の「もぐもぐ教室」において絵本を贈呈。 文化学習課 0776-73-8041

福井県 坂井市 坂井市流行性耳下腺炎予防接種費助成金
市内に住所を有する１歳から小学校就学前の児童の流行性耳下腺炎予防接種費用を１人当たり2,000円を上
限に助成。１人につき１回。

福祉保健部
健康増進課

0776-50-3067

福井県 坂井市 坂井市多子世帯子育てすくすく支援事業
小学校就学前の第３子以降の子どもを対象として、対象となる子ども１人あたり50,000円分の「坂井市多子世帯
子育てすくすく支援商品券」を保護者に支給。

福祉保健部
子育て支援課

0776-50-3042

福井県 若狭町 第３子以降保育料無料化事業 第３子（満１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯）の保育料を修了まで無料。
福祉課子育て支
援室

0770-62-2704

山梨県 山梨県 子育て就労支援センター事業
子育て中の母親等に対し、保育施設や手当、医療など、子育て支援に関する情報を提供するとともに、子育て
と仕事が両立できるよう、ハローワークと連携して求人情報の提供や就労相談などの支援を実施

労政雇用課 055-226-1188

山梨県 山梨県 やまなし子育て応援カード
県内にお住まいの18歳未満のお子さまがいる家庭や、妊婦さんを対象としています。応援カードを協賛店舗で
提示するとお得なサービスが受けられます。協賛店は483件以上。

子育て支援課 055-223-1456

山梨県 甲府市 すこやか子育て医療費助成制度
小児（0歳から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童）が病気やけがで医師の治療を受け
たとき、保険診療による自己負担金と入院時の食事療養標準負担額を助成

福祉部児童育成
課

055-237-5674

山梨県 甲府市 ひとり親家庭等医療費助成制度
所得税の納付義務のないひとり親の父または母で、満18歳到達後の最初の3月31日までの児童を扶養してい
る方とその児童及び両親のいない児童を対象に、保険診療による自己負担金と入院時の食事療養標準負担額
を助成

福祉部児童育成
課
子育て助成係

055-237-5674

山梨県 甲府市 子育て短期支援事業（ショートスティ）
保護者の疾病等の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、児童養護施
設において養育・保護を実施

福祉部児童保育
課保育係

055-237-5092

山梨県 甲府市 放課後児童クラブ
市内各公立小学校の在学児童(主に1年生から3年生まで）を対象に、放課後に保護者が仕事などで家庭にいな
い場合に預かる（民間委託の放課後児童クラブは4年生以上も可）

福祉部児童保育
課運営係

055-237-5092

山梨県 甲府市 風しんワクチン予防接種費用助成事業 妊婦の感染を防ぎ、生まれてくる子どもを先天性風しん症候群から守るため、予防接種費用の一部を助成
福祉部健康衛生
課予防衛生係

055-237-2587

山梨県 甲府市 甲府市入学準備金融資制度
高校・高等専門学校、大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などに入学する方の保護者に対し、入学
に必要な準備金を融資

教育部学事課学
事係

055-223-7322

山梨県 都留市 都留市病児・病後児保育事業
病児等／通学中の児童、未就園児）が病気回復期であり、安静を要するために集団保育の困難な期間におい
て保護者が仕事・傷病・冠婚葬祭などにより保育が出来ない場合の「子育てを支援する制度」です。

健康子育て課
保育家庭担当

0554-46-5113
(内線101・102)

山梨県 都留市 ふれあい子育てサロン事業
皆と一緒に遊びながら親も子も友達作りで子育てを楽しむサロンや託児型のサロンなど、家にこもりがちな就園
前の育児期間のお手伝いをします。

健康子育て課
保育家庭担当
（社会福祉協議
会）

0554-46-5115
(内線151)

山梨県 都留市 子育て支援センター事業
幼稚園・保育所で、専門のスタッフによるお楽しみプログラムの実施や子育ての不安や疑問等何でも相談でき
る子育て相談など、子育てのお手伝いをします。

健康子育て課
保育家庭担当

0554-46-5113
(内線101・102)

山梨県 都留市 ほっとステーション（子育て相談）事業
子どもさんの発達やしつけ、栄養、予防接種のことなど子育ての悩み、また、お母さんや家族の体と健康などの
相談に応じます。

健康子育て課
健康推進室

0554-46-5113
(内線125)

山梨県 都留市 ファミリー・サポート・センター事業
「子育ての手助けをしてほしい」「子育てのお手伝いをしたい」という人が、依頼会員・提供会員・両方会員のい
ずれかの会員に登録し、互いに助け合いながら育児の援助活動を地域において会員間で行う事業です。

健康子育て課
子育て支援担当

0554-46-5112
(内線101)

山梨県 都留市 学生アシスタント・ティーチャー制度 大学と市内の小中学校が連携し、児童・生徒の放課後指導や学習をサポートします。
学校教育課
学校教育担当

0554-43-1111
(内線214)

山梨県 都留市 都留市高校生資格取得費補助金交付
市内の高等学校に在学する生徒の資格取得に対する機運を高めるため、決められた資格の取得のための経
費を一部補助します。

学校教育課
学校教育担当

0554-43-1111
(内線214)

山梨県 都留市 のびのび興譲館事業
子どもたちが体験学習を通じて、主体性や創造性を持ちながら、健やかにたくましく成長していくよう、各塾を開
催しています。（H27年度は5塾）

生涯学習課
生涯学習担当

0554-43-1111
(内線218)

山梨県 山梨市 健やか育児支援祝金 市内に１年以上在住（住民登録）し、第３子以降の出生に１０万円の祝金。
子育て支援課
子育て支援担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 子育て用品支給事業
子育て用品購入券の支給（指定店で購入する、おむつ(紙おむつ、布おむつ)・おしりふき用ウェットティッシュ・粉
ミルクが対象）。子ども１人につき１万円。

子育て支援課
子育て支援担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 病児・病後児保育事業
保育園、幼稚園、小学校などに通うお子さん（生後６か月から小学３年生まで）が病気の時、または病気の回復
期で集団保育が困難な期間、医療機関の専用保育室でお預かりが可能。

子育て支援課
子育て支援担当

0553-22-1111

山梨県 山梨市 小学校英語教育（教育課程特例校制度）
小学校（１１校）に６人のＡＬＴ（英語指導助手）と３人のＪＴＥ（日本人英語指導助手）を配置。小学校低学年は１５
時間、中学年は２０時間、高学年は３５時間の英語教育（活動）を実施。

学校教育課
学校教育担当

0553-22-1111

山梨県 大月市 子育て支援手当支給事業
出生する全ての子どもたちを対象に、次代を担う児童の増加を願い、出生を奨励するとともに子育てを支援する
ため、出生時に3万円を支給します。

福祉課
子育て支援担当

0554-23-8032

山梨県 大月市 もぐもぐ（離乳食）教室
生後3か月～4か月の赤ちゃんとお母さんを対象に、成長に合わせた栄養のあり方や離乳食のつくり方について
学習します。調理実習や栄養士による個別相談、お母さん方の交流会もあります。費用として材料費の一部を
負担していただきます。

保健介護課
健康増進担当

0554-23-8038

山梨県 大月市 ファミリーサポートセンター
育児の援助を受けたい人と援助を行える人が、それぞれ会員となり、子育ての相互援助活動を行っています。
育児の援助を受けたい会員には費用負担が発生します。負担金：昼間750円/時間、早朝、夜間、土日祝日及
び年末年始900円/時間　（※市では、平成26年4月から、1時間当たり負担金に250円を助成しています。）

福祉課
子ども家庭総合支
援センター

0554-23-1152

山梨県 大月市 大月市病児・病後児保育
仕事の都合などによって、病気中・病気回復期にあるお子さんの保育がご家庭でできない方のために、市立中
央病院に併設された保育施設でお子さんを一時的に預かる事業です。

福祉課
子育て支援担当

0554-23-8032

山梨県 大月市 大月市放課後子ども教室
子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する様々な教室です。放課後や週
末等に安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住
民との交流活動を行います。

社会教育課
社会教育担当

0554-23-8050

山梨県 大月市 教育支援室
保護者の子育てや進路、学校生活、特別支援等の悩みについて、教育相談員等（教員経験者）が相談に応じま
す。また、学校や家庭での教育活動全般についても、指導や助言など総合的に支援します。

学校教育課
教育支援室

0554-23-8058

山梨県 大月市 小林宏治育英奨学金給付事業
市内に住所を有する方の子女で、かつ県内にある高等学校から大学に在学し、品行方正、成績優良、身体強
健で学資の支弁が困難と認められる者に奨学金を支給します。奨学金給付金額：年額12万円以内

学校教育課
教育支援室

0554-23-8048

山梨県 甲斐市 チャイルドシート貸与事業 乳児の出生日から１８か月に達する日までチャイルドシートの無料貸与
生活環境部
市民活動支援課

055-278-1704

山梨県 甲斐市 こども医療費助成金制度 小学校６年まで窓口無料化。
子育て支援課児
童係

055-278-1692

山梨県 甲斐市 ファミリー・サポート事業
育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（協力会員）が地域の中で助け合いながら子
育てをする、会員制の援助活動事業

子育て支援課児
童係

055-278-1692

山梨県 甲斐市 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
保護者の疾病等で、一時的に家庭において養育が困難となった乳児から小学校就学の始期に達するまでの児
童及び母子について、７日間以内を限度としてお預かりする制度。

子育て支援課児
童係

055-278-1692

山梨県 甲斐市 甲斐市緑化推進記念樹交付事業 結婚した夫婦及び誕生した子供の親で市内に住所を有する方に、記念となる苗木（記念樹）を交付する。 都市計画課 055-278-1669

山梨県 甲斐市 ブックスタート
保健センターで実施する4ヶ月健診時に絵本1冊、絵本ガイド(1歳6ヶ月児）を、1歳6ヶ月健診時に絵本ガイド（3
歳まで）をお渡ししています。

甲斐市立図書館 055-278-0811

山梨県 甲斐市 子育てひろば、子育て支援センター
主に乳幼児をもつ子育て中の保護者が打ち解けあった雰囲気の中で気軽に集い、交流や子育て相談ができる
場を提供する。

子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲斐市 保育料助成制度
市の保育料は、国で示す保育料基準額の約７割程度とすることで保護者の負担を軽減している。
また、市基準額を同一世帯から未就学児が保育園等に入園している場合に、保育料を軽減する。（第２子半額
第３子以降無料）

子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲斐市 特別保育事業延長保育 延長保育：保育園にて通常の保育時間を越えて保育を必要とする児童を預かる。 子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲斐市 特別保育事業休日保育
休日保育：認可保育園に入園している児童で保護者の就労などにより、日曜・祝祭日も保育を必要とする場合
に預かる。

子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲斐市 特別保育事業病児・病後児保育
病児・病後児保育：子どもが病気や病気回復期により集団保育が困難であるとき、保護者が就労等で保育でき
ない場合に保育園で子どもを預かる。

子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲斐市 特別保育事業一時預かり事業 一時預かり事業：保護者の就労、傷病、育児疲れなどにより一時的に保育が必要な場合、保育園で預かる。 子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲斐市 放課後児童健全育成事業（学童保育）
保護者の就労などにより、放課後帰宅しても家庭において適切な保護が受けられない小学校１～３年生の児童
の家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びあ指導を行うことにより、その児童の健全な育成をはかることを
もくてきとするとともに、保護者の子育てと就労等の両立を支援する事業です。

子育て支援課 055-278-1692

山梨県 甲州市 ファミリーサポートセンター事業 育児の手助けをして欲しい方と育児の手助けができる方に会員登録をいただき、育児の援助活動を行います。 子育て支援課 0553-32-5081

山梨県 市川三郷町 子育て祝い金
子育て支援と次世代を担う子の健全な育成に資することを目的として、小学校入学時に町内に住所を有する児
童1人につき20,000円の子育て祝い金を支給します。

いきいき健康課 0556-32-2114

山梨県 市川三郷町 チャイルドシート無料貸与 町の住民基本台帳に記載されている0歳児の保護者の方に無料でチャイルドシートを貸出します。 総務課 055-272-1102

山梨県 市川三郷町 チャイルドシート等購入費補助金
町の住民基本台帳に記載されている乳児・幼児（0歳児～6歳未満児）の保護者の方に上限10,000円の補助しま
す(10,000円未満の場合は実費補助)。

総務課 055-272-1102

山梨県 市川三郷町 私立幼稚園就園奨励費制度 私立幼稚園に在園する園児の入園料・保育料が一定の条件を満たす場合に減免される制度です。 教育総務課 055-272-6093

山梨県 市川三郷町 各種検定料（英語）の補助 管内の中学校で実施する各種検定（英語）に対して検定料の1/2補助します。 教育総務課 055-272-6093

山梨県 富士川町 就学援助費支給事業 経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に、経済的支援を行います。 教育総務課 0556-22-5361

山梨県 富士川町 奨学金貸与制度(高校） 経済的理由により高等学校等への就学が困難な方に対し、奨学金の貸与を行います。 教育総務課 0556-22-5361

山梨県 富士川町 学力向上フォローアップ事業 小学校３年生以上の児童・生徒を対象に、土曜日を中心に自学講座を開設します。 教育総務課 0556-22-5361

山梨県 富士川町 各種検定チャレンジ補助事業 町内の小中学生が、英語や漢字、数学、歴史等の各種検定にチャレンジした場合に助成を行います。 教育総務課 0556-22-5361

山梨県 富士川町 学校給食費補助事業
１８歳以下のお子さんが２人以上いる家庭で、町内の小中学校に２人目以降のお子さんが在籍している場合、
給食費を補助します。(第２子目半額、第３子目以降全額）

教育総務課 0556-22-5361

山梨県 富士川町 ファミリーサポート事業
「子育ての援助を受けたい方」と「子育ての支援を行いたい方」がそれぞれ会員となり、会員サポーターが手助
けを行います。

子育て支援課 0556-22-7221

山梨県 富士川町 チャイルドシート購入費補助事業 チャイルドシート購入費の一部を助成します。(上限１万円） 防災課 0556-22-7218

山梨県 富士川町 保育料負担の軽減 就学前のお子さんが２人以上いる場合、第２子の保育料を半額、第３子以降のお子さんの保育料を無料としま
す

子育て支援課 0556-22-7221

山梨県 道志村 ブックスタート １０ヶ月の乳児に絵本を贈呈し、親子のふれあいを通し、感性豊かな成長を支援。 住民健康課 0554-52-2113
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山梨県 道志村 図書貸し出しサービス やまゆりセンターにある図書を無償で貸し出し。県立図書館の図書も郵送にて無償貸し出し。 教育委員会 0554-20-1020

山梨県 道志村 子育てサークル支援 子育てサークルからの要請を受けて育児ボランティアを派遣。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 はぐくみ支援
臨床心理士と保健師が定期的に保育所に巡回し、保育所の状況を見ながら成長の支援をする。随時、個別相
談も実施。

住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 小中学校親子料理教室 児童・生徒とその保護者を対象に、調理実習をしながら食について学ぶ。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 育児・発達相談 保健師による無料相談。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 母子健康手帳の交付 妊娠後のお母さんや赤ちゃんの成長を記録する手帳を交付。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 健康相談 保健師による無料相談。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 養育支援訪問 妊産婦の育児不安などの養育に関する指導助言。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 児童扶養手当 母子父子家庭に支給基準に応じて支援。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 山梨県ひとり親家庭小中学校入学支度金 小中学校への入学にあたり、県から児童1人に対し1万円の支度金を助成。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 母子寡婦福祉資金 20歳未満の子供がいる母子世帯に対し、県から就学支度資金等の貸付。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 母子家庭等自立支援給付金 児童扶養手当受給者を対象に看護師等の資格取得したときの生活費等を給付し、就業支援を行う。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 特別児童扶養手当支給 20歳未満の精神又は身体に障害を有する児童を監護・養育している方に手当を支給。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 特別障害者手当支給 精神又は身体に著しい障害を有し、特別の介護を必要する方に精神的、物質的な負担の一部を手当を支給。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 いきいき健康村どうし健診 20歳以上の村内在住者を対象に、自己負担金1000円で基本健診、500円でがん検診等の診察を実施。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 児童手当支給
毎年6，10，2月に年齢に月額3歳未満1万5千円、3歳以上小学生1万円（第3子以降1万5千円）、中学生1万円を
支給。

住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 やまなし子育て応援カード 18歳未満の子供又は妊婦いる家庭に県内協賛店などで割引。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 保育料負担軽減事業 第3子以降の保育料を無料化 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 保育所の採暖費無料、3歳以上給食費無料 保育所の採暖費無料、3歳以上の給食費を無料化 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 学童保育所どうしっこ 仕事などで保護者が昼間家にいない児童に対し、放課後の生活の場を提供。定員40名で低学年が優先。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 高校就学助成 村内に高校が無いため、高校への通学費として月額1万円を助成。 教育委員会 0554-20-1020

山梨県 道志村 母親学級
妊婦中からの仲間づくりをしながら、不安を解消し、健やかな児の出産が出来るように支援する。栄養士、運動
療法師、助産師からの指導を入れ、１コース３回の教室で構成している。

住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 つつじの進呈 出産、卒園、小中学校卒業時に村からつつじを進呈。 総務課 0554-52-2111

山梨県 道志村 つぼみっこくらぶ
「親子のふれあい」「仲間づくり」を目的に、月２回実施。保育所入所前の親子を対象に、食事や運動に焦点をあ
てながら開催している。

住民健康課 0554-52-2113

長野県 長野市 休日保育
保護者の就労等で保育園に通っている子どもを、休日においても保育が必要な場合に柳町保育園にて預かる。
保育園で休日保育利用登録を受けて利用。その際、保護者が日曜日祝日等も就労していることを確認する。

保育・幼稚園課 026-224-8031

長野県 長野市 地域子育て支援センター
育児に関するアドバイスや、育児情報の提供を、専門の保育士が担当。一部の園では子育てサークルの支援も
行う。子ども同士の交流や、親同士の情報交換ができる。

保育・幼稚園課 026-224-8032

長野県 長野市 こども広場
主に0歳から3歳までの乳幼児とその保護者の方々の遊びと交流の広場。子育てに関する相談受付、各種講
座・イベントも開催。

保育・幼稚園課 026-224-8032

長野県 長野市 園開放（おひさま広場）
市内の幼稚園・保育園・認定こども園が保育室・遊戯室・園庭を開放する。育児相談・子育て情報の提供・講演
会・講習等も定期的に行われている。

保育・幼稚園課 026-224-8032

長野県 長野市 放課後子ども総合プラン
児童館等と小学校内施設（子どもプラザ）を活用し、放課後等における児童の安全で安心な居場所を提供。遊
び・学習・各種体験活動を通じてルールやマナーを身につけたり、体力・創造力を向上させたりすることが目的。

こども政策課 026-224-6796

長野県 長野市 ながの子育て家庭優待パスポート
18歳までの子ども（18歳に達する年度の3月末日まで）が1人以上いる世帯に「パスポートカード」を発行。当事業
に参加している協賛店舗でカードを提示すると、各種サービスを受けることができる。

子育て支援課 026-224-5031

長野県 長野市 出産・子育て応援メール
妊産婦、配偶者及び子育て世帯を対象とし、妊娠・出産から子育てに関する基本的な情報と、長野市の育児支
援情報や予防接種・定期健診のお知らせ等を配信することで、産前・産後のママとパパをサポートする。

子育て支援課 026-224-5031

長野県 長野市
赤ちゃんの家庭訪問（はじめまして！赤ちゃん事
業）

保健師・助産師が生後3か月までに家庭訪問をして、赤ちゃんの体重計測・子育てに関する事業の紹介・育児に
関する相談等、赤ちゃんに関する相談に応じる。

保健所　健康課 026-226-9960

長野県 長野市 未熟児養育医療
出生時の体重が2,000ｇ以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場
合、その医療費の一部を公費で負担。

保健所　健康課 026-226-9960

長野県 長野市 ふたご・みつご広場
ふたご・みつごの子育てをしている方が、育児についての悩みや不安を相談したり、参加者同士が交流したりす
る場所。個別相談（保健師・助産師等）、自由あそび、親子体操、参加者同士の交流・情報交換等ができる。

保健所　健康課 026-226-9960

長野県 長野市 産後ケア事業
出産後、育児不安等により特に保健指導が必要な妊婦と新生児を対象として、医療機関または助産所において
母体の管理や育児指導を行い、育児不安等の軽減を図る。

保健所　健康課 026-226-9960

長野県 諏訪市 父親向け子育て支援事業 妊娠届出時、「母子手帳」に加えて「父子手帳（イクメン手帳）」を交付。「お父さんのための赤ちゃん講座」を実
施

健康推進課 0266-52-4141

長野県 諏訪市 多子世帯を含めた保育料軽減
国の軽減制度に加え、長野県の補助制度も活用し、諏訪市独自の多子軽減施策を実施（年齢制限なし、第3子
以降の保育料50％軽減など）。

こども課 0266-52-4141

長野県 諏訪市 ファミリー読書推進事業
子どもや大人が読書に楽しむことができるように絵本プレゼントを実施。（ファーストブック：10か月健診時に配
布、セカンドブック：3歳児健診時に配布）

生涯学習課 0266-52-4141

長野県 諏訪市 運動あそび講師派遣事業
市内保育園に講師派遣を行い、運動あそびの取組みを進めることで基礎体力の向上やスポーツ好きな子ども
を育成。

スポーツ課 0266-52-4141

長野県 諏訪市 放課後児童クラブ運営事業 保護者が就労等のため昼間家庭にいない市内の小学校1年生～6年生までを受け入れ。 教育総務課 0266-52-4141

長野県 大町市 子育て応援します！育児家庭応援
５月１日現在で大町市に住所がある３歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円
分の商品券を贈ります。

学校教育課
庶務係

0261-22-0420

長野県 大町市 入学おめでとう！入学お祝い
５月１日現在で大町市に住所がある７歳になるお子さんがいらっしゃるご家庭に、市内店舗で利用できる３万円
分の商品券を贈ります。

子育て支援課
子育て支援係

0261-22-0420

長野県 飯山市 第3子以降保育料無料化 第３子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化 子ども課 0269-62-3111

長野県 茅野市 病児病後児保育
生後6ヶ月から小学校3年生までの病気または病気回復期のお子さんを一時的に預かり、保育を実施。茅野市
のお子さんは無料で利用可能

幼児教育課 0266-72-2101

長野県 茅野市 0123広場 就園前の子どもさんと子育て中のみなさんが、いつでも自由に遊べる屋根付きの公園です。 こども課（こども
館）

0266-71-1661

長野県 安曇野市 保育料の助成
18歳以下の子供が3人以上の場合、教育・保育に係る保育料を3人目以降で3歳以上児は無償化、3歳未満児
は6,000円の減免

こども支援課 0263-71-2256

長野県 安曇野市 子育て応援手当
第２子以降の児童（同一の保護者等に養育されている第１子が18才未満に限る）で、認定こども園・幼稚園・保
育所等の施設を利用せず、家庭において保育を行っている就学前児童を養育している保護者に対し、対象児童
１人につき月額3,000円を支給

こども支援課 0263-71-2255

長野県 小海町 高校生通学費等助成事業 高校在学保護者の負担軽減のために、通学費等を助成。 教育委員会 0267-92-2391

長野県 小海町 子育て応援クーポン支給事業 子育て世代の経済的負担軽減のため、小学校、中学校入学時に助成。 子育て支援課 0267-92-2351

長野県 小海町 子育て支援おむつ費用助成事業 子育て世代の経済的負担軽減のため、おむつ費用として、1ケ月2,500円支給。 子育て支援課 0267-92-2351

長野県 小海町 保育料の助成 保育所に入所している児童で２人以上の場合、3歳未満は、1/2、３歳以上は、1/3、3人目は保育料無料 子育て支援課 0267-92-2351

奈良県 川上村 川上村子育て応援手当 １６歳から１８歳の児童を養育する世帯に対して、対象児童１人につき月額５，０００円を支給する。 住民福祉課 0746-52-0111

奈良県 川上村 川上村高等学校通学費補助金
川上村に在住し、高校へ通っている者を対象に通学距離に応じて、月額３，０００円、７，０００円、８，０００円の
通学費を助成する。

住民福祉課 0746-52-0111

奈良県 川上村 川上村へき地格差是正助成金
子どもの習い事（芸術・文化・スポーツ・学力補充）に対して、１人３種目までで１種目の年間受講料等の１／３を
助成（上限２万円）する。

教育委員会 0746-52-0144

長野県 佐久穂町 保育料の軽減
町内の公設保育所の児童で、第3子以降の3歳以上児の保育料が無料。第3子以降の3歳未満児の保育料は
6,000円を上限として減額。

こども課 0267-86-2340

長野県 富士見町 ファミリー・サポート・センター事業
仕事や家庭の都合で子どもを預かってほしい方と、子育てを支援したい方が共に会員になって、有料でサポート
する事業

子ども課子ども支
援係

0266-62-9237

長野県 富士見町 町立保育園　一時保育
保育園に入園していない児童について、保護者が緊急または一時的に家庭で保育できない場合に、児童の保
育をする事業

子ども課子ども支
援係

0266-62-9237

長野県 富士見町 病児・病後児保育
病気又は病気回復期にある生後６ケ月から小学校３年生までのお子さんを、保育ができない期間、一時的に預
かる事業

子ども課子ども支
援係

0266-62-9237

長野県 原村 保育料の軽減
18歳未満（高校卒業まで）の第2子が保育園に入所する場合に、保育料が半額、第3子以降が入所する場合に
は無料。

保健福祉課 0266-79-7092

長野県 原村 通園補助 保育園や私立幼稚園に通園する費用の一部を補助する。 保健福祉課 0266-79-7092

長野県 原村 ワクチン接種事業補助金
満13歳未満のお子さんが、季節性インフルエンザワクチンを2回接種した場合、接種費用の1/2以内を補助す
る。（上限3,000円）

保健福祉課 0266-79-7092

長野県 飯島町 飯島町の子育て支援事業（各種）
保育料大型減免（第２子2/3、第３子以降無料）、高校3年生まで医療費補助、小学１年生にランドセル贈呈、,産
後ケア・産後サポート事業、妊婦・妊婦歯科・産婦・乳児健診費用補助健診17回まで補助ほか

保健医療係
こども室

0265-86-3111

長野県 宮田村 輝く子育て応援事業（保育料助成事業）
第3子以降の子どもが、保育所又は幼稚園に入所した児童の保護者。
第3子　保育料のうち当該子の算出額の８割。第4子以降　保育料のうち当該子の算出額の10割。

教育委員会
こども室

0265-85-2314

長野県 宮田村
輝く子育て応援事業（認可外保育施設通園者支
援事業）

宮田村に住所のある児童及び保護者で、宮田村輝く子育て応援条例に規定された、認可外保育施設に通園し
ている者。一ヶ月あたり2千円で、毎年3月交付。

教育委員会
こども室

0265-85-2314

長野県 宮田村 子育て世帯誘致報奨金
村内の土地を購入し、家を建てようと考えている、村内に住所を有さない子育て世帯の情報を提供した者に対し
て、提供された情報にもとづき該当世帯が村内に転入した場合、「子育て世帯報奨金」を交付。
報奨金額：20万円

みらい創造課 0265-85-3181

長野県 松川町 保育料の軽減制度
保育料の軽減により、子育て世代の負担を減らします。
3歳児以上の第2子2割軽減、第3子以降無料

こども課 0265-36-7023

長野県 筑北村 保育料無料 ３歳児以上の保育料は無料です。 こども支援課 0263-67-1161

岐阜県 岐阜市 放課後児童クラブの開設
放課後及び夏休みなどの長期休暇期間中に、労働等により昼間家庭において親などの保護者がいない子ども
に対し、保護者に代わって子どもの生活指導を行い、子どもの健全な育成を図る。現在、全小学校区で開設。

教育委員会事務
局

058-214-2367

岐阜県 岐阜市 岐阜市子ども・若者総合支援センターの運営
0歳から成人前までの子ども・若者、保護者の方などから、発達障がい、不登校、いじめ、非行、就学・就労、養
育環境など、様々な悩みや不安の相談に応じ、福祉、教育その他の関連分野における知見を総合した支援を
行う。

子ども未来部
子ども・若者総合
支援センター

058-269-1321

岐阜県 岐阜市 岐阜市育英資金貸付事業
高等学校、大学（大学院）又は専修学校の生徒又は学生で、経済的理由により就学困難な世帯の子どもに対し
て、入学の準備にかかる経費の一部や、月々にかかる学校経費の一部を貸し付ける。

子ども未来部
子ども支援課

058-214-2396

岐阜県 大垣市 保育園保育料の軽減
保育料を、国が定める徴収基準額から平均36.0％（平成27年度）軽減するとともに、保育園等に子を2人以上同
時に入園させている場合、第2番目の児童の保育料を6割軽減、第3番目以降の児童を無料とします。

子育て支援部
子育て支援課

0584-47-7096

岐阜県 多治見市 高等職業訓練促進給付金等事業
就職に有利となる資格取得を目指しているひとり親家庭の親を経済的に支援。対象となる資格は看護師や保育
士など２年以上のカリキュラムを必要とする資格。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の親が教育訓練対象講座の受講のために支払った費用の２０％に相当する額を支給する制度。
福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 ファミリー・サポート・センター事業
「子どもを預かってほしい人」と「子育てのお手伝いをしたい人」が会員になり、地域の子育てを支援する事業で
す。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 放課後児童健全育成事業
全１３校区に１８クラブあり、放課後の子どもたちにとって豊かな生活の場であり、保護者が安心して社会参加で
きるよう活動しています。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 母子・父子福祉センター
ひとり親家庭（母子・父子）の親子と寡婦の福祉増進を目的とし、交流事業や技能習得、趣味の講座などを行っ
ています。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 幼児・子どもの予防接種事業 各種幼児・子どもの予防接種事業の実施
市民健康部
保健センター

0572-23-6187

岐阜県 多治見市 児童館・児童センター 全１３校区に１施設ずつ児童館があり、乳幼児クラブや小学生クラブなど様々な活動を行っています。
福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 地域子育て支援拠点
市内に５か所の地域子育て支援拠点があり、３歳未満の親子を対象とした事業を行い、親子の憩いの場となっ
ています。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 子育てイベント「たじみ子育て楽市楽座」の開催
毎年１１月に、子育てイベント「たじみ子育て楽市楽座」を開催。子育てに関する様々な情報を得られるイベント
で、ママクリエーターや、子育てを応援する団体が集まり、子育てを応援します。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958

岐阜県 多治見市 子育て支援ネットワーク事業の実施
子育てコーディネーターが市内の子育て情報をまとめた機関誌「子育ていろは帖」を発行したり、市内の乳幼児
親子向けの行事をメールマガジンや広報で配信しています。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5958
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岐阜県 多治見市 病後児保育利用料の助成
勤務などの都合により、子どもの看護ができない保護者のために、民間施設の病後児保育を利用した際の利用
料の一部助成を行っています。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5947

岐阜県 多治見市 マイ保育園・マイ幼稚園
身近に乳幼児とふれあう機会や相談する人がいなくて育児に対して不安や負担を感じてしまうことがないよう、
市内の保育園・幼稚園を「身近な子育て支援拠点・・・かかりつけ園」と位置づけ、妊娠時から3歳未満時の子育
て家庭の支援を図ります。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5947

岐阜県 多治見市 園庭開放 公私立保育所・幼稚園全園で、未就園児を対象に園庭開放を実施しています。
福祉部
子ども支援課

0572-23-5947

岐阜県 多治見市 一時保育
病気や事故、出産、介護、冠婚葬祭などで、一時的に保育できなくなったときに、保護者に代わり児童を保育し
ます。
保護者の就労形態等により、家庭での保育が断続的に困難となる児童をお預かりします。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5947

岐阜県 多治見市 私立幼稚園就園奨励費補助金
私立幼稚園に通い多治見市に居住する園児の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、私立幼稚園を通
して入園料及び保育料について補助を行っています。

福祉部
子ども支援課

0572-23-5947

岐阜県 多治見市 休日保育
日曜･祝日においてもお仕事があり、お子さんの保育が困難なご家庭のために休日保育を実施しています。
実施日：年末年始を除いた日曜日・祝日／実施園：多治見市双葉保育園／利用時間：午前7時～午後7時／1日
あたり10人程度

福祉部
子ども支援課

0572-23-5947

岐阜県 美濃市
保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支
援

子育て世帯への支援として小中学校の児童生徒の学校給食費について二人目を半額、三人目以降を全額助
成
。またすべての保育園、幼稚園児については給食費の１／３を助成

民生部健康福祉
課
教育委員会学校

0575-33-1122
0575-35-2711

岐阜県 美濃市 留守家庭児童教室
市内小学校１年生から４年生までの児童で、共働き等により放課後留守になる家庭の児童を対象に、指導員の
もとで、遊び・読書・図画工作・自習等を行う児童教室

民生部
健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県 美濃市 にこにこ赤ちゃん紙おむつ購入助成事業 0歳から2歳までの乳幼児を養育する者に紙おむつの購入に要する費用の一部（1ヶ月1,000円）を助成する
民生部
健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県 美濃市 コミュニティママ子育てサポート事業
家庭の事情などで一時的に育児が出来ない時に、ほんの2、3時間手助けしてほしいママの為に、保護者に代
わってお子さんのお世話をする子育て支援事業

民生部
健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県 美濃市 病児・病後児保育
児童が病気の回復期等の状態にあり、保護者が就労等により保育できない児童を、専用の施設で一時的にお
預かりする

民生部
健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県 瑞浪市 ファミリー・サポートセンター 育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方が、お互い会員となって子育てを助け合う事業。 子育て支援室 0572-68-2115

岐阜県 瑞浪市 病後児保育事業 病気の回復期にあり、まだ集団保育を受けられないという病後児を専任の看護師がお預かりします。 子育て支援室 0572-68-2115

岐阜県 瑞浪市 放課後学童クラブ
授業終了後に学校の空き教室等を利用して適切な遊びや生活の場を与える、児童の健全な育成を図る事業。
６つの小学校で実施。

子育て支援室 0572-68-2115

岐阜県 瑞浪市 奨学金 高校生、大学生を対象に奨学金を支給 教育総務課 0572-68-9831

岐阜県 瑞浪市 休日保育の実施 千寿の里愛保育園に通う園児を対象に、土曜日午後及び日祝日も保育を実施しています。 子育て支援室 0572-68-2115

岐阜県 瑞浪市 小児のインフルエンザ予防接種に助成 満1歳から中学３年生までに、2,000円の助成 保健センター 0572-68-2700

岐阜県 瑞浪市 3歳児からの就学前教育（幼保一体） 幼稚園児と保育園児が、生きる力の基礎を培う就学前の教育と、保育の両方の良さを効果的に取り入れる制
度

子育て支援室 0572-68-2115

岐阜県 瑞浪市 給食主食費が無料 市内在住の3～5歳児を対象に、幼児園及び保育所で徴収している主食費（米・パン代）を無料とする事業です。 子育て支援室 0572-68-2115

岐阜県 羽島市 放課後児童対策事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年生（一部の小学校区を除く。）の児童に対して、放課後
に空き教室等を活用し、遊びと生活の場を与えて、健全な育成を図るもの。

福祉課 058-392-1111

岐阜県 羽島市 保育所及び幼稚園等の保育料助成
同一世帯から同時期に2人以上保育所や幼稚園等に入園している場合に、2人目は1/2相当額を、3人目は全額
相当額を軽減するもの。

学校教育課(幼稚
園）
福祉課（保育所）

058-393-
4611(学校教育
課）
058-392-
1111(福祉課）

岐阜県 恵那市 恵那市奨学奨励金交付事業
平成25年度から貸与した、恵那市奨学資金を借りて就学した方が恵那市に定住し生活の拠点として確認ができ
た場合、奨学資金返済（償還）金に対する奨励金、年間120,000円（返済金の2分の1）を交付します。

ふるさと活力推進
室

0573-26-2111
（内328）

岐阜県 美濃加茂市 ＮＰプログラム
「Nobody‘s　Perfect“完璧な親なんていない”（NPプログラム）」は、０歳から５歳までの子どもを育てている親を
支援するためのプログラム。参加者それぞれが抱えている悩みや関心事をグループで話し合い、つながりを深
めることにより、仲間と互いに助け合って子育てしてゆくことを学びます。

子ども課 0574-25-2111

岐阜県 美濃加茂市 BPプログラム
「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”（BPプログラム）」は、初めて赤ちゃんを育てている母親と０歳児
の赤ちゃんが一緒に参加するプログラム。知識を学ぶだけでなく、参加したお母さん同士が話し合うなかで、育
児の知識やスキル、親の役割などを一緒に学び、深めていきます。

子ども課 0574-25-2111

岐阜県 土岐市 幼稚園就園奨励費補助金について（私立） 土岐市内に在住し、市外の私立幼稚園に通園される方に、市民税納税額に応じて補助金を支給します。
市民部子育て支
援課 0572-54-1111

岐阜県 各務原市 病児保育事業
病気や病気回復期の小学校３年生までの児童を、家庭で保育できない時、一時的に医療機関内の施設で預か
る。　費用：１人１日２０００円。

子育て支援課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 両親学級
妊婦と夫を対象に、夫の妊婦体験、赤ちゃんのお世話体験（抱っこ・おむつや衣服交換・模擬沐浴等）。子ども館
の紹介など。年４回（土・日開催）

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 産後１か月健康診査費助成 産後及び１か月児健康診査費用の保険適用外に対して　（上限５,０００円）　助成。 健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 母乳育児相談費助成
乳房マッサージなどの母乳育児相談費用の保険適用外に対して、自己負担額の１/２　（上限 ２，５００円/回、
生後４か月までに３回/人まで）助成。

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 新生児訪問指導
出生届出時に提出される出生連絡票や医療機関から依頼を受けた低体重児・未熟児等に対し保健師・助産師
による訪問指導を実施。第１子については全戸訪問。

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 子ども館の充実
市内５館の子ども館では、体操や歌、読み聞かせのほか、乳幼児向けのおもちゃや絵本で自由に遊んだり、育
児の相談ができる。毎月１回「あかちゃんあつまれ」、「ばぁば・じぃじとあそぼう」も行なっている。

子育て支援課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 ファミリー・サポートセンター
子育て真っ最中、「ちょっとしたお手伝いがほしいな」と思われる時、サポートしていただける方を、アドバイザー
が間に立って紹介する。　費用：１人１時間７００円から。

子育て支援課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 一時保育事業
保護者などの急な病気、冠婚葬祭、リフレッシュしたい時などに、一時的にお子さんを保育所（園）で預かる。対
象は生後４か月から未就学の児童で、利用は原則週３日以内。　費用：１人１日　４時間以内１５００円、４時間を
超えると３０００円。

子育て支援課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 病後時保育事業
病気回復期の生後４か月から小学校３年生までの児童を、家庭で保育できない時、一時的に預かる。　費用：１
人１日２０００円。

子育て支援課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 こんにちは赤ちゃん訪問事業
保護者のみなさんの健康と赤ちゃんの健やかな成長、楽しい子育てを応援するために、「赤ちゃん訪問スタッ
フ」がおめでとうの気持ちとともに、子育て支援情報を届ける。

子育て支援課
058-383-1111

岐阜県 可児市 ファミリー・サポート・センター
子育ての援助を希望する利用会員と子育ての援助をしたいサポート会員が、センターを橋渡しに会員登録を
し、サポート会員が利用会員に対して預かりなどの手助けを有償で行う会員組織です。

こども課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 病児・病後児保育
病気や病気の回復期にあり保育園等での集団保育が難しく、かつ、保護者が就労などによって保育を行うこと
ができない場合に病児・病後児保育実施施設で預かります。

こども課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 保育園保育料助成
同一世帯から同時期に2人以上保育所や幼稚園等に入園している場合に、2人目は1/2相当額を、3人目は全額
相当額を軽減しています。

こども課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 私立幼稚園就園奨励費補助 市内に在住し、私立幼稚園に通園される方に、市民税納税額に応じて補助金を支給します。 こども課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 就学援助
経済的な理由により、義務教育への就学が困難と認められる可児市立小中学校の児童生徒の保護者などに対
して、学用品費、給食費などの一部を援助します。

学校教育課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 ママフレ（育児のWEBサービスガイド） 妊娠、出産、子育てに関する行政サービス情報を集約し、ｗｅｂサイトで紹介しています。 こども課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 キッズナビ（子育てハンドブック）
子育てに役立つ行政情報をはじめとして、医療機関ガイド、お出かけマップなどを掲載した冊子を発行し、配付
しています。

こども課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 キッズクラブ
働く親への支援を目的とした、放課後や長期休暇の生活と遊びの場として学校の授業終了後に児童を学校の
空き教室や学校内の専用施設にて保育を行います。

こども課 0574-62-1111

岐阜県 飛騨市
入園・入学祝い金
「飛騨市３ＳＴＥＰプロジェクト」

保育園入園、小学校入学・中学校入学のそれぞれの節目において入園・入学祝い金を交付（入園児、小中入学
児童生徒１人につき10万円分商品券）

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 乳幼児の健やかな心の発育支援プロジェクト
市内の木工職人が飛騨市の豊かな森の広葉樹を使って作った安全安心な「木のおもちゃ」を、市内で生まれた
全ての赤ちゃんが初めて使うおもちゃとしてプレゼント（H27準備事業・H28本格実施）

企画課 0577-73-6558

岐阜県 飛騨市 ブックスタート事業（地域子育て支援事業）
絵本を介してぬくもりの中でやさしく語りかけることの大切さを知り、親子の絆を深めるとともに、心豊かな親子
の育ちを支援するため、３ヶ月児相談時に絵本をプレゼント、読み聞かせボランティアが読み聞かせを実施。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市
子ども予防接種費
助成事業

2種類(おたふくかぜ･季節性インフルエンザ)の任意予防接種費用の一部を助成。（おたふくかぜ1回・2,700円/
回　　季節性インフルエンザ2回まで・2,000円/回）

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 母子保健事業
安心して出産が迎えられ、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう支援するため、母子健康手帳の交付、
妊婦保健指導、乳幼児健診、乳幼児相談、母子各種教室、妊産婦・新生児訪問等を実施。

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市
乳幼児家庭教育学級事業（地域子育て支援事
業）

子育てに関する学習をするとともに、保護者同士の交流の場をつくり、子育てを支援することを目的として、未満
児と保護者を対象とした乳幼児家庭教育学級を実施。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 休日保育事業
保護者の就労形態が多様化している中、日曜日及び国民の祝日等における保育需要に対応するため、休日保
育を実施。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 未満児保育事業
待機児童数はゼロですが、今後の需要増に対応するため保育士を増員、女性の再就職を後押しするため未満
児保育を実施。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 病児保育事業
保護者が就労している家庭において、子どもが病気の際、自宅での保育が困難な場合の保育需要に対応する
ため、病気児童を一時的に預かる病児保育事業を実施。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 子育て支援センター事業
親子が気軽に訪れることができるスペースを提供しながら,子育てに関する情報提供、育児相談、仲間作りのお
手伝いをします。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
留守家庭児童の健全な放課後及び長期休業中の生活を支援し、子どもたちの安心健全な生活の場を確保する
ため、小学校等において児童の生活の場を確保。

市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 飛騨市育英基金貸付制度
教育の機会均等のため、能力があるにもかかわらず経済的理由により就学が困難な方に、奨学金を無償で貸
与。（貸付期間：当該学校の正規の修業年限、貸付月額：高校等は2万円以内・大学等は5万円以内）

教育総務課 0577-73-7493

岐阜県 飛騨市
異文化体験推進事業
高校生海外派遣研修

市内在住の高校生に対して海外派遣研修の機会を与え、その研修費の一部を補助。（補助額：海外研修事業
費の2/3、個人負担：海外研修事業費の1/3）

生涯学習課 0577-73-7495

岐阜県 本巣市 第三子以降の保育所等保育料無料化 同一世帯で１８歳未満のお子さんを３人以上養育している場合、保育所等保育料を無料化にします。 子ども大切課 058-323-7753

岐阜県 下呂市 第3子保育料無料
18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、入所している児童が3歳以上児で第3子以降の場合は保育料が無料と
なります。（3歳児未満で第3子以降はい純額の2分の1）

福祉部
児童福祉課

0576-52-2882

岐阜県 下呂市 子育て支援予防接種事業
国で定められた子どもに対する定期予防接種を全額助成します。
また、インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそうの任意予防接種に対し、費用の一部を助成します。

健康医療部
健康医療課

0576-53-2101

岐阜県 笠松町 放課後児童クラブ運営事業
保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生１年生から３年生までの児童（学校休業日にあっては小学校
６年生までの児童）に遊びや集団生活、生活指導を通じ、児童の健全育成を図るとともに、子育て家庭の保護
者が安心して働ける環境づくりを進めることを目的として、各小学校内で午後７時まで「放課後児童クラブ」を開

子育て支援セン
ター

058-387-0561

岐阜県 輪之内町 三人乗り自転車の貸出制度 満１歳～満６歳未満のお子さんがいる家庭の２０歳以上の方に６ヶ月間３人乗り自転車を貸出 福祉課 0584-69-3111

岐阜県 揖斐川町 すこやかベビー祝い金
住民基本台帳に6か月以上登録されており、かつ出産後も引き続き1年以上居住すると見込まれる方に、出産
子1人につき50,000円分の地域振興券を支給。

住民福祉部
子育て支援課

0585-22-2111

岐阜県 池田町 タイムケア事業
障がいのある小中高校生の一時預かりを行うことにより、下校後に活動する場を確保するとともに、障がい児の
保護者の就労支援や家族の負担軽減を図る。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 病児・病後児保育事業
子どもが病気の時、仕事や冠婚葬祭等の際に、保護者に代わり一時的に「病児・病後児保育施設ひまわり」に
おいて児童を預かる。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 放課後児童クラブ事業
仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休暇、保護者に代
わって行う保育で、平成２７年度は対象を小学校６年生まで拡大する。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 池田町すくすく赤ちゃん券事業
平成２７年４月1日以降、出産された世帯に対し、出生届出時にミルク、紙おむつ等の育児用品を購入できる助
成金を支給する。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 保育料 ５歳児の保育料について他の自治体より低い金額設定になっている。徴収基準により1ヶ月2,400円～17,000 健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 多子世帯保育料無料化事業
平成２７年４月1日以降、小学校６年生以下に３人以上の児童が居る世帯に対し、３歳以上児の保育料を無料化
する。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業
平成２７年４月1日以降、３人以上の児童を養育する世帯の池田町病児・病後児保育室「ひまわり」の利用料を
無料化する。

健康福祉課 0585-45-3111
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岐阜県 池田町 多子世帯給食費無料化事業
平成２７年４月1日以降、義務教育就学児を３人以上養育する保護者に対し、そのうちの３人目以降の児童生徒
の学校給食費を無料化する。

学校教育課 0585-45-3111

岐阜県 白川町 ふるさと定着促進補助金（奨学金補助）
Ｕターン者などの奨学金返還金の一部を助成
補助金額：年間１２万円を上限に返還金相当額を補助

企画課企画係 0574-72-1311

岐阜県 白川町 子育て支援制度（保育料無料化） ３歳から５歳までの保育料を無料 企画課企画係 0574-72-1311

岐阜県 白川町 子育て支援制度（家賃助成）
町内の住宅に入居する０～１８歳未満の児童生徒を持つ世帯にかかる家賃の一部を助成
補助金額：児童生徒１人につき５千円／月

企画課企画係 0574-72-1311

岐阜県 白川町 子育て支援制度（紙おむつ対策）
２歳未満の乳幼児を持つ世帯に、紙おむつ廃棄用のゴミ袋を助成
補助金額：ゴミ袋１２０枚（毎月５枚（１枚１００円）×２年間分）を配付

企画課企画係 0574-72-1311

岐阜県 東白川村 保育料無料化 ３歳から５歳までの保育料は無料。 教育係 0574-78-3111

静岡県 沼津市 児童保育費（保育料） 保育料国徴収基準に対し、約３０％を軽減。 子育て支援課 055-934-4826

静岡県 沼津市 児童保育費（保育料） 同時に保育所・幼稚園・認定こども園に入所している児童の２人目にあたる保育料を半額、３人目以降無料。 子育て支援課 055-934-4826

静岡県 沼津市 障害児保育事業
民間保育所に対し重度及び軽度の障害児の保育に要する経費の一部を助成し、保育所による障害児の受け入
れを支援。

子育て支援課 055-934-4826

静岡県 富士市 子育て応援隊
子育て相談員が、家庭を訪問し、子育ての相談を受けたりしながら、親の子育ての不安感を解消するとともに、
保育園幼稚園の園庭開放事業等を紹介するなど、子育て中の親子の支援を行う。

こども未来課 0545-55-2799

静岡県 磐田市 磐田めぐりあい事業 地域資源を活かして独身男女の出会いの場を創設。2015年より、婚活情報メール配信サービスも開始。 秘書政策課 0538-37-4805

静岡県 藤枝市 勤労者教育資金貸付制度 お子様が大学・短大・高校等に入学する際や在学中に利用できる最高200万円までの教育資金を貸付。
産業振興部
産業集積推進課

054-643-3244

静岡県 藤枝市 子育てにやさしいまちづくり推進事業
タウンプロモーションの一環で行い、子育てをしやすいまちづくりの推進を図る。街なかの店舗や中心市街地の
核となる施設などと連携し、子育て中の母親をターゲットに街なかの魅力を体験してもらい、ストレス発散やリフ
レッシュ、趣味やスキル向上などの機会を設け、子育て支援環境を新たに創出する取り組み。

都市建設部
中心市街地活性
化推進室

054-641-3366

静岡県 藤枝市 ブックスタート事業
子どもの読書活動推進のため、６ヶ月児すこやか相談に参加した乳児とその保護者に絵本（３冊から１冊を選
ぶ）とイラストアドバイス集を贈呈する。

教育部
図書課

054-636-4800

静岡県 藤枝市 おはなし会の開催 本に親しんでもらうため、幼児から小学校低学年を対象とした、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。
教育部
図書課

054-636-4800

静岡県 藤枝市 調べ学習支援事業
夏休みの研究や課題への取り組みの一助となるように、主に小中学生を対象に専任の図書館職員が参考とな
る本を紹介する。

教育部
図書課

054-636-4800

静岡県 湖西市 子育て支援手当
当市に継続して１年を超えて住所を有し、市税等の納期が到来しているもの全てを納付している人で、３歳に満
たない児童を含む２人以上の児童を同居して養育している者に子育て支援手当を支給する

子育て支援課 053-576-1813

静岡県 湖西市 保育園・幼稚園就園助成金
当市に継続して１年を超えて住所を有し、市税等の納期が到来しているもの全てを納付している人で、認可保育
園、または幼稚園、認定こども園等に就園している児童の保育料を納めている者に就園助成金を支給する。

子育て支援課 053-576-1813

静岡県 伊豆市 通学費補助金制度（義務教育の生徒・児童）
面積が広大なため、学校までの通学が遠距離となるため、義務教育の生徒、児童は通学費（バス代）の全額助
成。

教育総務課 0558-83-5470

静岡県 伊豆市 高校生のバス通学補助事業
高等学校等にバスを利用して通学する生徒の保護者の負担軽減を目的に、通学にバスを利用する高校生の通
学定期券購入費用の補助

総合戦略課 0558-74-3066

静岡県 伊豆市 ごみ処理手数料減免 3０リットル指定ごみ袋を２歳児未満の乳幼児紙おむつ使用世帯に支給 環境衛生課 0558-72-9857

静岡県 御前崎市 小学生体操服等購入助成事業
市内小学校に通う１年生、３年生、５年生の父母に取扱店で使用可能な6,000円分（500円券×12枚）の助成券
を交付する。

こども未来課 0537-85-1120

静岡県 菊川市 就園奨励費 市内にお住まいで私立幼稚園に就園している3歳児・4歳児・5歳児の保育料及び入園料に対して補助する。 幼児教育課 0537-73-1131

静岡県 菊川市 リフレッシュ・一時保育
市内に住所を有する就学前の児童を対象に、保護者の病気、出産による入院、家族の介護や看病、冠婚葬
祭、就職活動、学校行事等の社会的理由及び私的理由により一時的に児童を保育する。

福祉課 0537-35-0914

静岡県 伊豆の国市 病児保育事業
保護者が仕事等により家庭で保育できない場合、生後6か月からおおむね10歳未満までの病気中の児童（病
児）を病院の専用スペースで一時的に保育します。

幼児教育課 055-948-1447

静岡県 伊豆の国市 放課後児童教室
小学校１年生から４年生までの児童を対象に、下校後に保護者が就労などで家庭にいない場合に、放課後の
安全な遊び場を提供します。日曜日、国民の休日以外に年末年始の休業日等ありますが、春休み期間や夏休
み期間等も開所しています。

学校教育課 055-948-1453

静岡県 伊豆の国市 私立幼稚園就園奨励費 私立幼稚園に就園しているお子さんの入園料や保育料を減免する制度があります。（所得制限あり。） 幼児教育課 055-948-1447

静岡県 伊豆の国市 小中学生遠距離通学助成
小中学校への通学が遠距離になる場合には、路線バスの定期代や自家用自動車の利用に対して、助成する制
度があります。

教育総務課 055-948-1444

静岡県 伊豆の国市 パパ・ママ学級 歯みがき指導、医師講話、栄養講話、個別相談、沐浴指導、妊婦体験など実施。（年4コース） 健康づくり課 055-949-6820

静岡県 伊豆の国市 のびのび広場・育児相談 就園前の子どもの身長や体重を測定したり、保健師や栄養士、臨床心理士が相談に応じます。（月1回開催） 健康づくり課 055-949-6820

静岡県 伊豆の国市 フッ素塗布・フッ素洗口の実施
虫歯予防のため、1歳6か月からフッ素塗布、保育園・幼稚園4歳児クラスから中学生まで無料でフッ素洗口を
（希望者のみ）実施。この為、中学3年生の虫歯有病率が25.3%と他市町よりかなり低い。

健康づくり課 055-949-6820

静岡県 伊豆の国市 こども医療費助成 0歳から中学3年生までの入院、通院にかかる医療費（保険診療分のみ）を助成。 社会福祉課 0558-76-8008

静岡県 伊豆の国市 ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童を扶養している人、またその児童に対し、医療費の自己負担分を助成。
（高額療養費を除く。保険外診療分は対象外）

社会福祉課 0558-76-8008

静岡県 伊豆の国市 ブックスタート事業 子どもの読書活動推進のため、3ヶ月児健康相談時に、絵本１冊、絵本ブックリストなどを贈呈します。 中央図書館 0558-76-5566

静岡県 伊豆の国市 子育て支援事業
未就学児とその保護者の交流の場として、地域子育て支援センター2ヶ所と、0歳～18歳未満の児童が利用でき
る大仁児童館があります。

保健福祉・こども・
子育て相談セン
ター

0558-76-8010

静岡県 伊豆の国市 ファミリーサポートセンター事業
子育てを「応援したい人」と「応援してほしい人」が会員になり、子育ての援助活動(子どもの送迎や預かり等）を
行うネットワーク。

保健福祉・こども・
子育て相談セン
ター

0558-76-8010

静岡県 伊豆の国市 一時保育・一時預かり事業
保護者の勤務形態や緊急・一時的理由、私的理由などにより、ご家庭で保育することが一時的に困難になった
乳幼児を、保育園の専用室または在園時と同じ教室で一時的に保育します。

幼児教育課 055-948-1447

静岡県 伊豆の国市 いずのくに子育てモバイル
子どもの生年月日を登録すると予防接種のスケジュール、お知らせメールが届いたり、子育てに役立つ情報を
配信。

健康づくり課 055-949-6820

静岡県 函南町 ブックスタート事業
町の７ヶ月児健康相談に参加した乳児とその保護者に対して、親子でふれあうことの大切さを伝え、読み聞か
せをしながら絵本を１冊と赤ちゃん向けのブックリストなどを贈呈する。

生涯学習課
函南町立図書館

055-979-8700

静岡県 吉田町 病後児保育事業 けがや病気の回復期にある子を一時的に保育園で預かり、子育てと仕事の両立を支援 社会福祉課 0548-33-2153

静岡県 吉田町 こども発達支援事業
心身の発達について支援を必要とする子どもを対象に、一人ひとりの成長に合った支援を行い、子どもが健や
かに成長できる環境を提供

社会福祉課 0548-33-2153

千葉県 旭市 保育所第3子以降保育料無料化
市内に住所を有し、同一の保護者を持つ１８歳未満（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の子どもが3
人以上いる家庭の第3子以降の児童が保育所に入所している場合に、保育料を無料とする。

子育て支援課 0479-62-5313

千葉県 旭市 私立幼稚園第3子以降就園補助金
市内に住所を有し、18歳に達する年度の3月末日までの児童が3人以上いる場合に、私立幼稚園に就園する第
3子以降の園児の保育料、入園料、給食費を無料とする。

庶務課 0479-55-5721

愛知県 設楽町 おむつ代助成 ３歳までの乳幼児のおむつ代2,500円／月を支給 町民課 0536-62-0519

愛知県 設楽町 保育園児通園費補助 ２km以上のバス通園児定期代の補助 町民課 0536-62-0519

愛知県 設楽町 小学生遠距離通学助成 ２km以上のバス通学児童の定期代の補助 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 設楽町 中学生遠距離通学助成 ２km以上のバス通学生徒の定期代の補助 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 設楽町 高校生通学費補助 自宅から高校へバス通学している生徒の定期代４０％の補助 企画ダム対策課 0536-62-0514

愛知県 設楽町 修学資金貸付制度
町外に通学するために下宿等をする高校生に対して３万円／月（無利子）の貸付を実施（町外で保護者とは別
に下宿等する方に限る）。※保健師や看護師等の資格取得のための修学資金貸付も有

企画ダム対策課 0536-62-0514

愛知県 設楽町 私立高等学校等授業料補助 私立高等学校へ通う生徒１人12,000円／年以内の補助（保護者が町内に住所を有する方に限る） 教育委員会 0536-62-0531

愛知県 東栄町 高校生への補助制度 通学費と私立高校授業料を補助する制度があります 教育課 0536-76-0509

愛知県 東栄町 子育て支援医療制度 中学3年生まで医療費無料 福祉課 0536-76-1815

三重県 津市 子ども医療費助成制度（0歳～小学生）
０歳～小学生を対象に、医療機関等で支払った医療費（保険診療分）の自己負担相当額を助成する。
※保護者の所得制限あり

健康福祉部保険
医療助成課

059-229-3158

三重県 津市 子ども医療費助成制度（中学生）
中学生を対象に、医療機関等で支払った入院分医療費（保険診療分）の自己負担相当額を助成する。
※保護者の所得制限あり

健康福祉部保険
医療助成課

059-229-3158

三重県 伊勢市 病児・病後児保育事業
保育所などに通所しているお子さんが、病気あるいは病気回復期のために集団保育が困難で、保護者の仕事
などの都合により家庭で保育することができないお子さんを一時的に預かります。

健康福祉部
こども課

0596-21-5561

三重県 伊勢市 子育て支援ショートステイ事業
保護者の疾病、出産等の理由により、一時的に家庭における児童の養育が困難となった場合、また経済的理
由等により緊急一時的な保護を必要とする母子を保護するため、市内の児童養護施設、母子生活支援施設に
より、養育・保護を行います。

健康福祉部
こども課

0596-21-5716

三重県 伊勢市 一時保育事業
保育所（園）に入所していない児童の保護者が、就労、冠婚葬祭、急病等のために家庭での保育が困難となる
場合や、育児疲れ解消のために、一時的にお子さんをお預かりします。

健康福祉部
こども課

0596-21-5579

三重県 伊勢市 ファミリー・サポート・センター事業
子育てを助けて欲しい人（依頼会員）の要望に応じて、子育てのお手伝いが出来る人（提供会員）を紹介し相互
の信頼と了解の上で、一時的にお子さんを預かる会員組織です。

