
 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                           きらり     日高市子育て応援キャラクター 

        

                  令和３年度 

            日高市役所 福祉子ども部 子育て応援課 

                        〒３５０－１２９２ 日高市大字南平沢１０２０番地 
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ひとり親家庭の方が利用できる様々な制度 

相談先などをご紹介しています。 

このハンドブックを参考に、日常の様々な場面で 

サービスをご利用ください。 

 

      ふわり      

       

    

ぴかり

り 



経済的支援  

【生 活】 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当                          子育て応援課子育て応援担当   ☎ ９８９－２１１１(代表) 

父母の離婚、死亡などで父または母がいないか、父または母に一定の障がいがある家庭で、18 歳になった年の年

度末までの児童（児童に一定の障がいがある場合は 20歳未満）を養育している方に支給します。所得などの支給制

限があります。 

ひとり親家庭等医療費                    子育て応援課子育て応援担当   ☎ ９８９－２１１１(代表) 

ひとり親家庭の 18 歳になった年の年度末までの児童または 20 歳未満で障がいのある児童とその父または母もしく

は養育者の、医療費の一部を支給します。一定の受給要件・所得制限等があります。また、市民税課税者は自己負

担があります。 

特別児童扶養手当                      子育て応援課子育て応援担当   ☎ ９８９－２１１１(代表) 

精神または身体に一定の障がいの状態にある 20歳未満の児童を養育している方に支給します。所得などの支給制

限があります。 

JR 通勤定期乗車券の割引制度               子育て応援課子育て応援担当  ☎ ９８９－２１１１(代表) 

児童扶養手当を受けている世帯の方で、JRを利用する場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。 

※他の割引制度との併用はできません。 

ニュー福祉定期貯金  ゆうちょ銀行 

児童扶養手当等の手当や、障害基礎年金、遺族基礎年金などの公的年金を受けている方が利用できます。預入期

間 1 年の定期貯金です。 

少額貯蓄非課税制度（新マル優） 各金融機関 

児童扶養手当、遺族基礎年金等を受けている世帯は、証書を添えて金融機関に申し出ると、元金 350 万円までの預

貯金利子が非課税になります。（事前に取扱い金融機関へお問い合わせください） 

遺族年金 

① 【遺族基礎年金】・保険年金課国民年金・医療費担当 ☎ ９８９－２１１１（代表） 

国民年金に加入していた夫(妻)が死亡した時、その夫(妻)によって生計を維持されていた妻(夫)や子どもに支給しま

す。 

➁ 【遺族厚生年金】・厚生年金 所沢年金事務所   ☎ ０４－２９９８－０１７０ 

厚生年金保険に加入していた夫(妻)が死亡した時は、遺族基礎年金に上乗せして、支給します。 



 

 

 

 

     

【貸 付】 

 

母子父子寡婦福祉資金                    埼玉県西部福祉事務所   ☎ ０４２－２８３－６７８０ 

ひとり親家庭の母および父、並び寡婦の方の経済的自立や扶養している児童の福祉増進のため必要な資金の貸

付制度です。貸付の種類は、修学資金（子どもの授業料）など１２種類です。 

※申請、面談、審査などの過程があります。 

 

生活福祉資金                             日高市社会福祉協議会  ☎ ９８５－９１００（代表） 

国と県の補助金等を財源として運営されている貸付制度です。民生委員の援助を伴い低所得世帯の方々が安定

した生活を営めるようにすることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金免除申請                      保険年金課国民年金・医療費担当   ☎ ９８９－２１１１（代表） 

