


医療費の支援

 申請に必要なもの

対象者の健康保険証

 地方税関係情報の取得に関する同

意書（転入者の場合）

　※ 個々の状況により異なりますので、詳し

くはお問い合わせください。

 保護者等のマイナンバーがわかる

もの及び本人確認ができるもの

（P20参照）

　0歳から小学校3年生までの人に対して

医療費の助成を行っています。健康保険の

加入手続きを済ませていないときは申請

できません。

  対象者と助成の内容  

　0歳から小学校3年生まで

　入院・外来ともに医療費が無料になります。

  申請場所  

　医療助成年金課（市役所新館1階）※郵送申請可

　各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

医療助成年金課 医療助成係  

 ☎079-427-9190

問

乳幼児等医療費助成制度

  申請できる人  

　身体または精神に、重度または中度の障

害がある児童（20歳未満）を監護している

父母、または養育者

※ 父母のうち、所得の高い方が申請者になります。

※所得制限あり。

  手当が支給されない場合  

・ 手当を受けようとする人、対象となる児

童が日本に住んでいない

・ 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施

設に入所している

・ 児童が障害を理由に公的年金を受給できる

  手当の月額  　令和3年4月時点

　児童1人あたり

1級（重度障害） 52,500円/月

2級（中度障害） 34,970円/月

  申請場所  

　家庭支援課（市役所本館1階）

家庭支援課 手当給付係  

 ☎079-427-9212

問

　特別児童扶養手当
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　小学校4年生から中学校3年生までの人