健康福祉部
こども課

0596-21-5561

三重県 伊勢市 ひとり親家庭自立支援相談
ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、その自立に必要な情報提供、助言・指導等により対象家庭の自立を支援し
ます。

健康福祉部
こども課

0596-21-5561

三重県 伊勢市 放課後児童対策事業
保護者が仕事などにより昼間、家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与え
ることにより、児童の健全育成を図ります。

健康福祉部
こども課

0596-21-5561

三重県 鳥羽市 とばっ子子育て応援券交付事業 子どもが生まれると3万円分の子育て用品購入券を交付。 健康福祉課 0599-25-1184

三重県 鳥羽市 チャイルドシート等購入費助成事業 満6歳未満の子どものためにチャイルドシート等を購入する場合、1万円の助成券を交付。 健康福祉課 0599-25-1184

三重県 鳥羽市 とばっ子カード事業
とばっ子カードを提示することで、協賛事業所が独自に設けたサービス（例：料金の割引など）を受けることので
きる仕組み。

健康福祉課 0599-25-1184

三重県 鳥羽市 保育所2人目から無料保育料 保育所に在籍する幼児等が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料無料。 健康福祉課 0599-25-1184

三重県 鳥羽市 幼稚園多子世帯軽減
幼稚園に在籍する園児が2人以上ある世帯について、2人目以降の保育料無料。併せて、小学校3年生以下の
範囲において、最年長の子どもから順に在園児2子目の保育料半額、3子目以降の保育料無料。

教育委員会総務
課

0599-25-1262

三重県 鳥羽市 高等学校通学費等補助金交付制度 高等学校に通学する生徒にかかる通学費や下宿費（下宿費は離島在住者のみ）の一部を助成。 教育委員会総務
課

0599-25-1262

三重県 熊野市 チャイルドシート購入費補助金
市内に住所を有する6歳未満の幼児のためのチャイルドシートを購入した人に購入金額の1/2を助成。限度額は
第1子6,000円、第2子8,000円、第3子以降10,000円　※同一幼児に対しての補助は1台限り

福祉事務所 0597-89-4111

三重県 熊野市 保育サポーター利用費補助金
熊野市ファミリーサポートセンター（子育てを支援する相互援助の会員組織）を利用した人に利用料の1/2また
は利用時間を30分あたり200円として算出した金額のうち少ない額を補助します。

福祉事務所 0597-89-4111

三重県 菰野町 ファミリーサポートセンター事業
ファミリー・サポート・センターに登録された「サポート会員」の中から子育てのお手伝いが可能な人を紹介し、一
時的にお子さんを預かるシステムです。

子ども家庭課 059-391-1124

三重県 菰野町 地域子育て支援センター 親子の遊びの場、子育て世代の交流の場として、無料で利用できます。常駐する保育士による育児相談も可
能

子ども家庭課 059-391-1124

三重県 多気町 多気町医療費助成制度 １５歳になる年度末まで医療費を助成 町民福祉課 0598-38-1113

三重県 多気町 乳児ロタウイルス胃腸炎予防接種 （乳児）ロタウイルスワクチンに対して、接種費用の半額を助成。 町民福祉課 0598-38-1114

三重県 多気町 保育園での給食費（主食費）が無料 ３歳児以上の保育園での給食費（主食費）が無料 町民福祉課 0598-38-1113

三重県 大紀町 大紀町エンゼル手当支給
町に居住する方の子育てを支援するため手当を支給。新生児第１・２子100,000円・第３子300,000円・第4子
500,000円・第5子1,000,000円、1歳～15歳までの誕生日に20,000円、中学校卒業時に50,000円。

健康福祉課 0598-86-2216

滋賀県 彦根市 ブックスタート事業
4か月健診時に赤ちゃんと保護者に絵本を読み聞かせ、絵本や子育てに関する情報の入ったブックスタートパッ
クを手渡し、10か月健診時にも絵本の読み聞かせと併せて絵本やお話会、子育て支援の場等を紹介する事

子ども・若者課 0749-49-2251

滋賀県 彦根市 赤ちゃんの駅
乳幼児を連れた保護者がおむつ替えや授乳に気軽に立ち寄れる市内の公共施設や民間施設19か所に設置さ
れた施設。子育て家庭の外出を支援し、地域全体で子育て家庭を応援する意識を高める事業。

子ども・若者課 0749-49-2251

滋賀県 彦根市 彦根市ひとり親家庭支援事業利用助成金
保護者の病気や急な用事によって、社会福祉法人やＮＰＯなどが実施する「子育て支援事業」を利用したとき、
利用料の半額を助成する。（年間助成限度額３５，０００円）

子育て支援課 0749-26-0994

滋賀県 甲賀市 ブックスタート事業 4ヶ月健診時、赤ちゃんに絵本の読み聞かせを行う。読み聞かせ後3冊中1冊絵本を選んでもらい配布する。 こども未来課 0748-86-8179

滋賀県 甲賀市 認可保育所保育料減免制度 18歳までの間にある児童を3人以上扶養している世帯で、第3子以降のお子さんの保育料を免除する。 こども未来課 0748-86-8179

滋賀県 甲賀市 奨学資金給付事業
就学の意欲を有しながら経済的理由により高等学校等に就学することが困難なものに対し、奨学資金を給付し
ます。

学校教育課 0748-86-8019
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滋賀県 甲賀市 陶業後継者育成修学資金 地場産業である信楽焼等の振興を目的とした、後継者育成のための修学資金貸与制度 商工政策課 0748-65-0709

滋賀県 甲賀市 確かな学力向上事業 タブレット端末を利用した、児童生徒の基礎学力の定着と活用力向上を目指した授業を実施します。 学校教育課 0748-86-8019

滋賀県 甲賀市 漢字検定料補助金 漢字検定の受験料の半額を補助します。 学校教育課 0748-86-8019

滋賀県 甲賀市 英語検定料補助金 英語検定の受験料の半額を補助します。 学校教育課 0748-86-8019

滋賀県 甲賀市 児童生徒通学費補助金 公共交通機関を利用して通学する児童生徒の通学費を補助します。 学校教育課 0748-86-8019

滋賀県 甲賀市 心を耕す読書推進事業 各小中学校に学校司書が巡回し、学校図書館の充実に努めます。 学校教育課 0748-86-8019

滋賀県 甲賀市 ふたご・三つ子ちゃんの親の会 双胎以上の妊婦又はお子さんをもつ方を対象に情報交換や交流の場を持つために開催 健康推進課 0748-65-0703

滋賀県 甲賀市 乳幼児～小中学生入院・通院医療費助成
医療費の自己負担額を助成し、子育て世代の負担軽減を図る。（対象）入院・・中学3年生まで（所得制限なし）
通院・・乳幼児（所得制限なし）、小中学生（所得制限あり）

保険年金課 0748-65-0688

滋賀県 高島市 病児保育事業 専任の看護師や保育士が病気の子どもを預かることで、仕事を持つ保護者が安心して子育てすることができ
る

子育て支援課 0740-25-8136

兵庫県 洲本市 洲本市子育てハンドブック
子育てに関して受けられる支援を取りまとめたハンドブックを配布します。
（配布対象は、H27.4.1以降に洲本市で出生した児童１人につき１冊、もしくは世帯の中に就学前児童がいる世
帯につき一冊）

健康福祉部
子ども子育て課

0799-22-1333

兵庫県 洲本市 洲本市子育て応援パスポート事業
妊娠中の方および１８歳の誕生日以降最初の３月３１日を迎えるまでの方を対象としてパスポートカードを発行
し、協賛店舗において、各店舗の設定したサービスを受けることができるものです。

健康福祉部
子ども子育て課

0799-22-1333

兵庫県 洲本市 幼児用布絵本の配布（新生児向け）
児童の知育に寄与するため、H27.4.1以降に洲本市で出生した児童に対して布絵本を配布します。
（その居住継続の意思がある場合に限ります。）

健康福祉部
子ども子育て課

0799-22-1333

兵庫県 洲本市 市指定可燃ごみ袋の配布（新生児向け）
紙おむつ等の使用により可燃ごみの量が増えることが想定されるため、新生児または転入世帯に属する１歳未
満の児童に対して、市指定可燃ごみ袋を配布します。

健康福祉部
子ども子育て課

0799-22-1333

兵庫県 洲本市 保育所保育料軽減事業（就学前第２子）
就学前の児童が同時に２人以上幼稚園・保育所・認定こども園等を利用しているとき、その中での長子から数え
て２番目の児童（国基準で保育料が半額となる児童）が３歳児以上である場合は保育料を無料とします。

健康福祉部
子ども子育て課

0799-22-1333

兵庫県 相生市 子育て応援券交付事業
お子様が誕生された世帯を対象に、3歳になるまでの期間に利用できる2万円分の子育て応援券を交付します。
応援券は､有料の一時預かりや産後の育児・家事支援､予防接種、タクシー利用などに利用できます。

健康福祉部
子育て支援室

0791-22-7175

兵庫県 相生市 保育料軽減事業（公立幼稚園） 市立幼稚園に通う園児の保育料が無料です。
教育委員会
管理課

0791-23-7142

兵庫県 相生市 保育料軽減事業（私立幼稚園・保育園） 私立幼稚園や保育園に通う3～5歳児の保育料を月額8000円を限度に支援します。
健康福祉部
子育て支援室

0791-22-7175

兵庫県 相生市 市立幼稚園預かり保育事業
市立の6幼稚園で、4歳児と5歳児を対象に、月額5,000円で預かり保育を実施します。（通常保育終了後16時30
分まで）

教育委員会
管理課

0791-23-7142

兵庫県 相生市 市立幼稚園給食の実施 市立幼稚園で、火曜日・水曜日・木曜日の週3回、無料で給食を実施し、子どもたちの健康づくりに努めます。
教育委員会
学校教育課

0791-23-7143

兵庫県 相生市 給食費無料化事業
市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に通う、市内在住の3～15歳の児童・生徒等を対象に給食費を無
料化します。

教育委員会
学校教育課

0791-23-7143

兵庫県 豊岡市 豊岡市高校生通学バス定期補助事業
市内高校生の通学にかかるバス定期券の購入代金の一部を補助。
補助金額：１ヶ月当たりの定期代が15,000円を超える場合に、その超える額を補助。

都市整備課 0796-23-1712

兵庫県 赤穂市 幼児2人同乗用自転車購入費助成制度事業
幼児2人同乗用自転車の購入費の2分の1（限度額40,000円）を助成。購入時において、赤穂市の住民で幼児（6
歳未満）を2人以上養育し、過去にこの助成を受けていないことが条件。

子育て健康課 0791-43-6808

兵庫県 赤穂市 チャイルドシート購入費助成事業
申請日において、1年以上前から赤穂市の住民で、幼児（6歳未満）を養育している方に対し、チャイルドシート購
入費の2分の1（限度額10,000円）を助成する（幼児1人につき1台限り）。

子育て健康課 0791-43-6808

兵庫県 赤穂市 第3子いきいき子育て応援事業
3人目以降の子が生まれた家庭及び3人目以降の子が小学校又は中学校に入学した保護者の方にお祝い金と
して赤穂商工会議所商品券を支給。出産祝金（50,000円）、入学祝金（30,000円）。

子育て健康課 0791-43-6808

兵庫県 赤穂市 ブックスタート事業
5か月児とその保護者に対して、絵本の大切さを説明し、ブックスタートパック(赤ちゃん向けの絵本2冊などが
入っている)を贈呈。

図書館 0791-43-0275

兵庫県 赤穂市 保育所・幼稚園・小学校・中学校の完全給食制
市内全保育所では、給食を自園調理で実施し、アレルギー除去食の対応も行っているうえ、幼稚園から中学校
までは給食センターを通じて完全給食週5日を実施。

給食センター 0791-48-7151

兵庫県 養父市 妊婦健康診査費補助制度 妊婦健康診査にかかる費用に対し、98,000円を上限に補助。

兵庫県 養父市 やぶ市親子ふれあい事業「ブックスタート」 １歳の育児相談の際に本の読み聞かせやプレゼントを行う「ブックスタート」を実施。

兵庫県 養父市
認定こども園・保育所・幼稚園の保育料負担軽
減（多子世帯）

小学６年生までの範囲で保育料が２子目は半額、３子目以降は無料

兵庫県 養父市 遠距離通学児童生徒通学費等補助事業 市立小学校及び中学校に遠距離通学する児童生徒の保護者に対してバス代、自転車通学費などを補助

兵庫県 養父市 高校生バス通学費補助金交付事業 市に居住し高等学校に電車及びバス通学する生徒の保護者に対し、定期乗車券購入費用の一部を補助

兵庫県 南あわじ市 子育て応援優待カード（ゆめるんカード）
１８歳未満の子どもを１人以上養育している家庭に、市内協賛店にてさまざまな特典を受けることができる「ゆめ
るんカード」を発行。

子育て支援課 0799-43-5219

兵庫県 南あわじ市 保育料無料（３歳児以上）
保育所・幼稚園に通所している３歳児以上の保育料無料（給食費のみ負担）。南あわじ市内住民登録者に限
る。

子育て支援課
学校教育課

0799-43-5219
0799-43-5231

兵庫県 南あわじ市 在宅子育て応援事業
保育所（園）・幼稚園に通所・通園していない４月１日現在、満３、４、５歳の子どもを保育している保護者に、月
額５千円を助成するほか市内の温浴施設などを親子が無料で利用できる「子育て応援パスポート」を交付

子育て支援課 0799-43-5219

兵庫県 南あわじ市 入学祝金
市内に住所を有する方で、小学校・特別支援学校の小学部の第１学年に新入学される児童の保護者を対象と
して、児童１人につき１万円を支給。

学校教育課 0799-43-5231

兵庫県 南あわじ市 通勤・通学者交通費助成
高速バスの利用による居住地からの通勤・通学を奨励するため、交通費の一部を助成。島外通勤者と島内通
学者には負担額の２０％、島外通学者には３０％の助成。

ふるさと創生課 0799-43-5205

兵庫県 南あわじ市 まなび資金利子補給
大学・短大・各種専門学校等で教育を受ける方の保護者で、南あわじ市内等の金融機関から借り入れた教育資
金の利子の一部を補給。

学校教育課 0799-43-5231

兵庫県 南あわじ市 乳幼児等医療費助成 ０歳児～小学校３年生までの医療費（保険診療分）助成。 市民課 0799-43-5212

兵庫県 南あわじ市 離島高校生修学支援費補助金（沼島地域対象）
沼島から高等学校等で修学する生徒の通学費・住居費の全部又は一部を生徒の保護者に対し、２４万円を限
度に支給。

学校教育課 0799-43-5231

兵庫県 宍粟市 保育所保育料軽減事業
２号・３号認定子どもの利用者負担額　０～５歳児の保育所保育料を、国基準額に上乗せして軽減を図る。
１人目＝15～35％軽減、２人目＝第１子保育料の50％に軽減、３人目＝無料

こども未来課 0790-63-3114

兵庫県 宍粟市 幼稚園保育料軽減事業
１号認定子どもの利用者負担額　３～５歳児の幼稚園保育料を、国基準額に上乗せして軽減を図る。
１人目＝69～81％を軽減、２人目＝第１子保育料の50％に軽減、３人目＝無料
（国基準が応能割に変更される中で、月額5,000円（市民税非課税世帯は3,000円）に設定）

こども未来課 0790-63-3114

兵庫県 宍粟市 マタニティマーク事業
マタニティマーク・マタニティプレートを配布するなど、マタニティマークの普及啓発に努め、妊産婦に対して周囲
の人が配慮しやすい、やさしい環境づくりを推進していきます。

健康増進課 0790-62-1000

兵庫県 たつの市 多子世帯保育料補助事業 多子世帯の第３子以降が保育所を利用する場合に、保育料補助し、子育てにかかる経済的負担を軽減する。
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3222

兵庫県 神河町 子どもを健やかに生み育てる支援金支給事業 第３子以降の子に対して、満１２才到達時までに２５万円を支給する。 住民生活課 0790-34-0963

奈良県 宇陀市 ファーストバースデー祝い品事業 生後、初めて誕生日を迎える幼児に対し、元気にすくすくと成長することを願い絵本を贈呈する。
健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 病後児保育事業
市内に在住または在園の生後６ヶ月から小学３年生までの子どもが対象で、保護者が疲労している場合等にお
いて、子どもの病気が回復期にあるとき、自宅での保育が困難な場合に、病後児保育室で保育を行う。

健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 ぴかぴか１年生応援事業
子育て世帯による教育支援として、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、小学校及び中学校入学を迎え
る入学準備金として、ウッピー商品券（１万円）を支給する。

健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 トリプルチルドレン応援事業
多子世帯による子育て・教育支援として、多子世帯家庭の子どもの生活の安定や福祉の増進を図るため、ウッ
ピー商品券で補助を行う。

健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 若者自立のための相談会 ニート・引きこもり状態の青少年を抱える保護者、家族、本人等に対し、若者自立のための無料相談を実施。
農林商工部
商工観光課

0745-82-2457

奈良県 宇陀市 入学支度金助成制度 高等学校、大学等への進学にあたり、一定の要件を満たす場合に限り、入学時に必要な費用の一部を助成。
教育委員会事務
局

0745-82-3973

奈良県 宇陀市 遠距離通学費補助制度
市内中学校に通う子どもが自宅から学校までの片道距離が５ｋｍ以上の場合、通学費の一部を補助。（年額１
万円）

教育委員会事務
局

0745-82-3973

奈良県 宇陀市 ファミリーサポートセンター事業 育児の応援をしてほしい利用会員と、応援したいサポート会員が育児の相互活動を行う。
健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 家庭児童相談室
子育てしておられる保護者等に対し、家庭における児童の養育に関する相談や、子育てに対する不安や心配を
解消するため、専門的知識を有する家庭児童相談員を配置し、相談・啓発業務を行う。

健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 子育て支援センター「すくすく」の充実
家庭で保育する乳幼児や家族を対象に、子育て情報の提供や、育児不安等についての相談指導、支援を行
う。（親子教室、サークル支援、出前保育等）

健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 宇陀市 ベビーシートレンタル事業 新生児から生後６ヶ月までの乳児を養育している方に対し、自動車用ベビーシートを無料で貸与する。
健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 黒滝村 黒滝こども園 乳幼児を対象に保育を行っています。 黒滝こども園 0747-62-2206

奈良県 黒滝村 学童保育 小学校の児童を監護できない場合は、黒滝こども園において、学童保育を実施しています。 黒滝こども園 0747-62-2206

奈良県 黒滝村 児童養育手当 児童養育手当の額は、1月につき、第3子以降1人に対して5,000円。 保健福祉課 0747-62-2031

奈良県 黒滝村 入園・入学祝金の贈呈
黒滝こども園、黒滝小学校、黒滝中学校に新入生として４月に入園、入学された園児、児童、生徒の保護者の
方へ祝金を贈呈。

保健福祉課 0747-62-2031

奈良県 黒滝村
給食費の全額補助
修学旅行・社会見学費・遠足の全額補助
卒園・卒業アルバム製作費の全額補助

各費用の補助。 教育委員会 0747-62-2314

奈良県 黒滝村 高等学校等自宅通学補助 自宅から高等学校へ通学される生徒の保護者へ申請により月あたり18,000円補助。 教育委員会 0747-62-2314

奈良県 十津川村 村っこ広場
村内３カ所で週１回ずつ、親子や子ども・保護者同士が交流したり、保健師への子育て相談をしたりできる場を
設けています。

地域創生推進課 0746-62-0910

奈良県 十津川村 乳幼児訪問
生後３か月後～４か月後の乳幼児のいる全戸に、保健師または看護士が訪問を行っています。保護者からの
相談も随時受け付けています。（平日8:30〜17:15)

地域創生推進課 0746-62-0910

奈良県 十津川村 通学補助（バス、寮）
小・中学校への通学に、スクールバス（無料）を利用できます。中学校は居住する地区により寮を利用することも
できます。（寮費無料、おやつ代１，０００円／月）

地域創生推進課 0746-62-0910

奈良県 十津川村 奨学金制度 保護者が３年以上村内に居住し、引き続き居住が見込まれる世帯の大学生と高校生に奨学金を貸与します。 地域創生推進課 0746-62-0910

奈良県 東吉野村 幼稚園預かり保育
就労、就学、入院などされている保護者の方の為に、東吉野幼稚園では平日の午前7時30分から8時30分と、
幼稚園修了後の午後6時30分まで園児の預かり保育を実施しています。費用は、１日につき100円程度です。

教育委員会 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 学童保育
小学生のお子様が、放課後に帰宅しても保護者がいない場合（共働き）など月曜から金曜の授業終了から午後
６時までお子様をお預かりします。
費用は１０日以上利用する場合、月額３，０００円。１０日未満の場合は、月額の日割り額です。

住民福祉課 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 R１ヨーグルト支給
村幼稚園児・小学校児童・中学校生徒を対象に感染症（インフルエンザ等）の予防効果があるヨーグルトを１０
月、１１月、１２月、１月の４ヶ月間に支給しています。

教育委員会 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 通学バス費用 村幼稚園児・小学校児童・中学校生徒の通学バスに係る費用が無料となります。 教育委員会 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 子育てサロン
就学前のお子様と保護者を対象に、手遊びやふれあい遊び、絵本の紹介、育児に関する情報提供や情報交換
できるよう、子育てサロンという交流の場を設けています。

住民福祉課 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 遊びの広場
就学前のお子様と保護者を対象に、村住民ホールを開放し、遊具や玩具を貸し出し自由に遊んでもらう場を設
けています。

住民福祉課 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 東吉野村修学旅行事業補助 小・中学校の修学旅行の費用を半額補助します。 教育委員会 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 東吉野村高等学校等生徒通学費助成 東吉野村から高校などへバス通学する方の為に、定期券購入金額の８割を補助します。 総務企画課 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 給食費半額助成 子育て世帯の負担となる給食費を半額助成します。 教育委員会 0746-42-0441

和歌山県 橋本市 紀州３人子施策（保育料支援） 保護者と生計を一にする18才未満の児童が３人以上いる世帯の３人目以降の児童に係る保育料を無料化す
る

こども課 0736-33-6102
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和歌山県 橋本市 橋本市学童保育所保育料助成金
市内に住所を有し、月単位で学童保育所を利用する要保護児童又は準要保護児童の保護者、もしくは同一世
帯で2人以上学童保育所を利用している児童の保護者に対し、月額保育料の2分の1の額（最大3,000円）を交付
する。

教育総務課 0736-33-1119

和歌山県 紀美野町 子どもは町の宝物システム
出産後の母親の不安を和らげ、育児に対する負担感を減らすために助産師の無料訪問（妊娠後期１回・新生児
～乳児期２回）を実施。

保健福祉課 073-489-9960

和歌山県 紀美野町 第3子保育料無料 18歳未満の子を3人以上養育している世帯で2号認定の３歳未満の児童の保育料が無料。 保健福祉課 073-489-9960

和歌山県 紀美野町 保育料の多子軽減

保育所利用者（2，3号認定者）の多子軽減
（2人同時入所第2子半額、3人同時入所第3子無料）
きみのこども園（1号認定者）の多子軽減
（小3までの兄、姉が1人以上いる場合半額、小3までの兄、姉が2人以上いる場合無料）

保健福祉課 073-489-9960

和歌山県 かつらぎ町 ブックスタート事業
乳幼児の７か月教室時に、一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を手渡します。また、乳
幼児向けブックリストを配布します。

生涯学習課 0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 学校給食費の助成
町内の小学校に通学する児童の保護者には、1食250円のうち50円、中学校に通学する生徒の保護者には、1
食280円のうち60円を助成します。

教育委員会
総務課

0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 学童保育の実施
共働き家庭や母子・父子家庭の小学生が、放課後安心して過ごせる環境をつくり、その健全育成を図るため、
学童保育を行っています。

教育委員会
総務課

0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 学童保育促進事業
「かつらぎ町要保護及び準用保護児童生徒就学援助制度」の認定を受けている家庭は、学童保育料の免除若
しくは減額を受けることができます。

教育委員会
総務課

0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 キッズイングリッシュ推進事業
町内の保育所・幼稚園を、キッズイングリッシュ推進員が巡回し、子どもたちが歌やゲームを通して、英語や外
国の文化と触れ合う機会を持ちます。

教育委員会
総務課

0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 外国語教育の充実
町内の全小・中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を派遣し、小学校の外国語活動と中学校の英語科において、英
語指導の充実を図ります。

教育委員会
総務課

0736-22-0300

和歌山県 高野町 給食費無料化 町内の保育所から中学校までの園児・児童・生徒の給食費を無料化。 教育委員会 0736-56-3000

和歌山県 高野町 第２子以降の保育料無料化 第２子以降の保育料を無料化。 福祉保健課 0736-56-3000

和歌山県 由良町 １歳までのおむつ助成 １歳までのおむつ助成（月額5，000円）町内の店に限る 住民福祉課 0738-65-0201

和歌山県 由良町 第３子保育料無料 第３子以降保育料が無料 住民福祉課 0738-65-0201

和歌山県 串本町 第3子以降保育料免除事業 第3子以降の児童の保育料を免除する。 福祉課 0735-62-0561

鳥取県 鳥取県 とっとり子育て応援パスポート
妊娠中の方または１８歳未満のお子様をお持ちの子育て家庭への支援事業です。パスポートを協賛店舗で提
示すると、商品の割引などお得なサービスが受けられます。協賛店は鳥取県内外合わせて２，４００店以上。

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7868

鳥取県 鳥取県 中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業
中山間地域において保育料の無償化等による子育て支援により若者の移住定住に取り組む市町村を支援して
います。（H27　若桜町、智頭町、三朝町、大山町、日南町、日野町、江府町）

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7570

鳥取県 鳥取県 鳥取県野外保育促進事業
鳥取県の豊かな自然を活かして子どもたちが健やかに育つために、「とっとり森・里山等自然保育認証制度」に
おいて認証された森のようちえんの運営費を助成しています。

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7570

鳥取県 鳥取県 第３子以降保育料無償化事業
多子世帯（３人以上の子どもがいる世帯）の第３子以降の保育料を無償化する市町村を支援しています（平成
27年9月～）。

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7150

鳥取県 鳥取県
鳥取県内国内便エアサポート支援事業
（子育て王国とっとりキッズエアサポート）

鳥取県内の子どもの健全育成のため、大人同伴で搭乗する12歳未満児の航空運賃を小児運賃を上限として全
額支援。６５歳以上の同伴搭乗者及び県内宿泊ホテル泊の県外の子どもも往復運賃の半額を助成。

交通政策課 0857-26-7099

鳥取県 米子市 奨学金利子本市が負担します事業
大学等を卒業した方が市内に転入後に居住い、就労した場合、納付した奨学金の利息に係る部分について助
成します。

商工課 0859-23-5216

鳥取県 米子市 多子世帯の保育料を軽減します
幼稚園（新制度）や保育所、認定こども園などをきょうだいで同時に利用する場合、条件に応じて半額や無料に
なります。

こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 特別保育があります
保護者が仕事、病気、出産、看護などのため、日中家庭で保育ができないお子さんに対し、一時預かり、休日保
育、病児・病後児保育があります

こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 とっとり子育て応援パスポート 高校３年生までの子育てをしている家庭に配布し、商品の割引や多種なサービスをうけれる制度です。 こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 産後ヘルプサービス
核家族などで出産後に家事などのお手伝いを必要とする家庭に、社団法人米子広域シルバー人材センターか
らヘルパーを派遣し、お母さんの精神的・肉体的負担を軽減し、産後の生活を支援するための産後ヘルプサー
ビス事業を行なっています。

こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 米子市子育て支援センター 育児メールの発行や各種相談。お子さん連れで自由にセンターをご利用いただける開放日があります。 こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 ファミリーサポート 育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人がお互い会員になって、地域で助け合うグループを作りま
す

こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 放課後保育（なかよし学級）の実施
米子市内の小学校に通う１年生から６年生まで、学校が終わって家庭に帰っても、保護者が就労等で不在の児
童をお預かりします。

こども未来課 0859-23-5177

鳥取県 米子市 米子市高等職業訓練促進給付金事業
ひとり親家庭の父、母が、看護師、保育士など定められた専門的な資格取得のため、2年以上養成機関で修業
される場合に、一定の要件を満たせば、給付金を支給しています。

こども未来課 0859-23-5176

鳥取県 米子市 母子（父子・寡婦）福祉資金 母子・父子家庭等の方や寡婦の方に対し、資金の貸付を行なっています。 こども未来課 0859-23-5138

鳥取県 米子市 災害遺児手当
災害・事故などにより児童の養育者が死亡、又は障がい者となったとき、義務教育終了前のその児童の養育者
に対して手当てを支給します。

こども未来課 0859-23-5135

鳥取県 倉吉市 鳥取県大学等進学資金助成金
大学へ進学した者のため教育資金を借入した方や専修学校等へ進学した方のため教育資金を借入した方又は
就職を断念し､大学へ進学した方のために教育資金を借入した方に金融機関からの借入金額に係る利子の一
部を助成

鳥取県教育委員
会
事務局育英奨学

0857-29-7145

鳥取県 倉吉市 鳥取県交通安全協会チャイルドシート貸出
ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートを一ヶ月貸出。料金は無料ですが返却時にクリーニング代（200
円～800円）が必要。

鳥取県交通安全
協会
倉吉地区協会

0858-26-7115

鳥取県 倉吉市 市指定有料ゴミ袋支給
出生児に、市指定ごみ袋（大）100枚を支給。転入者は、0歳児は100枚を支給。１歳児は50枚を支給。無料での
支給は、いずれも1回限り。対象：倉吉市に住所がある2歳未満の乳幼児

産業環境部 環境
課

0858-22-8168

鳥取県 倉吉市 倉吉市若者子育て世帯買い物応援事業
協賛店でのお買い物等の際に割引サービスや特典サービスが受けられます。ガソリン割引、軽油割引、灯油割
引、敷金半額、クリーニング割引、電化製品割引など。対象は妊婦又は小学校就学前のお子さんがおられる世
帯。

福祉保健部 子ど
も家庭課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 とっとり子育て応援パスポート
協賛店で、日帰温泉半額、ガソリン割引、洗車半額、クリーニング割引、ミルクのお湯提供、ポイントカード倍押
し、飲物サービスなどの割引や特典が受けられます。対象は妊娠中又は18歳未満の児童がおられる保護者。

鳥取県福祉保健
部

0857-26-7148

鳥取県 倉吉市 ブックスタート事業 6か月児及び1歳6か月児健診時、絵本のプレゼントと読み聞かせを行う。 倉吉市立図書館 0858-47-1183

鳥取県 倉吉市 災害遺児手当
中学校修了前のお子さんに対し、その養育者が天災、交通事故、その他の事故等の災害で死亡したり、障がい
者になった場合に支給します。支給月額は、児童1人につき2,000円

福祉保健部 子ど
も家庭課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 ひとり親家庭入学支度金 小･中学校への入学準備金として、10,000円を支給します。（所得税非課税世帯）
福祉保健部 子ど
も家庭課

0858-22-8100

鳥取県 倉吉市 遠距離通学費補助金
遠距離からの通学費（バス定期券・回数券）を補助。小学校片道の４㎞以上、中学校片道６㎞以上。バス通学者
3ヶ月定期券の3分の１相当額×８０％。その他の通学方法は小学生月額1200円、中学生月額1500円。

教育委員会事務
局

0858-22-8166

鳥取県 倉吉市 倉吉市奨学資金
学校教育法に規定する短大・大学・大学院・専修学校の専門課程（修業年限が２年以上のみ）に修学する方
50,000円３ヶ月毎に貸与。無利子

教育委員会事務
局

0858-22-8165

鳥取県 倉吉市 鳥取県医師養成確保奨学金
将来、県内の病院等に医師として従事しようとする学生に対し、修学上必要な資金を貸付る「医師養成確保奨
学金制度」を創設。卒業後所定の期間、県内の病院等で勤務した場合は返還免除。月額10～12万円。無利子。

鳥取県福祉保健
部健康医療局
医療政策課医療
人材確保室

0857-26-7195

鳥取県 倉吉市 中部ふるさと奨学金
＜条件＞鳥取短期大学本科に学籍を有している方又は入学を許可された方で、親権者が鳥取中部ふるさと広
域連合を構成する市町に在住する方。＜内容＞奨学金は授業料の半額から全額相当額の範囲

鳥取短期大学 学
生課

0858-26-1811

鳥取県 岩美町 乳児用おむつ購入費助成事業
・1歳未満の乳児を養育している保護者におむつ（布おむつ、おむつカバーを含む。）の購入費を助成。【補助金
額】乳児1人につき上限30,000円

住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 岩美町 チャイルドシート購入費助成事業 ・チャイルドシート等を購入した方に購入費の一部を助成。【補助金額】購入金額の1/2（上限10,000円） 総務課 0857-73-1411

鳥取県 岩美町 乳幼児健康支援一時預かり事業
・病気中、病気の回復期のため、保育所、小学校へ通えない小学校3年生までの児童を、岩美病院内専用ス
ペースでお預かり。【利用時間】午前8時30分～午後5時30分【料金】上限2,500円/日【定員】2名

住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 岩美町 保育料軽減事業 ・第2子の保育料を基準額の2/3の額へ軽減、第3子以降の保育料を無料化。 住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 岩美町 中学校・高等学校生徒通学費補助事業
・バス通学者に、月額3,000円を超えるバス定期代を助成。（２人目以降月額1,500円を超える額を助成）
・自転車通学者にヘルメット購入代金を助成。（中学生のみ）

教育委員会 0857-73-1301

鳥取県 岩美町 高等学校等新入生通学費助成事業
・岩美町から鳥取市内の高校又は鳥取市内から岩美町内の高校に通う新１年生のＪＲ費用の一部を助成。（上
限19,670円）

教育委員会 0857-73-1301

鳥取県 若桜町 生後１ヶ月健診費助成制度 健診費用が無料。生後１ヶ月健診の費用を助成。 町民福祉課 0858-82-2234

鳥取県 若桜町 インフルエンザ予防接種費助成制度 接種費用は無料（乳児から高校生相当まで）。インフルエンザの予防接種費を助成。 町民福祉課 0858-82-2236

鳥取県 若桜町 保育料無料化 町民の保育料無料化（給食費含む）。 町民福祉課 0858-82-2237

鳥取県 若桜町 わかさこども園入園お祝い制度 園服・体操服（半袖・長袖上下）、カラー帽子、スモックをプレゼント。 教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 わかさこども園年長児健診・フッ化物洗口制度 無料。若桜学園年長児を対象に全員が健診及びフッ素洗口を実施。 町民福祉課 0858-82-2237

鳥取県 若桜町 早朝保育・延長保育・土曜日１日保育制度
早朝７時から午後７時までの保育の他、土曜日の１日保育を実施。延長保育は１００円／日、預かり保育２００
円／日～。

町民福祉課 0858-82-2237

鳥取県 若桜町 一時預かり保育
保護者の通院・冠婚葬祭・リフレッシュなどに一時保育。３歳未満児は１，８００円／日、３歳以上児　１，５００円
／日。

町民福祉課 0858-82-2237

鳥取県 若桜町 就学前支援制度 わかさこども園年長児の内、若桜学園に入学予定の児童に算数セット・粘土セットをプレゼント 町民福祉課 0858-82-2237

鳥取県 若桜町 学校給食費補助制度 若桜学園児童・生徒の給食費を半額補助 教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 就学援助費支給制度 経済的に就学が困難な児童・生徒に学用品費・修学旅行費・給食費等を給付 教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 通学用定期券・回数券等の支給制度 若桜学園児童・生徒の内、遠距離通学者に定期券・回数券等を支給 教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 ひとり親家庭入学支度金助成制度 若桜学園小学校・中学校に入学・進級する児童・生徒のひとり親家庭保護者に祝金を支給 町民福祉課 0858-82-2237

鳥取県 若桜町 入学・７年生進級祝金の支給制度 若桜学園(小中一貫校)に入学、７年生に進級する児童・生徒の保護者に祝金を支給 教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 放課後児童クラブ
放課後に保護者等が自宅にいない児童･生徒を預かる。１００円／日(放課後)　、３００円／日(土曜日・長期休暇
等)。

教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 学習支援教室 受講料は無料。小中学生を対象に学習会を開催（平日夕方・夏休み）。 教育委員会 0858-82-2213

鳥取県 若桜町 高等学校通学助成金
通学定期券を購入して通学する高校生に助成金を支給。７，０００円／月（通学困難で県内に下宿している高校
生も対象）。

教育委員会 0858-82-2213

島根県 出雲市 第３子以降保育所保育料無料化事業
１８歳未満の児童等が３人以上いる世帯において、３人目以降の児童の保育所（認可外保育施設を含む）・幼稚
園・認定こども園の保育料を減免します。

保育幼稚園課

保育所0853-
21-6964
幼稚園0853-
21-6191

島根県 出雲市
第３子以降保育所保育料減免制度
幼稚園保育料減免制度

１８歳未満の児童等が３人以上いる世帯において、３人目以降の児童の保育所（認可外保育施設を含む）・幼稚
園・認定こども園の保育料を減免します。

保育幼稚園課

保育所0853-
21-6964
幼稚園0853-
21-6191

島根県 出雲市 乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等の保険診療に係る医療費について、保護者の負担額が次のとおりとなるよう助成します。ただし、入
院時食事療養費など対象とならないものもあります。　就学前／無料　　就学後～２０歳未満／慢性呼吸器疾患
等14疾患群により入院した場合のみ１割負担（負担上限額15,000円／月）

子育て政策課 0853-21-6963

島根県 益田市 「学び舎ますだ」事業
地域ぐるみで子ども達の学力向上を図るため、市内の小中学生の希望者に対し、地域の先生か授業を行う「学
び舎ますだ」を開設します。

教育委員会学校
教育課

0856-31-0451

島根県 益田市 病後児保育事業
お子さまが病気の回復期であり、家庭や通っている保育所・幼稚園での保育が困難なときに、専用施設にて保
育を行う事業です。利用料は1,500円/日（食事・おやつ代含む）です。

福祉環境部子育
て支援課

0856-31-0243

島根県 大田市 保育料の減免等
１８歳未満の児童が３人以上いる世帯について、第３子以降３歳未満の保育料を全額補助。また３歳以上の子
どもは本来の保育料から３分の１減額します。延長保育、休日保育、障がい児保育、病後児保育（自園型）を実
施。子育てを手伝ってほしい人に支援できる人も紹介します。

子育て支援課 0854-82-9730

島根県 雲南市 保育料減免（第３子以降軽減）
雲南市の保育所・認定こども園保育料は、国基準の６割以下に設定しています。また、年間を通じて土曜日休ま
れる場合は、月額保育料から２割を減額します。さらに１８歳未満の子どもが３人以上いる場合、第３子以降の
幼稚園・保育所・認定こども園保育料を無料にします。

子ども政策課 0854-40-1044
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島根県 奥出雲町 多子世帯の保育料の軽減
町内の多子世帯の保育料について、要件を満たす方に軽減します。（第3子全額免除、第2子1/2軽減、3歳以上
児は月額保育料の上限あり。1号認定の給食費（副食費のみ）要件を満たす方に軽減します。）

子育て支援課 0854-52-2206

島根県 奥出雲町 ふるさと留学奨励金 町外から転入学する児童・生徒たちを育てている親族の方に交付します。児童・生徒1人あたり10万円 社会教育課 0854-52-2680

島根県 川本町 保育料第２子以降無料 子育てにかかる経済的負担軽減のため、第２子以降の保育料を無料にしています。 健康福祉課 0855-72-0633

島根県 川本町 子どもフリーパス事業
町内在住の高校生以下の子どもに対し、町内の公共施設やスクールバスなどを無料で使用できるパスポートを
交付しています。

まちづくり推進課 0855-72-0634

島根県 川本町 町内保育所の完全給食実施 町内全保育所全ての年齢で町産米の炊きたてごはんを提供しています。 健康福祉課 0855-72-0633

島根県 美郷町 保育利用料軽減 第1子・第2子は保育料を80%～75%軽減、第2子同時入所・第3子（18歳未満）以降は無料
健康福祉課
子育て支援係

0855-75-1932

島根県 美郷町 学校給食費の軽減 学校給食の食材費の30%分を助成（小学校：個人負担1食200円、中学校個人負担1食220円）
教育委員会
学校教育係

0855-75-1217

島根県 美郷町 無料の公営塾の開設 町内の中学生を対象に無料の公営塾を開設。（教材費は実費負担）
教育委員会
学校教育係

0855-75-1217

島根県 吉賀町 保育料完全無償化 平成27年度より、第1子からの保育料が完全無償化！ 保健福祉課 0856-77-1165

島根県 吉賀町 給食費無償化 平成27年度より、小中学校の給食費を全額助成！吉賀町産の米や野菜を使用しています。 吉賀町教育委員
会

0856-77-1285

島根県 吉賀町 放課後児童クラブ利用料無償化
昼間に保護者のいない家庭の小学生を対象に、放課後児童クラブにおいて、指導員が保護者に代わり児童の
健全育成を図ります。

保健福祉課 0856-77-1165

島根県 吉賀町 一時保育料無償化 月12日以内で小学生に上がるまで利用可能です。 保健福祉課 0856-77-1165

島根県 吉賀町 UIターン子育て支援事業補助金
中学生以下の子どもがいる世帯のＵＩターンの方に対し、補助金を交付しています。ＵＩターン後の1年経過後に
10万円、2年経過後に10万円、3年経過後に10万円給付します。

企画課 0856-77-1437

岡山県 笠岡市 三世代同居等支援事業
笠岡市内に新たに住民票異動を伴い、親と子と孫が同居または、親世帯と子世帯が地図上直線距離１ｋｍ以内
の住宅に市内居住している場合に最大１０万円助成します。孫は交付申請日に中学生以下であること。ただし
過去3年以内または現在三世代同居をしてる場合は対象外

定住促進
　センター

0865-69-2377

岡山県 笠岡市 笠岡市保育所保育料減免制度
笠岡市では、保育所保育料について同時入所の有無に限らず減免しています。同時入所の場合、２人目は
75％を減額、３人目以上の場合は無料としています。同時入所でない場合も、住民票上第2子を25%減免、第3
子以降を50%減免しています。ただし、過年度分の市税等の滞納がある場合には、適用されません。

子育て支援課 0865-69-2132

岡山県 瀬戸内市 放課後児童クラブ設置及び育成事業 放課後、仕事などで保護者が家庭にいない子どもを預かり、保育する。 子育て支援課 0869-26-5946

岡山県 瀬戸内市 一時保育事業 保護者の仕事や急な用事・病気など、家庭での子育て負担軽減などのため、一時的な保育をする。 子育て支援課 0869-26-5946

岡山県 瀬戸内市 子育て支援センター事業
子育て家庭や地域の方が気軽に集い交流できる場で、子育てに関する相談、子育て情報の提供、子育てサー
クルの活動支援を行う。

子育て支援課 0869-26-5946

岡山県 瀬戸内市 幼稚園児預かり保育 幼稚園に通園している園児に対して、降園時から午後６時まで預かり保育をする。 総務学務課 0869-34-3460

岡山県 里庄町 保育料２人目無料制度
同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園等に入所している場合において、2人目以降が町内の保
育所に入所しているときは、2人目以降の保育料を無料。

里庄町町民課 0865-64-3112

岡山県 里庄町 幼稚園保育料無料制度
子育て世代の負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりの一環として、幼稚園を2年制として、
保育料を無料にする。

里庄町教育委員
会

0865-64-7212

岡山県 鏡野町 育児用品助成事業
乳児1人ごとにおむつ(布、紙両方可）の購入費を月額4千円まで出生から1歳になる月の末日まで助成、また、
紙おむつ処理用ゴミ袋を乳児1人につき、50枚（1回限り）を支給する。

保健福祉課 0868-54-2986

岡山県 鏡野町 チャイルドシート着用推進補助金
6歳未満の乳幼児が使用するチャイルドシートの購入金額の2分の1を補助する。（1人につき1回、最高限度額
20,000円）

保健福祉課 0868-54-2986

岡山県 鏡野町 高校生等通学助成金支給事業 高校生等が通学する高校等への通学距離が１５㎞以上の場合、最大5,000円/月を支給する。 まちづくり課 0868-54-2982

岡山県 奈義町 病児保育事業
町内の診療施設「奈義ファミリークリニック」で、病中病後の子どもの病児保育を実施。（対象児：生後6ヶ月～小
学校3年生）

健康福祉課 0868-36-6700

岡山県 奈義町 高等学校等就学支援金 町内から高等学校等に通う生徒を対象に、1人当たり年額6万円を、在学中の3年間支給。 健康福祉課 0868-36-6700

岡山県 奈義町 育英金貸与制度
町内に保護者が居住し、経済的理由で就学が困難な学生に対し、月額3万円を貸与。また、大学等卒業後に奈
義町に定住された方は、最大半額が返還免除される。(受付は4月）

教育総務課 0868-36-4195

岡山県 久米南町 久米南町子育て等生活支援事業
紙おむつ等を日常的に使用する方に対して、紙おむつ等の処理に使用する指定ごみ袋を支給する（支給対象
者：満2歳に達するまでの乳幼児を養育する方等）。

保健福祉課 086-728-4411

広島県 竹原市
竹原市子育て・高齢者・障害者あんしん住宅改
修助成事業

◆子ども，高齢者，障害者の住居内での負担軽減と事故防止など生活環境の向上を図るための住宅改修に要
する費用の一部を補助

都市整備課 0846-22-7749

広島県 竹原市 乳幼児等医療費助成制度

◆小学校を卒業するまでの乳幼児・児童を対象に，病院での医療費自己負担額を500円/回を限度とし，限度を
超えた部分を助成（保護者の所得制限有り）
・通院：ひとつの医療機関での受診回数が4回を超えた場合，5回目以降無料
・入院：ひとつの医療機関での入院日数が14日を超えた場合，15日目以降無料

市民健康課 0846-22-7734

広島県 竹原市 保育所運営事業
◆18歳未満の子どもを3人以上扶養している場合，3人目以降の3歳未満児は保育料無料，3歳以上児は，2,500
円減額

福祉課子ども福祉
室

0846-22-7742

広島県 竹原市 一時預かり事業
◆参観日，病院，冠婚葬祭等，急な用事のときに，時間単位で子どもを預かる
◆里帰り出産の際や，市外からの預かりも可能

福祉課子ども福祉
室

0846-22-7742

広島県 竹原市 病後児保育「さくらんぼ」事業
◆病気回復時の子どもを預かる
◆小児科医と連携し，看護師が子育てをサポート
　・　対象　生後3か月～小学6年生　　・　時間　8時30分～17時30分（19時まで延長可）

ふれあい館ひろし
ま

0846-22-9100

広島県 竹原市 放課後児童クラブ運営事業
◆放課後，保護者が仕事などで家にいない小学生の児童を一定時間預かる
　・　開設時間　平日14時～18時，休校日8時～18時　　・　利用料　3,000円（別途おやつ代）

福祉課子ども福祉
室

0846-22-7742

広島県 竹原市 ファミリーサポートセンター事業
◆子育てを地域でサポートする
　・　利用時間　7時～19時（月～金）　　・　利用料　600円/時

ファミリー・サポー
ト・センター

0846-22-2304

広島県 竹原市 地域子育て支援センター事業 ◆「ゆりかご」　安心して子育てが出来るよう，親や子どもとのふれあいを通して育児を支援する ゆりかご 0846-22-1568

広島県 竹原市 地域子育て支援センター事業
◆「ミルクハウス」
　市内を巡回し，子育てを支援する

ミルクハウス 0846-26-2845

広島県 竹原市 地域子育て支援センター事業
◆「つくしんぼ」
　親子で「たけはらふれあい館」での集い，遊び等を通して，子育てのサポートをする

ふれあい館ひろし
ま

0846-22-9100

広島県 竹原市 中央児童館運営事業
◆放課後等に健全な遊びを通して，児童の健全育成を図る
　・　対象　5歳～中学3年生　　・　開館時間　10時～18時（4月～9月）、10時～17時30分（10月～3月）

中央児童館 0846-22-0420

広島県 竹原市 家庭児童相談活動事業 ◆18歳未満の子どもの悩み（不登校，虐待，発達，友達関係など），相談等に対応する 家庭児童相談室 0846-22-3544

広島県 三次市 24時間365日小児救急診察 市立三次中央病院では小児救急医療拠点病院事業として24時間365日の小児救急診察を実施 市立三次中央病
院

0824-65-0101

広島県 三次市 第2子以降保育料負担軽減
同じ世帯から保育所のほかに幼稚園等を利用している児童も算定対象人数に含め、第2子以降の保育料を軽
減。第3子目以降の児童が保育所に入所されている場合は、保育料を減額

子育て・女性支援
部
子育て支援課
保育係

0824-62-6147

広島県 三次市 病後児保育室
病気の回復期にある子ども（生後6か月から小学校3年生まで）を対象に、保護者が就労等により自宅での保育
が困難な場合に、一時的に子どもを預かっています。（市立保育所1所で実施）

子育て・女性支援
部
子育て支援課
保育係

0824-62-6147

広島県 三次市 病児保育施設【準備中】
病気の回復期に至らない子どもを対象に、保護者が就労等により自宅での保育が困難な場合に、一時的に子
どもを預かる施設の開設を進めています。

子育て・女性支援
部
女性活躍支援課
（育児支援係）

0824-62-6148

広島県 三次市 一時預かり保育
一時的に保育が必要となる場合、保育所に入所していなくても保育サービスを受けることができます。（市立保
育所5所、私立保育所2所で実施）

子育て・女性支援
部
子育て支援課
保育係

0824-62-6147

広島県 三次市 放課後児童クラブ、子ども教室
保護者が共働き等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後の生活拠点として受け入れを行っており、市内
に市営の児童クラブが15か所、民営が1か所、地域や保護者等が行う子ども教室等が14か所あります。

子育て・女性支援
部
子育て支援課
保育係

0824-62-6147

広島県 三次市 乳幼児・児童医療費助成
乳幼児から中学3年生までの児童に対して医療費を助成。医療費（一部負担金）1医療機関あたり：入院500円
（月14日）、通院500円（月4日）

子育て・女性支援
部
女性活躍支援課
育児支援係

0824-62-6148

広島県 庄原市 保育料減免 第３子以降が、同時入所に関わらず無料。 児童福祉課 0824-73-1192

広島県 庄原市 一時保育 市内に住民登録のある子どもを対象に，定員に空きのある保育所で受け入れ実施。 児童福祉課 0824-73-1192

広島県 庄原市 放課後児童クラブ
小学生を対象に，授業終了後や長期休業中の居場所を確保する。保護者負担金：月3,000円（月4,000円　８月
のみ）。

児童福祉課 0824-73-0051

広島県 庄原市 ファミリー・サポート
育児を応援してほしい人(依頼会員)と，育児を応援したい人(提供会員)が会員になり，相互に関わり合って，安
心して子育てをするための相互支援活動。必要に応じて子どもの預かり等を行う。

児童福祉課 0824-73-0051

広島県 庄原市 子育て支援センター
子育て家庭や地域の皆さんが気軽に集い交流できる場で，子育てに関する相談・子育て情報の提供・子育て家
庭の友だち作りや交流の場の提供，子育てサークルの活動支援などを行っている。市内9ヶ所に設置。

児童福祉課 0824-73-0051

広島県 庄原市 入学祝金
4月1日に児童・生徒、保護者とも庄原市に住所があり、小・中学校、特別支援学校（小学部、中学部）に入学す
る児童・生徒を養育している保護者を対象に、小学校入学 1人あたり2万円、中学校入学 1人あたり3万円を支
給（4月2日～30日の間に庄原市へ転入した場合も対象になる）。

教育総務課 0824-73-1182

広島県 廿日市市 定住促進住宅 45歳未満の方や義務教育終了前の子どもがいる方等を対象とした住宅。
都市・建築局住宅
営繕課

0829-30-9177

広島県 廿日市市 保育料減免

・同一世帯の２人以上の就学前児童が保育園等に入所している場合、最年長児が全額負担、次の年長児が半
額負担、その他の児童が無料
・同一世帯に16歳未満の児童が3人以上いる場合、2人を超える児童1人につき、保育料算定となる市町村民税
所得割額から19,800円を控除して保育料階層を決定

福祉保健部児童
課

0829-30-9154

広島県 廿日市市 一時的保育 1歳以上，午前8時30分～午後5時。保育料1日あたり3歳未満児2,000円，3歳以上児1,600円。 福祉保健部児童
課

0829-30-9154

広島県 廿日市市 病児保育室 病気にかかっていたり回復期にあって，安静にする必要がある子どもを一時的に預かる。 福祉保健部児童
課

0829-30-9154

広島県 廿日市市 児童館管理運営事業 健全な遊び場を与え、情操を豊かにし、安心安全な居場所を提供する。 福祉保健部児童
課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 留守家庭児童会
市内の小学校1年生～6年生の児童で、保護者が就労などの事情で昼間家庭にいない児童に生活の場を提供
する。

福祉保健部児童
課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 ファミリーサポートセンター事業
育児・介護等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）が育児・介護等の相互援助を行
う会員組織（有償ボランティア）。

福祉保健部児童
課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 地域子育て支援センター事業 育児不安についての相談指導や地域の子育て情報の提供など、子育て家庭に対する支援を行う。 福祉保健部児童
課

0829-30-9153

広島県 廿日市市 乳幼児医療費助成 乳幼児の医療費の自己負担分を無料とする（保護者の所得制限あり）。 福祉保健部保険
課

0829-30-9160

広島県 安芸高田市 病後児預かり事業
病気回復期の子どもで，集団保育が困難な場合や保護者の都合で，保育ができない場合に子どもを預かる。対
象6ヶ月～小学校6年生。
時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金500円/時間

福祉保健部
子育て支援課

0826-47-1283

広島県 安芸高田市 保育料減免
2人入所の場合は減免あり。3人以上の入所の場合は3人目以降無料。18歳以下の子どもが3人以上いて、3人
目以降が保育所に入所している場合は無料。

福祉保健部
子育て支援課

0826-47-1283

広島県 安芸高田市 放課後児童クラブ
小学校1～6年生で、保護者が就労等の事情により、家庭にだれもいない児童を預かる。平日利用　3,000円/
月。長期休暇期間のみ　7,000円/年。夏休みのみ　6,000円/年。冬・春休みのみ　各1,500円/年

福祉保健部
子育て支援課

0826-47-1283

広島県 安芸高田市 ファミリーサポートセンター
育児の支援を行いたい人と育児の支援を受けたい人からなる会員組織の相互支援活動です。地域の中で安心
して子育てができる環境作りを行うことを目的としています。

福祉保健部
子育て支援課

0826-47-1283

広島県 安芸高田市 子育て支援センター
子育て支援センターでは家庭児童相談員・母子自立支援員・子育て支援員・保健師・保育士が子育てに関する
悩みなど相談に応じています｡お子様と一緒にお気軽においでください｡

福祉保健部
子育て支援課

0826-47-1283

広島県 安芸高田市 一時預かり事業
通院，冠婚葬祭，仕事等の急な用事のとき，時間単位で子どもを預かる。
対象6ヶ月～小学校3年生。時間帯月曜～金曜8～18時（年末年始，祝日は除く）。利用料金300円/時間

福祉保健部
子育て支援課

0826-47-1283
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広島県 安芸太田町
チャイルドシートの購入・レンタル費用一部助成
事業

チャイルドシート購入・レンタル費用について，半額を助成（上限１万円）ベビーシート（0か月～6か月），ジュニア
シート（満3歳～6歳頃）については，無償貸し出し

児童育成課 0826-28-1969

広島県 北広島町 幼児歯の健康チェック・フッ素塗布事業 ◆2歳児を対象に町内委託歯科医療機関にて歯の健康チェック・フッ素塗布（3回）を無料で実施
保健課
健康増進係

050-5812-1853

広島県 北広島町 放課後児童クラブ
◆国の補助事業を活用し，放課後の児童の居場所づくりを行っている
◆利用料は施設ごとに異なる
◆対象者：小学生

教育委員会
生涯学習課

050-5812-1864

広島県 北広島町 ファミリー・サポート・センター事業 ◆有償ボランティアにより，保育所等の送迎や，終了後の預かりを行う
福祉課
子育て支援室

050-5812-1851

広島県 北広島町 子育て支援センター事業
◆育児情報の提供，講座の実施，子育て相談，サークル活動支援，一時保育等を行う
◆町内４地域に子育て支援センターを設置

福祉課
子育て支援室

050-5812-1851

広島県 北広島町 新生児聴覚検査事業 ◆生後おおむね３日の新生児を対象に１回実施　※一部自己負担あり
保健課
健康増進係

050-5812-1853

広島県 北広島町 新生児・乳幼児等家庭訪問事業 ◆保健師による家庭訪問を実施
保健課
健康増進係

050-5812-1853

広島県 北広島町 保育料の減免 ◆第３子保育料無料（第１子，第２子が在園していなくても適用　ただし，上の兄弟の二人が１８歳未満）
福祉課
子育て支援室

050-5812-1851

広島県 北広島町 放課後子ども教室 ◆町がスポーツクラブ等と連携し放課後の児童に様々な教室を提供
教育委員会
生涯学習課

050-5812-1864

広島県 北広島町 ベビーシート・チャイルドシート貸出事業

◆希望者にベビーシート・チャイルドシート貸出
　貸出金額：
　ベビーシート（～９カ月）　1カ月間1,750円6カ月間3,000円
　チャイルドシート（～４歳）1カ月間2,250円6カ月間4,000円12カ月間6,100円

福祉課
子育て支援室

050-5812-1851

広島県 神石高原町 こども医療費支給
18歳までのこどもの医療に要する費用を一部支給（自己負担は１診療機関につき500円で，通院4日・入院14日
/月まで）します。

神石高原町
福祉課

0847-89-3335

広島県 神石高原町 第3子以降保育料半額免除
保育料は国基準の50％以下で，18歳以下の子どもが3人以上いる場合，第3子以降の児童の保育料が半額と
なります。

神石高原町
福祉課

0847-89-3335

広島県 神石高原町 子育て支援小学校入学祝い金支給事業
小学校入学１年生の児童の保護者へ，その児童が第1子の場合10万円，第2子20万円，第3子以降30万円を支
給します。

神石高原町
まちづくり推進課

0847-89-3332

広島県 神石高原町 保育所給食米代を無料化 保育所の給食米代が無料化になりました。
神石高原町
福祉課

0847-89-3335

山口県 山口市
地域子育て支援拠点事業、地域型つどいの広
場設置助成事業

市内２５か所に子育て親子の交流ができる施設を開設している。子育てに悩みを感じたときの相談、子育て関
連情報の提供、子育て支援に関する講習会を実施している。

こども家庭課 083-934-2797

山口県 山口市 乳幼児医療費助成事業 小学校入学前の乳幼児の保険診療による医療費の自己負担分を助成（所得制限なし） 保険年金課 083-934-2803

山口県 山口市 こども医療費助成事業
小学1年生から３年生まで（平成２７年１０月から小学１年生から６年生まで）の児童の保険診療による医療費の
自己負担分を助成（所得制限あり）

保険年金課 083-934-2803

山口県 防府市 乳幼児医療費助成制度 小学校就学前までの児童の健康保険適用の医療費自己負担部分を助成 子育て支援課 0835-25-2348

山口県 防府市 こども医療費助成制度 小学生の健康保険適用の医療費自己負担部分を助成（平成27年10月より事業開始） 子育て支援課 0835-25-2348

山口県 下松市 認可外保育施設の利用料助成
認可保育所への入所用件があるが、認可保育所に入所できなかった児童が、一定の要件を満たしている市内
の認可外保育施設を利用した場合に、保護者に対し、上限2万円（月額）を助成。

