
　市では、母子健康手帳を交付するときに、マタニ
ティーキーホルダーを配布しています。これは、外見で
はわかりにくい初期の妊婦さんが身に付けることで、周
囲の方から配慮してもらいやすくするためのものです。
　妊娠初期は最も大切な時期です。皆さんもマタニ
ティーキーホルダーを身に付けている方を見かけたら
温かい配慮をお願いします。
母子健康手帳の交付

　妊娠したときは、妊娠届出書を提出し、母子健康手帳
の交付を受けてください。その際、「妊産婦医療費助成
制度」の手続きを併せて行いますので、「健康保険証」を
忘れずにお持ちください。

　新生児（1歳未満）を養育する保護者の方におむつ・授
乳関連用品と交換または日光市ファミリー・サポート・
センターのカンガルー支援事業（産前、産後の家事・育
児の援助）の利用料として使用できる「すくすく赤ちゃ
ん券」を交付します。

支給内容
 すくすく赤ちゃん券30,000円分（500円×5枚と
2,500円×11枚のセット）
 転入者には、子どもの転入から1歳までの月数に応じ
た枚数を交付

申請方法
出生や転入手続きの際に申請

申請期限
 出生の場合は、生まれた日の属する月から6カ月後の
末日まで
 転入の場合は、転入届出日の属する月から、6カ月後
の末日または1歳の誕生日の前々日のいずれか早い
日まで

使用期限
1歳になる月の翌月末まで使用可

利用方法
市内の登録された育児用品販売店で交換

問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

母子保健事業� 問合せ 健康課  TEL 21-2756　子育て支援課  TEL 21-5101

すくすく赤ちゃん券支給制度妊娠したとき

※保健師等が面接して交付します。
　 健康課以外で交付された方は、後日面接等の調整をさせて
いただきます。

区分 対象 内容 交付場所

母子
健康
手帳

妊婦
母子健康手帳（妊娠の
初期から小学校入学ま
での母子の健康の記
録）を交付します。

健康課（今市保健福祉
センター内）・各行政
センター・各地区セン
ター・各出張所

赤ちゃん訪問
　生後4カ月までの赤ちゃんのいる家庭を助産師や保
健師が訪問し、育児や健康の相談を行っています。
※ 訪問する日時は、事前に電話で確認します。費用は無
料です。
乳幼児健康診査・相談

　市はお子さまの健康状態の確認と、保護者の方の育
児不安の軽減のため、乳幼児健康診査を行っています。
対象になる健診日が近くなりましたら、乳幼児健康診
査問診票等を郵送します。

問合先
健康課　TEL 21-2756
〒321-1262　平ケ崎109番地（今市保健福祉センター内）

お子さんが生まれてから

問合先
健康課　TEL 21-2756
〒321-1262　平ケ崎109番地（今市保健福祉センター内）

妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成制度
　母子健康手帳交付時に健康診査の費用負担を受けら
れる「妊産婦健康診査・新生児聴覚検査受診票」（妊婦健
康診査14回分、産後健康診査2回分・新生児聴覚検査1
回分）を交付します。

対象者
　日光市に住民登録があり下記に該当する方
① 妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けて
いる妊産婦
②概ね生後3か月までの乳児
※ 転入者には、転入時に残っている受診票の枚数に応
じた枚数の受診票を交付します。

健康課　TEL 21-2756
〒321-1262　平ケ崎109番地（今市保健福祉センター内）
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対象者
　不妊治療が必要であると医師に診断され、医療機関
で不妊治療を受けた方で次のすべてに該当する方
 夫婦ともに補助金の申請日の1年以上前から引き続
き日光市に住民登録があること
 夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であ
ること
夫婦ともに市税及び公共料金を滞納していないこと
対象となる不妊治療

　医療保険適用外の不妊症に係る検査及び治療費用。
ただし、助成の対象とならない治療もあります。
助成の内容

　（保険適用外医療費-県補助金）÷2
　1年度あたり1回まで、1回につき上限額15万円まで
助成します。

窓口・問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

不妊治療費一部助成制度

　多胎の妊婦さんを対象に、妊婦健康診査14回分を超
えて健診を受けた場合、6回分までを追加助成します。

窓口・問合先
健康課　TEL 21-2756
〒321-1262　平ケ崎109番地（今市保健福祉センター内）

妊産婦健康診査（多胎妊婦）助成制度

妊産婦医療費助成制度
　日光市に住民登録のある妊産婦の方が、健康保険が
適用になる診療を受けて支払った医療費を助成する制
度です。
対象となる期間

　母子健康手帳の交付を受けた月の初日（転入者は転
入日）から出産（流産）した月の翌月末日までです。ただ
し、母子健康手帳の交付を受ける前の診療でも、妊娠に
関する疾病（流産を含む）に限り、診療を受けた日から
対象になります。産科、婦人科、産婦人科以外での診療
については、証明書が必要です。詳しくは、問合先にご
連絡ください。
医療費助成の申請

　保険点数の証明を受けた、または領収書（※）を添付
した助成申請書を、診療月の翌月から1年以内（診療月
の翌年の同月まで）に提出してください。1年以内であ
ればまとめて提出することができます。
※ 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の
記入がない領収書（レシートタイプのものなど）では
申請できません。

