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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 （所得制限対象者） 5,000 円 

 

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 

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（公務員の方は、勤務先での

手続きとなります）。 

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。 

他の市町村へ転出する場合は、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、また、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。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。 

 

○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、よろしくお願いします。 
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 どさんこ・子育て特典制度  

妊娠中の方、小学校６年生までの子どもがいる世帯が、協賛している店舗で買い物などをした場合

に、特典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、この特典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「北海道 結婚・

妊娠・出産・育児総合ポータルサイト ＨＡＧＵＫＵＭＵ（ハグクム）」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  

砂川オリエンタルボウルで、特典カードを提示した世帯の貸シューズ代金が無料（４名分まで）になり

ます。 

  

○対象世帯 

小学６年生までの子どもがいる世帯 

 

○特典カード配布場所 

社会福祉課子育て支援係、市民生活課戸籍年金係、ふれあいセンタ

ー、子育て支援センターで配布しています。 

 

 

 

 

ふしぎの森利用料無料クーポン券支給事業  

平成 30年４月より、親子が一緒に過ごす機会を増やし、豊かな感性と情緒を育む子育て支援を目

的に、北海道子どもの国の有料施設である「ふしぎの森」の大人利用料（500円、10月以降 300円）

が無料になるクーポン券を、小学生以下の児童がいる世帯に年間 10枚を支給します。 
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 乳児おむつ無料クーポン券支給事業  

子育て世帯の経済的負担軽減と、関係機関と保護者の繋がりにより安心して子育てができる環境

づくりを目的に、市が指定した取扱店で、紙おむつや布おむつ、おしり拭きなどを購入できる「乳児おむ

つ無料クーポン券」を、１歳未満の乳児がいる世帯に支給します（乳児１人につき月額 4,000 円）。原

則、ふれあいセンターで実施している乳児家庭全戸訪問事業の際にお渡しします。 

 

児童手当、どさんこ・子育て特典制度、 

各種クーポン券支給事業に関する問い合わせ 
社会福祉課 子育て支援係  74-8369  

 

 子育て支援指定ごみ袋の配布  

紙オムツなどの処理にごみ袋を使用することが多い子育て世帯の費用軽減を図るため、３歳未満の

子どもがいる世帯に、燃やせるごみ袋を配布します。 

20 リットルの燃やせるごみ袋を、１ヶ月あたり 10枚、年間最大 12 ヶ月分配布します。 

毎年申請が必要となります。 

 

子育て支援指定ごみ袋の配布に関する問い合わせ 市民生活課 環境衛生係  74-4769  

 

 保育所（園）  

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（園）に入所（園）できます。なお、保

護者の課税状況や児童の年齢により保育料等が異なります。 

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３番５号 54－4555 90人 
一時保育・延長・乳児・ 

障がい児保育あり 

さくら保育園 西５条北 14丁目 29番地３ 52－3335 90人 
延長・乳児・ 

障がい児保育あり 

空知太保育所 空知太東２条２丁目４番２号 53－3287 60人 
延長・乳児・ 

障がい児保育あり 

※ 乳児保育（対象は生後 6 ヶ月から）、障がい児保育（障がいの程度が軽・中度、健常児と集団保育

が可能、毎日通所できる児童）、一時保育（１歳児～就学前の児童）それぞれに定員があります。 

 

○一時保育 

 保育所に入所していない１歳～小学校就学前の集団保育が可能な児童を対象として、一時的に家

庭で保育することが困難となった場合に、１日単位で利用することができます。利用にあたっては事前

に登録・申込・面談が必要です。 

 保育料は以下のとおりです。 

対象児童 ４時間以上 ４時間未満 

１・２歳児 2,700円 1,400円 

３歳以上児 1,600円 800円 

※ １・２歳児の保育料には、主食費・副食費（270円）が含まれています。 

※ ３歳以上児の保育料には、副食費（160円）が含まれています。 
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○保育所等の広域入所 

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等がある場合、他市町の

保育所等に入所可能ですので、子ども保育係にご相談ください（他市町の保育所等の空き状況などに

よっては入所できない場合があります）。 

 

