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ップ」

子育て支援センター

　子どものあそび場や育児相談の場として登録不要、無料で利用できます。

子育てに役立つ講座や季節の行事も開催しています。

■子育て広場なかよし　なかよし保育園内（西小川６）　K620-0115

■さくら　さくら保育園内（北新田）　K656-0676

■みなみ　焼津南保育園内（焼津５）　K293-7474

■１
ワン

・２
ツー

・３
スリー

　第三ゆりかご保育所内（一色）　K623-1551㈹

■たかくさ　たかくさ保育園内（坂本）　K629-5430㈹

■とまとぴあ　大井川児童センター内（宗高）　K662-2300

■子育てサポートルーム　総合福祉会館内（大覚寺３）　K627-2999

■親子ふれあい広場　市役所アトレ庁舎内（本町５）　K626-3388

子育てサポートPick

 up!

発達支援Pick

 up!

がんばるママ・パパ支援事業

　焼津福祉会などの専門機関と連携し、発達が気になる子どもについての

相談を受けたり、親子教室や発達検査などを行ったりしています。

経済的負担の軽減Pick

 up!

私立幼稚園利用者助成（就園奨励費）　

　今年度、私立幼稚園に通園している園児への保育料の補助枠を拡大しま

した。これにより、昨年度の対象者は私立幼稚園園児の約50㌫でしたが、

約85㌫に拡大される見込みです。　

対象　私立幼稚園を利用している市内在住の世帯

拡充

子ども医療費助成（自己負担のない完全無償化）

　４月から、中学生までだった対象者を高校生世代まで広げました。現在、

高校生世代については払い戻し方式（子どもの健康保険証・領収書の原本・

保護者の通帳・印鑑を持って市役所窓口で申請）で助成を行っていますが、

10月１日からは受給者証が使用できるようになります。医療機関窓口で

受給者証と子どもの健康保険証を提示すれば自己負担はありません。

高校生世代“受給者証申請はお早めに！”

対象　市内在住で、平成11年４月２日～平成14年４月１日生まれの就

職や結婚をしていない人　申請方法　「子ども医療費受給者証交付申請書」

に必要事項を記入の上、子どもの健康保険証の写しを添付し郵送か窓口で

申請する（４月以降に転入した人など申請用紙が届いていない人は問い合

わせてください）。　申請・問合先　〶425-8502　本町5-6-1　市役所

アトレ庁舎１階　子育て支援課　K626-1137　

拡充

ママ応援団（養育支援訪問事業）

　子育てに不安や孤立感を感じている家庭を支援員が訪問し、話し相手に

なったり、子育てについてのアドバイスをしたりする事業です。利用料は

無料です。秘密は厳守します。希望する日時に訪問しますので、気軽に利

用してください。

病児保育

　10月から、症状の急変がない病中の子どもを専用スペースで一時的に

預かります。　実施施設　大井川保育園（下江留）　K622-7420

NEW!

健康・予防Pick

 up!