受付窓口
　申請者記入欄に必要事項を記入の上、問合先、また
は、行政センター市民サービス係・地区センター・出張
所に提出してください。なお、助成申請書用紙が足りな
いときは、受付窓口にお申し付けください。
次の場合は、ご注意ください。
 高額療養費に該当した場合…保険診療自己負担分か
ら高額療養費を差し引いた差額分を助成します。
 付加給付金が支給される場合…保険診療自己負担分
から付加給付金を差し引いた額が助成になります。
 療養費支払いに該当した場合（保険診療分を10割負
担した場合）…保険証を持たずに保険適用の診療を
受け、10割分を全額自己負担したときは、健康保険組
合に療養費支給の申請をしてください。健康保険組
合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書
を助成申請書に添付し提出してください。
次の場合は、届出をしてください。
 加入保険、住所、氏名のいずれかに変更があった場合
資格者証及び加入保険の変更の場合は、保険証をお
持ちください。
受給資格者証を紛失した場合

問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

不育症治療費一部助成制度
対象者

　不育症と医師に診断され、医療機関で不育症治療を
受けた方で、次のすべてに該当する方
 夫婦ともに補助金の申請日の1年以上前から引き続
き日光市に住民登録があること
 夫婦ともに医療保険の被保険者または被扶養者であ
ること
夫婦ともに市税及び公共料金を滞納していないこと
対象となる不育症治療等

　医療保険適用外の不育症に係る検査及び治療費用。

県不妊治療支援事業
　不妊治療として医師により行われる体外受精または
顕微授精を助成します。
※助成内容については、お問い合わせください。
問合先
県西健康福祉センター　TEL 0289-64-3125

助成の内容
　1年度あたり1回まで、1回につき上限30万円まで助
成します。

窓口・問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地
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こども医療費助成制度
　日光市に住民登録のある高校3年生相当まで（18歳
到達後の最初の3月31日まで）のお子さんが、病気やけ
がで健康保険が適用になる診療を受けた場合、医療費
の自己負担分と入院時食事療養費を市が助成する制度
です。健康保険が適用にならないもの（健康診査や予防
接種など）は対象になりません。
 未就学のお子さん（6歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）
　 　栃木県内の医療機関等を受診するときに、こども
医療費受給資格者証（ピンク色）と健康保険証を提示
してください。窓口で医療費を支払うことなく受診
できます（現物給付）。受診するときに、こども医療費
受給資格者証の提示がない場合や、栃木県外の医療
機関等を受診した場合、入院時食事療養費は、窓口で
医療費をお支払いいただき、後日、助成申請書を提出
してください（償還払い）。詳しくは、「償還払いの医
療費助成の申請」をお読みください。
 未就学児以外のお子さん（6歳に達する日以後の最初
の4月1日以降、18歳到達後の最初の3月31日まで）
　 　栃木県内の医療機関等を受診するときに、こども
医療費受給資格者証（オレンジ色）と健康保険証を提
示してください。窓口で医療費を支払うことなく受
診できます（現物給付）。受診するときに、こども医療
費受給資格者証の提示がない場合や、栃木県外の医
療機関等で受診した場合、入院時食事療養費は、窓口
で医療費をお支払いいただき、後日、助成申請書を提
出してください（償還払い）。詳しくは、「償還払いの
医療費助成の申請」をお読みください。
償還払いの医療費助成の申請

　保険点数の証明を受けた、または領収書（※）を添付
した助成申請書を、診療月の翌月から1年以内（診療月
の翌年の同月まで）に提出してください。1年以内であ
ればまとめて提出することができます。
※ 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の
記入がない領収書（レシートタイプのものなど）では
申請できません。

受付窓口
　申請者記入欄に必要事項を記入の上、問合先、または
行政センター市民サービス係・地区センター・出張所に
提出してください。なお、助成申請書用紙が足りないと
きは、受付窓口にお申し付けください。
次の場合は、ご注意ください。
高額療養費に該当した場合
　 　保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた
差額分を助成します。
付加給付金が支給される場合
　 　保険診療自己負担分から付加給付金を差し引いた
額が助成になります。

 健康保険証に赤ちゃんの名前がのる前に医療費を10
割負担した場合やコルセットを作った場合（療養費）
　 　健康保険組合に療養費支給の申請をしてくださ
い。健康保険組合から発行される「療養費支給決定通
知書」と領収書を助成申請書に添付し提出してくだ
さい。
次の場合は、届出をしてください。
加入保険、住所、氏名のいずれかに変更があった場合
　 　資格者証及び加入保険の変更の場合は、お子さん
の保険証をお持ちください。
受給資格者証を紛失した場合

問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

区分 内容 問合先

育成
医療

18歳未満の身体に障がいがある児
童、または現在機能に著しい障がいが
なくても現存する疾病を放置すると
将来障がいを残すおそれのある児童
を対象に、その障がいを除くために手
術等が必要な医療を指定医療機関で
受けた場合に、その医療費を助成する
制度です。

子育て支援課
TEL 21-5101
〒321-1292
今市本町1

養育
医療

赤ちゃんが体重2,000g以下で生まれ
た場合、または、身体の機能が未熟な
ままで生まれた場合に入院治療を必
要とする赤ちゃんが、指定医療機関に
入院した場合にその医療費を助成す
る制度です。

育成医療・養育医療

区分 内容 問合先

療育
医療

結核にかかっている児童で、その治療
に特に長期間を要するもので、医師が
入院を必要と認めたものが指定医療
機関に入院し治療を受けた場合、その
医療費や学習用品、日用品について助
成する制度です。

