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子育て世代包括支援センター
妊娠期、出産、子育て期を安心して過ごすことができるための相談窓口です。
母子保健コーディネーター、保健師、栄養士が相談に応じます。お気軽にご相談ください。

≪こんなときはご相談を≫
はじめての妊娠･出産で少し不安。産後、手伝ってくれる人がいない。母乳やミルクが足りているか気
になる。なんとなく気分が沈む。離乳食のことが知りたい。育児に疲れてイライラしてしまう。
問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

妊婦健康診査助成
安心・安全に妊娠期を過ごすために、定期的に妊婦健康診査を受けましょう。県内の医療機関で使用で
きます。

≪里帰り出産などで山形県外の医療機関での妊婦健康診査をされる場合≫
妊婦健康診査費用を一旦お支払いいただくことになります。そのうちの公費負担分（上限あり）を助成
金として支給を受ける制度があります。申請は最後の妊婦健康診査から 6 か月以内です。
問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

風しん抗体検査・予防接種費用助成
先天性風しん症候群の発生を予防し、妊婦さんが安心して出産を迎えることができるように風しん抗体
検査及び風しん予防接種費用を全額助成しています。
≪対象者≫

①

妊娠を希望している昭和 44 年 4 月２日から平成 7 年４月１日までに生まれた女性

②

①で抗体価が基準より低い方の夫、及び同居家族

③

妊婦で抗体価が基準より低い、または妊婦健康診査での抗体検査結果が判明する前の夫
及び同居家族。

＊対象外： 過去に町の助成を受け予防接種したことがある場合
≪申請に必要なもの≫

身分証明書（運転免許証など）
・印鑑・妊婦さんの母子健康手帳
及び抗体価を証明できるもの

問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0170
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マタニティ教室
ご家族で赤ちゃんを迎えるためのイメージ作りをして、安心して妊娠期を過ごしましょう。
≪対象≫

妊婦さんとご家族（６～９か月頃の受講をお勧めします）

≪場所≫

酒田市民健康センター

＊詳細は、案内チラシ、ホームページでご確認ください。
問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

プレママカフェ
妊娠期の不安を解消し妊婦さん同士の交流ができます。また先輩ママから、子育てに関することや役
立つものについてお話を聞くことができます。
≪日時≫

年間２回程度

≪対象≫

妊婦さんと先輩ママさん

問合せ

保健福祉課

＊お子様連れで参加できます

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

産前産後サポート事業
保健師や母子保健コーディネーターがご自宅を訪問し、妊娠・出産・子育ての不安について相談やア
ドバイスをしたりします。
≪対象≫

妊産婦さん

問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

産後ケア事業
産後に家族等から十分な家事・育児の援助が受けられず、心身の不調や育児不安がある母子が宿泊し
て産後のケアや育児指導を受けることができます。
≪対象≫

産後 2 か月以内の産婦さんと赤ちゃん

≪利用施設≫
問合せ

日本海総合病院
保健福祉課

※利用者負担があります。

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147
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新生児訪問
保健師や母子保健コーディネーターが産婦さんの住まいに訪問し、産後のママや赤ちゃんの健康面（体
重増加や授乳など）の確認をしたり子育ての不安についてアドバイスをしたりします。
＊訪問前に日程調整のため電話をします。その時にも不安・心配事の相談に応じます。
≪対象≫
問合せ

出産後の産婦さんと赤ちゃん
保健福祉課

（母児の状況により遅れる場合もあります）

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト贈呈
赤ちゃんが誕生した家庭に応援メッセージカードと応援ギフトをお贈りします。
≪対象≫

生後 4 か月以内の赤ちゃん

≪時期≫

赤ちゃん訪問の際（１か月前後で訪問します）

問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-42-0147

んまんま教室（離乳食教室）
栄養士が離乳食についてのお話をします。その後に試食会や個別相談を行います。
≪日時≫

年間６回

＊赤ちゃん訪問の際に日程の用紙をお渡しします。

≪場所≫

余目保健センター

≪内容≫

離乳食開始から３回食の完了まで

（離乳食開始は生後５か月頃が適しています）

保健師または母子保健コーディネーターのお話
問合せ

保健福祉課

健康推進係（余目保健センター）

☎0234-43-0817
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子育て支援センター
日中、乳幼児を保育している家庭のために、親子が安心して遊べるスペースを提供しています。
また、専門スタッフが育児に関しての相談を受けアドバイスを行ったり、子育て家庭に対する支援を行
っています。その他、色々な催し物を行っています。