○多子世帯の保育料負担軽減制度（０～２歳児クラスの児童） 

平成 28年４月より、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保育所に通う多子世帯の 

保育料を軽減しています。国の制度により、一定以下の階層については、生計を一にする子や孫（別

居監護も含む）がいる場合、第１子の年齢制限なく第２子目の保育料は半額、第３子目以降の保育料

は無料となります。また、道の制度により一部の階層の０～２歳児の保育料については、第２子目以降

から無料になります。 

 さらに、砂川市独自の子育て支援策として、それ以外の階層についても第１子の年齢制限を撤廃し、

生計を一にする子や孫（別居監護も含む）がいる場合、第２子目の保育料を半額、第３子目以降の保

育料を無料としています。詳細については、子ども保育係にお問い合わせください。 

 

〇多子世帯の副食費負担軽減制度（３～５歳児クラスの児童） 

 令和元年 10月より、３～５歳児クラスの児童については保育料が無償化されましたが、これまで保育

料に含めて負担していた副食費については、従来どおり保護者負担となりました。国の制度により、一

定以下の階層については、副食費が免除されますが、砂川市においては、多子世帯等において保育

料負担軽減制度の適用がなくなり、新たな負担が生じる場合があることから、副食費においても、砂川

市独自の子育て支援策として、第１子の年齢制限を撤廃し、生計を一にする子や孫（別居監護も含む）

がいる場合、第２子目の副食費を半額、第３子目以降を無料としています。詳細については、子ども保

育係にお問い合わせください。 

 

○保育所（園）開放事業 

同じ年齢の園児と一緒に遊び、保育所を体験できる「保育所（園）開放事業」を実施しています。対

象は市内在住の就学前の保育所在園児を除く児童とその保護者です。利用料金はかかりませんので、

お気軽にご利用ください。各保育所で年間 10回開催しています（利用には予約が必要です）。 

 

 病児・病後児保育事業  

病中、または病気の回復期でお子さんを保育施設等に預けられない状況にあり、なおかつ就労など

のため家庭で保育できない保護者にかわり一時的に保育する病児・病後児保育施設を開設していま

す。市内の保育所（園）、市立病院院内保育所、幼稚園、学童保育所（小学１～３年生）を利用している

児童が利用できます。利用には事前登録が必要です。 

利用料は以下のとおりです。 

児童が属する世帯の区分 利用者負担額（日額） 

 市内に住所のある生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 ０円 

市内に住所のある上記以外の世帯 2,000円 

 市外に住所のある世帯 3,000円 

 

実施場所：砂川市立病院南館１階（西４条北２丁目） TEL：54－2278 定員 3人 

 

保育所（園）、病児病後児保育事業に関する問い合わせ 社会福祉課 子ども保育係  74-8368  
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 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・保育所等訪問支援）。 

＊言葉が遅い    ＊発音や話し方が気になる    ＊目が合わない    ＊落ちつきがない  

＊立たない、歩かないなど発達が遅いようだ      ＊その他、育児上の悩みなど 

○概要 

 

子ども通園センターに関する問い合わせ 子ども通園センター管理係  54-3045 

 

 ふれあいセンター  

 

〇子育て世代包括支援センター 

 妊娠期から子育て期までの妊娠・出産のからだのこと、心のこと、育児のことなど、妊娠・出産・子育

てに関する様々な情報の提供や相談窓口として『子育て世代包括支援センター事業』を行っています。 

 各支援機関と連携し、切れ目のない必要なサービスや支援を提供します。相談の内容によって、必

要な支援や制度の紹介については、母子保健コーディネーターがコーディネートします。 

 

 

このような不安を 

解消できるように 

お手伝いします 

 

＊子どものことでどこに相談したらよいかわからない 

＊周りに相談できる人がいなくて不安 

＊妊娠してから体のこと、生活のことなど相談したい 

＊子どもの発達を確認したい 

＊子育てに不安 

＊砂川市にはどんな子育てサービスがあるの？ 

 

〇新生児聴覚検査助成 

 赤ちゃんの聴覚に異常がないかを早期に発見するための検査です。耳の聞こえに異常があるかどう

かは、外見ではわかりにくく、赤ちゃんの様子だけから判断することは困難です。聴覚の異常を早期に

発見し適切な治療へつなげるためにも、新生児聴覚検査を受けることをお勧めします。 

 

〇中学生以下のインフルエンザ予防接種 

 中学生以下の子どものインフルエンザ予防接種の助成を行います。予防のためには、流行する前

（12月中旬）までに早めに予防接種を受けることをお勧めします。 

 

ふれあいセンターに関する問い合わせ ふれあいセンター保健予防係  52-2000 

 

 

 

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 

通園手続き 市社会福祉係で受給者証の手続きをします。発達相談を行った後、利用申請となります。 

通園費用 世帯の市民税所得割額により、利用者負担額が決まります。 

指導内容 指導員と１対１の個別療育と小集団によるグループ療育を組み合わせています。 
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 図書館  