県西健康福祉
センター
TEL 0289-64-
3125

小児
慢性
特定
疾患

小児ぜんそく、慢性腎疾患、慢性心疾
患など、長期の治療が必要な慢性疾患
にかかり、委託医療機関で治療を行う
場合、その医療費について助成する制
度です。

今市健康福祉
センター
TEL 21-1066

県の助成制度
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児童扶養手当の目的
　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくして
いない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活
の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を
図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当制度のしくみ
対象者
＜児童扶養手当を受けることができる方＞
　日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する
児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障が
いの状態にある者）を監護している父、母、または、父も
しくは母に代わって児童を養育している方が、児童扶
養手当を受けることができます。
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障がいの状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から1年以上遺棄されている児童
⑥ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁され
ている児童
⑧母が婚姻によらないで生まれた児童
⑨父・母ともに不明である児童
＜児童扶養手当が支給されない場合＞
 父または母及び養育者に支給される公的年金（遺族
年金、障がい年金、老齢年金）額が児童扶養手当額を
上回るとき
 父または母の死亡について児童に支給される遺族年
金または遺族補償が児童扶養手当を上回るとき
 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に預
けられたとき
 婚姻の届出はしてなくても、事実上の婚姻関係（内縁
関係など）があるとき
 平成15年4月1日現在、既に支給要件に該当してから
5年が経過して手当の請求をしていないとき（父子家
庭の父を除く）
 所得の制限
　 　請求者及び同居している親や祖父母、兄弟姉妹な
ど民法第877条第1項に定める者（扶養義務者）の所
得に応じ、制限があります。
 手当支給
　 　認定されると、申請月の翌月分から手当が支給さ
れます。支給日は5月、7月、9月、11月、1月、3月の11
日（11日が休日等の場合はその日の直前の休日等で
ない日）で、前月分まで口座振替で支給します。
受付窓口
子育て支援課、行政センター市民サービス係
問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

児童扶養手当
児童手当制度の目的

　児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与
するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長
に資するため、児童を養育している方に児童手当を支
給する制度です。
手当受給者

　中学校卒業まで（15歳到達後の最初の3月31日まで）
の児童を養育している方
支給手続き

　お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した
ときは、現住所の市区町村（公務員の方は勤務先）に「認
定請求書」を提出すること（申請）が必要です。市区町村
の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の
手当から受給できます。
支払時期

　児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それ
ぞれの前月分までの手当を支給します。
所得制限

　児童手当には、所得制限があり、受給者の前年の所得
額・扶養親族等の数で判定し、受給額が変わります。
受付窓口
子育て支援課、行政センター市民サービス係・地区セン
ター・出張所
問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

児童手当
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　父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前（中
学校3年生まで）の児童を養育している父や母、または
父母に代わって養育している方に支給される手当です。
遺児手当を受けることができる方

（1） 父母の一方が死亡した児童を監護する当該児童の
父または母で現に配偶者を有しない方

（2） 父母の一方が死亡した児童を父もしくは母が監護
しない場合は、当該児童を養育（父母以外の方がそ
の児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を
維持することをいう）する方または当該児童を養育
する方がいない場合は、当該児童のうち年長の方

（3） 父母が死亡した児童を養育する方または当該児童
を養育する方がいない場合は、当該児童のうち年長
の方

※ただし、次の場合は支給されません。
　  市民税のうち所得割を課せられているとき（特例

あり）
　  児童が施設入所したとき
手当額

児童1人につき月額3,000円

受付窓口
子育て支援課、行政センター市民サービス係

問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

遺児手当

　日光市に住民票がある18歳到達後最初の3月31日ま
での児童を養育している母子・父子家庭の親（養育者）
とその児童を対象に、健康保険が適用になる診療を受
けた場合の医療費を助成する制度です。ただし、お子さ
んの医療費は、こども医療費助成制度により助成とな
ります。
※所得制限により対象とならないことがあります。
医療費助成の申請

　保険点数の証明を受けた、または領収書（※）を添付
した助成申請書を、診療月の翌月から1年以内（診療月
の翌年の同月まで）に提出してください。1年以内であ
ればまとめて提出することができます。
※ 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の
記入がない領収書（レシートタイプのものなど）では
申請できません。

受付窓口
　申請者記入欄に必要事項を記入の上、問合先、また
は、行政センター・地区センター・出張所に提出してく
ださい。なお、助成申請書用紙が足りないときは、受付
窓口にお申し付けください。
＜次の場合は、ご注意ください。＞
高額療養費に該当した場合
　 　保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた
差額分を助成します。
付加給付金が支給される場合
　 　保険診療自己負担分から付加給付金を差し引いた
額が助成になります。
 療養費支払いに該当した場合（保険診療分を10割負
担した場合）
　 　保険証を持たずに保険適用の診療を受け、10割分
を全額自己負担したときは、健康保険組合に療養費
支給の申請をしてください。健康保険組合から発行
される「療養費支給決定通知書」と領収書を助成申請
書に添付し提出してください。
＜次の場合は、届出をしてください＞
 加入保険、住所、氏名、口座のいずれかに変更があっ
たとき（資格者証及び加入保険の変更の場合は保険
証、口座変更の場合は通帳をお持ちください）
 受給資格者証を紛失したとき

問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地

ひとり親家庭医療費助成

　市が実施しているひとり親家庭医療費助成制度の受
給者を対象として、入院等で医療費の一部負担金額が
高額になり支払いが困難な場合に、その資金を無利子
でお貸しします。事前にご相談ください。
留意事項

（1） 貸付額は、保険診療分の自己負担額に相当する金額
となります。ただし、食事療養費や保険外経費は貸
付の対象外となります。また、加入する健康保険組
合等から「付加給付金」などが支給される場合は、支
給される給付金を差し引いた残額が貸付の対象と
なります。

（2） 高額療養費については貸付の対象外です。ただし、
加入している健康保険組合等が認める場合は、高額
療養費相当額を含んだ金額の貸付を受けることが
できます。この場合、健康保険組合等から市に高額
療養費を返還してもらうための手続きをしていた
だきます。対象となる方には、市から別途お知らせ
します。