庄内町子育て支援センター
住所
（場所）
開催日

立川ひろば

余目字土堤下 50-1

狩川字大釜 136

（ショッピングモールアピア内）

（狩川保育園内）

月～土曜日（祝祭日・年末年始を除く）

毎週火曜日

休館日：毎月第 2 火曜日

利用時間

9：00～16：00

9：00～12：00、13：00～15：30

利用方法

申込み不要・無料

申込み不要・無料

子育てハッピー相談＆訪問事業
育児に関することの不安や悩み、困っていることなどに子育て支援センターの支援員が相談を受けてい
ます。希望によっては自宅への訪問も行っています。

子育ておたすけ事業（ファミリーサポート事業）
保護者の急な用事などの際に、子どもを預かる等の育児を支援しています。
子育ての手助けをしてほしい方（おねがい会員）と、子育てをお手伝いしてくださる方（おたすけ会員）
からなる会員組織です。
【例えば、こんなときにお子さんをお預かりします】

・仕事等で保育園や幼稚園等のお迎えに行けない保護者に代わり迎えに行き、保護者の迎えまで自
宅で子どもをお預かりする。
・用事等で留守になる保護者に代わり家に出向き、保護者の帰宅まで子どものお世話をする。
【会員になれる方】
＜おねがい会員＞
・庄内町に在住・在勤の方
・０歳児から小学校 6 年生までの子どもの保護者
＜おたすけ会員＞
・庄内町に在住の方
・自宅でお子さんを預かれる方
・乳幼児の保育に熱意をお持ちの方
※おねがい会員とおたすけ会員の両方の会員になることができます。
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利用料金
曜

日

時

平日の月～金

1 時間あたりの利用料金

7：00～19：00

500 円

上記以外の時間

600 円

終日

600 円

土、日、祝日
申込・問合せ

間

庄内町子育て支援センター TEL 0234-42-2268

病児保育
余目保育園「ほっと」において、病気または病気の回復期で集団保育が困難なお子さんを一時的にお預
かりします。事前登録が必要です。
対象児

生後 3 か月～小学 6 年生

申込・問合せ

余目保育園

TEL0234-43-2308

一時預かり事業 （年５回分無料）
保育園で保護者が傷病、自分のリフレッシュ、冠婚葬祭への出席などの理由で、一時的に家庭で保育で
きない子どもをお預かりしています。詳しくはそれぞれの園にお問い合わせください。
対象児

生後 3 ヶ月以上で保育園等に入園していない就学前の児童
※ただし、清川保育園は 2 歳児以上

利用時間

月～土 8:30～16:30（早朝時間 7:00～延長時間 19:00 までの利用も可）
月 13 回を限度とします。

利用料金

年５回無料（庄内町に住所を有する児童）
区

分

3 歳児未満児

3 歳以上児

保育時間が５時間を越える場合

日額 2,000 円

日額 1,000 円

保育時間が５時間以下の場合

日額 1,000 円

日額

500 円

昼食とおやつ代については各園に確認してください。
利用手続
申請書に必要事項を記入し、利用希望日の 1 週間前までに各保育園に申請して下さい。ただし、緊急
の場合はこの限りではありません。申請時には印鑑を持参ください。
※お子さんにアレルギー等がある場合には、申請時に申し出てください。
申込・問合せ
町立

民間

狩川保育園

TEL 0234-56-2436

清川保育園

TEL 0234-57-2665

余目保育園

TEL 0234-43-2308

すくすく保育園 TEL 0234-43-2612
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子育て短期支援事業（※有料）
施設（乳児院・児童養護施設）で一時的に子どもをお預かりします。
※料金は世帯の収入に応じて異なります。
利用施設
事業

施設

短期入所生活援助事業事業

・山形県立鶴岡乳児院

（ショートステイ）

（2 歳未満）

支援内容
保護者が、疾病、疲労その他の身
体上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 7 日を限度に養
育または保護するものです。

・社会福祉法人思恩会
（2 歳～）
夜間養護等事業
（トワイライトステイ）

申込・問合せ

子育て応援課

いずれも鶴岡市にあります

仕事、冠婚葬祭等の事由により夜
間（午後 9 時まで）又は休日に不
在となり、家庭において児童を養
育することが困難になった場合等
に、児童を保護し、生活指導を行
います。