子育て支援課 0833-45-1836

山口県 下松市
ファミリーサポートセンターひとり親家庭等利用
料助成

ファミリーサポートセンターの利用者（依頼会員）がひとり親家庭などの場合に、利用料金の一部を助成（1時間
当たり200円の助成）。

子育て支援課 0833-45-1836

山口県 下松市 子育て支援（保育園）
保育所徴収金を国基準額から減額。
保育園に同時に２人以上通園する場合、２人目以降に係る保育料無料。

子育て支援課 0833-45-1836

山口県 下松市 子育て支援（幼稚園） 私立幼稚園に同時に2人以上通園する場合、2人目以降に係る保育料無料。（保育園と併用の場合も適用） 子育て支援課 0833-45-1836

山口県 下松市 奨学金の貸与
学業に必要な資金の貸付（要件有）。①高等学校、専修学校の高等課程15,000円/月②高等専門学校15,000円
/月③大学、短期大学、専修学校の専門課程35,000円/月

教育総務課 0833-45-1866

山口県 長門市 福祉医療費助成事業 所得制限をなくし、小学校入学前の全乳幼児の保険診療に係る医療費を完全無料化 市民福祉部福祉
課

0837-23-1243

徳島県 勝浦町 保育料助成 ５歳児実質無料　　　第３子以降の４歳児５歳児　保育料免除 福祉課 0885-42-1502

徳島県 石井町 幼稚園における多子世帯保育料軽減事業
同一世帯で満３歳から小学校３年生までの範囲内に子どもが２人以上いる場合、最年長の子どもから順に２人
目の保育料を補助し無料(但し、石井町に住所を有し石井町立幼稚園に入園している子ども)。第３子以降は無

学校教育課 088-674-7505

徳島県 石井町 入学支度金（石井町子育て応援祝金）
町内に1年以上継続して住所を有しているひとり親に対して、小学校又は中学校入学時にそれぞれ３万円を支
給する。（受給資格要件あり）

すくすく子育て課 088-674-1623

香川県 高松市 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
市内在住の満１歳以上の子どもの保護者が病気・出産等で、家庭での養育が一時的に困難となった場合や、
緊急で一時的に保護を必要とする母子等が、児童養護施設に短期入所できるサービス。期間は原則７日以内
で、市民税の課税状況に応じた利用料金が必要となります。

こども未来部
子育て支援課こど
も女性相談室

087-839-2384

香川県 高松市 放課後児童クラブ
保護者が労働等により昼間家庭に居ない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に、小学校の
余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る。

こども未来部
子育て支援課

087-839-2354

香川県 高松市 放課後子ども教室
放課後等における児童の安全で安心な居場所づくりを図るため、地域の協力を得ながら、各校区に、コーディ
ネーター、教育活動推進員、教育活動サポーターなどを配置し、学び、スポーツ、文化活動、地域の方々との交
流活動等を行う。

こども未来部
子育て支援課

087-839-2354

香川県 高松市 ファミリー・サポート・センター事業
子育てと就労の両立支援の一環として、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を
組織化し、会員同士が育児に関する援助活動を行うことにより、地域の子育て支援の推進、労働者の福祉増
進、児童の福祉の向上を図っています。

こども未来部
子育て支援課
こども未来館整備
室

087-839-2571

香川県 高松市
第３子以降３歳未満児病児・病後児保育利用料
無料化事業

3人以上の児童を現に扶養する多子世帯の経済的負担を軽減し、もって子育て支援の充実を図ることを目的と
する事業で、第3子以降で、かつ、満3歳に達する年度末までの間にある児童が利用した病児・病後児保育施設
への支払費用のうち、飲食物費及び延長料金を除いた金額を保護者に償還する。

こども未来部
子育て支援課

087-839-2354

香川県 丸亀市 病児・病後児保育事業
対象は満6ヶ月から小学校3年生まで。内容は子どもが病気や病気回復期の時、保護者が勤務の都合等の理
由により家庭保育が困難な場合、医療機関に併設の専用スペースで、一時的に子どもを預かる制度。

こども未来部
幼保運営課

0877-35-8892

香川県 丸亀市 高等学校生徒通学航路費補助金
補助対象は島しょ部から高等学校に通学する生徒。補助金額は通学のために購入した定期乗船券の1/2の額
を補助。

生活環境部
市民活動推進課

0877-24-8809

香川県 善通寺市 第3子以降3歳未満児保育料免除 第3子以降3歳未満児の保育料を免除する 子ども課 0877-63-6365

香川県 善通寺市 放課後児童クラブ利用料減免 ○同一世帯から同時に２人以上利用している場合、２人目：１／２、３人目以降：無料 教育総務課 0877-63-6326

香川県 善通寺市 子育て支援医療費助成事業 中学校卒業まで、保険診療に係る医療費の自己負担分（保険適用部分）を助成。 子ども課 0877-63-6365

香川県 観音寺市 就学前の第２子以降の保育料無料制度
市内に住所を有し、同一世帯から２人以上通所・通園している第２子以降を対象に、「保育料」の自己負担を原
則無料とする。

子育て支援課
学校教育課

0875-23-3962
0875-23-3938

香川県 観音寺市 子ども医療費助成事業 中学校卒業まで、保険診療に係る医療費の自己負担分（保険適用部分）を助成。 健康増進課 0875-23-3927

香川県 観音寺市 チャイルドシート購入助成 満６歳未満の幼児がいる世帯で、対象幼児一人につき、一基あたり1/2（限度額１万円）を助成。
子育て支援課

0875-23-3962

香川県 三豊市 子育て応援サービス券支給事業
３歳の誕生日以後、最初の年度末までのお子様を対象に、ファミリー・サポート・センター事業、子育てホームヘ
ルプ事業、保育所等での一時預かりの利用時に使用できるチケット３万円分を支給

子育て支援課 0875-73-3016

香川県 琴平町 子ども医療費助成制度
琴平町に住所を有し、各種健康保険に加入する満6歳到達後最初の4月1日から満１５歳に達した日以後最初の
３月３１日までの間にある子どもの医療費を助成。

健康推進課 0877-75-6705

愛媛県 八幡浜市 妊婦健康診査費用の助成 妊婦健康診査費用の一部助成を行い、安全な妊娠・出産にむけた妊婦の健康管理を支援します。
市民福祉部保健
センター

0894-24-6626

愛媛県 八幡浜市 妊婦歯科健診
妊娠期のむし歯や歯周病の予防とセルフケア意識の向上、胎児の歯に対する意識づけによる乳幼児のむし歯
抑制のために、市が指定する歯科医院で無料で歯科健診が受けられます。（妊娠中に１回）

市民福祉部保健
センター

0894-24-6626

愛媛県 八幡浜市 こんにちは赤ちゃん訪問
生後4ヵ月までの乳児のいる全家庭を保健師や看護師が訪問し、子育ての悩みや不安をお伺いし、必要なサー
ビスの提供・支援、情報提供を行っています。

市民福祉部保健
センター

0894-24-6626

愛媛県 八幡浜市 乳幼児健康相談 4ヵ月・7ヵ月・10ヵ月・2歳を対象に育児相談や、健康教室（離乳食教室、歯のお話など）を実施しています。
市民福祉部保健
センター

0894-24-6626

愛媛県 新居浜市 エンゼルヘルパー派遣事業
産前産後や病気療養期間に家事・育児等が困難な家庭にヘルパーを派遣し必要な援助を実施。（一部自己負
担有）

福祉部子育て支
援課

0897-65-1242

愛媛県 新居浜市 子育て家庭（多子世帯）への応援券交付事業
第1子が18歳以下で第3子以降の就学前の子どもがいる世帯に対し、第3子以降の子ども1人につき3万円分の
子育て応援券（金券）を交付

福祉部子育て支
援課

0897-65-1242

愛媛県 新居浜市 子育て用品リユース・リース補助事業
不要になった子育て用品を回収・修理し、希望者に提供（リユース）するとともに、子育て用品のレンタル用品を
利用する方に対し、リース料金の一部を助成する。

福祉部子育て支
援課

0897-65-1242

愛媛県 西条市 保育料の負担軽減
国の定める徴収基準額に対する市保育料の適用率を、概ね75％で調整することにより、保護者の負担軽減を
図る。

子育て支援課 0897-52-1337

愛媛県 伊予市 子育て支援ホームヘルプサービス
概ね10歳までの児童がいる家庭において、家族が病気等により日常生活に支障をきたしている場合、ホームヘ
ルパーを派遣し、子育てが円滑にできるよう生活を支援します。

子育て支援課 089-982-1111

愛媛県 東温市 ファミリー・サポート・センターとうおん
安心して子育てができるように子育てを助けてほしい人たちと、それに協力する人たちが相互に助け合う制度。
（登録制、有料）

保育幼稚園課 089-964-4484

愛媛県 東温市 地域子育て支援センター
子どもたちの健やかな成長を願って、子育ての不安や悩みを気軽に相談できる場として、また、地域における総
合的な子育て支援を行う拠点として開設。

保育幼稚園課 089-964-4484

愛媛県 東温市 とうおんし子育て支援ファイル「きらり」 子どもの成長や相談、支援の内容等を記録することで、継続した支援を受けられるようにする。 保育幼稚園課 089-964-4484

愛媛県 東温市 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
両親の就労等の理由で、昼間留守家庭となる小学1〜 3年生の児童を対象に、放課後、遊びを主とする放課後
児童クラブを実施。

保育幼稚園課 089-964-4484

愛媛県 東温市 放課後子ども教室
放課後における教育を総合的に捉え、学校や家庭、地域の方々の参画により、心豊かに自立した子どもたちの
安全で健やかな成育を支援。

生涯学習課 089-964-1500

愛媛県 砥部町 ファミリー・サポート・センター事業 地域で育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児や介護について助け合う制度。 介護福祉課 089-962-1988

愛媛県 砥部町 多子世帯にかかる保育料の軽減
小学校３年生までの範囲において、最年長の子どもから順に２人目の子どもの保育料を半額に、３人目以降の
保育料を無料化。

学校教育課 089-962-6171

愛媛県 伊方町 保育料第３子軽減事業 第３子以降の児童に係る保育料を基準額の３分の１に軽減。 福祉課 0894-38-0217

愛媛県 伊方町 小・中学校入学経費助成事業 町内小中学校に入学する児童生徒の支度経費の一部を助成。 教育委員会事務
局

0894-38-2660

高知県 高知県 こうちプレマnet
妊娠や出産、子育てに関する様々な情報を提供する出産・育児応援サイトです。メールマガジンの配信や、メー
ル・電話での相談も受け付けています。

地域福祉部少子
対策課

088-823-9640

高知県 高知市 乳幼児医療助成事業 未就学児の医療費（保険診療自己負担分）を全額助成。（ただし，３歳以上の通院については所得制限あり） 子育て給付課 088-823-9447

高知県 高知市 保育料の軽減
同一世帯で，兄姉児が保育所等(幼稚園及び認定こども園等含む)に入所している場合における弟妹児の保育
料無料。

保育幼稚園課 088-823-4012

高知県 高知市 市営住宅入居募集
入居募集において，特定目的住宅「子育て世帯向け住宅」を設定し，子育て世帯が入居できる市営住宅を増や
し，市内中心部への子育て世帯の誘致を図る。

住宅政策課 088-823-9463

高知県 土佐清水市 子育て・教育支援
公立保育所、認定こども園での児童の受け入れ。・子育てに関する各種相談事業を実施。①子育て支援セン
ターを開設②新生児家庭訪問事業③一時保育の実施。

福祉事務所子育
て支援係

0880-87-9011

高知県 土佐清水市 奨学資金貸付制度
高校・短大・大学等への進学を考えている方のために、無利子の奨学資金を用意。①高等学校等：月額13,000
円以内②短大・専門学校等：月額30,000円以内③大学・大学院等：月額40,000円以内

学校教育課 0880-82-1116

高知県 佐川町 同時入所の弟妹児保育料無料 同一世帯で、保育園に同時入所している場合、2人目以降の保育料は無料です。 健康福祉課 0889-22-7705

高知県 佐川町 母乳育児応援団
むらた母乳哺育相談所で使用できる『母乳相談受給者証』を発行しています。母乳育児に関する相談と乳房
マッサージ等に使用でき、利用料の一部が公費負担となります。対象：２歳未満のお子さんを育てているお母さ

健康福祉課 0889-22-7705

高知県 日高村 医療費助成制度 中学生まで医療費無料 健康福祉課 0889-24-5112

高知県 日高村 保育料の負担軽減
国が定めた徴収金基準額に基づき算出金額の概ね3分の2程度軽減し、算出している。
保育所に2人以上入園する場合、2人目は保育料の50%、3人目以降は保育料無料。

教育委員会 0889-24-5115

高知県 日高村 ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の父母や子どもたち(18歳未満)を対象に、健康保険適用分の医療費の一部負担金を助成します。
(所得税が非課税の世帯に限る)

健康福祉課 0889-24-5112
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高知県 津野町 子育て応援金
①児童を出産した保護者が、出産日の３ヶ月前から津野町に住所を有し、引き続き町内に住所を有する見込み
のある方に対し、５万円を支給。　　②小中学校への入学時に児童・生徒、保護者が津野町に住所を有する方
に対し、小学校入学時：３万円、中学校入学時：３万円を支給。

住民福祉課 0889-55-2314

高知県 津野町 チャイルドシート購入補助
チャイルドシートを購入した、６歳未満の乳幼児を養育する保護者を対象に乳幼児１人につき1台、上限５千円を
補助します。

住民福祉課 0889-55-2314

高知県 津野町 保育園保育料基準額抑制 保育園の保育料を国の基準額の半額程度に設定しています。 教育委員会 0889-62-2258

高知県 津野町 幼稚園授業料無料 満３歳から幼稚園に入園し、授業料は無料となります。　※給食代・おやつ代・延長保育料等は別途必要 教育委員会 0889-62-2258

高知県 津野町 奨学金貸与事業 町民が高校・専修学校・大学に進学する場合、無利息で月額１万円～５万円の範囲内で奨学金を貸与します。 教育委員会 0889-62-2258

高知県 津野町 医療費助成事業
町内に住所を有する方で０歳から１５歳に達する日以降における最初の３月末日まで医療費の自己負担額を全
額補助します。

住民福祉課 0889-55-2314

福岡県 飯塚市 赤ちゃんすくすく元気訪問
生後４か月を迎えるまでの赤ちゃんがいるご家庭に訪問スタッフがお伺いをして、子育ての悩みや心配事の軽
減ができるようなお手伝いを行います。

こども・健康部こど
も育成課

0948-22-5500

福岡県 柳川市 ファミリーサポート事業 子育ての手助けをしてほしい人と、子育ての手助けができる人とを結びつける事業です。
子育て支援課子
育て支援係

0944-77-8523

福岡県 柳川市 ブックスタート事業
4か月児健診時に赤ちゃんと保護者が絵本を介してゆっくり向き合うブックスタートを実施しています。ブックス
タートパックを準備し、赤ちゃんと絵本とのよい出会いが生まれるような場を提供しています。市内には7箇所図
書館があります。

健康づくり課健康
係
図書館サービス係

0944-77-8536
0944-74-4111

福岡県 柳川市 妊婦さん赤ちゃん訪問事業
妊婦さんへの家庭訪問・・・必要に応じ保健師などが訪問し妊婦ライフの相談に応じる。
赤ちゃんへの家庭訪問・・・全てのご家庭に保健師・助産師などが訪問し相談や各種情報の案内を行う。

健康づくり課健康
係

0944-77-8536

福岡県 柳川市 学童保育事業
原則として日曜祝日以外の月曜から土曜。月曜から金曜：放課後から午後6時、土曜及び夏休み等：午前8時か
ら午後6時。月額4000円。全ての小学校区（19箇所）に配置

子育て支援課子
育て支援係

0944-77-8523

福岡県 柳川市 地域子育て支援センター 子育て奮闘中のお父さんお母さん育児相談や交流のための場。市内4箇所
子育て支援課子
育て支援係

0944-77-8523

福岡県 八女市 やめＵＩターン子ども応援手当
転入された中学生までのお子さまの小・中学校、保育所、幼稚園等にかかる費用の一部を援助します。（転入さ
れた中学生までの子ども一人当たり3万円）

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 八女市 路線バス通学定期券補助
八女市にお住まいの学生が通学する際に利用する路線バス（高速バス含む）の通学定期券購入費用を一部補
助する制度です。定期券購入金額の2割を補助し、さらに補助金額を差し引いた月額運賃が14,000円を超える
場合は、その分も合わせて補助します。

地域づくり・文化振
興課

0943‐24‐8162

福岡県 八女市 やめファミリー・サポート・センター
子どもの預かり等、「子育ての援助を受けたい人（おねがい会員）」と「子育てのお手伝いをしたい人（まかせて
会員）」が会員として登録し、地域の中で子育ての手助けを行い合う会員組織です。

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 八女市 幼稚園就園奨励費
幼稚園設置者が保護者等の所得の状況により保育料を減免したものに対して、市はその幼稚園に補助を行
い、もって保護者の保育料の軽減が図られるようにしています。

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 八女市 教育・保育事業
保護者のさらなる保育料の負担軽減を図るため、八女市では国の基準より階層に応じて約37％（改定前約
17％）の減額を行います。

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 八女市
子育て支援総合施設
「やめっこ未来館」

市立保育所が移転し、併せて新しく地域子育て支援センターを開設した複合施設です。保育の機能と子育ての
総合的な支援を行う機能を備え、それぞれの機能（施設型子育てと在宅型子育て）が連携し、八女市の未来を
担う子どもたちの健やかな育成を目指します。

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 八女市 児童手当の給付
中学生までの児童を対象に、第1子および第2子は１万円、第3子以降1万5000円（ただし、小学生まで）、3歳未
満は1万5000円です。

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 筑後市 赤ちゃん訪問事業（希望者）
生後1か月程度の新生児宅を保健師が訪問して子どもの成長発達をチェック、保健指導、子育ての情報提供な
どを実施します。

健康づくり課 0942-53-4231

福岡県 筑後市 赤ちゃん訪問事業（全員）
生後2か月から4か月を迎えるまでの間に新生児宅を保健師などが訪問し、育児相談や子育ての情報提供など
を実施します。

子育て支援課
子育て支援拠点
施設担当

0942-53-3123

福岡県 筑後市 一時保育補助事業 保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務に伴い一時的な保育を実施する保育所に補助金を交付します。 子育て支援課 0942-65-7017

福岡県 筑後市 子育て支援拠点施設（おひさまハウス）事業
就学前の子どもがいる家庭のための「つどいのひろば」や子育て相談、各種教室の開催、子育てサークルの支
援などを実施します。

子育て支援課
子育て支援拠点
施設担当

0942-53-3123

福岡県 筑後市 休日保育事業 就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育ができない保護者に代わって保育を実施します。 筑後保育所 0942-53-5406

福岡県 筑後市 ファミリー・サポート・センター事業
生後3か月から小学生までの一時預かり、保育所・学童保育所などの送り迎えや登園前、帰宅後の援助、病気
や産後間もない（出産～3か月）ために育児や家事ができないときの援助などを実施します。

子育て支援課
子育て支援拠点
施設担当

0942-53-3123

福岡県 筑後市 学童保育事業
仕事などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって
保育を行う学童保育所を市内11か所（全小学校区）に設置しています。

子育て支援課 0942-65-7017

福岡県 筑後市 病児一時預かり事業
生後3か月から小学生までの子どもがいる家庭で、子どもが病気で、仕事などにより昼間家庭で保育できない場
合に一時預かりを実施します。

子育て支援課 0942-65-7017

福岡県 筑後市 幼稚園就園奨励事業
私立幼稚園に在園している園児（3歳～）の保護者を対象に、保育料などを補助します。（補助額は市民税額に
応じて変動）

子育て支援課 0942-65-7017

福岡県 筑後市 少人数学級編成事業 小学校において、きめ細やかな指導ができるように、全クラス35人以下学級に編成します。 学校教育課 0942-65-7038

福岡県 筑後市 特別教育支援事業 特別支援が必要な児童生徒がいる小中学校に特別教育支援員を配置し、充実した支援体制を用意します。 学校教育課 0942-65-7038

福岡県 筑後市 奨学金事業
高等学校へ通学する生徒のうち、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難であると認められる生徒を対象
に、奨学金を3年間無償で給付します。

学校教育課 0942-65-7038

福岡県 筑後市 母親学級 妊婦及びその家族を対象に、分娩・入院の仕方などの指導や妊娠中の食事の栄養についての指導を実施しま
す

筑後市立病院 0942-53-7511

福岡県 久留米市
赤ちゃん訪問事業（第一子新生児・産婦訪問
）

生後３か月までのはじめての赤ちゃんがいる家庭に、保健師・助産師等が訪問し、赤ちゃんの身体測定やお母
さんの体調確認、子育てへのアドバイスや相談に応じます。

保健所
地域保健課

0942-30-9033

福岡県 久留米市 赤ちゃん訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）
二人目以降の生後4か月頃までの赤ちゃんのいる家庭に保育士等が訪問します。
対象者へは、事前に電話連絡して訪問します。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9063

福岡県 久留米市 少人数できめ細かな教育
市内の公立小学校の3・4年生と中学校の1年生で、1学級35人を超えるクラスがある学校に、教師を追加して配
置し、少人数でのきめ細かな授業を行います（小学1・2年生は少人数学級）。

教育部
学校教育課

0942-30-9217

福岡県 久留米市 地域子育て支援事業
久留米市では、地域の子育て支援の拠点として、地域全体で子育てを支援するための基盤づくりを目的に次の
5つの事業を行っています。 子育て相談、子育てサークルの育成支援、子育て情報紙の発行、子育て支援講
座、エンゼル応援隊（産前産後ヘルパー派遣事業）

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

福岡県 久留米市 ファミリーサポート事業
ファミリー・サポート・センターは地域の中で、「子育てのお手伝いをしたい人」と「子育ての手助けをほしい人」が
会員になって、一時的な子育てを助け合う有償ボランティアを行っています。

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

福岡県 久留米市 学童保育事業
保護者（父母・祖父母等）が仕事や病気などのため、学校が終わったあとや長期休業中などに家庭での養育が
できない児童を対象として、学童保育を開設しています。

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

福岡県 久留米市 休日保育事業
日祝祭日において保護者の就労等で家庭での保育ができないお子さんを指定の保育所で預かります。認可保
育所、認定こども園に入所中のお子さんが対象です。実施施設以外の保育所に在籍しているお子さんも利用で
きます。

子ども未来部
子ども施設事業課

0942-30-9754

福岡県 久留米市 病児一時預かり事業（病児保育）
入院などの濃密な医療の必要がない病気の子どもを、保護者が仕事の都合、疾病、出産、冠婚葬祭などにより
家庭での育児が困難な場合に、お預かりします。事前の登録が必要です。
市内には、3つ(マリアン・キッズ・ハウス、エンゼルキッズ、すくすくランド)の施設があります。

子ども未来部
子ども政策課

0942-30-9227

福岡県 久留米市 託児サービス事業
保育所では、保護者がパート就労、緊急時、リフレッシュ等の場合に一時的にお子さんをお預かりする一時保育
を実施しています。（通常の保育所入所とは異なります。）
対象年齢や利用料金等は保育所によって異なりますので、別途、お問い合わせが必要です。

子ども未来部
子ども施設事業課

0942-30-9754

福岡県 久留米市 奨学金・貸付金制度 経済的理由などで、高校等での修学が困難な生徒に対し、奨学金・貸付制度があります。
教育部
学校教育課

0942-30-9217

福岡県 中間市 奨学金貸付 市内に一年以上在住する高校生を対象に月額9,000円の奨学金の貸付を行っている。 学校教育課 093-246-6222

福岡県 中間市 ブックスタート事業
７ヶ月児対象をブックスタート、３歳児対象をセカンドブック、小学校新１年生対象をサードブックとして絵本等を
配布しております。

生涯学習課 093-246-6224

福岡県 みやま市 子育て世帯家賃補助
みやま市外に住んでいる子育て世帯やみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助を
します。

企画財政課 0944-64-1504

福岡県 糸島市 ブックスタート事業
親子が絵本に親しむきっかけづくりと赤ちゃんの健やかな成長のため、乳児（生後10か月）に絵本を配布してい
ます。

文化課 092-332-2093

福岡県 糸島市 保育料の減免
入所児童の年齢が３歳未満であり、更に第３子以降（18歳未満の兄弟姉妹）であれば、申請により保育料を免
除（無料）します。

子ども課 092-332-2074

福岡県 糸島市 私立幼稚園子育て支援補助金
私立幼稚園に同時に３人以上のお子さんが就園している世帯に対して、３人目以降の園児の入園料、保育料な
どを補助します。

教育総務課 092-332-2091

福岡県 糸島市 こんにちは赤ちゃん訪問
生後２か月の赤ちゃんがいる全ての家庭を、子育て支援センターの職員が訪問して、育児の悩みや相談に応
じ、子育ての応援をしています。

子ども課 092-332-2074

福岡県 糸島市 病後児保育
生後3か月から小学校３年生までのお子さんが、病気の回復期などで集団生活などが困難な場合に、一時預か
りを実施します。

子ども課 092-332-2074

福岡県 鞍手町 病児・病後児保育
病中や病気の回復期にある生後４ヶ月から小学６年生までの子どもについて、集団保育が困難な場合や家庭
での保育ができない場合に、乳児院において一時預かりするもの。料金は１回につき2000円。
時間は7:00～18:00。

福祉人権課 0949-42-2111

福岡県 鞍手町 育児カレンダー進呈 出生届の提出時に、町内在住の育児ママが製作・販売している育児カレンダーを進呈するもの。 保険健康課 0949-42-2111

福岡県 鞍手町 紙オムツ給付 町の保健師が新生児訪問を実施する際に、紙オムツ（１袋）を給付するもの。 保険健康課 0949-42-2111

福岡県 吉富町 第３子以降の保育園保育料完全無料化等
第３子以降の保育料を完全無料化
ひとり親家庭等医療費受給世帯かつ住民税所得割額60,000円未満は1/2。条件等については問い合わせくださ
い。

健康福祉課 0979-24-1123

福岡県 吉富町 英会話ふれあい事業
町立小学校の全学年の児童、小学校就学前の児童（町立保育園、町内私立保育園（２園）、子育て支援セン
ター）等で、英語に慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会づくりを行ってます。

教務課
健康福祉課

0979-22-1944
0979-24-1123

佐賀県 唐津市 子育て緊急サポートセンター事業
子育て世帯で保護者が病気等の際、一時預かりや送迎等を行う相互援助活動による子育てと仕事の両立支援
を図る。

子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 唐津市 一時保育事業
子育て世帯に対し一時的に家庭保育が困難な場合や保育に欠けない３歳以上の児童の教育時間外の預かり
を実施することによりサポートする。

子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 唐津市 延長保育事業 子育て世帯に対し保育時間を超えて子どもを預かることにより子育て支援を図る。 子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 唐津市 放課後児童クラブ
就労等により昼間保護者が留守となる家庭の小学生に、遊びを中心とした生活指導を行い保護者への子育て
支援を行う。

子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 唐津市 地域子育て支援拠点事業 子育て世帯の交流促進等により子育ての悩み解消をサポートする。 子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 唐津市 母子保健事業

母子保健事業全般
・母子手帳交付　・妊産婦健診票交付　・母子訪問事業　・養育支援訪問事業　・母子保健推進員による訪問活
動　・乳幼児相談事業　・乳児健診票交付　・１歳６か月、３歳児健診　・各種教室（離乳食、多胎児）　・育児サー
クル　・各種相談事業（言語相談、発達相談、５歳児相談）

保健医療課 0955-75-5161

佐賀県 唐津市 唐津市奨学金 唐津市に住所を有する方を対象に、高校・大学等への進学を支援するための奨学金です。 学校支援課 0955-53-7138

佐賀県 唐津市 子育て支援情報センター運営事業 子育て世帯に対して有益な情報提供と相談窓口を開設し子育て支援を図る。 子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 唐津市 病後児保育事業
児童が病気回復期にあるため集団保育が困難な期間について、一時的な預かり保育を行い子育てと仕事の両
立支援を図る。

子育て支援課 0955-72-9151

佐賀県 多久市 子育て・若者世帯定住奨励事業
申請者若しくは配偶者が40歳未満の世帯または申請者に中学生以下の子がある世帯が、多久市内に新たに
住宅を取得した場合、20万円を交付。加算として、転入加算20万円と地元業者加算20万円があるが、上限50万

総合政策課 0952-75-2116

佐賀県 多久市 多久っ子健診（子ども世代の生活習慣病予防）
小学校５年生と中学校１年生を対象に生活習慣病予防健診を実施しています。学校の保健委員会や校長会な
どで実態の情報提供を行い、食育事業を含めて活動を展開しています。

健康増進課 0952-75-3355
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佐賀県 多久市 お多福エプロン隊による食育活動
市内保育園や学校への食育事業を推進するため、食生活改善推進員の中からチーム（お多福エプロン隊）を作
り、活動を展開しています。

健康増進課 0952-75-3355

佐賀県 多久市 小中一貫教育の推進
市内小学校７校と中学校３校を再編し、平成２５年に小中一貫校３校を開校しました。義務教育９年に４・３・２制
を導入し、基礎期・充実期・発展期と位置付けて、施設一体型の校舎で学校運営を行っています。

学校教育課 0952-75-2227

佐賀県 多久市 子どもの医療費助成
０歳から小学校就学前まで、全疾患の保険診療の自己負担金の一部を現物支給で助成。また、小学生から満
18歳に達する日以降の最初の3月31日までのものまでの全疾患の保険診療の自己負担分の一部を償還払い
で助成。

福祉課 0952-75-6118

佐賀県 鹿島市 子どもの医療費助成
市内に住所を有する子どもが診療を受けた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担金額の一
部を助成。ひと月・1医療機関につき、通院は上限500円を2回まで負担、入院は上限1,000円を負担

福祉事務所 0954-63-2119

佐賀県 小城市 パパママ教室 歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する。（日曜開催） 健康増進課 0952-37-6106

佐賀県 神埼市 マイルド婚活事業「美活スクール」
おおむね40歳までの男女（男性は、市内に居住又は就職されている方、女性は、誰でも可。）を対象とした婚活
事業。結婚式場にてコース料理をいただきながらのテーブルマナーなどのレッスンを2回行い、共同作業を通じ
てマッチングを行う。

企画室 0952-37-0102

佐賀県 神埼市 ベビー用品貸与事業 ベビーベッドやベビーカーを貸与し、子育てにかかる経済的負担を軽減する。所得制限がある。 福祉課 0952-37-0110

佐賀県 神埼市 子育て応援事業 育児に悩む親に対して、相談・助言を行う専門員を設置し、子育て世代を支援する。 福祉課 0952-37-0110

長崎県 大村市 大村市給付型奨学金制度
応募者の中で、大村市で定める受給資格の全てに該当し、選考により選ばれた者に対し、奨学金として月額5
万円を給付※給付型…返還の義務がないもの

教育総務課
0957-53-4111
(内線362)

長崎県 大村市 就学前児童子育て支援事業 保育所・幼稚園・認定こども園等に同時に通う、第２子以降の利用者負担額（保育料）の無料化。 こども政策課 0957-54-9100

長崎県 五島市 就学援助費助成
就学に経済的援助を必要とする方（要保護世帯・準要保護世帯）を対象に、学用品や給食費等について一部助
成。

教育委員会
総務課

0959-72-7905

長崎県 西海市 西海子育てあんしん応援事業
同一世帯から保育所、幼稚園及び認定こども園等に同時に二人以上の児童が入所している場合、2人目以降
の保護者負担金を実質的に無料化する

こども課 0959-37-0029

長崎県 雲仙市 すこやか子育て支援事業
小学校４年生以下の児童を３名以上扶養している家庭を対象に、第３子以降の保育料を免除する。加えて、保
育園等に複数の子どもを通園させる世帯を対象として、第２子目の保育料を軽減（無料化）します。

子ども支援課 0957-36-2500

長崎県 南島原市 すこやか子育て支援事業（保育料の軽減）
小学校４年生以下の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降の保育料を「無料」、第２子目の保育料を「半額」
としています。

福祉保健部
こども未来課

050-3381-5050

長崎県 南島原市 地域子ども・子育て支援事業
家庭で育児をされている方が急な用事などの際に利用できる「一時預かり」や、地域で気軽に子育ての相談や
親子の交流ができる「子育て支援センター」などがあります。

福祉保健部
こども未来課

050-3381-5050

長崎県 東彼杵町 チャイルドシート等購入費補助
チャイルドシート等の購入時に満６歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、購入価格の一部を助成しま
す。[助成内容]・補助率1/2、限度額２万円（１００円未満切捨て）

町民福祉課・福祉
係

0957-46-1111

熊本県 熊本県 （事業を実施する市町村への支援）
（県では、市町村が実施する子育てに関する様々な事業（地域子ども・子育て支援事業、多子世帯の保育料軽
減、乳幼児医療費助成等）について支援しています。）

健康福祉部子ども
未来課

096-333-2225

熊本県 熊本県 子育て応援の店・企業推進事業
子育てを支援（料金割引等）する店舗・企業等を応援団として募集・登録し、ホームページ等を通じて広く一般に
周知することで子育て家庭を支援する。

健康福祉部子ども
未来課

096-333-2225

熊本県 熊本県 父親向け育児情報冊子（パパ手帳） 父親向け育児冊子を作成、配布し、社会全体で子育てを支えていく意識の啓発を図る。
健康福祉部子ども
未来課

096-333-2225

熊本県 熊本県 くまもと子育てトーク
社会全体で子育てを支援する環境づくりや機運醸成を目的に、広く一般（県民等）を対象に子育てに関する講演
会や分科会（語り合い）を行う。

健康福祉部子ども
未来課

096-333-2225

熊本県 八代市 第３子以降の保育料無料制度
生計を同一にするこども（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども）が3人以上で、かつ第３子以降
の場合は保育所の保育料を無料とするもの。

こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 児童手当制度 ０歳から中学３年生までの児童を養育する保護者に対して手当てを支給。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 児童扶養手当制度 子どもを監護及び養育するひとり親家庭の父母等に対して手当てを支給。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 ファミリー・サポート・センター事業 子どもの送迎や預かりなどの会員相互による援助活動を行う事業。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 つどいの広場事業 子育て親子の交流の場を提供し、情報交換や子育てに関する相談などを実施する。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 地域子育て支援センター事業 子育て親子の交流の場を提供し、情報交換や子育てに関する相談などを実施する。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 病児・病後児保育事業
０歳から小学３年生までの児童が、病中または病気回復期で家庭での養育が困難な場合に、一時的に預かる
事業。

こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 休日・夜間・延長保育事業 保護者の就労形態の多様化により休日や夜間、朝・夕の時間において保育が必要なこどもを受入れる制度。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 八代市 奨学資金貸付金
高等学校、高等専門学校、短期大学、専門学校又は大学に進学又は在学する生徒又は学生のうち、経済的な
理由により就学が困難な生徒又は学生を対象とするもの。

教育政策課 0965-30-1671

熊本県 八代市 就学援助制度 経済的な理由によって、就学困難な児童及び生徒の保護者に、義務教育における就学に必要な費用を援助。 学校教育課 0965-30-1673

熊本県 水俣市 子ども医療費助成 水俣市に住所がある０歳から中学３年生までの子どもの医療費を全額助成。
健康高齢課（保健
センター）

0966-63-3202

熊本県 水俣市 予防接種無料化
麻しん風しん、四種・三種・二種混合、日脳、ＢＣＧ、ポリオ、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌、水痘などの子どもの
予防接種料金が無料。

健康高齢課（保健
センター）

0966-63-3202

熊本県 水俣市 学童クラブ（放課後児童クラブ、学童保育）
放課後や夏休み等長期休暇中に、仕事等で保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童を預かり、
学校施設等を活用した遊びを主とした活動を行いながら、安全に放課後等を過ごして児童や保護者の手助けを
する事業。

福祉課 0966-61-1660

熊本県 水俣市 こどもセンターの設置
子どもの遊び場、保護者同士の交流の場、育児等の相談及び情報提供の場として、子どもの健やかな成長を
支援。

水俣市こどもセン
ター

0966-63-8411

熊本県 水俣市 チャイルドシートレンタル事業
チャイルドシートの無料レンタルで貸出期間は１ヶ月。購入するまでの間や、お孫さんの帰省、急に必要になっ
た場合などに利用できる。

防災生活課 0966-61-1656

熊本県 宇城市 第３子以降保育料無料化制度
18歳未満の児童を３人以上養育している家庭では、第３子以降の児童の保育料・幼稚園料の無料化を実施して
います。

健康福祉部
こども福祉課

0964-32-1404

熊本県 美里町 保育料の減免
第3子以降の児童の保育料を年齢・入所児童数に関係なく無料としています。
また、複数の児童が幼稚園や保育所に同時入所している場合、入所児童の第2子の保育料を半額としていま

福祉課 0964-47-1111

熊本県 美里町 チャイルドシート貸付
町内に居住する6歳未満の幼児の保護者及び帰省中の6歳未満の幼児の保護者で町内に親族が居住するもの
に対し、貸付日から３か月間を限度にチャイルドシートを貸し付けます。

総務課 0964-46-2111

熊本県 玉東町 チャイルドシート貸出
チャイルドシート・ジュニアシートを無料で3か月間貸し出しています。次の予約がなければ更新可能となってい
ます。

総務課 0968-85-3111

熊本県 玉東町 延長保育事業
保護者の就労等の状況により、保育所へのお迎えが通常開所時間を過ぎる場合に対応するため、18時から19
時の延長保育事業を行っています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 小中学校給食費補助
給食費補助として、小学校児童1人当たり月額1,000円・中学校生徒1人当たり月額1,600円を助成しています。
多子世帯の第3子以降の児童生徒については月額2,000円を助成しています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 多子世帯児童保育料の軽減 第3子以降の子どもで3歳未満児は保育料無料、3歳以上児は保育料の2分の1を助成しています。 保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 フッ化物洗口
町内の保育園と小・中学校でフッ化物洗口液でのうがいを実施し、かかる費用を町が助成しています。この取り
組みにより玉東町は子どもの虫歯保有率が熊本県内で最も低くなっています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 相談支援
親と子を支える総合教育相談センター「つなぐステーション」では臨床心理士などのプロが様々な相談に応じて
います。

教育委員会 0968-85-3609

熊本県 玉東町 入学祝金 町内の小学校2校に入学する際に入学祝いとして図書カード（1万円）を贈呈しています。 教育委員会 0968-85-3609

熊本県 南関町 小中学校給食費補助金 2,000円/月 教育課 0968‐57‐8507

熊本県 南関町 チャイルドシート購入費助成金
チャイルドシート購入費用の1/3（限度額1万円）
子ども一人につき乳児用・幼児用・学童用のうち2種類まで

総務課 0968‐57‐8500

熊本県 南関町 保育料助成金 納付した保育料の半額を助成 福祉課 0968‐57‐8503

熊本県 産山村 高校生がんばれ助成金
村に住所を有し村内に居住する、高校生等の保護者に対し、高校生等の通学及び下宿代の一部として、月額
7,000円を助成

教育委員会 0967-25-2214

熊本県 産山村 学校給食費負担軽減 村内の小中学校に通学する児童生徒の給食費の半額を村が負担（小学生月額1,950円、中学生月額2,300円） 教育委員会 0967-25-2214

熊本県 御船町 育児用品支給事業 ０～1歳の第3子以降の子どもを養育している方に対して、育児用品を支給する。 福祉課 096-282-1346

熊本県 氷川町 子育て支援センター
未就園児の親子を対象に、子ども達が楽しく遊ぶ場として、また保護者が情報交換を行う場として子育て支援セ
ンターを月曜日から金曜日まで開設しています。

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 奨学金貸付制度
町内中学校の出身で、保護者が町内に居住する人が高校・大学・専門学校へ経済的理由により就学困難な場
合、奨学金を無利子で貸し付けます。（高校：月額1万円、大学・専門学校：月額２万５千円）

学校教育課 0965-62-3313

熊本県 氷川町 5歳児健診（5歳児相談）
町内の年中児を対象に5歳児健診を実施。様々な活動場面を作り遊びの中で心身の成長確認をし、発達障害
の早期発見や就学準備（生活リズムを見直すこと）、育児の相談の場として平成20年度から実施

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 フッ化物洗口事業
町内の全保育園及び幼稚園において、年中年長児の希望者を対象に、フッ化物洗口を実施。週5回法で実施
し、子ども達のむし歯予防の1つとして取り組んでいます。昨年度から全小中学校にて、フッ化物の濃度を上げ
た週1回法で開始しています。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 1歳児健診
成長発達の節目である1歳のお誕生月にも1歳児健診を実施しています。医師による診察のほか、保健師や歯
科衛生士、管理栄養士、心理士などのスタッフが保護者の不安に寄り添い、ご相談をお受けします。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 ベビーマッサージ教室
生後２～４か月の赤ちゃんとその保護者を対象に赤ちゃんの成長発達支援や産後のカラダの回復、リフレッシュ
などを目的に年４回実施しています。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 離乳食教室（もぐもぐ教室）
生後５～８か月の赤ちゃんとその保護者を対象に年４回離乳食教室を開催しています。見て・聞いて・体験して
（試食して）五感で学ぶプログラムです。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 母子保健推進委員活動
１３人の母子保健推進員が町内各地域を担当し、乳幼児健診のお手伝いや各期健診や教室、子育て支援セン
ターからのメール便の配布などを行い、地域で子育て支援の体制を作っています。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 放課後児童健全育成事業 保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童に対し、町内全ての小学校で児童をお預かりします。 町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 延長保育事業
町内全ての保育園で、通常の保育時間を超えてお子さんをお預かりする延長保育を実施しています。（午前７
時から午後７時まで対応）

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 一時保育事業 町内の私立保育園５園では、一時的に保育が出来ないお子さんを預かる一時保育を実施しています。 町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 多子世帯子育て支援事業（保育園） １８歳未満の子どもが３人以上いる場合は、第３子以降は満２歳の年度まで保育料が無料です。 町民環境課 0965-52-5851

熊本県 多良木町 多良木町ファミリーサポートセンター
親の子育てと仕事の両立ができるように地域ぐるみでサポートする会員組織。保護者（依頼会員）の用事（仕
事、冠婚葬祭、病院等）があるときに協力会員が保育園の送迎や預かりを行います。利用料金が必要です。

子ども対策課 0966-42-1262

熊本県 多良木町 病児・病後児保育
保護者の勤務等の都合により家庭で看護を行うことが困難なお子様（生後６ヶ月から小学校３年生まで）を医療
機関に併設された施設でお預りし保育や看護を行います。利用料１日2,000円、半日1,000円。

子ども対策課 0966-42-1262

熊本県 多良木町 放課後学童（児童）クラブ
児童の健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援することを目的として、保護者が就労など
により昼間家庭にいない児童をお預りします。利用料（保育料）が必要です。

子ども対策課 0966-42-1262

熊本県 多良木町 チャイルドシート貸出
利用料は、１日50円。20日を超えるとクリーニング代として１台あたり１ヶ月1,000円。但し、３ヶ月まで手続き後延
長可能。

子ども対策課 0966-42-1262

熊本県 山江村 チャイルドシート購入補助
村内に住所を有し、6歳未満の乳幼児の属する世帯主に対しチャイルドシートの購入費用の1/2以内を補助。
(上限1万円)

健康福祉課 0966-23-3111

熊本県 山江村 就学金支給 村内小学校に就学する子と生計を同じくする保護者に子ども1人につき3万円を支給。 教育委員会 0966-23-3111

熊本県 山江村 小・中学校給食費助成 小・中学校の給食費無料。 教育委員会 0966-23-3111

熊本県 山江村 村営学習塾
課業期間中の放課後、長期休業中に、国語・数学・英語等の復習を中心に学習塾の講師を招き村営学習塾の
開催。（対象：村内中校1・2・3年生）

教育委員会 0966-23-3111

熊本県 苓北町 多子世帯支援事業 第３子以降の入園児に対し、保育料の軽減（無料化）を行っています。 福祉保健課 0969-35-1111

熊本県 苓北町 児童入学準備資金 新入学児童に対し入学準備資金、児童1人につき2万円を助成 教育委員会 0969-35-1111

大分県 別府市 「小さいお友だちの日」体験保育事業
幼稚園に通っていない３歳以上の子どもを対象に、保護者同伴のもと施設を開放し、遊びや在園児との交流、
情報交換の場の提供を行っている。

別府市教育委員
会

0977-21-1574

大分県 別府市 私立幼稚園就園奨励費補助事業 私立幼稚園園児がいる、一定の所得等の条件を満たす保護者に対し、就園奨励費を補助。 児童家庭課 0977-21-1427

大分県 別府市 放課後児童クラブ 市内小学校区で放課後に、小学校就学児童の預かりを行っている（有料）。 児童家庭課 0977-21-1427

大分県 別府市 第3子以降の保育料無料化 第3子以降のお子さんは3歳未満まで保育料が無料。 児童家庭課 0977-21-1427

大分県 別府市 ファミリーサポート事業
市内に住むまたは勤務する方で、会員登録された方は、子育てを応援する会員（まかせて会員）の支援を受け
ることができる。対象児童は概ね生後３か月～小学生まで（有料）。

児童家庭課 0977-21-1427

大分県 別府市 一時預かり事業
市内に住む概ね生後６か月から就学前のお子さんをお持ちの方で、急な仕事や病気、また育児疲れの解消等
により、一時保育を希望する方は一時的に保育所に預けることができる（有料）。

児童家庭課 0977-21-1427
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大分県 別府市
特別支援教育支援員（いきいきプラン支援員）の
配置

特別支援教育支援員（いきいきプラン支援員）を市立幼・小・中学校に配置し、特別な支援が必要な園児児童生
徒への個別支援を行っている。

障害福祉課 0977-21-1413

大分県 中津市 養育支援訪問事業
こんにちは赤ちゃん訪問の結果、子育てに不安や困りごとがあるなど支援が必要なご家庭に対し、掃除・洗濯・
買い物などの簡単な家事支援や養育相談を行います。利用料は無料です。

子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 一時預かり 保育所(園)に入所していない方で、親の病気や用事があるときなどに一時的に保育所(園)を利用できます。 子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 病後児保育
中津市民で、保育所または幼稚園に通所している乳幼児が、病気の回復期で集団保育(通園)がいまだ困難な
期間に、一時的にその保育及び看護を行います。

子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 ファミリー・サポート・センター
子育ての手助けを受けたい方とお手伝いを行いたい方が会員となり、会員相互の信頼関係をもとに地域の中で
支えあう組織です。アドバイザーがいて、相談から、会員のサポート調整まで支援をします。

子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 放課後児童クラブ
「子供が学校から帰っても家に誰もいない」「仕事が遅くてひとりで留守番させるのは心配」そんな不安や悩みを
お持ちの保護者に代わって、放課後お子さんをお預かりするところです。

子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 子育て世帯リフォーム支援事業
18歳未満の子どもがいる世帯が、子どものために住宅のリフォームを行う場合に、補助金を交付します(補助対
象工事費の２０％、上限額３０万円)

子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 地域子育て支援拠点 子育て中の親子が気軽に集い、一緒に遊びながら交流できる場所で、スタッフへの相談もできます。 子育て支援課 0979-22-1129

大分県 中津市 子育てしつけ教室事業
しつけに困りを感じている保護者に対しコモンセンスペアレンティングという暴力や暴言を使わずに子どもを育て
る技術を伝え身につけていく教室です。

子育て支援課 0979-22-1129

大分県 日田市 おはなし会
幼児から小学校低学年までの子どもたちが絵本に親しむきっかけをつくるため、ボランティアグループを主体に
読み聞かせを行う。

教育庁淡窓図書
館

0973-22-2497

大分県 日田市
小学校通学補助事業
中学校通学補助事業

市立学校のうち学校統合により通学距離が著しく延長された地区から通学する児童生徒及び遠距離から通学
する児童生徒に対し、日田市立学校児童生徒通学費補助規程により通学費補助金を交付する。

教育総務課 0973-22-8234

大分県 日田市 要保護準要保護児童生徒就学援助事業
市内に住所を有し、市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で経済的な理由により、子供の就学に
困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度

学校教育課 0973-22-8221

大分県 日田市 特別支援学級就学奨励事業
市内に住所を有し、市内小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者で経済的な理由により、子
供の就学に困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度

学校教育課 0973-22-8221

大分県 日田市 確かな学力育成支援事業
小学校においては国語、中学校においては英語に対する関心・意欲向上と教科学力の定着を目的に、小学校４
～６年生（漢字検定）、中学校１～２年生（英語検定）の受検に対し、受検料の全額又は半額を助成する制度

学校教育課 0973-22-8221

大分県 日田市
日田市国民健康保険インフルエンザ予防接種
料助成事業

日田市国民健康保険の被保険者かつ６５歳未満の方を対象として、同一年度内に一回を限度とし、一人につき
１,０００円の助成を行う。※申請受付期間のみ。

健康保険課 0973-22-8271

大分県 日田市 ファミリー・サポート・センター事業
保育施設等の開始前・終了後の預かりや送迎など、子育ての手助けを行いたい方（まかせて会員）が子育て中
の親に代わり行うもの。

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 延長保育
保育認定（2号及び3号認定）で延長保育実施園に入園している児童が、保護者の勤務時間により、保育時間内
の迎えが困難な場合に、１時間につき100円で利用できるもの。

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 休日保育 保護者の就労等により、休日において保育が必要な児童がいる場合に、利用ができるもの。 こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 一時預かり（一般型）
教育・保育施設に入園していない子どもで、保護者の事情により、家庭での保育ができない場合、一時的に保
育園等で預かりを行うもの。１日1,600円、半日800円。

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 一時預かり（幼稚園型） 教育標準時間認定（1号）の在籍園児を対象に、通常の教育時間終了後等に預かりを行うもの。 こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 病後児保育
市内に在住の認定を受けた児童で、病気の回復期にあるが、集団生活が困難で、また保護者の就労等の都合
により家庭での保育が困難な場合に利用できるもの。１日上限1,300円（世帯の所得状況による）、給食費１日
200円。

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 多子軽減制度
同一世帯から２人以上の就学前児童が教育・保育施設に入園している場合において、最年長の児童から順に２
番目は半額、３番目以降は無料となるもの。
ただし、幼稚園の場合は、小学校３年生まで、保育園の場合は、就学前までの児童を１番目とするもの。

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 ひたっ子にこにこ保育支援制度 「子育て費用の軽減」対策として、戸籍上の３歳未満の児童の第２子は半額、第３子以降は無料となるもの。 こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 放課後児童クラブ
保護者が就労等により、昼間、家庭にいない小学校に就学している児童及び健全育成上指導を要する児童に
対し、授業終了後に学校の余裕教室等を使用して適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る。
対象施設　17施設

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 ブックスタート事業
7ヶ月健診時に赤ちゃん向けの絵本1冊と、赤ちゃんと本を楽しむ際のアドバイスや情報等をセットした「ブックス
タートパック」を配布し、絵本をツールとした親子のコミュニケーションの手助けを行う。後日、図書館で読み聞か
せ会を開催し、お母さん同士の交流の場としても活用。さらに会場でもう1冊絵本をプレゼント。

教育庁淡窓図書
館

0973-22-2497

大分県 日田市 子育て支援センター
相談担当職員を配置し、育児不安や子育てサークル等への相談指導を行い、子育てを支援する。
対象施設　３施設（丸の内子育て支援センター、ひのくま子育て支援センター、まえつえ子育て支援施設）

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 児童館
健全な遊びを通して、多様な経験を積みながら健康に育つように、児童の集団的及び個別的指導や相談業務
を乳幼児から小学校卒業までの児童を対象とし行う。
対象施設　４施設（中央児童館、天瀬児童館、大山児童館、松原児童館）

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 チャイルドプラザ
おおむね３歳までの乳幼児と保護者の交流の場の提供と促進を行う。また、短時間託児サービスも行い、１人１
時間につき200円（１日最長４時間まで）で利用可能である。
対象施設　１施設（日田市チャイルドプラザ）

こども未来室 0973-22-8317

大分県 日田市 ホームスタート事業
就学前の児童がいる家庭を対象に、週に１回約２時間程度訪問し、子育ての悩みを聴いたり、一緒に家事や育
児を行うなど、子育てに楽しみをもてるよう支援を行うもの。

こども未来室 0973-22-8317

大分県 豊後高田市 子育て世代いらっしゃい引越し応援事業 市外にお住まいの子育て世帯が転入する際､引越し業者に支払う費用に対し助成します｡（上限10万円） 地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ウェルカム未来の高田っ子応援金 県外から移住してきた子育て世帯に対し応援金を交付します。（10万円） 地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 生活応援住宅新婚・子育て世帯家賃応援事業
上記（リフォーム補助）で改修した物件に新婚・子育て世帯が入居した場合に家賃応援金を交付します｡（3万6千
円）

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市
がんばれパパママ子育て応援事業
（保育料の減免）

保育園の保育料が第２子のお子さんは３歳になるまで無料、第３子以降のお子さんについては３歳以降も無料
になります。

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 延長保育 市内４保育所で通常の開所時間を超えて保育を行います。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 休日保育 日曜日・祝日にも勤務されている保護者のため、休日の保育を行います。（実施保育所：城台保育園）
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 一時保育・一時預かり 保護者のパート勤務や病気、育児疲れの解消のため、一時的に保育園や拠点施設でお子さんを預ります。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 病後児保育事業「天使のゆりかご」 保護者の就労等により、自宅で保育できない病気回復期のお子さんを、看護師・保育士がお預かりします。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 地域子育てサポート事業 仕事などで､お子さんの預け先に困ったときには､地域の会員さんがお子さんをお預かりします｡
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ホームスタート
ボランティアが子育て中の家庭を訪問し、ママの話をゆっくり聞いたり、一緒に出かけたりし、友達のように寄り
添います。

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て用品レンタル 使用期間の短い子育てグッズをレンタルします｡（実施場所：子育て支援拠点施設「おひさまひろば」）
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て支援拠点施設「花っこルーム」 誰でも気軽に利用でき､安心して子どもと一緒に遊べる､屋内公園のようなスペースです｡
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て支援拠点施設「おひさまひろば」
昭和の町の商店街、中央公園に隣接しています。おむつ替えや授乳が可能ですので、お出かけ時も安心です。
地域で子育てを支援します！

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育て支援サイト『いいＫＡＭＯ』
豊後高田市の子育てに役立つ情報を集めたサイトです｡
http://www.iikamo-bt.oita.jp/

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 きらきら子育て応援事業 出産祝い金として、第１子、第２子に５万円、第３子以降は１０万円贈呈します。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 Eスタート事業（はじめての英語） ３歳児の英会話レッスン。外国人講師とのマンツーマンのレッスン（４５回分）を無料で受けられます。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 子育てママの相談窓口 保育園などの子育て支援情報に加え、ママ向けの就労情報についてもコンシェルジュがご案内します。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ワンコイン保育
月60時間までの就労の方を対象にした保育事業です。市内保育園や拠点施設で、１日４時間５００円～の預か
りをします。

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 面接時の一時保育 就活中の預かり事業です。市内保育園で２時間無料でお預かりします。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 不育治療費の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため､助成制度を実施しています。（一治療期間、上限10万円） ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 がん検診受診時の託児
子育て中の保護者の検診受診をサポートするため､｢花いろ｣会場では無料で託児を実施しています｡（事前に予
約が必要です。）

ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 学びの21世紀塾いきいき寺子屋活動
５歳児・小学生・中学生を対象に、土曜日等を有効に活用して多様な学習講座を開設しています。受講料は無
料です。

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 学びの21世紀塾のびのび放課後活動
子どもたちの健やかな心身の育成を目指し､保護者､地域の方､教職員の指導のもと､各種スポーツ活動を盛ん
に行っています｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 学びの21世紀塾わくわく体験活動
各地域の公民館などで､地域の大人たちの協力のもと､普段の生活ではなかなか体験できない貴重な経験や交
流を行っています。

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 名物番組「テレビ寺子屋講座」 ケーブルテレビ（市民チャンネル）にて、家庭で小・中学校の授業を復習することができます。 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 奨学金の贈与・貸与（高・大学等）
在学する生徒及び学生のうち､学業･人物ともに優れ､経済的に支援が必要な方に奨学資金を贈与又は貸与し
ます｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 豊後高田市立小中一貫校戴星学園
小･中学校の９年間の系統的･継続的な指導､英語科等の新設､数学科の充実など､魅力ある学校運営を可能に
した学校です。

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 通園バス・通学バスによる送迎支援
市立幼稚園および一部の小学校（都甲､真玉､香々地）では､遠方から通う園児･児童を対象に送迎バスを運行し
ています｡居住地区や通園距離の条件があります｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 学校支援地域本部事業 学校と地域が連携した多様な形態のボランティア活動により学校の環境整備や活動の支援を行います｡ 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 読書活動推進
読書は心の栄養｡読書を通じて人生を豊かにできるような環境づくりと子どもの読書活動推進。健やかな成長を
支援します｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 児童館事業 夏休みの工作教室開催など、遊び場の提供や交流の場を通して、児童の心身ともに健やかな育成を図ります。 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 “安心・安全”な学校給食の提供
「地産・地消」を基本に、地元産や県産食材を可能な限り利用して、美味しく安心な給食を提供しています。ま
た、「食育の日」を設け啓発を図っています。

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 放課後児童クラブの充実 市内全小学校区で放課後に児童をお預かりしています｡ 教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 市立幼稚園の預かり保育制度
市立幼稚園では､通常の降園時間以降の預かり保育（14:00～18:00）制度があり､夏休み等の長期休業期間も
実施しています｡

教育委員会 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 がんばる高校生通学応援事業
大交北部バス(株)が販売するバス乗車回数券を利用し、高校に通学する場合に回数券購入費の一部を助成し
ます。

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 ご当地婚姻届け提出キャンペーン
大分県版のご当地婚姻届けを宇佐市に提出し、宇佐市に定住する場合、市の特産品またはオリジナル印鑑が
もらえます♪

観光まちづくり課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 遠距離通学費補助 遠距離から通学する児童生徒がいる世帯に通学費の補助を行います。 学校教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 学校復帰支援 不登校児童生徒の学校復帰支援のために指導員、臨床心理士を配置しています。 学校教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 特別支援教育総合推進
特別な支援が必要なお子さんに対して、一貫した支援を行うため就学前から就職前までを記載した支援ファイ
ルを作成して特別支援教育の充実を図っています。

学校教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 放課後子ども教室
文部科学省の補助事業で市内に6か所開設されており、放課後に地域の方々が講師となり小学生に学習や体
験活動の場を提供します。

社会教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 学校支援地域本部事業
地域の方々がボランティア講師となり、学校の教育活動（学習、登下校時見守り、環境整備など）を支援する取
り組みです。市内全小中学校で行われています。

社会教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 宇佐子ども体験教室
様々な体験活動を通して社会教育の知識を学び、他校の児童や地域の方との触れあいを通じて心豊かな感性
を養うため、科学体験や料理体験、農泊体験など年間８回の取り組みを行っています。

社会教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 総合型地域スポーツクラブ
「いつでも、どこでも、だれとでも、いつまでも」世代を超えて、いろいろなスポーツを気軽におこなうことができる
新しいタイプの地域に密着した地域住民が自主的・主体的に運営する非営利組織があります。

文化・スポーツ振
興課

0978-32-1111

大分県 宇佐市 街コン開催 宇佐市を盛り上げる合コンイベントを商店街で年間数回開催しています。 観光まちづくり課 0978-32-1111
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大分県 宇佐市 婚活イベント開催事業補助金
婚活イベントを実施する団体に補助金を交付しています。
各団体が行う独創的なアイデアが集まる婚活イベントで、出会いを探してみませんか？