（3） 医療費の自己負担額が高額療養費に該当すると思
われるときは、加入している健康保険組合等に「限
度額適用認定証」を発行してもらい、事前に医療機

ひとり親家庭医療費資金貸付制度

関に提示してください。医療機関の窓口で支払う金
額が軽減されます（詳しくは、加入している健康保
険組合等へご確認ください）。

問合先
子育て支援課　TEL 21-5101
〒321-1292　今市本町1番地
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　予防接種の目的は、体を病気から守ること、感染症の流行を防ぐことです。

区分 接種回数・間隔 実施月 対象年齢、学年等

個
別
接
種

ロタ
（令和2年8月以降の出生者）

4週以上の間隔をおいて2回
4週以上の間隔をおいて3回
（ワクチンによって回数が異なる）

通年 生後2カ月から生後24週0日（2回）
生後2カ月から生後32週0日（3回）

BCG（結核） 1回 通年 生後1歳未満

四種混合
（ジフテリア・百日ぜき・破傷
風・ポリオ混合）

4回
 第1期初回として20日以上の間隔で3回接種
 初回3回接種後6カ月以上の間隔をあけて追
加として1回接種

通年 生後3カ月～90カ月未満の間に初回として3回、追加1回
の全部で4回接種

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ型）

初回が生後2カ月～7カ月未満　4回
初回が生後7カ月～1歳未満　3回
初回が1歳以上5歳未満　1回

通年 生後2カ月～5歳未満
※ 接種開始時期等により接種回数が異なります

小児用肺炎球菌
初回が生後2カ月～7カ月未満　4回
初回が生後7カ月～1歳未満　3回
初回が1歳～2歳未満　2回
初回が2歳～5歳未満　1回

通年 生後2カ月～5歳未満
※ 接種開始時期等により接種回数が異なります

B型肝炎
（平成28年4月以降の出生者）

3回
27日以上の間隔をあけて2回接種
 1回目の接種から139日以上あけて1回

通年 生後2カ月～1歳未満の間に3回

水痘 3カ月以上の間隔をあけて2回 通年 生後1歳～3歳未満

日本脳炎 積極的勧奨

1期として3回
1期初回として6日以上の間隔で2回
 1期追加として初回2回終了後6カ月以上の
間隔をあけて1回

通年
生後6カ月～90カ月未満の間に3回
※3歳児にお知らせしています

2期として1回 9歳～13歳未満の間に1回
※ 特例対象者：H19年4月1日までに生まれた20歳未満の方は特例として20歳になる前日まで定期接種として接種可能

麻しん・
風しん

MR混合
（麻しん単独可）
（風しん単独可）

1期として1回
2期として1回 通年 1期：生後12カ月～24カ月未満

2期：年長児（就学前1年間）

二重混合
（ジフテリア・破傷風混合） 1回 通年 11歳～13歳未満

※小学校6年生にお知らせしています

子宮頸がん予防（女子のみ） 3回（ワクチンによって間隔が異なる） 通年
小学校6年生～16歳になる日の属する年度の初日から
末日までの間にある者
※現在は接種を積極的におすすめしていません

インフルエンザ（高齢者対象） 毎シーズン1回※接種費用の一部を助成
10月 
～2月

・65歳以上の方
・ 60歳以上64歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に一定の
障がいのある方

高齢者肺炎球菌 1回（初めての接種だけが対象）
※接種費用の一部を助成 通年

・年度末年齢が65歳から5歳刻み年齢で100歳までの方
・ 60歳以上64歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に一定の障
がいのある方

予防接種� 問合せ 健康課  TEL 21-2756

区分 接種間隔・回数 実施月 対象年齢、学年等

個
別
接
種

おたふくかぜ 1回
※接種費用の一部を助成 通年 1歳～年長児

インフルエンザ（小児） 毎シーズン2回（2～4週間の間隔をおいて）
※接種費用の一部を助成

10月 
～2月 1歳～小学校6年生

インフルエンザ
（中学生及び高校生相当）

1回
※接種費用の一部を助成

10月 
～2月

中学校1年生～
18歳になる日の属する年度の初日から末日までの間にある者

子宮頸がん予防
（女子のみ）

3回（ワクチンによって間隔が異なる）
※接種費用の半額助成 通年

高校2年生相当～19歳になる日の属する年度の初日か
ら末日までの間にある者
※現在は接種を積極的におすすめしていません

風しん
（またはMR混合）

風しんワクチンまたはMR混合ワクチン
※接種費用の一部を助成 通年

 19歳以上49歳以下の女性で妊娠を予定している女性
とその配偶者
妊婦の同居家族

高齢者肺炎球菌 再接種は5年以上経過後
※接種費用の一部を助成 通年

定期接種の対象とならない次のいずれかに該当する方
年度末年齢が65歳以上
 60歳以上64歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に一定
の障がいがある方で今までに接種したことがある方

※ 個別接種は市内医療機関で、事前に予約の上、受けてください。各医療機関により、実施項目や受入対象年齢が異なる場合があ
ります。必ず事前に確認をしてください。
※ 市外の医療機関で接種希望の場合は、接種前に健康課にお問い合わせください（先に接種してしまうと助成が受けられない場
合があります）。
※法律等の改正により変更になる場合もあります。

任意接種

定期接種

132

子
育
て
・
教
育

２１０９日光市5(SG40)行政最終.indd   132２１０９日光市5(SG40)行政最終.indd   132 2021/09/29   11:21:042021/09/29   11:21:04



名称 所在地 電話番号
並木保育園 瀬川1316番地1 21-0616
せせらぎ保育園 瀬尾81番地2 21-2271
原町みどり保育園 平ケ崎132番地2 22-4588
しばやま保育園 荊沢540番地3 22-4763
日光保育園 御幸町6番地1 54-0892
所野保育園 所野689番地8 53-1411
小来川保育園 中小来川2612番地2 63-3801
中宮祠保育園 中宮祠2478番地1 55-0258
三依保育園 中三依835番地1 79-0010
足尾認定こども園 足尾町赤沢6番5号 93-2091