子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

子育て応援パスポート（山形県事業）
「やまがた子育て応援パスポート」は、協賛している企業や店舗で提示すると、さまざまなサービスが
受けることができます。
【2019 年 3 月 1 日からの変更事項】
・紙カードから電子画像に変更になりました。
・対象が 18 歳未満の子ども又は妊婦のいる家庭で利用可能になりました。
※これまで発行された紙カードについては、記載されている有効期限まで利用できます。
問合せ

子育て応援課 子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

- 7 -

QR コード

2019 年 10 月から 3 歳～5 歳児の幼児教育無償化の予定で検討中です。

保育園（0～3 歳児）

≪掲載内容：2019 年 6 月 1 日現在≫

庄内町では町立、民間を合わせ、４つの保育園があります。
保護者が働いている、出産、病気などの理由により保育できないご家庭のお子さんを保護者にかわって保
育します。
対象児

保護者の方の事情で保育できないご家庭の 0～3 歳児のお子さん

申

新年度入所については毎年 10 月頃に申し込みを受け付けます。年度途中の入所は、随時申込

込

を受け付けしています。申込書は各保育園、子育て応援課（立川総合支所）にあります。
保育料

入所する児童の年齢と父母の町民税所得割課税額によって決定します。（場合によっては、同
居している家族（祖父母等）の税額も算定し決定する場合があります。）3 歳児までは 2 人目
半額、3 人目以降は無料になります。

問合せ

子育て応援課（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

保育園一覧
園 名

所在地

電話番号

開所時間

定員

町
立

狩川保育園

狩川字大釜 136

56-2436

7：00～19：00

90 人

清川保育園

清川字花崎 57-2

57-2665

7：00～19：00

45 人

民
間

余目保育園

余目字大塚 62-1

43-2308

7：00～19：00

140 人

すくすく保育園

余目字大塚 39-1

43-2612

7：00～19：00

140 人

幼稚園（4・5 歳児）
庄内町には町立の幼稚園が 5 つあります。
対象児

庄内町に在住の 4 歳児・5 歳児のお子さん

申

毎年 10 月上旬に対象となるお子さん（4 歳児）がいるご家庭に案内通知を配布します。5 歳

込

児で新規に申込みの場合は、担当課にお問合せください。
保育期間

2 年間（ただし 5 歳児は 1 年間）

保育時間

月曜日～金曜日

通園方法

園児バスまたは保護者による送迎（バス片道利用 1,000 円、往復利用 2,000 円）

保育料

父母等の市町村民税所得割合算額（所得割合算額）が課税されていない場合は、2 人目以降の

午前 9 時～午後 2 時

お子さんから無料、所得割合算額が 77,101 円未満の場合は、2 人目半額、3 人目以降無料、
所得割合算額が、77,101 円以上の場合は、町内の幼稚園に入園しているお子さんが２人以上
いる場合は、年齢の低いお子さんの保育料が半額、３人目のお子さんが無料になります。
※他に、給食費月額 2,500 円（実食数×＠165 円を年度末に精算）
問合せ

教育課 学校教育係（立川総合支所）

TEL 0234-56-3316
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町内の幼稚園一覧

町
立

※入園できる幼稚園は小学校通学区域の幼稚園になります

園 名

所在地

電話番号

入園対象地域

余目第一幼稚園

高田麦字北裏 8

43-2025

余目第一小学校区

余目第二幼稚園

余目字矢口 35-1

43-3009

余目第二小学校区

余目第三幼稚園

廿六木字三百地 6-1

43-2717

余目第三小学校区

余目第四幼稚園

主殿新田字赤渕 21-1

44-2001

余目第四小学校区

狩川幼稚園

狩川字松葉 20-1

56-2207

立川小学校区

幼稚園の預かり保育
幼稚園では、保護者または家族が仕事・病気などのため、家庭で保育できない場合にお子さんを預かる
「預かり保育」を行っています。
預かり保育時間
【月曜日～金曜日】
早朝 7：00～9：00、降園後～19：00 まで
【土曜日及び長期休園中】
7：00～19：00

昼食持参

※土曜日の預かり場所は余目第三幼稚園と狩川幼稚園になります。
料金

月額 10,000 円（年間利用）
日額

2,000 円（１日、時間単位での利用）

※ただし利用時間が４時間までは 1,000 円
問合せ

教育課 学校教育係（立川総合支所）

TEL 0234-56-3316
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出産育児一時金
お子さんを出産すると、加入している健康保険から、生まれたお子さん一人につき 42 万円（産科医療
保障制度に加入していない医療機関や、妊娠 22 週未満で出産した場合は 40 万 4 千円）
が支給されます。
妊娠 4 か月（85 日）以上であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給されます。
また、出産費用に出産一時金を直接あてることができるよう、原則として、健康保険が直接医療機関に
出産育児一時金を支払うため、出産に係る費用が軽減されます。
問合せ

