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１．この冊子は、ひとり親家庭（※）のみなさんへ、子育て支援に関する各種行政サ
ービス等の目的やしくみ、手続き等についてお伝えするものです。子育て支援に関
する情報を幅広く掲載するため、対象者をひとり親家庭に限定したサービスから、
すべての子育て家庭を対象としたサービスまで含まれていますので、ご留意願いま
す。なお、それぞれのサービス等の詳細については、各窓口でおたずねください。
２．心身に発達の遅れや障害がある児童のみなさんについては、この冊子に掲載して
いない他の制度等が利用できる場合があります。詳しくは、障害者福祉課が発行す
る「障害者の福祉ガイド」などをご覧ください。
３．この冊子に掲載している所在地や電話番号、内容等については、最新のものを用
いましたが、発行日以降、変更が生じている場合もありますので、ご留意願います。
４．紙面の都合上、次に掲げる内容は、掲載を省略してありますので、ご了承願いま
す。ただし、祝祭日なども営業する、または費用がかかるなどの場合は、その内容
が掲載してあります。
（１）場所が狭山市内であるときの「狭山市」の掲載
（２）お問合せ先のお休みが、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12 月 29 日か
ら 1 月 3 日まで）であるときの「土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始」の掲載
（３）費用が無料であるときの「費用はかかりません」の掲載
（４）「個人の秘密は守られます」の掲載
（※）ひとり親家庭・・・一般的に、①配偶者が亡くなった方、②配偶者と離婚された方、③配
偶者の生死が明らかでない方、④配偶者が外国にいるか、拘禁されているため、その扶養を受
けられない方、⑤配偶者に心身の障害があって働けない方、⑥婚姻によらないで母となった方
であって、18 歳未満のお子さんを育てている家庭をいいます。
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第 1 章 福祉
（１）福祉相談
■子どもの福祉に関する総合支援窓口
内容
保育、子育て支援についての行政サービスに関する相談をはじめ、子どもの福祉に関
する総合支援窓口です。どんなことでも、お気軽にご相談ください。
相談日時
月曜日～金曜日、8 時 30 分～17 時 15 分
相談場所・お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1537）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口

■母子・父子自立支援員による相談
内容
ひとり親家庭の就業・生活等に関する相談に応じます。また、離婚前の各種相談にも
応じています。
相談日時
月曜日～水曜日、金曜日９時～17 時
※事前予約優先
相談方法
電話による相談、来庁、または訪問による相談もできます。匿名でも結構です。
相談場所・お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 153６）
狭山市役所本庁舎 1 階 10 番窓口
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■家庭児童相談員による相談
内容
0 歳から 18 歳までのお子さんがいる家庭におけるあらゆる相談に応じるところです。
子育てや子どもに関することなら何でもご相談ください。
相談日時
月曜日～金曜日、９時～17 時
相談方法
電話による相談、来庁、または訪問による相談もできます。匿名でも結構です。
※これまでの相談内容
・保護者や周りの大人から：子育ての不安やストレス、子どもの性格や生活習慣、しつけ、成長
に関して心配なこと、親子関係、兄弟関係のこと、地域での子育てのことなど
・子どもたちから：いじめのこと、親のこと、友だちのこと、からだのことなど

相談場所・お問合せ
家庭児童相談室（こども支援課） 電話 04（2953）1111（内線 1535）
狭山市役所本庁舎２階 家庭児童相談室
※市内在住の小・中学生からの相談は、フリーダイヤルが使えます。

フリーダイヤル 0120（53）0170

■総合子育て支援センターによる相談
内容
乳幼児のお子さんに関すること、育児に関する事を気軽に相談できます。
相談日時
毎日９時～18 時まで（ただし年末年始は休館）
相談方法
電話や来所による相談
相談場所
総合子育て支援センター 電話 04（2937）3626
入間川１－３－１（狭山市駅西口下車徒歩 2 分 狭山市市民交流センター内）
http://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/chaponet/center/index.html
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■地域子育て支援センターによる相談
内容
子育て全般に関して、保育士等が相談に応じています。詳しくは各センターにおたず
ねください。
相談場所・お問合せ
みつばさ愛育園
入間川 3273-13 電話 04（2952）3678
堀兼みつばさ保育園 堀兼 593-1
電話 04（2957）4955
風の森みどり保育園 入間川 1235-3
電話 04（2957）5335

■青い実学園による外来療育相談
内容
青い実学園は、心やからだ、言葉の育ちにつまずきのある就学前の子どもを対象に、
ひとりひとりの育ちに応じた療育支援を行う親子通園施設です。外来療育相談では、学
園の職員が在籍児以外の未就学のお子さんについての相談を行っています。その中で、
子どもの言葉、関わり、身体機能についての相談や必要な情報を提供します。
相談日時
月曜日から金曜日までの、15 時００分～16 時 30 分
外来療養相談は予約制です。相談のすすめ方等詳しくはお問い合わせください。
相談場所・お問合せ
青い実学園 電話
04（2952）3302
電話・FAX
04（2952）0312
柏原 758-1（サイボクハム行き 柏苑バス停下車）
http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetsuannai/iryo/aoimigakuen/index.html

■民生委員・児童委員による相談
内容
民 生委 員(正式 名称：民生委員・児童委 員 )は、厚生 労働大臣から 委嘱 されて 活
動 し て い ます。担当 する 区域 で、生活上の 心配 ごとや困りごと 、医療や介護、子
育 て の 不 安な どの相談に応じます。相談内容にあわせて 、福祉サービスの紹介 や
地 域 の 専 門 機関とのつなぎ役をし ています。
なお、住所地を担当する民生委員・児童委員の氏名・電話番号等は、福祉政策課にお
問い合わせください。
お問合せ
福祉政策課 電話 04（2953）1111（内線 1511）
狭山市役所本庁舎 1 階 1７番窓口
http://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/fukushisodan/minseiiin/index.html
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■県西部福祉事務所による相談
内容
母子・父子自立支援員及び就業支援専門員により、ひとり親家庭や寡婦の方が抱えて
いるいろいろな問題について、電話・来所による相談に応じ、問題解決のお手伝いをし
ています。お気軽に御相談ください。
相談日時
月曜日から金曜日までの８時 30 分から 17 時 15 分
相談場所・お問合せ
県西部福祉事務所 電話 049（283）6800
坂戸市石井 2327-1（東武東上線北坂戸駅下車徒歩 20 分）
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0602/

■県西部母子・父子福祉センターによる相談
内容
母子・父子自立支援員及び就業支援専門員により、ひとり親家庭や寡婦の方が抱えて
いるいろいろな問題について、電話相談・面接相談をお受けし、問題解決のお手伝いを
しています。また、専門的、法律的な知識を必要とする問題については、女性の弁護士
による法律相談を行っています。どんなことでも、お気軽に御相談ください。
相談日時
・一般相談：月曜日から金曜日までの８時 30 分から 17 時 15 分まで。電話又は来
所によりご相談ください。
・法律相談：原則毎月第１、第３水曜日の 13 時 30 分から 16 時まで。法律相談は
面接相談のみで予約が必要です。
※法律相談は、県浦和合同庁舎等で行います。
さいたま市浦和区北浦和 5-6-５（北浦和駅西口下車徒歩 10 分）
お問合せ
県西部母子・父子福祉センター（県西部福祉事務所内）
電話 049（283）7991
坂戸市石井 2327-1（東武東上線北坂戸駅下車徒歩 20 分）
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■県配偶者暴力相談支援センターによるＤＶ相談
内容
ドメスティック・バイオレンス（DV）に関する相談を専門にお受けしています。
●県婦人相談センター
相談日時※電話相談
月～土曜日 9 時 30 分から 20 時 30 分まで
日曜・祝日 9 時 30 分から 17 時まで
※１２月２９日から１月３日までは相談をお受けしていません。
お問合せ
電話 048（８6３）6060
●県男女共同参画推進センター（Ｗith Ｙou さいたま）
相談日時※電話相談
月～土曜日 10 時から 20 時 30 分まで
※日曜・祝日・第３木曜日・年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は相談をお
受けしていません。
お問合せ
電話 048（600）3800
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（２）親子交流施設
■総合子育て支援センター ちゃっぽ
内容
親子で遊ぶ・子育ての仲間づくり・子育て情報の 収集・子育て相談など、好 き
な 時 間 に気 軽に 利用することが出来る 施設です 。
手 遊 び や ふれあい遊びの時間が あります。子育て講座の開催 、子育てサークル
の 紹 介な ど も行っています。
また、子育て中の困った事、悩み事の相談に応じ、子育てのアドバイスをします。
対象
0 歳～就学前の子どもとその保護者
※市内外どなたでもご利用できます。
開所時間
9 時から１８時まで（予約はいりません）（年末年始は休館）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更となる場合があります

場所・お問合せ
総合子育て支援センター ちゃっぽ 電話 04（2937）3624
相談専用電話：04（2937）3626
入間川１－３－１（狭山市駅西口下車徒歩 2 分 狭山市市民交流センター内）
※駐車場はありません
http://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/chaponet/center/index.html

●わいわいルーム御狩場
内容
御 狩 場 小 学童保育室で、学童保 育の空き時間を使って開催しています。親子 で
遊ぶ・子育ての仲間づくり・子育て情報の 収集 など、気軽に利用することが出 来
る 施 設 で す。
また、子育て中の困った事、悩み事の相談に応じ、親子で過ごす時間を通して気軽に
おしゃべりし、子育てのアドバイスをします。
対象
市内在住の０～2 歳(３歳の誕生日前日まで)の子どもとその保護者
開所時間
月曜日から金曜日まで（毎月第１水曜日・土・日曜日・祝日と年末年始は休館）
１０時から正午まで（予約はいりません）
※わいわいルーム御狩場は学童保育室を使用しているため、春・夏・冬休みなどは、休館となりま
す。また、臨時に休館となることもあります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更となる場合があります

場所
御狩場バス停下車徒歩 5 分、御狩場小学童保育室内、駐車場はありません
お問合せ 総合子育て支援センター 電話 04（2937）3624
http://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/chaponet/center/index.html
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●ワイワイ広場･あかちゃんワイワイ広場
内容
総合子育て支援センターのスタッフが、市内の公園３か所と公民館３か所に出向き、
親子で楽しめるパネルシアターや手遊びの紹介や、スタッフが子育ての相談などに応じ
ています。くわしくは HP や広報さやま等をご覧いただくか、下記までお問合せくださ
い。
お問合せ
総合子育て支援センター 電話 04（2937）3624
http://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/chaponet/center/index.html

●こんにちは！ちゃっぽ ～市内２か所の公園・１か所の保育園園庭で実施しています～
内容
総合子育て支援センターのスタッフが、公園や保育園の園庭開放におじゃまします。子どもたちを遊
ばせながら、地域の情報や、子育ての話をしましょう。
申込み不要です。直接会場へお越しください。
♦時

間 10 時 45 分～11 時 30 分 ※雨天時は中止になります

♦開催場所市内在住の０～2 歳(３歳の誕生日前日まで)の子どもとその保護者
開催場所

駐車場

狭山台 1 号公園

×

広瀬河川敷公園

〇

むさしの森保育園 園庭

〇

お問合せ
総合子育て支援センター

電話 04（2937）3624

■子育てプレイス新狭山
内容
新 狭 山 の 住宅街の中にあり、近所への買い物、お散歩のついでに立ち寄れます。
乳 幼 児 を も つ 保 護者と そ の お 子 さ ん が気軽 に 交 流 で き る 施設で す 。 親子で楽しめ
る手遊びやふれあい遊びの時間があります。様々な 子育て講座 、子育て相談、子育
て に 関 す る 情報提供も受けられま す。
対象
市内在住の０～３歳(４歳の誕生日前日まで)の子どもとその保護者
開所時間
月曜日から土曜日まで（水・日曜日・祝日と年末年始は休館）の 10 時から 16 時まで（予
約はいりません）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更となる場合があります