観光まちづくり課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 婚活サポーター制度
市が認定した結婚のお世話をしてくれるサポーターの方がいらっしゃいます。
それぞれが独自の活動をしており、市内の皆様の結婚を応援しています。

観光まちづくり課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 こんにちは赤ちゃん訪問
生後４か月までの赤ちゃんのいる家庭を対象に助産師・保健師が訪問し、健康状態の確認、育児相談、子育て
支援サービスの紹介等を行います。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 子育て教室
「乳幼児の事故防止と救急法」「離乳食」「歯科ブラッシング」など、様々な子育てに関する学習会を無料で開催
しています。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 子育て相談
お子さんの発育発達の確認や子育て相談、参加者同士の交流ができます。その他にも窓口、電話、家庭訪問
や市が行っている健診等の会場でも相談できます。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 発達相談会
お子さんの運動発達、精神発達、行動、心理面でのご心配がある方を対象に、専門医が個別に診察や相談に
応じます。年８回開催。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 家庭児童相談室 児童虐待、要保護児童等の相談やお子さんに関する各種相談を行っています 子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 にこにこ保育支援
保育園、認定こども園で保育を利用している子の保育料、一時預かりの利用料を助成します。
① 第２子で３歳未満の保育料が半額。
② 第３子以降で３歳未満の保育料が無料

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 地域子育て支援拠点
市内7か所の拠点で、子育て中の親子が気軽に集い、専任スタッフから育児に対する助言を受けたり、他の親
子と交流をして育児不安の解消を行います。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 延長保育
延長保育を行う保育所や認定こども園に通っているお子さんを、保護者が仕事等の理由により開所時間内のお
迎えが難しい場合に、通っている保育所や認定こども園でお預かりします。（有料）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 一時預かり
特定教育保育施設に通っていないお子様を、保護者が様々な都合で平日に保育ができない場合に、特定教育
保育施設で預かります。（1800円/日・900円/半日・軽減制度あり）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 休日保育
保育認定をうけて特定教育保育施設に在園するお子さんを、保護者が休日に仕事等で保育できない場合にお
預かりする制度です。（慈光保育園・1800円/日）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 休日子育てサポート
休日保育の対象にならない生後３ヶ月以上で就学前のお子様を、保護者が病気や仕事等で休日に保育できな
い場合にお預かりする制度です。（宇佐市社会福祉協議会・入会費1000円・1800円/日・900円/半日）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 子育て短期支援（ショートステイ）
保護者が病気・出張等や社会的理由により一時的にお子さんを養育することが困難になった場合、一定期間保
護者に代わりお子さんをお預かりします。（「和」やわらぎ・栄光園・聖ヨゼフ寮、2800円～5400円/日・軽減制度

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 子育て短期支援（トワイライトステイ）
保護者が残業や変則勤務等で勤務が夜間・深夜や休日となる場合に、保護者に代わってお子さんをお預かりし
ます。（「和」やわらぎ・栄光園・聖ヨゼフ寮、750円～1350円/日・軽減制度あり）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 病児病後児保育
お子さん（０歳～小学校３年生）が病気で、親が昼間保育できない場合に、お子さんを預かりお世話をします。
（くまのみどう小児科スマイルルーム・事前登録・600円～1200円/日）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 うさっ子サポートセンター
保護者が急用等の場合に、保育園等への送迎やお子さんの預かり等に対応するための会員制の相互援助活
動です。生後３か月～小学生までが対象。
（事前登録・1時間700円）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 児童館
すべての児童を対象に、心身の健康や健全で情操豊かな児童を育てることを目的に活動を行っています。宇佐
地区と安心院地区に開館されています。（無料）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 放課後児童クラブ
市内に20か所開設されており、放課後を利用して小学生に適切な遊びや生活の場を与えます。共働きの世帯も
安心です。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 学校施設の耐震化 平成２７年度に小中学校の学校施設の耐震化が完了します。 管理課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 就学援助費 経済的理由により就学困難なお子さんの保護者に、必要な援助を行います。 学校教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 特別支援教育就学奨励費
法令に規定する障がいのあるお子さん又は特別支援学級に就学するお子さんの保護者に、必要な援助を行い
ます。

学校教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 特別支援教育支援員配置
特別の支援が必要な普通学級に通うお子さんの教育の充実をはかるため、市立幼稚園・小中学校に支援員を
配置しています。

学校教育課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 スクールバス運行 通学に支障をきたす地域で、小中学生用のスクールバスを運行しています。 学校教育課 0978-32-1111

大分県 姫島村 チャイルドシート購入補助金
６歳未満の乳幼児１人につき３回まで、チャイルドシートを購入した額の２分の１（１００円未満切捨て及び限度
額１５，０００円）を交付する

総務課 0978-87-2111

大分県 姫島村 子育て支援センターたんぽぽ
・子育て等に関する相談、援助の実施、・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、・地域の子育て関連情
報の提供、・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

姫島村保育所 0978-87-2049

大分県 日出町 子育て電話相談
赤ちゃんのこと、お母さん自身のことなど、保健師・栄養士が相談をお受けします。
必要に応じて訪問による相談も行っています。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 のびのび育児相談
６～７か月のお子さんの育児相談会を実施しています。
対象の方には、生まれた月ごとにご案内を送付します

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 赤ちゃん訪問 地域で安心して子育てができるよう、日出町に生まれたすべての赤ちゃんを保健師や助産師が訪問します。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 離乳食教室
離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。実際に初期から完了期までの離乳
食をご用意していますので、味付けや固さを確認することができます。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 一時保育 保護者の冠婚葬祭、急病等でお子さんを急遽預けたいとき、一時的に保育します。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 児童クラブ
昼間仕事などで保護者がいない家庭のおおむね小学校低学年児童をお預かりし、放課後の遊びや生活の場を
提供し、児童の健全育成を図ります。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 特別児童扶養手当
知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために、知的または身体に障がいがある２０歳未満
の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 お母さん教室 初めてお母さんになる方でも、安心して出産・育児ができるように、お母さん教室を実施しています。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 両親学級
これから赤ちゃんを迎える妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・育児についての知識・関心を深めるため
に両親学級を開催しています。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 新生児誕生祝金
以下の要件により出産祝い金を支給
第１子：1万円、第２子：２万円、第３子：３万円、第４子以降：５万円を支給

住民課 0977-73-3122

大分県 日出町 シルバー人材センター 高年齢者が、自分の得意分野を生かして活躍できる仕事の機会を提供 商工観光課 0977-75-9620

大分県 日出町 児童扶養手当
父母の離婚などによるひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を図る
ことを目的として、児童扶養手当が支給されます。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 九重町 子育て関連用品購入助成事業
平成27年4月1日以降に出生し、就学の始期に達するまでの児童を養育する保護者に対し、子育て関連用品の
購入費用をベビーベッド10,000円・ベビーカー20,000円・チャイルドシート25,000円・ベビーバス2,000円を上限に2
分の1（1,000円未満切捨て）を助成。

子育て支援課 0973-76-3828

大分県 九重町 子宝助成金事業
第3子以降の児童を養育する保護者に対し、第3子以降の出生の月から18歳に到達した後の最初の3月までの
間、就学前3,000円/月・小学生4,000円/月・中学生5,000円/月・高校生10,000円/月を助成。

子育て支援課 0973-76-3828

大分県 九重町 育児助成金事業
農林業や自営業者など雇用保険法における育児休業給付金や、その他育児休業に対する手当や給付を受け
ることのできない、平成27年4月1日以降に出生した児童の父または母である方に対し、出産から1年間の期間
10,000円/月を給付。

子育て支援課 0973-76-3828

宮崎県 日南市 ファミリーサポートセンター事業
育児などの援助を受けたい人と育児などの援助を行いたい人が会員となり、地域の中で子育てを助け合う相互
援助活動の連絡・調整等を行う。

こども課 0987-31-1172

宮崎県 日南市 こども医療費助成事業
小学校卒業まで、児童の医療費の一部を助成する。乳児（０歳）は自己負担なし。幼児（１歳～小学校就学前）
は、１診療ごとに月額350円、小学生は１診療ごとに月額1,000円を超える額について、市が助成を行う。薬局は
いずれも無料。

こども課 0987-31-1131

宮崎県 日南市 放課後児童クラブ事業
保護者が仕事などで昼間に子どもを保育できない場合に、小学校１年生から６年生までを対象に、小学校の空
き教室などで保育を実施する。

こども課 0987-31-1131

宮崎県 日南市 子育て支援センター事業
子育て家庭の交流を図ったり、育児不安等についての相談に対する助言などを行い、地域の子育て家庭に対
する育児支援を行う。

こども課 0987-31-1172

宮崎県 日向市 ファミリーサポート事業
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けるこ
とを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。

こども遊センター 0982-54-1635

宮崎県 えびの市 第3子以降保育料無料化事業
子育て世帯の負担軽減を図るため、幼稚園及び保育所に通う第3子以降の子どもについて保育料を無料にしま
す。

福祉事務所 0984-35-1111

宮崎県 えびの市 病後児保育事業
児童の保護者の子育てと就労の両立を支援し、安心して産み育てる環境を整えるため、病後児保育サービスに
取り組んでいます。

福祉事務所 0984-35-1111

宮崎県 えびの市 ファミリーサポートセンター事業
安心して子育てができる環境を整えるため、子育ての「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」が会員登
録を行い、急用時に子どもを預かるなど、地域において相互に助け合う福祉サービスです。

福祉事務所 0984-35-1111

宮崎県 えびの市 子育て支援センター事業
子育て家庭の交流を深める取組や育児についての相談・援助など、地域の子育て家庭に対する育児支援を
行っています。

福祉事務所 0984-35-1111

宮崎県 えびの市 放課後児童クラブ運営事業
保護者が就労などにより昼間に家庭にいない小学生を対象に授業終了後や土曜日等に放課後児童クラブで預
かります。

福祉事務所 0984-35-1111

宮崎県 えびの市 30人学級実施事業
少人数指導による1人ひとりを大切にした教育に取り組み、「徹底した学力向上」と「地域に貢献する人材育成」
を図るため、市内小中学校の全学年において30人学級編成を実施しています。

学校教育課 0984-35-1111

宮崎県 西米良村 高等学校等就学支援 高等学校等に就学するため、村を出て寮生活をする生徒にいる世帯に最大で月額３万円を助成。 むら創生課 0983-36-1111

宮崎県 西米良村 子育て医療費助成 中学生以下の子供の医療費の一部負担金を全額助成するので、医療費は無料。 むら創生課 0983-36-1111

宮崎県 西米良村 保育料の免除
第２子の児童の保育料は半額、第３子以降は全額助成。定住が見込まれる移住世帯は、更に保育料を半額（３
年間のみ）。

むら創生課 0983-36-1111

宮崎県 木城町 就学祝金 町内に居住している世帯で、第２子以降が小学校に入学した場合に就学祝金を支給します。第２子以降：１０万 まちづくり推進課 0983-32-4727

宮崎県 木城町 町内小・中学校修学旅行補助金 町内小・中学校の児童生徒が修学旅行に参加するための交通費の一部を助成します。（小・中学校に交付） 教育課 0983-32-2369

宮崎県 木城町 町内小・中学校給食費補助金 町内小・中学校の児童生徒の給食費の一部を助成します。助成額・・・児童生徒一人につき月額２，０００円 教育課 0983-32-2369

宮崎県 木城町 園児保育料軽減措置 町内在住者の園児保育料を３歳未満は上限３０，０００円、３歳以上は上限２３，０００円としています。 福祉保健課 0983-32-4733

宮崎県 美郷町 ブックスタート 乳児検診時に絵本３冊贈呈 健康福祉課 0982-66-3610

宮崎県 美郷町 予防接種事業 乳幼児の定期予防接種を対象年齢の間に無料で受けられます。 健康福祉課 0982-66-3610

宮崎県 美郷町 フッ素洗口 保育所・幼稚園で４歳児以上の希望者にフッ素洗口実施。無料 健康福祉課 0982-66-3610

宮崎県 美郷町 子育て支援事業 第２子の保育料が半額、第３子以降の保育料は無料 町民生活課 0982-66-3604

宮崎県 美郷町 高校生就学支援事業 高校生一人当たり年額10万円を補助 教育課 0982-66-3608

宮崎県 美郷町 学校給食費補助 小中学校の給食費の4分の3を補助 教育課 0982-66-3608

宮崎県 椎葉村 高校生生活支援補助 村外の高校での生活支援として、保護者に対して生徒１人あたり月額２万円を補助 教育課 0982-67-2850

宮崎県 椎葉村 青少年アジア友好の翼事業
国際感覚をもった青少年を育成するため、村内の中学３年生をシンガポールへ派遣しており、渡航費用の７割
を村が負担

教育課 0982-67-2850

鹿児島県 鹿児島市 子育て応援ポータルサイト（夢すくすくねっと）
市内の子育てに関する情報が一目で分かるポータルサイト（イベント情報、施設情報、メールでの子育て相談や
事例集の紹介、育児サークルなど仲間づくりの情報、就園・修学情報、にこにこ子育て応援隊に関する情報など
を掲載）

子育て支援推進
課

099-812-7740

鹿児島県 鹿児島市
地域子育て支援拠点事業（すこやか子育て交流
館、親子つどいの広場、地域子育て支援セン
ター）

子育て中の親子や妊娠中の方が気軽につどい、交流する場を提供するとともに、子育てに関する相談や講習
会の開催、未就学児の一時預かりなどを行います。（りぼんかん、なかまっち、たにっこりん、なかよしの、地域
子育て支援センター）

子育て支援推進
課

099-812-7740

鹿児島県 鹿児島市 放課後児童健全育成事業
就労等により昼間保護者のいない小学校就学児の健全育成を図るため、放課後の適切な遊びと生活の場とし
て児童クラブを設置しています。（平日は１４～１８時、土曜・長期休暇中は８～１８時に開所しており、ご利用の
際は保護者負担金等が必要です。）

子育て支援推進
課

099-216-1259

鹿児島県 鹿児島市 ファミリー・サポート・センター事業
育児や家事の援助がほしい人（依頼会員）と、援助ができる人（提供会員）がお互いに助け合う会員制の相互援
助活動組織です。（入会申し込み後、センターが主催する講習会を受講すれば会員になれます。）

子育て支援推進
課

099-812-7740

鹿児島県 鹿屋市 ファミリー・サポート・センター事業
地域において育児又は家事の援助を受けたい者と援助を行いたい者を組織化し、会員同士が育児等に関する
相互援助活動を行っています。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿児島県 鹿屋市 かごしま子育て支援パスポート事業
事業に協賛する企業や店舗が、パスポートを提示した対象世帯に、割引や独自の優待サービスなどを提供して
います。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿児島県 鹿屋市 つどいの広場事業
０歳児から２歳児未満の児童とその保護者が気軽に集い、一緒に遊びながら交流する場を提供するとともに、
子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てアドバイザーによる子育てに関する悩みについて相談を受け
ています。

子育て支援課 0994-31-1134
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鹿児島県 枕崎市 幼稚園就園助成金交付金 幼稚園に通う児童が２人以上いる場合，２人目から１人につき月額４千円を年２回に分けて支払います。 企画調整課 0993-72-1113

鹿児島県 出水市 ツルの里子宝お祝い金支給事業
本市に引き続き１年以上住所を有する方で、第３子以上を出産・養育する方に、１人につき出生児１０万円、小
学校就学時１０万円を支給。

こども課 0996-63-2111

鹿児島県 指宿市 かごしま子育て支援パスポート事業
協賛店（全153店舗）で利用でき，指宿市から交付されたパスポートを提示することで，割引や独自の優待サー
ビスなどが受けられます。

健康福祉部
地域福祉課

0993-22-2111
（内線272）

鹿児島県 西之表市 かごしま子育て支援パスポート事業
鹿児島県及び県内市町村（本市含む）、協賛店と共同で、子育て家庭を地域全体で支援することを趣旨に、交
付されるパスポートで、協賛ステッカーの貼ってある協賛店でパスポートを見せると、協賛店の善意による、いろ
いろな子育て支援サービスが受けられる。

福祉事務所子育
て支援係

0997-22-1111
（内線322・328）

鹿児島県 西之表市 ファミリー・サポート・センター事業
子育ての「手助けをしてほしい人」と子育ての「お手伝いをしたい人」が会員となり、お互いに助け合う相互援助
の組織。センターはその出会いの場である。

福祉事務所子育
て支援係

0997-22-1111
（内線322・328）

鹿児島県 西之表市 子育て応援券支給事業
地域の消費喚起、子育て世帯の経済的負担の支援を行うため、紙おむつ、粉ミルク、おしり拭きに交換できるチ
ケット２４枚（24,000円分）を交付。

福祉事務所子育
て支援係

0997-22-1111
（内線322・328）

鹿児島県 西之表市 奨学資金貸付制度
向学心に燃え、その能力が充分であるにもかかわらず、経済的理由により修学困難である方に対して奨学金を
貸与。

教育委員会総務
課

0997-22-1111
（内線252）

鹿児島県 霧島市 ファミリー・サポート・センター霧島
既存の保育施設などで応じられない保育需要に対し、会員同士の有償ボランティアで対応する制度です。子ど
もの預かりや送迎などで困ったときは、子育ての援助をお願いしたい人「依頼会員」の子育てを、子育ての援助
をしたい人「提供会員」がお手伝いします。

子育て支援課
0995-45-5111
(内線2051・
2052)

鹿児島県 いちき串木野市 乳児紙おむつ購入費助成事業
平成26年4月1日以降に出生した、乳児を養育している保護者に対して、市内店舗で購入した紙おむつの購入
費を助成。
○乳児1人につき20,000円（限度額）

福祉課 0996-33-5618

鹿児島県 南さつま市 乳児栄養強化事業 市内に住所を有し、要件を満たす方に対し、１か月に調製粉乳大缶１缶を１歳の誕生月まで支給します。
保健課
健康増進係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 すこやか医療費助成事業 中学生までの子どもに係る医療費を全額無料にしています。 子ども未来課 0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 子育て支援事業
○子育て支援センター(子育て等の相談を行う場)　　○利用者支援事業(訪問サービス)　　○ファミリーサポート
センター(子育て支援を希望する方と子育て支援をしたい方とが双方会員となって行う相互援助活動のコーディ
ネートを行う)

子ども未来課 0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 就学援助事業
文部科学省の方針に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し下記のとお
り学用品費及び給食費等を支給しています。また、対象児童生徒が虫歯等の学校病の治療のため受信する際
の費用を免除する医療券を発行しています。

学校教育課
学校教育係

0993-53-2111

鹿児島県 屋久島町 山海留学制度
町内の小・中学校に転校を希望する児童生徒を募集しています。留学助成金を支給します。月額１～３万円。
（かめんこ留学・・永田小学校　まんてん留学・・栗生小学校　じょうもん留学・・八幡小学校　ひょうたん島留学・・
金岳小・中学校）

教育委員会 0997-43-5900

鹿児島県 屋久島町 育英奨学資金貸与
屋久島町に３年以上在住している者の子弟で、かつ、学業及び人物が優良であるにもかかわらず、経済的理由
によって修学が困難であるものに対し、奨学金を貸与します。学校の種類、場所に応じて月額１～３万円。

教育委員会 0997-43-5900

鹿児島県 大和村 育児助成金 満６才に達するまでの児童がいる世帯に対し，児童１名につき，月５，０００円を助成します。 保健福祉課 0997-57-2111

鹿児島県 大和村 高校生通学バス定期券代助成
大和村内には高校がないため，奄美市内の高校に進学する必要がありますが，定期券代が世帯の負担となら
ないように通学バス定期券代の全額を助成します。

住民税務課 0997-57-2111

鹿児島県 大和村 今里小学校留学（親子留学）制度

助成内容
１．特別助成
　児童1名あたり、月額50,000円の特別助成金を転入後、中学卒業月まで支給します。また、中学生の兄弟姉妹
が一緒に留学される場合にも、兄弟姉妹を対象に月額50,000円を中学月まで、同様に支給します。
２．引っ越し助成金
　　島外からの場合に限り、引っ越し費用として、上限100,000円を支給します。

総務企画課 0997-57-2111

鹿児島県 徳之島町 ふるさと留学制度
手々小中学校では、これまで80名余の留学生を受け入れてきました。平成26年度は小学生8名中学生3名が在
籍、個々に目が行き届いたきめ細かな指導、また伝統行事への参加等の地域と密着した取り組みを行っていま
す。

学校教育課 0997-82-1308

鹿児島県 徳之島町 ふるさと留学里親制度補助 ふるさと留学里親制度に対し事務費及び保護者への助成金を支給しています。 学校教育課 0997-82-1308

鹿児島県 徳之島町 ファミリー・サポート・センター事業
子育ての「お手伝いをしてほしい人」と「お手伝いをしたい人」のお互いが会員となって助け合う、相互援助を支
援する場所です。

社会福祉協議会 0997-83-1205

鹿児島県 徳之島町 地域子育て支援拠点
未就園児の親子を対象とした誰でも気軽に参加できる遊び場「われんきゃ広場」の運営ほか、町内のNPO法人
が子育て支援に取り組んでいます。

介護福祉課 0997-82-1111

鹿児島県 徳之島町 放課後児童健全育成事業
就労などにより昼間保護者のいない家庭の幼稚園児（年長）～小学生の健全育成を図るため、放課後の適切な
遊びと生活の場を設置しています。

介護福祉課 0997-82-1111
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要

北海道 室蘭市 特定不妊治療費助成 不妊治療のうち、体外受精・顕微授精にかかる治療費に対し、1回5万円を上限に助成金を交付 健康推進課 0143-45-6610

北海道 苫小牧市 特定不妊治療費助成事業
要件に該当する方に対し、1回の治療につき5万円を上限に助成します。なお、北海道が助成対象経費と認定し
た費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。

健康こども部
健康支援課

0144-32-6407

北海道 芦別市 「人生の節目」祝品贈呈事業（出産） 出産したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（出産1子10万円分の地域限定商品券）
市民福祉部市民
課

0124-22-2111

北海道 千歳市 千歳市不妊治療費助成事業 不妊治療を受ける家庭の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成。 健康推進課 0123-24-0771

北海道 滝川市 滝川市不妊治療支援事業 一般不妊治療と不育症治療を行っている対象となる夫婦に対し、上限１０万円を助成。 健康づくり課 0125-24-5256

北海道 砂川市 陣痛タクシー整備事業
予め登録した妊婦が、陣痛が起きた時に利用できる。完全登録制(無料)で365日24時間対応し、料金は後払い
可能。

ふれあいセンター 0125-52-2000

北海道 砂川市 妊婦一般健康診査費用助成事業 妊婦一般健康診査及び超音波検査を各14回分助成。また、予定日を超過した時の健診料金も助成する。 ふれあいセンター 0125-52-2000

北海道 松前町 松前っ子誕生祝金
生まれた子どもに対し、生まれた時と満１歳の誕生日の２回に分けて祝金を支給します。（第1子・総額20万円、
第２子・総額３０万円、第３子以降・総額50万円）

福祉課 0139-42-2275

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「誕生祝い金」

本町に居住し、かつ住民登録されており新生児を養育する方へ商品券を交付①第１，２子３万円②第３子以上５
万円

総務課企画防災
対策室
まちづくり推進係

0136-57-5111

北海道 共和町 出産祝い金支給事業
出産祝い金の支給。第１子　３万円（現金２万円　商品券１万円）　第２子　５万円（現金３万円　商品券２万円）
第３子以降　１０万円（現金７万円　商品券３万円）

住民福祉課社会
福祉係

0135-73-2011

北海道 長沼町 出産祝金支給条例
出産児の親権者が、長沼町に出産日前引き続き1年以上住所を有し、かつ居住している場合、第1子3万円、第2
子5万円、第3子以降10万円の祝金支給。

税務住民課
国保・年金係

0123-88-2111

北海道 浦臼町 特定不妊治療費助成
特定不妊治療の1回に要した費用から、北海道の助成額を控除した額を10万円を限度として、1人6回まで助
成。

長寿福祉課保健
指導係

0125-69-2100

北海道 浦臼町 出産祝い金 第１子が１万円、第２子が２万円、第３子以降は１０万円の出産祝い金を支給。
くらし応援課住民
係

0125-68-2112

北海道 浦臼町 妊婦健診助成 一般的な検査１４回分の費用と、超音波検査６回分の費用を助成。
長寿福祉課保健
指導係

0125-69-2100

北海道 妹背牛町 出産育児支援事業 第１子・第２子：５万円、第３子：１０万円を交付（商品券）。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 妹背牛町 妊婦健康診査通院支援事業 町内に住民登録されている妊婦で、産科医療機関に通う方。健診１回２千円とし、１４回分を交付（商品券）。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 妹背牛町 妊婦健康診査費用助成事業 妊娠全期を通して一般的に必要とされる「妊婦一般健康診査１４回分」と「超音波検査１１回分」を助成。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 妹背牛町 一般不妊治療費助成事業 一般不妊治療を受けた夫婦で、かかった医療費の１／２上限１０万円（現金）を助成。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 秩父別町 出産１年後祝金 出産後１年を経過した子供を養育している家庭に対し、第１子１０万円、第２子２０万円、第３子３０万円支給。
住民課住民福祉
グループ

0164-33-2111

北海道 北竜町 特定不妊治療費助成
北海道特定不妊治療費助成事業該当者に、不妊治療費のうち体外受精及び顕微鏡受精を受けている夫婦に
対して治療費の一部を助成する。北海道の助成金を除いた額、治療１回上限１５万円

住民課 0164-34-2111

北海道 沼田町
妊婦健康診査費用の助成及び妊婦健康診査交
通費の助成（一部変更）

妊婦の検診及び精密検査の全額無料、自宅から産科医療機関までの交通費を定額助成 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 成人風疹予防接種助成事業（一部変更）
平成2年4月1日以前に生まれた町民で、妊娠を予定している女性とその配偶者・パートナーの方、妊娠中の女
性の配偶者・パートナーの方へ風疹ワクチン予防接種の全額助成

保健福祉課 0164-35-2115

北海道 沼田町 妊婦健康診査費用助成 母子健康手帳交付後から出産に至るまでの定期的な健診に加え、精密検査分を含めた費用の助成 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 妊婦健康診査交通費助成 妊婦の健診及び精密検査の全額無料、自宅から産科医療機関までの交通費を定額助成 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 上川町 上川町出産祝金制度
出産児の保護者が本町に1年以上住所を有し、かつ2人以上の子どもを養育している場合に、第3子以降の出産
時から支給（1人10万円）

保健福祉課 01658-2-4055

北海道 上川町 上川町出産祝品制度 出生届により上川町住民基本台帳に登録されたときに、出生児の保護に祝品を贈呈 保健福祉課 01658-2-4055

北海道 和寒町 にれっこ祝金 子どもが生まれた場合、出生届と一緒に手続きし、その場で1人当たり10万円を支給。
住民課お客さま窓
口係

0165-32-2500

北海道 剣淵町 不妊治療費の助成 １００,０００円／年度、通算５年間　１年度当たりの治療に要する費用の２分の１の額を助成 健康福祉課 0165-34-3955

北海道 剣淵町 出産記念品贈呈事業（君の椅子）
町内で誕生されたお子さんを対象に出産記念品「君の椅子・絵本・誕生カード」を贈呈。出産記念品の贈呈につ
いては百日前後に、町、自治会、絵本の里を創ろう会から絵本の館において贈呈。

住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 剣淵町 不妊治療費の助成 １００,０００円／年度、通算５年間　１年度当たりの治療に要する費用の２分の１の額を助成 健康福祉課 0165-34-3955

北海道 音威子府村 音威子府村出生祝い金支給要綱 出産直後に３万円、１年後に３万円の支給 住民課保健福祉 01656-9-3050

北海道 幌加内町 子育て支援事業（出産祝金） 第３子目以降、１人につき10万円の出産祝金を支給 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 幌加内町 子育て支援事業 出生につき記念品を贈呈 保険福祉課 0165-35-3090

北海道 増毛町 出産準備金 母子健康手帳を交付後に5万円、出産後に5万円の給付をおこなっています。
福祉厚生課
保健指導係

0164-53-3111

北海道 増毛町 成人の風しん予防接種助成事業
対象者：①妊娠を希望する女性　②風しん抗体価が低い妊婦さんの夫(パートナー含む)、同居者
助成対象ワクチン：①麻しん風しん混合ワクチン ②風しん単独ワクチン（流通が少ないワクチンです）

福祉厚生課
保健指導係

0164-53-3111

北海道 中頓別町 出産祝い金の支給 出産された方1名につき、3万円の出生祝金（町商工会発行券）を交付 まちづくり推進課 01634-6-1111

北海道 利尻町 出産祝金
利尻町に1年以上住所を有し、引き続き定住すると認められる方が、3人以上出産した場合、子供3人目からその
保護者に対して、1人につき25万円を支給します。

まちづくり振興課 0163-84-2345

北海道 美幌町 妊婦検診に対する助成① 妊婦検診料の助成（全額※上限あり）に加え、妊婦検診に関わる交通費を14回分助成しています。
保健福祉グループ
健康推進担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 妊婦検診に対する助成② 妊婦検診に伴う一時預かり保育は半日無料です。
児童支援グループ
業務担当

0152-73-1111

北海道 美幌町 妊婦エントリーネット119 事前登録をしていただく事によって、緊急時に救急車でかかりつけの病院への直接搬送などを行います。
消防署グループ・
救急担当

0152-73-1446

北海道 美幌町 妊娠期プレママクラス
月に1回、講話や実習をとおして様々なことを学ぶ事が出来ます。同じような悩みを持つママやパパ同士の情報
交換や語らいの場としても利用されています。

保健福祉グループ
健康推進担当

0152-73-1111

北海道 置戸町 すくすくギフトプレゼント 町内で誕生したお子さんに、町内の特産品であるオケクラフトの食器セット（５～６点）をプレゼント 森林工芸館 0157-52-3170

北海道 西興部村 エンゼル祝い金
子育て支援として、新しく出生した子（第2子以降）の両親のいずれかが、子を出生した時点において過去1年以
上村内に住所を有する者に、祝い金を交付する。

住民課 0158-87-2111

北海道 西興部村 夢のおくりもの事業
村に住所を有する者の新生児の誕生に際し、誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、木製のおもちゃを祝い
品として贈呈している。

森の美術館木夢
（教育委員会）

0158-87-2600

北海道 洞爺湖町 出産祝金支給事業
新生児を出産された方又はその配偶者の方が住民基本台帳に記録されてから１年以上経過し、かつ、居住して
いる場合、第１子に50,000円、第２子に70,000円、第3子以降1人につき100,000円の出産祝金（洞爺湖町振興
券）を交付。

総務部健康福祉
課

0142-74-3001

北海道 洞爺湖町 不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている町民に対し、特定不妊治療費については１回につき50,000円を1年度あたり２回を限度と
し通算５年間助成、一般不妊治療費については、１回につき35,000円を１年度あたり１回とし通算３回助成。

健康福祉センター 0142-76-4006

北海道 えりも町 すこやか赤ちゃん誕生祝い金事業 出産祝金の支給。第１子3万円、第２子以降５万円（現金及び地域商品券を選択） 町民生活課 01466-2-4621

北海道 えりも町 妊婦健康診査助成事業
定期的な健康診査の受診機会を提供するとともに、安心安全な妊娠及び出産並びに心身にゆとりを持った育児
を支援することを目的として妊婦一般健康診査の費用を助成。

保健福祉課 01466-2-4622

北海道 えりも町 妊婦歯科健康診査助成事業
口腔疾患に罹患しやすい時期にある妊婦の口腔内を健康に保ち、生まれてくる子どもの予防歯科への意識を高
めることを目的として、町内の歯科医院で受けた歯科健診費用を助成。

保健福祉課 01466-2-4622

北海道 えりも町 不妊治療費助成事業 不妊治療を受けているかたの経済的負担の軽減を図るため、特定・一般不妊治療費の一部を助成。 保健福祉課 01466-2-4622

北海道 新ひだか町 新ひだか町特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成。
健康生活部
健康推進課

0146-42-1287

北海道 新ひだか町 妊婦交通費助成 妊娠２２週以降の妊婦さんで、町外の医療機関で妊婦健康診査を受信している方へ助成。
健康生活部
健康推進課

0146-42-1287

北海道 幕別町 特定不妊治療費助成制度
不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、道の特定不妊治療費助成事業に上乗せする方法
で不妊治療費を助成。

民生部保健課 0155-54-3811

北海道 池田町 特定不妊治療費助成事業

不妊治療を受けている夫婦に対し、体外受精及び顕微受精に要する費用の一部を助成。対象：①北海道特定
不妊治療費助成事業の助成決定を受けている。②池田町に住所を有し本助成を申請した日まで1年以上居住し
ている。③町税の滞納がない。　助成額：治療を要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除
いた実費で、1回7万5千円以内。

池田町保健福祉
課

015-572-2100

北海道 池田町 出産祝い金
H27年4月1日以降出産時、池田町に住所を有し、６カ月以上池田町に住んでいる方。第１・２子の出産50,000円
の商品券、第3子の出産100,000円の商品券、第4子以降の出産300,000円の商品券。

保健福祉課 015-572-2100

北海道 厚岸町 出産祝金支給 第3子を出産時に5万円、第4子以降には10万円を支給。
保健福祉課
健康づくり係

0153-53-3333

北海道 厚岸町 妊婦健康診査通院費の助成 妊婦健康診査通院費の助成
保健福祉課
健康づくり係

0153-53-3333

北海道 標茶町 標茶町特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療を受けている町民に対し、採卵を伴う治療は1回の治療につき15万円、採卵を伴わない治療は1
回の治療につき5万円助成。上限あり。

保健福祉課 015-485-1000

北海道 鶴居村 妊婦健康診査費助成 医療機関等で実施する妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査の費用を助成。
保健福祉課
健康推進係

0154-64-2116

北海道 鶴居村 特定不妊治療費助成
特定不妊治療を受けている村民に対し、1回の治療につき10万円を1年度当たり2回を限度とし、通算5年間助
成。

保健福祉課
健康推進係

0154-64-2116

北海道 鶴居村 出産祝金等支給 第3子以降の子を出産時に30万円、第3子以降の子が小学校就学時に20万円を支給。
保健福祉課
福祉係

0154-64-2116

北海道 標津町 出産祝い金の給付 第1子に5万円、第2子に10万円、第3子以降は50万円の祝い金を給付 保健福祉センター 0153-82-1515

青森県 五所川原市 子宝祝金支給事業
市内に引き続き1年以上住所を有している者又は引き続き1年以上住所を有することとなると認められる者が第3
子以降を出産した場合に、出産したもの又は出生した子の養育者に対して10万円を支給する。

健康推進課
0173-35-2111
(内線2363)

青森県 十和田市 特定不妊治療費給付事業
治療費から県の助成額を控除した額と、県の助成額に3分の2を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額を
助成します。（上限10万円）

健康増進課 0176-51-6790

青森県 つがる市 産婦健康診査助成事業
産婦の健康管理や経済的負担軽減のために、医療機関で行う産後1カ月健診に加え、血液検査(糖代謝、脂質）
も無料で実施します。

健康推進課 0173-42-2111

青森県 つがる市 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療を受けている夫婦に対して、県の助成額と同額を上限として助成（15万円または7万5千円）しま 健康推進課 0173-42-2111

青森県 平川市 出産祝金
平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている者が第3子以上の子を出産したと
き、30万円を支給。

子育て支援課
子育て支援係

0172-44-1111
(内線1151･
1152)

お問合わせ先

結婚・子育て
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青森県 藤崎町 出産祝金 藤崎町に3年以上お住まいの方が、第3子以上の子を出産したとき、出産祝金10万円を支給します。
住民課
子育て支援係

0172-75-3111
(内線2135・
2136)

青森県 大鰐町 特定不妊治療費給付事業
特定不妊治療開始から申請日まで夫婦のいずれかの者が町に継続して住所を有し、居住の実態がある方で、
青森県特定不妊治療費助成事業を活用して治療する夫婦に対して、その治療に係る費用の一部を助成します。

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 板柳町 子宝祝金
①出産時において1年以上前から継続して板柳町に住所を有する者
②一子以上を養育し、第2子以降を出産して養育する父または母
【祝金の額】第2子：5万円、第3子以降：10万円

健康福祉課
0172-73-2111
（180）

青森県 野辺地町 妊婦健康診査、妊婦交通費助成事業
妊婦健康診査14回分を助成。
妊婦健診受診等に係るタクシー利用料金を、1人あたり2万円まで助成。

健康づくり課 0175-64-1770

青森県 七戸町 妊婦健診交通費出産準備宿泊費助成事業
妊婦健診を受けるため町外へ通院した際の交通費、出産準備のために要した宿泊費の一部を助成。交通費
は、地域ごとに定額を、宿泊費は1泊5,000円を上限とし、2泊分を限度とする。

健康福祉課 0176-68-4631

青森県 七戸町 妊婦委託健康診査事業 「妊婦委託健康診査受診票」を発行し、妊婦健康診査の基本健診分（全14回）について費用を助成。 健康福祉課 0176-68-4631

青森県 七戸町 妊婦歯科健診事業 妊婦歯科健康診査1回分の費用を全額助成。 健康福祉課 0176-68-4631

青森県 七戸町 産婦健康診査費用助成事業 産婦健康診査費用を助成。（1人1回、上限額3,000円） 健康福祉課 0176-68-4631

青森県 七戸町 出産祝金支給事業
1年以上町内に居住し、第2子及び第3子以降の子どもを出産した保護者に、第2子に5万円、第3子以降に10万
円を支給。

社会生活課 0176-68-2114

青森県 三戸町 健やか母子支援事業（子宮がん検診費用免除） 20～34歳の女性を対象に、子宮がん検診の一部負担金を助成。 健康推進課 0179-20-1152

岩手県 遠野市 不妊治療支援事業
特定不妊治療に要する費用の一部を助成
一般不妊治療に要する費用に対し年間１０万円、2年間に限り助成。

保健医療課 0198-62-5111

岩手県 遠野市 助産院ねっと・ゆりかご推進事業
市内に分娩施設がないことから、遠隔地に通院する妊産婦の負担軽減を図るため、県内13医療機関と連携し、
妊婦健診、健康教育、保健指導を実施。妊産婦の緊急搬送体制を整備。

保健医療課 0198-62-5111

岩手県 遠野市 妊産婦サポート事業
妊婦健診及び産後1ヶ月健診の医療機関通院にかかる交通費について、往復距離に１キロメートルにつき30円
を乗じた額の２分の１をを助成。市内に里帰りした妊婦に対しても32週以降の通院分を助成。

保健医療課 0198-62-5111

岩手県 八幡平市 妊産婦医療費助成
妊産婦の心身の健康の保持および生活の安定を図り、福祉の増進に資するため、医療費を助成（自己負担額
を超える額）。

市民福祉部
市民課

0195-74-2111

岩手県 八幡平市 出産祝金
出産する1年前から八幡平市に住所と生活の根拠を有している人が、「第3子以上を出産した場合」に、「50,000
円」を給付。

市民福祉部
地域福祉課

0195-74-2111

岩手県 八幡平市 子育て支援ヘルパー派遣事業 妊産婦のいる家庭を訪問し、家事援助などを行う。ただし、年6回を上限とする。
市民福祉部
地域福祉課

0195-74-2111

岩手県 雫石町 不妊治療費助成事業
雫石町では、不妊治療のうち、保険適用とならず治療費が高額である体外受精及び顕微授精の特定不妊治療
を受けた方と、人工受精等の保険適用外となる一般不妊治療を受けた方へ費用の一部を助成します。

健康推進課 019-692-2227

岩手県 葛巻町 マタニティライフサポート事業 妊婦にたいし、妊娠期間中の通院等の支援のために5万円を交付する。 健康福祉課 0195-66-2111

岩手県 葛巻町 妊産婦医療費助成 妊娠5ヶ月目から出産したよく月の末日までの医療費を全額助成。 健康福祉課 0195-66-2111

岩手県 葛巻町 不妊治療助成事業 県の特定不妊治療助成事業を受けた者について、年間10万円を5年限度に助成。 健康福祉課 0195-66-2111

岩手県 一戸町 妊婦相談 妊娠管理に関することや、不安・悩みについて保健師や助産師が相談にのります。 健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町 妊婦家庭訪問 妊娠届や相談をもとに、相談・保健指導が必要な妊婦さんに保健師や助産師が家庭訪問します。 健康福祉課 0195-32-3700

岩手県 一戸町 妊産婦医療費助成
妊娠５カ月に達する日から出産した翌月末までに妊産婦が健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費
を町が助成。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業
岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」にて助成金を受けられた方に、県助成金を控除した額とし、１
回の治療につき10万円を限度として助成。

税務町民課 0195-33-2111

宮城県 名取市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精又は顕微授精）を受けられたご夫婦の経済的な負担を減らすため、１回１０万円（内容
によっては５万円）を限度に助成。回数制限あり。

保健センター 022-382-2456

宮城県 名取市 妊婦一般健康診査費用助成 妊婦健康診査を14回まで助成。 保健センター 022-382-2456

宮城県 登米市 不妊に悩む方への特定治療支援事業 不妊に悩む方への特定治療費を補助します（年間上限20万円）。 健康推進課 0220-58-2116

宮城県 栗原市 妊婦・乳幼児健康診査及び育児相談事業
赤ちゃんとお母さんの安全と健康のために、妊婦健診の助成や新生児訪問、乳幼児健診、子育て相談などきめ
細かい支援を実施しています。

健康推進課 0228-22-0370

宮城県 栗原市 妊婦歯科健康診査
妊娠期のむし歯や歯周病の予防とセルフケア意識の向上、胎児の歯に対する意識づけによる乳幼児のむし歯
抑制のために、市が指定する歯科医院で健診を受けた場合、市が健診料を全額負担します。

健康推進課 0228-22-0370

宮城県 川崎町 誕生祝い金交付事業 第1子・第2子の出産に対し10万円、第3子の出産に対しては30万円の祝い金を交付する。 保健福祉課 0224-84-6008

宮城県 川崎町 妊婦健診支援事業償還払い分交付金 妊娠検診14回分の費用を交付する。 保健福祉課 0224-84-6008

北海道 森町 ことぶき出産奨励金事業 第２子出生時に７万円、第３子以降の出生時に１０万円のお祝い金を支給する。 住民生活課 01374-7-1084

宮城県 山元町 成人予防接種料金一部助成
風しん・ＭＲ予防接種費用について、風しん抗体価検査を受けた者に限り、19歳～49歳の妊娠を望む助成を対
象に、接種料金を一部助成

保健福祉課健康
推進班

0223-37-1113

宮城県 山元町 妊婦一般健康診査 妊婦健康診査14回分医療費一部助成
保健福祉課健康
推進班

0223-37-1113

秋田県 秋田県 幸せはこぶコウノトリ事業 保険外診療である特定不妊治療に要した経費の一部を助成します。
健康福祉部健康
推進課

018-860-1426

秋田県 秋田市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療を受けた夫婦に対し、１回の治療につき20万円まで（一部治療については10万円まで）、男性不
妊治療についてはさらに10万円上乗せし助成する。

子ども未来部
子ども健康課

018-883-1172

秋田県 秋田市 妊産婦健康診査 妊婦健康診査（４１週まで１６回分）および産後１か月健康診査を公費で負担。
子ども未来部
子ども健康課

018-883-1172

秋田県 能代市 不妊治療費助成事業 県特定不妊治療費助成事業への上乗せ助成及び一般不妊治療費への助成 健康づくり課 0185-58-2838

秋田県 能代市 めんchocoカード
子育て世帯、妊娠中の方がいる世帯からの申請を受け、市で優待カード（めんchocoカード）を発行します。カー
ドの発行を受けた世帯は、カードを協賛店に掲示すると、各協賛店からさまざまな優待サービスを受けることが
できます。

子育て支援課 0185-89-2946

秋田県 能代市 めんｃｈｏｃｏ誕生事業
生まれてきた赤ちゃんに、世界に１冊だけのオリジナル絵本をプレゼントします。
【対象者】能代市に住民登録する場合、祖父母などの住所が能代市にあり、母が能代市で里帰り出産する場合

子育て支援課 0185-89-2946

秋田県 男鹿市 第３子以降出産祝い金 第３子以降の出産に対し、祝い金１０万円を支給
市民福祉部
健康子育て課

0185-24-3400

秋田県 男鹿市 不妊（特定・一般）治療費・不育症治療費の助成
県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度。自己負担額の一部（1回の上限5万円、年間3回）を助成。ま
た、一般不妊治療（１回の上限5万円、年間3回）、不育症治療（1年度上限15万円）費用の一部を助成。

市民福祉部
健康子育て課

0185-24-3400

秋田県 男鹿市 ママ・サポート119
妊婦さんが安心して出産に臨んでもらうため、妊婦さんの希望により、出産予定日や母体の状況等を事前に登
録し、緊急な搬送が必要な時に、円滑に安心して医療機関に向かうことができます。

市民福祉部
健康子育て課

0185-27-8155

秋田県 鹿角市 地域の宝祝い金
第２子以降に誕生した新生児に祝い金を支給します。
第２子１０万円、第３子以降２０万円。

福祉課
子育て支援班

0186-30-0235

秋田県 鹿角市 特定不妊治療助成
特定の不妊治療（体外受精または顕微授精）の治療費の一部（治療費の総額から秋田県の助成額を控除した
額のうち、治療１回あたり５０，０００円を上限に１会計年度３回まで、最大５年間）を助成します。

いきいき健康課 0186-30-0119

秋田県 鹿角市 一般不妊治療助成
一般の不妊治療（不妊検査（超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、精液検査、その他医師が必要と
認めた不妊検査）、特定不妊治療を除く不妊治療、人工授精）の治療費（同一年度で上限５０，０００円、最大５
年間）を助成します。

いきいき健康課 0186-30-0119

秋田県 鹿角市 不育症治療助成
医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められた方に治療費（同一年度で上限３０万円、最大５
年間）を助成します。

いきいき健康課 0186-30-0119

秋田県 由利本荘市 一般不妊治療費助成事業 一般不妊治療を受けているご夫婦に治療費の一部を助成。
健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市 特定不妊治療費助成事業
不妊治療（体外受精・顕微受精）を受けているご夫婦の治療費の一部として、１年度あたり50万円を限度に助
成。

健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市 不育症治療費助成事業 不育症の治療を受けているご夫婦に治療費の一部を助成。
健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 潟上市 潟上市特定不妊治療費助成 秋田県特定不妊治療費助成事業への上乗せ。限度額を上回った自己負担分を全額助成。 健康推進課 018-853-5315

秋田県 潟上市 潟上市一般不妊治療費補助
1回の治療期間中の合計額。上限150,000円（5万円を上限とし、1年度に3回までの助成）※夫婦のいずれかが1
年以上潟上市に居住していること。

健康推進課 018-853-5315

秋田県 潟上市 潟上市不育症治療費用の助成 1年度30万円が上限。※妻が1年以上潟上市に居住していること。 健康推進課 018-853-5315

秋田県 北秋田市 幸せファミリーサポート事業
一般不妊・特別不妊・不育治療にかかる費用の一部を助成。特定不妊治療30万円、一般不妊治療15万円、不
育症治療15万円を最大5年間助成。

医療健康課 0186-62-6666

秋田県 にかほ市 すこやか子だから祝金 第3子以降の子どもの出生時に、第3子10万円、第4子以降20万円を交付。
市民福祉部
子育て長寿支援

0184-32-3040

秋田県 上小阿仁村 子宝祝金制度
第１子５万円、第２子以降５０万円、第３子以降については、出生又は転入等で住民基本台帳に登録された日よ
り１年を経過した日の翌日から、６歳の誕生日の属する月の前月まで、月額１万円を贈呈する。

住民福祉課 0186-77-2222

秋田県 三種町 特定不妊治療費・一般不妊治療費助成事業 特定不妊治療費・一般不妊治療費の助成。
健康推進課
保健センター

0185-83-5555

秋田県 三種町 赤ちゃん誕生祝金支給事業 赤ちゃん誕生祝金の支給。第2子20万円、第3子以降30万円。
福祉課
福祉係

0185-85-2190

秋田県 八郎潟町 不妊治療助成
県の特定不妊治療費助成への上乗せ助成制度。1回の治療につき上限15万円まで（1年間に3回程度、同一人
に通算5年助成します）

保健課 018-875-2800

秋田県 大潟村 不妊治療助成事業
不妊症・不育症治療に要した保険診療対象外費用を助成。所得制限なし、通算５年間。特定不妊治療１５万円
／１回（年度３回まで）、一般不妊治療１５万円／１年度、不育症治療３０万円／１年度

住民生活課　保健
センター

0185-45-2613

宮崎県 美郷町 出産奨励祝金 出生届を提出した父又は母に対し一律30,000円を給付 町民生活課 0982-66-3604

秋田県 東成瀬村 不妊治療費助成事業
特定不妊治療：1回20万円を限度に助成。（年3回まで）　一般不妊治療：1年度15万円を限度に助成。　不育症
治療：1年度15万円を限度に助成。

民生課 0182-47-3405

山形県 村山市 特定不妊治療費及び不育症治療費の助成
特定不妊治療を受けている夫婦、妊娠しても流産、死産を繰り返す不育症の治療等に取り組んでいるご夫婦に
対し助成

保健課 0237-55-2111

山形県 山形市 風しん抗体検査・予防接種費用の助成
先天性風しん症候群を予防するため、主に妊娠を希望する女性を対象として、風しん抗体検査を無料で実施し
ています。風しん抗体検査の結果、風しん抗体価が不十分な場合は、予防接種費用を一部助成します。

市民生活部健康
課

023-641-1212
（代表）

山形県 山形市 特定不妊治療費助成
山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成制度に上乗せして、治療費と県の助
成額の差額に対し、１回あたり１０万円を上限に助成します。

市民生活部健康
課保健センター

023-647-2280

山形県 酒田市 特定不妊治療費助成
特定不妊治療を受けていて、山形県の助成の上限を超えたご夫婦に、１回あたり１０万円を上限に助成します。
男性治療には５万円を上限に加算します。

健康課 0234-24-5733

山形県 新庄市 特定不妊治療費助成事業
山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成事業に上乗せして費用の一部を助
成。治療費と県の助成額の差額に対し、1回あたり上限10万円まで。

健康課
健康推進室

0233-22-2111
(内線513)

山形県 上山市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（治療過程の一環として行う男性不妊治療含む）に要した費用のうち、山形県特定不妊治療費助
成額（※）を差し引いた額を対象。1回の治療につき10万円を限度。　※山形県の助成決定者が対象。
※山形県特定不妊治療費助成額を差し引いた額が10万円に満たない場合は、その額が限度。

健康推進課 023-672-1111

山形県 南陽市 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療を受けた夫婦に対して治療費の一部を助成（男性不妊治療も助成の対象） すこやか子育て課
0238-40-3211
（252）
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山形県 大石田町 特定不妊治療費助成事業
山形県の特定不妊治療費助成事業を受けている夫婦を対象に、県の助成事業に上乗せして費用の一部を助
成。治療費と県の助成額の差額に対し、1回あたり上限10万円まで助成。

保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大石田町 出産祝金
子の出生前6ヶ月以上大石田町に居住し、子の出生後１年以上町に居住する意志がある保護者に対し、第１子
50,000円、第２子以降100,000円を支給。

保健福祉課 0237-35-2111

山形県 大蔵村 誕生入学祝い金支給事業 第１子～第３子誕生時１０万円支給。第４子以降３０万円支給。第３子以降小学校入学時１０万円支給。 健康福祉課 0233-75-2104

山形県 川西町 出産育児一時金
国民健康保険に加入している場合、出産費用の補助として４２万円を上限に支給。４２万円を超えた分は自己負
担。

健康福祉課 0238-42-2114

山形県 小国町 小国町妊婦出産支援事業
妊婦1人に対し、定期妊婦検診14回の検診費用を助成する。1回目1万円、2回目以降5千円を限度額として助
成。また、出産支援金として妊婦一人に対し、5万円を支援（2万円と3万円分の商品券配布）。

健康福祉課 0238-61-1000

山形県 小国町 特定不妊治療助成事業
27年度新規申請の場合は、40歳以上の場合年度中3回まで、40歳未満の場合制限なし通算6回まで、上限を10
万円とし、治療費を助成。男性不妊治療の１／４の額を助成。

健康福祉課 0238-61-1000

山形県 三川町 出産祝金
①平成１９年４月１日以降に出生後、最初に三川町に住民登録した子１人につき１０万円。②①に該当する子ど
ものうち、第３子以降の子（満１歳から満４歳まで）１人につき１０万円。（ただし、資格を満たした方に限り受給

健康福祉課 0235-35-7030

山形県 庄内町 ひまわりっ子誕生祝金 第３子以降を出産された場合、第３子は１０万円、第４子は２０万円、第５子以降は３０万円を贈呈。
 保健福祉課
 子育て応援係

0234-56-2216

山形県 遊佐町 出産育児一時金
妊娠84日以上（12週に入った日以降）で出産した方に420,000円を支給します。※ 加入先の保険によって手続
き・支払いなどが異なります。

健康福祉課 0234-72-5875

福島県 福島市 妊婦健診事業 福島市に住民票のある妊婦さんに妊娠中15回まで健康診査の費用を助成します。 健康推進課 024-525-7671

福島県 福島市 産後健診事業 福島市に住民票のある産婦さんに産後1ヶ月健康診査の費用を助成します。 健康推進課
024-525-7671

福島県 喜多方市 特定不妊治療費助成
戸籍上の夫婦の両者または一方が喜多方市に住所を有する方について、保険診療の適応とならない体外受
精、顕微授精を行い、福島県特定不妊治療費助成を受けている場合、不妊治療費の一部を助成。

保健福祉部保健
課

0241-24-5223

福島県 喜多方市
妊娠期からの歯と口腔の健康づくり事業（健診
費用助成）

妊婦歯科健診及び1歳6か月児健診におけるハイリスク児への2歳児歯科健診を無料で実施。
保健福祉部保健
課

0241-24-5223

福島県 二本松市
男性特定不妊治療費助成事業

助成の額）治療に要した費用の一部または全額とし、1回15万円を上限とする。
助成の回数）年2回を限度とします。　助成期間）特定不妊治療を開始した日から起算して通算5年に達する日ま
で　※助成要件有り

健康増進課 0243-55-5110

福島県 二本松市 特定不妊治療費助成事業 不妊治療費の一部を助成。　　助成回数）年間2回、通算5年で10回を上限 健康増進課 0243-55-5110

福島県 田村市 妊産婦医療費助成事業
少子化対策の一環として、健康で安心して妊娠出産ができるよう妊娠4ヵ月となる日の属する月から分娩の日の
属する月までの疾病に対する保険診療費の自己負担額を助成します。

保健福祉部
保健課

0247-81-2271

福島県 田村市 特定不妊治療費助成事業
子どもを希望しながらも恵まれない夫婦の経済的負担の軽減並びに少子化対策の推進のために、体外受精等
特定不妊治療に対し治療費の一部を助成します。

保健福祉部
保健課

0247-81-2271

福島県 南相馬市 ようこそ赤ちゃん誕生祝い品支給事業
子育て環境の向上を目的として、お子さんの誕生を祝い健やかな成長を長って、誕生祝い品（紙おむつ、おしり
ふき、粉ミルク）を支給。

男女共同こども課 0244-24-5215

福島県 川俣町 出産祝金 ３人目以降の子の出生届を出した時、５万円のお祝金。※町に住所のある子
こども教育課
子育て支援係

024-566-2111

福島県 西会津町 出産祝金 第3子以降の出産の場合、祝金を支給。出生時20万円・2歳の誕生日10万円・小学校入学時20万円、計50万 商工観光課 0241-45-2213

福島県 西会津町 こうのとりサポート事業 不妊症・不育症（流産等）に悩む夫婦に対して、その検査や治療に係る費用を助成。（添付資料あり） 商工観光課 0241-45-2213

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
出産対策祝金支給制度

出産によって父又は母となった方。出産の日において町民で定住の意思がある方に1組50,000円を支給。
復興政策課
復興政策係

0241-54-5203

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
母子健診費助成制度

町民に対して産後健診・１ヶ月児健診にかかる費用の助成。産後健診・１ヶ月健診にかかる費用の合計額（上限
５千円）。

住民課
保健福祉係

0241-54-5135

福島県 浅川町 出生祝金支給事業
浅川町に1年以上住所を有している夫婦の間に出生した新生児を対象に、祝金（第1・2子：5万円、第3子：10万
円、第4子：20万円、第5子以降30万円）を支給。

保健福祉課 0247-36-4123

茨城県 日立市 不育症治療費助成事業
不育症（２回以上の流産等）に悩む夫婦の経済的負担及び精神的負担の軽減を図るため、保険外診療で行った
不育症検査及び治療に要した費用について、50,000円を上限に助成します。

0294-21-3300

茨城県 日立市 不妊治療費助成事業
不妊に悩む夫婦の経済的負担及び精神的負担の軽減を図るため、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に
要した費用について、県の助成に加え、50,000円を上限に助成します。対象者の所得制限はありません。

0294-21-3300

茨城県 古河市 出産子育て奨励金制度
本市に1年以上居住し、第3子以上を出産した方で、2人以上の子どもを養育している方に、児童１人につき30万
円を0歳時、1歳時、2歳時の3回に分け、10万円ずつ支給する。

子ども部
子育て応援課

0280-92-3111

茨城県 古河市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）にかかる経済的負担の軽減を図るため、その治療費の一部を助成す
る。（上限5万円）

健康福祉部
健康づくり課

0280-48-6882

茨城県 高萩市 高萩市地域少子化対策強化事業
妊娠・出産に関する正しい情報提供及び結婚・妊娠・出産・育児の各ステージで必要な情報を取得できる特設サ
イトの開設。メールフォームでの相談受付等。

子育て支援課 0293-23-2129

茨城県 高萩市 出産祝品購入費助成事業 生まれたお子さんへの紙おむつ、粉ミルク等10,000円分の購入費の助成を行います。（他該当要件あり） 健康づくり課 0293-24-2121

茨城県 高萩市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精と顕微授精）および特定不妊治療と合わせて行われた男性の外科的不妊治療への助
成を行います。1回の治療につきそれぞれ上限10万円（他該当要件あり）

健康づくり課 0293-24-2121

茨城県 北茨城市 出産祝い金
父または母のいずれかが出産の日前1年以上北茨城市に住所を有しており、現に2人以上の児童を養育し、第3
子以降の子どもを出産した方に出産祝い金を支給する。
（第3子：10万円、第4子：30万円、第5子以降：50万円）

市民福祉部
社会福祉課

0293-43-1111
(内線132，133)

茨城県 北茨城市 不妊治療助成事業
助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額とし、一回の治療につき５万円を限度として不妊治療費の
一部を助成する。(平成２５年４月１日以降に開始した治療を対象とします。)

市民福祉部
健康づくり支援課

0293-43-1111
(内線194から
197)

茨城県 笠間市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精、顕微授精）1回につき、限度額10万円を助成（年齢等により補助回数等の制限あり）。
また、特定不妊治療の一環である「男性不妊治療」に対しても、条件により限度額5万円を上乗せ補助。

保健衛生部
健康増進課

0296-77-9145

茨城県 取手市 特定不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている方の経済的・精神的負担を軽減するため、県の不妊治療費助成事業の交付決定を受け
られた方を対象に、取手市が治療費の一部を助成する制度です

健康福祉部保健
センター

0297-78-2171

茨城県 常陸大宮市 出産祝い金支給事業
すべての子の誕生時に出産祝い金を支給する。　第１子・第２子　３０，０００円、第３子　５０，０００円、第４子　１
００，０００円、第５子以降　２００，０００円

福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 出産祝い金支給事業
すべての子の誕生時に出産祝い金を支給する。第１子・第２子　３０，０００円、第３子　５０，０００円、第４子　１０
０，０００円、第５子以降　２００，０００円

