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 児童手当  

次世代の社会を担う子どもの育ちを支援することを目的として支給する児童手当の申請受付をして

います。児童手当は、中学校修了前の子どもを養育する保護者などに支給されます。 

 

 

対象年齢 支給月額 

・0～3歳未満（一律） 15,000円 

・3歳～小学校修了前（第 1子・第 2子） 10,000円 

・3歳～小学校修了前（第 3子以降） 15,000円 

・中学生（一律） 10,000円 

・特例給付 ※  5,000円 

※所得制限対象者 

 

支給月 手当額 

・ 6月 2月～5月分 

・10月 6月～9月分 

・ 2月 10月～1月分 

 

支給方法 

原則、金融機関などへの口座振込となります。 

 

手続きについて 

児童手当を受給するには、「認定請求書」を提出する必要があります。 

出生または認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から受給開始になります。 

平成 24 年 6 月より所得制限が導入されていますので、全世帯の所得状況を確認させていただく必

要があります。 

 

※1 他の市町村へ転居する場合は、砂川市に受給事由消滅届、転出後の市町村へ認定請求書を提

出する必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注

意ください 

※2 出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、額改定認定請求書を提出する必要

があります。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額

されますので、手続きが遅れないようご注意ください 

 

申請場所 

  社会福祉課児童家庭係窓口 8番（公務員の方は、勤務先での手続きとなります。） 

※ 申請はお早めにお願いします。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があ

りますので、ご注意ください。 

（出生や転入など、申請が必要な事由が発生した日から 15日以内に申請をお願いします）  
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申請に必要なもの 

・医療保険被保険者証（受給者及び児童手当該当児童の医療保険被保険者証） 

・振込先金融機関口座確認書類（金融機関、口座番号がわかる通帳またはキャッシュカード） 

・印鑑 

※1月 1日現在で砂川市に住所がない方は、所得課税証明書が必要になります 

 

児童手当の趣旨にご理解をお願いします 

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するもの

です。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責

務が法律上定められています。児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、

有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

（なお、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が子ど

もの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に合いません。児童手当の趣旨に

ついて十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。） 

 

 

 

 

 

 どさんこ・子育て特典制度  

小学校までの子どもがいる世帯が市内の協賛をしている店舗で買い物などをした場合に、認証カー

ドを提示することにより、特典が受けられる制度です。 

 また、この認証カードは北海道が指定するテーマパークやキャンプ場、温泉、道立施設などでも使え

ます。（詳細は北海道の「どさんこ・子育て特典制度」のホームページをご覧ください） 

 

砂川市が実施する特典制度  

砂川ポイントカード事業協同組合に加盟する店舗（全 49店舗）で買い物をした場合、認証カードを提

示するだけで、「ふくろうカード」につくポイントが 2倍になります。 

 砂川オリエンタルボウルでは、認証カードを提示した世帯に、ソフトドリンクが無料サービスされます。 

  

対象世帯 

小学校 6年生までの子どもがいる世帯 

 

認証カード配布場所 

社会福祉課児童家庭係、市民生活課戸籍年金係、子育て支援センター

で配布しています。 

 

 

  



4 

 

 保育所  

共働きや病気など家庭での保育が困難な場合は、市立保育所に入所できます。 

社会福祉課児童家庭係へ申込みください。 

なお、保護者の課税状況や児童の年齢により保育料が異なります。 

名 称 住 所 電話・ＦＡＸ 定 員 備 考 

ひまわり保育園 東 5条南 11丁目 54－4555 90人 
一時・時間延長・乳児・ 

障害児保育あり 

さくら保育園 西 5条北 14丁目 52－3335 90人 
時間延長・乳児・ 

障害児保育あり 

空知太保育所 空知太東 2条 2丁目 53－3287 60人 時間延長・乳児保育あり 

※ 乳児保育（対象は生後 6か月から）、障害児保育（障害程度が軽・中度、健常児と集団保育が可能、

毎日通所できる 3歳以上の児童）、一時保育（2歳児～就学前の児童）それぞれに定員があります 

 