場所・お問合せ
子育てプレイス新狭山 電話 04（2955）9336
新狭山 2-6-45 横山ハイツ１階（新狭山駅北口下車徒歩 5 分）駐車場はありません
http://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/chaponet/center/index.html
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■子育てプレイス稲荷山
内容
稲荷山公園に隣接した中央児童館の科学館 1 階にあります。お母さんやお父さんと遊
びながらゆったり過ごしたり、お母さんやお父さん同士がおしゃべりをしながら情報交
換をしたりと楽しく過ごす場所です。1 日２回の手遊び等のふれあいタイムがあります。
また、ランチタイム（12 時～13 時）、おやつタイム（15 時～15 時 30 分）があり、
電子レンジ、お湯、冷蔵庫も自由にご利用になれ、ゆったりとした授乳室もあります。
1 歳半までのお子さん対象の「はいはいクラブ」や、保護者の方のリフレッシュタイ
ムや父親対象の「育 MEN」事業も実施しています。子育てに関する相談も受け付けて
います。
対象
０歳～３歳のお子さんと保護者の方
開所時間
土曜日・第 3 火曜日・年末年始を除く毎日 9 時３０分～16 時 30 分まで（予約はいり
ません）

場所・お問合せ
子育てプレイス稲荷山 電話 04（2953）0632
入間川 4-14-7（狭山市駅下車徒歩 15 分、中央児童館内）駐車場あり
http://www.nihonhoiku.co.jp/jidokan/sayamachuo /

■子育てプレイス奥富
内容
奥富小学校に隣接した、奥富ふれあい館の２階にあります。室内は、約１６５㎡（畳
約５０畳分）もあり、窓外には田園風景が広がります。のびのびと明るい雰囲気で、親
子でくつろげるスペースとなっています。主に３歳までのお子さんとそのお父さん、お
母さんを対象として、 交流を促す事業や、子育てに関する相談支援、情報提供、講座の
開催（毎月１回）などを実施しています。地域の方はもちろんのこと、市内全域の方の
利用が可能です。
対象
０歳～３歳のお子さんと保護者の方
開所時間
火曜日・土曜日・祝日・年末年始を除く毎日 10 時～16 時 30 分まで（予約はいりませ
ん）

場所・お問合せ
子育てプレイス奥富
電話 04（2952）6801
下奥富 1100 （新狭山駅北口下車徒歩 20 分 奥富ふれあい館内）駐車場あり
http://sayama-portal.jp/sayama_hoiku_support/
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■子育てプレイス広瀬
内容
広瀬児童館の１階にあります。（広瀬保育所となり）
商業施設や住宅街にも隣接しており、いつもたくさんの親子連れの方にご利用してい
ただいております。
１歳半までのお子さんを対象にしたベビールーム、１歳半～２歳までのお子さんを対
象にしたピョンピョンルームや、保護者の方がリフレッシュするためのハッピータイム
など様々な事業を毎月開催しています。子育てに関する相談支援も実施していますので、
お気軽にご利用ください。
対象
０歳～３歳のお子さんと保護者の方
開所時間
日曜日・第 3 木曜日・年末年始を除く毎日９時 30 分～16 時 30 分まで（予約はいり
ません）

場所・お問合せ
子育てプレイス広瀬
電話 04（2952）7140
広瀬 2-2-17 （日生団地、智光山公園行きバス広瀬消防署前下車徒歩 1 分）駐車場あり
http://www.sayama-dai3.com/room_tsudoi.html

■子育てプレイス水野
内容
水野公民館と併設している水野児童館の２階にあります。たっぷりと日差しがふりそ
そぐ２４畳の広々とした畳のフロアでのんびりしたり、さまざまなイベントに参加して
親子で楽しく過ごしたり・・・♪お子さんを通してお母さん、お父さん同士も仲良くな
り、情報交換の場にもなっています。また、保育士が常駐しておりますので、おしゃべ
り感覚でさまざまな相談もお受けします。
対象
０歳～３歳のお子さんと保護者の方
開所時間
日曜日・毎月第１月曜日・年末年始を除く毎日９時３０分～16 時 30 分まで（予約は
いりません）

場所・お問合せ
子育てプレイス水野
電話 04（2956）1351
水野 891-4 （入曽駅下車徒歩２０分）駐車場は水野公民館と共用です
http://dai4jidokan.roukyou.gr.jp/jigyou2
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（３）保育等
■保育施設における保育
内容
保育施設は、保護者が就労や疾病などで家庭において十分保育することができない就
学前の児童を家庭の保護者に代わって保育する施設です。このため、小学校入学前の幼
児教育、または、集団生活に慣れさせるためという理由では入所の対象になりません。
入所受付から入所までの手続きの流れや、入所申込みに必要な書類などについては、保
育幼稚園課までお問い合わせください。
申請の基準
保護者が次の保育の必要性に係る事由に該当する場合は申し込むことができます。
家庭外
就労

家庭内

母親の妊娠・出産

疾病・障害
看護・介護等

家庭の外で働いていて、児童の保育が必要な場合（※）
家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていて、児童の保育が必要な
場合（※）
妊娠中であるか出産後間もない場合（出産前６週目にあたる月の 1 日から出産
後８週目にあたる月の月末まで）※多胎妊娠の場合は出産前 14 週
疾病、負傷、もしくは心身に障害を有しているため児童の保育が必要な場合
疾病、負傷、もしくは心身に障害を有している親族等の看護、介護をするため、
その間の児童の保育が必要な場合

災害復旧

震災、風水害、火災等の災害復旧にあたるため、その間児童の保育が必要な場合

求職活動

就労を希望し、求職活動のため児童の保育が必要な場合

就学等

就学等により児童の保育が必要な場合

虐待や DV のおそ

児童虐待や配偶者等からの暴力により、保育が困難であると認められた場合

れがあること

その他

上記に類する事情で市長が認めた場合

※就労要件で入所を希望する場合は、月６４時間（週１６時間目安）以上就労する必要があります。

認可保育施設一覧・保育時間
・次頁の別表第 1 のとおりです。
・新規入所児童が集団生活に慣れるまでの間は、平常の保育が困難なため「慣らし保
育」を行いますので、当初は保育時間が短縮されます。
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（別表第 1）
施設名・住所

公
立
保
育
所

民
間
保
育
園
（
認
定
こ
ど
も
園
含
む
）

電話番号

対象年齢

柏原保育所 柏原 1141

2952-4245

11 ヵ月～5 歳児

祇園保育所 祇園１４-3

2957-3001

産休明け～5 歳児

新狭山保育所 東三ツ木 300-1

2954-2300

11 ヵ月～5 歳児

水野保育所 水野 632-41

2958-6347

産休明け～5 歳児

笹井保育所 笹井 2-17-1

2953-1808

11 ヵ月～5 歳児

狭山台南保育所 狭山台 4-18

2958-0317

11 ヵ月～5 歳児

山王保育所 南入曽 30-1

2958-3863

11 ヵ月～5 歳児

広瀬保育所 広瀬 2-2-13

2952-6230

2～5 歳児

平日 7:00～19:00

広瀬保育所分園 根岸 2-22-2

2953-1738

11 ヵ月～1 歳児

土曜 7:30～13:30

こひつじ保育園 下奥富 889-5

2952-2494

産休明け～5 歳児

みつばさ愛育園 入間川 3273-13

2952-3678

産休明け～5 歳児

青柳保育園 青柳 317-3

2954-3850

産休明け～5 歳児

狭山台みつばさ保育園 狭山台 1-25-1

2957-4824

産休明け～5 歳児

小山台保育園 柏原 1238-3

2953-2484

6 ヵ月～5 歳児

けやの森保育園 根岸 2-5-2

2955-3005

6 ヵ月～5 歳児

堀兼みつばさ保育園 堀兼 593-1

2957-4955

産休明け～5 歳児

風の森みどり保育園

2957-5335

3 ヵ月～5 歳児

2997-8661

産休明け～5 歳児

入間川 1235-3

あきくさ保育園 水野 1246-7
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時間外を含む保育時間

平日 7:00～19:00
土曜 7:30～13:30
平日 7:00～20:00
土曜 7:00～20:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:30～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:30～13:30
平日 7:00～19:00
土曜 7:30～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:30～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:30～13:30

平日 7:00～19:00
土曜 7:00～16:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～15:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～16:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～15:00

施設名・住所

2999-5100

3 ヵ月～5 歳児

ひろせ台保育園 上広瀬 948-1

2953-8900

産休明け～5 歳児

2952-1625

産休明け～5 歳児

むさしの森保育園 南入曽 1042-1

2937-7517

産休明け～5 歳児

祇園風の光保育園 祇園 21-45

2937-4445

3 ヵ月～5 歳児

チャイルドスクエア狭山台 狭山台 4-36

2999-5151)

産休明け～5 歳児

2953-3627

6 ヵ月～5 歳児

2959-5494

4 ヵ月～５歳児

2969-3001

産休明け～5 歳児

2959-4856

産休明け～5 歳児

2958-2000

産休明け～5 歳児

2956-8348

産休明け～2 歳児

2956-3696

産休明け～2 歳児

2957-0451

産休明け～2 歳児

2959-1650

３ヵ月～2 歳児

2937-4316

産休明け～2 歳児

2900-0750

産休明け～2 歳児

2997-8720

11 ヵ月～2 歳児

2954-2521

11 ヵ月～2 歳児

稲荷山 2-15-1

けやき認定こども園（保育部分）
上奥富 1042-3
狭山ふじみだい認定こども園（保育部分）
富士見 2-18-28
未来ふじみ認定こども園（保育部分）
入間川 3-２6-21
いるまこども園（保育部分）
北入曽 1294-1
未来たけのこ認定こども園（保育部分）
北入曽 656-1
すずらん保育園 北入曽 671-3
ありす保育室
中央 4-25-1 山中第二ビル 2F
よつばのおうち 狭山台 3-8-12

地
域
型
保
育
事
業
所

対象年齢

風の子保育園 祇園 21-43

東京家政大学かせい森のおうち

民
間
保
育
園
（
認
定
こ
ど
も
園
含
む
）

電話番号

こうさぎ保育園
中央 4-26-6 小池ビル 1F
つむぎ保育園 新狭山 2-19-35
ニチイキッズさやま保育園
入間川 1-7-7HIRO‘S 入間川１階
狭山ひかり保育室 鵜ノ木 7-18
武蔵野短期大学附属保育園
上広瀬１１１０
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時間外を含む保育時間

平日 7:00～19:00
土曜 7:00～16:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～16:00
平日 7:15～19:15
土曜 7:15～18:15
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～14:00
平日 7:30～18:30
土曜 7:30～15:30
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～14:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～17:00
平日 7:30～19:30
土曜 7:30～18:30
平日 7:30～18:30
土曜 7:30～18:30
平日 7:30～19:30
土曜 7:30～19:30
平日 7:30～19:00
土曜 7:30～18:30
平日 7:30～19:30
土曜 7:30～18:30
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00
平日 7:30～18:30
土曜 7:30～18:30

施設名・住所
地
域
型
保
育
事
業
所

J キッズスカイ入間保育園

稲荷山 2-3

未来にじの子ナーサリールーム
入間川 3-1-23

電話番号

対象年齢

2941-6733

産休明け～2 歳児

2941-3103

産休明け～2 歳児

時間外を含む保育時間

平日 7:00～19:00
土曜 7:00～18:00
平日 7:00～19:00
土曜 7:00～19:00

※入所希望月の１日現在に対象年齢に達していない場合は、翌月以降の審査対象としております。
※産休明けとは生まれた日を加えて生後５８日目以降の児童を対象としております。
※祇園保育所の時間外保育は、１９：００以降の利用につきましては利用月の１日の時点で満１歳から
になります。
※水野保育所は令和５年度に入間中学校跡地へ移転する予定です。
※Ｊキッズスカイ入間保育園は航空自衛隊入間基地内にあるため、別途基地に入るための手続きが必要
となります。
※認定こども園の幼児教育部分の入園を希望する場合は、直接認定こども園へ申込みとなります。詳し
くは認定こども園へお問い合わせください。

利用者負担額(保育料)
・次頁の別表第 2 のとおりです。
・保育料は、その世帯の負担能力に応じて負担していただくことになっており、４～８
月分は前年度の市区町村民税課税額、９～３月分は当該年度の市区町村民税課税額で
認定となります
・公立・民間を問わず、市外の保育施設に入所しても保育料は狭山市で定めた基準によ
って決定しますので、保育施設ごとの料金の差はありません。
・保育料の年齢区分は、当該年度４月１日現在の年齢です。したがって、年度の途中で
年齢によって保育料が変更することはありません。
・保育料は、月額です。毎月 1 日に在籍している場合は、その月分の保育料を納入して
いただきます。
・別表第 2 により決定される保育料以外に、児童の年齢などによって諸経費
（主食費、おむつ代等）が別途かかります。（保育施設で集金します）
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（別表第 2）
利用者負担額（月額）
階層区分

