
 

  

相談窓口 相談内容 電話番号 相談日時等 

子育て支援センター 子育て全般の相談 
新中央保育園 2階 

0164-23-3455 

月～金曜日 

8：45～17：15 

育児相談 

（保健師・管理栄養士）  

妊娠やお子さんの発育に 

関すること 

健康・子ども課健康推進係

0164-26-2609 

月～金曜日 

8：45～17：15 

発達支援相談 

主に就学前のお子さんの 

心身の発達に関すること 

など 

深川市療育センター

0164-26-2637 
月～金曜日 

8：45～17：15 
深川市子ども発達相談 

センター｢はぴふか｣ 

0164-26-2609 

障がいのあるお子さんに 

関すること 

健康・子ども課障がい福祉係

0164-26-2152 

月～金曜日 

8：45～17：15 

家庭児童相談室 
家庭内における子どもの養

育や児童虐待の相談・通告 健康・子ども課子ども家庭係 

0164-26-2237 

月～金曜日 

8：45～17：15 母子・父子家庭等の

相談 

相談や指導助言、母子福祉

貸付の相談、DV被害の相談 

教育相談 
小中学校の教育相談 

（就学援助など） 

深川市教育委員会 

0164-26-2332 

月～金曜日 

8：45～17：15 

子どもと親の相談室 小中学校の教育相談など 

深川市教育委員会内 

「子どもと親の相談室」 

0164-23-5570 

月～金曜日 

8：45～15：30 

心の窓少年相談室 青少年の悩み全般 
生きがい文化センター内 

090-1642-1859 

火～金曜日 

13：00～17：00 

深川保健所 
思春期相談や不妊治療、 

妊娠中毒症に関すること 
0164-22-1421 

月～金曜日 

8：45～17：30 

医療費相談 子どもの医療費に関すること 
市民課医療年金係 

0164-26-2133 

月～金曜日 

8：45～17：15 

 

 

 

深川市市民福祉部健康・子ども課子ども家庭係 

TEL:0164-26-2237 FAX：0164-23-0800 MAIL：kosodate@city.fukagawa.lg.jp 

https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kenkofuk/uo2li000000k9j5.html 

/uo2pli000000k9j5.html 
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深川市のホームページは 

こちらから 

各事業の詳細につきましては、チラシ内に記載の担当係までお問合せ下さい 
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特定不妊治療費助成事業 
一般不妊治療費助成事業 

 
 

不妊治療に要した費用のうち、健康 

保険等による給付の額を除いた自己

負担額を助成します。 

お子さんの健康の保持増進を  

図り、安心して育児ができるよう

支援します。 

乳幼児健診 

陣痛が始まった妊婦さんを安全に病院まで

送りとどける登録制度です。 

出産サポート『安心ハイヤー』 

妊婦の方々の情報交換や、妊婦

同士の交流の場を提供します。

また、サロンでは栄養士や助産

師の講話があります。 

マタニティサロン 

乳児とその保護者を対象に、助産師や

保健師が健康管理、育児の助言、心の

サポートを行います。 

産後ケア・育児サポート事業 

中学生までのお子さんを育てて

いる方を対象に手当てが支給さ

れます。 

子ども医療費の助成 

児童手当 

中学生まで「入院と外来」の自己

負担額が全額助成されます。 

子育てを援助してほしい人と、援助 

したい人が、お互い会員となって助 

け合います。 

子育てサポート・ふかがわ 
 

発達段階に応じ、離乳食の調理と

試食を行い、望ましい食生活が 

行えるよう支援します。 

離乳食教室 

 

 

子育て応援メニューは、サポートを 

受けられる時期で色分けしています 

特別支援教育の就学助成 

特別支援学級等に通う児童生徒の

保護者に対し、就学に係る費用の

一部を助成します。 

お子さんが、病気やケガ等で集団保育等が困難

な時に一時的にお預かりします。 

病児・病後児保育室『すくすく』 

心身・ことばの発達に心配のある

お子さんが通所し、療育指導など

の支援を行います。 

深川市療育センター 

一時的保育 
病気や冠婚葬祭などで育児がで

きない時、育児から離れて気分転

換をしたい時などにお子さんを

預かります。（担当：各保育園） 

健やかな妊娠と出産をむかえ、安心して子育てが

できるように応援することを目的に、妊娠・出産

応援分（第 1 子 30 万円、第 2 子 30 万円、第

3 子以降 50 万円）と妊産婦健診支援分３万６千

円を合計した額を妊娠中に交付します。 

 