私立保育施設一覧

名称 所在地 電話番号
認定こども園
聖ヨゼフ幼稚園 瀬川199番地 22-3889

認定こども園
長畑幼稚園 長畑3084番地 27-0687

認定こども園
清滝幼稚園 清滝安良沢町1728番地1 53-3767

児童福祉

保育施設の入園申し込み市内の保育施設一覧

　保育施設は、保護者の勤務や出産前後、病気などのた
めに、児童の保育の必要性があると認められる場合に
保護者に代わって保育するところです。

問合せ 子育て支援課保育係  TEL 21-5186

保育施設

公立保育施設一覧

名称 所在地 電話番号
大沢保育園 大沢町62番地1 26-0113
芹沼保育園 芹沼892番地 22-7171
さかえ保育園 木和田島1373番地72 26-0720
明神保育園 明神274番地1 27-3211
宝珠保育園 土沢1216番地 22-6464
杉の子保育園 今市72番地1 21-2826
清流保育園 藤原29番地1 25-6411
すくやか保育園 鬼怒川温泉大原2番地24 25-5600
もりとも保育園
（0～2歳児保育） 森友785番地1 25-6991

認定こども園
今市中央幼稚園 今市本町8番地16 22-4625

※ 上記期間に間に合わなかった場合は、子育て支援課にご相
談ください。

入園の基準
　保護者が次のいずれかの事情にあり、その他の家族
の方も児童の保育ができないことが要件です。
1．常時仕事をしている場合（居宅外、自営業、内職等）
2．出産、病気、心身に障がいがある場合
3．同居の親族を常時介護している場合
4．震災、風水害、火災その他の災害にあった場合
5．就学中である場合
6．求職活動を行っている場合
7． その他、児童の保育を必要とする特別な事情がある
場合
育（産）休復帰予定及び就労予定の方
入園希望日 申込期間

新年度
（4月～翌年3月） 前年度の9月1日から10月31日

入園希望日 申込期間
新年度（4月のみ） 前年度の9月1日～1月31日
年度途中（5月以降） 入園を希望する月の前月の15日まで

提出書類
1．給付認定申請書
2．保育所等利用希望申込書

求職中の方
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3．家庭状況調査表
4．重要事項確認書兼同意書
5．保育を必要とする理由を確認する書類
6． 保育料を決定するための書類   
他市町村から住所を異動された方は課税証明書等が
必要です。
保護者等の状況 提出する書類

就労している 就労証明書

保護者が病気または障
がいを持っている場合

 申立書・保護者の診断書、身体障
害者手帳・療育手帳・介護保険証
など

保護者が病人や障がい
者等の介護をしている
場合

 申立書・介護を受けている方の診
断書、身体障害者手帳・療育手帳・
介護保険証など

母親の出産  申立書・母子健康手帳（出産予定
日を記入するページの写し）

大学・専門学校等に通
学中の場合

 申立書　  在学証明書
 在籍証明書等

求職中の場合
  求職中の保育施設等利用誓約書
 求職活動状況申告書
　（就労決定後直ちに就労証明書を提出）

※求職中の方は入園の優先度が低くなります。

� 問合せ 子育て支援課保育係  TEL 21-5186

児童館（保育型）

入園希望日 申込期間
新年度 前年度の9月1日～1月31日
年度途中（5月以降）入館を希望する月の前月の15日まで

　児童館（保育型）では、満3歳から小学校入学前のお子
さんを対象とした保育業務を行っています。
児童館（保育型）入館の申し込み
受付期間

提出書類

1．児童館入館申込書
2．保育料を決定するための書類（保育園と同様）

　ことばの遅れや心身の成長、発達に心配のあるお子さ
ん、対人関係（コミュニケーション）の苦手なお子さんを
対象に豊かな発達を促す支援をしていく施設です。
こども発達支援センター「つばさ園」

名称 所在地 電話番号
こども発達支援センター
「つばさ園」

平ケ崎109番地
（今市保健福祉センター内） 22-2251

� 問合せ 子育て支援課保育係  TEL 21-5186

こども発達支援センター

� 問合せ 子育て支援課子育て環境係  TEL 21-5186

子育て支援センター・地域子育て支援ひろば

名称 開設日 所在地 電話番号
地域子育て支援セン
ター「ぽかぽか」

月曜～
日曜日

今市412-1
（日光ランドマーク3階） 22-2299

鬼怒川親子ふれあい
広場

月曜～
金曜日

藤原29番地1
（清流保育園内） 25-6413

日光親子ふれあい
広場

月曜～
金曜日

花石町1942番地1
（日光福祉保健センター内） 54-3001

　子育て中の保護者と乳幼児が気軽に集い、一緒に遊
んだり、子育ての情報交換をしたり、また、雨の日でも
元気いっぱい遊べる、豊かな子育て・子育ちの場として
活用できる施設です。
　利用にあたっての事前の予約は必要ありません。利
用は無料です。
子育て支援センター・ひろば

　病気の治療中や回復期にあるお子さんが、保育園な
どでの集団生活がまだ困難な場合に、お仕事などで家
庭保育ができない保護者に代わって、一時的にお子様
をお預かりします。利用にあたっては、下記にお問い合
わせください。
種別 名称 所在地 電話番号 保育日及び時間