３歳未満児
標準時間

３歳以上児

短時間

標準時間

短時間

Ａ

生活保護世帯等(※)

0円

0円

0円

0円

Ｂ

市区町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

7,400円

7,200円

0円

0円

Ｃ１

市区町村民税均等割額のみ

Ｃ２

24,300円未満

8,200円

8,000円

0円

0円

Ｃ３

24,300 円以上 48,600 円未満

9,200円

9,000円

0円

0円

Ｃ４

48,600 円以上 55,700 円未満

10,000円

9,800円

0円

0円

Ｃ５

55,700 円以上 62,800 円未満

11,600円

11,400円

0円

0円

Ｃ６

62,800 円以上 77,100 円以下

14,500円

14,200円

0円

0円

Ｃ７

77,101 円以上 97,000 円未満

19,500円

19,100円

0円

0円

Ｃ８

97,000 円以上 109,000 円未満

26,000円

25,500円

0円

0円

109,000 円以上 121,000 円未満

32,000円

31,400円

0円

0円

121,000 円以上 133,000 円未満

36,000円

35,300円

0円

0円

133,000 円以上 145,000 円未満

39,000円

38,300円

0円

0円

145,000 円以上 157,000 円未満

41,100円

40,400円

0円

0円

157,000 円以上 169,000 円未満

43,600円

42,800円

0円

0円

169,000 円以上 190,100 円未満

47,000円

46,200円

0円

0円

190,100 円以上 211,200 円以下

49,800円

48,900円

0円

0円

Ｃ１６

211,201 円以上 232,300 円未満

51,000円

50,100円

0円

0円

Ｃ１７

232,300 円以上 253,400 円未満

53,500円

52,500円

0円

0円

Ｃ１８

253,400 円以上 274,500 円未満

55,000円

54,000円

0円

0円

Ｃ１９

274,500 円以上 301,000 円未満

56,000円

55,000円

0円

0円

Ｃ２０

301,000 円以上 349,000 円未満

58,000円

57,000円

0円

0円

Ｃ２１

349,000 円以上 397,000 円未満

59,900円

58,800円

0円

0円

Ｃ２２

397,000 円以上

62,400円

61,300円

0円

0円

Ｃ９
Ｃ１０
Ｃ１１
Ｃ１２
Ｃ１３
Ｃ１４
Ｃ１５

市
区
町
村
民
税
所
得
割
額

(※)生活保護世帯等とは…生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
※児童の保護者が非課税で他に祖父母等の同居者に課税がある場合は、同居者も含めます。
※同じ世帯から 2 人以上の児童が入所する場合、年齢が 1 番高い児童を全額とし、2 番目に高い児童を半額、3 番目以
降の児童を０円とします。

入所申請・お問合せ
保育幼稚園課 電話 04（2953）1111（内線 1532～1533）
狭山市役所本庁舎１階 11 番窓口
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■保育施設における時間外保育
内容
時間外保育（延長保育）を希望する方は、別表第１に掲げる時間外を含む保育時間を確認のうえ、
直接保育施設に申請してください。
保育必要時間に応じて「保育標準時間（１日１１時間まで）」または「保育短時間（１日８時間ま
で）
」を認定しております。認定により、利用時間が異なるだけでなく、時間外保育料も異なります。

★保育時間の設定と時間外保育の利用について（公立保育所の場合）
＜保育標準時間＞
時間

7:00

7:30

18:30

19:00

時間外

通常保育

時間外

保育

（１日１１時間）

保育

19:30

20:00

※祇園保育所は 20:00
まで時間外保育

月額
月額

2,000 円
認定された利用者負担額

2,000 円

（保育料）

料金

3,000 円
4,000 円

＜保育短時間＞
時間

7:00 7:30

8:30

200 円

17:30

通常保育
時間外保育

料金

16:30

認定された利用者負担額

19:00

19:30

20:00

※祇園保育所は 20:00

時間外保育
（１日８時間）

50 円

18:30

まで時間外保育

50 円

50 円

200 円

200 円

200 円

※保育標準時間の場合、7：30～18：30 が通常保育となります。時間外保育における緊急時の利
用が同一月、同時間帯において、３回に達した場合は月極の利用申請があったものとみなし、月額
料金をお支払いいただきます。
※保育短時間の場合、8：30～16：30 が通常保育となります。時間外保育における月額料金の設
定はありません。
※民間保育園・認定こども園（保育部分）・地域型保育事業所に関しましては、施設により設定時間
が異なります。また、夕食代やおむつ代等を実費徴収することがあります。詳しくは施設にお問い
合わせください。
※土曜日の開所時間が平日の開所時間と異なる施設があります。
※新規入所児童が集団生活に慣れるまでの間は、「慣らし保育」を行うため、入所当初は年齢により
保育時間が短縮されます。
※生活保護世帯又は市民税非課税世帯については、時間外保育の軽減を受けることができます。
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■保育施設における休日保育
内容
保護者の休日の就労等の場合にお子さんを保育します。申請は直接、休日保育実施園
で行ってください。登録・面接後、利用日を予約してからの利用となります。※非課税世
帯は住民税非課税証明書（４月～８月までは前年度住民税非課税証明書、９～３月までは当該年度住
民税非課税証明書）が必要です。月極の保育を利用している場合は、市にて市民税の課税状況を確認
するため提出は不要です。

対象 以下のすべての要件に該当する場合です。
⑴

市内に住所がある満１歳から小学校就学前までの児童で、認可保育所、認定こども園（保
育所機能部分に限る）及び地域型保育事業所に通っている児童。
又は、市外に住所があり、市内の認可保育所、認定こども園（保育所機能部分に限る）及
び地域型保育事業所に通っている児童。

⑵

支給認定子ども（１号認定を除く）

⑶

保護者が勤務の都合等により、家庭での保育が困難であること。

利用日
日曜日と国民の祝日に関する法律に規定する日（12 月 29 日から 1 月 3 日を除く）
保育園の指定する日によっては、利用できない場合があります。
実施施設・保育時間・お問合せ
実施施設
祇園保育所
狭山台みつばさ保育園

保育時間
（保育標準時間）7:30～18:30
（保育短時間） 8:30～16:30
（保育標準時間）8:00～18:00
（保育短時間） 8:30～16:30
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電話
2957-3001
2957-4824

■保育施設における病後児保育
内容
児童が病気の回復期にあり集団保育が困難で、保護者が就労等で保育が必要な場合に
保育します。申請は直接、病後児保育実施園で行ってください。登録・面接後、利用日
を予約してからの利用となります。※非課税世帯は住民税非課税証明書（４月～８月までは前
年度住民税非課税証明書、９～３月までは当該年度住民税非課税証明書）が必要です。月極の保育を
利用している場合は、市にて市民税の課税状況を確認するため提出は不要です。

対象以下のすべての要件に該当する場合です。
⑴ 市内に住所がある満１歳から 10 歳未満（小学校３年生）までの児童。または、市
外に住所があり、市内の認可保育施設、認可外保育施設、幼稚園及び小学校に通って
いる満１歳から 10 歳未満（小学校３年生）までの児童。
⑵

病気の回復期にあることから、集団保育が困難な場合で、かつ、保護者が勤務の都
合等の社会的にやむを得ない事情により、家庭での保育が困難であること。
⑶ 病後児保育事業を担当する看護師が診療情報提供書（狭山市病後児保育用）及びお
子さんの状況から事業の利用が適当であると認めた児童。
利用日
祝休日・年末年始（12 月 29 日から１月 3 日）を除く、月曜日から金曜日
保育料
１日 2,000 円（昼食代１回 200 円、おやつ代 1 回 100 円を別途負担）
※生活保護世帯、住民税非課税世帯は昼食代・おやつ代実費のみ。

実施施設・保育時間・お問合せ
実施施設

保育時間

電話

祇園保育所

7:30～18:30

2957-3001
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■保育施設における一時預かり事業
内容 下記の場合、一時的に児童を保育します。
①

保護者の短時間の就労、職業訓練、就学や冠婚葬祭などにより家庭での保育が
一時的に困難な場合や、保護者の育児に伴うリフレッシュの場合

②

保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護などにより緊急一時的に家庭で
の保育が困難な場合

対象
狭山市に住民登録があり、認可保育所、認定こども園（保育所機能部分に限る）
及び地域型保育事業所に在籍していない就学前の児童

利用日時
・祝休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く、月曜日から金曜日まで
（一部の施設において土曜日の保育も実施）

※１月当たり１２日まで(１週あたり平均３日)

保育料
施設により異なります。広瀬保育所の場合、児童 1 人につき 1 日あたり 4 時間以内 1,000 円、
4 時間を超え 8 時間以内 1,500 円。その他、昼食代として 200 円、おやつ代として 100 円か
かります。
※生活保護世帯、住民税非課税世帯は食事代等実費のみ
※非課税世帯は住民税非課税証明書（４月～８月までは前年度住民税非課税証明書、９～３月まで
は当該年度住民税非課税証明書）が必要です。

実施施設・申請・お問合せ
実施施設

対象年齢

保育時間

土曜日

電話

公立

広瀬保育所

1 歳 3 ヵ月から

8:30～16:30

2952-6230

私立

こひつじ保育園

1 歳から

8:30～16:30

2952-2494

こひつじ保育園水富一時保育室

1 歳から

8:30～16:30

2952-2494

みつばさ愛育園

1 歳から

8:30～16:30

2952-3678

青柳保育園

1 歳から

8:30～16:30

2954-3850

狭山台みつばさ保育園

1 歳から

8:30～16:30

小山台保育園

1 歳 6 ヵ月から

8:30～16:30

2953-2484

けやの森保育園

１歳から

8:30～16:30

2955-3005

堀兼みつばさ保育園

1 歳から

8:30～16:30

風の森みどり保育園

1 歳 3 ヵ月から

8:30～16:30

2957-5335

あきくさ保育園

1 歳から

8:30～16:30

2997-8661

風の子保育園

1 歳 3 ヵ月から

8:30～16:30

2999-5100

むさしの森保育園

1 歳から

8:30～16:30

未来ふじみ認定こども園

1 歳から

8:30～16:30

2952-6230

いるまこども園

1 歳から

8:30～16:30

2959-4856
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保育可

保育可

保育可

2957-4824

2957-4955

2937-7517

■市民交流センター 一時預かり保育室「ちゃっぽ保育室」
内容
保護者が一時的にお子さんの保育ができないときなどに、お子さんを保育します。
申請は直接、一時預かり保育室の窓口で行ってください。
時間
８：００～２０：００のうち１日最大８時間まで
対象児童
満１歳～小学校就学前に達するまで
定員
１０名まで
使用料金
保育料１時間３００円、延長保育料１時間３００円、おやつ代１回１００円（希望者
のみ）
※申請した時間を５分以上過ぎた場合、延長料金が発生します。
申請・お問合せ
場所

市民交流センター 一時預かり保育室
電話：０４-２９３７-３６２７
ＦＡＸ：０４-２９３７-３６２８

時間

８：００～２０：００（最終申請受付時間は１９：００）

休館日

年末年始（１２月２９日～１月３日）、その他保守点検日
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■学童保育室
内容
学童保育室は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童が
安心して生活できる居場所を確保するとともに、児童の健全な育成を支援することを目
的としています。
入室資格及び入室承諾期間
項目
就労

保護者が保育できない状態
就労している場合

利用可能期間
就労している期間で、最長で年
度末まで

就学・技能訓練 就労準備のため就学等をして 就学等をしている期間で、最長
いる場合
で年度末まで
疾病・障害

介護・看護

疾病・負傷のため入院又は療養
が必要な場合、及び身体又は精
左記事由により、入室を必要と
神に障害を有している場合
する期間で、最長で年度末まで
常時親族等の介護・看護をして
いる場合

災害

震災・風水害・火災その他の災 災害復旧が完了するまでの期
害の復旧にあたっている場合 間で、最長年度末まで

出産

母親が妊娠中か出産後間もな 出産前６週目にあたる月の１
い場合
日から出産後８週目にあたる
月の月末まで、最長で５ヵ月間

求職活動

求職活動のため昼間家庭にい 最長１か月間。ただし、この間
ない場合

その他

に就労し、就労証明書を提出し
た場合は期間を延長し、最長で
年度末まで

その他、昼間保育ができない状 必要な期間。最長で年度末まで
態にある場合

《注意点》
※学童保育室に入室できる児童は、市内に居住し、小学校に就学している留守家庭児童
とします。
※学童保育の利用には年度毎の申請が必要です。
※申請書等に基づき入室審査を行い、保育の必要性の高い児童から定員の範囲内で
入室決定を行います。
保育時間
１．学校の授業日：（月～金、第２土曜日）放課後から 18 時 30 分まで
２．学校の休業日：（月～金）８時から 18 時 30 分まで
（土曜日）８時から 18 時まで