 

〇ブックスタート事業 

 赤ちゃんと保護者が、絵本を介してゆっくり心ふれあうひとときを持つきっかけをつくるため、絵本をプ

レゼントしています。 

 

いつ、どこでもらえるの？ ふれあいセンターで実施している乳児健診で絵本をお渡ししています。書

類の提出など、手続きは必要ありません。 

何歳でもらえるの？ 乳児健診の 6か月児健診の受診者が対象です。 

何冊もらえるの？ 
図書館司書が選んだ絵本を 3 冊プレゼントしています。同じ絵本がご自宅

にある場合は代替のものも用意してます。 

 

図書館に関する問い合わせ 図書館 管理係  52-3819 

 

 

 子育て支援センター  （さくら保育園併設） 

 

豊かな子育てを支援するために、親子のための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、お友達をつくりたい時、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。 

 

○主な事業（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部事業の実施を見合わせる場合があります。詳細

につきましては、市ホームページをご覧ください。） 

 

子育て支援センターに関する問い合わせ 子育て支援センター  54-2450 

 

 

子育て相談 子育てに関する悩みなどに対し、電話、メール、面談にて相談にのります。 

にこにこ広場（登録制） 
０歳から就学前の親子が、歌や体操、季節の行事など、親子や友達と一緒に

遊ぶ楽しいプログラムを用意しています。利用には登録が必要です。 

にこにこサロン 

０歳から就学前の親子が自由に遊びながら楽しく過ごし、親子でお友達づくり

や、情報交換の場としてご利用ください。登録は必要ありません。 

また、サロン終了後に、利用者同士の交流のため、ランチデー（お弁当は持参）

を実施したり、１歳児対象の１歳児サロンや、０歳児対象のベビーサロンも実施

しています。なお、ベビーサロンでは、出産前のマタニティママも参加することが

でき、産後の生活や子育てについて先輩ママのお話が聞けます。 

サテライト事業 

職員が、地域交流センターゆうや、南地区・北地区それぞれのコミニュティセン

ターへ出かけ、子どもと遊んだり、お母さんの子育てに関する相談を受け付け

ます。 

にこにこ開放日 子育てサークルのグループなどに、活動場所を提供しています。 

さくらニュース 
支援センターで実施した事業の様子や、その月の事業予定、子育ての豆知識

などが掲載されています。毎月１回発行しています。 
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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１年生～６年生の児童を対象に市内５か所で開設していま

す。 

名 称 住 所 電話・ＦＡＸ 定員 

砂川学童保育所 

（みなっ子クラブ） 

西３条南８丁目１番１号 

（砂川小学校内） 
54－3701 40人 

豊沼学童保育所 

（とよっ子クラブ） 

東５条南 17丁目 227番地 

（豊沼小学校内） 
54－2222 40人 

中央学童保育所 

（ジャリン子クラブ） 

晴見１条北７丁目 69番地９ 

（中央小学校内） 
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３番１号 

（空知太小学校内） 
090‐6217‐3434 40人 

北光学童保育所 

（北光竹の子ホーム） 

西３条北 16丁目１番 10号 

（北光老人憩の家内） 
54－2332 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１年生～６年生 

学童保育を利用 

できないとき 

＊新型コロナウイルスやインフルエンザ等、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 

＊１日１回のおやつの提供（空知太学童保育所は運営組織が定める回数）、延長保

育では別に１回おやつを提供します。 

＊給食提供の無い日、土曜日、春、夏、冬休みはお弁当を各自でご用意ください。 

 

 

砂川小学校の校区内の児童 砂川学童保育所（みなっ子クラブ） 

場  所（定員） 砂川小学校内 （40人） 

保育料（おやつ代を含む） 
通年利用 月額 6,000円 短期利用 日額    500円 

延長保育 日額    200円 

通 所 授業終了後、入所児童が小学校内の保育室に各自集合する。 

退 所 
安全対策上、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

導員を呼び出して面談の上退所。 
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豊沼小学校の校区内の児童 豊沼学童保育所（とよっ子クラブ） 

場  所（定員） 豊沼小学校内（40人） 

保育料（おやつ代を含む） 
通年利用 月額 6,000円 短期利用 日額    500円 

延長保育 日額    200円 

通 所 
小学校内の保育室に授業終了後、児童が各自児童玄関から下校し、学

童用玄関から通所する。 

退 所 砂川学童保育所と同様 

 