病児保育 済生会
宇都宮病院

宇都宮市
竹林町941-3

028-
678-9600

月～金　
AM8：00～PM6：00
（土曜日はPM1：00まで）

病後児
保育

明神保育園 明神274番地1 27-3211 月～金　AM8：00～PM5：00

所野保育園 所野689番地8 53-1411 月～金　AM8：00～PM5：30

　「子育ての手助けを受けたい」「子育ての手助けがで
きる」という方たちが会員になって、子どもの健やかな
成長を地域で応援していくための組織です。

対象者
日光市内在住または在勤の方

サービス内容
子どもの預かり　
保育園、幼稚園、小・中学校への送迎　
習い事の送迎　
病児の緊急預かり、一時的な預かり
産前産後の家事、育児支援　など

� 問合せ 子育て支援課子育て環境係  TEL 21-5186

日光市ファミリー・サポート・センター

病児・病後児の保育
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名称 開所時間 所在地 電話番号

日光市ファミリー・
サポート・センター

月曜～金曜日
午前9時～
午後5時30分
土曜日　
午前9時～正午

今市
399番地6 21-4152

ファミリーサポートセンター

名称 所在地 電話番号
今市幼稚園 今市710番地 21-1651
認定こども園
今市中央幼稚園 今市本町8番地16 22-4625

認定こども園
聖ヨゼフ幼稚園 瀬川199番地 22-3889

認定こども園
長畑幼稚園 長畑3084番地 27-0687

認定こども園
清滝幼稚園

清滝安良沢町
1728番地1 53-3767

輪王寺附属日光幼稚園 山内2383番地 54-0814

きぬ川幼稚園 鬼怒川温泉滝
857番地 77-0214

問合せ 子育て支援課保育係  TEL 21-5186

幼稚園・認定こども園

　市内には、私立幼稚園・認定こども園があります。
入園のお申込は、直接、幼稚園にお問い合わせください。
市内の幼稚園一覧

問合せ 子育て支援課子育て環境係  TEL 21-5186

児童館

児童館は、地域の健全な児童育成のため、子どもたち
が自由に遊び場を共有し、触れ合い、学び合う施設です。
市内には、下原児童館、清流児童館の2館があります。
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小学校区 児童クラブ名 電話番号 委託団体
今市
小学校

さくら児童クラブ
第1、第2、第3 22-6704 シルバー人材センター

今市第二
小学校

だいや児童クラブ
第1 22-5700 シルバー人材センター
だいや児童クラブ
第2 21-0244 シルバー人材センター
だいや児童クラブ
第3 22-7715 シルバー人材センター

今市第三
小学校

なかよし児童クラ
ブ第1～第4 21-0994 シルバー人材センター
わんぱくクラブ
第1、第2 22-4625 認定こども園今市中央幼稚園
今三あおぞら
児童クラブ 22-6411 毎日クリスマス

南原
小学校

みなみはら児童
クラブ第1、第2 26-3462 シルバー人材センター
みなみはら児童
クラブ第3、第4 26-1946 シルバー人材センター
むんつけら児童
クラブ 26-2097 禎祥会（さかえ保育園）
みょうじん保育園
児童クラブ「遊びは
勉強　友達は先生」

27-3211 明神保育園

問合せ 子育て支援課子育て環境係  TEL 21-5186

放課後児童クラブ

　放課後児童クラブは、放課後や春・夏・冬休みの期間
中等に、保護者の就労等の理由で、昼間保育を必要とす
ると認められる場合に、保護者に代わって適切な遊び
や生活の場を提供するところです。
　児童の保育・指導に係る飲食代・原材料等の保護者負
担があります。
放課後児童クラブ一覧

小学校区 児童クラブ名 電話番号 委託団体

落合東
小学校

おちあい児童
クラブ第1 27-0411 シルバー人材センター
おちあい児童
クラブ第2 27-0066 シルバー人材センター

落合西
小学校

にこにこ児童
クラブ 27-0687 認定こども園長畑幼稚園

大桑
小学校

とよおか児童
クラブ第1 21-8563 シルバー人材センター
とよおか児童
クラブ第2、第3 21-7727 シルバー人材センター

轟小学校 轟児童クラブ 21-8860 毎日クリスマス
小百
小学校 小百児童クラブ 21-7761 毎日クリスマス

大沢
小学校

おおさわ児童
クラブ第1 26-4919 シルバー人材センター
おおさわ児童
クラブ第2～第5 26-0307 シルバー人材センター

大室
小学校

みどりっ子児童
クラブ第1、第2 26-4200 シルバー人材センター
みどりっ子児童
クラブ第3 26-0108 シルバー人材センター
第2みどりっ子
児童クラブ1、2 26-4641 シルバー人材センター

猪倉
小学校

いのくら児童
クラブ第1 26-6311 和音

いのくら児童
クラブ第2 26-6466 和音

小林
小学校

こばやし児童
クラブ第1、第2 26-8600 シルバー人材センター

日光
小学校

ひまわり第1クラブ 54-0401 認定こども園清滝幼稚園
ひまわり第2、
第3クラブ 53-0301 認定こども園清滝幼稚園

清滝
小学校 バンビクラブ清滝 53-4552 認定こども園清滝幼稚園
安良沢
小学校

バンビクラブ
安良沢 53-3531 認定こども園清滝幼稚園

足尾
小学校

足尾小ゼブラ
クラブ 93-4881 シルバー人材センター
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放課後児童クラブの入会申し込み
入会の基準
　 　放課後児童クラブは、次の要件をすべて満たして
いる場合に入会することができます。
　1． 保護者等の就労・病気・出産・同居の親族の介護等