- 25 -

３．延長保育：
朝（長期休業中の月～金）午前７時３０分から午前８時まで
（休業中の土曜日）午前７時３０分から午前８時まで
夜（月～金・長期休業中も含む）午後６時３０分から午後７時まで
※延長保育、土曜日の利用を希望する場合は申請が必要です。
休室日
１．日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
２．年末年始（１２月２９日から１月３日）
３．その他、特に必要と認めた日
例）インフルエンザ等感染症にかかった場合、又はかからなくても学級・学校閉鎖等
になった場合。
学童保育室一覧
次頁の別表のとおり
保育料
１．月額 １０，０００円
※1.原則口座振替（自動払い込み）にて納期限までにお支払いください。
※2.口座振替の手続きは入室の際に行っていただきます。変更の必要がない場合は
次年度以降の手続きは不要です。
※3.残高不足等により振替日に口座振替ができなかった場合は、後日、納付書が送付
されますので、金融機関等の窓口でお支払いください。（コンビニエンスストア
でのお取り扱いは出来ません）
※４.延長保育については別途料金がかかります。
料金については、ホームページ又は学務課へお問い合わせください。
２．保育料の免除・減額
生活保護世帯及び所得の状況により、保育料が免除・減額となる制度があります。
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（別表）
施設名

対象校

所在地

募集

電話番号

人数

入間川小学童保育室
入間川東小第一学童保育室

入間川小
入間川東小

鵜ノ木 5-9（校舎内）
入間川２-７-２3（学校敷地内）

入間川東小第二学童保育室

富士見小第一学童保育室
富士見小第二学童保育室

南小第一学童保育室
南小第二学童保育室
山王小学童保育室
入間野小第一学童保育室
入間野小第二学童保育室

御狩場小学童保育室
堀兼小学童保育室
狭山台小第一学童保育室

公立

狭山台小第二学童保育室
新狭山小第一学童保育室
新狭山小第二学童保育室

中央 4-17-1（校舎内）

南小

水野 815-1（校舎内）

山王小

南入曽５５（校舎内）

４０
４０
５０
３０
５０
３０
８０
４０

2954-8625
2968-7011

2957-0600

2958-7993
2956-2005

入間野小

北入曽 980（学校敷地内）

御狩場小

北入曽 755-4（学校敷地内） ５０

2958-1537

堀兼 1234（校舎内）

2958-7272

堀兼小
狭山台小

狭山台 4-25（校舎内）

新狭山小

入間川 1108（学校敷地内）

奥富学童保育室

奥富小

柏原小第一学童保育室

柏原小

柏原小第二学童保育室

下奥富 1100(奥富ふれあい館

４０

５０
５０
５０
４０
４０

2958-2754

2958-6852
2957-5521

５０

2953-3540

柏原 1141（学校敷地内）

５０

2954-8730

柏原小

柏原 1141（校舎内）

３０

2952-7677

水富小

根岸 2-2２-1（学校敷地内）

広瀬小学童保育室

広瀬小

広瀬東 4-4-1（校舎内）

４０

2953-5577

笹井小学童保育室

笹井小

笹井 1700（校舎内）

５０

2955-0410

富士見１－１３－３３

５０

2959-2671

広瀬２－２－１７（広瀬児童館内）

５０

2941-2236

24

2954-4515

水富小第一学童保育室
水富小第二学童保育室

入間川東小・富士見小
学童保育室分室
広瀬小学童保育室分室

民間

富士見小

６０

けやの森学童クラブ

入間川東小
富士見小
広瀬小
市内小学校

内)

根岸 2-5-2（けやの森保育園
内）

３０
３０

2952-7150

公立学童保育室の入室申請・お問合せ
学務課 電話 04（2953）1111（内線 5661、5662）
狭山市役所本庁舎５階
※民間学童保育室の入室申請・お問合せは、直接各民間学童保育室におたずねください。
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■さやまファミリー・サポート・センター
内容
子育てをお手伝いしてほしい方（預ける会員）と子育てをお手伝いできる方（預かる
会員）が相互に会員となり子育てを支援します。
対象となる方
・預ける会員：市内在住・在勤の方で原則として生後４か月から小学校６年生までのお
子さんと同居している保護者の方。入会説明会にご参加ください。
・預かる会員：市内在住で健康な方。育児援助ボランティア活動に理解と熱意がある方
なら特に資格は必要ありません。研修会を受講してください。
・両方会員：預ける活動と預かる活動の両方を行える方。
援助の内容
①保育所、幼稚園、学童保育室、小学校等の開始時間まで、あるいは終了時間後のお子
さんのお預かり。
②保育所、幼稚園、学童保育室、小学校等までの送迎。
③保育施設等の休日等、臨時的なお子さんのお預かり。
④軽度の病気や回復期にあるお子さんのお預かり。
⑤保護者等の短時間・臨時的就労の場合にお子さんをお預かり。
⑥保護者等の冠婚葬祭による外出、他のお子さんの学校行事の場合の援助。
⑦保護者等の病気、その他急用等での援助。
⑧その他、会員の仕事と育児の両立、会員の育児を支援するため、お子さんをお預かり
します。
※原則として、預かる会員宅（但し上記④の内容については預ける会員宅）にてお子さんを預かりま
す。会員双方の合意により変更も考慮

時間
７時～22 時までの時間帯で、育児の援助が必要な時間（但し上記④の内容については
７時～19 時まで）
利用料
1 時間７００円（但し上記④の内容については１，０００円）
1 時間経過後は３０分毎に半額をいただきます。
※援助に伴う交通費、食事代、おやつ代、おむつ代等については実費をいただきます。（但し上記④の
内容については食事・おやつ等必要なものは預ける会員が準備願います。）お支払いは、利用日ごと
に、預ける会員から預かる会員に直接支払いになります。

会員登録
事前に申し込みのうえ、写真 1 枚、印鑑をお持ちください。（但し上記④の内容につ
いては、登録打合せ費 1,000 円）
申請・お問合せ
さやまファミリー・サポート・センター（（福）狭山市社会福祉協議会受託）
入間川 2-4-13 電話 04（2003）3849
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●さやまファミリー・サポート・センター利用料の助成
内容
さやまファミリー・サポート・センターの利用会員のうち、所得の低い世帯や、複数
のお子さんの利用がある方に、１ヶ月１０，０００円を限度に利用料の半額を助成しま
す。
対象となる方
市内在住の利用会員のうち次のいずれかに該当する方
1. 個人住民税が非課税の世帯の方
2. 生活保護世帯の方
3. ２人以上のお子さんがさやまファミリー・サポート・センターの援助活動
を受けている方
登録
初めに登録申請が必要です。助成金は登録申請日以降の利用月分からになります。
申請・お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1539）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口
※さやまファミリー・サポート・センター（（福）狭山市社会福祉協議会）では助成金
に関する手続き・お問合せはできませんのでご注意ください

■産前・産後ヘルパー派遣制度
内容
妊娠中又は出産直後（生後 4 か月まで）の保護者の方が、家庭で安心して子育てがで
きるように、産前・産後ヘルパーがご家庭を訪問し、家事や育児のお手伝いをします。
対象
市内に住所を有する方で、産前・産後、家事や育児のお手伝いが必要な方。
利用期間
妊娠中の方は、母子健康手帳の交付を受けてから出産までの間のうち最大 10 日まで。
出産、または退院した翌日から 4 か月までの期間で最大２０日まで。
双子以上は、１年までの期間に最大 50 日まで。
内容
家事に関すること（食事の支度、洗濯、掃除、買い物等）
育児に関すること（保護者の指示による授乳・沐浴・おむつ交換などの手伝い、上の
子の世話、話し相手など）
※原則としてサービスを受ける３日前までに申し込みしてください。
利用時間
7 時～19 時までの時間内で、1 日 1 時間以上３時間以内
※1 時間経過後は、連続した３０分単位で３時間まで利用できます。
年末年始等は利用できません。
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利用料
1 時間あたり 700 円。
※1 時間経過後は３０分毎に３５０円いただきます。
別途交通費がかかります。（1 ㎞未満は無料、1 ㎞以上の場合は往復２００円）
申請・お問合せ
さやまファミリー・サポート・センター（（福）狭山市社会福祉協議会受託）
入間川 2-4-13 電話 04（2003）3849
●産前・産後ヘルパー派遣制度利用料の助成
内容
狭山市産前・産後ヘルパー派遣制度の利用者のうち、生活保護世帯、市民税非課税世
帯の方に利用料を助成します。
対象となる方
市内在住の利用会員のうち次のいずれかに該当する方
１. 個人住民税が非課税の世帯の方
２. 生活保護世帯の方
申請・お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1537）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口
※さやまファミリー・サポート・センター（（福）狭山市社会福祉協議会）では助成金
に関する手続き・お問合せはできませんのでご注意ください
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第２章 保健・医療
（１）保健
■保健センターによる相談
内容
妊娠・出産、お子さんの病気や予防接種、母乳・ミルク・離乳食・歯のことや発育・
発達全般について、相談をお受けしています。
相談日時
平日の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで
相談場所・お問合せ
保健センター 電話 04（2959）5811 FAX 04（2959）3074
狭山台 3-24（西武バス狭山市駅東口発 狭山台団地行き（井戸窪経由）狭山台ショッピングセ
ンター前バス停下車、
（狭山台南経由）狭山台 3 丁目下車）

■県保健所による相談
内容
お子さんの発育・発達、心の問題、難病など、各種の健康相談について、狭山保健所
で相談をお受けしています。
相談日時
平日の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで
お問合せ
埼玉県狭山保健所
狭山市稲荷山 2-16-1 電話 04（2954）6212 FAX 04（2954）7535
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0708/
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■埼玉県立精神保健福祉センターによる相談
内容
メンタルヘルスに関するお問い合わせや面接相談を行っています。面接相談は電話に
よる予約が必要となります。
また、心の健康や悩みについてお話を伺う専用の電話回線「埼玉県こころの電話」も
あります。
対象
さいたま市を除く埼玉県民で、主として思春期以降の大人の方が対象となります。
相談日時
平日の 9 時から 17 時まで（土日祝日、年末年始を除く）
相談場所・お問合せ
埼玉県立精神保健福祉センター http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0606/
場所：埼玉県北足立郡伊奈町小室 818-2 （埼玉新都市交通丸山駅下車徒歩 8 分）
電話：048（723）3333（代）相談予約係まで
「埼玉県こころの電話」 048（723）1447

■思春期悩み相談「ティーンズ電話相談」
内容
身体のこと、こころのこと、性のことなどについて、看護師、助産師が相談に応じま
す。
相談日時
毎週土曜日（祝祭日・年末年始は除く）
10 時から 12 時まで及び 13 時から 16 時まで
お問合せ
公益社団法人埼玉県看護協会 埼玉高齢者介護研修センター内（鴻巣市下忍 4450）
専用電話 048（548）8800
http://www.nurse-saitama.jp/
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（２）医療
■ひとり親家庭等医療費支給制度
内容
ひとり親家庭等医療費支給制度は、18 歳になった年の年度末（3 月 31 日）までの間
にある児童または 20 歳未満の一定の障害がある児童の保護者がひとり親家庭等であっ
て、支給不適格要件にいずれも該当せず、その所得が所得制限額を超えていない場合に
限り、健康保険の適用により医療機関等でかかった費用（高額療養費、附加給付金を除
く）を支給します。
支給不適格要件
次のいずれにも該当しないこと
・生活保護を受給しているとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき
・児童を里親に委託しているとき
所得制限額
児童扶養手当の所得制限に準じますので、児童扶養手当の所得制限額を超えなければ、
この制度の対象となります。
対象となる医療費
国民健康保険や社会保険などの医療保険制度で医療にかかった保険診療分のうち、自
己負担すべき費用
また、１５歳年度末までの児童は、入院時の食事療養標準負担額も対象となります。
医療費の支給額
申請のあった金額から、加入保険より支給される高額医療費・家族療養付加給付金を
控除した額を支給します。
手続きに必要な書類等
健康保険証（対象者の氏名が記載されていること。健康保険証をお持ちでないかたでも、その資
格を有する旨の証明書や国民健康保険異動届をご持参いただければ、申請することができます）及び
児童扶養手当の認定請求の持参書類
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1536）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口
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■こども医療費支給制度
内容
子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、市内に在住で健康保険に加入している
15 歳になった年の年度末（３月３１日）までの子どもが健康保険の適用により医療機
関等でかかった費用（高額療養費、附加給付金を除く）を支給します。
対象費用
国民健康保険や社会保険の規定による一部負担金や育成医療など他の法令の規定によ
る自己負担額が支給の対象となります。また、入院時の食事療養標準負担額も対象とな
ります。ただし、乳幼児健診、予防接種、薬などの容器代、文書料、入院時の差額ベッ
ド代、病院への交通費など健康保険が適用されない費用は、支給の対象となりません。
この制度の適用を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられま
せん。
申請方法
こども医療費受給者証をお持ちでない方は、資格登録が必要です。健康保険証（対象
児童の氏名が記載されているもの）、保護者名義の通帳、印鑑の 3 点をお持ちになり、
こども支援課で手続きをしてください。後日、受給者証を郵送します。
支給方法
市内の指定医療機関等の窓口では、受給者証と保険証を提示することにより、一部負
担金の支払いは不要です。市外や市内でも指定されていない医療機関等では、一部負担
金を支払った後、こども医療費支給申請書（クリーム色）に領収書を添付のうえ、市に
提出してください。後日資格登録時に指定した金融機関の口座に振込ます。
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1534）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口
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第３章

