
子育
てにやさしいまちづくり条例制定の市

　平成21年度から、子どもに関する総合窓口として“こども支援課”
が誕生しました。“子育てにやさしいまち”を目指して、さまざまな
事業に取り組んでいきます。 
　毎月10日号の広報かぬまで、子育て支援について紹介します。 

かぬま子育て応援企業を募集します！ 

○認定された企業は、前年度に納付した法人市民税の補助（上限10万円）や市の制度融資での 
　優遇(中小企業のみ対象。設備・経営安定化資金の利子補給)が受けられます。 

今までに認定された子育て応援企業 今までに認定された子育て応援企業 
 鹿沼相互信用金庫　上都賀厚生農業協同組合連合会 

ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス株式会社 
 

 
こども支援係（⑬番窓口）☎（63）2160 
こども給付係（⑫番窓口）☎（63）2172 
保　育　係　（⑭番窓口）☎（63）2174

子育て応援します！
子どもに関することなら　こども支援課へ 
 
 

家庭相談室　☎（６３）２１７７ 
家族のこと・児童虐待など電話相談や家庭訪問をしています。 
 

ひとり親家庭を支援 
手当・給付金　こども給付係　 
・児童扶養手当（18歳になるまでのお子さんを持つ母子家
庭など） 
・児童育成手当（18歳になるまでのお子さんを持つ父子家庭） 
・遺児手当（中学校3年生までのお子さん） 
・母子家庭自立支援事業（資格取得などの資金を一部給付） 
医療費の助成　こども給付係　 
　ひとり親家庭医療費助成（母子・父子家庭などの保険診療
分の医療費を助成） 

一緒に子育て！　 保育係　 
子育て支援センター      　～お子さんと一緒に行ってみよう～ 
　ひまわりサロン（こじか保育園内） ☎（62）3564 
　ベリーサロン（茂呂保育園内） ☎（64）1120 
　あおぞらサロン（清洲保育園内） ☎（75）5888 
地域の遊び場（児童館） 
　 南押原児童館　☎（75）1614 
　なんま児童館　☎（77）2344 
 

子どもを預けたい！ 
保育園・児童館　保育係　 
　市内に25の保育園･児童館があります。通常保育・延
長保育・一時保育・病後児保育・休日保育夜間保育・障
害児保育を実施しています。 
幼稚園　こども支援係　 
　市内に8の幼稚園があり
ます。通常保育・預かり
保育・解放保育を実施し
ています。 
ファミリーサポートセンター　こども支援係 
　子育てをサポートしてもらいたい人と子育てをサポー
トしたい人の相互会員組織です。 
学童保育（放課後健全育成事業）　こども支援係 
　放課後留守家庭を支援するために、主に1～3年生まで
の小学生を保育します。 
子育て支援短期入所事業　こども支援係　 
さまざまな理由により、お子さんを短期間お預かりして
います。（1週間程度・宿泊込み・有料） 

妊娠したら 
～妊娠届を出して、母子健康手帳の交付を受けましょう～ 
医療費の助成　こども給付係 
　妊産婦医療費助成（妊産婦の保険診療分の医療費を助成） 
ハローベビー券（妊産婦健康診査）の助成 
    健康課保健指導係　☎（63）8312 
不妊治療の助成 健康課健康増進係　☎（63）8311

子どもが生まれたら（転入したら） 
手当　こども給付係 
　児童手当（小学校6年生まで支給します）※所得制限有 
医療費の助成　こども給付係　 
　こども医療費（小学校第3学年までの保険診療分の医
療費を助成します）※3歳未満は現物給付　　 
 

第3子対策事業の総合窓口　　　　こども支援係 
“第3子対策事業”をはじめとする“子育て支援事業”を実施します。 
詳しくは、パンフレットや市ホームページをご覧ください。 

商工課商工振興係　☎（63）2182

企業の子育て応援を 
支援します！ 

認定に

必要な要件は

こちら！

こんな企業が対象です！ 
対象事業所　市内で1年以上事業を営み、市税の滞納が

ない企業 
対象従業員　④、⑥は交付申請日まで雇用保険の一般保

険者として雇用されている人。⑦は交付申
請日まで雇用保険の一般保険者として雇用
され、かつ市内に住民登録をしている人。 

認定要件 
（1）市内に事業所があり、かつ、市内で1年以上事業を営んでいること 
（2）市税の滞納がないこと 
（3）就業規則などに次の取り組みを2つ以上規定し、かつ、従業員が現に利用していること 

・育児休業制度および育児休業取得後の原職等復帰 
・3歳以上小学校就学までの子を養育する従業員が利用できる制度（内容は、企業内子育て環境アッ
プ事業④のもの） 

・従業員が育児、介護サービスを利用する際に要した費用の補助 
・事業所内託児施設の設置および運営 
・出産、育児などにより退職した人に対する再雇用支援 
・そのほか市長が認める取り組み 

～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

経費総額の1/2以内 
（上限10万円） 
 経費総額の1/2以内 
（上限5万円） 
 経費総額の1/2以内 
（上限5万円） 
 
 

補助金額の1/2以内 
（上限10万円） 
 諸制度を利用した対象 
従業員がいる場合に 
（上限5万円） 
 
 
 
対象従業員がいる場合に 
（上限10万円） 
 賃金経費総額の1/2以内 
（上限10万円） 
 賃金経費総額の1/2以内 
（上限10万円） 
 賃金経費総額の1/2以内 
（上限50万円） 

子育て環境アップを伴う就業規則や労働協約を制定する経費 
 
従来の就業規則等を子育てしやすいように改定する経費 
 
雇用環境の改善と社会保険労務士などの専門家のために契約する経費 
 

従業員が育児、介護サービスを利用する費用の補助を規則で定め、 
事業所が支援した場合の経費 

次の事業を実施した場合の支援 
 

男性従業員が育児休業を取得した場合 

事業所内に託児施設を設置し、新たに保育士などを雇用する経費 
 

次の制度を規定し、3歳以上小学校就学までの子がいる従業員が利用した場合 
 ・育児休業に準ずる制度　・フレックスタイム制度　・短時間勤務制度 
・所定外労働をさせない制度 　・始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げの制度　など 
 

従業員が出産、子育てを行う期間に代替要員を確保しその従業員が 
復職した場合の支援 
従業員が産前、産後休暇と6か月以上の育児休業を取得し、その期間代替要 
員を確保し、原職復帰した対象従業員を6か月以上雇用した場合の支援 

①労働協約、就業規則等策定 
　支援事業 

③専門家アドバイス契約料 
　支援事業 

育児、介護費用支援事業 

④子育て環境アップ対策実施 
　支援事業 

育児両立支援事業 

男性労働者育児参加 
促進支援事業 

⑤事業所内託児施設保育士等 
　雇用支援事業 
⑥育児休業代替要員確保等 
　支援事業 

⑦子育て安心サポート事業 

補　助　額 
 

補　助　対　象　内　容 支援メニュー 

※補助額は⑦を除き、前年度に納付した法人市民税を超えない額になります。 

②子育て環境アップに伴う労働協約、 
　就業規則等改定支援事業 

商工課商工振興係　☎（63）2182
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