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる

「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。 

交通遺児援護基金                 埼玉県県民生活部防犯・交通安全課    ☎ ０４８－８３０－２９５５ 

交通遺児（保護者の片方または両方が、交通事故により死亡または重い障がいの状態にある児童）に対し、援護金

および援護一時金を支給します。 

パパ・ママ応援ショップ事業                 子育て応援課子育て応援担当   ☎ ９８９－２１１１（代表） 

18歳に達した次の 3月 31日までの児童を持つ家庭及び妊娠中の人がいる家庭で、優待カードを協賛店舗等に提示

すれば、独自の割引やポイント等の優遇や特典の提供が受けられます。全国の協賛店（一部対象外あり）で使えま

す。 

所得税・住民税                                税務課市民税担当  ☎ ９８９－２１１１（代表） 

ひとり親家庭の方は、申告等によって寡婦（夫）控除（税負担の軽減）が受けられる場合があります。 

＊埼玉県母子寡婦福祉連合会 

埼玉県内の市や町にある母子寡婦福祉会が集まって組織している法人です。県内のひとり親

家庭及び寡婦（かつて母子家庭だった方）の皆様を対象にした相談、交流、研修などの各種事

業を行うことにより総合的な福祉の推進を図ることを目的にした公益事業を行っています。 

＊年２回 会報「ひまわり」発行やパソコン教室、クリスマス会などの行事や女性弁護士による

法律相談、夜間電話相談などを行っています。 

【問い合わせ先】埼玉県母子寡婦福祉連合会 さいたま市浦和区北浦和 5-6-5  

埼玉県浦和合同庁舎内 ☎ 048‐822‐1951 http://www.saiboren.or.jp 



子育て・生活支援 

【子どもを預けたい時】 

短期入所生活援助事業 （ショートステイ）        子育て応援課子育て応援担当   ☎ ９８９－２１１１（代表） 

保護者が病気、仕事などの理由により児童を養育することが一時的に困難となった場合に利用できます 

利用は、原則７日間以内で世帯の課税状況によって個人負担額があります 

 

一時的保育                               子育て応援課保育担当   ☎ ９８９－２１１１（代表） 

保護者が病気、出産、看護、育児疲れなどの理由で児童を一時的（１か月を超えない範囲内）に保育できない場合、

保育所（園）などで保護者に代わって保育します。 

 

病後児保育                               子育て応援課保育担当   ☎ ９８９－２１１１（代表） 

病気の回復期にある児童（満２か月から小学６年生）を集団生活が困難な期間、一時的に預かります。 

 

学童保育室                               子育て応援課保育担当   ☎ ９８９－２１１１（代表） 

市内に住所を有し小学校に在学している児童（小学６年生まで）のうち保護者が就労等により、家庭で保育ができな

い児童の健全な育成を図るための施設です。 

 

【子育ての助けがほしい時】 

日高市ファミリーサポートセンター                 日高市社会福祉協議会   ☎ ９８５－９１００ (代表)  

子育てのお手伝いをしたい方と子育ての手助けをしてほしい方が会員となって地域の中でお互いに子育てを助け合

う、有償の援助活動です。ひとり親家庭の方（児童扶養手当またはひとり親医療費を受給している）は、補助がありま

す。※事前に登録などが必要です。 

 

産前産後家庭サポート                        日高市社会福祉協議会  ☎ ９８５－９１００ （代表） 

産前産後の家庭に地域のサポーターがうかがい家事、育児のお手伝いをします。利用時間・日数・料金等規定があ

ります。※事前にご相談ください。 

 

【生活支援】 

母子生活支援施設                     子育て応援課子育て応援担当   ☎ ９８９－２１１１ （代表） 

さまざまな問題によって、児童の養育が困難な母子世帯の生活や住宅、教育等さまざまな問題について相談に応

じ、自立を支援する施設です。   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急な病気やけがのとき  

埼玉県救急電話相談 

#7119または、048-824-4199 

急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関

への受診の必要性について看護師が24時間365日電話

に応じます。 

夜間・休祝日診療所 ☎ 042-971-0177 

受付：休祝日 9：00～11：30／13：30～15：30 

夜間 20:00～21：45 

休祝日緊急歯科診療所 ☎ 042-973-4114  

受付：休祝日 9:00～11：30 



【教 育】 

 

私立幼稚園の保育料軽減事業          在園する幼稚園 

埼玉県総務部学事課幼稚園担当   ☎ ０４８－８３０－２５６０ 

失業・死亡・離婚等のために家計が急変し、保育料や入園料の納入が困難になった世帯（家計急変世帯）の園児

の保育料を一部軽減します。 

 

就学援助（小・中学校）                教育委員会 学校教育課学務担当  ☎ ９８９－２１１１（代表） 

市立の小・中学校に通う児童の保護者で、経済的に困難な状況にある方に対し、学校で必要になる諸経費を援

助する制度です。 

 

埼玉県高等学校等奨学金        在学する高等学校 

埼玉県教育局財務課 授業料・奨学金担当   ☎ ０４８－８３０－６６５２ 

高等学校等（県内、県外）に在学する生徒のうち、学習意欲がありながら、経済的理由により就学が困難な生徒

を対象として、奨学金を貸与する制度です。ただし、保護者が県内に居住していることが条件です。 

 

県立高等学校授業料等減免       在学する高等学校 

埼玉県教育局財務課 授業料・奨学金担当   ☎ ０４８－８３０－６６５２ 

就学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、授業料及び入学料の免除を行いま

す。ただし、授業料については、無償となる生徒は対象になりません。 

 