の理由により、児童が放課後等に適切な保育を受
けられないこと

　2． 心身に著しい障がいがなく、児童クラブでの集団
生活が可能であること

入会に必要な書類等
　1．入会申請書
　2．児童の保健調査票
　3． 放課後等に児童の保育ができないことを証明する

書類（就労証明書・自営業就労申立書・申立書等）
　※ 両親及び兄弟60歳未満で児童と同居している祖父
母全員分が必要です。
入会申込先
　 　入会の申込については、各児童クラブまたは各児
童クラブの委託団体にお問い合わせください。

委託団体 所在地 電話番号
公益社団法人
日光市シルバー人材センター

今市
1659番地10 22-6687

学校法人　大島学園　
認定こども園　今市中央幼稚園

今市本町
8番地16 22-4625

社会福祉法人
禎祥会（さかえ保育園）

木和田島
1373番地72 26-2097

社会福祉法人　明神保育園 明神
274番地1 27-3211

学校法人　普門寺学園　
認定こども園　長畑幼稚園

長畑
3084番地 27-0687

特定非営利活動法人
毎日クリスマス

佐下部
305番地 21-7030

特定非営利活動法人　和音
連絡先：いのくら児童クラブ

猪倉
3331番地6 26-6466

学校法人　清滝学園　
認定こども園清滝幼稚園

清滝安良沢町
1728番地1 53-3767

問合せ 子育て支援課子育て環境係  TEL 21-5186

赤ちゃんの駅

　乳幼児親子が安心して外出しやすい環境づくりを進
めるため、赤ちゃんの駅を設置しています。希望する乳
幼児親子は無料で利用できます。
　赤ちゃんの駅には「おむつ替えのための設備」、「授乳
のための設備」、「トイレ内におけるベビーキープ等の
設備」のいずれかが整備されていて、表示でわかるよう
になっています。
登録施設の募集
　赤ちゃんの駅に登録いただける施設を募集していま
す。ご協力いただける施設は子育て支援課までご連絡
ください。

　制度の改正等により要件や金額等が変わることもあ
りますので、人権・男女共同参画課までお問い合わせく
ださい。
母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金

　母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就職や
キャリアアップのため、あらかじめ指定された「教育訓
練講座」を受講し修了した場合、受講費用の一部を支給
します。
※修了後に支給されます。
※講座受講前に相談、申請する必要があります。
要件

 市内に住所を有すること
 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の
所得水準にあること
 教育訓練講座を受講することが、就職やキャリア
アップに必要と認められること　
 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたこと
のない方

問合せ 人権・男女共同参画課  TEL 21-5148

ひとり親家庭への自立支援
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訓練促進給付金
市民税非課税世帯 月額100,000円
市民税課税世帯 月額  70,500円

修了支援給付金
（養成課程修了後）

市民税非課税世帯 　　  50,000円
市民税課税世帯 　　  25,000円

※修学最終年限の支給月額には、4万円を加算

対象講座
　厚生労働大臣が指定する教育訓練の講座
支給額
① ホームヘルパーや医療事務、衛生管理者、情報処理技
術、電気工事士などの資格取得のため受講する場合、
最大1年分までの受講費用の6割（12,001円以上　
200,000円限度）を支給
② 看護師や保育士、理学療法士、社会福祉士、栄養士
などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業す
る場合、最大4年分までの受講費用の6割（12,001
円以上／修学年数×200,000円限度／最大限度額
800,000円）を支給
※ 雇用保険の教育訓練給付金を受給した方は、その給
付金を差し引いた額を支給します。
母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金

　母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就業に
結びつきやすい資格の取得を目的として、養成機関に
おいて1年以上修業する場合に、一定期間「高等職業訓
練促進給付金等」を支給し、生活の負担を軽減します。
※養成機関に通う前に必ずご相談ください。
対象者
 市内在住の母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお
父さんであって、次の要件を満たしている方
 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の
所得水準にある方
 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、
対象資格の取得が見込まれる方
 仕事または育児と修業の両立が困難であると認めら
れる方
 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたこと
のない方

対象資格
※資格については、事前相談のときにご確認ください。
　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・理容師・美容師・調理師・製菓衛生士など
支給対象期間
　修業する期間の全期間（上限3年）
支給額等
※ 課税世帯には、同一世帯に属する者のほか、生計を同
一にする扶養義務者も含みます。
給付金の種類及び支給額

受講修了時
給付金

受講費用の40％（上
限10万円）

対象講座をすべて修了す
ること

合格時
給付金

受講費用の20％（上
限は、受講修了時給付
金と併せて15万円）

受講修了日から起算して
2年以内に高卒認定試験
の全科目に合格すること

　相談員が子どもや子育てなどの相談をお受けしま
す。また、児童虐待に関する相談もお受けします。
家庭児童相談

所在地 今市1659番地10（今市中学校向かい）
TEL 30-7830

開設日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）

受付時間 午前8時30分～午後5時15分（電話相談は毎日
24時間対応）

家庭児童相談室

�ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業給付金

　中学卒（高校中退を含む）のひとり親家庭のお母さ
ん、または、お父さん、あるいは、そのお子さん（20歳未
満）が高等学校卒業程度認定試験の合格をめざす場合
に、給付金を支給します。
※講座受講前に必ずご相談ください。
対象者
　市内在住のひとり親家庭のお母さん、または、お父さ
ん、あるいは、そのお子さん（20歳未満）で、次の要件を
満たしている方
 ひとり親家庭のお母さん、お父さんが児童扶養手当
の支給を受けているか、同等の所得水準にあること。
 講座を受けようとする方の就学経験、就業経験、技能、
資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格
することが適職に就くために必要と認められること。
対象講座
 高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含
む）とし、市長が適当と認めたもの。　
※ 高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等
学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学
校等就学支援金制度の支給対象となる場合はこの給
付金の対象にはなりません。
給付金の種類及び支給額
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� 問合せ 学校教育課  TEL 21-5167