教育

（１）教育・子どもの悩みに関する相談
■教育センターによる教育相談
内容
児童、生徒及び保護者、教職員を対象に、教育上の諸問題について、教育センターの
教育相談員が相談をお受けし、学校や関係機関との連携を図りながら問題解決を支援し
ています。
相談日時
平日の 9 時から 17 時まで
お問合せ
教育センター 電話 04（2956）2293 ※小中学生専用フリーダイヤル 0120-70-2293
狭山台 2-7-4（井戸窪経由狭山台団地行き狭山台 2 丁目バス停下車徒歩 3 分）

■県警察少年サポートセンターによる相談
内容
少年や保護者からの非行、家出、いじめ等少年問題に関する相談を受け付けています。
どうぞお気軽にご利用ください。また、県警察少年サポートセンターでは、未成年のお
子さんを対象とした「ヤングメール」を開設しています。県警ホームページにパソコン
からアクセスし、必要事項を入力のうえ、送信してください。
・お子さんや保護者の方との面接相談（要予約）、電話、メール相談
・専門職員による心理テストを用いた科学的な分析とアドバイス
相談日時
祝祭日を除く月～土曜日、８時 30 分から 17 時 15 分まで
相談場所・お問合せ
県警察少年サポートセンター（ＪＲ武蔵浦和駅前、ラムザタワー３階）
・お子さんからの電話相談 電話 048（861）1152（面接相談は要予約）
・保護者の方からの電話相談、予約先 電話 048（865）4152
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/

※少年サポートセンター西分室川越相談室でも相談をお受けしています。
相談日時：祝祭日を除く月～金曜日、9 時 00 分から 16 時 00 分まで
電話 049（239）6598 （面接相談は要予約）
相談場所・お問合せ 少年サポートセンター西分室川越相談室
（東武東上線霞ヶ関駅下車、川越市立教育センター分室「リベーラ」
）
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（２）就学援助・貸付金
■就学援助制度
内容
経済的な理由で学用品の購入や給食費の支払等に困窮している小学生、及び中学生の
保護者に対して、国の法律に基づき経済的援助を行っています。書類は、通学する小・
中学校又は学務課に提出してください。
対象
・生活保護が停止又は廃止となった家庭
・児童扶養手当を受けている家庭
・世帯全員の所得額の合計が狭山市教育委員会の定める基準額未満の世帯
援助の内容
学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、生徒会
費（中学校のみ）、卒業アルバム代等
申請書の配布・受付期間
・年度当初：毎年４月 1 日から６月３０日まで
・年度途中：毎月末日締切り（申請の翌月１日付けで認定）
申請手続き
・令和３年度就学援助申請書（世帯ごとの申請）
・前年度（令和２年度）の認定世帯についても、新たに申請書の提出が必要です。
・前年中の収入の有無にかかわらず所得の申告をしてから、申請してください。（未申
告の方は、認定できません）

添付書類 ※令和３年 1 月１日に狭山市に住民登録のある世帯。
・児童扶養手当を受けている方：児童扶養手当証書の写し（児童扶養手当を受けている
方は、所得を証明する書類、賃貸契約書の写しを提出する必要はありません）

・家賃を支払っている方：賃貸契約書等の写し
・預金通帳（支店名・口座番号・名義人の確認できる頁）の写し
他市町村からの転入者
・令和３年度（令和２年中）所得証明書または非課税証明書
令和３年 1 月 2 日以降に転入された方は、所得を証明する書類と併せて上記該当す
る書類を提出してください。
お問合せ
電話 04（2953）1111（内線５６５５）
狭山市役所本庁舎 5 階 学務課
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■遺児就学援助金等支給制度
内容
交通事故・疾病その他の事由により親権者の一方または双方を亡くした児童（遺児）
の健全育成に寄与するため保護者の方に援助金を支給しています。
対象者
市内在住で義務教育課程にある遺児を養育している保護者
支給内容
遺児１人に対し月額３，０００円の援助金及び２，５００円分の図書カードを年２回
支給
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1536）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口

■奨学金制度
内容
本人に能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な方に奨学金をお
貸ししています。
（学校によっては、奨学金をお貸しできない場合がありますので、学務
課までおたずねください。）
奨学生の条件
・市内に居住する世帯の子弟であること
・学校長が推薦した方であること。
・高等学校、高等専門学校、専修学校（専門課程）、短期大学、又は大学に入学が決定
又は在学中で、学資の支出が困難な方
・条件を満たした連帯保証人が 2 名いる方
・学力基準、世帯収入要件を満たしている方
お問合せ
学務課 電話 04（2953）1111（内線 5656）
狭山市役所本庁舎 5 階
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■埼玉県高等学校等奨学金制度
内容
高等学校等へ通っていて、品行方正であって、学習意欲があり、経済的理由により修
学が困難な方に、奨学金の貸与を行っています。くわしくはおたずねください。
お問合せ
県教育局財務課 電話 048（822）5670
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/

■県立高等学校入学料等減免制度
内容
県立高等学校へ通っていて、経済的理由により入学料等を納めるのが困難な方につい
ては、入学料等を免除する制度があります。くわしくはおたずねください。
お問合せ
県教育局財務課 電話 048（822）5670
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/

■埼玉県公立高等学校就学支援金制度
内容
公立高等学校に通っていて、保護者の所得金額が一定未満の場合、国が授業料を負担
する制度があります。くわしくはおたずねください。
お問合せ
県教育局財務課 電話 048（822）5670
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/

■埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金制度
内容
国公立高等学校等へ通っていて、経済的理由により授業料以外の教育費の負担が困難
な方に給付金の支給を行っています。くわしくはおたずねください。
お問合せ
県教育局財務課 電話 048（822）5670
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/
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■高等教育の修学支援新制度
内容
しっかりした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず、大学、
短期大学、高等専門学校（4・5 年）、専修学校（専門課程）に進学できるチャンスを確
保できるよう、授業料等減免と給付型奨学金の支給を行います。
対象
大学・短期大学・高等専門学校（4・5 年）・専修学校（専門課程）に入学予定、また
は在学している住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
お問い合わせ
授業料等減免について： 各大学等の窓口
給付型奨学金について： 日本学生支援機構 奨学金相談センター
電話 0570-666-301 平日 9 時 00 分～20 時 00 分

■日本学生支援機構奨学金
内容
経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、奨学金の貸与及び給付を行
います。申し込みは在学する学校を通じて行います。くわしくは下記相談センターか在
学する学校の奨学金担当へおたずねください。
お問合せ
＜貸与・給付及び返還に関するお問い合わせ＞
日本学生支援機構 奨学金相談センター
平日 9 時 00 分～20 時 00 分
電話 0570－666－301
※貸与・給付の手続きスケジュールや、個別の提出資料に関する相談窓口は各学校に
なります。
＜申込み・スケジュール・提出資料に関するお問い合わせ＞
在学する学校
※詳細 日本学生支援機構ホームページ https://www.jasso.go.jp/

■国の教育ローン
内容
お子さまの教育資金を必要とする方むけに教育貸付をお取り扱いしています。くわし
くはおたずねください。
お問合せ
最寄りの日本政策金融公庫にお問合せください。
0570-008656 又は 03（5321）8656
http://www.jfc.go.jp/
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■交通遺児育英会奨学金
内容
保護者等が交通事故で死亡したり、著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の高校
生以上の生徒・学生に奨学金を貸与しています。（無利子）
申込みは、在学する学校または交通遺児育英会で行います。（中学 3 年生在学中に予約で
きます）くわしくはおたずねください。
お問合せ
公益財団法人交通遺児育英会
電話 03（3556）077３
フリーダイヤル 0120－521286
https://www.kotsuiji.com/

■交通事故被害者のご家族への援助金
内容
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立し、埼玉県からの補助金と
交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、県内に在住する交通遺児等
に対し援護金及び援護一時金として給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての交通機関）により死亡または重い障害
を負った保護者に養育されている児童または生徒をいいます。くわしくはおたずねくだ
さい。
お問合せ
埼玉県交通安全対策協議会
電話 048（825）2011
県防犯・交通安全課

電話 048（830）2958

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/soudankyuhu/koutuuengoseido.html

■交通遺児等貸付金
内容
自動車事故によって保護者が亡くなられたり、重度の後遺障害が残ることとなった方
のご家庭のお子様の健全な育成を図るため、中学校卒業までの生活に困っているご家庭
のお子様を対象に、育成資金の無利子貸付を行い、お子様の成長期における経済的な支
援を行っています。くわしくはおたずねください。
お問合せ
独立行政法人自動車事故対策機構

埼玉支所

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/koutu.html
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電話 048（824）1945

■県勤労者支援資金の貸付
内容
出産費用やお子様の医療費、幼稚園・保育所の費用などをお貸しする「子育て・介護
両立応援資金」、入学料や授業料、教科書代など扶養するお子様の小学校入学以降に必
要な教育費用をお貸しする「働くあなたの教育応援資金」があります。
原則として県内に１年以上居住し、２０歳以上６５歳以下で、同一勤務先に１年以上
勤務し、前年の給与収入が８００万円以下の勤労者が対象です。
詳しくは下記におたずねください。申込み先は中央労働金庫狭山支店です。
お問合せ
県金融課 電話 048（830）3806
「埼玉県ホームページ」
総合トップ ⇒ しごと・産業 ⇒ 労働 ⇒ 勤労者向け融資制度のご案内
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/rodo/kinnrousyamukeyuusiseido/
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第４章

生活・住居・就労

（１）くらし
■母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
内容
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養し
ているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
※１．所得制限があります。
２．手続きに１～２か月ほどかかります。

貸付の申請ができる方
１．母子家庭の母及び父子家庭の父（原則として生計中心者）
20 歳未満のお子さんを扶養している方で、
(1) 配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
(2) 配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方
※遺棄の状態が１年以上継続すると認められる場合に限ります。
(3) 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
(4) 配偶者が精神や身体の障害により長期にわたって働けない方
(5) 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
(6) 婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方
２．父母のない、20 歳未満の子
３．寡婦（現在子を扶養していない場合、所得制限があります。）
かつて母子家庭の母であった人で、現在も上記１(1)～(6)のいずれかに該当する方
４．離婚等で配偶者のいない 40 歳以上の女性であって、1 又は 3 以外の方（一部所得
制限があります。）
５．1 及び 3 に該当する方の子（修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金の
み）
※母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん又は寡婦の方が連帯保証人としての要件
（収入・資産等）を満たしている場合に限ります。
所得制限
上記 3 又は 4 に該当し、現在子を扶養していない場合、 前年の所得額が 2,036,000
円以下の方が対象です。
貸付制度一覧
次頁の別表第 1 のとおりです。
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（別表第 1）
資金の内容

就
学
支
度

子の入学、又は修業施設へ
の入所に必要な入学金、被
服等を購入するための費用
等
(入学する月の末日まで申
請可能)

修 子が高等学校、大学等で学
学 ぶための授業料、書籍代等
子が、起業又は就職するの
修 に必要な知識等を習得する
業 ための資金
就
職
支
度
技
能
習
得
医
療
介
護