福祉課子育て支
援室

0295-52-1111

茨城県 坂東市 不妊治療費助成事業
不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成する。１回の治療に要
した費用のうち、茨城県補助の額を差し引いた額について５万円を限度に助成する。

健康づくり推進課 0297-35-3121

茨城県 稲敷市 不妊治療費助成
茨城県の特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方で、法律上の婚姻をしている等の一定の要件を
満たした場合、10万円を助成。

健康増進課 029-892-2000

茨城県 茨城町 出産祝い金支給事業費 出生の子1人に対し，2万円の祝金を支給する。 こども課 029-240-7144

茨城県 茨城町
任意予防接種（風しんワクチン）助成事業 妊婦の夫や妊娠を希望する女性等を対象とし，妊婦が風疹に罹患することによる先天性風疹症候群児の出生

を防ぐため予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。
健康増進課 029-240-7134

茨城県 大洗町 不妊治療助成金制度
H26.4.1以降に始めた治療を対象に、不妊治療を受けている方の治療費の負担軽減を図るため、県の助成に加
え、75,000円を上限に助成します。

健康増進課 029-267-5111

茨城県 大洗町 妊婦健康診査助成制度 健診費用の負担軽減を図るため、妊婦健診助成を14回から15回に増やしています。 健康増進課 029-267-5111

茨城県 城里町 出生祝金 出生により3人目以降の乳児を養育することとなった保護者へ，100，000円を支給。 健康福祉課 029-288-3111

茨城県 八千代町 出産子育て奨励金支給事業
第３子以上の子を出産された方に、一人につき３０万円までの奨励金を支給。支給時期は、出産後、３歳の誕生
日後、小学校入学後に１０万円ずつ。

福祉保健課 0296-49-3940

栃木県 栃木市 赤ちゃん誕生祝金
第2子以降のお子さんが誕生した保護者に祝金を支給します。
第2子：1万円、第3子以降：2万円

保健福祉部
こども課

0282-21-2221

栃木県 鹿沼市 鹿沼市不妊治療支援事業
鹿沼市に１年以上居住しており、不妊治療を希望する法律上の婚姻をしている夫婦に対し、県の助成に上乗せ
して、助成対象経費の1/2以内で、１回１５万円を限度に通算５回まで助成。

保健福祉部健康
課

0289-63-2819

栃木県 大田原市 妊産婦医療助成事業
市内に住所を有する方で、母子手帳を交付された女性に対し、医療費の一部を助成する。（申請による償還払
いで助成する）

国保年金課 0287-23-8792

栃木県 大田原市 不妊治療費助成制度
体外受精・顕微授精にかかる治療費について1回10万円を限度に、1年度に2回（初年度のみ3回）限り、通算5年
度（10回）まで助成。人工授精について1回の治療につき2万円を限度に、通算5回まで助成。

子ども幸福課 0287-23-8634

栃木県 大田原市 不育治療費助成制度
治療開始から妊娠終了に伴い、治療が終了するまでにかかった治療費（保険診療分を除く）の1/2の額（上限30
万円）を助成。通算回数の制限なし。

子ども幸福課 0287-23-8634

栃木県 大田原市 大田原市子宝祝金
家庭における生活の安定に寄与するとともに次代を担う出生児を祝福し、そのすこやかな成長を支援することを
目的とし、養育する児童のうち第三子以降の児童１人につき10万円を支給する。

子ども幸福課 0287-23-8932

栃木県 矢板市 やいたみらいっ子誕生祝金支給事業 第二子以降の誕生に、祝い金３万円を支給します。
子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

栃木県 上三川町 第３子以降出産祝金
第3子以降の子1人につき20万円を支給。対象は、子の出生の日まで親が引き続き1年以上町に住所を有し、他
に満18歳までの児童を2人以上養育している方。

福祉課 0285-56-9130

栃木県 上三川町 妊婦健診費用助成
妊娠届を提出した妊婦の一般健康診査費用（1回目20,000円、2回～7回各5,000円、8回目11,000円、9回～10回
目各5,000円、11回目9,000円、12～14回目各5,000円）を補助。

健康課 0285-56-9132

栃木県 上三川町 不妊治療費助成
要件を満たす夫婦に対し、保険診療適用外の不妊治療にかかる治療費（国・県の同様の制度又は各種保険等
により給付があるときは、その給付額を控除した額）の1/2の額を助成。1年度あたり上限20万円。通算5年。

健康課 0285-56-9132

栃木県 益子町 出産準備手当支給事業
出産までの経済的負担の軽減を図るため、妊娠中の方に支給。
支給額　胎児１人につき、3万円
要件　妊娠22週を経過、申請から認定まで町内に住所を有する、徴税等を完納

民生部
健康福祉課

0285-70-1121

栃木県 益子町 不妊治療費助成事業
不妊治療（人工授精・体外受精・顕微授精）の経済的負担の軽減を図るため、費用の一部を助成。
助成額　1年度あたり上限15万円（費用の1/2以内）とし、通算4年まで助成

民生部
健康福祉課

0285-70-1121

栃木県 茂木町 出産準備手当事業 赤ちゃん１人に対し３万円を助成 保健福祉課 0285-63-2555

栃木県 茂木町 不妊治療助成事業 特定不妊治療費1/2（年間上限15万円）を助成。最大５年間 保健福祉課 0285-63-2555

群馬県 桐生市 不妊治療費助成 市内在住のご夫婦に不妊治療に要する医療費の一部を助成（一定の条件があります）
健康づくり課　母
子保健係

0277-47-1152

群馬県 桐生市 外ヶ浜町出産祝金
【対象・条件】町内に住所を1年以上を有し、第2子までの子を出産したとき
【内容】出産祝金として、5万円を支給。

福祉課 0174-22-2941

群馬県 下仁田町 出産祝金支給制度
夫婦ともに町の住民基本台帳に記載された後6か月以上住所を有し、出産後引き続き町内に在住する見込みの
ある方を対象に、出産児童1人につき5万円を支給。

住民税務課
住民係

0274-82-2112

群馬県 下仁田町 不妊治療費補助
不妊治療に要する本人負担額(県の助成を受ける場合は、助成額を控除したもの）の2分の1に相当する額、（夫
婦１組に対して1年度の診療につき10万円を限度）を、２年間を上限に補助。

保健環境課
保健予防係

0274-82-5490

群馬県 中之条町 出産奨励手当金
1子以上を養育し、第2子以上を出産した世帯に、第2子10万円、第3子30万円、第4子以降50万円を支給し、出
産を奨励するとともに、定住化の促進を図る。

住民福祉課
少子化・子育て対
策室

0279-75-8825

群馬県 中之条町 安心出産サポート事業
妊婦が安心して出産できるよう、町外医療機関での出産に際して、宿泊して待機するような場合に1日5,000円を
上限に７泊分までの宿泊費を補助。また、出産の際、宿泊地から医療機関までの交通費を最高5,000円まで補
助。

保健環境課
（中之条町保健セ
ンター）

0279-75-8833
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群馬県 東吾妻町 出産祝金支給事業
住民基本台帳に記載後、引き続き6カ月以上町内に住所を有する者が出産したとき。
第１子５万円、第２子１０万円、第３子以降２０万円

保健福祉課 0279-68-2111

埼玉県 熊谷市 不妊治療費助成事業
不妊治療を受けた夫婦に対して費用を一部助成。夫婦の合計所得が730万円未満等の要件あり。治療費から
埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額を、10万円/年度を限度に通算5年度助成

健康づくり課 048-528-0601

埼玉県 飯能市 不妊治療費助成事業
１回の治療に対し都道府県等で受けた助成金の額を差引き、指定医療機関が発行する実施証明書に記載され
た治療区分により10万円または５万円を限度に助成。

健康政策課 042-974-7500

千葉県 大網白里市 出産子育て支援事業 第３子以降の子どもを出産し、本市に住み始めてから１年を経過している保護者に対し、１０万円を支給する。 子育て支援課 0475-70-0331

千葉県 大多喜町 大多喜町出産祝い金支給
第１子及び第２子については新生児１人につき１０万円
第３子以降は新生児１人につき３０万円を支給

子育て支援課 0470-82-2152

東京都 神津島村 妊婦健診交通費支援事業
村民の島外への健診に伴う交通費及び宿泊費等を補助
一律５万円を５回まで（母子手帳交付後から出産まで）

保健医療課 04992-8-0010

東京都 神津島村 妊婦健康診査の一部助成
妊婦健診のうち、一部の検査項目が無料となる受診票を14回分交付超音波検査が一部無料になる受信票４回
分交付（里帰り出産等で都外の医療機関を受診する場合は費用の一部を助成）

保健医療課 04992-8-0010

新潟県 三条市 妊産婦医療費助成事業
市内に住所がある妊産婦で、登録申請をされた日から出産された月の翌月末日まで使用でき、医療費の自己
負担額のうち、一部負担金を引いた額の２分の１を助成。

子育て支援課 0256-45-1113

新潟県 小千谷市 情報メール配信・相談事業
結婚・妊娠・出産・育児に関する情報のタイムリーな配信、電子メールによる各種相談の随時受け付けを行って
いる。

社会福祉課 0258-83-3517

新潟県 小千谷市 おぢやファミリー祝福キャンペーン
結婚・出産された方を対象に、写真立てのプレゼントや、抽選によるおぢやまつり花火観覧席への招待などを行
う。

生涯学習スポーツ
課

0258-83-0077

新潟県 小千谷市 紙おむつ用ゴミ袋助成事業 出生届時に紙おむつ用のゴミ袋を助成する。 市民生活課 0258-83-3509

新潟県 小千谷市 妊婦一般健康診査
妊娠届提出の際、妊婦健診を14回まで助成する妊婦一般健康診査受信票を交付。県内の医療機関等の受診
の際に使用できる。

健康センター 0258-83-3640

新潟県 燕市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療にかかる自己負担額の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。
助成率：県助成金控除後の額の2/1、　上限額：1回につき80,000円

健康づくり課 0256-77-8182

新潟県 燕市 妊産婦医療費助成
妊娠届を提出した日から出産した月の翌月末日までの妊産婦を対象に、保険診療分の医療費個人負担額の2
分の1を助成します。

保険年金課 0256-77-8133

新潟県 糸魚川市 妊産婦健診事業 妊娠届出以降の全ての妊婦健診及び産後健診に係る費用を助成しています。
こども課
親子健康係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 妊娠アシスト事業
不妊治療費助成制度を設けています。１回の申請につき８万円を限度として助成します。助成回数は、年１回の
申請で、通算５回まで可能です。

こども課
親子健康係

025-552-1511

新潟県 妙高市 妙高市不妊治療費助成事業 不妊治療にかかる費用の1/2、1回10万円を上限に助成。 健康保険課 0255-74-0013

新潟県 妙高市 産前・産後の支援費用助成
産前・産後の体調不良時に家事及び育児に関する援助や助産師による沐浴などの指導を受けるための費用の
一部を助成。

健康保険課 0255-74-0013

新潟県 阿賀野市 特定不妊治療費助成事業 赤ちゃんが欲しいけれどもなかなか授からないご夫婦の方々に対して治療費を助成。【１治療につき最高10万 健康推進課 0250-61-2474

新潟県 南魚沼市 出生祝品支給
出生届の際に申請してもらい、新生児1人につき1回支給する。支給品は「特別保育利用無料券（2枚）」と「カタロ
グから申請者が選んだ1品」とする。

子育て支援課
子ども家庭支援班

025-773-6822

新潟県 南魚沼市 妊産婦医療費助成 受給者証交付申請の翌月初日から出産の翌月末までの間、入・通院医療費の保険適用分を全額助成。
子育て支援課
子ども家庭支援班

025-773-6822

新潟県 南魚沼市 不妊治療費助成
夫婦の一方又は両方が南魚沼市に住所を有している者で、保険適用外治療費を対象に助成。特定不妊治療
（体外受精、顕微授精）：通算6回、1治療当たり上限13万円。人工授精：1年度1回・通算2年度、上限3万円。

保健課
母子保健班

025-773-6811

新潟県 南魚沼市 不育症医療費助成
夫婦の一方又は両方が南魚沼市に住所を有している者で、保険適用外治療費を対象に助成。1治療あたり上限
10万円。妻の年齢が満43歳になるまで制限なし。

保健課
母子保健班

025-773-6811

新潟県 胎内市 特定不妊治療費助成事業
医師より特定不妊治療が必要と診断された夫婦を対象に、治療が終了した日の属する年度あたり15万円まで、
通算5年間助成。

健康づくり課 0254-44-8680

新潟県 田上町 妊婦健診
妊婦健診１４回分の助成を受けることができます。
妊婦一般健康診査受診票は妊娠届の受付の際、母子手帳と一緒にお渡します。

保健福祉課 0256-57-6112

新潟県 田上町 特定不妊治療費助成
特定不妊治療を受け、条件に該当する法律上の夫婦を対象とし、特定不妊治療に要した費用から県の助成額
を控除した額に対して、１治療当たり上限額８万円を助成します。

保健福祉課 0256-57-6112

新潟県 阿賀町 出産祝金 ●第1子5万円●第2子・5万円●第3子以降1人につき10万円 健康福祉課 0254-92-5763

新潟県 粟島浦村 出産祝金
出生した新生児、保護者共に粟島浦村に住所を有し、引き続き５年以上本村に在住する意志のある保護者を対
象に、祝金を支給する。

総務課
戸籍係

0254-55-2111

富山県 黒部市 誕生祝金 第3子以降のお子さんが出生された時に祝金を支給。第3子は3万円、第4子以降は10万円。 こども支援課
0765-54-2111
（内線234）

富山県 黒部市 不妊治療費助成 不妊治療に要した費用を1夫婦年間30万円を上限に助成。 健康増進課 0765-65-0020

富山県 南砺市 出生祝い金
お子様の誕生を祝い健やかな成長を願って、お子様が出生された場合、出生祝い金を支給する。
支給される金額（出生児1名につき）は、第1子、2子は3万5千円(6万5千円)、第3子は5万円(10万円)、第4子は10
万円(20万円)、第5子以降は50万円(100万円)。※()内は三世代同居

民生部
こども課

0763-23-2053

富山県 入善町 入善町子宝支援金
第３子20万円。
第４子以上の出産→毎年度20万円※出産時から満６歳到達までの７年間で計140万円支給。

結婚・子育て応援
課

0765-72-1100

石川県 石川県 男性不妊治療費助成
特定不妊治療（体外受精、顕微授精）の一環として男性不妊治療（TESE等の手術）を実施した場合に、15万円を
上限に治療費の1/2を助成

少子化対策監室 076-225-1424

石川県 七尾市 一般不妊治療支援事業
所得基準を満たす一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療対象経費の2分の1以内を連続2年間助成。（1年あ
たり5万円以内、累計10万円以内）

健康福祉部
健康推進課

0767-53-3623

石川県 七尾市 出産祝金 新生児一人につき2万円分の地域限定商品券を支給。
健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

石川県 輪島市 子宝支援事業

【不妊治療助成】
保険適用分1/2（上限年5万円）＋保険適用外・一般治療：対象経費70％以内（上限70万円）＋保険適用外・特
定治療：対象経費80％以内(上限年60万円）
【不育症治療助成】
保険適用分：1/2（上限年5万円）＋保険適用外：対象経費70％以内（上限年30万円）

福祉環境部健康
推進課

0768-23-1136

石川県 輪島市 その他支援制度

・出産育児一時金支給（第1子：45万円、第2子：50万円、第三子以降：55万円）
・チャイルドシート購入費助成（1/2、上限1万円）
・出産記念品贈呈
・子育てママのための癒しサロン
・病後児保育　など

福祉環境部健康
推進課

0768-23-1136

石川県 珠洲市 不妊治療費助成
特定不妊治療は、保険診療適用外の治療費から県の助成金を除いた額の8割相当を助成（上限80万円/年
度）。一般不妊治療は、保険診療自己負担額の1/2を助成（上限5万円/年度、連続する2年、所得制限あり）。

福祉課健康推進
係

0768-82-7742

石川県 加賀市
不妊治療助成事業
【一般不妊治療費助成】

保険診療の対象となる不妊治療及び保険診療の対象とならない人工授精などの不妊治療に要した費用の自己
負担分の2分の1の金額（1年度5万円を上限）を連続する2年間について助成している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7856

石川県 加賀市
不妊治療助成事業
【特定不妊治療費助成】

体外授精・顕微授精の治療を受け、石川県不妊治療費助成事業の決定を受けた方を対象に助成している。（治
療1回5万円を上限）40歳未満は43歳まで通算6回、40歳以上は1年目3回・2年目2回まで

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7856

石川県 かほく市 赤ちゃんすくすく応援事業
かほく市にお住まいの方が出産した場合、新生児の健やかな成長を願い、新生児一人につき、かほく市共通商
品券３万円分を出産祝品として贈ります。

市民部子育て支
援課

076-283-7155

石川県 かほく市 不妊治療費助成
一般不妊治療（タイミング法、薬物治療など）を受ける際、自己負担額について助成します。特定不妊治療（体外
受精・顕微授精）については石川県の助成を受けた治療費の自己負担額について助成します。（一般・特定とも
に所得制限・住所要件あり）

市民部健康福祉
課

076-283-7120

石川県 能美市 産前・産後子育て応援ヘルパー派遣事業
産前産後の体調不良があり、家族から援助を受けられない妊産婦に、子育て応援ヘルパーを派遣し家事または
育児の支援を行う。利用料は600円／時間、30分追加毎に300円。非課税世帯には減免制度あり。

健康推進課 0761-58-2235

石川県 志賀町 出産祝金交付事業
子育てに伴う家計の負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的に祝金（商品券）を交付。第
１子の出産５万円分。第２子の出産１０万円分。第３子以降の出産１５万円分。

住民課 0767-32-9122

石川県 志賀町 不妊治療費助成事業
不妊治療のため支払った検査費および検診費を助成。特定不妊治療は、県の助成金を除いた額の7割を助成。
一般不妊治療は、2分の1以内（上限7万円）を助成。（特定・一般あわせた上限70万円）

住民課 0767-32-9122

福井県 勝山市 里帰り出産時の妊婦・乳児健康診査費用助成
里帰り出産などの理由で県外医療機関で妊婦・乳児健康診査を受診された場合、健康診査にかかった費用の
全部または一部を助成。

健康長寿課 0779-87-0888

福井県 勝山市 にこにこ妊婦奨励金
福井勝山総合病院で妊婦健診を1 回目から受診し、出産支援連携体制により県内の病院で出産された場合に
10 万円を支給。

福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 勝山市 不妊治療助成金交付事業 不妊治療に対し、県の助成も含めて治療費の半額（上限50万円まで）を助成。人工授精も適用。所得制限なし。 健康長寿課 0779-87-0888

福井県 勝山市 妊婦健診無料 基本的な妊婦健診が１４回まで無料。 健康長寿課 0779-87-0888

福井県 あわら市 妊産婦健康診査無料 妊婦健診無料（14回分）、子宮頸がん検診など無料、産後1か月健診無料。 健康長寿課 0776-73-8023

福井県 あわら市 出産育児一時金 国民健康保険加入者が出産された場合、42万円を支給。 健康長寿課 0776-73-8023

福井県 あわら市 特定不妊治療費助成
体外受精や顕微受精を行う場合、10万円上限／回で医療費を助成。男性不妊の場合、5万円上限／回を上乗
せ。（年間2回まで）

健康長寿課 0776-73-8023

福井県 坂井市 坂井市特定不妊治療費助成金 特定不妊治療に要した経費で、１夫婦１回の治療につき100,000円を限度として助成。１年度につき２回。
福祉保健部
健康増進課

0776-50-3067

山梨県 甲府市 助産手当ての支給
産婦が1年以上市内に居住しており、世帯の住民税が均等割のみ（支給額５千円）、または非課税（支給額１万
円）の方に助産手当てを支給

福祉部児童育成
課

055-237-5674

山梨県 甲府市 特定不妊治療費助成事業 不妊治療を行っている夫婦に対し、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要する費用の一部を助成
福祉部健康衛生
課保健係

055-237-8950

山梨県 山梨市 不妊治療費助成制度
不妊治療に要した医療費の自己負担額の２分の１の額とし、１５万円を上限。助成金の交付回数は、１年度の治
療期間を１回とし通算５回（５年間）まで助成。

健康増進課
健康支援担当

0553-22-1111

山梨県 大月市 こうのとり支援事業（不妊治療費助成事業）
市内に１年以上住所がある方で、医療機関で不妊症と診断され、その治療を行っている戸籍上の夫婦を対象
に、不妊治療に要した医療費の自己負担額について、１年以内につき３０万円を限度として助成します。

保健介護課
健康増進担当

0554-23-8038

山梨県 甲斐市 不妊治療費助成事業
特定不妊治療に要した治療費に対して要件ををすべて満たした場合に１０万円を上限に助成（初年度２回、通産
１０回）

健康増進課 055-278-1694

山梨県 甲州市 出産祝金交付事業 出産時に住所を有する養育者（父又は母）に支給。第２子５万円　第３子以降１５万円 子育て支援課 0553-32-5081

山梨県 市川三郷町 不妊治療費の助成
不妊治療に要した医療費の助成を行ないます。上限額20万円。1会計年度（4月～翌年3月）あたり1回。5年間助
成 を行ないます。

いきいき健康課 0556-32-2114

山梨県 市川三郷町 産科セミオープンシステム
妊婦健診と出産を病院間で役割分担するシステムです。妊娠16～33週程度までの妊婦健診を峡南医療セン
ター市川三郷病院で行い、以降分娩まで山梨大学医学部付属病院で行います。

峡南医療センター
市川三郷病院

055-272-3000

山梨県 身延町 出産祝金
身延町に住所を有する方が出産し、新生児とともに定住する場合に支給。第1子5万円、第2子7万円、第3子30
万円。以降1人増えるごとに10万円加算、上限なし。
それぞれに印鑑と希望者にはしだれ桜の苗木1本を支給。

政策室 0556-42-4801

山梨県 身延町 不妊治療費の助成
不妊症と診断された夫婦で1年以上町内に住所を有し居住している方。自己負担額の2分の1、上限20万円、年
度1回、通算5回

福祉保健課 0556-20-4611

山梨県 富士川町 不妊治療費助成 不妊治療費のうち自己負担分の１／２(上限２０万円）を通算５年間助成します。 子育て支援課 0556-22-7221

山梨県 道志村 出産育児一時金助成 健康保険加入者に出産費用を最高42万円助成。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 出産育児祝い金支給 第1子20万円、第2子20万円、第3子以降30万円を支給。 総務課 0554-52-2111
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長野県 諏訪市 妊婦一般健康診査事業 妊婦健康診査費用の負担軽減のため、計14回の健診、4回の超音波健診について補助。 健康推進課 0266-52-4141

長野県 諏訪市 不妊・不育治療費助成事業 不妊治療、不育治療に係る医療費の一部について助成。 健康推進課 0266-52-4141

長野県 大町市 出産祝い金
大町市に住所を有し、出産して児童を養育する父母を対象に、お祝金を贈ります。第１子５万円・第２子８万円、
第３子以降１０万円。

子育て支援課
子育て支援係

0261-22-0420

奈良県 川上村 子ども祝い金交付金
保護者が村内に居住して１年を経過する０歳～２歳までの乳幼児に対して、出生時１０万円、１歳児１０万円、２
歳児１０万円を支給する。

住民福祉課 0746-52-0111

長野県 佐久穂町 出産祝い金 第1・2子5万円、第3子以降10万円を支給。 こども課 0267-86-2340

長野県 下諏訪町 不妊治療助成事業
下諏訪町では、町に住民登録をして１年以上経過し、医療保険に加入しているご夫婦を対象に、不妊及び不育
治療にかかる費用の助成を行います。

保健センター 0266-27-8384

長野県 原村 不妊治療助成事業補助金
原村に1年以上住所を有し、医療保険に加入している夫婦で、不妊治療に要した費用の一部を補助する。（上限
10万円）

保健福祉課 0266-79-7092

長野県 宮田村 輝く子育て応援事業（誕生祝金事業）
第2子以降の子どもを出産（死産を除く）した新生児の父母で、出産の日以降引き続き宮田村に居住する意志を
有する者。第2子：2万円、第3子：6万円、第4子：10万円、第5子以上：20万円

住民課住民係 0265-85-3183

長野県 宮田村 輝く子育て応援事業（輝く子育て応援金事業）
村内に新たに住居を取得し、引き続き10年以上居住の意志を有する者で、9歳以下の子どもを養育している父
母、若しくは居住開始日から3年以内に子どもを出生した父母。
取得した土地及び家屋に対する固定資産税相当額を交付（最長5年）。

教育委員会
こども室

0265-85-2314

長野県 松川町 婚姻・出生記念品 出生、婚姻をされたみなさまへ記念品の贈呈をします。 住民税務課 0265-36-7024

長野県 松川町 結婚祝い品、出生祝い金
結婚、出生のお祝いとして町内の店舗で使用できるギフトカードを贈呈します。結婚祝い1万円分、出生祝い第1
子1万円分、第2子3万円分、第3子5万円分、第4子以降7万円分

保健福祉課 0265-36-7022

長野県 松川町 めばえ支援事業 妊娠、出産の支援として不妊に悩む方へ、不育治療も含む不妊治療費に対して上限50万円を補助しています。 保健福祉課 0265-36-7034

長野県 松川町 妊婦健康診査補助 妊娠、出産の支援として、妊婦健康検診を14回まで補助します。 保健福祉課 0265-36-7034

長野県 天龍村 出産祝金 出産について下記のとおり祝金を支給。①第１子２万円②第２子２万円③第３子５０万円 総務課 0260-32-2001

長野県 筑北村 出生祝金 村内に住所を有する新生児の保護者の方に５万円（第３子以降１０万円）を支給します。 住民福祉課 0263-66-2111

岐阜県 大垣市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療費のうち、県から受けた助成を控除した額について助成します。（限度額１０万円／回、妻の年齢
によって回数制限あり）

福祉部保健セン
ター

0584-75-2322

岐阜県 大垣市 一般不妊治療（人工授精）費助成事業 一般不妊治療（人工授精）に係る保険適用外の治療費について助成する。（1/2以内、限度額5万円）
福祉部保健セン
ター

0584-75-2322

岐阜県 大垣市 出産祝金支給事業 第3子以降の出産につき、出産祝金10万円を支給します。
子育て支援部子
育て支援課

0584-47-7092

岐阜県 高山市 子育て支援金
平成18年1月1日以降に出生した児童で、出生日から継続して4カ月以上高山市に住民登録があり、それ以降も
引き続き居住する予定である児童を養育している父母などに対し、第1子及び第2子は10万円、第3子以降は20
万円（支給対象児童1人につき1回限り。）を支給。

子育て支援課 0577-35-3140

岐阜県 多治見市 一般不妊治療費助成事業 一般不妊治療（人工授精）に係る費用に対し助成します。
市民健康部
保健センター

0572-23-6187

岐阜県 瑞浪市 一般不妊治療 一般不妊治療費の一部を助成（妻４０歳未満、上限：１０万円、2年間） 健康づくり課 0572-68-9785

岐阜県 羽島市 妊婦歯科健康診査 羽島市内に住民登録を有する妊婦の方は、無料で歯科健診を受診できるというもの。 健康管理課 058-392-1111

岐阜県 羽島市 妊婦健康診査費助成 羽島市内に住民登録を有する妊婦の方が妊婦健診を受診する際の費用を一部助成するもの。 健康管理課 058-392-1111

岐阜県 羽島市 特定不妊治療費助成
夫妻のいずれか一方、または両方が申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有している場合に特定不
妊治療にかかる費用の一部を助成するもの。1年度あたり10万円を限度に、通算5年間まで助成する。

健康管理課 058-392-1111

岐阜県 各務原市 一般不妊治療費助成 保険適用外の一般不妊治療に対して助成を行う。自己負担額の１/２(上限５万円）２年間助成。 健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 妊婦健康診査費助成 妊娠届出をした妊婦に対し、妊婦健康診査受診票を１４枚／人交付。 健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 妊婦歯科健康診査費助成 妊娠届出をした妊婦に対し、妊婦歯科健康診査受診票を１枚/人交付。 健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 妊娠期から始めるハッピー子育て講座
妊婦と夫等を対象。心療内科医師、助産師による愛着形成と赤ちゃんの成長、子どもと歩む生活・人生について
等の講話や抱っこ体験など。希望者には個別相談。年４回（日曜日開催）

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 可児市 特定不妊治療費助成事業

１回最大１０万円。岐阜県の助成を必須とします。 助成の回数は初めて助成をうける際の治療開始時の妻の年
齢によって変わります。（43歳以上の人は、助成対象外）
①40歳未満の人は、治療開始時の妻の年齢が４３歳になるまでに通算６回まで
②40～43歳未満の人は、治療開始時の妻の年齢が４３歳になるまでに通算3回まで

健康増進課 0574-62-1111

岐阜県 山県市 山県市新生児出産祝金事業
市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、支給対象児を出産したときに１人あたり１０
万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。

福祉課 0581-22-6837

岐阜県 山県市 山県市出産祝金事業
市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、第３子以降の新生児を出産したときに１人あ
たり１０万円をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。

福祉課 0581-22-6837

岐阜県 飛騨市 妊婦一か月検診助成事業 産婦1か月健診の負担軽減のため、費用の一部を助成します。（限度額：3,000円） 健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療の負担軽減のため、費用の一部を助成。（限度額：30万円/回、1年度あたり3回を限度(通算5年
間、通算10回まで)）

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 一般不妊治療費助成事業 一般不妊治療の負担軽減のため、費用の一部を助成。（自己負担の1/2　限度額：5万円/年） 健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 不育症治療費助成事業 不育症治療の負担軽減のため、費用の一部を助成。（自己負担の1/2　限度額：30万円/治療期間） 健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 不妊・不育治療通院費助成事業 不妊･不育治療の通院にかかる負担を軽減するため、通院費の一部を助成。（15,000円/治療期間） 健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 大人の風しんワクチン予防接種費用助成事業
生まれてくる赤ちゃんを「先天性風疹症候群」から守るための予防接種（任意予防接種）費用の一部を助成。（上
限：8,000円/回　1人につき1回限り）

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 本巣市 出産祝金
お子さんの出産を祝福し、健やかな成長を支援するため、第三子以降のお子さんを出産された場合に保護者に
支給します。第三子…３０万円。第４子以降…５０万円。

子ども大切課 058-323-7753

岐阜県 下呂市 特定不妊治療費助成事業
不妊治療（体外受精及び顕微授精）に係る費用に対し助成します。（助成額は治療1回につき、治療に直接要し
た費用で、岐阜県から給付される額を除く額。ただし、22万5千円を上限とします。）

健康医療部
健康医療課

0576-53-2101

岐阜県 下呂市 妊婦健康診査費一部助成 下呂市に住所を有する妊婦の方を対象に、妊娠健康診査費14回分を助成します。
健康医療部
健康医療課

0576-53-2101

岐阜県 海津市 子宝祝金
第３子以降の子を出産し、その後その出生児が小学校へ入学するまでの間、引き続き居住する意思のある市民
に対し、出産時（１５万円）及び小学校入学時（５万円）を支給する。

社会福祉課 0584-53-1139

岐阜県 笠松町 予防接種事業 妊娠希望者などに対する風しん予防接種を行い、疾病予防の更なる充実を図ります。 福祉健康課 058-388-7171

岐阜県 輪之内町 第三子以降出産祝い金制度 第三子以降の出生児１人あたり15万円を支給 福祉課 0584-69-3111

岐阜県 池田町 特定不妊治療の費用助成 町内定住者であれば、１年度（４月１日～翌年３月31日）あたり10万円を限度に、通算４年間助成。 保健センター 0585-45-3191

岐阜県 池田町 一般不妊治療の費用助成
町内定住者であれば、１年度（３月診療分～翌年２月診療分までの１年間）につき、医療機関及び医療機関から
の処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額に２分の１と５万円のいずれか少
ない方の額を通算２年間助成。

保健センター 0585-45-3191

岐阜県 川辺町 出産育児奨励金
第３子以降の出産に対し、出産育児奨励金を交付する。
（第３子：１０万円、第４子以降２０万円）

住民課 0574-53-2513

岐阜県 白川町 子育て支援制度（出産祝い金支給）
出産した世帯に対し、お祝い金を交付
出産祝い金：第１子の出産届をした方に１万円分の振興券贈呈
出産育児給付金：第１子１０万円、第２子２０万円、第３子以降３０万円

企画課企画係 0574-72-1311

岐阜県 東白川村 出産祝い金交付事業 第１子に５万円、第２子に１０万円、第３子以降の出産には２０万円を交付する。 保健係 0574-78-3111

静岡県 沼津市 特定不妊治療費助成 医療保険が適用されない体外受精・顕微受精による治療について、１回の治療につき最大５万円を助成。 健康づくり課 055-951-3480

静岡県 沼津市 未熟児養育医療費助成
出生時の体重が2,000g以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した赤ちゃ
んに医療費と食事療養費を助成。

健康づくり課 055-951-3480

静岡県 富士市 不妊・不育治療費助成金
不妊・不育に悩む御夫婦の経済的負担の軽減を図るため、国内の医療機関において不妊治療・不育治療に要
した費用の一部を助成する。
・富士市不妊・不育治療費補助事業と富士市人工授精治療費補助事業の2つの制度。

健康対策課 0545-64-8994

静岡県 藤枝市 不妊治療費助成事業 少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する。
健康福祉部
健康推進課

054-645-1111

静岡県 伊豆市 産後ケア事業
お母さんと赤ちゃんの新しい生活リズムを作るため、施設において宿泊型サービスや日帰り型サービスを利用
し、母子のケアや授乳指導・育児相談などが受けられる事業

こども課 0558-72-9864

静岡県 御前崎市 出産奨励金支給事業
第２子以降の子を出産した者で、出産の日まで１年以上御前崎市の住民基本台帳に登録されており、今後も引
き続き御前崎市に居住する者に対し、第２子10万円、第３子以降１人につき30万円（第２子、第３子以降ともに２
分の１は市内協力店で使用できる商品券）を支給。

こども未来課 0537-85-1120

静岡県 菊川市 新生児出産祝金
平成27年4月１日以降に第２子以上を出生した世帯で、その養育者が出生日から起算して６か月以上前から住
所を有し、出生後も引き続き子どもと５年以上市内に住む予定の方にお祝金を支給する。第2子10万円、第3子
15万円、第4子20万円、第5子以降30万円（一人につき）

福祉課 0537-35-0914

静岡県 菊川市 不妊治療費助成事業 少子化対策の一環として、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する。 健康づくり課 0537-37-1112

静岡県 伊豆の国市 妊婦健診・妊婦訪問
妊婦健康診査のうち、基本健診14回分、超音波検査4回分、血液検査1回分を公費で受診。希望者には、自宅
に保健師が伺い、健康チェックを行います。

健康づくり課 055-949-6820

静岡県 伊豆の国市 不妊・不育症治療費助成
不妊治療と不育症治療にかかる費用の一部を助成し、治療にかかる経済的負担を軽減します。（1年度あたり10
万円を上限、通算5年間）

健康づくり課 055-949-6820

静岡県 牧之原市 一般不妊治療(人工授精)費助成金
不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を減少するため、治療にかかる費用の一部を助成。ただし、保険適用外
の治療に限る。

健康推進課 0548-23-0027

静岡県 牧之原市 特定不妊治療費助成金 不妊治療を受けている夫婦に対し、高額となる治療費の一部を助成。 健康推進課 0548-23-0027

静岡県 駿東郡小山町 出産祝金支給
子育て世代と次世代を担う子どもたちの健やかな成長と定住促進を推進するため、出産祝金を支給します。第２
子：５万円、第３子以降：１０万円

健康増進課 0550-76-6668

静岡県 吉田町 不妊治療費助成事業 不妊治療に係る経済的な負担の軽減を図るため、特定不妊治療を受けた夫婦に対して、1回30万円を上限に助 健康づくり課 0548-32-7000

静岡県 川根本町 出産祝い金
町内在住で出産された方に祝金を支給。
・出産祝金第１子20,000円、第２子30,000円、第３子以降１子につき50,000円

企画課まちづくり
室

0547-56-2221

静岡県 森町 森っ子出産祝い金
出生児の父親または母親が、児の出生日から1年以上前より森町に住所を有し、かつ引き続き森町に居住する
意思があることを条件に、出生児ひとりにつき１０万円を交付。

保健福祉課 0538-85-6330

愛知県 設楽町 出産奨励 ２人目５万円、３人目１０万円、４人目から２０万円の報奨金を支給 企画ダム対策課 0536-62-0514

三重県 津市 妊産婦医療費助成制度
妊娠５カ月以上の妊産婦を対象に、支払った医療費の自己負担相当額から1,500円を控除した額を助成（調剤
薬局分は控除しません）。また、健康診査費助成金として2,500円を助成。※本人及び配偶者等の所得制限有

健康福祉部保険
医療助成課

059-229-3158

三重県 南伊勢町 南伊勢町出産祝金支給制度 第三子以上の出産に２０万円を支給 行政経営課 0599-66-1366

滋賀県 彦根市 不妊治療助成
人工授精に必要な経費の自己負担額の半額を助成(通算2年、上限5万円)特定不妊治療費の県の助成の上乗
せとして、一部を助成(上限5万円または治療内容により2万円)

健康推進課 0749-24-0816

滋賀県 彦根市 妊婦健康診査費用助成 国で定められた定期妊婦健康診査にかかる費用を全額助成 健康推進課 0749-24-0816

滋賀県 彦根市 パパママ学級（両親学級）
妊娠24週以降の妊婦と夫が対象
新生児の特徴や育て方の話、体験実習（妊婦ジャケット、沐浴、抱っこなど）、交流会

健康推進課 0749‐24‐0816

滋賀県 彦根市 プレママサロンららら（妊婦のつどい）
妊娠16週以降の妊婦さん対象
妊婦さん同士、楽しくおしゃべりしながら情報交換し妊婦友達をつくる場です

健康推進課 0749‐24‐0816

滋賀県 彦根市 プレママの歯科健診
妊娠16週以降の妊婦さん対象
歯科医師による話と歯科健診、歯科衛生士によるブラッシング指導など

健康推進課 0749‐24‐0816
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滋賀県 甲賀市 プレパパママ教室
妊娠中の女性とその家族を対象に妊娠期の過ごし方や食事の仕方、夫のマタニティ体験、沐浴体験を行い赤
ちゃんが生まれてからの生活を夫婦楽しく考える教室

健康推進課 0748-65-0703

滋賀県 甲賀市 マタニティ歯科検診
妊娠期を健やかに過ごすため、また生まれてくる赤ちゃんの健康を守るために妊婦を対象に市内歯科医療機関
に委託し実施

健康推進課 0748-65-0703

滋賀県 甲賀市 不育症治療費助成事業 不育症治療を受けている夫婦を対象に保険適応外の治療費の1/2を助成　　上限３０万/年　通算５年間 健康推進課 0748-65-0703

滋賀県 甲賀市 特定不妊治療費助成制度 特定不妊治療をうけ県の助成金を受けた後保険適応外の自己負担額がある夫婦を対象に助成。　上限1回５万 健康推進課 0748-65-0703

滋賀県 高島市 不妊・不育症治療費助成事業
特定不妊治療、不育症治療にかかる医療保険外診療分の費用の一部を助成することで、妊娠出産にかかる負
担の軽減をはかる。

健康推進課 0740-25-8078

滋賀県 高島市 妊婦健診事業 安全な出産ができるように妊婦健診費用の一部を助成し、妊娠時から子育て世代を応援する。 健康推進課 0740-25-8078

滋賀県 多賀町 出産奨励祝い金 出産の祝い金。３人目以降の子を出産し、養育している方へ祝い金として助成。（３人目５万円、４人目１０万円） 福祉保健課 0749-48-8115

滋賀県 多賀町 育児支援助成金 育児に必要な紙オムツ、粉ミルクの購入経費の一部を助成する制度。（満１歳まで月額上限２千円） 福祉保健課 0749-48-8115

滋賀県 多賀町 不妊治療費補助金 不妊治療に必要な経費の一部を助成。（上限１０万円） 福祉保健課 0749-48-8115

滋賀県 多賀町 妊婦健診診査費用助成 定期妊婦健康診査にかかる費用の全額助成。 福祉保健課 0749-48-8115

兵庫県 洲本市
洲本市定住促進事業『お帰りなさいプロジェクト』
出産祝金（第２子以降）

第２子以降を出産し養育されている父または母にお祝い金として５万円を支給します。
企画情報部
企業立地対策課
定住促進係

0799-24-7641

兵庫県 相生市 マタニティータクシークーポン事業 妊婦さんが医療機関や外出の際に利用できるタクシー助成券（10,000円）をお渡しします。
健康福祉部健康
介護課
健康増進係

0791-22-7168

兵庫県 相生市 出産祝金支給事業 相生市内にお住まいの方が出産した場合、出生児1人当たり5万円の「お祝い金」を贈ります。
健康福祉部
子育て支援室

0791-22-7175

兵庫県 赤穂市 出産費助成事業
出産（妊娠12週目以降の死産も含む）の日までに赤穂市在住の母親に出産費の一部を助成。1子あたり5万円を
助成する。

子育て健康課 0791-43-6808

兵庫県 赤穂市 特定不妊治療費助成事業
市内に住所を有する法律上婚姻し、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の決定を受けるなど要件を満たす方に
対し、治療1回あたり10万円を上限に通算10回を超えない範囲で助成を行う。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 産婦健康診査費補助事業
平成24年2月1日以降に出産された市内に住所を有する産婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1
回1,500円を上限として2回助成する。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 妊婦検診検査費補助事業
市内住所を有する妊婦に対し、市内の医療機関で使える受診券を配布。1回5,000円を上限として11回分、1回
10,000円を上限として3回分、合計85,000円分を助成する。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 産婦健康診査費助成
市内に住所を有する産婦に、市内の医療機関で使える受診券を配布(市外で使用した場合は別途手続きが必
要)する。産婦健康診査1回あたり1,500円を上限に2回助成。

保健センター 0791-43-9856

兵庫県 養父市 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられたご夫婦に対し、治療費を全額助成。

兵庫県 養父市 出産準備助成金交付事業 妊娠中の方に、出産・育児に係る費用の一部を助成。1回の妊娠に対し30,000円。

兵庫県 丹波市 ツープラス１出産祝金支給制度

次のいずれにも該当する者
・平成26年4月1日以後に出生した第3子以降の子ども（対象児）を含む、3人以上の子（対象児の出生日におい
て20歳以上の者を除く。）の養育者　・対象児の出生時において、丹波市内に住民登録のある養育者
・出産後も対象児とともに引き続き5年以上、本市に定住する意思を有する養育者

福祉部
社会福祉課

0795-74-1130

兵庫県 南あわじ市 出産祝金
市内にお住まいの方で、お子さんを出産された方を対象に支給。第１子、第２子の出産、１子につき３万円支給。
第３子以降の出産、１子につき１０万円支給。

子育て支援課 0799-43-5219

兵庫県 南あわじ市 特定不妊治療費助成 県の助成制度に上乗せして、治療１回１０万円を上限に助成。 健康課 0799-43-5218

兵庫県 宍粟市 妊婦健康診査費補助事業
妊婦健康診査にかかる費用の助成を１４回実施。健診費用について、妊婦健康診査費助成券5000円券１４枚、
1000円券23枚を交付することで、健診が受けやすい環境を整備する。

健康増進課 0790-62-1000

兵庫県 たつの市 出生祝金支給事業
次代を担う子どもの出生に対して祝金を支給する。第1子：５千円、第2子：１万円、第３子：１．５万円、第４子：２
万円

健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3153

兵庫県 たつの市 妊婦歯科健診費助成事業
妊娠中の口腔トラブルを予防・対処することにより、産後においても母子ともに健全となるよう、健診費用を助成
する。

健康福祉部健康
課

0791-63-2112

兵庫県 たつの市 妊婦健康診査費補助事業 妊婦にかかる健診費用を助成し、妊婦の健康を守り、安全・安心な出産を支援する。 健康福祉部健康 0791-63-2112

兵庫県 たつの市 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療を行う夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、費用の一部を助成する。 健康福祉部健康 0791-63-2112

奈良県 奈良市 「IKUMENHANDBOOKfornarapapa」の配布
パートナーの妊娠～出産、子どもが6歳になるまでに知っておきたいこと、おススメ遊びスポット、イベントなど、
子育てに役立つ情報をパパ目線で1冊にまとめて、母子手帳交付時及び子育て中の希望者に配布。

男女共同参画課 0742-81-3100

奈良県 宇陀市 出産祝い品贈呈事業
宇陀市内に住所を有するもので、出産し、かつ、宇陀市内に住所を定めたものに対し、新生児１名につき、ウッ
ピー商品券（１万円）を支給。

健康福祉部
こども未来課

0745-82-2236

奈良県 吉野町 市町村母子保健事業 妊婦健診の全額補助、不妊治療への助成 長寿福祉課 0746‐39‐9079

奈良県 吉野町 出産お祝い金
吉野町内に住所を有し、子どもを出産された方に、お祝いとして1人目2万円、2人目3万円、3人目以降5万円の
吉野町商業協同組合の商品券を進呈

町民課

奈良県 十津川村 出産祝金
本村に３ヶ月以上住所があり、出産後も１年以上引き続き定住して子供を育てる場合、お祝い金として１人５０，
０００円を支給します。

地域創生推進課 0746-62-0910

和歌山県 橋本市 特定不妊治療助成
夫婦の一方または双方が市内に住所を有する夫婦に対して、特定不妊治療に要した費用から県の助成額を控
除した額について５万円を上限に助成する（通算６回を超えない範囲）。

健康課 0736-33-6111

和歌山県 紀美野町 一般不妊治療費助成事業
不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を
助成します。

保健福祉課 073-489-9960

和歌山県 紀美野町 妊婦健診助成事業
妊婦健康診査の標準的な内容を基本として、受診費用を１４回分助成します。また、受診費用以外で、自己負担
分についても一部助成します。

保健福祉課 073-489-9960

和歌山県 かつらぎ町 出産奨励祝金 町民で第３子以降のこの出産に対し１０万円を支給します。 住民福祉課 0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 一般不妊治療費助成事業
不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微鏡受精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部
を助成します。

やすらぎ対策課 0736-22-0300

和歌山県 かつらぎ町 妊婦健診助成事業
妊婦健康診査の標準的な内容を基本として、受診費用を14回分助成します。また、受診費用以外で、自己負担
分についても一部助成します。

やすらぎ対策課 0736-22-0300

和歌山県 高野町 第２子以上の出産報奨金 第２子以上の出産に対する報奨金。　第２子は５万円、第３子以降は１０万円を支給。 福祉保健課 0736-56-3000

和歌山県 串本町 出産祝い金制度 第3子：10万円、第4子以降：30万円を支給する。町民かつ出産後も町内に居住することが条件。 福祉課 0735-62-0561

鳥取県 鳥取県 特定不妊治療費助成事業
県単独補助により回数制限を撤廃し、国の助成回数を越えた治療について助成（平成25年度～）（助成期間：５
年間）

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7572

鳥取県 米子市 米子市不妊治療費助成事業 不妊治療に要した経費の一部を、県の制度に上乗せして助成します。 健康対策課 0859-23-5451

鳥取県 倉吉市 出産手当 第3子以降を出産（届出）されたお母さんへ20,000円を給付します。 総務部 市民課 0858-22-8155

鳥取県 倉吉市 特定不妊治療費助成事業
保険適用外となる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けられた夫婦で一定の条件を満たす人に、費用
の一部（年間10万円を限度）を5年間助成します。

福祉保健部 保健
センター

0858-26-5670

鳥取県 倉吉市 一般不妊治療（人工授精）助成事業 人工授精に要した経費の一部（治療費の２割・上限年間２万円）を通算２年間助成します。
福祉保健部 保健
センター

0858-26-5670

鳥取県 倉吉市 不育治療費助成事業 不育症等の検査及び治療に要した費用の一部（年間10万円を限度）を助成します。
福祉保健部 保健
センター

0858-26-5670

鳥取県 岩美町 産後健診・１か月児健診費助成事業
・産後、分娩医療機関において実施される産後健診・１か月健診にかかる費用を助成。【補助金額】上限5,000
円。多胎の場合2人目以降1人につき3,000円上乗せ。

住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 岩美町 妊婦健康診査費用助成事業
・妊娠届を提出された方の妊婦健診14回分の費用を助成。（ただし、健診項目以外に必要に応じて追加される
検査は自己負担。）

住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 岩美町 多子出産祝金支給事業
・第3子以降のお子さまを出産された保護者に出産祝金を支給。
【3世代以上同居世帯10万円、2世代世帯3万円】

住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 若桜町 不妊治療費助成制度 不妊治療費を助成。1回１０万円、年２回まで。 町民福祉課 0858-82-2232

鳥取県 若桜町 妊婦歯科健診費用助成制度 町内歯科医院での健診費を助成。無料／妊娠1回につき1回。 町民福祉課 0858-82-2232

島根県 益田市 一般不妊治療費助成事業 一般不妊治療自己負担金の一部を助成します。（上限30,000円／年）
福祉環境部子育
て支援課

0856-31-0243

島根県 大田市 一般不妊治療費等助成制度
保険適用の一般不妊治療及び検査・人工受精を行った場合、１年間につき１５万円を上限に助成（一般不妊治
療を受けた月から起算して３年間）その他、別途要件がありますのでお問い合わせください。

健康増進課 0854-83-8152

島根県 雲南市 一般不妊治療費助成制度
一般不妊治療を受けようとするご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ります。助成額：１０万円／１年間、助
成期間：３年間

健康推進課 0854-40-1045

島根県 雲南市 特定不妊治療費助成制度
特定不妊治療を受けようとするご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ります。助成額：島根県等特定不妊治
療費助成事業による当該補助額を控除した額の２分の１以内（7万５千円／１回、年２回）、助成期間：５年間

健康推進課 0854-40-1045

島根県 奥出雲町 出産祝い金
出産された方で、保護者並びに出生児が町内に住所を有し、かつ出生後1年以上住所を有する方に、町内どこ
のお店でも使える１０万円の期限付き商品券を支給。

子育て支援課 0854-52-2206

岡山県 高梁市 妊産婦医療費助成事業 妊産婦医療費を実質無料化（保険診療自己負担分を全額補助）。 健康づくり課 0866-21-0228

岡山県 高梁市 出産祝い金 第３子出産で５０万円、４子以上で１００万円を支給。 市民課 0866-21-0254

岡山県 高梁市 産後ヘルパー派遣 身の回り、家事、育児が困難なお産直後の家庭に産後ヘルパーを派遣。 こども未来課 0866-21-0288

岡山県 奈義町 出産祝い金 第3子以降のご誕生に際して、出産祝い金を交付。（第3子20万円、第4子30万円、第5子以降40万円） 健康福祉課 0868-36-6700

岡山県 久米南町 出産費用助成事業 出産費用から部屋代、食事代、出産育児一時金・高額医療費等を差し引いた金額を助成。【上限5万円】 保健福祉課 086-728-4411

広島県 三次市 妊婦健診費用の助成
妊婦健康診査を受ける時の費用を助成。妊婦健康診査補助券(14回分)、妊婦歯科健康診査受診券（1回分）、
妊婦一般健康診査検査券(1回分)、子宮頸ガン検診受診券(1回分)、クラミジア検査受診券(1回分)

福祉保健部
健康推進課
健康企画係

0824-62-6232

広島県 三次市 不妊治療費の無料化
体外受精などの特定不妊治療にかかる費用の全額を補助し、不妊治療を受ける夫婦の経済的な負担を軽減（3
箇年限定事業）

福祉保健部
健康推進課
健康企画係

0824-62-6232

広島県 庄原市 出産祝金
新生児が出生した日以前に1年以上本市に居住し、更に1年以上居住する意思のある保護者を対象に、第１子，
第２子は15万円，第３子以降は25万円を支給（出生日以前の本市への居住期間が1年未満の場合は、1年を経
過した日をもって支給の対象とする）。

児童福祉課 0824-73-0051

広島県 北広島町 不妊治療費助成事業
◆特定不妊治療を受け，県助成を受けてもなお自己負担が発生する方に対し補助金を交付
◆補助額：1回の治療につき１５万円まで、ただし、採卵を伴わない治療等は、1回の治療につき7万5千円まで助
成。治療開始時の年齢により助成回数が異なる

保健課
健康増進係

050-5812-1853

山口県 下関市 人口定住促進対策事業（出産祝金）
過疎・離島地域への人口定住促進。（地域限定）
対象地域居住者で、第3子以降の子を出産し、生計を同じくして6ヶ月以上養育した方へ20万円支給。

企画課 083-231-1911

山口県 岩国市 いわくに子宝給付金・出産祝金
岩国市に居住する母が、平成27年4月1日以降に第１子又は第２子を出産したときは「いわくに子宝給付金」を、
第３子以降を出産したときは「出産祝金」を子ども１人につき10万円支給します。

こども支援課 0827-29-5075

徳島県 阿波市 出産祝い金支給事業 出産を祝福し祝い金を支給。市内に出産前６ケ月以上居住し、出産後３ケ月以上居住する意思のある方
市民部
市民課

0883-36-1216

徳島県 勝浦町 出産祝い金 第1子30,000円　第2子50,000円　第3子以後100,000円 福祉課 0885-42-1502
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徳島県 石井町 出産祝金（石井町子育て応援祝金）
第１子…３万円、第２子…５万円、第３子以降１０万円を支給。（母親が出産の１年以上前から、石井町に住民票
をおいて居住し、出産後も引き続き居住する意思があること等の条件あり。）

すくすく子育て課 088-674-1623

徳島県 つるぎ町 出生祝金支給事業
本町の住民票に記載をされ、現に居住している者に、第1子1万円、第2子3万円、第3子5万円、第4子10万円、
第5子20万円・第6子以上50万円を助成。

福祉課 0883-62-3116

香川県 三豊市 一般不妊治療助成事業 1年の上限5万円（通算5年間） 子育て支援課 0875-73-3016

愛媛県 東温市 特定不妊治療費助成 不妊治療のうち特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を行った方に対し、治療費の一部を助成。 健康推進課 089-966-2191

愛媛県 東温市 母子保健事業 妊娠期から乳幼児期の健康診査や相談・訪問など、母子保健に関する取組。 健康推進課 089-966-2191

愛媛県 伊方町 出産祝い金制度 出産子育て費用の負担軽減を図るため、第3子以降の出生児1人につき、総額100万円を支給。 保健介護課 0894-38-1811

高知県 高知市 不妊に悩む方への特定治療支援事業
特定不妊治療に要した保険診療外の費用に対して，治療内容により，１回あたり12万5千円，または20万円を限
度として助成。

母子保健課 088-855-7795

高知県 宿毛市 妊婦一般健康診査 妊婦健診の項目のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を１４回分交付。 保健介護課 0880-63-1113

高知県 佐川町 不妊治療費等助成事業 対象：一般不妊治療、人工授精、特定不妊治療　※詳しくはお問い合わせください。 健康福祉課 0889-22-7705

高知県 津野町 妊婦一般健康診査 妊婦一般健康診査受診票を使い、県内の医療機関にて１４回受診できます。 住民福祉課 0889-55-2151

福岡県 飯塚市 妊婦検診費助成 妊婦健康診査を受診される妊婦さんに助成券を配付しています。
こども・健康部健
康・スポーツ課

0948-24-4002

福岡県 田川市 がんばるお母さん応援金
・平成27年3月5日以降に出生したお子様の母又父に対して、応援金を支給する。（第1子 5万円、第2子 10万
円、第3子 20万円、第4子 30万円、第5子以降 40万円）

市民生活部
子育て支援課

0947-44-2000

福岡県 田川市 不妊治療費助成事業
・「福岡県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」による助成の決定を受けた方に対し、治療費を助成す
る。（上限1回当たり5万円）

市民生活部
健康福祉課

0947-44-2000

福岡県 柳川市 特定不妊治療費助成金
特定不妊治療を受けている方へ1回につき上限額5万円を助成（県からの助成金を控除した治療費について助
成）

健康づくり課健康
係

0944-77-8536

福岡県 八女市 妊婦健診補助
母子健康手帳の交付とともに、妊婦健診を公費で受けられる補助券(14回分)の発行、保健師による相談、各種
の情報提供を行っています。

健康推進課 0943-23-1352

福岡県 八女市 やめっこ夢祝金
未来を担うお子さまの出生を祝福し、心身ともに健やかな成長を願い、お子さまに祝金を支給します。第一子祝
金　５万円、第二子祝金　８万円、第三子祝金　10万円

子育て支援課 0943-23-1351

福岡県 筑後市 多子出産祝い金事業
筑後市内に住む子育て世帯を応援するため、第3子以降の子どもを養育している人が一定の基準を満たしてい
る場合に、祝い金として10万円を支給します。

企画財政課 0942-53-4245

福岡県 筑後市 妊婦健診費用補助事業 妊婦健康診査補助券14回分を補助します。 健康づくり課 0942-53-4231

福岡県 筑後市 出生届の価値創出事業 新しい市民の誕生を祝い、子どもの健やかな成長を願って「恋のくに出生メモリアルカード」を贈呈します。 市民課 0942-53-4112

福岡県 筑後市 妊婦歯科健康診査 母子健康手帳交付時に、無料で歯科検診が受けられる、妊婦歯科健康診査補助券を交付します。 健康づくり課 0942-53-4231

福岡県 みやま市 第3子以降出産祝金 第3子以降の出産に、10万円のお祝い金を給付します。 企画財政課 0944-64-1504

福岡県 糸島市 妊婦歯科健診
重い歯周病を持つお母さんは、そうざんや低体重児出産などのリスクが高まると言われているため、妊婦さんの
歯科検診を無料で行っています。

健康づくり課 092-332-2069

栃木県 那珂川町 出産記念品贈呈事業 町内に生まれた赤ちゃんに記念品として「カフェオレボウル」を贈呈します。 健康福祉課 0287-92-1119

栃木県 那珂川町 妊産婦医療費助成 妊娠の届出をした方が保険診療を受けたときに支払った医療費を助成します。 健康福祉課 0287-92-1119

福岡県 添田町 添田町出産育児奨励金
出産児1人につき50,000円、3子目（2児養育中）200,000円、4子以上（3児養育中）500,000円の出産奨励金を支
給。3子以上につき（現在2児を養育している）月額10,000円の育児奨励金を支給。

保健福祉環境課 0947‐82‐1232

福岡県 みやこ町 みやこ町出産祝金
平成24年4月1日以降に出産し、出生届を提出したかた。みやこ町の住民基本台帳に記録されているかた。その
他条件あり。第1子3万円・第2子5万円・第3子10万円・第4子以降20万円

住民課 0930-32-2510

福岡県 久留米市 妊婦健康診査助成 妊婦健康診査を助成するため、14回分の補助券（母子健康手帳別冊）をお渡ししています。
保健所
健康推進課

0942-30-9731

福岡県 久留米市 妊婦歯科健康診査 母子健康手帳をお渡しする時に、妊婦歯科健康診査補助券をお渡ししています。
保健所
健康推進課

0942-30-9731

福岡県 吉富町 独自の不妊治療費助成
特定不妊治療にかかる治療費から県の助成金等を控除した額を助成。1回10万円を上限、年2回まで（福岡県
助成初年度は3回）、助成期間5年度まで（通算10回まで）。※平成26年度以降新たに助成制度を利用される方
で妻の年齢が４０歳未満であるときは、年間助成回数、通算助成期間の制限なく、通算助成回数６回まで。

健康福祉課
あいあいセンター

0979-23-9900

佐賀県 唐津市 不妊治療支援事業費
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けている夫婦に対し助成金を交付するもの。
日本産婦人科学会の登録医療機関で行われた体外受精、顕微授精等の不妊治療費について、治療を終了した
日の属する年度内において10万円を限度とし助成（期間は通算５年度）。

