
※上記事業について、基本的に左記の年齢区分（出産前～高校生）により配置していますが、スペースの関係で必ずしも一致しているとは限りません。

※対象年齢について、事業により誕生月等の関係で異なりますが、目安となる年齢を表記しています。 事業費総額 千円　2,650,680

19 児童扶養
手当

ひとり親家庭等

”重点プラン”
子育てサービスの充実

子供の健康増進 就学環境の充実

令和２年度の展開（概要）

34 マタニティスクール

29 一般不妊治療費助成事業
・5万円・所得制限なし

28 特定不妊治療費助成事業
治療に要した費用から県助成を除いた額について、以下のとおり助成
・初回、治療区分C・F、男性不妊治療は５万円/回まで助成

・上記以外の２回目以降の治療は、県助成額を控除した額が５万円/回を超える場合は自

己負担が３割となるよう、10万円/回まで助成
治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合：43歳になるまでに6回まで
治療期間初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合：43歳になるまでに3回まで

0歳児から就学前（保育所・幼稚園

31 こんにちは赤ちゃん事業
･生後4ヶ月までの全戸訪問

2 助産支援
経済的理由により入院助産を受けら
れない場合 （基本2割負担）

35 パパママ教室

24 乳幼児健診
4か月、7か月、1歳6か月、3歳6か月
（健診）、11か月、2歳（相談）

67 産後ケア事業
出産後４か月までの母子

・宿泊型
（１日5,000円～7,000

円）

出産支援

出産支援

出産前

30 妊婦訪問
18歳未満、35歳以上の初妊婦
40歳以上の経産婦、又は希望す

田辺市みんなで子育て応援プログラム ～令和２年度版～

負担軽減 不安軽減

１ 家庭児童相談事業

市民総合センター

38 予防接種

＜定期＞

ヒブ・小児の肺炎球菌・Ｂ型肝炎・四種混

合・ＢＣＧ・麻しん風しん混合・水痘・日

本脳炎・二種混合・子宮頸がん

＜任意＞

おたふくかぜワクチン一人１回自己負担金

2,000円で接種

※予防接種により対象年齢があります。

21 子ども医療費助成
就学前（入院・通院）
小学生（入院・通院）
中学生（入院・通院）

22 ひとり親
家庭等医療
費助成

18 児童手当

手当月額
３歳未満 15,000円
３歳～小学生 10,000円
(第三子以降15,000円)
中学生 10,000円
所得制限世帯 5,000円

9 保育料の軽減

多子世帯に係る特例措
置、または特例措置に
該当しない場合でも、
兄弟姉妹入所の保育料
の軽減があります。

0-15才

20 出産育児一時金
健康保険42万円（国保）

0-18才

0-18才

48 スクールバスの運行

（龍神･中辺路･大塔･本宮）

10 第二子以降に係る保育料助成
保育所等に入所する3人目以降の児童を対象
に、保育料及び副食費を助成します。また、
第二子については、低所得者を対象に保育料
及び副食費を助成します。令和２年度より認
可外保育所についても同じ要件により保育料
（副食費を除く）を助成します

14つどいの広場
0･1歳つどいのおへや
子育て親子の情報交換、育児相
談等（新庄総合公園、中部公民
館、東部公民館）

0-3才

0才

52 遠距離通学費補助

小学校４km以上、中学校５km以上
（片道）※旧田辺市については、学校
統合により通学距離が長くなった地域
や旧田辺市外の地域で、上記基準を満
たす児童生徒が対象 <市立小中学校
が対象＞

0-6才

0-15才

0-6才

6-15才

6-15才

０才

県の「和歌山県特定不
妊治療費助成事業」に
上乗せして助成。

健康増進課
0739-26-4901

保険課
0739-26-9926

子育て推進課
0739-26-4927

学校教育課
0739-26-9942

市民課
0739-26-9925

担当課

16 病児・病後児

保育

生後満６か月から小
学校6年生までの児童
の一時預かり

１日1,000円
半日 500円

6ヶ月-12才

0-18才

所得制限

別途、特別児童扶養
手当「国」（障害児）を支給。

所得制限

0-6才

5 第三子以上に係る
育児支援助成事業
就学前児童を対象に

上限15,000円助成

6 ひとり親家庭育児
支援助成事業
上限15,000円助成

54 高等学校通学費等助成

保護者が市内に在住する世帯で、御坊市以南の

高等学校等への通学又は下宿費用の一部を助成

就学環境の充実

17 養育支援訪問事業
家事･育児支援(自己負担あり)
住民税非課税世帯、生活保護世帯は無
料

4 ファミリー・サポート
・センター事業

通常及び病児預かり等

3 子育て短期支援事業

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾄﾜｲﾗｲﾄ）
保護者が疾病、仕事等一時的に養育困難
な場合、児童福祉施設等で養育支援。