保育所の広域入所…保護者が他市町との境界に住む場合や、他市町への通勤途中に保育所がある

場合、他市町の保育所に入所可能ですので、児童家庭係にご相談ください。 

 

 子育て支援センター  （さくら保育園併設 TEL：54－2450） 

豊かな子育てをするために、いろいろな事業を行っています。 

親子で遊びたい時、子育てで困った時、育児に関する情報を知りたい時など、お気軽にご利用ください 

 

 子ども通園センター  

市町が発行する受給者証を持つお子さんと、その保護者を対象としています。 

心身の発達や成長に遅れや心配のあるお子さんの発達を促すことを目標に、関係機関と連携しながら

必要な療育指導・相談・援助をすることを目的としています（指定障害児通所支援：児童発達支援・放

課後等デイサービス） 

＊ ことばが遅い・・・ ＊ 発音や話し方が気になる・・・ 

＊ 目が合わない ＊ 立たない・歩かないなど運動発達が遅いようだ 

 ＊ その他、育児上の悩みなど 

概要 

実施地域 砂川市・歌志内市・奈井江町・浦臼町・上砂川町・新十津川町 

スタッフ 所長（兼）1名 事務（臨時）1名 指導員（5名） 

通園手続き 市の福祉担当窓口で受給者証の手続きをし、発達相談を行ってから通園日を決めます 

通園費用 
利用者負担額を市町で決められた額により負担していただきます 

療育中の万が一の事故に備え、傷害保険に加入していただきます（年間 400円） 

 指導内容 

お子さんのようすに応じて、親子によるグループ療育と、指導員と1対1の個別療育を組み合わせて

います。 

お子さんの発達相談等に関するお問い合わせ 子ども通園センター  54-3045 
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 学童保育所  

保護者が就労、病気などの理由により、家庭において十分に保育できない場合に、保護者に代わっ

て放課後などに保育する施設です。 

 小学校 1～3年生の児童（定員に余裕があれば 4～6年生も入所可能）を対象に市内 4か所で開設

しています。各学童保育所または児童家庭係へ申込みください 

 

名 称 住 所 電話・ＦＡＸ 定員 

砂川中央学童保育所 

（ジャリン子クラブ） 

西 7条北 4丁目 

（総合福祉センター内） 
54－3110 40人 

空知太学童保育所 

（空っ子クラブ） 

空知太西 5条 6丁目 

（空知太小学校内） 
090‐6217‐3434 40人 

砂川南学童保育所 

（みなっ子クラブ） 
西 3条南 10丁目 54－3701 50人 

北光学童保育所 

（北光竹の子ホーム） 

西 3条北 16丁目 

（北光老人憩の家内） 
090‐2050‐8407 30人 

 

 

 

保育時間 平日 下校時～午後 6時 

※希望者には、午後 7時まで時間延長します。 

※新 1年生の給食が始まるまでの期間、参観日、家庭訪問期間などで学校が早く終

わる日は、下校時間に応じて開設します。 

※悪天候等により集団下校となった場合も学童保育は開設します。 

対象 小学校 1～3年生 

   ※定員に余裕があれば 4年生以上も受け入れます。 

学童保育を利用 

できないとき 

＊インフルエンザ等、伝染病の流行による学級・学校閉鎖の場合に対象となった学      

級または学校の児童 

＊台風や大雪など悪天候や災害により学校が休校になったとき 

＊児童が風疹等伝染病にかかったとき 

おやつ・昼食 ＊平日開設時は 1回、土曜日、春、夏、冬休みは 2回、延長保育では別に 1回 

＊土曜日、春、夏、冬休みはお弁当を各自でご用意してください。 
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中央小学校の校区内の児童 砂川中央学童保育所（ジャリン子クラブ） 