平成３１年４月１日から適用
貸付限度額 （円）
小学校(所得税が非課税の方) 63,100
中学校(所得税が非課税の方) 79,500
国公立高等学校､高等専門学校等
150,000
私立高等学校
410,000
国公立大学､短期大学、高等専門学校等 自宅通学 370,000
〃
自宅外通学 380,000
私立大学､短期大学、高等専門学校等 自宅通学 580,000
〃
自宅外通学 590,000
国公立大学院
380,000
私立大学院
590,000

貸付期間

据置期間

償還期間

－

卒業後
６か月

５年
以内

無利子

別表のとおり

修学
期間中

卒業後
６か月

別表の
とおり

無利子

・月額
・高校在学中に就職のため、自動
車運転免許を取得することが必
要である場合

68,000 知識技能 知識技
460,000 習得期間 能習得
中５年以 後
内
１年

６年
以内

無利子

６年
以内

無利子

100,000
母、父、寡婦又は20歳未満 ・通常の場合
－
１年
の子の就職に際して必要な ・自動車を購入する場合
※330,000
被服等を購入するための資
※330,000＝通常分100,000
金
+自動車購入分230,000
月額
68,000 知識技能 知識技
母、父又は寡婦が自ら事業
（特別分）
習得期間 能習得
を開始、又は就職するため ・数月分をあわせて貸付を受ける場合
中
後
に必要な知識・技能を習得
（１２月分相当額）
816,000
５年以内
１年
するための資金
・自動車運転免許を取得する場合
460,000
(医療分)
(医療分)
医療又は介護
母、父、寡婦又は20歳未満の子に係る医療費の自己負担分、通院 ・通常の場合
340,000
を受ける期間
に要する交通費等。ただし治療期間１年以内
・所得税が非課税である場合
480,000
－
後
(介護分)
(介護分)
６か月
母、父、寡婦又は20歳未満の子が介護を受けるのに必要な資金。
500,000
ただし、介護期間１年以内

次の期間の生活を維持する
のに必要な資金
①母、父又は寡婦が技能習
得している間
②母、父又は寡婦が医療又は
生 介護を受けている間
③母、父又は寡婦が失業中で
活 離職してから１年未満
④母が母子家庭又は父が父子
家庭になり７年未満

転 母、父又は寡婦が住宅の移
宅 転に際して必要な敷金、運
送費等の資金

技能習得分(①)
月額 141,000
技能習得分以外(②③④ ) 月額 105,000
･生計中心者でない場合の母子、父子 月額 70,000
･現に扶養する子のない寡婦等
月額 70,000
＊④の場合(母子家庭又は父子家庭になって７年未満)のみ
総額2,520,000
養育費取得の裁判費用の場合は一括貸付可能
(１２月分相当額)
1,236,000

技能習得期間中
５年以内

習得期間満了後後
6か月
医療又は介護を受
医療介護を受けてい ける期間満了後
る期間中 1年以内
6 か月
失業した日から1年
貸付期間
以内
母子家庭又は父子家 満了後
庭となって７年にな
6 か月
るまで

利率/年

または
1.0%※

１０年
以内

無利子
または
1.0%※

無利子

５年
以内

または
1.0%※

10年以内
5年以内
5年以内

無利子
または
1.0%※

8年以内
無利子

260,000

・通常の場合
1,500,000
・災害等により住宅が全壊した場合等
住 母、父又は寡婦が住宅を建
2,000,000
宅 設､購入､保全 改築 増築す
るのに必要な資金
母、父又は寡婦が事業を開
2,870,000
事 始するのに必要な設備費及 ・複数の母子家庭の母又は父子家庭の父が共同起業する場合
業 び什器・機械等を購入する その複数の母又は父への貸付合計額 4,320,000
開 ための資金
始
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－

６か月

３年
以内

６か月

６年
以内

１年

７年
以内

または
1.0%※
無利子

－

－

または
1.0%※

無利子
または
1.0%※

資金の内容

貸付限度額

母、父又は寡婦が現在営ん
事 でいる事業に必要な商品・
業
継 材料等を購入するなど、事
続 業を継続するために必要な資
金

（円）

貸付期間 据置期間 償還期間

利率/年
無利子

６か月
1,440,000

－

７年
以内

または
1.0%※

無利子

結 子の結婚に必要な資金
婚

300,000

６か月

５年
または
－
以内 1.0%※
※無利子又は1.0%…連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年率1.0%の利子が付きます。
（就職支度資金は、子が就職する際の必要経費であれば、一律無利子です。）

修学資金貸付限度額（月額）

単位：円
1年

2年

3年

4年

5年

高等学

国公

自 宅 通 学

27,000

27,000

27,000

校・専修

立

自宅外通学

34,500

34,500

34,500

自 宅 通 学

45,000

45,000

45,000

自宅外通学

52,500

52,500

52,500

国公

自 宅 通 学

31,500

31,500

31,500

67,500

67,500

立

自宅外通学

33,750

33,750

33,750

76,500

76,500

自 宅 通 学

48,000

48,000

48,000

79,500

79,500

自宅外通学

52,500

52,500

52,500

90,000

90,000

学校（高
等課程）

高等専
門学校

私立

私立

原則として
貸付期間の
2倍

短期大

国公

自 宅 通 学

67,500

67,500

67,500

学・専修

立

自宅外通学

76,500

76,500

76,500

自 宅 通 学

79,500

79,500

79,500

自宅外通学

90,000

90,000

90,000

国公

自 宅 通 学

67,500

67,500

67,500

67,500

立

自宅外通学

76,500

76,500

76,500

76,500

自 宅 通 学

81,000

81,000

81,000

81,000

自宅外通学

96,000

96,000

96,000

96,000

修士課程

132,000

132,000

博士課程

183,000

183,000

48,000

48,000

学校（専
門課程）

大学

私立

私立
大学院

専修学校（一般課程）
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償還期間

原則として
貸付期間の
3倍

原則として
貸付期間の
3倍

原則として
貸付期間の
2.5 倍
個別に御相

183,000

談ください
原則として貸付期間の 2 倍

貸付の申請にあたって
１．申請の際、以下の書類が必要です。
(1)申請書
(2)戸籍謄本（おおむね 3 か月以内に発行されたもの）
(3)所得証明書及び住民税納税証明書
(4)連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
(5)申請者の個人番号（マイナンバー）がわかるもの
(6)その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書
※修学資金や就学支度資金などの学校関係の資金は、合格発表前でも申請できます
ので、お早めに御相談ください。
２．就学支度資金、修学資金、修業資金及び就職支度資金（子の就職費用）を借りる場
合は、お子さんが連帯借受者（申請者と同様に返済義務を負う者）となりますが、連
帯保証人は不要です。子本人が借りる場合※は、母又は父を連帯保証人とします。
※20 歳未満の子の場合、法定代理人の同意が必要です。また、小学校・中学校の就
学支度資金は対象外です。
３．2 で掲げた資金以外を借りる場合、連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率
1.０％の利子が付きます。
４．連帯保証人は、原則、次の要件をすべて満たしている方に限ります。
(1)申請者と別生計
(2)県内・近隣に住む 60 歳未満の親族
(3)保証能力がある
５．県福祉事務所で審査し、貸付けを決定します。承認されない場合もありますので、
あらかじめ御了承ください。
また、貸付額は必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額を審査で決定しま
す。
6． 日本学生支援機構(旧日本育英会)からの学資貸与を受ける場合には、奨学金の貸与
月額と母子父子寡婦福祉資金（修学資金）の１か月の貸与限度額との差額を限度とし
て貸付を受けることができます。
貸付金の交付と償還
１．貸付けが決定したら、速やかに借用書を提出していただきます。
なお、貸付金の交付は、借用書受理後の手続きとなります。
２．貸付後、必要に応じて就学状況、事業状況等の調査を行います。
３．償還金（返済金）は、据置期間終了後、(1)月賦(2)半年賦(3)年賦いずれかの方法で
金融機関に納入していただきます。
納入方法は、(1)口座振替(2)納入通知書を金融機関に持参しての現金納入のいずれ
かとなります。
なお、納期限を過ぎると年 5%の割合で違約金が加算されます（H27.3.31 までは、
年 10.75%)。
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県西部母子・父子福祉センターによる相談
・一般相談 8 時 30 分～17 時 15 分
・法律相談 月１～2 回

13 時 30 分～16 時まで

お問合せ
県西部福祉事務所 電話 049（283）6800
坂戸市石井 2327-1（東武東上線北坂戸駅下車徒歩 20 分）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/boshifushikafukashitsuke.html

■生活福祉資金
内容
低所得者等が、資金の貸し付けと必要な相談支援により、経済的自立を図り、安定し
た生活を送れるようにするために、社会福祉協議会が民生委員の協力のもと運営してい
る貸付制度です。ただし、他制度等の貸付けを受けることが可能な場合には、他制度を
優先して活用いただくことになります。
対象
県内在住で次のいずれかに該当する世帯
・金融機関や他の公的貸付制度からの借り入れが困難な世帯（収入に基準があります）
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持しているか
たのいる世帯
・日常生活上介護を必要とする 65 歳以上の高齢者がいる世帯（一部収入に基準がありま
す）

※母子世帯、父子世帯、寡婦世帯は、
「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度」に
より、必要な費用が賄えないと認められるときに対象となる場合があります。
連帯保証人等
連帯保証人は原則として１名必要です。また、資金の種類、家族構成などにより連帯
借受人が必要な場合があります。
貸付制度一覧
次頁の別表のとおりです。
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（別表）
福祉資金（生業費） 生業（自営業）を営むために必要な経費（※新規に起業される方が中心とな
ります）貸付限度額：4,600,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：20 年以内 利率：無利子

福祉資金（技能習得費） 生業（自営業）を営むため、就職をするための知識・技能を修得する経
費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費（理容・美容学校等各種学校への進学費
用及び運転免許取得費用）
貸付限度額：1,300,000 円※特例あり 据置期間：6 か月以内 償還期間：8 年以内 利率：無利子

福祉資金（住宅改修費） 住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
貸付限度額：2,500,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：7 年以内 利率：無利子

福祉資金（福祉用具等購入費） 福祉用具等の購入に必要な経費
貸付限度額：1,700,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：8 年以内 利率：無利子

福祉資金（障害者用自動車購入費） 障害者用自動者の購入に必要な経費
貸付限度額：2,500,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：８年以内 利率：無利子

福祉資金（中国残留邦人等） 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
貸付限度額：5,136,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：10 年以内 利率：無利子

福祉資金（療養費） 負傷、疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために
必要な経費。健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費、その他の療養に附随して必要
となる費用
貸付限度額：1,700,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：5 年以内 利率：無利子

福祉資金（介護、障害者サービス） 介護サービス、障害者サービスを受けるのに必要な経費及
びその期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額：1,700,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：5 年以内 利率：無利子

福祉資金（災害援護費） 火災等、災害を受けたことによる困窮から自立更正するのに必要な経費
貸付限度額：1,500,000 円 据置期間：6 か月以内 償還期間：7 年以内 利率：無利子

福祉資金（冠婚葬祭費） 冠婚葬祭に必要な経費
貸付限度額：500,000 円

据置期間：6 か月以内 償還期間：3 年以内 利率：無利子

福祉資金（転宅費） 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
貸付限度額：500,000 円

据置期間：6 か月以内 償還期間：3 年以内 利率：無利子

福祉資金（支度費） 就職又は技能を取得する等の支度に必要な経費
貸付限度額：500,000 円

据置期間：6 か月以内 償還期間：3 年以内 利率：無利子

福祉資金（その他） 日常生活上一時的に必要な経費（年金の掛金、障害者の自動車の車検・修理
等の維持費、エアコン等）
貸付限度額：500,000 円

据置期間：6 か月以内 償還期間：3 年以内 利率：無利子

教育支援資金（教育支援費） 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学等
に修学するために必要な経費
貸付限度額：高等学校（専修学校高等課程を含む）は月額 35,000 円、高等専門学校及び短期大学（専
修学校専門課程を含む）は月額 60,000 円、大学は月額 65,000 円 据置期間：卒業後 6 か月以内 償
還期間：20 年以内 無利子
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教育支援資金（就学支度費） 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学等
への入学に際し必要な経費
貸付限度額：500,000 円

据置期間：卒業後 6 か月以内 償還期間：20 年以内 無利子

緊急小口資金 次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける費
用 （１）医療費又は介護費の支払等（２）給与等の盗難（３）火災等の被災（４）その他これらと同
等のやむを得ない事由によるとき
貸付限度額：100,000 円