こうのとり事業（不妊治療費助成事業）

　「こうのとり事業」は、焼津市が実施している不妊

治療費助成事業の総称です。体外受精や人工授精、男

性不妊治療などの費用を助成します。

■特定不妊治療費助成事業　

対象の治療　体外受精および顕微授精　助成回数　通算10回　

■一般不妊治療費助成事業

対象の治療　人工授精　助成期間　治療開始日から２年間

■男性不妊治療費助成事業

対象の治療　精巣内精子生検採取法など　助成回数　通算10回

コアラ・マム助成（不育症治療費助成）

　「コアラ・マム助成」は、妊娠しても流産、死産や新

生児死亡などを繰り返してしまう「不育症」の治療費

を助成する事業です。

対象の治療　不育症の検査または治療　助成回数　通算10回

事業名 対象 問合先

おひさま教室 １歳６カ月～２歳３カ月児

こども相談センター　

K626-1165
幼児巡回相談・発達検査 ３～５歳児

どんぐり教室 ５歳児

さくらんぼ教室 

たんぽぽ教室
２歳児 保健センター　K627-4111

予防接種（任意予防接種助成事業）

　市民を対象に、四種混合やBCGなど法律で定められた予防

接種のほか、次の任意予防接種の助成制度を実施しています。

■風しんワクチン

対象　次の人で風しん抗体価が低い人　h妊婦の同居者（配偶者など）

h妊娠を予定または希望する女性とその同居者（配偶者など）　助成回数

麻しん風しん混合ワクチンまたは風しん単独ワクチンのいずれか１回

助成額　麻しん風しん混合ワクチン５千円、風しん単独ワクチン４千円

■おたふくかぜワクチン【県内実施は３自治体のみ】

対象　①１歳児、②幼稚園・保育園の年長児に当たる年齢の子ども　助成

回数①、②の年齢で各１回　助成額　１回２千円

■ロタウイルスワクチン【県内実施は焼津市のみ】

対象　①１価（ロタリックス）の場合は生後６週～24週０日、②５価（ロ

タテック）の場合は生後６週～32週０日の子ども　助成回数　①は１回

５千円（２回まで）、②は１回3,500円（３回まで）

■小児インフルエンザワクチン

　今年度から助成対象を「未就学児まで」から「中学３年生まで」に広げ

ました。

対象　中学３年生までの子ども　助成回数　小学生以下は２回まで、中学

生は１回まで（各年度）　助成額　１回千円

■Ｂ型肝炎【接種期間超過の救済措置…９月 30 日接種分まで受け付け】

対象　平成28年４月1日～９月30日生まれで、１歳に至るまでにＢ型

肝炎定期予防接種の３回が完了しなかった子ども　助成回数　定期接種の

未接種分（最大３回まで）　助成額　１回8,218円（上限額）

拡充

認可外保育施設利用者への助成

　認可保育所との保育料の差額を全額助成しています。

対象　認可保育所の入所基準を満たしていて、認可外保育施設（県の指導

監督基準を満たすもの）に０～２歳児を預けている市内在住の世帯

多子世帯の認可保育所保育料軽減　

　９月から、認可保育所や小規模保育事業所の保育

料を第２子は半額、第３子以降は無料とします。こ

れまでの保護者の所得制限や兄姉の年齢制限などは

撤廃します。　

対象　認可保育所や小規模保育事業所を利用している市内在住の世帯　

適用　９月分保育料から

拡充

病後児保育

　病気の回復期にある子どもを専用スペースで一時的に預かります。　

実施施設　焼津南保育園（焼津５）　K629-0240、第三ゆりかご保育所

（一色）　K623-1551、大井川保育園（下江留）　K622-7420

！



子育て関連事業「年齢別マップ」

区
分 事業名【問合先】 内容

妊
娠
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期

０
歳
１
歳
２
歳
３
歳
４
歳
５
歳

小学生 中学生
高校生

世代

子
育
て
サ
ポ
ー
ト

子育て支援センター
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

子どものあそび場、気軽な子育て相談場所とし

て利用できる施設です。市内に８カ所あります。

ママ応援団（養育支援訪問事業）
【こども相談センター】K626-1165　N626-2187

妊娠・出産に不安を感じている妊婦や、子育てに

孤立感を感じている保護者の家庭を訪問します。

ファミリー・サポート・センター
【ファミリー・サポート・センター事務局】K・N620-3339

子どもの預かりや保育所・放課後児童クラブな

どへの送迎を援助する、登録制の会員組織です。

子育て応援隊派遣事業
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

妊娠中や産後の人がいる家庭で、家事や育児

の援助が必要な場合にヘルパーを派遣します。

ほっとあんしん子育てサポートサービス
【シルバー人材センター】K622-3510　N622-7510

シルバー人材センターが提供する、子ども
の預かりや家事支援サービスです。利用料
の一部を市が補助します。

子育て短期支援事業（ショートステイ）
【こども相談センター】K626-1165　N626-2187

保護者の入院などで養育が困難なとき、一定

期間、児童養護施設などで児童を預かります。