小・中学校に入学するとき

� 問合せ 学校教育課  TEL 21-5167

指定校を変更したいとき

　入学する学校は住所地により通学区域を定めて指定
していますが、相当の理由があって別の学校に入学を
希望する場合には、学校を変更することができます。
　次に示した理由などにより変更を希望する場合には
学校教育係までご連絡ください。

　入学する児童・生徒の保護者に対して、教育委員会か
ら入学すべき学校や入学期日を通知します。
　次の場合は、窓口（学校教育係）までご連絡ください。
入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき
入学通知書の記載内容に誤りがあるとき
私立の学校または日光市以外の学校に入学するとき
 心身に障がいのある場合や病弱なため、入学先の変
更または延期をしたいとき

学校
 家屋の新築や家庭の都合で、住所が変わる予定があ
る場合
 身体の障がい等により、指定校へ通学することが困
難な場合
 不登校傾向にあり、学校長の判断により他の学校が
適当とされた場合
 仕事の都合により、児童が家に帰っても保護者が不
在の場合（小学生のみ）
 いじめや不登校が予測され、他の学校へ通学したい
場合（ケースにより学校長の意見書等が必要になり
ます）
 指定校への通学距離が長い場合や、通学路の安全が
心配される場合
 指定校に希望する部活動がない場合（中学生のみ、ス
ポーツ少年団は対象外）
兄弟姉妹が通学している場合
何らかの理由により、住所が不安定な場合等

受入人数の制限

　児童生徒の受け入れ余裕がなくなった学校へは、変
更することができません。また、事由により許可の優先
度は異なります。

前の学校で発行され
た書類を提出してく
ださい。

転居して学区が変わる場合には、教育委員
会へお問い合わせください。

住所異動手続き
（転出・転居）

本庁または
各行政センター

在学している学校

転入手続き
新住所

新しく指定された学校に、前の学校で
発行された書類を提出してください。

教育委員会での手続き
転入の場合

転出の
場合

転居の場合

転校に必要な書類（在
学証明書、教科書図書
給与証明書）が発行さ
れます。

転出・転居をするとき（転学の手続き）
� 問合せ 学校教育課  TEL 21-5167
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　市では、経済的な理由で小中学校へ就学することが困
難な児童生徒のご家庭に、学用品費、給食費、医療費、修
学旅行費などの一部を援助する制度を設けています。
対象者（申請できる方）

　日光市立小中学校に在籍している児童生徒の保護者
で、生活保護に準じる程度に生活が困窮していて、援助
が必要と認められる方。
申込み方法

　学校の先生（担任、教頭等）に相談し申請書類を受け
取ってください。必要事項を記入し、その他収入状況の
わかる書類を添えて学校に提出してください。
援助の内容

　認定されると次の費目が援助されます。支給につい
ては、実績に基づき学期ごとに行う予定です。
学用品通学用品費
 新入学児童生徒学用品費（4月1日認定の1年生に限
ります）
 入学準備金（新入学児童生徒学用品費の前倒し支給
分です）
校外活動費
修学旅行費
通学費（公共機関利用で定期購入の場合に限ります）
学校給食費
医療費（う歯、結膜炎、中耳炎等の学校病に限ります）
眼鏡購入費（医師が必要と認めた場合に限ります）
クラブ活動費
児童会費・生徒会費
PTA会費

� 問合せ 学校教育課  TEL 21-5167

就学援助制度（準要保護）の案内

　日光市では、大学等を卒業後、一定期間日光市に定住
し就労する方を対象に、奨学金の返済の一部を免除す
る制度を開始しました。

免除対象者
1． 大学、短期大学、専門学校、高等専門学校で2年以上奨
学金の貸付を受けて平成28年4月以降に奨学金の返
済を開始する方

2． 返済中に、日光市に住所を定め、引き続き5年間定住
して就労する方

3．奨学金の返済及び市税の滞納がない方

免除額
貸付した修学資金の最大1／3の額

奨学金償還免除制度

　日光市奨学金貸付制度は、教育の機会均等を図るた
め、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学
が困難な学生・生徒に対して学資の貸付を行い、広く有
能な人材を育成し、市教育の進展を期することを目的
としています。

奨学金貸付制度
� 問合せ 学校教育課  TEL 21-5181

　市では、児童生徒の教育相談事業を行っています。
区分 内容 問合先

教育相談 不登校などの教育相談を行います。
若杉学級
教育相談部
TEL 21-9130

特別支援
教育相談

障がいなどのあるお子さんについ
ての相談を行います。

学校教育課
TEL 21-5181

教育相談事業

貸付要件
1．保護者が市内に居住していること
2． 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専門学校または
これらと同等の学校に在学、または入学見込みであ
ること

3．学業成績が優秀で、健康であること
4．経済的理由で修学が困難であること
5．確実な連帯保証人がいること
6．保護者、連帯保証人に市税の滞納がないこと
修学資金
　高校生・高等専門学校生
　…自宅通学は月額2万円
　　自宅外通学は月額2万または3万円
　大学生・短大生・専門学校生
　…自宅通学は月額4万円
　　自宅外通学は月額4万または5万円

　 貸付期間 　在学校の正規の修学期間
　 貸付方法 　3カ月または半年ごとに口座振込
　 返済方法 　 卒業後、1年据え置きで、貸付期間の3倍

に相当する期間内に返済する（無利子）

　 受付期間 　随時（入学する前年度の10月から）
入学一時金
　高校生・高等専門学校生…10万円以内
　大学生・短大生・専門学校生…30万円以内

　 返済方法 　 卒業後、1年据え置きで、貸付期間の3倍
に相当する期間内に返済する（無利子）

　 受付期間 　入学する前年度の10月～3月中旬
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