中央小学校の校区内の児童 中央学童保育所（ジャリン子クラブ） 

場  所（定員） 中央小学校内（40人） 

保育料（おやつ代を含む） 
通年利用 月額 6,000円 短期利用 日額    500円 

延長保育 日額    200円 

通 所 ・ 退 所 豊沼学童保育所と同様 

 
 

 
 

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（定員） 北光老人憩の家（30人） 

保育料（おやつ代を含む） 
通年利用 月額  6,000円 

 

短期利用 日額   500円 

延長保育 日額   200円 

通 所 
授業終了後、入所児童が各自集合場所に集まり、付き添いの指導員の誘

導に従い徒歩で学童保育所まで移動する。 

退 所 砂川学童保育所と同様 

 

 

○多子世帯等の学童保育料減免制度 

令和３年４月より、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、多子世帯（第 2 子 1/2、第 3

子 2/3）、ひとり親世帯又は在宅障害児（者）がいる世帯で市町村民税非課税の世帯（第 1 子 1/2、第

2子 3/4、第 3子 5/6）、生活保護世帯（10/10）の学童保育料を減免しております。詳細については、子

ども保育係にお問い合わせください。 

 

学童保育所に関する問い合わせ 社会福祉課 子ども保育係  74-8368 

 

 

 

 

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（定員） 空知太小学校（40人） 

運営組織 砂川市が設置し、地域組織である「空っ子クラブ父母の会」が運営 

保育料（おやつ代を含む） 
通年利用 月額  4,000円 

        

短期利用 日額   400円 

延長保育 日額   200円 

通 所 ・ 退 所 砂川学童保育所と同様 
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 幼稚園（砂川天使幼稚園）  

 

 平成 29年４月より、砂川天使幼稚園は子ども・子育て支援法に基づく施設型給付を受ける私立幼稚

園に移行しました。子ども・子育て支援新制度では、市が子どもの年齢や教育の必要性に応じて教育・

保育給付認定を行うことで個人への給付を保障し、直接お子さんの教育費として支給されるよう、砂川

天使幼稚園がお子さんの給付費を代理受領します。 入園の申込等については、砂川天使幼稚園

（TEL：52－2872）にお問い合わせください。 

  

 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。）等 

 

○小・中学校の特別支援教育就学援助 

市内の小・中学校の特別支援学級に在籍してい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 特別支援学級に在籍し特別支援学級就学費扶助認定世帯 

支給内容 学用品費、修学旅行費、給食費等 

 

 

 学習支援  

 

○放課後学習サポート 

小学校４～６年生の希望する児童を対象に、民間学習塾の協力のもと、学校での授業の進度によら

ない基礎・基本を学習する機会として実施します。 

場所・期間 公民館 ６月～翌年２月(夏休み・冬休みを除く。) 

内容 各学年で隔週、放課後に国語・算数の講習を行います。 

その他 ５月から受講希望者を受け付けます。（年度途中でも受付可能です。） 

 

就学援助 

・学習支援に関する問い合わせ 
教育委員会 学務課 学校教育係  74-8375 
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 障がい者（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がいと判定された方に

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、精神または身体に重度の障がいを有し、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 障がいの程度に応じ 1級（重度）・2級（中度）に区分し、20歳未満の精神

または身体に障がいを有する児童の養育者に支給します（子育て支援係） 

給付・助成・補助 

自立支援医療（育成医療） 障がい児（障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認めら

れる疾患がある児童を含む。）で、その身体障がいを除去、軽減する手術等

の治療によって確実に効果が期待できる方について、その手術等に係る医

療費の一部を助成します（社会福祉係） 

軽度・中等度難聴児 

補聴器購入費等助成 

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の児童の発達を支援するた

め、補聴器購入費および修理費用の一部（見積額もしくは基準額のどちら

か少ない額の３分の２）を助成します（社会福祉係） 

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およびバス)の一部を助成

します（子育て支援係） 

重症心身障害児等 

通所施設交通費助成 

通所施設に通う場合、送迎バス料金の一部を助成します（社会福祉係） 

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（子育て支援係） 

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（子育て支援係） 

障害児通所支援（児童発達支

援・放課後等デイサービス・保

育所等訪問支援） 

心身の発達、成長に遅れや心配がある児童及び保護者に対し、必要な療

育指導・相談・支援を行います（社会福祉係） 

 

障がい者（児）福祉サービスに関する問い合わせ 
社会福祉課 社会福祉係    74-8103 

社会福祉課 子育て支援係   74-8369 
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 母子家庭等支援制度  