保健医療課 0955-75-5161

佐賀県 小城市 不妊治療費補助事業 保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補助を行う。 健康増進課 0952-37-6106

佐賀県 嬉野市 不妊治療費助成制度
女性の不妊治療の場合、1回の治療につき助成対象経費から佐賀県不妊治療支援事業助成額を控除した額
（最高10万円）を支給。男性の不妊治療の場合、1回の治療につき助成対象経費の2分の1の額（最高10万円）を
支給。

健康づくり課 0954-66-9120

佐賀県 神埼市 不妊治療費助成事業
不妊治療に要する費用の一部を助成する。
初年度は、20万円以内、次年度以降は、年度毎に10万円以内を通算して5年を限度として、助成する。

健康増進課 0952-51-1234

長崎県 大村市 第３子以降出産祝い金事業
市内に住所があり、一定の要件を満たした者で第３子以降の新生児を出産した保護者に対し、新生児１人につ
き５万円の祝い金を贈る。

こども政策課 0957-54-9100

長崎県 大村市 不妊症・不育症等支援対策事業
１回あたり５万円（治療区分のCとFに限っては２万５千円）を限度とし、特定不妊治療費用の助成を行う。また、
平成２７年度から不育症の助成を行う。

こども家庭課 0957-54-9100

長崎県 五島市 育児用品の貸し出し ベビーベッド、ベビー用体重計、ベビーバス（湯温計付）の無料貸出 社会福祉課 0959-72-6117

長崎県 五島市 出産育児一時金 国民健康保険の被保険者が出産したとき、１人につき４２万円支給。（双子以上はその人数分） 市民課 0959-72-6112

長崎県 東彼杵町 新生児祝い金支給事業
【出産祝い金】町内に１年以上定住する夫婦が、第３子以上を出産された場合に、新生児１人当り10万円を支給
します。【育児報奨金】町内で出生した第３子以上のお子様が満１歳に達した時に１０万円を支給します。

町民生活課健康
推進係

0957-46-1111

長崎県 東彼杵町 特定不妊治療費助成
町内に１年以上定住されているご夫婦が、「体外受精」または「顕微授精」を受けた場合に、１回の治療につき１
０万円、凍結胚移植等は５万円を助成します（初年度は３回、２年度目以降は２回を限度に通算３年間）。

町民生活課健康
推進係

0957-46-1111

熊本県 美里町 出生児祝い金

本町に３年以上住所を有し、かつ、当該支給対象児（本町に住所を有する第３子及び第４子以降の児童）と生計
を同じくする保護者に支給します。
○第３子　１００，０００円
○第４子以降　２００，０００円

福祉課 0964-47-1111

熊本県 玉東町 風しん・ＭＲ予防接種助成
風しん・ＭＲ予防接種費用について、妊娠中の女性の配偶者、家族、妊娠を希望する女性、その配偶者、家族を
対象に1回当たり10,000円を上限に補助しています。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 南関町 関所っ子誕生祝金 第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降50万円居住年限あり まちづくり課 0968-57-8501

熊本県 和水町 出生祝金
出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：20万円、
第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。

健康福祉課 0968-86-5724

熊本県 和水町 出生祝金
出生時町内に居住し、出産後、引き続き3年以上町内に住所を有し居住しようとする人に、第1～3子：20万円、
第4子：35万円、第5子以降：50万円を支給します。

健康福祉課 0968-86-5724

熊本県 産山村 出産祝金 第1子目は20万円、第2子目は30万円を支給。第3子以降は出生後5年間にわたり月額1万円を支給 住民課 0967-25-2212

熊本県 山都町 出産祝い金
本町に一年以上お住まいの方に出生児が誕生した場合、出産祝い金を給付しています。
第１子30,000円、第2子50,000円、第3子100,000円、第4子以降200,000円

健康福祉課 0967-72-1229

熊本県 氷川町 産前産後ホームヘルプサービス事業
産前2カ月、産後4カ月（5カ月目の誕生日前日まで）の妊産婦で体調不良や育児支援者がいない等育児の困難
さが見られる場合にヘルパーの派遣を行う事業です。自己負担は1時間0円で、原則1時間／日の利用です。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 氷川町 すこやか赤ちゃん出産祝い金
１年以上引き続き町内に居住する保護者の方に以下の祝い金を支給します。（両親のいずれかがお子様の出生
前１年以上居住していることが必要です。）　第１子～第３子：100,000円　第４子：300,000円　第５子以降：
500,000円

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 多良木町 妊婦健康診査費助成
妊婦健診（１４回分）にかかる費用を助成します。助成券は母子健康手帳と同時に交付。既に他市町村で母子手
帳を交付されている場合は、残りの助成券（他市町村発行）と引換えにお渡しします。

保健センター 0966-42-1100

熊本県 多良木町 不妊治療費等助成事業
不妊治療等に必要な経費の一部を助成。一般不妊治療・人工授精はそれぞれ年に５万円までを上限に通算５
年間、体外受精・顕微授精は、熊本県の特定治療支援事業の対象者で、県の助成額を除き１回15万円を上限
に助成します。

保健センター 0966-42-1100

熊本県 多良木町 出生祝い金
多良木町に３年以上居住された父親又は母親が、引き続き３年以上多良木町に居住することを確約し、子どもを
出産した方へ、第１子から届出１件につき１０万円（内５万円は多良木町商工会の商品券）を交付。

子ども対策課 0966-42-1262

熊本県 山江村 こんにちは赤ちゃん祝金
3年以上引き続き村内に居住する保護者に対し、お子さんが誕生された際に出産祝い金を支給。(子ども1人あた
り5万円)

健康福祉課 0966-23-3111

熊本県 山江村 特定不妊治療費助成 お子さんを望むご夫婦で特定不妊治療を受ける場合、年間45万円の助成。 健康福祉課 0966-23-3111

熊本県 苓北町 誕生祝金 出産したときにお祝い金を、第１子１万円、第２子３万円、第３子以降５万円を支給。 福祉保健課 0969-35-1111

大分県 別府市 不妊治療の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担軽減のため、年間10万円を上限に助成。 健康づくり推進課 0977-21-1117

大分県 別府市 妊婦健康診査の一部助成 妊婦健診のうち、国が定める検査項目が無料となる受診票を14回分交付。 健康づくり推進課 0977-21-1117

大分県 日田市 不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている夫婦の負担を軽減し、少子化対策の推進を図る。人工授精、体外受精、顕微授精等の
医療保険適応外の不妊治療費の一部を助成する。

健康保険課 0973-24-3000

大分県 豊後高田市 不妊治療費の助成 お子さんを望むご夫婦の経済的負担の軽減のため､助成制度を実施しています。（年間、上限15万円） ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 妊婦健康診査
妊婦健康診査のうち、国が定める検査項目が無料となる受診券を最大14回分交付します。妊娠全期間を通じて
使用できます。

ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 不妊治療費の助成
宇佐市に１年以上住む夫婦に対し、不妊治療に要する保険適用外医療費の一部を助成します。上限10万円/年
（県事業との併用可）

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 妊婦健康診査費用の助成
母子健康手帳を交付された方に、妊婦健診受診票を交付し妊婦健診（14回）の費用（受診票に記載された検査
項目）を助成します。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 妊婦教室 夫婦で妊娠・出産・育児について学ぶ教室を開催しています。 子育て支援課 0978-32-1111

大分県 姫島村 妊婦健診支援事業 １４回健診以外の健診とみなす負担額の助成 健康推進課 0978-87-2177

大分県 姫島村 出産祝金 村内に居住している人に子どもが生まれたら支給。（第1子→10万円／第2子→20万円／第3子以降→30万円） 住民福祉課 0978-87-2111

大分県 姫島村 妊婦健診交通費助成 村内に居住している妊婦が健診に行くためのフェリーの運賃を助成（付添人を含む） 住民福祉課 0978-87-2111

大分県 日出町 不妊治療費の助成
不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費の一部を助成することで経済的負担を軽減するた
めの制度です。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 出産育児一時金
国保に加入している方が出産をしたときに、申請により支給されます。
妊娠１２週（８５日）以降であれば、死産・流産でも支給されます。

住民課 0977-73-3122

大分県 九重町 出産祝金助成事業
出生届を提出した父又は母に対し、平成27年度については第1子及び第2子30,000円第3子100,000円、平成28
年度以降は一律30,000円を給付。

子育て支援課 0973-76-3828

大分県 九重町 妊婦歯科検診助成事業 妊娠された方に、母子健康手帳交付時に歯科検診を無料で受診できる受診券（産前産後各1回分）を交付。 保健福祉センター 0973-76-3838

大分県 九重町 不妊治療費助成事業
婚姻後1年かつ九重町に1年以上住んでいる夫婦で医療機関から不妊症の診断を受け治療をしている夫婦の人
工授精、体外受精、顕微授精等医療保険適用外の不妊治療費に対して年3回まで助成するもの（限度額10万

保健福祉センター 0973-76-3838

宮崎県 西米良村 出産祝い金
定住の見込みがある者に、出産祝い金を交付する。第一子が5万円、第二子が１０万円、第三子が３０万円、第
四子が４０万円。

むら創生課 0983-36-1111

宮崎県 木城町 出産祝金
町内に居住している世帯で、第２子以降を出産した場合に出産祝金を支給します。第２子：１０万円　第３子以
降：２０万円

まちづくり推進課 0983-32-4727
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宮崎県 川南町 特定不妊治療費助成金 宮崎県が行う特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に対する助成に最大１５万円を上乗せ助成。
町民健康課健康
推進係
（保健センター）

0983-27-8009

宮崎県 川南町 一般不妊治療費等助成金 不妊治療の検査や人工授精など一般不妊治療の費用を年間１０万円まで、最長２年間助成。
町民健康課健康
推進係
（保健センター）

0983-27-8009

宮崎県 椎葉村 すこやか祝金
父母が村内に住所を有し引き続き５年以上居住する場合、第１・２子に対し１０万円、第３子に対し５０万円、第４
子以降に対し１００万円を支給

福祉保健課 0982-68-7510

鹿児島県 曽於市 出産祝金支給事業 第３子以降の出産につき、出産祝金１０万円を支給します。 福祉事務所 0986-72-0936

鹿児島県 霧島市 霧島市特定不妊治療費助成事業
本市に１年以上居住し、前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している特定不妊治療をうけた夫婦
に対して、１年度あたり15万円を限度に、通算5年間助成する制度です。（鹿児島県からの助成あり、重複可）

健康増進課
0995-45-5111
(内線21711・
2172)

鹿児島県 いちき串木野市 未来の宝子育て支援金

本市に引き続き１年以上住所を有する者に助成する。
○出生祝金　　第１子：２万円　第２子：３万円　第３子：１０万円
○誕生日祝金　誕生日ごとに１万円(第３子以降)
○入学祝金　　小学校就学時に５万円(第３子以降)

福祉課 0996-33-5618

鹿児島県 志布志市 志布志市特定不妊治療費助成事業 １回の治療につき、自己負担から県の助成額を控除した額を、１年度当たり２０万円を限度に助成する。 保健課 099-474-1111

鹿児島県 志布志市 出産祝金
少子化対策の一環として、出産した母親に対して、第１子・第２子の出産時に５万円、第３子以降の出産時に10
万円を支給する。

福祉課 099-474-1111

鹿児島県 さつま町 こうのとり支援制度（特定不妊治療費助成制度）
体外受精と顕微授精の不妊治療を受けた夫婦に対し不妊治療助成金を給付する制度で，１年度あたり２０万円
を限度に最大５年間助成します。

健康増進係 0996-53-1111

鹿児島県 大崎町 不妊治療費助成事業
本町に１年以上居住し、夫婦の前年度所得の合計が730万円未満の法律上、結婚している夫婦に年額２０万円
を限度に助成。

保健福祉課 099-476-1111

鹿児島県 南種子町 出産祝金支給事業 南種子町に住所を有する者が、出産した場合に出産祝金として、生まれた子供1人につき10万円を支給。 保健福祉課 0997-26-1111

鹿児島県 屋久島町 すこやかベビー出産祝金 出産をした者が１年以上町内に住所を有するとき、生まれた子供一人に対し3万円を祝い金として支給します。 町民生活課 0997-43-5900

鹿児島県 屋久島町 不妊治療旅費助成事業
屋久島町に住所を有し、鹿児島県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成を受けた夫婦（ただし、夫婦の住
所が異なる場合にあっては、妻が町内に住所を有する場合）を対象に、交通費や宿泊費の一部を助成します。

健康増進課 0997-43-5900

鹿児島県 屋久島町 口永良部島妊婦出産支援費助成
口永良部島に住所を有する者で、かつ、島外で妊婦健診及び出産をする妊婦に対し、交通費や宿泊費、緊急時
の移送費について5万円を助成をします。

総務課 0997-43-5900

鹿児島県 大和村 出産祝い金 第１子＝２０万円、第２子＝３０万円、第３子以降＝５０万円の祝い金があります。 保健福祉課 0997-57-2111

鹿児島県 徳之島町 妊娠・出産に関する旅費助成
鹿児島県の特定不妊治療助成を受けている夫婦、また、ハイリスク妊産婦が島外の医療機関を受診する際の
旅費・宿泊費の助成を行っています。

保健センター 0997-83-3121

▶ 目次へ　　▶ 記事へ戻る　
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要

北海道 芦別市 「人生の節目」祝品贈呈事業（結婚） 結婚したときに、市内で使用できる商品券を贈呈。（結婚1組10万円分の地域限定商品券）
市民福祉部市民
課

0124-22-2111

北海道 千歳市 結婚活動応援事業
結婚が個人の意思に基づくものであることを基本としつつ、独身者・独身者を持つ親等を対象に、家族を持つこ
との意義等結婚を考える方に向けたセミナーを開催。また、独身男女の出会いの場を提供するため、婚活パー
ティーを実施。

市民協働推進課 0123-24-0452

北海道 蘭越町
蘭越町定住促進支援制度
「結婚祝い金」

婚姻届を提出し、夫婦で町の住民登録を行った方へ商品券を交付。ただし、夫婦とも初婚かつ５０歳未満である
こと。①祝い金３万円②後継者祝い金５万円

総務課企画防災
対策室
まちづくり推進係

0136-57-5111

北海道 妹背牛町 結婚生活支援事業
婚姻届を提出し、引き続き夫婦とも町の住民登録をしている方及び住民登録をした方（夫婦とも50歳未満）。１組
５万円（商品券）を交付。

企画振興課 0164-32-2411

北海道 秩父別町 結婚祝金支給事業 町内在住者で夫婦ともに４０歳以下の方に対し、１組２０万円を支給。
企画課企画グルー
プ

0164-33-2111

北海道 北竜町 結婚祝金支給事業
１年以上在住している者が結婚し、定住が見込まれる者１組に対し５万円を支給する（農業後継者・商工業後継
者を除く）

住民課 0164-34-2111

北海道 和寒町 結婚祝金 町内在住のかたの結婚に際し、町から5万円を贈呈。 総務課庶務係 0165-32-2421

北海道 美幌町 ちょっと可愛い新・婚姻届
お二人の記念となるように、婚姻届用紙を通常の茶色からピンク色に変更したものを美幌町産材で作った特製
「しあわせいっぱいフォルダ」に入れてお渡ししています。また、記念撮影のお手伝いもさせていただいていま

環境生活グループ
戸籍年金担当

0152-73-1111

青森県 弘前市
弘前めぐりあいサポーター出愛（であい）創出事
業

結婚を希望する満20歳以上の独身者で、弘前市在住または結婚後弘前市に住む意思のある方を対象に、出会
いの場を創出。

ひろさき未来戦略
研究センター

0172-35-1123

青森県 田子町
結婚祝い金－しあわせ（4+4）のまちづくり－支給
事業

（条件）・戸籍上の婚姻日が平成26年4月1日以降の夫婦
・婚姻日において夫婦のいずれか一方が35歳未満、またいずれも40歳未満である夫婦。
（内容）・夫婦1組あたり　8万円

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

岩手県 一関市 縁結び支援事業
婚活イベントの実施や自分磨きのための講座等の開催、出会いの場の提供、結婚を希望する方への結婚相談
対応や出会いの仲介、これらにより結婚した夫婦へ祝い金10万円を交付します。

まちづくり推進部
いきがいづくり課

0191-26-0820

岩手県 八幡平市 八幡平市出会い支援事業 八幡平市出会い支援事業により結婚し、一定期間八幡平市に居住した者に、成婚祝金50万円を支給。
市民福祉部
地域福祉課

0195-74-2111

岩手県 葛巻町 新婚ライフサポート金交付事業
婚姻届出時に、夫婦ともに45歳未満で町内に住所を有し、ともに居住する意志がある場合に、10万円分の「くず
まき商品券」を交付。

総務企画課 0195-66-2111

宮城県 登米市 結婚活動支援事業
未婚の男女が参加しやすいイベントを実施し、結婚に結びつく男女が出会う機会の創出を図る「出会いイベント」
や自己啓発を図ることを目的とした「自分磨きセミナー」、「結婚相談会」を開催します。

市民活動支援課 0220-22-2173

宮城県 栗原市 市主催の婚活イベント 各種婚活イベントの開催、婚活講演会の開催 成長戦略室 0228-22-1125

宮城県 栗原市 くりはら婚活プランナー認定制度
独身の男女の仲をサポートすることに意欲のある方を、栗原市婚活推進員「くりはら婚活プランナー」として認定
し、その活動を支援する。認定期間は２年間（更新可）。

成長戦略室 0228-22-1125

宮城県 栗原市 婚活促進事業費補助金制度
独身の男女に出会いの場を提供する「婚活イベント」を実施する団体に対し、イベント経費の一部を助成する。１
事業につき対象経費の1/2、上限３０万円。１団体につき、年２回まで交付可。

成長戦略室 0228-22-1125

宮城県 川崎町 婚活支援事業 婚活イベント（年４回程度）や婚活セミナーを開催し、出会いの場を提供したり、相談に応じたりする。 町民生活課 0224-84-2111

宮城県 山元町 婚活支援事業 各種婚活イベントの開催。
保健福祉課
子育て支援班

0223-37-1113

秋田県 秋田県 出会い・結婚支援事業
結婚を希望する独身男女の出会いと結婚を「あきた結婚支援センター」が応援します。県外在住で、秋田で結婚
の意思がある方も入会できます。

企画振興部人口
問題対策課

018-860-1249

秋田県 能代市 出会い創出支援事業 あきた結婚支援センター入会登録料１万円を全額市が負担します。 子育て支援課 0185-89-2946

秋田県 大館市 婚姻支援助成金
あきた結婚支援センターに登録して結婚した28歳以下の夫婦に対し、10万円を助成する。夫婦ともに登録あれ
ば20万円。婚姻後1年以上大館市に居住していること。

総合戦略推進室 0186-43-1541

秋田県 大館市 ブライダル資金利子補給助成金
市内に居住する35歳未満の夫婦がブライダル資金として提携金融機関より借り受けた融資に係る利子に対し、
ほぼ全額を補給（期末残高に利率を乗じた額）

総合戦略推進室 0186-43-1541

秋田県 大館市 あきた結婚支援センター登録料助成金 35歳未満の市民があきた結婚支援センターに登録する際、その登録料1万円全額を市が負担する。 総合戦略推進室 0186-43-1541

秋田県 男鹿市 出会いサポートセンター
結婚を希望する独身男女の結婚支援に取り組む専門員を配置し、結婚や結婚支援に対する相談や定期的な結
婚サポーターなどとの情報交換会を実施し、結婚を希望する独身男女の引き合わせの調整を図ります。

総務企画部
企画政策課

0185-24-9121

秋田県 鹿角市 出会い応援事業 会員登録制のマッチングを支援するあきた結婚支援センターへの入会登録料を全額（１０，０００円）補助します。
政策企画課
政策推進班

0186-30-0205

秋田県 由利本荘市 あきた結婚支援センター入会登録料助成事業 あきた結婚支援センター登録料１万円を助成。
企画調整部地域
振興課

0184-24-6230

秋田県 潟上市 あきた結婚支援センター入会金助成事業 あきた結婚支援センターへの登録料、1万円を助成。 企画政策課 018-853-5302

秋田県 三種町 あきた結婚支援センター入会金助成事業 あきた結婚支援センターへの入会金、1万円を助成。
企画政策課
企画係

0185-85-4817

秋田県 八郎潟町 結婚祝い金交付事業
婚姻届け出後、2ヶ月以内に本町の住民基本台帳に記載され、2年以上居住することを確約した夫婦に10万円
支給。（婚姻届が受理された日現在の年齢が両者ともに45歳未満の者、町税を滞納していない者等。）

町民課 018-875-5805

秋田県 大潟村 異業種交流会事業
農業後継者と村内外の若者との出会いの場を提供する。
交流会開催の他、結婚支援センターの登録料を村が負担。（1人１万円）

農業委員会 0185-45-3654

秋田県 羽後町 うごまち「未来の絆」結婚祝品 町内に住所を有する夫婦が婚姻届を町に提出した場合に５万円相当の祝品を支給。 町民課 0183-62-2111

秋田県 羽後町 あきた結婚支援センター登録料助成 １万円の登録料を全額助成。 企画商工課 0183-62-2111

山形県 鶴岡市 つるおか世話焼き委員会
鶴岡市公認の世話焼き仲人「つるおか婚シェルジュ」が、結婚に向けた個別の世話焼き活動をボランティアで実
施。

企画部地域振興
課

0235-25-2111

山形県 鶴岡市 つるおか婚活支援ネットワーク
地域内の企業や団体等が連携して結婚を考えている独身男女を応援するため、婚活イベント等を開催して出会
いの場を提供。

企画部地域振興
課

0235-25-2111

山形県 南陽市 結婚推進事業
「結婚推進室」を立ち上げ、行政と民間が協力しながら、見合いの実施、婚活イベント・セミナーの開催、結婚に
関する情報を提供。

社会教育課
0238-40-3211
（547）

福島県 西会津町 結婚祝金
町内に定住する意思のある新婚夫婦に対し、祝金10万円もしくは賃貸住宅の家賃６か月分（上限38,000円/月）
を支給。

商工観光課 0241-45-2213

福島県 西会津町 後継者対策事業 若者が交流できるイベントを実施し、町内在住の男性を対象に出会いの場を創出する。結婚活動支援イベント。 商工観光課 0241-45-2213

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
結婚対策祝金支給

夫妻あるいはどちらかが町民で、定住の意思がある方に1組50,000円を支給。
復興政策課
復興政策係

0241-54-5203

茨城県 日立市 出会い応援事業
独身男女の、出会い結婚をまちぐるみで応援する環境を整備するため、ひたち出会い応援協議会を設置。関係
機関等が情報交換、連携し、出会い・結婚応援事業、出会い応援セミナーを開催しています。

0294-22-3111

茨城県 高萩市 ハッピーサポート事業
市内花貫渓谷周辺でバーベキューを行い、市内観光を通じて独身男女の出会いの場を創出する。その他、２回
開催予定。事業開始時期についてはお問い合わせください。

観光商工課 0293-23-7316

茨城県 茨城町 婚活応援推進事業
結婚を希望する男女を応援するため、出会いの場の提供、自己啓発等のセミナーの開催、婚活相談員の配置
を行う。

社会福祉課 029-240-7112

茨城県 城里町 婚活支援事業 婚活情報を提供するインターネットサイトの開設 健康福祉課 029-288-3111

栃木県 矢板市 やいた未来クラブ支援事業 結婚サポーターの団体「矢板未来クラブ」によるイベント開催、婚活支援を行います。
子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

栃木県 益子町 婚活支援「ＩＴナビ」
茨城県（Ibaraki-ken）笠間市と栃木県（Tochigi-ken）益子町など1市3町が県境を越え、結婚を希望する男女へそ
れぞれの段階に合わせた支援や情報提供などを行うために開設された婚活支援サイト

民生部
健康福祉課

0285-72-8865

栃木県 益子町 結婚記念品贈呈事業
婚姻届を提出する方に届書提出時に記念品（益子焼マグカップ）を贈呈。
対象：町住民基本台帳に記録されている方、又は転入届を提出する方

住民課
戸籍住民係

0285-72-8849

群馬県 桐生市 過疎地域定住促進奨励金（出産祝金） 黒保根町内に定住することを宣誓した方に対し出産祝金を交付
黒保根支所
地域振興整備課
産業振興係

0277-96-2113

群馬県 桐生市 過疎地域定住促進奨励金（結婚祝金） 黒保根町内に定住することを宣誓した方に対し結婚祝金を交付
黒保根支所
地域振興整備課
産業振興係

0277-96-2113

群馬県 下仁田町 出会い交流の場づくり事業
町内外在住者を対象に男女の出会いの場を提供するため、実行委員会が企画・開催するイベント（年４回程度）
を開催。

健康課福祉係 0274-64-8803

群馬県 下仁田町 結婚祝金支給制度
夫婦ともに町の住民基本台帳に記載され、結婚後も引き続き町内に在住する意思をもつカップル1組につき5万
円を支給。

健康課福祉係 0274-64-8803

群馬県 中之条町 新婚家庭へのお米プレゼント
婚姻届受理後、引き続き住所を置くか、１月以内に中之条町に住所を移し、１年以上住み続ける予定のものに
60ｋｇ分の米引換券を贈呈。

企画政策課 0279-75-8846

新潟県 十日町市 とおかまちハッピー婚シェルジュ
たくさんの人から新しい出会いを通じて縁を結んでもらうため、市が出会いの場を提供するイベントを開催。また
20歳以上の独身の登録者にメール配信サービスにより市内で開催される出会いの場イベント情報等を提供。

企画政策課 025-757-3693

新潟県 燕市 つばコンdeハッピー∞プロジェクト 結婚を希望する独身男女に出会いの機会を作ることを目的として、男女が楽しく交流できるイベントを実施しま
す

地域振興課 0256-77-8364

新潟県 糸魚川市 パッピー出会い創出事業 独身の男女に出会いの場を提供するイベントなどを実施しています。
環境生活課
市民生活係

025-552-1511

新潟県 糸魚川市 結婚相談所入会支援事業 結婚相談所　株式会社ツヴァイ（全国に56店舗、会員数：約36,000人 ）への入会費用の2/3を助成します。
環境生活課
市民生活係

025-552-1511

新潟県 妙高市 妙高出会いサポート事業 結婚相談、結婚に関する情報発信、地域資源を活用した多彩な出会いの機会を提供。 総務課 0255-74-0001

新潟県 妙高市 スマートフォンアプリによる情報発信 結婚、妊娠、出産、子育て支援スマートフォンアプリ『えむぷら』による情報発信。 こども教育課 0255-74-0039

新潟県 胎内市 たいない婚活プロジェクト
結婚を希望される方に対し出会いと交流や、結婚に対する不安の解消に向けた支援を行うため、『たいない婚
活プロジェクト』の登録者を募集。
市が委嘱したブライダルアドバイザーが、結婚に関する相談や情報提供などを無料で行い、婚活を応援。

総合政策課 0254-43-6111

新潟県 粟島浦村 結婚祝金
粟島浦村に居住し、かつ、住所を有する者で、本村に婚姻届を提出した者、かつ、将来も永住する意志のある者
を対象に、祝金を支給する。

総務課
戸籍係

0254-55-2111

富山県 南砺市 結婚活動支援事業
「婚活倶楽部なんと」を設置して、独身男女への出会いの場の提供や、結婚する力を高める自分磨き講座を実
施する。

市長政策室
南砺で暮らしませ
ん課

0763-23-2037

石川県 石川県 しあわせ発見事業
しあわせアドバイザー「縁結びist」による結婚相談の実施、異性とのコミュニケーション等を指南する「いしかわ
婚活実践大学校」の開催、男女の交流イベントを行う企業等に対し、5万円/件を上限に助成。

少子化対策監室 076-225-1447

石川県 七尾市 結婚相談事業 毎週火曜日、結婚相談を実施。
健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

お問合わせ先

結婚・子育て

　03.結婚
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福井県 あわら市 縁結びサポート
地域の縁結びさんや恋のスペシャリストによる婚活イベントの開催など、「出逢いたい」「結婚したい」思いを全力
で応援。

子育て支援課 0776-73-8021

山梨県 山梨市 結婚相談事業 結婚相談所の設置、婚活イベント・セミナーの開催。
まちづくり政策課
まちづくり担当

0553-22-1111

山梨県 大月市 結婚相談
職場や家庭の事情などにより結婚相手にめぐりあう機会の少ない方を対象に、大月市では結婚相談所を設置し
ています。結婚相手の紹介や相談に応じています。相談所：大月市民会館1階　結婚相談所日時：毎週日曜日
13：00～17：00

総務管理課
法制防災担当

0554-23-8008

山梨県 甲州市 結婚相談事業 結婚相談所の開設、婚活イベントの実施 市民課 0553-32-5037

山梨県 身延町 結婚祝金 身延町に住所を有する方が結婚し、定住する場合に7万円を支給。希望者にはしだれ桜の苗木1本を支給。 政策室 0556-42-4801

山梨県 道志村 結婚祝い金支給 婚姻後も村内に居住する夫婦に20万円祝い金を支給。 総務課 0554-52-2111

長野県 長野市 結婚支援事業
「マリッジマッチング応援事業(結婚セミナー年10回程度）」、「ふれ愛ながの婚活『夢先案内人』制度（研修会年4
回）」その他の効果的かつ効率的な結婚支援事業の企画・実施を通じ、結婚に関する支援を行う。

こども政策課 026-224-6796

長野県 諏訪市 縁結びサポート事業 未婚の男女を対象として、出会いのイベントやセミナーを開催。
まちづくり・
男女共同参画推
進課

0266-52-4141

長野県 大町市 新婚さん応援します！新婚生活応援
平成２６年４月１日以降に結婚した市内に住民登録のある満５０歳未満の夫婦に、市内店舗で利用できる３万円
分の商品券を贈ります。

企画財政課
定住促進係

0261-22-0420

長野県 飯山市 いいやまお見合い本気婚活支援事業
結婚相談所と連携し、飯山市民の独身男女で結婚後も飯山市内に住むことを希望する方には、結婚相談所へ
の入会諸費用へ補助

移住定住推進課 0269-62-3111

長野県 安曇野市 出会いの場の提供、婚活イベント
安曇野市商工会に委託し、通年型のイベントを企画、運営しながら婚活をすすめる。服装、マナーなどの事前セ
ミナーもあり

長寿社会課 0263-71-2253

長野県 飯島町 結婚・定住祝金（結婚祝品）制度
結婚による定住を目指して町主催の出会い・婚活イベントへの参加（登録）者同士が成婚・定住した際に、１組３
万円の祝い金を贈呈（成婚のみは祝い品を贈呈）

定住促進室 0265-86-3111

長野県 天龍村 結婚祝金 国内、外国人との結婚を問わず、1組に対して２万円を支給 総務課 0260-32-2001

長野県 筑北村 結婚祝金 村内に住所を有する方が結婚し、引き続き村内に居住する場合、結婚祝金５万円支給します。 住民福祉課 0263-66-2111

岐阜県 大垣市 かがやき婚活事業
結婚したいと考えている独身男女に素敵な出会いの場を提供し、婚活を応援しています。平成22年度からこれ
までに開催したイベントで、143組のカップルが誕生しています。（平成27年度は6回開催）

かがやきライフ推
進部
市民活動推進課

0584-47-7169

岐阜県 瑞浪市 婚活支援事業 婚活パーティーなどを行う団体などに交付金を交付（上限：10万円） 市民協働課 0572-68-9756

岐阜県 恵那市 ことぶき結婚相談所
結婚したい男女（男性は市内のみ）に、結婚情報の提供やセミナー、カップリングイベント、紹介等を実施。市民
の結婚相談員が運営協議会を設け、毎月の結婚相談や年数回のカップリングパーティー、研修会等を開催

ふるさと活力推進
室

0573-26-2111
（内328）

岐阜県 土岐市 婚活支援事業費補助金
晩婚化・未婚化の対策として、出会いの場の創出、体験イベント等を通じた結婚のきっかけづくりとなる事業につ
いて１０万円を上限として補助金を交付します。

総務部総合政策
課

0572-54-1111

岐阜県 下呂市 結婚相談所（リチェ･ｎｅｔ） 結婚相談窓口、出会いの場を提供するイベントなどを開催します。
福祉部
社会福祉課

0576-52-3936

岐阜県 海津市 結婚祝金
海津市が主催、共催又は後援する婚活事業へ参加した未婚者が、当該催事で出会った者と結婚し、本市に住
民登録した場合に結婚祝金を交付します。

企画財政課 0584-53-1113

岐阜県 揖斐川町 新婚世帯定住奨励金
結婚後も3年以上定住することを前提とした新婚世帯を対象に奨励金を支給。婚姻日において夫婦ともに満50
歳未満で、かつ、婚姻日から1年以内に申請が必要です。奨励金額：新婚世帯1組当たり5万円の地域振興券

企画部
政策広報課

0585-22-2111

静岡県 沼津市 婚姻届提出記念サービス
沼津市役所に婚姻届を提出するカップルを対象に、提出する際の写真を撮影し、記念シートとして贈呈する。ま
た、希望者には協賛施設でスペシャルサービスが受けられる「Vipパスカード」を併せて贈呈する。

市民課 055-934-4720

静岡県 磐田市 結婚相談事業
委託先：磐田市社会福祉協議会
開催：毎月第1日曜日、第2土曜日、第4日曜日午前9時～午前11時30分
　　　  毎月第3水曜日午後6時～午後8時30分

磐田市社会福祉
協議会

0538-37-9617

静岡県 湖西市 婚活支援 市内企業の単身者の出会いの場を提供し、定住を促進する。 商工観光課 053-576-1215

静岡県 川根本町 結婚祝い金
町内在住で結婚された方に祝金を支給。
・結婚祝金１組50,000円

企画課まちづくり
室

0547-56-2221

愛知県 設楽町 婚姻奨励 婚姻または婚姻後６カ月以内に転入した方に３万円の報奨金を支給 企画ダム対策課 0536-62-0514

滋賀県 日野町 婚活プロジェクト「クラブキュピドン」
結婚を希望する独身男女に対して、出会い・交流の場を提供するため、会員登録制によるイベントやセミナーを
開催しています。

企画振興課 0748-52-6552

兵庫県 南あわじ市 ハッピーマジックの会
出会いの場が少ない若者に、イベントの開催など交流の場を提供。２０～６０歳未満の独身の方で、男性は淡路
島在住、在勤または出身者、女性は住所要件なし。

ふるさと創生課 0799-43-5205

奈良県 宇陀市 結婚支援事業
結婚を望む独身の男女に対し、新たな出会いや結婚の機会の創出を支援することにより、未婚化、晩婚化への
対策を図るとともに、地域全体で結婚を支援する機運醸成を図る。市内の団体が開催する出会いイベントに参
加した者同士が成婚し、市に定住した場合夫婦一組に対し、結婚祝い金５万円を支給。

企画財政部
まちづくり支援課

0745-82-3910

奈良県 吉野町 吉野町オリジナル「吉野ピンクル婚姻届」 ご当地婚姻届を提出された方には粗品をプレゼント 文化観光交流課

和歌山県 橋本市 結婚・ご成婚応援補助金 夫婦のいずれもが橋本市婚活支援事業に参加し、当該事業を通じて交際し婚姻した夫婦に最大20万円を交 企画経営室 0736-33-1576

和歌山県 かつらぎ町 若者交流促進事業 結婚を希望する独身の男女に、出会いや交流の機会を提供するため、婚活イベントを開催します。 企画公室 0736-22-0300

和歌山県 串本町 結婚祝い金制度
婚姻届を提出した夫婦に対し、1組につき5万円を支給する。町民かつ結婚後も町内に居住すること、滞納がな
いこと等が条件。

企画課 0735-62-0556

鳥取県 鳥取県
とっとり婚活応援プロジェクト事業（婚活イベント
情メール配信事業）

独身の方にパソコンなどで登録いただき、「とっとり婚活サポーター（応援企業、団体）」が実施する「出会いの
場」イベントの情報を発信します。平成２６年度イベント１８７回実施 ３１２組カップル成立（主催者報告）

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7573

島根県 出雲市 縁結びプロジェクト推進事業
未婚化、晩婚化への対策として、地域の団体等と連携を図りながら、独身男女への婚活支援策に取り組む。
内容は、婚活支援セミナーの開催、結婚相談開催支援、支援者養成セミナーの開催など

縁結び定住課 0853-21-6629

島根県 出雲市 縁結びプロジェクト推進事業
未婚化、晩婚化への対策として、地域の団体等と連携を図りながら、独身男女への婚活支援策に取り組む。
内容は、婚活支援セミナー、結婚相談、支援者養成セミナーの開催など

縁結び定住課 0853-21-6629

島根県 益田市 婚活応援事業
縁結びボランティア「島根はっぴぃこーでぃねーたー」や商工会議所等の市内各種団体と連携し、独身男女の出
会いを応援します。

福祉環境部子育
て支援課

0856-31-0243

岡山県 笠岡市 新婚世帯家賃助成金交付事業
笠岡市内の賃貸住宅に住み平成26年4月1日以降に婚姻した世帯に対し、婚姻日より1年以内の申請者に家賃
助成として月額1万円を上限に最大24カ月分、笠岡市内共通商品券で助成します。

定住促進
　センター

0865-69-2377

広島県 神石高原町 ブライダルセンター 結婚相談所によるカウンセリング，婚活イベントの開催等，出会いの場を提供します。
神石高原町
まちづくり推進課

0847-89-3332

広島県 神石高原町 新婚定住祝い金支給事業 新婚の夫婦にこうげん通貨3万円相当額を支給します。
神石高原町
まちづくり推進課

0847-89-3332

香川県 さぬき市 結婚定住奨励事業
婚姻日がＨ２５．４．１～Ｈ２８．３．３１までにあって、年齢や住所など５つの要件を全て満たした夫婦に対し、さぬ
き市共通商品券１０万円分を交付。

総務部政策課 087-894-1112

香川県 琴平町 新婚さんいらっしゃい事業
婚姻届を提出してから１年以内の40歳未満の夫婦が町内の民間賃貸住宅へ居住した場合、月額１万円を最大
２年間補助。

住民サービス課 0877-75-6704

香川県 まんのう町 婚活支援事業
少子化の進行を踏まえ、町内において結婚のための出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対し、１
事業１０万円を上限に補助金を交付する。

企画政策課 0877-73-0106

高知県 高知県 「高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナー」
結婚から妊娠・出産、子育てまで、制度ごとにそれぞれ窓口が分かれていて、どこに聞けばよいか分からない悩
みなどについて、ワンストップで皆さまのご相談をお聞きして、最適な支援制度や専門機関などを紹介します。

地域福祉部少子
対策課

088-821-8080

高知県 高知県 「高知で恋しよ!!応援サイト」
結婚支援事業の紹介や、独身者のスキルアップ講座などのイベント情報のメルマガ配信を行うとともに、結婚を
希望する独身男女の方がご自分でユーザー登録を行い、参加したい婚活イベントを選んで申込できます。

地域福祉部少子
対策課

088-823-9717

福岡県 柳川市 結婚サポートセンター事業

独身男女に出会いの場を提供することを目的に設置した会員登録制のセンター。柳川市、大牟田市、みやま市
の3市で共同運営しており、男性は3市に居住又は勤務する方、女性は全国どちらからでも登録可能。休所日
（火・水）以外の日の正午から19時までアドバイザーが常駐し結婚相談を実施中。登録料として3,000円（2年間
有効）。

大牟田・柳川・み
やま
結婚サポートセン
ター

0944-76-5050

福岡県 八女市 結婚記念品贈呈
結婚した夫婦に結婚記念品を差し上げます。記念品の内容：急須と夫婦湯飲みのセット
※記念品の内容は変わることがあります。

地域づくり・文化振
興課

0943‐24‐8162

福岡県 八女市 八女・筑後結婚サポートセンター 結婚を希望する方の結婚相談・出会い・お見合い・各種パーティーを通して素敵な出逢いを提供いたします。
地域づくり・文化振
興課

0943‐24‐8162

福岡県 筑後市 八女・筑後結婚サポートセンター事業
筑後市・八女市・広川町に住む独身男女を対象とした出会い・お見合いパーティーやツアー、各種講座や教室の
ほか、結婚相談などを実施します。

企画財政課 0942-53-4245

福岡県 筑後市 婚姻届の価値創出事業 新たな生活を始める夫婦に対し婚姻を祝い、「恋のくに婚姻メモリアルカード」を贈呈します。 市民課 0942-53-4112

福岡県 筑後市 結婚祝い品贈呈事業 結婚届提出後、筑後市へ住むカップルを対象に急須と新茶を贈呈します。（150組限定） 農政課 0942-65-7025

福岡県 みやこ町 みやこ町定住促進結婚祝金
平成24年4月1日以降に結婚し、その後1年以上みやこ町に住んでいる夫婦が、交付要件を満たしている場合は
結婚祝金10万円を交付。

総合政策課 0930-32-2511

佐賀県 多久市 多久市新婚世帯家賃等補助事業
過去1年間に婚姻届出をしている夫婦のいずれも40歳未満の新婚世帯が、民間賃貸住宅に入居した場合、家
賃補助金を交付します。また、居住するために住宅のリフォームを行った場合、増改築等補助金を交付します。

総合政策課 0952-75-2116

佐賀県 嬉野市 結婚支援推進事業
独身男女の出逢いとカップル成立を目的とした日帰りバスツアーを開催。また、男性向けコミュニケーション能力
アップ講座を年７回開催。さらに、男性女性合同婚活セミナー＆交流イベントも開催。

市民協働推進課 0954-66-9115

長崎県 雲仙市 婚活講座開催事業
結婚の意志があるにもかかわらず、成婚に至らない未婚の男女に対し、結婚に対する意識改善や、異性とコミュ
ニケーションをとるうえでのマナーなど婚活に必要なスキルを養成するための講座を開催。

政策企画課 0957-38-3111

熊本県 南関町 結婚報奨金
婚姻日から引き続き３年以上定住または婚姻日から1年以内に南関町に転入し、引き続き3年以上定住する50
歳未満の夫婦5万円

まちづくり課 0968-57-8501

熊本県 和水町 新婚さん定住促進奨励金制度
平成28年3月31日までの間に結婚し、かつ、本町に定住の意思がある夫婦で、婚姻届を受理した日において、
いずれか一方が35歳未満又はいずれも40歳未満である夫婦に対し、お祝い金として15万円を交付します。

まちづくり推進課 0968-86-5721

熊本県 苓北町 結婚祝金 町内に住所がある方が結婚したときにお祝い金を、１組１０万円（※１年後に）支給。 福祉保健課 0969-35-1111

大分県 中津市 中津市出会いの場づくり事業
中津市が委託して、中津市に居住もしくは勤務する男性に、出会いの場を提供するため、中津市周辺の女性を
対象に婚活パーティーを開催しています。

まちづくり政策課 0979-22-1111

大分県 豊後高田市 新婚さん応援事業
婚姻届提出後､市内に２年以上居住する夫婦の双方又は一方が50歳未満の新婚さんに対し、新婚生活応援金
を交付します。（1組10万円）

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 婚活応援事業
独身者向けのパーティーの開催や縁結びお世話人（仲人）の養成など、結婚の機運を醸成するとともに、出会い
の場づくりをしています。

地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 ご当地婚姻届＆出生届 結婚・出生の記念に豊後高田市オリジナルの婚姻・出生届けを準備中です。 地域活力創造課 0978-22-3100

大分県 姫島村 結婚祝い金
①婚姻の届出をした夫婦が共に村内に定住する者②夫婦が共に村内の場合３万円、配偶者が村外者の場合６
万円支給する

企画振興課 0978-87-2111

大分県 日出町 出会い応援事業 結婚を希望する独身男女に対して出会い・結婚の機会を提供するため、出会いイベントの開催 政策推進課 0977-73-3116

大分県 九重町 お見合いサービス助成事業
おおいた出会い応援センターが行う「お見合いサービス」を活用するために、同センターの入会金・登録更新料・
お見合い実施費用の2分の1を助成。

企画調整課 0973-76-3807

大分県 九重町 結婚祝金助成事業 定住する方で婚姻届を提出した50歳未満の夫婦に対して50,000円を給付。 住民課 0973-76-3802

宮崎県 日向市 婚活サポート事業補助金
独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与す
ることを目的に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体上限15万円

総合政策課 0982-56-1630

宮崎県 西米良村 結婚報奨金 婚姻し、村内に引き続き居住する者に、祝い金として一組５０万円を交付する。 むら創生課 0983-36-1111
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宮崎県 川南町 新婚家庭家賃助成事業
平成２５年４月１日以降に御結婚、民間賃貸住宅で生活をスタートされた方に、３年間の家賃の助成を行いま
す。助成月額は、家賃と４万円の差額（千円未満切り捨て、上限５千円）

まちづくり課 0983-27-8002

宮崎県 椎葉村 結婚祝い金 本村で婚姻後、定住する場合に１組あたり２５万円の祝い金を贈呈 農業委員会 0982-67-3206

鹿児島県 指宿市 農業後継者対策事業 農業後継者で結婚する方に祝金（５万円）を贈ります。
農業委員会事務
局

0993-22-2111
（内線722）

鹿児島県 指宿市 漁業就業者結婚祝金 漁業就業者及び新規就漁者で，結婚する40歳以下の方に祝金（５万円）を贈ります。
産業振興部
商工水産課

0993-22-2111
（内線311）

鹿児島県 南さつま市
花婿・花嫁きもいりどん事業
（婚活応援事業）

きもいりどん（婚活をサポートしてくれる人）が婚活サポートをします。　　①登録者のお引合せの場をつくるなど
具体的な成婚へのサポート　②婚活にあたり自信を持ってもらうために自分磨きのセミナー等を開催　③独自の
イベント（年３回）を実施　④成婚され、市内に住む方に「新婚生活応援資金」を差し上げます。

子ども未来課 0993-53-2111

鹿児島県 南種子町 結婚祝金支給事業 婚姻後、南種子町に居住する者に対し、20万円を支給。 観光課 0997-26-1111

▶ 目次へ　　　▶ 記事へ戻る
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都道府県名 市町村名 事業名 事業概要

北海道 旭川市 子ども医療費助成費
小学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。所得制限あり。
※初診時のみ自己負担額発生。

子育て支援部
子育て支援課

0166-25-6446

北海道 旭川市 ひとり親家庭等医療費助成費
ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳。手続きが必要）までの子、およびその親の入院・通院にか
かる健康保険適用の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ）。所得制限あり。

子育て支援部
子育て支援課

0166-25-6446

北海道 室蘭市 医療費助成
乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者等の方が診療を受けたときの、保険診療の自己負担額から一部負担
額を除いた額を助成

保険年金課 0143-25-3026

北海道 北見市 乳幼児等医療費助成
医療機関等にかかった時の医療費のうち、就学前までの乳幼児は入院・訪問看護・通院、小学校就学児は入
院・訪問看護を対象に自己負担額の一部を助成。

保健福祉部
国保医療課

0157-25-1130

北海道 網走市 子どもの医療費助成 小学校入学前までの医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。
子育て支援課こど
も家庭係

0152-44-6111
(内線231)

北海道 網走市 子どもの医療費助成 中学校卒業前までの入院・指定訪問看護利用に係る医療費が無料または1割負担（所得制限あり）。
子育て支援課こど
も家庭係

0152-44-6111
(内線231)

北海道 留萌市 乳幼児医療費助成事業 就学前乳幼児の医療費及び小学生の医療費（入院のみ）の一部を助成します（所得制限あり）。
市民健康部
市民課

0164-42-1805

北海道 留萌市 ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭の18歳（扶養されている場合は20歳の誕生月）までの子どもの医療費及び親の医療費（入院のみ）
の一部を助成します（所得制限あり）。

市民健康部
市民課

0164-42-1805

北海道 留萌市
旅立ち応援のためのインフルエンザワクチン接
種支援事業

卒業や進学、就職のための試験などを迎える子どもたちがインフルエンザにかからないよう、インフルエンザワ
クチンの接種支援を行います。

市民健康部
保健医療課

0164-49-6050

北海道 苫小牧市 乳幼児等医療費助成
義務教育就学（小学校入学）前までの子どもの医療費を助成しています。
また、小学生の入院に係る医療費も助成しています。

健康こども部
こども支援課

0144-32-6416

北海道 苫小牧市 ひとり親家庭等医療費助成制度 母子及び父子家庭等の児童とその親に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
健康こども部
こども支援課

0144-32-6416

北海道 美唄市 乳幼児等医療費助成事業
安心して子育てができるよう、小学校就学前までの乳幼児の医療費を全額助成。また、小学生の入院医療費の
一部を助成。

市民部市民課
保険年金グループ

0126-62-3144

北海道 赤平市 小児インフルエンザ等予防接種助成事業
小児インフルエンザ等の予防接種の助成を行なう。小児インフルエンザ予防接種については中学生以下を対象
に1回の接種につき1,000円助成している。

健康づくり推進係 0125-32-5665

北海道 赤平市 子ども医療費助成事業 市内に住所のある中学生以下の子どもの保険適用となる医療費を全額助成する。
子ども未来・医療
給付係

0125-32-2216

北海道 紋別市 子どもの医療費助成制度 中学生以下の医療費（保険適用分のみ、入通院・歯科・調剤も含む）助成
市民生活部市民
課

0158-24-2411
（内：321・467）

北海道 士別市 乳幼児等医療費給付事業 小学生以下の入院、通院医療費無料。中学生の入院医療費無料。 市民部市民課 0165-23-3121

北海道 名寄市 乳幼児等医療費助成 0歳～小学生の通院・入院（小学生は入院のみ）の医療費自己負担分が無料。
健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 名寄市 ひとり親家庭医療制度
3歳未満児及び住民税非課税世帯は、医療機関で初診時一部負担金のみを支払い、残額を助成。これ以外の
方は医療費の1割を自己負担、残額を助成。ただし未就学児童、小学生は全額助成（小学生は入院のみ）。

健康福祉部こども
未来課

01654-3-2111

北海道 滝川市 乳幼児等医療費助成制度 未就学児は医療費無料、小学生は入院医療費一部助成。（所得制限あり） 保健医療課 0125-28-8018

北海道 砂川市 未就学児医療費助成事業未 未就学児の医療費無料（通院、入院） 市民生活課保険
係

0125-54-2121

北海道 深川市 子ども医療給付事業 中学生以下は入院の医療費（保険診療分）が無料（所得制限あり） 市民課 0164-26-2133

北海道 富良野市 ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる健康保険適
用の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ。所得制限あり）。

保健医療課
医療国保係

0167-39-2310

北海道 登別市 乳幼児等医療費助成制度
未就学児童までの保健診療分の指定訪問看護・入院費、通院費の助成（所得制限有り）
小学生は指定訪問看護・入院費の助成（所得制限有り）

保健福祉部
年金・長寿医療グ
ループ

0143-85-2137

北海道 登別市 ひとり親家庭等医療費助成制度
親の入院・指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）
児童の入院、通院、指定訪問看護の費用を助成（所得制限有り）

保健福祉部
年金・長寿医療グ
ループ

0143-85-2137

北海道 恵庭市 子ども医療費助成制度
0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の自己負担額の一部を助成。
ただし、小・中学生については入院時のみ。(保護者の所得制限あり。)

保健福祉部
国保医療課医療
助成担当

0123-33-3131
内線1166

北海道 北広島市 子ども医療費助成事業
就学前：自己負担は初診時一部負担金のみ。市内医療機関受診は無料。
小中学生（中学生は入院のみ対象）：自己負担は市民税課税世帯は総医療費の1割、市民税非課税世帯は初
診時一部負担金のみ（各所得制限有）

保険年金課 011-372-3311

北海道 当別町 乳幼児医療助成制度
乳幼児医療助成（３歳未満）通院初診時一部負担。３歳～小学校就学前まで医療費の1割自己負担。小学生は
入院と指定訪問看護自己負担1割。

福祉部子育て推
進課

0133-23-3024

北海道 松前町 子ども医療費助成
松前町に住所のある0歳から15歳までの児童と18歳までの高校生（扶養されている町外の高校生を含む）に対
し、町が医療費の自己負担額を助成します。

福祉課 0139-42-2275

北海道 島牧村 乳幼児等医療費助成 小学生までの子どもに対する医療費助成（小学生は入院のみ初診時一部負担金自己負担）所得制限なし 住民課保険係 0136-75-6213

北海道 島牧村 インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業 村診療所で実施したものに限り、インフルエンザ予防接種が中学生まで無料 福祉課保健指導
係

0136-75-6001

北海道 島牧村 乳幼児等医療費助成 小学生までの子どもに対する医療費助成（小学生は入院のみ初診時一部負担金自己負担）所得制限なし 住民課保険係 0136-75-6213

北海道 島牧村 インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業 村診療所で実施したものに限り、インフルエンザ予防接種が中学生まで無料 福祉課保健指導
係

0136-75-6001

北海道 蘭越町 医療費の助成制度 高校生まで医療費が無料
住民福祉課医療
給付係

0136-57-5111

北海道 ニセコ町 子どもの医療費助成 中学生まで医療費が無料（健康保険適用の範囲内）
保健福祉課保健
医療係

0136-44-2121

北海道 ニセコ町 子どもの医療費助成 予防接種（一部有料）、乳幼児検診及び歯科検診の実施
保健福祉課健康
づくり係

0136-44-2121

北海道 留寿都村 インフルエンザ予防接種費用助成事業
子育て支援の一環として、就学前の幼児が予防のために接種したインフルエンザ予防接種費用の一部の扶助
を行う。

保健医療課 0136-46-3131

北海道 留寿都村 準定期予防接種事業
任意の予防接種のうち、おたふくかぜ、ロタウイルス、B型肺炎　の３種類を、準定期予防接種事業として保護者
からの希望に応無料で実施する。

保健医療課 0136-46-3131

北海道 岩内町 岩内町妊婦健康診査通院交通費助成事業 妊婦さんに対し、１妊婦期間中の交通費を１４回分まで助成（１回につき3,500円を上限）。
保健福祉課
健康推進担当

0135-67-7086

北海道 岩内町 医療費助成制度
乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害等の方が診療を受けたときの保険診療の自己負担額から一部負担額を
除いた額を助成。※所得制限有り

保健福祉課
介護保険担当

0135-67-7084

北海道 仁木町 成人風しんワクチン接種費用の助成 20歳～50歳未満の方で抗体価が低い方に限り予防接種半額補助 ほけん課 0135-32-2514

北海道 仁木町 乳幼児医療費の助成 就学前の乳幼児の乳通院及び小学生の入院にかかる医療費一部負担金の保険適用分金額助成 ほけん課 0135-32-2514

北海道 仁木町 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成 満65歳以上の方のうち、予防接種法に基づく定期対象者以外の方に対し、費用の半額又は全額補助 ほけん課 0135-32-2514

北海道 仁木町 インフルエンザワクチン接種費用の助成 満1～64歳の方に、インフルエンザ予防接種費用の一部又は全額補助 ほけん課 0135-32-2514

北海道 南幌町 児童生徒等医療費助成事業 18歳までの児童生徒の保健医療費（入院・通院）の自己負担額の２割を助成（自己負担1割、所得制限あり）
住民課
医療介護グループ

011-378-2121

北海道 由仁町 由仁っ子医療助成制度 中学校卒業までお子さんの医療費が無料（※所得制限があります）
保健福祉課
保健児童担当

0123-83-4750

北海道 由仁町 ワクチン接種助成制度 ワクチン接種（ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん、水ぼうそう、おたふく）費用の全額助成
保健福祉課
保健児童担当

0123-83-4750

北海道 長沼町 乳幼児等医療費助成制度 中学生まで医療費（町内外・入通院を問わず、保険診療の自己負担）を全額助成。
税務住民課
国保・年金係

0123-88-2111

北海道 栗山町 乳幼児等医療費助成制度
乳児から高校卒業までのお子さんが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額についての「全
額」又は「一部」を助成します。

住民生活課
住民・国保グルー
プ

0123-73-7508

北海道 浦臼町 乳幼児、児童及び生徒等医療費助成 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療費を助成 。
くらし応援課住民
係

0125-68-2112

北海道 厚真町
小･中学生の通院と中学生の入院について、医
療費自己負担額を｢子育て支援厚真町金券｣に
交換

医療費自己負担額は、町民税非課税または世帯合計所得240万円以下の場合 初診時の一部負担金を控除し
た額を還元。帯合計所得240万円を超える場合 一割負担(上限:通院12,000円、入院44,400円)を控除した額を還
元。

町民福祉課
子育て支援グルー
プ

0145-26-7872

北海道 妹背牛町 子どもの医療費無料化 ０歳～中学３年生までの子どもの医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成。 企画振興課 0164-32-2411

北海道 秩父別町 乳幼児等医療費助成事業 高校３年生までの医療費（保険診療分の自己負担額)にかかる費用を全額助成。
住民課住民福祉
グループ

0164-33-2111

北海道 北竜町 乳幼児等医療費助成事業 乳幼児、小学生、中学生の入院、通院に係る一部負担金を全額助成する 住民課 0164-34-2111

北海道 北竜町 任意予防接種助成
インフルエンザ予防接種：高校生以下無料
水痘予防接種、おたふくかぜ予防接種、妊娠を希望する夫婦等の風疹予防接種の無料化

住民課 0164-34-2111

北海道 沼田町 乳幼児等医療費の助成 中学生までの医療費無料 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 歯科検診・フッ素塗布 乳幼児（9-10カ月検診～小学校就学前までの虫歯予防としてフッ素塗布を無料で実施） 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 子どもの医療費助成 各種予防接種全額助成（定期接種） 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 乳幼児健康診査精密検査助成
生後3ヶ月から4歳までに受ける各乳幼児健康診査において、精密検査が必要となった場合に、その検査に要す
る費用を全額助成

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 乳幼児歯科検診・フッ素塗布助成 乳幼児（生後9ヶ月～就学前児童）の虫歯予防のために、年2回の歯科検診とフッ素塗布の無料受診券を交付。 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 各種ワクチン接種費助成
ヒブ、小児用肺炎球菌、インフルエンザ、BCG、4種混合、麻しん、水疱瘡、風疹のワクチン接種に要する費用を
全額助成

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 乳幼児等医療費助成
乳幼児にかかる医療費（入院・通院）を申請により全額助成
対象者：乳幼児及び小学1年生～6年生

保健福祉課 0164-35-2120

北海道 沼田町 中学生医療費助成 中学生にかかる医療費（入院・通院）を申請により全額助成 保健福祉課 0164-35-2120

北海道 上川町 子ども医療費助成制度
上川町に住所を有する世帯の中学生までの子どもが対象（所得の制限なし） 医療保険の対象となる医療費の
自己負担分が助成対象。ただし、入院時の食事代、薬の容器代、健康診断の費用は助成の対象外です。

保健福祉課 01658-2-4053

北海道 占冠村 子育て支援医療費助成制度 ０歳から高校３年生までの子供の医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成（所得制限なし）。 保健福祉課 0167-56-2122

北海道 占冠村 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の18歳（住民税が非課税の場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる医療費
（保険診療分の自己負担分）を助成（親は入院のみ。所得制限なし）。

保健福祉課 0167-56-2122

北海道 占冠村 重度心身障がい者医療費助成事業
身体障害者手帳１・２級及び３級に該当する方、療育手帳Ａ判定の方、又は重度の知的障がいと判定された方、
精神障害者保健福祉手帳１級の方の医療費（保険診療分の自己負担分）を全額助成。

保健福祉課 0167-56-2122

お問合わせ先

結婚・子育て
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北海道 剣淵町 子ども医療費助成 乳幼児、中学校卒業までの児童の医療費（保険適用内）を全額助成（所得制限なし） 住民課
0165-34-2121
(内線 412)

北海道 音威子府村
音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条
例

中学生までの医療費が無料
住民課保健福祉
室

01656-9-3050

北海道 幌加内町 子育て支援事業（子供医療費助成） 満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童の医療費無料（町内の医療機関） 住民課 0165-35-2124