場  所 砂川総合福祉センター 

定  員 40人 

保育料 通年利用 月額 9,000円 短期利用 日額    700円 

延長保育 日額    200円 

通 所 授業終了後、入所児童が各自集合場所に集まり、ハイヤーに乗車。 

その時間に乗車する児童がそろい次第、学童保育所まで送る。 

帰 宅 原則保護者に迎えに来ていただき、玄関のインターホンで指導員を呼び

出し帰宅する。 

 

砂川小学校、豊沼小学校の

校区内の児童 

砂川南学童保育所（みなっ子クラブ） 

場  所 砂川南学童保育所 

定  員 50人 

保育料 通年利用 月額 9,000円 短期利用 日額    700円 

延長保育 日額    200円 

通 所 授業終了後、入所児童が各自集合場所に集まり、ハイヤーに乗車。 

その時間に乗車する児童がそろい次第、学童保育所まで送る。 

帰 宅 原則保護者に迎えに来ていただき、玄関のインターホンで指導員を呼び

出し帰宅する。 

 

北光小学校の校区内の児童 北光学童保育所（北光竹の子ホーム） 

場 所 北光老人憩の家 

定 員 30人 

保育料 通年利用 月額  6,000円 

 

短期利用 日額    600円 

延長保育 日額   200円 

通 所 授業終了後、入所児童が各自集合場所に集まり、指導員の誘導に従い徒

歩で学童保育所まで移動する。 

帰 宅 原則保護者に迎えに来ていただき、玄関のインターホンで指導員を呼び

出し帰宅する。 

空知太小学校の校区内の児童 空知太学童保育所（空っ子クラブ） 

場  所 空知太小学校 

定  員 40人 

保育料 通年利用 月額  5,000円 

        

短期利用 日額   500円 

延長保育 日額   200円 

通 所 授業終了後、入所児童が空知太小学校内の保育室に各自集合する。 

帰 宅 原則保護者に迎えに来ていただき、玄関のインターホンで指導員を呼び

出し帰宅する。 
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 就園奨励補助  

幼稚園就園奨励補助 

砂川市に在住で、お子さんを私立幼稚園に通園させているご家庭の経済的負担を軽減するため、

保育料の一部を補助する制度を設けています。 

 

補助対象者 

私立幼稚園にお子さんを通園させている市内在住の方で、世帯の当該年度市民税所得割課税額等

により対象者を認定します。 

 

 就学援助  

小・中学校の就学援助 

市内の小・中学校に通学するお子さんをお持ちで、特別な事情のため教育費の負担が困難な家庭

に対し、援助を行っています。 

 

対象 生活保護を受けている世帯に準ずる程度の世帯 

支給内容 学用品費、修学旅行費、給食費、医療費（疾病の種類が限られます。） 

 

就園奨励補助・就学援助に関する問い合わせ 砂川市教育委員会 学務課 学校教育係  54-2121 

 

 障害者（児）福祉サービス  

 

手帳の交付・手当・共済 

療育手帳 児童相談所または心身障害者総合相談所で知的障害と判定された方に交

付します（社会福祉係） 

障害児福祉手当 在宅の 20歳未満で、精神又は身体に重度の障害を有し、常時介護を必要

とする方に支給します（社会福祉係） 

特別児童扶養手当 障害の程度に応じ 1級（重度）・2級（中度）に区分し、20歳未満の心身障害

児の養育者に支給します（児童家庭係） 

給付・助成・補助 

重症心身障害児等 

通所施設交通費助成 

通園施設に通う場合、送迎バス料金の一部を助成します 

子ども通園センター 

交通費助成 

子ども通園センターに通園する場合、交通費(JR 及びバス)の一部を助成し

ます 

療育相談・支援 

家庭児童相談 子どもの養育に関する悩みや発達の遅れ、心身障害に関することなどの相

談を受け、相談員が支援や助言を行います 

子ども通園センター（児童発達

支援・放課後等デイサービス） 

心身の発達、成長に遅れや心配がある児童・保護者に対し、必要な療育指

導・相談・支援を行います 

肢体不自由児者療育訓練 在宅の肢体不自由児者に対し、機能回復訓練とあわせて自立した生活をす

るための助言を行います。また、肢体不自由児の療育訓練にかかる交通費

（タクシー代）の一部が助成されます 
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 母子家庭等への支援  