生活保護、非課税減免あり。

42 小・中学校就学援助費等の支給

学用品費、修学旅行費等の一部や、給食費の支

所得制限 6-15才

0-18才
小学生

16-18才

所得制限

教育総務課
0739-26-9941

32 にこにこる～む

生涯学習課
0739-26-4908

0-12才

中学生

高校生

58 家庭教育支援事業

親が安心して家庭教育を行え
るよう支援

13 地域子育て支援センター“愛あい”
育児支援・子育てサークル

子供の健康増進

0-6才

23未熟児養育
医療費給付事業

0才
所得制限

41 学校メール
連絡網システ

ム

51 特別支援教育

支援員の配置
特別支援学級及び発

達障害児童への学習

支援等

4-15才
4-15才

44 適応指導教室

不登校児童生徒の社会的自立を支援

45 子ども電話相談

46 いじめホットライン（電話）

47 相談ホットライン（メール）
6-15才

53 特別支援学校
就学奨励費補助

･県立特別支援学校就学補
助

3-18才

子育てサービスの充実

15 遺児奨学金
小学生4,000円

中学生6,000円

高校生8,000円

59 交通遺児手
当

高校生まで 年額

30,000円

0-18才

61 福祉定住
促進事業ひと
り親家庭等育
児支援助成事
業

0-12才

6-15才

6-15才

6-15才

1-3才

62 妊婦歯科健康診査事業

60 ひとり親家庭高等学校
卒業程度認定試験合格支
援事業
ひとり親家庭の母・父・20歳未満

の児童が、高等学校卒業認定試験を

受けるにあたり、そのために講座を

受講修了した際、その費用の一部の

補助が受けられます。

また、合格した場合にも受講費用の

一部の補助を受けられます。

0-18才

やすらぎ対策課
0739-26-4910

福祉課
0739-26-4900

37 発達相談、巡回支援事業

0-6才

36 すくすく教室
育児相談

０才

33 未熟児訪問指導 0才

68 産前・産後サポート事業

69 産婦健康診査事業 0才

出産前～0才

所得制限

図書館
0739-22-0697

71 木のぬくもり
プレゼント事業

0才

70 ブックスタート事業
0才

66 幼児教育・保育
の無償化
①三歳児以上＋２歳児まで
の市民税非課税世帯
②3歳児以上の副食費の無
償化（所得制限あり）

72 在宅育児支援事業
第二子以降の0歳児を在宅
で育児をする世帯で育児休
業給付金を受給していない
世帯へ助成します。

0才

0才

6-18才

39 ひきこもり相談

40 安心・安全
メール

15-39才

25 ５歳児発達相談事業

発達障害の早期発見のため、５歳児を対
象にアンケート実施し、必要に応じ５歳
児発達相談、関係機関への紹介、連携、
評価・研究のための検討会議の実施

5才

0-6才

26 子育て相談

0-18才

27 妊婦健康診査費助成事業
・H21から公費負担14回（上限額あり）

7 母子生活支援事業
母子世帯の生活支援

8 母子家庭等自立支援事業
高等職業訓練促進給付金等事業

自立支援教育訓練給付金事業

63 給食費の補助
低所得世帯及び多子世帯を対
象に、幼稚園等の給食費のう
ち副食材料費を補助します。

65 子どもの学習支援事業

生活困窮世帯等の小学生４年～６
年、中学生に対し個別対応により
学習指導を行い高校への進学に向
けた基礎学力の習得、進路相談等
の支援を行います。また、定時制、
通信制高校、その他学習支援が必
要な高校生について個別対応によ
り学習指導を行います。

11 学童保育所の運営

10-18才

6-9才

0-18才

49 市立幼稚園の預かり保育
平日：午後2時30分～午後6時30分
半日授業日：午前11時30分～午後6時30分
長期休業日：午前8時30分～午後6時30分
早朝：午前7時30分～午前8時30分

12 学童保育所減免
・2人目から半額（同一世帯）
・生活保護・市民税非課税世帯等

56 放課後子ども教室推進事業
小学生の居場所づくり

（稲成、龍神、鮎川）

57 学社融合推進協議会の運

営

6-12才

4-15才

6-9才

50 私立幼稚園（認定こども園）の預
かり保育

4-6才

3-6才

4-6才

0-6才

0-12才

55 修学奨学金

修学困難な生徒を対象に、奨学金を貸与選考会に
て決定

・無利子貸与
高校等 1万円/月
短大等 3万円/月 (入学準備金併用1万5千円/月)
大学 3万円/月 (入学準備金併用2万円/月)
・入学準備金
大学、短大生等 50万円以内 入学前から貸付

所得制限

64 山村地域における子

供の居場所づくり事業
学童保育所未設置の行政局管内

において、夏休み等の長期休業

中に子供が安心して安全に過ご

すことができる居場所づくりを

行います。

6-12才