北海道 増毛町 子ども医療費助成事業

◯対象者:3歳児～中学生
平成２７年４月１日以降に受診した病院や診療所、歯科の保険対象の医療費（初診の場合、初診時負担金　医
科：580円・歯科：510円控除後の額)と処方薬剤費が対象とな ります。予防接種などの保険適用外の費用は対
象となりません。

福祉厚生課
保健指導係

0164-53-3111

北海道 増毛町 フッ化物洗口事業
○対象者:幼稚園・保育所の4・5歳児
虫歯予防のフッ化物によるブクブクうがいを週５日行います。保護者の希望調査に基づいて実施しています。

福祉厚生課
保健指導係

0164-53-3111

北海道 中頓別町 子ども医療費助成 18歳以下（就業者除く）の医療費の本人負担額を助成 保健福祉課 01634-6-1995

北海道 美幌町 乳幼児等医療費助成制度 医療費を一定の条件に基づいて助成する制度があります。
保健福祉グループ
民生担当

0152-73-1111

北海道 清里町 乳幼児等医療費助成事業 生まれてから中学生修了までにかかる医療費の自己負担額を全額助成。
町民課
町民生活グループ

0152-25-3577

北海道 佐呂間町 さろま子育て応援医療費助成事業 中学生までの医療費の保険診療分を全額助成します。（所得制限なし）
保健福祉課
医療保険係

01587-2-1212

北海道 遠軽町 乳幼児医療助成制度
町内の乳幼児と小中学生を対に、保険診療による医療費自己負担分の一部を助成（子どもの年齢や所得に応
じて助成額変更あり）。

民生部住民生活
課

0158-42-4812

北海道 西興部村 子ども医療費無料化事業 １８歳までの子どもを持つ村内の家庭に対し、その子どもの医療費を世帯の所得に関わらず全額助成する。 住民課 0158-87-2111

北海道 雄武町 子ども医療費助成 高校卒業年度までの子どもを対象とした、医療費を助成します。 保健福祉課 0158-84-2121

北海道 壮瞥町 子どもの医療費助成制度
町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生（15歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども）の入院・通院
に係る保険適用の医療費全額を助成

住民福祉課 0142-66-2121

北海道 洞爺湖町 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の１８歳（扶養されている場合は２０歳）までの子、およびその親の入院・通院等にかかる健康保
険適用の医療費自己負担額を助成。（親は入院・訪問看護のみ対象。所得制限あり。）

総務部住民課 0142-74-3002

北海道 洞爺湖町 子どもインフルエンザワクチン接種助成事業
町内に居住する子ども（中学生まで）を対象に、インフルエンザワクチン予防接種の無料化を行い、子育て世代
への支援とインフルエンザの罹患及び重症化を予防する。

健康福祉センター 0142-76-4006

北海道 洞爺湖町 乳幼児等医療費助成制度
０歳から中学生までの子どもの入院・通院等にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。（平成２７年７
月までは、小学生は入院・訪問看護のみ対象。所得制限あり。）

総務部住民課 0142-74-3002

北海道 浦河町 子育て家庭医療支援事業 ０歳から中学生までの子どもに係る自己負担分医療費の全額を地域商品券で助成（千円単位） 保険医療課 0146-26-9002

北海道 えりも町 乳幼児等医療費助成事業 乳幼児、重度心身障がい者、ひとり親家庭の医療費の一部を助成。 保健福祉課 01466-2-4622

北海道 えりも町 子育て世帯医療費支援事業 ０歳から中学生の子どもがいる保護者に負担した医療費の一部相当額を地域商品券で還元する。 保健福祉課 01466-2-4622

北海道 えりも町 風しん予防接種費用助成事業
生まれてくる赤ちゃんを「先天性風しん症候群」から守るため、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの
接種費用を１人（妊娠を希望する既婚女性・妊婦の夫及び同居家族）につき１回全額助成。

保健福祉課 01466-2-4622

北海道 新ひだか町 子ども医療費助成事業（健康づくり商品券）
子どもが15歳到達後の最初の3/31までの保険診療分自己負担額(他助成適用後)を、健康づくり商品券(1枚500
円)でお返しする。月ごとに集計、兄弟合算なし。500円未満の端数がある場合は切り捨て。
※平成27年8月診療分から開始。

住民福祉部福祉
課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 乳幼児等医療費助成制度
子供が６歳到達後の最初の３/３１まで通院・入院医療費の一部助成（所得制限あり）子供が１２歳到達後の最
初の３/３１まで入院医療費の一部助成（所得制限あり）

住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 重度心身障がい者療費助成制度
身体障害者手帳１・２級及び３級の内部障がいの方、療育手帳Ａ判定の方、又は重度の知的障がいと判定、又
は診断された方の通院入院、精神障害者保健福祉手帳１級の方の通院医療費の一部助成。

住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 ひとり親家庭等療費助成制度
母子及び父子家庭等で１８歳までの児童と親、配偶者が重度の障害者である世帯の１８歳までの児童と親への
通院入院医療費の一部助成。（※親は入院のみ）※１８歳以上２０歳未満での特例もあり。

住民福祉部
福祉課

0146-43-2111

北海道 新ひだか町 新ひだか町健康づくり商品券発行事業
予防接種料や住民健診料の、個人が支払った金額を「健康づくり商品券（１枚５００円）」でお返しする。対象項目
それぞれの金額に、５００円未満の端数がある場合は切り捨て。

経済部
商工労働観光課

0146-43-2111

北海道 上士幌町 子どもの医療費助成 高校生まで医療費が無料（所得制限なし） 保健福祉課
01564-2-2111
(内144)

北海道 鹿追町 乳幼児等医療費の助成 乳幼児及び中学校修了前のお子さんの医療費を助成。所得制限なし。 福祉課 0156-66-1311

北海道 広尾町 乳幼児及び児童医療費助成事業 中学生まで、医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療分の自己負担分を助成（医療費無料）。 住民課国保係 01558-2-0171

北海道 幕別町 子ども医療費助成制度
中学校就学前までの子どもに対して通院および入院における医療費（入院時の食事療養標準負担額を除く保険
対象医療費すべて）を助成。

民生部町民課 0155-54-6602

北海道 幕別町 予防接種助成制度
予防接種法に基づき、一類疾病(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん・風しん、破傷風、結核、
ヒブ感染症、小児肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘)のワクチンを無料接種。

民生部保健課 0155-54-3811

北海道 幕別町 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等（母子家庭・父子家庭・その他）にかかる医療費（保険診療の範囲内）の一部を助成。 民生部町民課 0155-54-6602

北海道 池田町 任意予防接種費用助成事業
インフルエンザ（対象：高校３年生に相当する年齢以下及び妊婦、助成額：1回1,080円以内の実費）、おたふく
（対象：中学３年生まで、助成額：１回5,400円以内の実費）

池田町保健福祉
課

015-572-2100

北海道 池田町 乳幼児等医療費助成制度 就学前までの児童の医療費を全額助成。（保険外診療分は対象外） 町民課保険係 015-572-3114

北海道 池田町 子ども医療費助成制度 小中学生の医療費を全額助成。（保険外診療分は対象外） 町民課保険係 015-572-3114

北海道 池田町 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の１８歳（扶養されている場合は２０歳）までの子及びその親の医療費の一部助成または全額助
成。（親は入院のみ。所得制限あり。保険外診療分は対象外。）

町民課保険係 015-572-3114

北海道 池田町 重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳１・２級以上及び３級（内部疾患の方）または療育手帳Ａ・Ｂ（一部）をお持ちの方の医療費の一
部助成または全額助成。（所得制限あり。保険外診療分は対象外。）

町民課保険係 015-572-3114

北海道 本別町  子どもの医療費助成 中学生まで医療費を一部または全額助成（所得制限あり） 住民課 0156-22-8128

北海道 足寄町 乳幼児及び児童医療費助成制度
未就学児童：医療費全額無料（所得制限あり）
小中学生：住民税非課税世帯は医療費全額無料、課税世帯は医療費自己負担3割を1割に低減（所得制限あ

住民課住民室保
険担当

0156-25-2141
内線215

北海道 陸別町 子どもの医療費助成
町内に住所を有する中学３年生までの子どもの医療費無料
 ※保護者の所得制限はありません

町民課 0156-27-2141

北海道 浦幌町 医療費助成
中学校3年生(満15歳に達する日以後、最初の3月31日)まで、医療費（通院・入院・調剤・指定訪問看護）を全額
助成。

保健福祉課 015-576-5111

北海道 標茶町 インフルエンザ予防接種助成事業 幼時から高校3年生までの予防接種の助成を行なう。1回の接種費用から1,000円を減じた額を助成している。 保健福祉課 015-485-1000

北海道 弟子屈町 子育て応援医療費還元事業
小中学生の子どもが病気や怪我で通院した際の医療費の全額を町内での買い物に利用できる商品券で還元し
ます。

健康推進課 015-482-29365

北海道 鶴居村 児童・生徒医療費助成 中学校卒業まで医療費を助成。
保健福祉課
福祉係

0154-64-2116

北海道 中標津町 乳幼児等医療費助成制度 就学前乳幼児の通院・入院及び小学生の入院に対し医療費の一部を助成（所得制限あり）。
子育て支援室
子育て給付係

0153-73-3111
(内線232)

北海道 中標津町 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などの児童が病気になったときや母又は父が入院したときなどは、医療費の一部を助成（所得制
限あり）。

子育て支援室
子育て給付係

0153-73-3111
(内線232)

北海道 標津町 こども医療費助成 高校生までの医療費無料化 住民生活課 0153-82-2131

青森県 青森市 子ども医療費助成事業
中学生までの通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担分を助成します（小学生の通院、中学生の入院・
通院はH27.8診療分から）（所得制限あり）。

国保医療年金課 017-734-5345

青森県 弘前市 子ども医療費給付事業
小学校就学前の子どもの入院・通院に係る医療費を全額給付し、小学生から満18歳に達した日の属する年度
末までの入院に係る医療費を全額給付。ただし、所得制限有り。

子育て支援課 0172-40-7039

青森県 八戸市 乳幼児等医療費給付事業
健康保険に加入している中学校卒業までの児童を対象に、就学前児童は通院・入院、小・中学生は入院の医療
費を助成しています。年齢によっては自己負担があります。

子育て支援課 0178-43-9428

青森県 五所川原市 ひとり親家庭等医療費給付事業
ひとり親家庭等の児童及び父母ならびに父母のいない児童に保険適用分の医療費の自己負担のうち児童は全
額、父母は一医療機関一月につき1,000円を超える額を児童が18歳到達後の最初の年度末まで助成。

家庭福祉課
児童家庭係

0173-35-2111
(内線2436)

青森県 五所川原市 乳幼児医療費給付制度
市内在住の0歳時から6歳児(小学校入学前まで）を養育し、所得が限度額以内の保護者を対象とし、入院・外来
における医療費自己負担部分を給付。（高額療養費の支給等がある場合は、それらを差し引いた金額）

国保年金課
0173-35-2111
(内線
2334~2337)

青森県 むつ市 乳幼児等医療費給付事業
むつ市内に住所を有する未就学児童の入院・外来医療費・調剤費、及び小・中学生の入院医療費を給付しま
す。（所得制限有り）

健康推進課 0175-22-1111

青森県 むつ市 ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭等の父又は母及びその児童を対象に、保険適用分の医療費の自己負担のうち、児童は全額、父
又は母は医療機関・月毎に1,000円を超えた分を児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで助成します。
（所得制限有り）

児童家庭課 0175-22-1111

青森県 むつ市 予防接種費用助成事業
「B型肝炎ウィルスワクチン」、「ロタウィルスワクチン」、「おたふくかぜワクチン」、「成人風しん予防」について助
成対象者に費用の一部、又は全額を助成します。

健康推進課 0175-22-1111

青森県 つがる市 つがる市子ども医療費助成制度
中学校修了までの子どもの医療費無料。健康保険で医療の給付を受けた場合の自己負担費用をその保護者
に対して助成。対象となる医療費・療養費は保険診療分のみ（入院時の食事療養費、予防接種等は助成の対象

福祉課 0173-42-2111

青森県 平川市 子ども医療費助成事業
小学校就学前まで医療費全額助成（所得制限有）、小学生～中学生までは入院の医療費のみ助成（1日につき
500円の負担有）。

子育て支援課
子育て支援係

0172-44-1111
(内線1151･
1152)

青森県 平川市 ひとり親家庭等医療費給付事業
ひとり親家庭等の児童及び父母・父母のいない児童（児童が18歳到達後の最初の年度末まで。所得制限あり）
を対象に、保険適用分医療費の自己負担のうち児童は全額、父母は一医療機関・月毎に1,000円を超える額を
助成。

子育て支援課
子育て支援係

0172-44-1111
(内線1151･
1152)

青森県 平内町 乳幼児・こども医療費給付事業 乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給す 健康増進課 017-755-2114

青森県 蓬田村 蓬田村乳幼児・児童医療費給付事業 子どもが中学校卒業の終期に達するまで医療費を全額助成。所得制限なし。 健康福祉課 0174-27-2111

青森県 蓬田村 蓬田村ひとり親家庭等医療費給付事業
ひとり親家庭等の医療費を一部または全部助成。父または母の医療費については1月に1,000円を超えた額を
助成。所得制限あり。

健康福祉課 0174-27-2111

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付事業
【対象・条件】町内に住所を有し、中学校卒業の終期に達するまでの子の保護者
【内容】医療費を全額助成

福祉課 0174-22-2941

青森県 藤崎町 乳幼児医療費助成事業

藤崎町にお住まいの小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成します。
（所得制限有り）
【助成対象の医療費】
・入院及び通院に係る医療費(医療保険対象分の自己負担金)
・入院時食事療養に係る標準負担額

住民課
子育て支援係

0172-75-3111
(内線2135・
2136)

青森県 藤崎町 子ども医療費助成事業

藤崎町にお住まいの小・中学生の医療費を助成します。（所得制限有り）
【助成対象の医療費】
・入院及び通院に係る医療費(医療保険対象分の自己負担金)
・入院時食事療養に係る標準負担額

住民課
子育て支援係

0172-75-3111
(内線2135・
2136)

青森県 藤崎町 ひとり親家庭等医療費助成事業

藤崎町にお住まいのひとり親家庭等の児童及び父又は母の医療費を助成（所得制限有）。
【助成対象】
・入院及び通院に係る医療費(医療保険対象分の自己負担金)
※ただし、父又は母は、医療機関等(薬局を除く)ごとに1月につき1,000円を控除した額
・入院時食事療養に係る標準負担額

住民課
子育て支援係

0172-75-3111
(内線2135・
2136)
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青森県 大鰐町 ひとり親家庭等医療費給付事業
町内に住所を有するひとり親家庭等の18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育する父又は母とそ
の児童へ医療費を助成。児童は全額、父又は母は医療機関毎に1月に千円を控除した額（所得制限有）

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 風しんワクチン接種支援事業
町内に住所がある方で、妊婦等に対する風しんの感染予防を図り、先天性風しん症候群の発生を未然に防ぐこ
とを目的に、風疹抗体検査を必須要件とし、風しん予防接種費用（風しん抗体検査、風しん予防接種ともに無
料）の助成をします。

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 インフルエンザ予防接種支援事業
町内に住所を有する方で、6か月から6歳（小学校就学前）の方のインフルエンザ予防接種費用1回につき2,000
円を2回助成します。また、65歳以上の方のインフルエンザ予防接種費用1回につき2,000円を1回助成します。

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 大鰐町 乳幼児医療費給付事業
町内に住所を有する、0歳児から6歳児（小学校就学前）までの乳幼児の医療費を助成しております。［0歳～3歳
までは全額助成］、［4歳～就学前までは一部助成］

保健福祉課 0172-48-2111

青森県 板柳町 乳幼児医療費給付事業
0歳から小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成
○入院及び通院に係る医療費（医療保険対象分の自己負担金）

健康福祉課
0172-73-2111
（代表）

青森県 野辺地町 子ども医療給付制度
年齢6歳に達する日以降の最初の4月1日～15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の医療
費を全額助成。

町民課
0175-64-2111
（296）

青森県 七戸町 乳幼児・子ども医療費給付事業
0歳から中学校3年生までの子どもが医療機関で受診した際の医療費（外来医療費、調剤薬局費、入院治療費
など。ただし、入院時食事療養費、保健適用外費用を除く）自己負担金を助成。

社会生活課 0176-68-2114

青森県 おいらせ町 ひとり親家庭等医療費給付事業 ひとり親家庭等の父または母、その児童の保険適用分の医療費の一部を助成します。所得制限あり
町民課子育て支
援室

0178-56-4259

青森県 おいらせ町 乳幼児・子ども医療費助成事業 中学校卒業までの児童及び生徒の、医療保適用分の医療費全額を助成します。
町民課子育て支
援室

0178-56-4259

青森県 大間町 子育て応援医療費助成事業

町にお住まいの中学生３年生までの子どもの保護者に、通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額を
助成します。
【対象者】
出生日から15歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある子ども
町に住所を有し、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者

住民福祉課 0175-37-2111

青森県 三戸町 乳幼児医療費給付事業
小学校就学前までの乳幼児の医療費を全額助成している他、小中学生の入院医療費（食事療養費含む）も全
額助成。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 ひとり親家庭等医療費給付事業
ひとり親家庭の児童(18歳に達した日以降における最初の3月31日まで)の医療費を全額助成。父または母の医
療費は、医療機関ごとに月1,000円の自己負担を除いた額を助成。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 三戸町 療養医療給付事業
養育のため、病院または診療所に入院することが必要な未熟児を対象に、入院時の医療費及び食事療養費を
支給（所得に応じて自己負担あり）。

住民福祉課 0179-20-1151

青森県 田子町 乳幼児医療費給付事業
（条件）町内に住所を有する０歳児から就学前の乳幼児
（内容）医療費を全額助成

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

青森県 田子町 子ども医療費助成事業
（条件）町内に居住する中学生以下の児童・生徒、及び田子高校生
（内容）医療費を全額助成

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

青森県 田子町 インフルエンザ予防接種助成事業
（条件）町内に住所を有する方
（内容）一部助成

住民課
子育て定住移住
支援室

0179-23-0678

青森県 南部町 乳幼児医療費助成 0歳～就学前の子どもの通院及び入院分の医療費を全額助成。（所得制限あり） 健康福祉課 0178-60-7100

青森県 南部町 子ども医療費助成 小学生と中学生の通院及び入院分の医療費全額助成。（所得制限あり） 健康福祉課 0178-60-7100

青森県 三戸郡新郷村 新郷村子ども医療費助成
子供に係る医療費の一部を助成。支給概要通院の場合：外来・調剤医療費を1ヶ月分合算して1,500円を超えた
分を支給。入院の場合：入院日数×500円を引いて支給。

住民生活課
住民グループ

0178-78-2111
内線604

岩手県 遠野市 医療費給付制度 妊産婦及び乳幼児から中学生までの医療費の一部を給付。（所得制限有） 総務部市民課 0198-62-2111

岩手県 遠野市 わらすっこ任意予防接種事業 水痘・おたふくかぜの予防接種全額助成。 保健医療課 0198-62-5111

岩手県 一関市 中学生医療費助成事業 中学生に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし）
市民環境部国保
年金課

0191-21-8343

岩手県 一関市 乳幼児医療費助成事業 就学前児童に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし）
市民環境部国保
年金課

0191-21-8343

岩手県 一関市 小学生医療費助成事業 小学生に対し、医療費の一部負担金の全部又は一部を助成します。（所得制限なし、自己負担なし）
市民環境部国保
年金課

0191-21-8343

岩手県 八幡平市 乳幼児・児童医療費助成
八幡平市に住所を有する小学校6年生までの乳幼児および児童の心身の健康の保持および生活の安定を図
り、福祉の増進に資するため、医療費を助成（医療費の一部負担相当）。

市民福祉部
市民課

0195-74-2111

岩手県 雫石町 医療費助成制度（中学生まで医療費無料） 雫石町では、一定の要件を満たす方を対象に医療費の助成を行っております。 町民課 019-692-6479

岩手県 葛巻町 乳児等医療費助成 高校３年生までの児童の医療費負担を全額助成。 健康福祉課 0195-66-2111

岩手県 葛巻町 乳児等医療費助成 高校３年生までの児童の医療費負担を全額助成。 健康福祉課 0195-66-2111

岩手県 一戸町 乳幼児医療費助成
0歳～小学校入学前までの子どもが、入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の一
部を町が助成します。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 児童生徒等医療費助成
小学校入学から18歳の児童・生徒などが入院や外来時に健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を
町が助成。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の医療費の一部を町が助成。※「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある場合も含む。 税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 重度心身障害者医療費助成 心身に重度の障がいのある方が、通院及び入院をした時の医療費の一部を町が助成。 税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま出生し、入院が必要な乳児に対して指定養育医療機関でその養育に必要な医療給付
を行う。

税務町民課 0195-33-2111

岩手県 一戸町 自立支援医療（育成医療）
18歳未満の児童で、体に障がいや病気があり、医療を行わないと将来障がいが残る可能性がある児童に対し
て、その治療にかかる医療費の軽減を図る。

健康福祉課 0195-32-3700

宮城県 名取市 乳幼児等医療費助成事業 通院は小学校入学前まで、入院は中学校卒業前まで医療費を助成。所得制限あり。 子ども支援課 022-384-2111

宮城県 登米市 子ども医療費助成事業
０歳から15歳に達する日の属する年度末の児童に対して、医療機関に支払う保険適用の自己負担分を助成しま
す（所得制限なし）。

国保年金課 0220-58-2166

宮城県 大崎市 大崎市子ども医療費助成
通院：小学生まで，入院：中学生まで，保険診療自己負担額を助成。
*ただし、所得制限あります

子育て支援課 0229-23-6045

宮城県 七ヶ宿町 こども医療費助成制度 ０歳～１８歳（高校３年生）までの医療費を助成 町民税務課 0224-37-2114

宮城県 川崎町 子ども医療費無料化事業 中学生以下の医療費を無料にする。 保健福祉課 0224-84-6008

宮城県 川崎町 小児インフルエンザ助成金
生後6ヵ月から12歳までの間の２回、13歳から15歳までの間の１回に対し、インフルエンザ予防接種費用を助成
する。

保健福祉課 0224-84-6008

北海道 森町 子ども医療費助成制度 中学校卒業までの子どもの入院・通院及び指定訪問看護にかかる保険診療の医療費自己負担額を全額助成。 保健福祉課 01374-7-1085

北海道 森町 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる保険診療の
医療費自己負担額を助成（親は入院・のみ。所得制限あり）。

保健福祉課 01374-7-1085

北海道 森町 重度心身障がい者医療費助成制度 重度心身障がい者が医療をうけるとき、医療保険で対象となる医療費の自己負担額の一部を助成 保健福祉課 01374-7-1085

宮城県 山元町 高齢者予防接種料金一部助成 高齢者肺炎球菌およびインフルエンザ予防接種一部助成
保健福祉課健康
推進班

0223-37-1113

宮城県 加美町 子ども医療費助成 高校卒業までの子どもの通院・入院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。 子育て支援室 0229-63-7870

宮城県 女川町 子ども医療費助成 0歳から中学校修了前（15歳に到達後の最初の3月末）までの子どもの医療費を助成する。 健康福祉課 0225-54-3131

秋田県 秋田県 福祉医療等助成事業
市町村が行う乳幼児・小学生を対象とした福祉医療費の助成に対し県が助成し、保護者における自己負担分を
軽減します。

健康福祉部長寿
社会課

018-860-1351

秋田県 秋田市 子ども福祉医療費給付事業
乳幼児、小学生およびひとり親家庭の児童の医療費（保険診療）自己負担分を助成する。（助成内容は、保護者
の所得状況や入院・通院の別等によって異なる）

子ども未来部
子ども総務課

018-866-8846

秋田県 男鹿市 福祉医療費助成事業
0歳～小学生のお子さん（小学校修了年度の3月31日まで）の外来と入院にかかる保険診療自己負担分を助成
します。（小学生の外来は所得制限があります。）

市民福祉部
生活環境課

0185-24-9112

秋田県 男鹿市 風疹予防接種助成 先天性風しん症候群を発症した子供の出生を予防するため、風しん予防接種費用を全額補助
市民福祉部
健康子育て課

0185-24-3400

秋田県 湯沢市 乳幼児医療費の助成
こどもが心身ともに健康ですこやかに成長するよう、市が医療費の自己負担分を助成。対象者は乳幼児(未就学
児)及び小学生(小学校修了年度の3月31日まで)のすべて。助成を受けるには申請が必要。

市民課
国保年金班

0183-73-2116

秋田県 鹿角市 小児インフルエンザ予防接種費用助成 指定医療機関で接種するインフルエンザ予防接種費用の一部（１回につき１，０００円、最大２回）を助成します。 いきいき健康課 0186-30-0119

秋田県 鹿角市 福祉医療費扶助事業
乳幼児・小学生・ひとり親家庭の児童・高齢身体障害者・重度心身障害者の医療費自己負担を福祉医療費とし
て助成します。（８月１日から中学生まで拡充します）

市民課
国保医療班

0186-30-0222

秋田県 由利本荘市 福祉医療支給事業
子どもを安心して生み育てられる環境を広げるため、０歳児～中学生（ひとり親家庭の児童、心身障がい児含）
までの医療費を完全無料化。

市民生活部市民
課

0184-24-6241

秋田県 由利本荘市 フッ化物洗口事業
子どもたちの歯を虫歯から守るために、これまでの「歯みがき」「甘味制限」指導に加え、「フッ化物口洗」を推進
しています。

健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市 ５歳児健康相談事業 ３歳児検診と就学時健診の間に５歳児の健康相談を実施し、健やかな発育を確認します。
健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市 中学生ピロリ菌抗体検査事業
中学２年生を対象にピロリ菌抗体検査を行い、希望に応じて除去治療の自己負担分の一部を助成。秋田県では
初めての取り組み。

健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市 母子保健事業 妊婦検診や乳幼児検診などの各種検診、マタニティー教室などを実施します。
健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 由利本荘市 感染症等予防対策事業 乳幼児・児童生徒などに対する各種予防接種を実施します。
健康福祉部健康
管理課

0184-22-1834

秋田県 北秋田市 福祉医療費制度
小学生までの医療費にかかる自己負担分を助成。中学生は平成27年8月より現行の1レセプト/月あたり1千円
の負担を無料化。

市民課 0186-62-1118

秋田県 にかほ市 福祉医療費助成事業 乳幼児から中学生卒業まで、市独自で医療費を完全無料化。入院した際の食事代についても半額を助成。 市民福祉部市民 0184-32-3032

秋田県 上小阿仁村 福祉医療費支給事業
乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、身体障害者及び重度心身障害(児)者の福祉医
療費の支給について保険適用の自己負担分を支給する。ただし、等級により自己負担あり

住民福祉課 0186-77-2222

秋田県 三種町 フッ化物洗口事業 フッ化物洗口の実施（6歳～15歳）
健康推進課
保健センター

0185-83-5555

秋田県 三種町
感染症予防事業（インフルエンザ・あたふく予防
接種支援）

18歳まで及び妊婦のインフルエンザ予防接種への一部助成。
1歳から就学前までのおたふく予防接種の全額助成。

健康推進課
保健センター

0185-85-5555

秋田県 三種町 福祉医療費助成制度
全ての乳幼児及び小中学生の医療費自己負担相当額を助成する制度。
ひとり親家庭の児童は18歳まで助成。

健康推進課
長寿医療係

0185-85-4834

秋田県 八郎潟町 福祉医療制度
町に住所を有する出生から小学校修了年度までの児童生徒に対して、医療保険適用となる医療費の自己負担
額を助成。8月から中学校修了年度まで所得制限なしで自己負担額全額助成。

保健課 018-875-5813

秋田県 大潟村 福祉医療費支給事業
対象者の医療費を助成する。対象者は以下の通り。
高齢身体障がい者、重度心身障がい者（児）、ひとり親家庭児童、乳幼児及び小学生、中学生（※中学生はＨ２
６．８から）

住民生活課 0185-45-2114

宮崎県 美郷町 乳幼児健康診査 乳児、1歳６ヶ月児、3歳児を対象に健康診査 健康福祉課 0982-66-3610

宮崎県 美郷町 歯科検診 ２歳児・２歳６ヶ月児の歯科検診実施。無料 健康福祉課 0982-66-3610
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宮崎県 美郷町 児童生徒医療費助成 中学生以下の子供の医療費の一部負担金を助成（月1,000円を超えた分を補助） 町民生活課 0982-66-3604

秋田県 羽後町 福祉医療制度 中学校卒業まで医療費負担ゼロ。 町民課 0183-62-2111

秋田県 東成瀬村 福祉医療費助成事業 中学生まで医療費を全額助成。 民生課 0182-47-3405

山形県 大蔵村 医療費の助成 中学生までの医療費の無料化。 住民税務課 0233-75-2103

山形県 小国町 子育て支援医療給付制度
中学３年生までの医療費（保険適用外を除く）を助成。受診された医療機関等の窓口に子育て支援医療証（山形
県内の医療機関等でのみ使用可能）と健康保険証を提示することにより助成が受けられる。※ただし、入院時
の食事療養費等の保険適用外は対象外とする。

町民税務課 0238-62-2261

福島県 福島市 子ども医療費助成制度
福島市内に住民票があり、健康保険に加入している0歳から18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）
のお子さんの保険診療の窓口負担分を助成

地域福祉課 024-525-3747

福島県 会津若松市 子ども医療費助成事業 0歳から18歳までの保険診療が無料。所得制限なし 市こども家庭課 0242-39-1243

福島県 喜多方市 国保妊産婦医療費の窓口無料化
喜多方市の国保の加入している妊産婦について、妊娠16週となった日の属する月から分娩の日の属する月ま
での医療費を10割給付。

保健福祉部保健
課

0241-24-5224

福島県 喜多方市 インフルエンザワクチン接種助成
妊婦及び乳幼児から中学3年生までを対象に、インフルエンザワクチンの接種に係る費用を助成。（一部対象者
については1,000円の自己負担あり。）

保健福祉部保健
課

0241-24-5223

福島県 喜多方市 大人の風しん抗体検査助成
妊娠を希望する女性とその夫、妊婦の夫（入籍前可）の風しん抗体検査の費用を助成。また、抗体価が低い場
合、予防接種費用も助成。

保健福祉部保健
課

0241-24-5223

福島県 相馬市 子ども医療費助成制度
相馬市内に住民票があり、健康保険に加入している0歳～18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の
子どもの保険診療の自己負担分を助成

社会福祉課 0244-37-2204

福島県 南相馬市 子ども医療助成事業
出生から１８歳到達後、最初の３月３１日までの子どもを対象として、保険診療分に係る自己負担額及び入院時
食事代を助成する。

男女共同こども課 0244-24-5215

福島県 本宮市 子ども医療費助成制度
市内に住所があり、健康保険の被扶養者となっている0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
ども（生活保護法の適用を受けている方を除く）を対象に、病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療に
よる負担金を助成する。

保健福祉部
子ども福祉課

0243-24-5375

福島県 国見町 子ども医療費助成制度
健康保険に加入している１８歳まで（出生から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで間にある者で国見
町に住所を有する者）のこどもの医療費（入院・通院）無料。

保健福祉課
国保係

024-585-2785

福島県 川俣町 子どもの医療費無償化
１８歳までの子どもの医療費が無料。※１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までに医療機関にかかった場
合。

こども教育課
子育て支援係

024-566-2111

福島県 西会津町 子育て医療費サポート事業 18歳までの医療費における自己負担分を全て町が負担（18歳までの医療費が無料）。 商工観光課 0241-45-2213

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
医療費無料化

１８歳までの子どもの医療費が無料。※年齢１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで
住民課
保健福祉係

0241-54-5135

福島県 金山町
金山町少子化対策推進事業
予防接種無料化

１８歳までの子どものインフルエンザ予防接種費無料。※年齢１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで
住民課
保健福祉係

0241-54-5135

福島県 玉川村 こども医療助成事業 子ども（18歳に到達した年度の3月31日まで対象）にかかる医療費を全額補助。 健康福祉課 0247-57-4623

茨城県 日立市 ひたち健康ダイヤル２４ 24時間年中無休、通話料・相談料無料の電話健康相談。携帯電話からも利用可能です。 0294-21-3300

茨城県 日立市 インフルエンザ予防接種事業 １歳から１９歳未満の方が任意でインフルエンザの予防接種を接種した場合についても1,850円を助成します。 0294-21-3300

茨城県 日立市 小児医療福祉費支給制度（マル福） 中学校3年生まで一部負担金の一部を助成しています。（中学生の外来受診は、10月分から助成対象） 0294-22-3111

茨城県 古河市 医療費助成制度（マル古）
マル福の対象とならない乳児から18歳までの人に対し、独自の医療福祉費支給制度（マル古）で医療費の一部
を助成している。
平成27年6月1日から新たに20歳までの学生に限り、医療費の一部助成を拡大する。（父母の所得制限あり）

健康福祉部
国保年金課

0280-22-5111

茨城県 高萩市 医療福祉費支給制度

０歳～中学３年生の医療費の一部を助成します。医療機関ごとに入院は１日300円を月10日まで、外来は１日
600円を月２回までの自己負担で受診できます。（入院分は、申請により自己負担金の払い戻しが受けられま
す。）また、妊産婦に対しても同様の助成を実施します。（※ただし、妊産婦については、県の定める所得制限が
あります。）

保険医療課 0293-23-2117

茨城県 北茨城市 医療費助成 申請をすることで中学校３年生までの小児の医療費が無料となる。
市民福祉部
保険年金課

0293-43-1111
(内線185から
188)

茨城県 笠間市 医療福祉費助成制度（マル福） ０歳～中学３年生、妊産婦等の健康保険が適用される医療費について、一部を助成。
保健衛生部
保険年金課

0296-77-1101

茨城県 取手市
医療費の助成（医療福祉制度　マル福、ぬくも
り）

ぬくもり支援事業とは、0歳児から中学生までのマル福に該当しない方を対象とした取手市単独の医療助成制度
です。マル福とあわせて、中学３年生までの医療費を助成します。

健康福祉部国保
年金課

0297-74-2141

茨城県 取手市
任意接種ロタウイルスワクチン予防接種費用一
部助成

乳幼児期のロタウイルス胃腸炎を予防する、任意の予防接種ワクチン（ロタウイルスワクチン）の接種費用の一
部を助成しています。

健康福祉部保健
センター

0297-78-2171

茨城県 坂東市 医療費助成制度
0歳～15歳（中学3年生）までの医療費（外来・入院）を一部助成。妊産婦の医療費（外来・入院）を一部助成。（※
所得制限有り。）

保険年金課 0297-35-2121

茨城県 稲敷市 医療費助成制度（マル福） 医療費助成制度（福祉医療制度）の対象者を高校3年生まで拡大する。 保険年金課 029-892-2000

茨城県 茨城町 マル福医療費助成事業（拡大） マル福の対象者を中学3年生まで拡大。 保険課 029-240-7113

茨城県 城里町 医療福祉費支給制度（マル福・マル特） マル福の対象とならない中学校3年生までの児童の医療費を一部助成。 保険課 029-288-3111

茨城県 大子町 医療福祉（マル福）
妊産婦の方，出生の日から18歳の誕生日以後の最初の3月31日までのお子さんが健康保険証を使って医療機
関で受診した場合，その自己負担額を助成します。

町民課 0295-72‐1112

茨城県 八千代町 インフルエンザ予防接種補助事業 1歳から中学3年生が予防接種を受けたとき、一年度1,000円を限度に助成。 福祉保健課 0296-48-1955

栃木県 大田原市 こども医療助成事業
市内に住所を有し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までのこどもを現に保護している方に対し、医療費の
一部を助成する。（未就学児は、県内医療機関現物給付（自己負担なし）、小学生以上は申請による償還払いで
助成する）

国保年金課 0287-23-8792

栃木県 大田原市 重度心身障害者医療助成事業
市内に住所を有する次のような障害の程度を有する重度心身障害者の方へ、医療費の一部を助成する。（申請
による償還払いで助成する）①身体障害者手帳1,2級の保持者　②知的障害で知能指数が35以下と判定された
方　③身体障害者手帳3,4級程度の所有者で、知能指数が50以下と判定された方

国保年金課 0287-23-8792

栃木県 大田原市 ひとり親家庭医療助成事業
市内に住所を有し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、①両親が離婚したとき　②父
また母が死亡したとき　ほか　の状態にある児童を扶養している配偶者のない者とその児童に医療費の一部を
助成する。（申請による償還払いで助成する）

国保年金課 0287-23-8792

栃木県 矢板市 こども医療費助成制度 高校３年生相当までの医療費（保険診療分）を全額助成する。
子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

栃木県 さくら市 児童医療費助成制度 お子様が１８歳になるまでにかかる医療費（自己負担額と入院時食事療養費標準負担額）を全額助成。 児童課 028-681-1125

栃木県 さくら市 インフルエンザ予防接種
市内に住所を有する６５歳以上の市民のうちインフルエンザ予防接種希望者に予防接種を行い、接種料金の一
部を助成する。

健康増進課 028-682-2589

栃木県 上三川町 児童医療費助成 出生の日から中学校卒業までの保険診療した医療費全額（予防接種や証明料などは対象外）を助成。 福祉課 0285-56-9130

栃木県 茂木町 こども医療費助成事業 中学生までの医療費無料化 保健福祉課 0285-63-5631

栃木県 茂木町 妊産婦医療費助成事業 妊産婦医療費自己負担分の助成 保健福祉課 0285-63-5631

群馬県 桐生市 子ども医療費助成制度
生まれた日または転入の日から、中学校卒業までの子どもの医療費として支払う自己負担額のうち一部負担金
を除いた額を助成します。申請者の所得制限はありません。

健康福祉部こども
課

025-526-5111

群馬県 沼田市 子ども医療費無料化 中学校卒業までの子どもに対し、入院･外来全ての医療費を無料とする。 市民課 0278-23-2111

群馬県 藤岡市 子ども医療費無料化
・対象者：誕生から中学校卒業まで
・内容：子どもの医療費（入院・外来ともに）について無料化を実施。

保険年金課 0274-22-1211

群馬県 みどり市 子育て支援紙おむつ給付事業
2歳未満を含む18歳以下の子を3人以上養育する世帯に、市の指定店で紙おむつを購入できる紙おむつ等給付
券（1ヵ月につき1,000円券を2枚）を交付します。

こども課　子育て
支援係

0277-76-0995

群馬県 みどり市 わ鐵利用高校生通学費補助事業
みどり市東町在住で、高等学校や養護学校へ通学するためにわたらせ渓谷鐵道の通学定期券を購入している
生徒の保護者に対し、通学費を一部補助します。

東市民生活課　市
民福祉係

0277-76-0984

群馬県 みどり市 子ども医療費助成事業 義務教育終了前の子について、医療保険自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。
市民課　医療助成
係

0277-76-0972

群馬県 下仁田町 子ども医療費無料化 中学卒業までの子どもの医療費について無料化。

群馬県 中之条町 子ども医療費の無料化 中学校卒業までの子どもの医療費について無料化（群馬県内の市町村で一律実施）
住民福祉課
少子化・子育て対
策室

0279-75-8825

埼玉県 羽生市 子ども医療費支給制度
中学校を卒業するまでの子どもが医療機関にかかった場合、医療費(保険診療分）の自己負担分を助成します。
（一部例外があります）

子育て支援課 048-561-1121

千葉県 銚子市 子ども医療費助成制度
中学校3年生までのお子様の入院、通院医療費を助成。
通院１回または入院1日あたりの自己負担額が無料もしくは300円。（住民税の課税状況による）

健康福祉部
子育て支援課

0479-24-8967

千葉県 佐倉市 子ども医療費の助成 ０歳から中学校３年生まで、子どもの医療費を助成。　【自己負担額】入院・通院…２００円　調剤…無料 児童青少年課 043-484-6140

千葉県 鴨川市 子ども医療費助成制度
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、年齢に応じ医療費の一部負担額（自己負担金）が無料となり、窓口
での支払いがなくなります。（ただし保険適用外は除く）
0歳から小学校３年生まで：通院、入院、調剤が無料、小学校４年生から中学校３年生まで：入院が無料

子ども支援課 04-7093-7113

千葉県 富津市 子ども医療費助成 市内に住所を有する子ども（0歳から中学校修了まで）の医療に要した費用の一部を助成します。 子育て支援課 0439-80-1256

千葉県 匝瑳市 子ども医療費助成事業 0歳から中学校3年生までの医療費の保険診療分を、世帯の所得に関わらず全額助成。
健康管理課
健康管理班

0479-73-1200

千葉県 いすみ市 子ども医療費助成
出生から中学校３年生までの子供の入院、通院、調剤等に係る医療費を負担する保護者に助成することによ
り、子どもの保健対策の充実、保護者の経費的負担の軽減を図る。入院・通院１回につき３００円が自己負担。

福祉課 0470-60-1120

千葉県 いすみ市 児童医療費助成
高校１年生から３年生（各種学校も可）の入院、通院、調剤等に係る医療費を負担する保護者に助成することに
より、経費的負担の軽減を図る。通院１回につき７００円が自己負担。

福祉課 0470-60-1120

千葉県 大網白里市 こども医療費助成事業
０歳から中学校３年生までの子ども医療費を助成する。
【通院】０歳～小３：無料、小４～中３：３００円／１回（非課税世帯：無料）、【入院】０歳～中３：無料

子育て支援課 0475-70-0331

千葉県 横芝光町 こども・児童医療費の助成制度
保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図るため、0歳児から高校３年生までの医療費を助成。
こども医療費助成制度0歳児から中学3年生まで児童医療費助成制度高校生

健康管理課・
福祉課

0479-82-3400
0479-84-1257

千葉県 一宮町 子ども医療費助成事業
0歳児から高校3年生の医療費を助成。入通院1回あたりの自己負担額が無料もしくは300円。（住民税の課税状
況による）調剤は0円。

福祉健康課 0475-42-1415

福岡県 久留米市 乳幼児等医療費補助
市内に住む中学校3年生まで（15歳到達後最初の3月31日まで）のお子さまに対し、健康保険法が適用される医
療費の自己負担額を支給する制度です。　※ 3歳以上の方については、一部負担金がかかります。

健康福祉部
医療・年金課

0942-30-9034

福岡県 久留米市 小学生及び中学生の入院にかかる医療費補助
市内に住む小学生から中学生までの児童（6歳就学後から15歳到達後最初の3月31日まで）に対し、健康保険
法が適用される入院にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。

健康福祉部
医療・年金課

0942-30-9034

福岡県 久留米市 ひとり親家庭等医療費補助
市内に住む母（父）子家庭の母（父）と児童、父母のない児童等に対し、健康保険法が適用される医療費の自己
負担額を支給します。　※ 一部自己負担金がかかります。

健康福祉部
医療・年金課

0942-30-9034

東京都 神津島村 子ども医療費の無料化
0歳児から中学３年生まで、保険診療分の自己負担額を全額助成。
高校生（島内の高校に通う高校生のみ）保険診療分の自己負担額を全額助成

福祉課 04992-8-0011

新潟県 三条市 難聴児補聴器購入費助成 身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴の程度にある児童の保護者に対し、補聴器購入費の一部を助
成

福祉課 0256-34-5511

新潟県 小千谷市 子ども医療費助成
通院1日530円（1か月1医療機関4回まで、5回目以降無料）、入院1日1,200円で医療機関を受診できる。中学校
卒業まで対象。

健康センター 0258-83-3640
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新潟県 十日町市 子ども医療費の助成
対象年齢を１８歳に達する年度の３月末日まで拡大して、子どもの通院及び入院医療費を助成。
*健康保険適用の診療が助成対象となり、所得制限はなし
*一部負担金あり（通院：１回530円、入院：１日1,200円）

子育て支援課 025-757-3719

新潟県 燕市 子ども医療費助成
子どもが出生または転入した日から中学校卒業(満15歳に達した日以降最初の3月31日)まで、医療費の自己負
担額のうち、一部負担金を控除した残りの金額を助成します。

保険年金課 0256-77-8133

新潟県 南魚沼市 子どもの医療費助成
保険診療による自己負担額を、０歳から５歳の誕生月末までは、入院・通院ともに全額を助成。５歳から中学３
年生までは、通院１回につき530円、入院１日につき1,200円を超える額を助成。

子育て支援課
子ども家庭支援班

025-773-6822

新潟県 胎内市 子ども医療費助成事業
入院、通院とも、18歳までの子どもの医療費の一部を助成。自己負担額は、入院の場合１日につき1,200円、通
院の場合 １日につき530円（自己負担額が530円未満の場合は、その金額、また、医療機関ごとに、同じ月に5回
目以降の診療については、自己負担がなくなる。）

こども支援課 0254-43-6111

新潟県 胎内市 超音波による乳児股関節検診 3か月児を対象に委託医療機関において超音波による股関節検診を実施。利用料は無料。 健康づくり課 0254-44-8680

新潟県 田上町 子ども医療費助成
中学卒業までの子どもに係る入院・通院医療費のうち、一部負担金を超える入院・通院費を助成します。
〔一部負担金〕入院：1,200円/日、通院：530円/日（医療機関ごとに月４回まで）

保健福祉課 0256-57-6112

新潟県 田上町 妊産婦医療費助成
母子健康手帳の交付を受けた翌月初日から出産した月の翌月末日まで、妊産婦が支払う医療費のうち、一部
負担金を超える額を助成します。
〔一部負担金〕入院：1,200円/日、通院：530円/日（同一医療機関ごと月４回目まで）

保健福祉課 0256-57-6112

新潟県 関川村 子ども通院・入院医療費助成 １８歳到達の最初の３月末まで、医療費の助成を行う。
住民福祉課
福祉保険班

0254-64-1471

新潟県 粟島浦村 子ども医療費助成
粟島浦村に住所を有する子ども（出生した日から高等学校修了の年の３月末日まで）を対象として、医療費を助
成する。

総務課
保健衛生係

0254-55-2111

新潟県 粟島浦村 妊産婦医療費助成
粟島浦村に住所を有する妊産婦が、母子健康手帳の交付を受けた月の初日から出産した月の翌々月の末日ま
で、医療費を助成する。

総務課
保健衛生係

0254-55-2111

富山県 高岡市 こども医療費助成
市内在住の0歳～中学3年生までの子どもが、医療機関を受診し、保険診療を受けたとき、医療機関に支払う医
療費（保険診療の自己負担分）を助成する。

福祉保健部
子ども・子育て課

0766-20-1381

富山県 滑川市 子どもインフルエンザ予防接種費助成 満１歳から中学３年生までの子どものインフルエンザ予防接種費用の一部を助成。 子ども課 076-475-2111

富山県 滑川市 子ども医療費助成 中学３年生までの子どもの保険医療費を助成。（現物給付または償還払い） 子ども課 076-475-2111

富山県 黒部市 こども医療費助成 0歳から中学3年生までの入通院にかかる医療費の自己負担分を助成。 保険年金課
0765-54-2111
（内線244）

富山県 南砺市 こども医療費助成
市内に在住する子どもが医療機関等で診療を受けた際の医療費（保険適用分）の自己負担分について中学３
年生まで助成する。

民生部
こども課

0763-23-2053

富山県 射水市 子ども医療費助成制度
子育てにかかる経済負担の軽減を図るため、市内に住所を有する子ども（中学校３年生修了前）の医療費を助
成。

福祉保健部
子育て支援課

0766-82-1953

富山県 舟橋村 こども医療費助成事業 子どもの医療費を中学生まで無料とする。 生活環境課 076-464-1121

石川県 七尾市 特定疾患等治療経費一部助成事業 難病または小児特定疾患のため治療中の市民で県知事の認定者に対し、年額5千円を助成。
健康福祉部
健康推進課

0767-53-3623

石川県 七尾市 インフルエンザ予防接種助成事業
6か月児から中学生までを対象に、指定医療機関でのインフルエンザ予防接種時に1回1千円の助成が受けられ
る接種券を発行。（6か月児～小学生：年2回、中学生：年1回）

健康福祉部
健康推進課

0767-53-3623

石川県 七尾市 子ども医療費助成
中学校卒業までの児童を対象に、保険適用分の医療費（通院費・薬剤費・入院費など）を助成（小学生以上は入
院費を除き月1千円の自己負担あり）。

健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

石川県 七尾市 ひとり親家庭等医療費給付制度
ひとり親家庭の父または母及び児童（高校生以下）を対象に、保険適用分の通院・入院費を助成。中学生以下
の児童を除き一部自己負担あり。（所得制限あり）

健康福祉部
子育て支援課

0767-53-8419

石川県 輪島市 乳幼児医療費助成
0歳児～中学生の入院・通院費用（保険適用分）全額助成（市内医療機関等は窓口無料、左記以外の医療機関
は自動償還払い）

福祉環境部健康
推進課

0768-23-1136

石川県 珠洲市 子ども医療費助成制度 保険診療にかかる医療費の自己負担額の1ヶ月分の合計から1,000円差し引いた額を助成（0歳～18歳）
福祉課子育て支
援係

0768-82-7747

石川県 珠洲市 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭などの親、児童を対象に、保険診療にかかる医療費の一部を助成（所得制限あり）。
福祉課子育て支
援係

0768-82-7747

石川県 加賀市 放課後児童クラブ運営委託事業
昼間、保護者が仕事などで不在となる家庭の子どもを、小学校や保育園等の余裕教室等を利用した居室で預
かり、健全育成を図るとともに、保護者が安心して働ける環境づくりを目的に、運営者に委託して実施している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7856

石川県 加賀市 不育治療助成事業
妊娠はするものの、流産や死産を繰り返す「不育症」の治療で、保険診療内外にかかわらず、1年度30万円を限
度に助成している。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7856

石川県 加賀市 こども医療費助成事業
平成27年10月診療分から、対象児童を18歳未満（18歳到達後の年度末まで）に拡大し、医療機関等の窓口で
支払う自己負担の撤廃、現物給付方式導入による窓口無料化を実施する。

健康福祉部子育
て支援課

0761-72-7856

石川県 羽咋市 子ども医療費助成事業 １８歳となる年度末までの子ども医療費全額助成（償還払い） 総合窓口課 0767-22-7194

石川県 かほく市 子ども医療費助成
お子様の入院・通院にかかった医療費を18歳（18歳到達後最初の3月31日）まで助成します。病院や薬局などで
支払った保険診療による自己負担分について全額払い戻します。

市民部保険医療
課

076-283-7123

石川県 かほく市 不育症治療費助成 専門の医療機関で不育症の診断を受けて治療をされている方に治療費の一部を助成します。（所得制限あり） 市民部健康福祉 076-283-7120

石川県 能美市 子ども医療費助成制度 １８歳までの子どもの医療費が窓口無料。 子育て支援課 0761-58-2232

石川県 能美市 妊産婦医療費助成制度 「妊娠・出産のため生じた疾病」の医療費を助成。 子育て支援課 0761-58-2232

石川県 志賀町 乳幼児・児童医療費助成 ０歳～満１８歳の児童の保険適用となった医療費の一部負担支払額（入院及び通院費）の全額助成。 住民課 0767-32-9122

石川県 穴水町 子ども医療費助成
乳児から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもの医療費に対して、ひと月の自己負担額合計よ
り1,000円を差し引いた額を助成します。制度の利用には登録が必要です。

住民福祉課 0768-52-3650

福井県 福井市 子ども医療費補助 中学３年生までの子どもの保険診療分の医療費などを助成
福祉保健部
子ども福祉課

0776-20-5412

福井県 勝山市 子ども医療費助成制度 中学校修了までの子どもの医療費を助成（ただし、小・中学生については一部自己負担有）。 福祉・児童課 0779-87-0777

福井県 勝山市 定期予防接種無料 定期予防接種を無料で実施。 健康長寿課 0779-87-0888

福井県 勝山市 インフルエンザ接種費用助成
中学校修了までの児童がインフルエンザ予防接種を受けたときに1 回につき1,000円を助成。（小学生までの児
童は年2 回まで、中学生は年1 回まで）

健康長寿課 0779-87-0888

福井県 勝山市 風しんワクチン接種費用助成
平成2 年4 月1 日以前に生まれ45 歳未満の女性を対象に風しんワクチン接種費用の半額を助成。（上限額
4,650 円）

健康長寿課 0779-87-0888

福井県 あわら市 子どもの定期の予防接種 生後2か月からの定期の予防接種を県内の医療機関で無料で実施。 健康長寿課 0776-73-8023

福井県 あわら市 子どものインフルエンザ予防接種費用助成
1歳から中学校修了までのインフルエンザ予防接種費用を1,000円／回で助成。（１～１2歳は2回まで、13歳～15
歳（中学校修了まで）は1回まで）

健康長寿課 0776-73-8023

福井県 あわら市 大人の風しん予防接種費用助成
風しん抗体検査の陰性者で、妊娠を予定・希望の女性に風しん予防接種費用を助成。妊婦の同居家族で風しん
抗体検査陰性者も対象。（麻しん風しん混合ワクチン接種5,000円、風しんワクチン接種3,000円）

健康長寿課 0776-73-8023

福井県 あわら市 子ども医療費助成
中学校修了までの子どもの医療費を助成。（小学校就学前：全額助成。小学校就学～中学校修了：通院の場
合、1医療機関あたり500円／月。入院の場合、1医療機関あたり500円／日（上限額4,000円））

子育て支援課 0776-73-8021

福井県 坂井市 坂井市こどもインフルエンザ予防接種費助成金
市内に住所を有する１歳から小学校就学前の児童のインフルエンザ予防接種費用を１人当たり2,000円を上限
に助成。１人につき１回。

福祉保健部
健康増進課

0776-50-3067

福井県 坂井市 坂井市風しん予防接種費助成金
市内に住所を有し、風しん抗体検査で陰性と判定された者のうち、妊娠を予定又は希望している女性等に風し
ん予防接種費用を助成。麻しん風しん混合ワクチンを接種した場合は5,000円、風しんワクチンを接種した場合
は3,000円。

福祉保健部
健康増進課

0776-50-3067

福井県 坂井市 坂井市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金
市内に住所を有する65・70・75・80・85・90・95・100歳の者等の高齢者肺炎球菌予防接種費用を助成。１人当た
り予防接種に要した経費から4,000円を除いた額（3,650円を上限）。

福祉保健部
健康増進課

0776-50-3067

福井県 坂井市 坂井市血液中アミノ酸濃度測定検査費助成金
市内に住所を有する者の市内医療機関におけるアミノ酸濃度測定検査費用を助成。男性4種検査。女性5種検
査・2種検査。１人当たり5,000円、女性2種検査は2,500円。1人につき年1回。

福祉保健部
健康増進課

0776-50-3067

福井県 若狭町 子ども医療費助成事業
若狭町に住んでいる子どもが医療機関で診療を受けた場合、基本的に自己負担が無料。対象は中学校修了ま
での乳幼児・児童・生徒。助成内容は自己負担額、入院時食事代。

福祉課 0770-62-2703

山梨県 都留市 都留市すこやか子育て医療費助成制度 満15歳になる年度の年度末まで(中学校終了まで）医療費の助成をいます。
健康子育て課
子育て支援担当

0554-46-5112
(内線101)

山梨県 山梨市 子ども医療費助成制度 中学校３年生まで窓口無料化。
子育て支援課
子育て支援担当

0553-22-1111

山梨県 大月市 子育て支援医療費助成制度
0歳から15歳（中学3年生）までの子ども持つ保護者を対象に、子どもが病気やけがで通院・入院した場合の医
療費、歯科診療費及び薬剤費等、保険診療による窓口での自己負担金が無料となります。

福祉課
子育て支援担当

0554-23-8032

山梨県 大月市 乳がん・子宮がんバス検診 ２０～５９歳で子育て中のお母さんなどを対象に行うバス検診です。（託児もあります。）
保健介護課
健康増進担当

0554-23-8038

山梨県 甲斐市 母子・父子世帯等小中学校入進学祝金
市内在住のひとり親のご家庭で、入進・進学または就職する方に対し祝金を支給する。【小学校、中学校に入学
する方（県：1万円、市：1万円）】・【義務教育卒業で進学、就職する方：2万円】

子育て支援課児
童係

055-278-1692

山梨県 甲斐市 ひとり親家庭等医療費助成費
ひとり親家庭等の18歳（扶養されている場合は20歳）までの子、およびその親の入院・通院にかかる健康保険適
用の医療費自己負担額を助成（親は入院・指定訪問看護のみ。所得制限あり）。

子育て支援課児
童係

055-278-1692

山梨県 甲州市 子ども医療費窓口無料化制度 中学校卒業までの医療費個人負担分の無料化 子育て支援課 0553-32-5081

山梨県 市川三郷町 子育て支援医療費助成金
子育て支援医療費の助成は、0歳から15歳に達した年度末日まで窓口無料化となります。 ※平成27年10月から
助成対象が18歳まで拡大します。

いきいき健康課 0556-32-2114

山梨県 身延町 子育て支援医療費の助成
町内に住所を有する、出生から中学校3年生までの小児の保護者に医療費の保険対象負担分を全額助成。平
成27年10月1日より助成対象を高校3年生まで拡大。

子育て支援課 0556-20-4580

山梨県 富士川町 子供医療費窓口無料化 中学３年生まで窓口無料化。※平成２７年１０月から、対象を１８歳まで拡大します。 子育て支援課 0556-22-7221

山梨県 道志村 すこやか医療費助成 早期に適切な医療を受け重症化を予防するため、０歳から中学３年生までの医療費を全額助成する。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 養育医療 出生時2000g以下又は未熟児への特定医療機関での医療費の一部を助成。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 歯のフッ素塗布 幼児の虫歯予防として、１歳６ヶ月・２歳・３歳健診時に無料で実施。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 妊産婦の歯科健診
元気な児の出産や子どもの虫歯予防のため、妊娠１６～２７週と産後１歳になるまでの２回、歯の健診を無料で
実施。

住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 子宮頚がん予防ワクチン 小学校6年生から高校1年生までの予防接種を全3回助成。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 虫歯ゼロ表彰 3歳児、小学6年生、中学3年生の虫歯ゼロのこどもを表彰。80歳以上で20本自分の歯がある方を表彰。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 新生児訪問 出産後２カ月以内に保健師が、母子の健康状況の確認や予防接種についての指導を行う。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 足ツボ事業 産後の回復を促し、不快症状の軽減を図るため、無料で足ツボ施術が受けられる。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 乳児一般健康診査 医療機関で１歳までに２回を限度として健康診査が無料で受けられる。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 乳幼児健康診査 村内で4ヶ月、7ヶ月、10ヶ月、12ヶ月の４回の乳児健診と1歳6ヶ月、2歳、3歳児健診を実施。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 視能覚検査 5歳児と保育所園児を対象に実施。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 就学時健康診査 小学校入学前に健康診査を実施。 教育委員会 0554-20-1020

山梨県 道志村 歯磨き指導 保育所と小中学校で歯科衛生士が歯磨き指導を実施。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭、父母のいない児童の病気やけがの治療費を県と村で全額助成。18歳までで保護者の医療費も
助成対象。

住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 重度心身障害者医療費助成 医療費を助成。 住民健康課 0554-52-2113
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山梨県 道志村 乳幼児感染症予防
任意であるおたふくとロタウイルスの接種を全額助成。平成２６年１０月から、３歳～年中までの水痘接種４，００
０円の助成を行っている。

住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 インフルエンザ予防 すべての村民に対し、インフルエンザ予防接種費に上限2千円を助成。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 妊婦一般健康診査 健康診査受診票14回分を発行。1回上限6000円。 住民健康課 0554-52-2113