 

○児童扶養手当  

父母の離婚などで、父また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。 

※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。 

  

○母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業  

母子家庭の母又は父子家庭の父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１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（上限４年）。 

 

・対象資格 

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、 

社会福祉士、製菓衛生士、調理師臨床検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、歯科技工士 

診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復士、視能訓練士、義肢装具士、自動車整備士 

理容師、栄養士、精神保健福祉士 

 

・支給額 

 

 訓練促進費 

市民税非課税世帯 月 額 100,000円 （課程の修了までの最後の 12か月 140,000円） 

市民税課税世帯 月 額 70,500円  （課程の修了までの最後の 12か月 110,500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 

母子家庭の母また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 60％相当（上限 20万円）を支給します（一定の要件あり）。 
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○その他の支援  

母子･父子寡婦福祉資金… 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･父子自立支援員…… 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 

  

母子家庭等支援制度に関する問い合わせ 社会福祉課 子育て支援係  74-8369  

 

 各種医療費助成事業  

○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 

就学前までの子ども   なし 

小学生 
市民税非課税世帯 なし ※令和 2年 7月診療分までは初診時一部負担金のみ 

市民税課税世帯 １割負担（月額上限額 入院 57,600円 通院 18,000円） 

 ※令和 2年 7月診療分まで小学生は入院医療のみ対象。 

 

○ひとり親家庭等医療費助成事業 （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.  両親の死亡また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 

小学生 
市民税非課税世帯 

なし ※令和 2年 7月診療分までは初診時一部負担金のみ 

中学生以上 初診時一部負担金のみ 

小学生以上 市民税課税世帯 １割負担（月額上限 入院 57,600円 通院 18,000円） 

   

○重度心身障害者医療費助成事業 （所得制限あり） 

1. 身体障害者手帳 1級、2級または 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）また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 

小学生 
市民税非課税世帯 

なし ※令和 2年 7月診療分までは初診時一部負担金のみ 

中学生以上 初診時一部負担金のみ 

小学生以上 市民税課税世帯 １割負担（月額上限 入院 57,600円 通院 18,000円） 

 

 

医療費助成事業に関する問い合わせ 市民生活課 保険係  74-4745 
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 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、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、ファミリーサポートセンターへ報告します。 
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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。 

 令和元年 10月１日より幼児教育・保育の無償化に伴い、一定の要件を満たし「施設等利用給付認

定」を受けた方は、ファミリーサポートセンターの利用料についても無償化されることとなりました。 

 

 お試しクーポン配付事業  

 平成 29年４月より、１歳６ヶ月児を対象に、４時間分のお試しクーポンを配付しています。対象者に

は１歳６ヶ月児健診の際にクーポンをお渡ししていますので、お気軽にご利用ください。 

 

 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、ファミリーサポートセンターへお申し込みください。 

 

ファミリーサポートセンターに関する問い合わせ ファミリーサポートセンター  54-2450 
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【社会教育事業】 

 

 家庭教育の推進事業  

 

○学び体験教室 

 就学前の幼児と保護者を対象に、幼児の発達段階にあわせた学びの推進や親子の交流の推進を目

的に、親子で参加する講座を実施しています。 

 

 青少年健全育成事業  

 

○放課後子ども教室 

 放課後において希望する児童全てを対象に、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流等を目

的に、実施しています。参加するには登録の申込みが必要です。 

参加料は無料ですが、小学校地区放課 GO！GO！では、工作活動などを行う場合は、教材費として

費用が発生する場合があります（100円程度）。また、「保険の加入」（年間 800円）をお願いします。 

 

・小学校地区放課 GO！GO！  

週 曜日 実施場所 予定実施回数 

A週 月 中央小学校 １６回 

A週 水 空知太小学校 １６回 

A週 金 豊沼小学校 １６回 

B週 水 砂川小学校 １６回 

B週 木 北光小学校 １６回 

※「A週」と「B週」を交互に実施予定です。 

 

・すながわ子ども教室（予定実施回数 計５回） 

 「ゆうゆう広場」地域交流センターゆう等にて開催 

 

社会教育事業に関する問い合わせ 教育委員会 社会教育課 社会教育係  74-8379  
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お問い合わせ 

保健福祉部社会福祉課子育て支援係 

TEL 0125－74－8369 

FAX 0125－55－2301 

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

 

    令和４年４月現在 

 

mailto:kosodate@city.sunagawa.lg.jp