据置期間：2 か月以内 償還期間：12 ヵ月以内 利率：無利子

※教育支援資金、緊急小口資金は、無条件で無利子となります。
上記以外の資金は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は据置期間
経過後年率 1.5％の有利子となります。
また、緊急小口資金は連帯保証人不要となります。
申込み・お問合せ
社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 電話 04（2956）7665
富士見 1-1-11（狭山市駅東口事務所内）
E-mail

higashiguchi@sayama-shakyou.or.jp

■ 生活福祉資金（総合支援資金）
内容
失業などにより、日常生活の維持が困難になった世帯に対し、継続的な相談支援と共
に生活費や一時的に必要となる資金を貸し付ける制度です。申込みに必要な書類など、
詳しくはおたずね下さい。（ハローワークの制度である「失業等給付」「就職安定資金融
資」などが優先となります。失業により住宅を喪失している又はおそれのある場合で、
「生活困窮者住居確保給付金」の対象となる場合は、生活困窮者自立支援相談窓口にお
いて「生活困窮者住居確保給付金」の申請手続きをしていただきます。）
対象
自立が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当する世帯
・生計中心者の方の失業や減収等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっ
ていること
・借入申込者の本人確認が可能であること
・現に住居を有していること又は生活困窮者住居確保給付金事業における給付の申請
を行い、住居の確保が確実に見込まれること
・社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意して
いること（特に、失業等により生活に困窮されている世帯の場合、ハローワークで
の就職活動をされていることが必要となります）
・社会福祉協議会が貸し付け及び関係機関と共に支援を行うことにより、自立した生
活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
・失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的貸付
けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
※生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることが必須となります。
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連帯保証人等
連帯保証人は原則として別世帯の方が 1 名必要です。
貸付制度一覧
別表のとおりです
（別表）
総合支援資金（生活支援費） 生活再建までの間に必要な生活費用
貸付限度額：（2人以上で構成する世帯）月200,000円、（単身）月150,000円
内

据置期間：6か月以

償還期間：10年以内 利子：無利子※

総合支援資金（住宅入居費）

敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費

貸付限度額：400,000円 据置期間：6か月以内 償還期間：10年以内 利率：無利子※

総合支援資金（一時生活再建費） 生活を再建するために一時的に必要な経費かつ日常生活費で賄
うことが困難である経費（例 滞納している公共料金や家賃の支払い等）
貸付限度額：600,000 円

据置期間：6 か月以内

償還期間：10 年以内

利率：無利子※

※上記の資金は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は据置期間経過後
年率 1.5％の有利子となります。
申込み・お問合せ
社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 電話 04（2956）7665
富士見 1-1-11（狭山市駅東口事務所内）
E-mail

higashiguchi@sayama-shakyou.or.jp
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■狭山市緊急失業対策資金貸付
内容
失業した勤労者に対し、失業対策資金を一時的に貸し付けることにより、勤労者の生
活の安定を図ることを目的に 100 万円を限度として貸付けを行う制度です。
申込要件
次のすべてに当てはまることが必要です。
１．市内に引き続き１年以上居住している方
２．年齢が 20 歳以上 60 歳以下の方
３．失業中で求職活動をしていることを証明できる方（雇用保険受給者証・求職票
等）
４．離職前、主として世帯の生計を維持している方
５．貸付金の返済能力があると認められる方
６．市税の滞納が無い方
７．被雇用期間が 1 年以上で、離職前、同一事業所に 6 ヶ月以上勤務していた方
８．埼玉県の失業資金を現に利用していない方
資金用途
申込み者の失業により、申込み者又はその扶養する方の生活に必要となる資金
貸付条件
貸付金額

100 万円を限度とする

貸付利率

無利子

貸付期間

５年以内

償還方法

元金均等月賦償還で６ヶ月以内の据置期間を設定することができる
保証能力のある者を１名たて、
（貸付金額が 50 万円以下の場合は不

連帯保証人

要）かつ（一社）日本労働者信用基金協会の保証委託を付ける。
保証料については、市が負担する。

手続き
利用の申込み ・・・申込書の提出は産業振興課へ。
融資の審査
・・・指定金融機関が行い、決定します。
お問合せ
産業振興課 電話 04（2953）1111（内線 255４）
狭山市役所本庁舎 2 階
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■生活保護に関する相談
内容
生活保護とは、病気・高齢・障害その他の理由で生活費や医療費に困っている方に対
して、最低限度の生活を保障するとともに、世帯の自立を助けることを目的とした制度
です。
相談日時
平日の 9 時 00 分から 16 時 00 分まで
相談場所・お問合せ
生活福祉課 電話 04（2953）1111（内線 1513）
狭山市役所本庁舎 1 階 15 番窓口

■外国人の相談
（外国人総合相談センター埼玉 Ｓａｉｔａｍａ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ＆ Ｓｕｐｐｏｒｔ）
内容
●外国語で相談を受け付けます。電話による生活相談に関する相談に対応します。
●入管制度、労働、法律、福祉等について専門相談を実施しています。
（対面相談・要予
約）
●公共機関（県・市町村役場・病院）で日本語がわからなくて困ったとき電話で通訳し
ます。
●埼玉県の情報を外国語で提供します。
日時
月曜日から金曜日（祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日は除く）の 9 時から 16 時まで
言語
英語、スペイン語、中国語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、タガログ語、タイ語、ベ
トナム語、インドネシア語、ネパール語、やさしい日本語
電話
048（833）3296
（参考）外国人総合相談センター埼玉ＨＰ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/sogo-sodan.html
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■養育費に関する相談
内容
養育費の取り決めや確保に悩んでいる方の電話相談・メール相談を受け付けています。
お問合せ
養育費相談支援センター
電話 03（3980）4108
フリーダイヤル 0120－965－419 携帯・PHS 不可
E-mail info@youikuhi.or.jp

■法的トラブルに関する相談
内容
お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度の情報を提供するほか、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。
お問合せ
日本司法支援センター

法テラス埼玉

050-3383-5375 平日 9 時～17 時
（土日・祝日及び年末年始を除く）

法テラス川越

050-3383-5377 平日 9 時～17 時
（土日・祝日及び年末年始を除く）
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（２）住まい
■住まいに関する相談
内容
公営住宅等の入居案内、賃貸住宅への入居支援情報の提供、住宅に係る技術的相談、契約、瑕
疵補修問題等の相談等、住まいに関する様々な相談をお受けしています。また、弁護士による法
律相談や専門家による各種相談も行っています。相談料はすべて無料です。

相談時間
10 時から 18 時 30 分まで（年末年始を除く毎日）
場所・お問合せ
県住宅供給公社 住まい相談プラザ 電話 048（658）3017
さいたま市大宮区錦町 630（JR 大宮駅西口コンコース内）

http://www.saijk.or.jp/

■市営住宅の入居制度
内容
母子家庭等の世帯は順位を決定する際、優先入居世帯となりますが、入居を保証する
ものではありません。
募集
入居者募集は登録制（希望団地毎に市が登録順位を決め、順位に従って入居できる制
度）とし、原則として年１回、６月に定例募集を行い、応募状況により 12 月頃に追加
募集を行う場合がありますので、詳細については、お問い合わせください。なお、母子
家庭等の入居資格は一般の方と同じです。
（募集のお知らせは、広報さやまに掲載しており、6
月募集は 6 月号に、追加募集を行う場合には、11 月又は 12 月号に掲載します。）

お問合せ
住宅営繕課 電話 04（2953）1111（内線 2234）
狭山市役所本庁舎 3 階

■県営住宅の入居制度
内容
応募者の中から抽せんにより入居者が決まりますが、母子家庭等の世帯は、一般世帯
より当選する確率が若干高くなる場合があります。募集は毎年 1 月、4 月、7 月、10
月に行います。
（該当月発行されます「県営住宅入居者募集のご案内」をご覧ください）
対象
一般世帯と同じです。
お問合せ
県住宅供給公社公営住宅部県営住宅課 電話 048（829）2875
http://www.saijk.or.jp/
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（３）就労
■ハローワーク所沢
内容
ハローワーク（公共職業安定所）は、無料で職業紹介や就職支援のサービスを行って
いる国の機関です。お仕事を探している方の就職活動に関する様々な相談をうけたまわ
ります。在職中の方も含めて、どなたでもお気軽にご利用ください。
再就職に必要な技能や知識を身につける職業訓練もご案内しています。
ハローワークの求人検索パソコンでは、全国の約 100 万件の求人情報をご覧いただ
けます。また、ご自宅のパソコンやスマートフォンからハローワークインターネットサ
ービスにアクセスし求人情報をご覧いただけます。
お問合せ
ハローワーク所沢 所沢市並木 6-1-3 電話 04（2992）8609
https://www.hellowork.go.jp

■ハローワークプラザ所沢等 （航空公園駅ビル 2 階）
内容
ハローワークの出先機関で、就職を希望する方、仕事と子育ての両立を目指す方の職
業相談・職業紹介を行っています。
お問合せ
ハローワークプラザ所沢 所沢市並木 2-4-1 電話 04（2993）5334
〈子育て世代の就職を支援〉
ハローワーク所沢マザーズコーナー 所沢市並木 2-4-1 電話 04（2993）5334
◇担当者制・予約制による相談や保育施設などのサポート情報も提供。
◇キッズコーナー等を設置し、お子様の安全のための監視スタッフを配置。

■求人情報の提供
内容
市役所１階正面玄関前において、ハローワークで作成した求人情報を配布しています。
毎月 5 日、20 日に更新されます。
お問合せ
ハローワーク所沢 所沢市並木 6-1-3 電話 04（2992）8609
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■ウェブサイト「本物づくりのまち狭山」による求人情報等の提供
内容
インターネット上にある市内ものづくり企業 PR サイト「本物づくりのまち狭山」か
ら、狭山市内及び狭山市近隣の事業所の求人情報を閲覧することができます。利用料は
無料ですが、利用に必要な機器に関する費用や通信費は、利用者の負担となります。
お問合せ
産業振興課
電話 04（2953-1111）（内線 255４）
狭山市役所本庁舎２階
市内ものづくり企業 PR サイト「本物づくりのまち狭山」
https://sayama-honmono.jp/

■狭山市ふるさとハローワーク
内容
タッチパネル式の求人検索機による最新のハローワーク求人情報の提供と、職員によ
る職業相談・職業紹介を行います。
・若年者から高年齢者まで幅広い層の利用者を対象に正社員・非正社員を問わず職業
相談及び求人情報を提供します。
・求人検索パソコンでハローワークと同様の最新求人情報がご覧いただけます。
お問合せ
狭山市ふるさとハローワーク
電話 04（2952）0901
狭山市入間川 1-3-3（産業労働センター2 階）

■母子・父子自立支援プログラム策定員による相談
内容
児童扶養手当受給者等を対象に、就労希望がある方からの相談をお受けし、ハローワ
ークとともに就労に向けて必要なサポートを行います。
相談日時
月曜日～水曜日・金曜日、９時～17 時
※来庁の際には、事前にお問合せください。
相談場所・お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 153６）
狭山市役所本庁舎 1 階 10 番窓口
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■内職相談
内容
内職に関する求人や求職に関する各種相談に応じています。
内職相談室では次のような内容の事務事業を行っております。
・求職者（内職を求めている人）に対する相談及びあっせん
・求人者（内職をする人を求めている事業所）に対する相談及びあっせん
・内職についての調査及び情報提供
相談日時
毎週火・木曜日（祝祭日は除く）10 時～12 時、13 時～16 時
予約優先となりますので、まずはお電話ください
お問合せ
内職相談室 電話 04（2946）7643
狭山市入間川 1-3-3（産業労働センター2 階事務室内）

■ひとり親のためのパソコン教室
内容
パソコンの初歩的な使い方や Word、Excel の基本操作を学習する講習会とともに、
パソコンを活用した就職準備書類の作成や面接対策などに関する就職支援セミナー及び
県の就業支援専門員による個別就業相談を実施しています。
開催日時
年 6 回（不定期）
お問合せ
公益財団法人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 県浦和合同庁舎 4 階（ＪＲ北浦和駅西口下車徒歩 10 分）
電話 048（822）1951 FAX048（822）1955
※受付日時 月曜日から金曜日までの９時から 17 時まで（祝祭日、年末年始を除く）
http://www.saiboren.or.jp/
E-mail info@saiboren.or.jp
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■ひとり親家庭看護学校受験対策講座
内容
経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭の母及び父を対象に、平成 30 年度から埼玉
県が新規事業として創設しました。看護師、准看護師の資格取得を目指して、看護学校
に合格することを支援します。
詳細は（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会のホームページで紹介していますのでご覧
ください。
お問合せ
公益財団法人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 県浦和合同庁舎 4 階（ＪＲ北浦和駅西口下車徒歩 10 分）
電話 048（822）1951 FAX048（822）1955
※受付日時 月曜日から金曜日までの９時から 17 時まで（祝祭日、年末年始を除く）
http://www.saiboren.or.jp/
E-mail info@saiboren.or.jp