私立学校父母負担軽減事業          在学する高等学校 

埼玉県総務部学事課 高等学校担当   ☎ ０４８－８３０－２７２５ 

私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的な負担を軽減するために授業料等を軽減する事業です。 

 

高等学校等入学準備金融資制度      教育委員会 教育総務課教育総務担当  ☎ ９８９－２１１１（代表）                                                 

高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学に要する資金の調達が困難な保護者に対して、

資金の融資をしています。 

 

独立行政法人日本学生支援機構奨学金相談センター    ☎ ０５７０－６６６－３０１ 受付（平日 9:00～20:00） 

高等教育支援新制度（奨学金貸与、給付） 

一定要件を満たした、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に入学、在学している学生が支援を受けられる

制度です。奨学金等の申込手続き等については、在学中の学校に相談してください。 

 

 

 

 

 

〈進学資金シミュレーター〉日本学生支援機構 

いくつかの質問に答えると、進学後の生活費がいくらかかるのか、世帯人数や家計収入を

入力すると、どの奨学金が利用できるか、給付奨学金の収入基準のおおよその目安などを

確認できます。    進学資金シミュレーター  検索 



自立支援 

【資格を取得したい】 

自立支援教育訓練給付金                  子育て応援課子育て応援担当  ☎ ９８９－２１１１（代表） 

ひとり親家庭の母・父が適職につくために必要な資格や技能を身に付けるため、指定された講座を受講する場合に

その費用の一部を支給します。受講前に事前相談が必要です。受講後は申請受付できません。（所得制限がありま

す。） 

 

高等職業訓練促進給付金                  子育て応援課子育て応援担当  ☎ ９８９－２１１１（代表） 

看護師や理学療法士などの就職に有利な資格取得のため、１年以上養成機関で修業する場合に一定期間につい

て手当を支給します。また、養成課程の修了後に一時金を支給します。申請の前に事前相談が必要です。   

（所得制限があります。） 

※高等職業訓練促進資金貸付 埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター ☎ ０４８－８２４－３３７０ 

高等職業訓練促進給付金を受給されている方が対象の貸付制度。資格取得後埼玉県内で就職、5 年間従事した

場合返還が全額免除となります。 

  

埼玉県の公共職業訓練                       ハローワーク飯能  ☎ ０４２－９７４－２３４５（代表） 

求職者を対象に、実施する公共職業訓練です。IT、介護、医務分野の講座が毎月開講されています。 

受講費無料、教材費などは自己負担。 

 

【就職先を探したい】 

就業相談 （就業支援専門員）                  埼玉県西部福祉事務所    ☎ ０４９－２８３－６７８０ 

就職活動がうまくいかない、転職したいが仕事がみつからない、等々就業に関わる相談ができます。適職診断から

応募書類等の作成など就業に関わる支援をしながら就職に結びつけます。 

 

ハローワーク飯能                                        ☎ ０４２－９７４－２３４５（代表） 

求人・求職の紹介、あっせんや情報提供。失業給付や失業認定など雇用保険に関する様々な手続き、相談に応じま

す。※ひとり親家庭の方を対象に毎月第二火曜日、市役所で就労相談ができます。（予約制） 

 

埼玉県女性キャリアセンター                                      ☎ ０４８－６０１－５８１０ 

就職相談・職業紹介・就労支援セミナー・ステップアップ講座などを行っています。 

 

内職相談                               産業振興課商工観光担当  ☎ ９８９－２１１１（代表） 

内職に関する求職、求人および内職を行う上での相談。毎週火曜日 9 時半～12時、13 時～16 時 

 

 

 

 

市役所にて〈ひとり親家庭ハローワーク就労相談〉  

毎月第２火曜日 10：30～12：30（要予約） 

受付 市役所 1階 子育て応援課⑥窓口 

＊ハローワークと連携し就労にむけて支援しています。履歴書作成、職業訓練等 

資格取得についてもお気軽にご相談ください。 

 



 

養育費相談支援センター 

          ☎ ０３－３９８０－４１０８      

メール相談 info＠ｙｏｕｉｋｕｈｉ.ｏｒ.ｊｐ 

養育費の取り決めや確保についての相談支援。電話・メールによる相談が

できます。月曜日～金曜日 10:00～20:00 水曜日 12:00～22:00 

土日、祝日 10:00～18:00  年末年始のぞく 

埼玉県西部母子・父子福祉センター 

          ☎ ０４９－２８３－７９９１ 

ひとり親家庭の自立につながる就業相談、貸付、各種制度などに関する

相談。 

 