 児童扶養手当  

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない18歳未満の児童が育成される家庭（ひとり親家庭）

の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の推進を図ることを目的として、支給される手当です。 

 

 児童扶養手当は父子家庭にも支給されます  

ひとり親家庭に対する自立を支援するために、父子家庭にも児童扶養手当が支給されます。 

 

父子家庭の支給要件  

父が次のいずれかに該当する児童を監護し、かつ生計を同一にしている場合 

 

 母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業  

母子家庭の母親又は父子家庭の父親の就業を支援するため、看護師や保育士などの資格を取得

するために 2年以上養成機関で受講する場合、修業期間中の生活の負担を軽減するために給付金や

交通費を支給します。 

(ただし、父子家庭の父については、平成 25年 4月 1日以降に就業を開始した方に限ります。) 

 

対象資格 

看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士 

支給額 

 訓練促進費 

市民税非課税世帯 月 額 
100,000円 ※ ただし、平成 24年 3月 31日までに修業を開始 

した方は月額 141,000円 

市民税課税世帯 月 額 70,500円 

入学支援修了一時金 

市民税非課税世帯 月 額 50,000円 

市民税課税世帯 月 額 25,000円 

交通費  

上 限 養成機関へ通う際に購入した公共交通機関 

（北海道旅客鉄道株式会社）の定期券購入額とする。 

ただし、月額40,000円を超える場合は、40,000円を上限とする。 

 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 

母子家庭の母又は父子家庭の父が雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座などを受講した場合、

修了した講座の受講料の 20％相当（上限 10万円）を支給します。（一定の要件あり） 

 ・父母が婚姻を解消した児童  ・母が死亡した児童 

 ・母が一定程度の障害の状態にある児童  ・母の生死が明らかでない児童 

 ・その他（婚姻によらないで懐胎した児童など） ※所得制限などの受給要件もありますので、 

ご相談ください。 
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 その他の支援  

母子寡婦福祉資金… 20歳未満の子どもを養育している母子家庭等に就学資金などを貸付します 

母子自立支援員… ひとり親家庭等の生活に関する相談を受け、指導や助言などを実施します 

災害遺児手当… 交通災害、労働災害または不慮の災害により生計の中心者を失った義務教育

修了前の児童を養育する保護者に支給されます。 

助産施設… 妊産婦が保健上必要あるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受け

ることができない場合で、要件を満たす者について助産の実施を行います。 

 

 各種医療費助成事業   

ひとり親家庭等医療事業 （所得制限あり） 

1. ひとり親家庭で 20歳未満の子どもを扶養している親と子（親は入院医療費のみ対象） 

2. 両親の死亡又は行方不明等により、他の家庭で扶養されている 20歳未満の子 

※ただし、18歳から 20歳の子については、扶養されている場合のみ該当  

 

 区分  医療費の自己負担額 

・就学前までの子ども なし 

・低所得の方（市民税非課税世帯） 初診時一部負担金のみ 

・一般の方（市民税課税世帯） 1割負担（月額上限 入院 44,000円 通院 12,000円） 

   

乳幼児等医療費助成事業 （所得制限あり） 

砂川市内に在住の 0歳から小学校 6年生までの子ども 

 

区分 医療費の自己負担額 

0歳から就学前までの子ども   なし 

小学 1年から小学 6年まで 

※入院医療費のみ対象 

（課税世帯） １割負担（月額上限額 入院 44,400円） 

（非課税世帯） 初診時一部負担金のみ 

 