山梨県 道志村 特定不妊治療支援 体外受精及び顕微授精（特定不妊治療）が必要と診断された方に、1回上限15万を助成。 山梨県

山梨県 道志村 不妊治療費助成
1年以上道志村に居住している方の不妊治療費の県助成額を引いた額（上限10万円）を助成。1年2回、通算5年
助成。

住民健康課 0554-52-2113

長野県 長野市 福祉医療費給付制度
0歳～小学校6年生（中学生は入院費のみ）の子どもが医療機関等（薬局も含む）で治療を受けた際支払った医
療費から、１レセプトにつき500円の受給者負担金を差し引いた額を後日給付 （500円より少ない医療費の場合
は給付なし）。

福祉政策課 026-224-7829

長野県 小諸市 小諸市医療費特別給付金(福祉医療）
0歳から中学3年生までの方を対象に医療保険を使い、病院・歯科医院・薬局などに支払った医療費の一部を助
成。

厚生課 0267-22-1700

長野県 大町市 福祉医療制度 障がい者、乳幼児等(中学校卒業まで）、母子・父子等のかかった医療費を助成します。
市民課
国保・年金係

0261-22-0420

長野県 飯山市 乳幼児等医療給付事業
中学生以下の入・通院にかかる窓口負担のうち、保険適用分について助成する（保険適用分については、中学
生以下の医療費が無料化となる）

保健福祉課 0269-62-3111

長野県 茅野市 こども福祉医療給付金 茅野市内に住所のある15歳（中学校3年生）までのお子さんの医療費を給付します。 保健課 0266-72-2101

長野県 小海町 福祉医療給付 0歳から18歳まで医療費自己負担額から300円を控除した額を助成 町民課社会福祉
係

0267-92-2525

奈良県 川上村 子ども医療費助成事業 小学校入学～１８歳までの児童・生徒に対して医療費を全額助成する。 住民福祉課 0746-52-0111

長野県 佐久穂町 福祉医療給付金 0歳から中学校3年生までの全ての児童に対し福祉医療費給付金を支給。（H27.8月～18歳まで対象に拡大予
定

健康福祉課 0267-86-2528

長野県 原村 医療費特別給付金（子ども） 18歳未満（高校卒業まで）の医療費の自己負担分を申請することで全額給付する。 保健福祉課 0266-79-7926

長野県 宮田村 福祉医療制度 高校３年生までの医療費が無料 住民課住民係 0265-85-3183

長野県 松川町 乳幼児福祉医療費給付制度
高校生までのお子さんに限り、病気やけがで通院または入院した場合の保険適用内の医療費は実質無料で
す。（一部事務手数料が必要です。）

保健福祉課 0265-36-7022

長野県 筑北村 福祉医療費給付金 18歳に達した日以後最初の3月31日まで医療費自己負担額から500円を控除した額を支給 住民福祉課 0263-66-2111

岐阜県 岐阜市 子ども医療費助成
0歳～中学校卒業（15歳に達した日以後の最初の3月31日）するまでの子どもが入院や外来でかかる保険診療
の自己負担分を助成。

福祉部
福祉医療課

058-214-2127

岐阜県 大垣市 子ども医療費支給事業
高校生相当年齢者の18歳到達後初めて迎える3月31日までを助成対象とし、入院、通院医療費の全額を助成し
ます。所得制限はありません。

福祉部窓口サービ
ス課

0584-47-8140

岐阜県 多治見市 妊婦健康診査事業 妊婦健康診査（14回分）の費用の一部を助成
市民健康部
保健センター

0572-23-6187

岐阜県 多治見市 各種健診事業 4カ月児健診、10カ月児健診、1歳半児健診、2歳3カ月児健診、3歳児健診の実施
市民健康部
保健センター

0572-23-6187

岐阜県 多治見市 子ども医療費助成制度 中学3年生までの医療費（保険診療分の自己負担分）にかかる費用を全額助成。
市民健康部
保険年金課

0572-23-5732

岐阜県 美濃市
福祉医療費助成制度(乳幼児・小中学生・高校
生)

高校3年生までの子ども(18歳に達して初めて迎える3月31日まで)の医療費を助成
※乳幼児から中学生…保険診療の自己負担分※高校生…入院費

民生部
健康福祉課

0575-33-1122

岐阜県 瑞浪市 3歳児健康診査 三歳児健康診査の際に、母親の健康診査（血液検査、血圧、尿検査、身体測定）を無料で受けられます。 健康づくり課 0572-68-9785

岐阜県 羽島市 乳幼児等医療費助成 中学校卒業まで、病気などにより医療機関で受診した場合に支払う保険診療分の自己負担額を助成するもの。 保険年金課 058-392-1111

岐阜県 羽島市 新生児聴覚検査費助成
羽島市内に住民登録を有する方に対し、自動聴性脳幹反応検査（自動ABR）にかかる費用の一部（初回検査に
要した費用に対し3700円まで）を助成するもの。

健康管理課 058-392-1111

岐阜県 羽島市 病児・病後児保育
病気の回復期等にあり保育所等で集団保育できない生後2か月から小学校低学年までを対象として、専用施設
で一時的な預かりを行うもの。

福祉課 058-392-1111

岐阜県 羽島市 自動車用チャイルドシートリサイクル事業 市へ寄付していただいたチャイルドシートを市内在住者へ無償で提供するもの。 防災交通課 058-392-1111

岐阜県 恵那市 子ども福祉医療費助成 0歳から中学校卒業までの医療費の自己負担分を助成します
ふるさと活力推進
室

0573-26-2111
（内328）

岐阜県 美濃加茂市 福祉医療費助成
・中学卒業まで全ての子どもの医療費の無償化、　・母子・父子世帯で１８歳未満の子どものいる世帯の子どもと
親の医療費の無償化、　・父母のいない１８歳未満の子どもの医療費の無償化、　・重度心身障害者に対し、医
療費の無償化

福祉課 0574-25-2111

岐阜県 土岐市 乳幼児等の医療費助成制度 中学校３年生までのお子さんの保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。
市民部子育て支
援課 0572-54-1111

岐阜県 各務原市 幼児フッ素塗布
１歳６か月児健康診査受診者に対して幼児フッ素塗布受診票を交付。市内医療機関にて実施したフッ化物塗布
（歯科検診・ブラッシング指導・相談を含む）に係る保険適用外の費用を助成。１回/人

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 歯の健康手帳配布 １歳６か月児健康診査受診者等に学齢期が終了するまでの歯の状態を記録できる歯の健康手帳を配布する。 健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 ２歳児歯科教室
２歳０か月児を対象に歯科相談、保健指導（歯科・栄養・育児）、集団指導（歯科保健等に関する講話）を実施。
毎月１回

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 風しんワクチン接種促進対策事業
先天性風しん症候群の発生を防止するために、風しん抗体検査における抗体価が基準値以下である者に対し、
市内医療機関で実施した接種費用を助成。麻しん風しん（上限８,000円）、麻しん（上限６,000円）

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 ヤング健診
１８歳～３９歳（年度末）の方（妊娠前から子育て世代）を対象に、特定健診に準じた内容と便潜血検査（オプショ
ン）を市内医療機関で実施。費用：５００円

健康管理課 058-383-1111

岐阜県 各務原市 四歳児視力検査事業 弱視などの視力異常を早期発見、早期治療につなげるため、四歳児の視力検査を行なう。 子育て支援課 058-383-1111

岐阜県 可児市 妊婦健康診査 妊娠週数によって、健康診査受診券を１４回分発行します。 健康増進課 0574-62-1111

岐阜県 可児市 妊婦歯科健康診査 指定歯科医療機関にて、自己負担金500円で受診していただけます。 健康増進課 0574-62-1111

岐阜県 山県市 山県市福祉医療費助成事業
高校生等（15歳から18歳の学生証等を有する者）の保険の対象となる医療費（通院・入院・歯科）、薬代、補装具
などから保険給付費を控除した金額または徴収額等の相当額をまちづくり振興券（地域通貨）で助成。

市民環境課 0581-22-6827

岐阜県 山県市 子ども医療費助成事業 0歳から中学校3年生終了までの者に対し入院及び外来に係る保険診療の自己負担分を助成。 市民環境課 0581-22-6827

岐阜県 飛騨市 新生児聴覚検査費助成事業 聴覚障害を早期発見するため、検査費用の一部を助成。（3,700円/回） 健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 乳幼児福祉医療費助成事業 中学校卒業まで医療費を無料化します。（通院、入院とも助成） 市民児童課 0577-73-7464

岐阜県 飛騨市 妊婦一般健康診査費助成事業
お母さんと赤ちゃんの健康と安全な出産のため、妊婦の定期健診費用の一部を助成。（妊婦一般健康診査費14
回分の助成）

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 妊婦歯科検診費助成事業
妊婦の歯周病を早期発見するため、歯科健診費用の一部を助成。（歯科健診費3,500円の助成（個人負担500
円有り））

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 飛騨市 妊婦通院費助成事業
次の要件をすべて満たす方を助成。（限度額：2万円、条件：①出産のため医療機関等に7回以上通院していた
方、②申請日現在、市内に1年以上住所を有し、引き続き市内に居住される意志を持つ方）

健康生きがい課 0577-73-2948

岐阜県 下呂市 乳幼児・小学生・中学生医療費助成 乳幼児から中学生までの医療費(保険内自己負担分）を全額助成します。（所得制限なし）
市民部
市民課

0576-24-2222

岐阜県 笠松町 福祉医療給付費
若者の定住・転入を期待し、子を持つ若者への配慮と将来の町を担うべき子供を安心して産み育てられるように
乳幼児・児童・生徒（中学校卒業まで）の個人負担医療費（食事療養費を除く保険適用内）の全額を助成

福祉健康課 058-388-7171

岐阜県 輪之内町 任意予防接種の助成制度
任意予防接種（ロタウイルス・B型肝炎ウイルス・１３価小児用肺炎球菌・みずぼうそう・おたふくかぜ等）に関し
て、助成回数１人１～3回、助成金額2,500円～7,000円（予防接種の種類によって異なります。）を助成。

福祉課 0584-69-3111

岐阜県 輪之内町 福祉医療費助成制度
子どもの医療費について、満１８歳に達した日以降における最初の３月３１日まで医療費無料(対象となる医療費
は、健康保険が適用される入院・通院医療費の自己負担分)

福祉課 0584-69-3111

岐阜県 揖斐川町 各種助成（検診・その他）
①新生児聴覚検査費用助成3千円　②特定不妊治療助成1人年間上限10万円・5年間、一般不妊治療助成1人
年間上限5万円・2年間　③ヤング健康診査（19～39歳を対象とする健診）自己負担5百円　④歯周疾患検診（30
歳～74歳を対象とする）自己負担5百円

住民福祉部
健康増進課

0585-23-1511

岐阜県 揖斐川町 高校生世代までの子どもの医療費助成
対象者の保護者が、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで、対象医療機関においては医療費
が無料（各種医療保険適用による自己負担分の支払いが不要。岐阜県内の医療機関でのみ適用）。

住民福祉部
住民課

0585-22-2111

岐阜県 池田町 医療扶助事業
助成対象者は乳幼児・児童・生徒等で、対象の範囲は満１８歳に達する日以降における最初の３月３１日以前の
者まで。但し、他の福祉医療制度に該当する者を除く。助成内容は保険内診療分。所得制限はなし。

健康福祉課 0585-45-3111

岐阜県 池田町 任意予防接種費用助成事業 任意予防接種費用を助成する。対象となる予防接種は、水痘、おたふくかぜ、高齢者肺炎球菌、風しん。 保健センター 0585-45-3191

岐阜県 池田町 新生児聴覚検査 検査を希望される方に、検査費用のうち初回検査と確認検査それぞれ3,000円を助成。 保健センター 0585-45-3191

岐阜県 川辺町 福祉医療助成事業 ０歳児から中学校卒業前までの医療費を全額助成します。 住民課 0574-53-2513

岐阜県 白川町 子育て支援制度（医療費無料化） 中学校卒業までの児童生徒にかかる医療費を無料 企画課企画係 0574-72-1311

岐阜県 東白川村 福祉医療助成事業 子ども医療費を０歳児から１８歳到達後初めて迎える３月３１日まで全額助成します。 村民課 0574-78-3111

岐阜県 白川村 村単児童医療費助成事業 １５歳（中学３年生）までの医療費を全額助成する 村民課 05769-6-1311

静岡県 沼津市 こども医療費助成
０歳から中学校３年生までの入院、通院にかかる医療費の一部を助成及び高校１年生相当年齢から高校３年生
相当年齢までの入院にかかる医療費の一部を助成。

健康づくり課 055-951-3480

静岡県 沼津市 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付
小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで在宅療養している方に、車いすや特殊寝台等の日常生活用具（15品
目）を給付。（所得に応じた自己負担金あり）

健康づくり課 055-951-3480

静岡県 下田市 子ども医療費助成制度
医療費の助成。①乳幼児（６歳以下の未就学児）は入院時食事療養標準負担額②児童（小学１年生から中学３
年生修了まで）は入院１日500円と入院時食事療養標準負担額、通院は１回500円

福祉事務所 0558-22-2216

静岡県 湖西市 こども医療費助成
中学校終了までの子どもにかかった医療費のうち、保険診療分について助成を行う
・未就学児　　自己負担なし
・就学児　　　1回500円　月4回を上限に自己負担

子育て支援課 053-576-1813

静岡県 伊豆市 こども医療費助成
お子さんが安心して医療機関に受診できるよう医療費助成。自己負担＝通院は１回　５００円（月４回まで）、入
院は１日　５００円（入院時食事療養費は徴収無し）。

こども課 0558-72-9864

静岡県 菊川市 母子家庭等医療費助成
母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童と親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に対し、社会保険各法
に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成する。

福祉課 0537-35-0914

静岡県 菊川市 こども医療費助成制度 中学校修了までのお子様の入通院にかかる医療費を助成します。 福祉課 0537-35-0914

静岡県 牧之原市 こども医療費助成
０歳から中学生までのお子さんを対象に、医療機関等に入院・通院したときの保険診療医療費のうち、個人負担
額を除いた額を助成。平成27年10月から個人負担額無料。（現在、個人負担額入院１日500円、通院１回500

子ども子育て課 0548-23-0071

静岡県 牧之原市
風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチン接
種費用助成金

任意接種の風しんワクチン・麻しん風しん混合ワクチンを接種された方に対し、接種費用の一部を助成。 健康推進課 0548-23-0027

静岡県 駿東郡小山町 こども医療費助成制度 町内に住所のある中学生以下の入院・通院にかかる医療費の自己負担分を全額助成します。 健康増進課 0550-76-6668

静岡県 吉田町 子ども医療費助成事業 乳児から中学生までの医療費について、保険診療に係る通院、入院及び食事療養費の自己負担分を助成 健康づくり課 0548-32-7000

千葉県 旭市 養育医療費給付事業
市内に住所があり、未熟児養育医療が必要な小さく生まれた赤ちゃんが、諸機能を得るまでに必要な入院医療
にかかる費用を助成。
出生時の体重が2,000ｇ以下などで、医師が未熟児養育医療を必要と認めた乳児が対象。

健康管理課 0479-63-8766

愛知県 設楽町 子ども医療費助成 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療費一部負担金の全額助成 町民課 0536-62-0519

三重県 伊勢市 こども医療費助成制度 中学校卒業までのこどもに対して、通院と入院の医療費を助成します。（所得制限あり）
医療保険課
福祉医療係

0596-21-5554

三重県 鳥羽市 中学3年生まで子どもの医療費無料 義務教育終了（15歳になる年度末）までの子ども医療費を助成。所得制限無し。 市民課 0599-25-1148
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三重県 熊野市 こども医療費助成 熊野市では中学生まではもちろん、高校生（18歳3月末まで）も医療費の2/3を助成します。 市民保険課 0597-89-4111

三重県 志摩市 子ども医療費助成事業
小学校終了までの子ども（12歳になる年の年度末）に対して医療費の自己負担額を助成する。なお、平成25年4
月から対象範囲を入院のみ中学校3年生までに拡大し、助成している（所得制限あり。）

市民部保険課 0599-44-0213

三重県 菰野町 子ども医療費助成費
小学校卒業までの子どもの入院・通院と、中学校卒業までの子どもの入院にかかる健康保険適用の医療費自
己負担額を助成。所得制限あり。

住民課 059-391-1120

三重県 菰野町 ひとり親家庭等医療費助成費
２０歳未満の子を扶養している一人親家庭の母又は父とその子の入院・通院にかかる健康保険適用の医療費
自己負担額を助成。所得制限あり。

住民課 059-391-1120

三重県 度会町 中学3年生まで子どもの医療費助成 中学校卒業（15歳年度末）までの子どもの医療費を助成。所得制限有り
住民課
年金保険係

0596-62-2412

三重県 大紀町 乳幼児・児童医療費助成
18歳までの子どもの病気やケガに対する医療費の一部を助成する制度。12歳到達年度末までは全額助成。以
降18歳到達年度末までは自己負担相当額から千円を越える額。

健康福祉課 0598-86-2216

三重県 南伊勢町 こども医療費助成事業 中学３年生（１５歳年度末）までの子どもに対し医療費助成 医療保険課 0599-66-1708

滋賀県 高島市 子ども医療費助成
未就学児の医療費を所得に関わらず無料化するとともに、小中学生の入院費用および通院費用について助成
することで、子育て世代の負担を軽減する。

保険年金課 0740-25-8137

滋賀県 多賀町 福祉医療助成制度「子育て応援医療費助成」 町内在住の小中学生の医療費全額を助成する。（ただし、保険適用部分に限る） 税務住民課 0749-48-8114

兵庫県 相生市 こども医療費助成事業 中学3年までの入院・通院にかかる医療費の無料化を実施します。（所得制限があります）
市民生活部
市民課国保年金
係

0791-23-7154

兵庫県 赤穂市 乳児健康診査費補助事業
市内に住所を有する乳児（乳児健康診査受診時において満1歳6ヶ月満たない者を含む）に対し、市内の医療機
関で使える受診券を配布。1回3,500円を上限に2回分を助成する。

保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 乳幼児健康診査 市内在住の4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児の健康診査と2歳児の歯科健康診査に対し、健康診査費を無料とす 保健センター 0791-43-9855

兵庫県 赤穂市 予防接種費無料
小児の予防接種(Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、BCG、4種混合、不活化ポリオ、3種混合、2種混合、麻し
ん風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症)を無料で接種できる。

保健センター 0791-43-9856

兵庫県 赤穂市 乳幼児等医療費助成制度
義務教育就学前の乳幼児及び中学3年生までの児童に対し、外来・入院にかかる医療費の自己負担を無料化
する。※1歳児以上は所得制限あり。

医療介護課 0791-43-6813

兵庫県 赤穂市 小児特定疾患医療費の助成
小児ぜんそく、小児先天性疾患等の特定の疾病にかかり、通院療養をしている18歳未満の児童を対象に、通院
医療費の自己負担分を助成。

医療介護課 0791-43-6814

兵庫県 赤穂市 未熟児医療給付制度
出生時の体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱であって、特定の症状を示す未熟児を対象に、入院医療
費のうち保険適用後の自己負担額及び入院時食事医療費の自己負担分を負担する。

医療介護課 0791-43-6815

兵庫県 養父市 新生児聴力検査費助成事業 生後１か月以内に受けられた新生児聴力検査に要した費用を全額助成。

兵庫県 養父市 インフルエンザ接種費用助成 13歳未満のインフルエンザ接種について、１回当たり2,000円を助成。

兵庫県 養父市 未熟児養育医療制度
出生体重が2000グラム以下の子などを対象に入院医療費のうち、健康保険適用分の自己負担額及び入院時
食事療養費の自己負担分の医療費を全額助成。

兵庫県 養父市 乳幼児等医療制度 ０歳から小学３年生までの子が市内在住の場合、医療費を全額助成。

兵庫県 養父市 こども医療制度 小学４年生から中学３年生までの子が市内在住の場合、医療費を全額助成。

兵庫県 丹波市
乳幼児等医療費助成事業・こども医療費助成事
業

0歳から中学校３年生までの医療費（外来・入院）の無料化。（ただし、お子さまが0歳の間を除いて、扶養義務者
の所得制限があります）

健康部
国保・医療課

0795-82-6690

兵庫県 南あわじ市 こども医療費助成 小学４年生～中学３年生までの医療費（保険診療分）を助成。 市民課 0799-43-5212

兵庫県 宍粟市 医療費助成事業 中学以下の乳幼児等を対象に医療費自己負担額を無料化〈所得制限なし） 市民課 0790-63-3108

兵庫県 たつの市 医療費助成事業 中学３年生までの医療費が、所得制限なしで無料
市民生活部
国保医療年金課

0791-64-3240

奈良県 五條市 こども医療費助成制度
五條市に住所を有し、健康保険に加入している０歳～１５歳（中学校卒業の３月３１日）までの子どもにかかる医
療費のうち、保険診療自己負担金分の１か月の合計額から一部負担金を除いた額を助成します。

保険課 0747-22-4001

奈良県 平群町 子ども等医療費助成 高校１年までのお子さんの医療費が無料 福祉課 0745-45-1001

奈良県 吉野町 子ども医療費助成事業 小学校～中学校卒業までは所得制限撤廃全額無料 町民課 0746-39-9061

奈良県 十津川村 子ども医療費助成
中学校卒業まで、通院・入院に対して医療費の助成があります。自己負担額は病院ごとに通院５００円／月、入
院（１３日以内）５００円／月、入院（14日以上）１，０００円／月です。また、虫歯予防のための歯科医療費は全額
助成されます。

地域創生推進課 0746-62-0910

奈良県 東吉野村 子ども医療費助成制度
出生日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間のお子様に係る保険医療費（自己負担額）を全額
助成します。ただし、一部適用外医療費もあります。

税務保険課 0746-42-0441

奈良県 東吉野村 定期予防接種全額助成 小さなお子様がいるご家庭に負担となる指定の定期予防接種にかかる費用を全額助成します。 住民福祉課 0746-42-0441

和歌山県 橋本市 乳幼児・小中学生医療費助成制度
市内に住所を有する中学校卒業までの児童に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう、保険診療にか
かる医療費の自己負担額を全額助成する制度です。　※所得制限があります。

こども課 0736-33-6102

和歌山県 紀美野町 子ども医療費助成制度 中学生以下の子どもの医療費（自己負担分）を町が全額負担します。 住民課 073-489-5903

和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町子ども医療費支給事業 小学生以下の子どもの医療費（保険診療分）を全額助成します。 やすらぎ対策課 0736-22-0300

和歌山県 高野町 児童の医療費無料化 中学校卒業までの医療費無料化。※就学児の受給対象は、親を含め町内に籍を有すること。 福祉保健課 0736-56-3000

和歌山県 由良町 子ども医療費助成 中学校卒業時まで医療費が無料 住民福祉課 0738-65-0201

鳥取県 鳥取県 小児医療費助成制度
０～中学校卒業前の子どもが入院または通院した場合、病院へ支払う医療費を助成しています。自己負担額通
院１日５３０円（同一医療機関は月５回目からは無料）、入院１日１，２００円（各負担上限あり）

福祉保健部
子育て王国推進

0857-26-7572

鳥取県 米子市 未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする1歳未満の赤ちゃんに対し、必要な医療の給付を行なう制度
です。

健康ガイド 0859-22-7111

鳥取県 米子市 子どもの予防接種 決まった年齢で接種するように国が勧めている予防接種を定期予防接種といい、無料で接種できます。 健康ガイド 0859-22-7111

鳥取県 米子市 特別医療費の助成制度
障がいのあるかたや、ひとり親家庭、特定疾病、中学校卒業までのお子さんの通院・入院など、特に医療費の
助成を必要とするかたの医療費には助成

保健年金課 0859-23-5121

鳥取県 米子市 米子市風しんワクチン予防接種費助成事業 風しんワクチンを接種した場合、接種費用の一部を助成しています。 健康対策課 0859-23-5451

鳥取県 倉吉市 小児の医療費助成
中学校卒業までの児童の医療費を助成。対象は、０歳～15歳に達する年度末まで（中学校卒業まで）の子ども。
自己負担額は通院1回当たり530円（一医療機関月4回まで）薬局は無料。入院医療費1日1,200円。

福祉保健部 医療
保険課

0858-22-8124

鳥取県 岩美町 子どもの任意予防接種費用助成事業 ・インフルエンザ、おたふくかぜ、ロタウイルスの予防接種費用の一部を助成。 健康対策課 0857-73-1322

鳥取県 岩美町 医療費助成事業
・義務教育終了まで医療費の自己負担額を530円/日（入院1,200円/日）まで軽減。
・身体障害者手帳（1級～4級）、療育手帳（Ａ・Ｂ）、精神福祉手帳（1級～3級）を所持する方へ、医療費を助成。

住民生活課 0857-73-1415

鳥取県 若桜町 未熟児養育医療助成制度 未熟児医療費の自己負担分を助成 町民福祉課 0858-82-2232

鳥取県 若桜町 特別医療費助成制度
出席から高等学校修了までのお子さんの医療費を軽減。負担上限は通院…５３０円／日、入院…１，２００円／
日。院外薬局は負担なし。

町民福祉課 0858-82-2233

鳥取県 若桜町 定期予防接種費助成制度
接種費用は無料。四種混合・ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン・日本脳炎ワクチン・MRワクチン（麻疹・風
疹）・BCG・水疱の接種費用を助成。

町民福祉課 0858-82-2235

島根県 浜田市 乳幼児等医療費助成制度

小学校就学前の乳幼児の入通院を対象に、医療費の助成を行っています。
○助成内容　医療費負担割合1割
○自己負担限度額　入院：2,000円/月　通院：1,000円/月
○中学校卒業後から20歳未満までの方の慢性呼吸器疾患等14疾患群による入院：15,000円/月

医療保険課 0855-25-9411

島根県 浜田市 児童医療費助成事業

小学１年生から中学３年生の児童の医療費等にかかる保護者の負担を軽減。中学校卒業後から20歳未満まで
の方の慢性呼吸器疾患等による入院を対象に、医療費を助成。
○助成内容　医療費負担割合3割
○自己負担限度額　入院：2,000円/月　通院：1,000円/月
○中学校卒業後から20歳未満までの方の慢性呼吸器疾患等14疾患群による入院：15,000円/月

医療保険課 0855-25-9411

島根県 出雲市 乳幼児等医療費助成制度

乳幼児等の保険診療に係る医療費について、保護者の負担額が次のとおりとなるよう助成します。ただし、入院
時食事療養費など対象とならないものもあります。
就学前／無料、　就学後～２０歳未満／慢性呼吸器疾患等14疾患群により入院した場合のみ１割負担（負担上
限額15,000円／月）

子育て政策課 0853-21-6963

島根県 大田市 乳幼児等医療費・子ども医療費助成制度 中学校卒業までのお子さんの医療費（保険診療分）を無料化しています。 市民課 0854-82-9730

島根県 雲南市 子ども医療費助成制度 平成２７年７月から０歳から中学校３年生までの医療費を無料化しています。 市民生活課 0854-40-1031

島根県 奥出雲町 児童生徒の医療費の無償化 就学～中学卒業までの児童、生徒について医療費を無償化します。 福祉事務所 0854-54-2541

島根県 川本町 子どもの医療費を助成
安心した子育て環境づくりを推進するため、医療費の助成（医療費負担の軽減）を行っています。（乳幼児：全額
助成、小中学生：１割負担）

健康福祉課 0855-72-0633

秋田県 美郷町 福祉医療制度 0歳から６歳まで医療費負担なし、小学生の医療費の一部を助成 福祉保健課 0187-84-4907

島根県 美郷町 医療費無料・定期予防接種費用全額助成
誕生から義務教育終了まで医療費は無料で、定期予防接種費用は全額助成（インフルエンザ予防接種は高校
卒業まで）

住民課
健康福祉課

0855-75-1213
0855-75-1932

島根県 吉賀町 子ども等医療費助成制度 0歳～高校生までの医療費を全額助成！ 保健福祉課 0856-77-1165

岡山県 笠岡市 子ども医療費公費負担制度
笠岡市内に住民登録のある中学3年生までの子どもが医療機関等で診察を受けた場合、保険給付の対象とな
る医療費の一部負担金に相当する額を入院・外来ともに助成します。

市民課 0865-69-2130

岡山県 高梁市 子ども医療費支給事業 ０歳から１８歳（１８歳に達した年度末）までの医療費の自己負担部分が無料となるよう助成。 こども未来課 0866-21-0288

岡山県 瀬戸内市 小児医療費給付制度 中学校卒業までの入院・通院医療費に対し、医療費の保険適用部分の自己負担額が無料となる。 市民課 0869-22-3958

岡山県 里庄町 小児医療費補助制度
里庄町に居住する0歳から中学校3年生までの小児、児童、生徒（中学校3学年終了まで）の医療費（自己負担
分）を補助。

里庄町健康福祉
課

0865-64-7211

岡山県 鏡野町 乳幼児、児童及び生徒医療費給付 中学校卒業までの子どもの入院・通院にかかる健康保険適用の医療費自己負担額を助成。 保健福祉課 0868-54-2986

岡山県 奈義町 乳幼児及び児童生徒医療費助成 高校卒業までの医療費を無料化。医療機関等での自己負担分は町が負担。 税務住民課 0868-36-4112

岡山県 久米南町 乳幼児等医療費給付事業
出生から18歳までのお子さんの医療費の保険診療分を全額助成。（中学生までは窓口負担なし。高校生等は申
請必要。）

保健福祉課 086-728-4411

広島県 庄原市 乳幼児等医療費助成
中学３年生までの乳幼児・児童が医療機関を受診する際の医療費（自己負担分）を助成する。自己負担額は通
院１回500円（1ヶ月4日まで），入院1日500円（1ヶ月14日まで）。

保健医療課 0824-73-1155

広島県 安芸高田市 乳幼児等医療費助成
中学校3年生までの乳幼児等の方が受けた医療費の自己負担分の一部を助成
・通院500円/日（医療機関ごと月4日まで）・入院500円/日（医療機関ごと月14日まで）

福祉保健部
保健医療課

0826-42-5619

広島県 安芸太田町 乳幼児/子ども医療費支給事業
0歳～18歳までの医療費について一部支給
【自己負担額】１医療機関ごとに１日500円、通院：月4日まで、入院：月14日まで

住民生活課 0826-28-2116

広島県 北広島町 乳幼児・児童医療費の助成

0歳児から中学校卒業までの乳幼児・児童が入院・通院することになった際の医療費の助成を行う。
対象者：０歳児から中学校卒業まで乳幼児・児童の入院・通院
助成費用：保険診療分の医療費で自己負担金を超える額
自己負担金：一医療機関で一日５００円上限

町民課
国保年金係

050-5812-1854

広島県 北広島町 妊産婦健康診査費助成金交付事業 ◆妊産婦を対象に妊産婦健康診査に要した費用の一部を助成
保健課
健康増進係

050-5812-1853

広島県 北広島町 妊婦等歯科健康診査事業 ◆妊産婦を対象に町内委託歯科医療機関にて歯科健康診査を実施
保健課
健康増進係

050-5812-1853

山口県 山口市 がん検診
40歳の市民は、すべてのがん検診が無料。
◆40、45、50、55、60歳：肺、胃、大腸、乳がん検診　◆20、25、30、35、40歳：子宮頸がん検診
受診ハガキを持参して実施医療機関及び集団検診会場で受診。

健康増進課 083-921-2666
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山口県 下松市 こどもの医療費助成 小学校３年生までのこどもの医療費（医療保険の自己負担相当分）を全額助成（年齢により所得制限有） 子育て支援課 0833-45-1836

山口県 岩国市 こどもを守る予防接種事業 「ロタウイルス」、「Ｂ型肝炎」、「おたふくかぜ」の予防接種にかかる経費を助成します。 健康推進課 0827-24-3751

徳島県 勝浦町 子どもの医療費助成 18歳に達する歳の最初の3月31日まで無料 福祉課 0885-42-1502

徳島県 石井町 子どもはぐくみ医療費助成事業
子ども等の医療費について、徳島県事業（小学校修了まで）に加え、町独自の事業として中学校３年生修了まで
助成。（入院・通院１レセプトあたり６００円の自己負担あり。）

すくすく子育て課 088-674-1623

徳島県 つるぎ町 子どもはぐくみ医療費助成
子ども等の医療費について、徳島県事業（小学校修了まで）に加え、町独自の事業として中学校３年生修了まで
助成。

保険課 0883-62-3113

香川県 丸亀市 丸亀市こども医療費助成制度
補助対象：丸亀市に住所のある中学校卒業までの子ども。補助内容：香川県内全ての医療機関で、窓口での健
康保険診療にかかる自己負担が無料。

こども未来部
子育て支援課

0877-24-8808

香川県 坂出市 子ども医療費助成制度 中学校卒業まで保健医療に係る医療費の自己負担分（保険適用分）を助成。 けんこう課 0877-44-5006

香川県 三豊市 子ども医療費助成 15歳の年度末まで子どもの医療費を助成 健康課 0875-73-3014

愛媛県 新居浜市 こども医療費助成制度
平成２５年４月より小中学校の入院医療費の助成を開始。また、平成２６年４月より小学校終了前までの子ども
の歯科外来診療に係る医療費助成を開始。（乳幼児は入院、通院とも無料）

福祉部子育て支
援課

0897-65-1242

愛媛県 西条市 こども医療費助成制度
西条市内在住の未就学の子で、医療保険に加入している方に対し、保険診療による医療費の自己負担分を全
額助成。ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代、差額ベッド代などは対象外。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 西条市 小・中学生入院医療費助成制度
小・中学生の入院にかかる一部負担金を全額助成。ただし、入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象
外。また、一部負担金が医療保険の高額療養費の対象となる場合は、高額療養費を控除した額となる。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 西条市 小・中学生歯科通院医療費助成制度
医療保険に加入している市内在住小中学生の歯科外来受診による医療費の自己負担分を全額助成。ただし、
保険診療外の治療については、対象外。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 西条市 ひとり親世帯等医療費助成制度
ひとり親世帯等の方に対し、保険診療による医療費の自己負担分を全額助成（所得制限有り）。ただし、保険診
療以外の医療費及び入院時食事代、差額ベッド代などは対象外。

国保医療課 0897-52-1212

愛媛県 伊予市 乳幼児医療費助成制度
就学前（6歳に達した日以降における最初の3月末日）までの方が医療機関等で治療を受けたときに支払う医療
費の一部負担金を助成する制度です。

保険年金課 089-982-1111

愛媛県 伊予市 ひとり親家庭医療費助成制度
20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭、準ひとり親家庭である祖父若しくは祖母と孫又は兄若しくは
姉と弟妹、父母のない児童に対して、医療機関等で受診したときに支払う一部負担金を助成する制度です。（所
得制限あり）

保険年金課 089-982-1111

愛媛県 伊予市 小・中学生の医療費助成制度
小学1年生から中学3年生までのお子さまが医療機関等で入院したとき、支払う医療費の自己負担額から、高額
療養費や付加給付金等の支給額を除いた金額を助成する制度です。

保険年金課 089-982-1111

愛媛県 東温市 ジョイルーム（病後児保育）
乳幼児及び小学１～３年生の子どもが病気回復の際、保護者の就労等の理由により、病気中の子を家庭で保
育できない場合に、専門施設で看護師や保育士が一時的にお預かりする保育。（事前登録・予約制、有料）

保育幼稚園課 089-964-4484

愛媛県 東温市 子ども医療費助成制度
小学校3年生までの歯科通院費（H27.10～）、小学校就学前までの乳幼児にかかる入・通院費及び中学校卒業
までの児童にかかる入院費について、医療費の自己負担分を助成。

社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市 母子家庭医療費助成制度 母子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） 社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市 父子家庭医療費助成制度 父子家庭の方の医療費を一部助成。（所得制限あり） 社会福祉課 089-964-4406

愛媛県 東温市 未熟児養育医療給付 体重2,000g以下又は生活力が特に未熟で、入院医療が必要な子ども（1歳未満）にかかる医療費を助成。 健康推進課 089-966-2191

愛媛県 東温市 妊婦歯科健康診査の費用助成 委託医療機関以外の市内医療機関で妊婦歯科健康診査を受診された方に、歯科健康診査費用の一部を助
成

健康推進課 089-966-2191

愛媛県 砥部町 子ども医療費助成事業
中学校卒業までの通院、入院医療費を無料化。（予防接種、文書料、入院時の差額ベッド代、食事療養標準負
担額などは対象外）※中学生の通院医療費の無料化は平成27年8月診療分から実施予定。

保険健康課 089-962-7057

愛媛県 内子町 子ども医療費助成制度 小学校卒業まで医療費を無料化。 保健福祉課 0893-44-6154

愛媛県 伊方町 児童医療費助成事業 小学校入学から中学校卒業までの入院にかかる医療費を助成。 福祉課 0894-38-0217

愛媛県 愛南町 子ども医療費助成事業
０歳から１５歳（中学３年生の３月末）までの子どもが医療機関を受診（外来・入院）した場合に、医療費の自己負
担額を助成。

町民課 0895-72-7300

高知県 宿毛市 乳幼児・児童福祉医療費助成事業
中学生以下の児童は、医療費無料。乳幼児・児童が病気やケガで病院にかかった時、医療費（保険診療分）を
助成。

福祉事務所 0880-63-1114

高知県 土佐清水市 医療費無料制度 0歳～中学生以下のお子さまの医療費(通院・入院)の病院窓口での自己負担分が無料。(一部負担あり)
福祉事務所福祉
児童係

0880-82-1118

高知県 佐川町 乳幼児医療費助成制度 ０歳から満15歳になった年の3月31日まで、医療費の助成を行っています。 健康福祉課 0889-22-7705

福岡県 飯塚市 子ども医療費助成
飯塚市内にお住まいの中学校第3学年修了前までの子どもに対し、健康保険が適用される医療費の自己負担
額を助成する制度です。

こども・健康部医
療保険課

0948-22-5500

福岡県 田川市 子ども医療費助成事業 ・中学生（15歳に達した日以降の最初の3月31日）まで）の保健医療費自己負担額の全額を助成する。
市民生活部
市民課

0947-44-2000

福岡県 柳川市 乳幼児等医療費助成制度
中学３年以下が対象。3歳未満無料、3歳以上就学前：外来600円/月・入院500円/日（7日間）、小学1年から中
学3年：入院500円/日（7日間）

健康づくり課医療
係

0944-77-8503

福岡県 柳川市 ひとり親家庭等医療費助成制度
柳川市に居住している母子家庭等の母と児童又は、父子家庭等の父と児童が、医療機関で診療を受けた場合
の自己負担額を助成する制度で、心身の健康の向上と福祉の増進を図ります。
対象：児童（満6歳以上－満18歳未満）、親（満18歳未満の児童を扶養している配偶者がいない）無料

健康づくり課医療
係

0944-77-8503

福岡県 柳川市 未熟児養育医療 医療を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において必要な医療の給付を行う。
健康づくり課医療
係

0944-77-8503

福岡県 八女市 乳幼児・こども医療制度
乳幼児が病気やケガで医療機関にかかったときの医療費の一部を公費で負担する制度です。また小学生・中学
生（15歳に達する年度の3月31日まで）は入院医療費を無料とします。

市民課 0943-23-1117

福岡県 八女市 ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭の父または母及び児童、父母のない児童が病気やケガで医療機関にかかったときの医療費の一
部を公費でまかなう制度です。本人負担:≪通院≫８００円／月（上限）≪入院≫５００円／日（月７日限度）

市民課 0943-23-1117

福岡県 筑後市 子どもの医療費助成
幼児（小学校就学前の子）や、子ども（小学校就学中の子）が病気やけがで医療機関にかかったとき、医療費の
一部を公費で負担する制度です。

市民課 0942-65-7016

福岡県 中間市 乳幼児・児童医療費助成制度
入院時、３歳到達月まで自己負担なし。３歳以上中学校３年生まで500円/日（月最大７日）
外来時、３歳到達月まで自己負担なし。３歳以上小学校３年生まで600円/月が限度額となる。
※入院・外来ともに医療機関(薬局は除く)ごと

健康増進課 093-246-6246

福岡県 朝倉市 朝倉市子ども医療費助成制度
就学前児童医療費の無料化と小・中学生入院費の一部助成を行う。小・中学生の入院費は、一月に500円／日
（一医療機関につき７日が上限）の自己負担限度額を超えて負担した額を助成する。

市民環境部
保険年金課

0946-22-1111
(内線138･139)

福岡県 朝倉市 インフルエンザ予防接種費用助成
１歳から中学３年生に相当する年齢までの人について、予防接種１回につき、予防接種料金から自己負担額
1,000円を差し引いた額を助成する。回数制限あり。

保健福祉部
健康課

0946-22-8571
（直通）

福岡県 みやま市 乳幼児医療費助成制度 市内に住んでいる健康保険加入の小学校3年生までのお子さんを対象に医療費を助成します。 健康づくり課 0944-64-1529

福岡県 糸島市 乳幼児健診・ファミリー健診 乳幼児健診、離乳食教室、ファミリー健診（お母さんの健康状態をチェック）を行っています。 健康づくり課 092-332-2069

福岡県 糸島市 子ども医療費の助成
小学校就学前のお子さんの保険診療自己負担額を、全額助成します。また、小学校３年生までのお子さんの入
院費を全額助成します。

子ども課 092-332-2074

栃木県 那珂川町 こども医療費助成
中学校３年生修了前までの児童の保険診療を受けたときに支払った医療費を助成します。（県内の医療機関等
での、保険診療自己負担分の窓口支払なし）

健康福祉課 0287-92-1119

福岡県 鞍手町 子ども医療費助成
平成２７年１０月から中学生までの子どもの医療費を無償化するもの。ただし、中学生は入院のみが無償化の対
象。
※平成２７年９月までは小学校就学前までの子どもの医療費が無償化の対象。

保険健康課 0949-42-2111

福岡県 添田町 乳幼児・子ども医療費無料化 中学生以下の乳幼児・子どもの医療費無料。 住民課 0947‐82‐5966

福岡県 吉富町 乳幼児医療費支給制度
健康保険に加入する０歳から小学校就学前までの乳幼児の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）を
全額助成する。

健康福祉課 0979-24-1123

福岡県 吉富町 子ども医療費支給制度
健康保険に加入する小中学生の保険診療にかかる医療費（食事療養費等を除く）の一部を助成する。自己負担
額は、外来：医療機関ごと８００円/月、入院：５００円/日（上限5,000円）を限度とする。調剤薬局分は全額助成す

健康福祉課 0979-24-1123

佐賀県 小城市 子どもの医療費助成制度
【小・中学生】入院した場合、一部負担金（３割）を支払い、高額医療費の手続き終了後「子どもの医療費助成交
付申請書」で市に申請する。医療機関ごとに１ヶ月1,0００円の自己負担を差し引いて助成する。

保育幼稚園課 0952-37-6109

佐賀県 小城市 ロタウイルスワクチン接種費用助成事業 任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一部補助を行う。 健康増進課 0952-37-6106

佐賀県 嬉野市 小学生・中学生・高校生医療費助成事業 小学生、中学生、高校生を対象に、一人1ヶ月500円の自己負担を差し引 いて支給。 子育て支援課 0954-66-9121

佐賀県 神埼市 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親等の家庭が対象で、子どもの医療費について、各月500円を超える分を助成する。 福祉課 0952-37-0110

佐賀県 神埼市 小・中学生医療費助成事業 市内に住む小学生及び中学生を対象として、医療費について、一人一月500円を超える費用に対して助成する。 市民課 0952-37-0115

長崎県 西海市 福祉医療費助成事業
障がい者、乳幼児、ひとり親家庭等の福祉の増進、経済的負担の軽減を図るため次のとおり医療費を補助す
る。（最大補助額　医療費から保険医療機関ごとに1日につき800円（1月上限1,600円）を差し引いた額）

福祉課 0959-37-0069

長崎県 雲仙市 福祉医療費支給事業
乳幼児、母（父）子家庭の母（父）と子、及び寡婦に対し、医療費の一部負担額の助成に加えて、中学生までの
児童を対象に、医療費の一部（１月毎、１医療機関毎に1日800円、1月上限1,600円を超えた額）を助成します。

子ども支援課 0957-36-2500

長崎県 南島原市 こども福祉医療費支給制度
中学校卒業までの子どもに係る医療費の一部を助成（自己負担金上限、1日800円、2日以上1,600円）
※院外処方の薬代については、自己負担額はありません。（保険診療分でかかった全額を助成します。）

福祉保健部
こども未来課

050-3381-5050

長崎県 東彼杵町 医療費助成事業
小学校入学前までのお子様が、病院や薬局にかかった際の医療費の一部を助成します。
[助成内容]・一つの医療機関ごとに１日８００円・２日以上の場合は１ケ月１,６００円を控除した額

町民福祉課・福祉
係

0957-46-1111

熊本県 八代市 こども医療費助成事業 出生から小学６年生までの医療費の自己負担額を全額助成。 こども未来課 0965-33-8721

熊本県 玉名市 子ども医療費助成 中学生まで医療費を全額を助成します。 子育て支援課 0968-75-1120

熊本県 宇城市 こども医療費助成制度
小学校就学前までは無料
小学校１年生～６年生修了までは、保険医療機関ごとに、外来：月額上限1,000円、入院：月額上限2,000円

健康福祉部
こども福祉課

0964-32-1405

熊本県 美里町 乳幼児童医療費助成事業
０歳（出生）から満１５歳の町民の方を対象に、病気の早期治療により健全育成を支援し、また医療費の一部負
担を助成することで子育てを支援します。

健康窓口課 0964-47-1111

熊本県 玉東町 子ども医療費助成
高校3年生までの子どもの通院及び入院にかかった医療費を全額助成しています（ただし、健康保険が適用さ
れない費用や入院時の食事代は対象外です）。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 インフルエンザ予防接種助成
インフルエンザの予防接種費用について、中学3年生までは全額助成し、高校生は1,000円を上限に補助してい
ます。

保健介護課 0968-85-6557

熊本県 玉東町 水痘（水ぼうそう）予防接種助成 水痘（水ぼうそう）予防接種費用について、1歳～就学前児まで、5,000円を上限に補助しています。 保健介護課 0968-85-6557

熊本県 南関町 こども医療費助成金
町内に在住する新生児から中学3年生までの子ども
医療費の全額（保険診療の自己負担分）

保健センター 0968-53-3298

熊本県 南関町 妊婦歯科健康診査費助成金
母子健康手帳等の交付を受け、妊娠期間中に歯科健康診査を受けた妊婦
2,000円（1回のみ）

保健センター 0968‐53‐3298

熊本県 長洲町 子ども医療費助成 中学生までの医療費を全額助成します。 子育て支援課 0968-78-3126

熊本県 和水町 子ども医療費無料
高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町が全額
負担します。

健康福祉課 0968-86-5724

熊本県 和水町 子ども医療費無料
高校3年生（満18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの、子どもに係る医療費の一部負担金を町が全額
負担します。

健康福祉課 0968-86-5724

熊本県 小国町 乳幼児・児童の医療費補助
生まれてから中学校卒業までの子供の医療費を無料にしています。誕生から６歳までは乳幼児医療費助成。６
歳から１５歳までは自動医療費助成として医療を受けた際の自己負担分を助成する。

福祉課 0967-46-2116

熊本県 産山村 乳幼児・児童・生徒医療費等受給制度 村に住所を有する0～18歳を対象に、医療費自己負担分全額を助成 住民課 0967-25-2212

熊本県 御船町 子ども医療費助成事業 0歳時から中学校3年生終了までの医療費（入院、通院、調剤、歯科）を助成。
健康いきいき推進
課

096-282-1602
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熊本県 嘉島町 嘉島町子ども医療費助成事業
出生日より満15歳に達する日以後の最初の3月31日（義務教育終了）まで子どもの病気やけが等についての、
医療費に要する費用の額から保険給付費（高額医療及び家族療養附加給付金を含む）を差し引いた額を助成し
ます。

町民課 096-237-1111

熊本県 山都町 子ども医療費助成金 生まれてから18歳までの医療費の助成を行っています。 健康福祉課 0967-72-1229

熊本県 氷川町 ひとり親家庭医療費補助
ひとり親家庭の医療費の負担を軽減することを目的として、ひとり親及び１８歳未満の児童に対して医療費の補
助を行います。（自己負担額の２／３補助）※ただし、中学生以下の児童については、児童医療費により無料

町民環境課 0965-52-5851

熊本県 氷川町 氷川町児童医療費助成事業
氷川町に居住する赤ちゃん～中学3年生までのお子様の医療費を全額補助する制度です。入院など特別な場
合を除いて、児童医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、窓口負担がありません。

健康福祉課 0965-52-5852

熊本県 多良木町 乳幼児等医療費助成
０歳から中学３年生までのお子様の保険診療にかかる医療費の自己負担分の全額を助成するもの。但し、高額
療養費や保険者による助成（付加給付等）に該当する場合は、その分を差引いた額が対象となります。

保健センター 0966-42-1100

熊本県 多良木町 ひとり親家庭等医療費助成
20歳未満の児童を扶養している母または父、母子・父子家庭の児童で18歳に達する日以降の最初の３月31日
までにある児童または父母がいない児童を対象に、医療費の一部を助成。

子ども対策課 0966-42-1262

熊本県 山江村 すこやか子ども医療費助成 子どもの医療費無料。中学生までが対象。 健康福祉課 0966-23-3111

熊本県 苓北町 子育て支援医療費 町内に住所を有する中学校３年生までの子どもについて保険診療にかかる医療費一部負担金の全額を助成 福祉保健課 0969-35-1111

大分県 別府市 子ども医療費の無料化 保険適用分につき子どもの医療費（小・中学生は入院分のみ対象）が無料。 児童家庭課 0977-21-1427

大分県 中津市 ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親家庭等に対し、保険診療による医療費の自己負担額の一部を助成します。 子育て支援課 0979-22-1129

大分県 日田市 おたふくかぜワクチン接種事業 任意予防接種のうちおたふくかぜワクチン接種に要する費用を全額助成する。 健康保険課 0973-24-3000

大分県 日田市 風しん（成人）予防接種助成事業
先天性風疹症候群児の出生を防ぐため、20歳以上50歳未満の市民で、事前に風しんの抗体検査を受けた方
に、予防接種費用の一部を助成する（１回限り）。

健康保険課 0973-24-3000

大分県 日田市 子ども医療費助成
・ 未就学児の入院及び通院、小中学生の入院に伴う自己負担（保険適用分）は無料。
・ 小中学生の通院に伴う自己負担（保険適用分）の一部助成（最高２，０００円／月の一部自己負担あり）

こども未来室 0973-22-8292

大分県 臼杵市 子ども医療費の助成
医療費の自己負担分について、小学校就学前までの入院・通院の医療費無料と小中学生の入院医療費の無料
に加え、平成２７年７月１日より小中学生の通院医療費を500円／日（月４回）までの自己負担とし、助成範囲を
拡大。

保険健康課
0972-63-1111
（内線1141）

大分県 豊後大野市 子ども医療費助成
出生の日又は転入の日から、中学3年生(15歳になって最初の3月31日)又は転出日まで入院・通院・歯科・調剤
の一部負担金(保険診療分の自己負担分)および入院時食事療養費を助成します。

社会福祉課 0974-22-1001

大分県 豊後高田市 子ども医療費の無料化 保険適用分の子どもの医療費（未就学児の入・通院分、小･中学生の入院分が対象）が無料です。
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

大分県 豊後高田市 乳幼児健康診査
生後４か月､８か月､１歳６か月､３歳６か月､５歳児に集団健診を実施します｡
また医療機関で無料で受けられる個別健診受診券（生後３～６か月､９～11か月）を交付します｡

ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 予防接種費の助成
定期予防接種に加え､流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、中学生までのインフルエンザ､成人の風しんの抗体検
査・予防接種に対する助成も行っています。

ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 豊後高田市 未熟児養育医療
からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで､特別な医療を必要とする場合､母子保健法に基づき医療費の
給付を行います。

ウェルネス推進課 0978-22-3100

大分県 宇佐市 乳幼児健康診査
集団健診（10か月・１歳6か月・3歳6か月）を無料で実施します。また、3～6か月・8～11か月の2回、乳児健診受
診票を交付し費用を助成します。

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 予防接種 乳幼児の定期予防接種を対象年齢の間に無料で受けられます。 子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 子ども医療費の助成
保険適用分のお子さんの医療費を助成します。
① ０歳～小学校就学前児の入院・通院医療費、処方による薬代が無料。
②小中学生の入院医療費が無料

子育て支援課 0978-32-1111

大分県 宇佐市 予防接種
中学3年生までと満65歳以上の方のインフルエンザ、65歳以上の方の肺炎球菌の予防接種費用の一部を助成
します。

健康課 0978-32-1111

大分県 姫島村 子ども医療費助成事業 県の助成以外の自己負担を村単独で助成（未就学児の自己負担、小中学生の通院及び入院の自己負担） 健康推進課 0978-87-2177

大分県 姫島村 予防接種事業 任意の予防接種の助成 健康推進課 0978-87-2177

大分県 日出町 乳幼児健康診査 4ヶ月児、1歳６ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に健康診査を行っています。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 ２歳児歯科教室
２歳６か月頃のお子さんとその保護者を対象として、歯についてのお話や歯みがき指導等を歯科衛生士が行い
ます。

福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 任意予防接種費用の助成 おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザ、風しんの予防接種について、接種費用の一部を助成します。 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 子ども医療費の助成 中学校３年生までの子どもに対し、医療費の助成 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 日出町 ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の親と児童、また父母のない児童に対し、医療費助成 福祉対策課 0977-73-3121

大分県 九重町 子ども医療費助成事業
中学校卒業までの児童の入院・通院に対する医療費を助成。（入院・自己負担額無料）（通院・就学前は自己負
担額無料、小中学生は4回/月までは1回500円までの自己負担額あり）

住民課 0973-76-3802

大分県 九重町 インフルエンザ予防接種費用助成事業 生後6ヶ月から中学3年生までの子どものインフルエンザ予防接種費用を1回あたり1,000円助成。 保健福祉センター 0973-76-3838

宮崎県 えびの市 子ども医療費助成事業
中学校卒業まで、保険対象分の医療費について助成を行います。入院・薬局は無料、外来等は1月につき3歳未
満を350円、3歳以上を800円に軽減します。保険医療機関及び保険者ごと

福祉事務所 0984-35-1111

宮崎県 木城町 乳幼児及び児童医療費助成事業
未就学児及び小中学生の医療費を助成しています。未就学児・・・入院・外来・調剤とも自己負担額なし　小中学
生・・・入院・外来については、１診療報酬明細ごとに、一月８２０円、調剤は自己負担額なし

福祉保健課 0983-32-4733

宮崎県 椎葉村 子ども及び母子、父子家庭医療費助成 中学卒業までの子どもの医療費に対し、村が全額負担しています 福祉保健課 0982-68-7510

鹿児島県 鹿児島市 乳幼児健康診査 乳幼児の健康診査に係る費用を公費負担します。（対象時期などの詳細については、市ＨＰをご覧ください。） 母子保健課 099-216-1485

鹿児島県 鹿児島市 妊婦健康診査
１回～１４回までの妊婦健康診査に係る費用（保険適用外の公費負担対象となる検査費用で、妊娠週数の検査
項目によって負担額が異なります）を公費負担します。

母子保健課 099-216-1485

鹿児島県 鹿児島市 自立支援医療費（育成）支給
１８歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童
で、治療によって確実な治療効果が期待できると認められ、指定自立支援医療機関での治療に対し、医療費の
一部を助成します。

母子保健課 099-216-1485

鹿児島県 鹿児島市 こども医療費助成事業
本市に住所を有する小学６年生までのこども（１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者）が対
象で、①３歳未満児は保険診療による一部負担金の額を、②３歳～小学６年生は一部負担金の一部を助成。
（市町村民税非課税世帯は３歳未満児と同様の助成）

こども福祉課 099-216-1261

鹿児島県 鹿児島市 小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病の対象疾病に該当する方で認定が下りた方に、保険適用の医療に係る医療費等を助成（お
子さまの加入保険の被保険者にあたる方の市長村民税額に応じて一部自己負担額があります。）

母子保健課 099-216-1485

鹿児島県 鹿屋市 子ども医療費助成事業
中学校卒業までの乳幼児・児童生徒が、医療機関において保険証で診察した医療費（外来・入院）の自己負担
分を全額助成します。

子育て支援課 0994-31-1134

鹿児島県 枕崎市 子ども医療費助成制度 子ども（中学校修了まで）の保険診療分の医療費を全額補助します。 企画調整課 0993-72-1114

鹿児島県 出水市 子ども医療費助成事業 高校３年生までを対象に、医療機関の窓口で支払う一部負担金を全額助成。助成方法は自動償還払い。 こども課 0996-63-2111

鹿児島県 指宿市
①乳幼児等医療費助成制度（27年9月末まで）
②子ども医療費助成制度（27年10月から）

①小学３年修了までの乳幼児・児童に係る医療費自己負担分全額を助成します。（27年９月末まで）
②中学校卒業までの乳幼児・児童生徒に係る医療費自己負担分全額を助成します。（27年10月から）

健康福祉部
地域福祉課

0993-22-2111
（内線273）

鹿児島県 西之表市 子ども医療費助成制度 中学校卒業までの乳幼児・児童生徒に係る医療費自己負担分を助成。
福祉事務所子育
て支援係

0997-22-1111
（内線322・328）

鹿児島県 曽於市 子ども医療費助成金支給事業 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある方の医療費が無料となります。 福祉事務所 0986-72-0936

鹿児島県 霧島市 子ども医療費助成事業
就学前までの乳幼児の医療費の保険診療分が全額助成されます。また、中学校卒業までの児童の2千円を超
えた医療費の保険診療分が助成されます。

子育て支援課
0995-45-5111
(内線2061～
2063)

鹿児島県 いちき串木野市 子ども医療費助成事業
健康保険に加入し、本市に住所を有する中学卒業まで（満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の子ど
もが対象。
○医療費の自己負担分を全額助成。

福祉課 0996-33-5618

鹿児島県 南さつま市 予防接種助成事業
就学時前の乳幼児に対するインフルエンザ予防接種料の助成を行うことで、病気発症の予防と保護者負担の軽
減を図ります。

保健課
健康増進係

0993-53-2111

鹿児島県 南さつま市 乳幼児任意予防接種事業 乳幼児に対しておたふくかぜワクチンの接種助成を実施します。
保健課
健康増進係

0993-53-2111

鹿児島県 志布志市 子ども医療費助成
一般医科診療・歯科診療について、高等学校修了前（条件あり）の子どもの保険診療にかかる医療費の自己負
担分を全額助成する。

福祉課 099-474-1111

鹿児島県 姶良市 子ども医療費助成事業
医療機関で支払った医療費のうち、保険診療分の自己負担額を全額助成します。高額医療費、加入保険の付
加給付制度、他の給付等がある場合は、これらを差し引いた額が助成されます。

保健福祉部
子ども政策課

0995-66-3111

鹿児島県 さつま町 こども医療費助成制度 中学校卒業までのこどもの医療費（自己負担分）について，償還払いで助成。 健康増進係 0996-53-1111

鹿児島県 大崎町 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの子どもの各健康保険法の規定により支払った保険分負担金額を全額助成。 保健福祉課 099-476-1111

鹿児島県 南種子町 子ども医療費助成事業 中学校卒業までの保険医療費個人負担額を全額助成。 保健福祉課 0997-26-1111

鹿児島県 屋久島町 乳幼児等医療費助成事業 乳幼児等に係る医療費について、医療費の支払額の一部（自己負担分）を助成します。 健康増進課 0997-43-5900

鹿児島県 大和村 子ども医療費助成制度 中学生以下の子どもを対象に健康保険法の規定により，支払った負担額の全額を助成します。 保健福祉課 0997-57-2111

鹿児島県 徳之島町 旅費助成
障がい者手帳を所持する児童または島内での治療が困難な児童、臓器移植等、島外の医療機関を受診する際
の旅費・宿泊費の助成を行っています。

介護福祉課 0997-82-1111
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