母子・父子自立支援員 

子育て応援課 ☎ ９８９－２１１１（代表） 

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭や寡婦の方の様々な相談に応じ、

生活に必要な情報を提供しています。お気軽にご相談ください。 

〇市役所 1階 子育て応援課⑥窓口  月火木金曜日 9:00～17:00 

〇ひとり親家庭ふらっと相談室 毎月 第３火曜日 9：30～12:00〈要予約〉   

家庭児童相談室    

子育て応援課 ☎ ９８５－８１１８（直通）   

相談員が、子どもの育児、しつけ、健康などの悩みについての相談に対応

します。月曜日～金曜日 9:00～17:00 

教育相談 

教育センター   ☎ ９８９-７８７９（直通） 

幼児・児童・生徒の教育上の問題についての相談 

月曜日～金曜日 10:00～17:00 

女性相談 

総務課      ☎ ９８９－２１１１（代表） 

＜女性のための相談＞生活、夫婦関係、育児、仕事など困っていることや

悩んでいることの相談（匿名可）※相談員は地元の人ではありません。 

第２・第４木曜日 13:00～16:00 〈要予約〉 

心配ごと相談  

日高市社会福祉協議会 

☎ ９８５－９１００（代表） 

心配ごと相談は、広く市民の生活上のあらゆる相談に応じ、必要な助言・

援助を行います。第１、第２水曜日 9:00～12:00 総合福祉センター「高麗

の郷」 

法テラス埼玉 ☎ ０５０－３３８３－５３７５ 

川越 ☎ ０５０－３３８３－５３７７ 

面談や電話により、無料で関係機関の相談窓口や法制度の情報を提供し

ています。弁護士・司法書士による法律相談が必要な方で、経済的に余裕

のない場合には、民事法律扶助による無料法律相談も行っています。 

法律相談 

総務課      ☎ ９８９－２１１１（代表） 

離婚・相続・金銭貸借・交通事故・成年後見人制度など法律に関する相談  

毎月第１木曜・第３金曜日 13:00～16:30〈要予約〉 

 （場所）市役所(第１木曜日) 生涯学習センター（第３金曜日） 

外国人総合相談センター埼玉 

(Saitama Information &Support) 

☎０４８-８３３-３２９６ 

Email：sodan＠sia１.jp 

外国語
がいこくご

で電話
でんわ

による 生 活
せいかつ

の相 談
そうだん

ができます。 

祝 日
しゅくじつ

及び
および

12
１２

/
／

29
２９
～1
１
/
・
3
３
を除 く
のぞく

、 月
げつ

～金
きん

 ９：００～１６：００ 

健康相談    

保健相談センター    ☎ ９８５－５１２２ 

血圧測定・尿検査・健康相談・栄養相談（乳幼児および妊産婦の相談も同

時に行っています）※健康手帳をお持ちの人はご持参ください。 

水曜日 9:30～11:30 （※祝日、第５水曜日は実施しません） 

こころの健康相談 

保健相談センター    ☎ ９８５－５１２２ 

『こころの健康』について不安がある人及びその家族を対象に、精神科医

によるこころの相談を行います。（日程等は広報、HP で確認してください）

保健師・精神保健福祉士による精神保健福祉相談は、随時行っています。 

埼玉いのちの電話 

          ☎ ０４８－６４５－４３４３ 

苦しい時、淋しい時、不安な時、迷っている時電話で相談を受け付けてい

ます。いつでもどこからでも 24 時間受け付けています。 

 



ひとり親家庭や子育てのための制度 

 

※１）就学援助（小・中学校） 

※２）埼玉県高等学校等奨学金 

※３）日本学生支援機構（貸与・給付） 

 

準備・考えておき

たいこと 

 

これからの自分と

子どもの生活 

親が就労等でいな

い時、放課後の子ど

もの居場所 

高校への進学に

向けた学費等 

大学等への進学に

向けた学費等 

 

年 齢 ０歳   ～６歳 ～１２歳     ～１５歳    ～１８歳 １８歳～ 

手当  

 

 

 

 

 

     

医療 

 

 

 

 

      

助成・貸与 

 

 

 

 

 

      

預け先 

 

 

 

 

      

ひとり親医療費 

児童手当 

子ども医療費 

保育所 

 

学童保育室 

 

※１）就学援助 

ファミリーサポートセンター 

児童扶養手当 

※2）奨学金 

 

 

※3）奨学金 

 

 