■県立職業能力開発センター・県立高等技術専門校
内容
県立職業能力開発センターでは、母子家庭や父子家庭等で、一人で子育てをしている
求職者の方等が優先的に受講できる職業訓練を実施しています。訓練は県内各地の民間
教育訓練機関で行い、期間は２～６か月間、講座内容は介護サービス、簿記会計、IT な
ど、受講料は無料です。（教材費等は自己負担）託児サービスも利用できます。
また、県立職業能力開発センター・高等技術専門校では、介護サービス・電気・機械・
建築などの、就職に必要な知識や技能を習得するための実技を中心とした職業訓練を実
施しています。訓練期間は 6 か月間～２年間です。費用や対象年齢などは訓練科により
異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問合せ
県産業人材育成課 048（830）4601 または 4598
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0811/index2.html
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■自立支援教育訓練給付金支給制度
内容
ひとり親家庭の母又は父が、就職に必要な資格・技能を身につけるための講座（市が
指定した講座）を受講し、かつ修了した場合に、支払った費用の一部を支給する制度で
す。
対象者
市内在住のひとり親家庭の母又は父で、次のすべての条件を満たしている方
（１）児童扶養手当の支給を受けることができる所得水準にある方
（２）適職に就くために教育訓練が必要であると認められる方
（３）過去に訓練給付金の支給を受けたことがない方
対象講座
雇用保険法により厚生労働大臣が指定する教育訓練講座等
※インターネットにより講座を検索できます。
「厚生労働大臣指定教育訓練講座
システム」を参照ください。

検索

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

支給額
あらかじめ指定を受けた講座の受講のために支払った費用の６割（※）に相当する額
（小数点以下切り捨て）。２0 万円を限度とし、１万２千円を超えない場合は支給されま
せん。（ただし、専門実践教育訓練給付の対象となる講座は修学年限×２０万円が上限）
※支給割合は、変動する場合がありますので、詳しくはお問合せください。
※雇用保険法による教育訓練給付受給資格を有する方は、支給割合が異なります。
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1536）
狭山市役所本庁舎１階１０番窓口
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■高等職業訓練促進給付金等支給制度
内容
ひとり親家庭の母又は父の経済的な自立を促進するため、就業に結びつきやすい資格
の取得及び技能の修得を支援する制度です。修業期間中の生活の負担を軽減する目的で
給付金を支給します。
対象者
市内在住のひとり親家庭の母又は父で、次のすべての条件を満たしている方
（１）児童扶養手当の支給を受けることができる所得水準にある方
（２）養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、給付金の支給の対象とな
る資格（原則、国家資格）の取得が見込まれる者であること
（３）就業または育児と修業の両立が困難な方
（４）過去に高等職業訓練促進給付金（高等技能訓練促進費）の支給を受けたことが
ない方
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美
容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
支給額
【高等職業訓練促進給付金】
住民税非課税世帯・・・月額 100,000 円
住民税課税世帯 ・・・月額 70,500 円
【修了支援給付金】
住民税非課税世帯・・・50,000 円（修了後１回のみ）
住民税課税世帯 ・・・25,000 円（修了後１回のみ）
※世帯の範囲は児童扶養手当の扶養義務者の範囲と同様です（同住所、同地番に
在住の直系３親等内の親族までをいいます）
支給期間
【高等職業訓練促進給付金】
支給申請月以降の修業期間の全期間（上限４年）
※学校の最終学年のみ支給額に４万円加算あり
【修了支援給付金】
養成機関修了後１回のみ支給
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1536）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口
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■高等職業訓練促進資金貸付制度
内容
ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金支給対象の方に、養成機関の「入学準備金」及び
養成機関修了後の「就職準備金」を貸付します。
資格取得後、埼玉県内で５年間取得した資格の職業に従事すると、貸付金返済が全額免除
となります。貸付要件や制度の詳細についてはお問合わせください。

貸付の申請ができる方
高等職業訓練促進給付金を受給しているひとり親家庭の父または母で、
・入学準備金は、令和３年４月から令和４年 3 月に入学する方
・就職準備金は、養成機関を修了し資格取得した後、１年以内に就職した方。

貸付金内容
○入学準備金 ５０万円以内（対象例：入学金、教材費の納付金、学用品等）
○就職準備金 ２０万円以内（対象例：制服等被服費、転居費用、移動用自転車等）
※保証人なし：利子年１．０％、保証人有：無利子
お問合せ
埼玉県社会福祉協議会 資金課
電話 048（822）1192
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/
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第５章

手当・税・公共サービス

（１）手当・年金
■児童手当
内容
家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援
する制度です。対象となるのは、（１）市内に住所を有し、（２）中学校修了（15 歳に
なった年の年度末（３月 31 日））前までの児童を養育している方です。
※受給者は原則、父母のうち生計中心者です。詳しくはお問い合わせください。
支給額
児童一人当たりの支給額は、３歳未満及び３歳から小学校修了前までの第３子以降の
児童は、月額 15,000 円、３歳から小学校修了前までの第１子・第２子及び中学校修了
前までの児童は、月額 10,000 円となります。児童を養育している方の所得が所得制限
額を超えた場合は、児童一人当たり一律 5,000 円の支給となります。
支給月
２月 10 日（10～１月分）、６月 10 日（２～５月分）、10 月 10 日（６～９月分）に、そ
れぞれ受給者の口座に振り込みます。（支給日が休日のときは、その直前の平日に支給します）
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1539）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口

■児童扶養手当
内容
児童扶養手当は、18 歳になった年の年度末（3 月 31 日）までの間にある児童（一定の
障害があるときは、20 歳になるまでの間にある児童）を育てている父又は母等からの認定請求
があり、支給要件のいずれか一つに該当し、支給不適格要件にいずれも該当せず、その
所得が所得制限額を超えていない場合に限り、その翌月分から支給対象となります。
・毎年８月に「現況届」提出のため、市役所にお越しいただきます（事前に郵送でお知らせします）
・受給者が、婚姻したときや異性と同居したとき（住民票に記載がなくても実際に生活をともにして
いる場合を含む）は、手当を受ける資格がなくなります。
・認定請求や以後の届出は、ご家族や代理人ではお受けできませんので、ご了承ください。

なお手当の支給開始月から 5 年が経過したとき、または手当の支給要件に該当した月
の初日から 7 年が経過したときは、手当が減額されます。しかし就労をしている等、一
定の要件に該当し、必要な届出を提出された場合は減額されません。
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支給要件 ※次のいずれか一つに該当すること
・父母が離婚した児童
・母が婚姻によらず懐胎し、父又は母と生計を同じくしていない児童（認知含む）
・父又は母が死亡、または重度の障害の状態にある児童
・その他の理由で父又は母と生計を同じくしていない児童（生死不明や遺棄の場合）
支給不適格要件 ※次のいずれも該当しないこと
・児童が児童福祉施設（母子生活支援施設・通園施設以外）に入所しているとき
・平成 10 年 3 月 31 日以前から支給要件に該当しているとき
手当
児童１人目の支給月額は、全額支給の場合が 43,160 円、一部支給の場合が 43,150
円～10,180 円（所得に応じて決定）、児童２人目の加算額は全額支給が 10,190 円、
一部支給の場合が 10,180 円～5,100 円（所得に応じて決定）、3 人目以降の加算額は
(1 人につき)全部支給 6,110 円、一部支給 6,100 円～3,060 円（所得に応じて決定）
を支給します。なお、所得制限額を超えた場合は支給停止となります。
（請求者が所得制限
額以内であっても、扶養義務者（同居する直系血族や兄弟姉妹が所得制限額を超えているときは、支
給されません）

支給
奇数月毎（2 ヵ月に 1 回、前々月・前月分）の各 10 日に、それぞれ受給者の口座に
振り込みます。
（支給日が休日のときは、その直前の平日に支給します）
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1536）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口

■国民年金保険料の免除
内容
国民年金第１号被保険者が経済的な理由や失業・災害などで国民年金保険料の納付が
困難なときや、障害基礎年金を受給しているとき、生活保護を受けているときに、保険
料が免除又は減額されます（審査あり）。
また、出産をした場合は、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。
お問合せ
保険年金課 電話 04（2953）1111（内線 1057）
狭山市役所本庁舎 1 階９番窓口
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（２）税の控除
■所得税の寡婦控除、ひとり親控除
内容
寡婦・ひとり親控除は、あなたが寡婦かひとり親である場合の所得控除です。
要件及び控除額は、次のとおりです。
区分（要件等）

寡
婦

ひ
と
り
親

① 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族やがいる方で、
合計所得金額が 500 万円以下の方
② 夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方
で、合計所得金額が 500 万円以下の方
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年中の総
所得金額等が 48 万円以下で、他の人の同一生計配偶者または扶
養親族となっていない方)を有する単身者で、前年中の合計所得
金額が 500 万円以下の方
(住民票の続柄に「夫(未届)」、
「妻
(未届)」と記載がある方は対象外)

控除額

27 万円

35 万円

「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の
分離課税の長（短）期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の
金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産
の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係
る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長（短）期譲渡所得の金額、株
式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等（上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の
金額）、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

お問合せ
所沢税務署 電話 04（2993）9111（代表）
＜国税庁のホームページ＞ http://www.nta.go.jp

■市民税・県民税（住民税）の寡婦控除、寡夫控除
内容
寡婦の控除額は 26 万円、ひとり親の控除額は 30 万円です。
お問合せ
市民税課 電話 04（2953）1111（内線 1091、1094）
狭山市役所本庁舎 1 階 2 番窓口
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■市民税・県民税（住民税）の非課税
内容
市民税・県民税（住民税）の寡婦控除、ひとり親控除を受けている方で前年の所得が
1３5 万円以下の方、賦課期日現在（1 月 1 日）において生活保護法の規定による生活
扶助を受けている方などは、市民税・県民税（住民税）が課税されません。
お問合せ
市民税課 電話 04（2953）1111（内線 1091、1094）
狭山市役所本庁舎 1 階 2 番窓口
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（３）優遇制度のある公共サービス
■パパ・ママ応援ショップ優待
内容
子育て世帯及び妊娠中の方の世帯を対象に配布している「アプリ画面」や「優待カー
ド」を協賛店舗等で提示すると、お店が定めた特典（サービス）を受けることができま
す。
対象
高校生等まで（１８歳に達して最初の３月３１日を迎えるまで）のお子さんがいる世
帯、または妊娠中の方がいる世帯
スマートフォンアプリ
QR コードからダウンロードできます。
優待カードの配付窓口
市役所こども支援課・総合子育て支援センター・地区センター・市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰで配
付いたします。
※受け取りの際には、健康保険証など、お子さんの生年月日が確認できる書類をご持参
ください。
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1539）
狭山市役所本庁舎１階 10 番窓口
携帯サイトから協賛店検索などができます。ぜひご利用ください
・「パパ・ママ応援ショップ」で検索
・携帯サイトＵＲＬ
http://www.saitama-support.jp/
・バーコード読み取り機能のある携帯電話は、こちらからアクセスしてください
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■福祉定期預金
内容
一般の定期預金、定期積金より高利率、高利回りのものを預入できます。
対象
児童扶養手当受給者など、国の手当や公的年金を受給している方
お問合せ
最寄りの郵便局・銀行など金融機関でおたずねください。

■ＪＲ定期乗車券の割引
内容
ＪＲの定期券を買うとき、通勤定期乗車券の 3 割引の値段で買うことができます。
対象
児童扶養手当を受給している母子・父子家庭の方
手続
児童扶養手当証書、本人の写真（上半身４×３cm）をご持参いただき、窓口にて「特定
者資格証明書」及び「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受け、定期券を買う駅
に提出してください。
お問合せ
こども支援課 電話 04（2953）1111（内線 1536）
狭山市役所本庁舎 1 階 10 番窓口
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～

ひとり親家庭のみなさんへ

～
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