重度心身障害者医療事業 （所得制限あり） 

1. 身体障害者手帳 1級、2級又は 3級（3級は内部障害のみ）に該当する者 

2. 療育手帳（Ａ判定）又は重度の知的障害者（知能指数が概ね 35 以下、身体障害を有する者は概ね

50以下）と診断・判定された者 

3. 精神福祉手帳 1級に該当する者（通院医療費のみ対象） 

 

区分 医療費の自己負担額 

就学前までの子ども なし 

・低所得の方（市民税非課税世帯） 初診時一部負担金のみ 

一般の方（市民税課税世帯） １割負担（月額上限額 入院 44,400円 通院 12,000円） 

  

医療費助成事業に関する問い合わせ 砂川市役所 市民生活課 保険係  54-2121 
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砂 川 市 ファミリーサポートセンター 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 依頼会員・協力会員募集中！！ 

会員は、随時登録を受付しています。(協力会員は、講習会を受講しなければなりませんので、詳細

はセンターまでお問い合わせください。) 

登録を希望される方は、センターへお申し込みください。(平成 24年 1月から事業実施) 

※ 協力会員は無料ですが、依頼会員は傷害保険料(１人 400円)がかかります。 

 

 

 ファミリーサポートセンターとは？  

急な用事などで一時的に子どもを預けたいなど1歳から小学６年生までの児童を持つ保護者のため

に、地域の中で子どもを預かり、子育ての援助を行う事業です。 

子育ての援助を受けたい方（依頼会員）、子育ての援助を行いたい方（協力会員）の会員登録を事

前に行い、依頼会員の要望に応じて協力会員を紹介し、会員同士の理解と協力のもと有償でお子さん

を預かるというしくみです。協力会員は、子育て経験者や保育士などの有資格者で、安心して子どもを

預けられます。 

 

 

 援助活動の内容  

★ 買い物や外出、冠婚葬祭など用事があるとき 

★ 保育所、幼稚園の開始前、終了後 

★ 放課後や学童保育の終了後 

★ 保護者の病気や急用のとき 

学校、保育所、幼稚園の送迎など このような場合に子どもを預かります。 

連絡先 

砂川市西５条北１４丁目２９番地３ 

（子育て支援センター内） 

０１２５－５４－２４５０ 
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1.  ファミリーサポートセンターに育児の援助依頼の申し込みをします。 

2. アドバイザーが、協力会員を探し、連絡調整します。 

3. 協力会員が決まったら、依頼会員へ紹介します。 

4. 協力会員と依頼会員は、協力会員の自宅を訪問し、事前打ち合わせをします。 

5. 協力会員は、育児の援助活動を実施します。 

6. 依頼会員は、援助活動終了後、協力会員に利用料金を支払います。 

7. 協力会員は、活動終了後、センターへ報告します。 

 

利用時間・料金 

  利用時間 1時間当たりの料金（報酬） 

平 日 
午前 7時から午後 7時まで 500円 

上記以外の時間 600円 

土・日、祝日、 

年末年始 

午前 7時から午後 7時まで 600円 

上記以外の時間 700円 

  

 複数の子どもを預ける場合、兄弟姉妹 3人までです。 

 兄弟姉妹の 2人目からは上記利用料金の半額です。 

 おやつ、食事は原則として依頼会員の用意となりますが、協力会員が用意した場合は実費となりま

す。（おやつ（1人）：100円  食事（1人）：200円） 

時間を延長した場合は、30分以下は上記利用料の半額となり、30分を超え 1時間までは 1時間当た

りの料金となります。  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

市民部社会福祉課児童家庭係 

TEL 0125－54－2121 

FAX 0125－54－2568 

E-mail zido@city.sunagawa.lg.jp 

 

    平成 26年４月現在 

 

mailto:zido@city.sunagawa.lg.jp