病後児保育・病児保育
【保育・幼稚園課】K626-2772　N626-2187

小学校３年生までの病児・病後児を保育所

の専用スペースで一時的に保育します。

放課後児童クラブ
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

共働き家庭などの小学生を放課後に預かり

ます。

発
達
支
援

がんばるママ・パパ支援事業
【こども相談センター】K626-1165　N626-2187

発達が気になる子どもについての相談を受

けるほか、各種教室を行っています。

ことばの教室（幼児・学齢）
【保育・幼稚園課】K626-2772　N626-2187

【学校教育課】K662-0586　N626-0630

言語面の発達が気になる子どものための教

室です。週１回程度、個別に指導します。

Pick

 up!

Pick

 up!

Pick

 up!

そ
の
他

民間保育所 ･ 幼稚園への補助など
【保育・幼稚園課】K626-2772　N626-2187

民間の保育所・幼稚園などに、事業費や施

設整備費などを補助します。

企業主導型保育事業開設者助成 
「企業主導型保育事業」は、企業が行う保育所の設置・運営を支援する新
しい制度で、国の助成があります。焼津市では国の助成対象にならない備
品購入費なども助成し、新しい形の保育事業を支援しています。

NEW!

❸ ２017-08-10広報やいづ

健
康
・
予
防

予防接種
【保健センター】K627-4111　N627-9960

法律で定められている予防接種（定期接種）

を行うほか、任意予防接種の助成もあります。

妊婦・乳幼児健康診査事業
【保健センター】K627-4111　N627-9960

母子保健法などに基づく健康診査を実施し

ます。

こうのとり事業
【保健センター】K627-4111　N627-9960

不妊治療を受ける夫婦に治療費を助成しま

す。

コアラ・マム助成
【保健センター】K627-4111　N627-9960

不育症治療を受ける夫婦に検査費や治療費

を助成します。

こんにちは赤ちゃん訪問
【保健センター】K627-4111　N627-9960

生後１～２カ月の赤ちゃんがいる全ての家

庭に保健師などが訪問します。

Pick

 up!

Pick

 up!

経
済
的
負
担
の
軽
減

子ども医療費助成
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

０歳～ 18 歳までの子どもの保険診療費用

を助成します。

児童手当
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

０歳～中学生の子どものいる世帯に支給し

ます。

未熟児養育医療費助成
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

出生時体重２千㌘以下の乳児の入院養育医

療費を助成します。

多子世帯の認可保育所保育料軽減
【保育・幼稚園課】K626-2772　N626-2187

認可保育所と小規模保育事業所の保育料が、

第２子半額、第３子以降無料になります。

認可外保育施設利用者への助成
【保育・幼稚園課】K626-2772　N626-2187

認可外保育施設の利用者に、認可保育所を利用し

た場合の０～２歳児の保育料の差額を補助します。

私立幼稚園利用者助成（就園奨励費）
【保育・幼稚園課】K626-2772　N626-2187

私立幼稚園利用者の保育料を助成する制度

です。今年度助成枠を拡大しました。

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援

児童扶養手当
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

父または母と生計を同じくしていない子ど
もを養育している人に支給されます（支給
要件、手当額は生活状況により異なります）。

母子家庭等医療費助成
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

20 歳未満の子どもを監護する母子（父子）

家庭の保険診療費用を助成します。

放課後児童クラブ利用支援
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

児童扶養手当の受給世帯などに、利用料の

半額を助成します。

自立支援教育訓練給付金
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

母子（父子）家庭の母（父）が就労のため

に教育訓練を受ける経費を助成します。

福祉資金貸付
【子育て支援課】K626-1137　N626-2187

子どもが高校、大学、専門学校などへ通う
場合の修学資金（就学期間中毎月）、就学支
度資金（入学時）を貸し付けます。

Pick

 up!

Pick

 up!

Pick

 up!

Pick

 up!

Pick

 up!

Pick

 up!

焼津の子育て支援制度を紹介！
ます

ます
充実

！