妊娠・出産応援交付金事業 
（コウノトリ応援プラン） 

国の基準から一定割合（50％）を減額

するとともに第２子の保育料を無料化

しています。（３歳以上は無償化） 

保育料軽減 

経済的理由により、学用品代などの負担が

困難な世帯に対して援助を行います。 

就学援助 

保健師・栄養士が妊娠・出産・育児 

サービスに関する情報を提供します。 

母子健康手帳の交付 

経済的負担軽減を目的に、住居・

引越費用の一部を助成します。

（※所得等の条件に基づき上限

額６0 万円まで助成） 

結婚新生活支援補助金 

普通自動車運転免許取得 

高校生・看護学院生などが深川自

動車学校で運転免許を取得する費

用を助成します。 

市内公立高校への支援 
市内公立高校生に模擬試験・資格

取得、通学交通などの費用の一部

を助成します。 

しらかば教室（小中のみ） 
不安や悩みがあって学校に行け

ない児童生徒が、学校に復帰す

ることを目的に支援します。 

健診費用を助成し、妊娠中や産後の

トラブルを早期に発見し、必要に 

応じ適切な支援をします。 

妊産婦健診 

出産育児一時金 
 出産にかかる費用の助成が受け

られます（加入している健康保

険での手続きとなります）。 

 

家庭児童相談室（18 歳未満） 

心身の発達や家庭や学校での心配

ごとなどの相談に応じています。 

子育て支援センター 

安心してゆとりある楽しい子育

てができるよう、市の子育て支援

の総合窓口として、様々な情報発

信、育児相談、育児講座、子育て

サークルの育成支援を通し、子育

てを応援します。 

自立支援医療費の支給 

特別児童扶養手当、障害児福祉手当 

20 歳未満で障がいのあるお子さんや、お子

さんを養育する父母に対して支給される手当

です。 

医療費の自己負担額を軽減します。 

就学 乳幼児期 

放課後に帰宅しても、保護者が仕事などで 

家庭にいないお子さんが利用する場です。 

学童保育 
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妊娠・出産 出会い・結婚 

○子  

○子  

○子  
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結婚を希望する男女の出会いの場

作りや、結婚のイメージアップな

どを図る団体の取り組みに対し、

費用の一部を助成します。 

少子化対策出会い 
創出支援事業補助金 

○子  

○学  

○学  

○障  

○障  

○学  

○管  

○子  

○療  

○地  

○医  

 
イチオシ！ 

 

 イチオシ！ 

 

 イチオシ！ 

 

○子  

○支  

副食費の減免 

保育園・こども園・幼稚園に通う幼児の

保護者の負担軽減のため、所得により

副食費を減免します。 

○子  

新生児聴覚検査費用助成事業 
 新生児聴覚検査の費用を一部助成します。 

○健  

○健  

市内小中学校に通う児童生徒の保護者

に対し、４月から７月までの給食費を無

償とし、子育てを応援します 

小中学校給食費支援 

○学  

担当の係：○健健康推進係（26-2609）○子子ども家庭係（26-2237）○支子育て支援センター（23-3455）○医 医療年金係（26-2133）○療 療育支援係（26-2637）○学 学校教育係（26-2332）○障 障がい福祉係（26-2152）○管 学務課管理係（26-2332）○地 地域振興係（26-2276） 

出産・子育て応援交付金事業（国） 

妊娠から子育てまでの身近な相談に応じなが

ら、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充

実と、経済支援として妊娠時に出産応援交付

金 5 万円、出産後に子育て応援交付金 5万円

を交付します。 
 

○健  

詳しくは「ふかがわ子育てサポート navi」をご覧ください。 