お母さんが加入している健康保険の窓口、または出産される医療機関にお問い合わせください。

ひまわりっ子誕生祝金
対象
・庄内町に住所があり、同じ母から生まれた第３子以降の出生した子
・父または母の子で現在２人以上養育している世帯に出生した子
支給金額

第3子

100,000 円

第4子

200,000 円

第 5 子以降

300,000 円

受取方法

出生届を提出された後、指定された口座に振り込みます。

問合せ

子育て応援課

子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

児童手当
対象者

0 歳から中学 3 年生までの児童を育てている方に支給されます。手当は申請した翌月から受給で
きます。

支給額

児童１人につき

支給時期

３歳未満

15,000 円

3 歳以上小学校終了前

10,000 円（第３子以降 15,000 円）

中学生

10,000 円

特例給付（所得超過の方）

5,000 円

毎年 2 月、6 月、10 月にそれぞれ前の月までの分をまとめて指定された口座に振り込みます。
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持ち物

印鑑、申請者名義の預金口座がわかるもの、申請者の健康保険証の写し（国民年金・年金未加
入の方不要）、個人番号確認書類、本人確認書類

手続き窓口

税務町民課町民係（本庁舎）、子育て応援課子育て支援係（立川庁舎）
※公務員の方は職場での申請になります。

問合せ

子育て応援課

子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

子育て支援医療証（入院･通院）
0 歳から中学 3 年生までのお子さんを対象に医療証を交付しています。医療機関で保険証と医療証を一
緒に提示することで医療費が無料になります。
一部負担金

医療費は無料です。
※助成の対象は、健康保険の対象となる医療費に限ります。
※入院時の食事代は一度負担いただき、後日、役場に申請ください。
※県外の医療機関を受診した場合、医療証は使用できませんので後日、役場に申請ください。
※出生、転入の方は申請し、医療証の交付を受けてください。

医療証の有効期限

問合せ

就学前乳幼児

小学校入学前の 3 月末日まで

小学生

小学校 6 年生の 3 月末日まで

中学生

中学校 3 年生の 3 月末日まで

税務町民課 国保係（庄内町役場）TEL 0234-42-0153

未熟児養育医療
未熟児等の養育のために病院等で入院治療が必要な場合、町が医療費の給付を行うもので、あらかじめ
県が指定した医療機関において行われる医療が対象になります。
利用方法

申請して養育医療券の交付を受けてください。未熟児養育医療において発生する世帯の所得額
に応じた自己負担額については、子育て支援医療より給付されます。

問合せ先

税務町民課

国保係（庄内町役場）TEL 0234-42-0153
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【ひとり親家庭等への支援】
児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母のいない児童（18 歳になった年度末まで、障害児は 20 歳未満）父
母、または母に代わってその子供を養育している者に対して支給される手当です。（所得制限あり）
※給付額は毎年 8 月の現況届の際に見直しされます。
※詳細は担当課にお問い合わせください。
支給額
基本額
全額支給者

第 2 子加算額

第 3 子以降加算額

42,910 円

1 人につき、
10,140～5,070 円

一部支給者
支払日

6,080～3,040 円

42,900～10,120 円

支払月の 11 日に指定した口座に振り込まれます。

（2019 年）
4月

5月

（2020 年）
6月

7月

支払

8月

9月

10 月

支払

11 月

12 月

支払

1月
支払

2月

3月
支払

※これまで 4 か月毎の支払いでしたが、11 月が 8～10 月までの 3 か月分の支払いになります。
これ以降は、奇数月に年 6 回、それぞれの支払月の前月までの 2 か月毎の支払いになります。
問合せ

子育て応援課 子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

子育て応援事業
中学生以下の児童を養育する児童扶養手当の認定を受けている方に商品券を支給。
（８月１日に本町に住所のある方）
（1）両親のいない児童

30,000 円

（2）ひとり親家庭に児童

10,000 円

問合せ

子育て応援課 子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

高校就学応援事業
高校生を養育する児童扶養手当の認定を受けている方に商品券を支給。
（８月１日に本町に住所のある方）
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（1）両親のいない児童

60,000 円

（2）ひとり親家庭に児童

36,000 円

問合せ

子育て応援課 子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-2216

高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の父または母が看護師や保育士など、就職に際に有利となる資格取得のために専門学校な
どの養成機関で 2 年以上修業する場合に、生活費を支援するため定額を支給します。児童扶養手当受給水
準の所得の方が対象です。
問合せ

庄内総合支庁 子ども家庭支援課 TEL 0235-66-2104

ひとり親家庭等医療証
離婚等により配偶者のいないひとり親で 18 歳以下の児童を扶養し、前年の所得税が非課税の方、また
そのひとり親に扶養されている 18 歳以下の児童や、両親のない 18 歳以下の児童等（ただし、前年の所
得税が課税された方に養育されている児童は除く）が該当になります。就労等により児童を養育している
ことが条件になりますが、未就労の方でも特別な理由により該当する場合があります。
一部負担金

医療費は無料です。
※助成の対象は、健康保険の対象となる医療費に限ります。
※入院時の食事代は自己負担になります。
※県外の医療機関を受診した場合、医療証は使用できませんので後日、役場に申請ください。

問合せ

税務町民課

国保係（庄内町役場）TEL 0234-42-0153、

立川支所係（立川総合支所）でも、手続きができます。

母子父子寡婦福祉資金貸付事業
20 歳未満の児童を養育している母子家庭の方、かつて 20 歳未満の児童を養育していた寡婦の方や 40
歳以上で配偶者のいない女性を対象に、無利子、また、低利（３％）で資金を貸し付ける事業です。
対象となる資金

事業を開始、継続するための資金、住宅資金、就学資金、医療介護、生活資金、
技能習得資金、転宅資金、結婚資金、就学資金等

問合せ

子育て応援課

子育て支援係（立川総合支所） TEL 0234-56-3393

【障がいを持っているお子さん】
心身障害児手当
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対

象

児童が 3 歳以上 20 歳未満であって、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳 3 級以上の交付を受け、特別児童扶養手当の障害認定を受けている児童を養育
している方
・療育手帳 A の交付を受けた児童を養育している方
・療育手帳 B の交付を受け、特別児童扶養手当の障がい認定を受けている児童を養育している方

支給額

月額 5,000 円。（10 月、4 月に支給）※ただし、特別児童扶養手当を受けている場合、月額 2,500 円

問合せ

保健福祉課 福祉係（余目保健センター） TEL 0234-42-0149

障害児福祉手当
対

象

重度障がいで常時介護が必要な 20 歳未満の方

支給額

月額 14,790 円。５月、８月、11 月、２月に支給。※月額は毎年見直されます。

問合せ

保健福祉課 福祉係（余目保健センター） TEL 0234-42-0149

特別児童扶養手当
対

象

支給額

20 歳未満の障がい児を養育している方
月額 1 級 52,200 円 2 級 34,770 円。4 月、８月、11 月に支給。
※月額は毎年見直されます。

問合せ

保健福祉課 福祉係（余目保健センター） TEL 0234-42-0149

重度心身障害（児）者医療制度
一定の障がいを持つ方が該当になります。（身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A、精神障害者保健福
祉手帳 1 級、障害年金 1 級、特別児童扶養手当１級等）ただし、所得制限があります。
医療機関で保険証と医療証を一緒に提示することで医療費が軽減されます。
一部負担金

入院外・調剤訪問看護療養
入

院

一部負担金有

一部負担金無（本人または扶養者に

（本人または扶養者に所得税が課税されている場合）

所得税が課税されていない場合）

一割負担（同医療機関１か月 14,000 円まで） 医療費の負担はありません
一割負担（同医療機関１か月 57,600 円まで） 医療費の負担はありません

利用方法

申請して医療証の交付を受けてください。

問合せ先

税務町民課

国保係（庄内町役場）TEL 0234-42-0153

立川支所係（立川総合支所）でも、手続きができます。
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問い合わせ窓口
保健福祉課（余目保健センター）
健康推進係

電話 42―0147

子育て世代包括支援センター

電話 42－0147

福祉係

電話 42-0149

子育て応援課（立川総合支所）
子育て支援係

電話 56-2216

子育て支援センター（アピア内）電話 42-2268
教

育

課

（立川総合支所）
学校教育係

税務町民課

電話 56-3316

（庄内町役場）
国保係

電話 42―0153

❤子育て世代包括支援センター❤
R 元年 6 月作成
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