に対して医療費の助成を行っています。

  対象者と助成の内容  

　小学校4年生から中学校3年生まで

入院・外来ともに医療費が無料になります。

  申請場所  

医療助成年金課（市役所新館1階）※郵送申請可

各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

医療助成年金課 医療助成係 

☎079-427-9190

問

こども医療費助成制度

申請に必要なもの

対象者の健康保険証

地方税関係情報の取得に関する同

意書（転入者の場合）

　※ 個々の状況により異なりますので、詳し

くはお問い合わせください。

保護者等のマイナンバーがわかる

もの及び本人確認ができるもの

（P20参照）

　死別・離婚などにより、児童を育てるひ

とり親とその児童に対し、医療費の一部を

助成する制度です。

※所得制限あり。

  対象者と助成の内容  

　18歳に達した年度末までの児童もしく

は20歳未満の高校在学中の児童を監護す

る母または父等及びその児童、遺児

医療助成年金課 医療助成係 

☎079-427-9190

問

一般

外来： 1日800円を限度に月2回

まで負担

入院： 1割負担で月3,200円まで

負担

低所得

外来： 1日400円を限度に月2回

まで負担

入院： 1割負担で月1,600円まで

負担

※ 0歳から小学校3年生までは乳幼児等医療費助成

制度、小学校4年生から中学校3年生まではこど

も医療費助成制度が優先となります。

  申請場所  

医療助成年金課（市役所新館1階）※郵送申請可

申請に必要なもの

母（父）と児童の健康保険証

母（父）と児童の戸籍謄本

地方税関係情報の取得に関する同

意書（転入者の場合）

　※ 個々の状況により異なりますので、詳し

くはお問い合わせください。

保護者等のマイナンバーがわかる

もの及び本人確認ができるもの

（P20参照）

　 この制度の申請には、以上の書類が

必要ですが、状況により追加書類の

提出を求めることがありますので、

詳しくはお問い合わせください。

　母子（父子）家庭等医療費助成制度
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 申請に必要なもの

健康保険証

 養育医療給付申請書（保護者が記入）

養育医療意見書（主治医が記入）

世帯調書（保護者が記入）

 申請者・扶養義務者・本人のマイナ

ンバーがわかるもの及び本人確認

ができるもの（P20参照）

 世帯の中で18歳未満の未就労者及

び他の所得者の扶養親族となって

いる方を除く全員の市町村民税の

課税状況がわかる書類

　 【所得課税証明書（コピー可）など】

※ 本申請にあたり、市町村民税の課税状況に

ついて調査を受けることに同意する場合

は、上記税額などがわかる書類の添付を省

略することができます。

　 ただし、他の市町村で課税されている方など

については、省略できない場合があります。

  対象者  

　加古川市に居住し、次のいずれかに該当

する乳児（1歳未満）で、医師から指定養育

医療機関での入院養育を必要と認められ

た方

　1. 出生時の体重が2,000グラム以下の方

　2. 生活力が特に薄弱であって、運動面・

体温・呼吸器・消化器・黄疸など、一定

の症状を示す方

  給付の内容  

　入院医療費のうち、保険適用後の自己負担

額及び食事療養費などが対象となります。

　保険適用外の費用（おむつ代や差額ベッ

ド代など）は対象になりません。

  申請場所  

　育児保健課（市役所本館1階）

育児保健課 母子保健係  

 ☎079-454-4188

問

　養育医療

　身体に障がいのある児童またはそのお

それのある児童（18歳未満）が、指定医療機

関で治療を行うことにより障害の治癒又

は軽減が期待できる場合、その医療費の自

己負担額の一部を助成する制度です。※所

得制限等あり。

　事前の申請が必要ですので、手続き方法

等は上記問合せ先までお願いします。

  対象となる障害  

　視覚障害/聴覚障害、平衡機能障害/音

声・言語・そしゃく機能障害/肢体不自由/

心臓・腎臓機能障害/呼吸器・膀胱・直腸・小

腸機能及びその他内臓障害/ヒト免疫不全

ウイルスによる免疫機能障害など
※ 上記の障害に該当する場合でも、治療法によって

は対象外となることがありますので、詳しくは障

がい者支援課管理係まで問合せください。

  申請場所  

　障がい者支援課（市役所本館1階）

障がい者支援課 管理係  

 ☎079-427-9372

問

　自立支援医療（育成医療）
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　精神医療が継続的に必要となる方が、そ
の治療のために指定医療機関へ通院した
場合、その医療費の自己負担額の一部を助
成する制度です（入院は対象外です）。
　事前の申請や受給者証の更新が必要で
すので、手続き方法等は上記問合せ先まで
お願いします。

  対象者  

　受診者が18歳未満の場合、保護者が加古
川市に居住し、精神医療を継続して必要と
する方。また、現在病状がほとんど消失し
ていても、その状態を維持し、かつ再発を
予防するために通院医療を継続する必要
のある方。

  申請場所  

　障がい者支援課（市役所本館1階）

障がい者支援課 管理係  

 ☎079-427-9372

問

　自立支援医療（精神通院医療）

　小児慢性特定疾病にかかっている児童
等について、患児家庭の医療費軽減を図る
ため、その医療費の自己負担額の一部を助
成する制度です。
　詳しくは、兵庫県ホームページをご覧い
ただくか、加古川健康福祉事務所へお問い
合わせください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/
syounishinsei.html

加古川健康福祉事務所  

 ☎079-422-0003

問

　小児慢性特定疾病の医療費助成

その他の支援

このステッカーが目印です。

　子育て世帯が会員登録をしていただくと、協賛店舗で各種サービスが受けられるパス
ポートを発行します。詳細は、https://www.hyogo-kosodate.jp/までお願いします。
　兵庫県内の協賛店舗には、以下のステッカーが掲示されています。

兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課 ☎078-362-4185問

ひょうご子育て応援の店パスポート
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生活保護世帯 無料

市民税非課税世帯 250円／時

その他の世帯 550円／時

家
事

調理、衣類の洗濯・補修、住居の掃除・

整理整頓、生活必需品の買い物、その

他必要な家事

育
児

授乳補助、おむつ交換補助、沐浴補

助、兄姉の世話、その他必要な育児

  対象となる家庭  

・ 加古川市に住所があること

・ 産前：母子健康手帳の交付を受けた妊婦がいる家庭

・ 産後：12か月までの子どもを養育している家庭  
※ 低出生体重児（2,500グラム未満）、多胎児を養

育している家庭は1歳まで

  世帯当たりの利用者負担  

1時間につき、以下の費用負担となります。

  利用時間帯  　7：00～19：00

  利用時間  

　1日につき、1時間単位で2時間まで利用可能

・産前：合計20時間

・産後：子ども1人につき合計20時間

  援助内容  

家庭支援課 家庭支援係 ☎079-427-9293問

産前・産後家事ヘルパー派遣

　産前・産後に、家事や育児の支援を希望する家庭に家事ヘルパーを派遣します。

  助成対象者  

　加古川市ファミリーサポートセンター

の援助活動を利用した方で、児童扶養手当

法に基づく児童扶養手当の支給を受けて

いる方※

※全部支給停止者は除く

  助成額  

　1か月あたり6,000円を上限として、利

用料金の2分の1を助成します（10円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てた

額）。

こども政策課 企画係 ☎079-427-9295問

 申請に必要なもの

 児童扶養手当を受けている方の通帳

援助活動報告書

児童扶養手当証書

 免許証など、申請に来られた方の本

人確認ができる書類

  申請場所  

　こども政策課（市役所本館2階）

  申請期間  

　援助活動を受けた日の属する月の翌月1

日から1年間

　ファミリーサポートセンター利用料金の助成

　ひとり親家庭等（父、母、祖父母等の養育者）が、ファミリーサポートセンターの援助活動

を利用した場合、その利用料金の一部を申請により助成します。
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学務課 学事保健係 ☎079-427-9343問

就学援助制度

　加古川市では、経済的理由によって就学困難な加古川市立小中学校に在籍する児童生徒

の保護者に、学校で必要な費用の一部を援助しています。制度のあらましは次のとおりで

す。

  援助を受けることができる世帯  

　1.生活保護を受給中の世帯

　2. 世帯の前年分の合計所得金額が世帯構成別に定めた認定基準額以下の世帯

　3. 上記1、2にあてはまらないが、保護者の失業、震災による被災など特別の事情があり

審査会で認定された世帯（客観的に特別の事情を証明できる書類の提出が必要）

  申請の方法  

　教育委員会へ直接申請する方法と、学校を通じて申請する方法の2通りがあります。

　申請方法によって、援助金の流れなどが異なります。

  援助する費用  

　この制度により援助する費用は次のとおりです。

（注意1） 6月中に申請し、4月1日付け認定とされた場合に限ります。なお、入学前に入学準備金の支給を受け

た方は支給されません。

（注意2） 修学旅行実施日までに認定を受け、参加した場合に限ります。支給額には上限があります。

（注意3） 1月1日から卒業式の日までの期間中に1日以上認定を受けている場合に限ります。支給額には上限があります。

（注意4） 校外活動実施日までに認定を受け、参加した場合に限ります。

（注意5） 認定を受けている間の実食数に応じて支給します。また、過払いとなった場合は精算となります。

  備考  

・ 生活保護受給中の世帯には、修学旅行費と医療費のみが支給費目となります。（その他の

費用の援助は、生活保護費として支給されます）

・ 年度途中で認定が変更・取消しになる場合は、精算を行い、援助金を返金していただく場

合があります。

学用品・通学用品費 全学年を対象に、前期・後期の2回に分けて支給

新入学学用品費（注意1） 小学1年生、中学1年生を対象に年1回支給

修学旅行費（注意2） 小学6年生、中学3年生を対象に年1回支給

卒業アルバム代等（注意3） 小学6年生、中学3年生を対象に年1回支給

校外活動費（注意4） 中学3年生を除く全学年を対象に年1回支給

学校給食費（注意5） 小・中学校のうち、給食実施校の全学年を対象に現物を支給

医療費 学校病の治療に要した費用に限り支給
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　児童福祉法に基づき、障害児通所給付費の支給を行います。

　事前の申請が必要ですので、手続き方法等は上記問合せ先までお願いします。

  対象者  

　身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、対象疾患（難病）による障がい児

※保護者が加古川市に居住している必要があります。

  申請場所  

　障がい者支援課（市役所本館1階）

障がい者支援課 自立支援係 ☎079-427-3626問

　障害児通所支援
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部門 対象者

通所部門

保育を中心とし、診療所スタッフ（医

師・訓練士・心理師・相談員等）と連携

し、発達支援及び子育て支援を行って

います。

小集団の療育を必要とする未就学児で、次のすべての

条件に該当する方
・親子登園が可能である

・医療機関や相談機関等で療育の紹介を受けている

・障害児通所給付費の支給決定を受けている

外来部門

当センター併設の診療所にて、完全予

約制の診療を行っています。

原則として小学生以下の子どもで、肢体不自由児、知

的障がい児、発達障がい児、運動発達遅滞児
※初診の場合は、関係機関の紹介が必要です。

  その他  

　上記以外にも、地域療育部門として、在宅障がい児（障がい者）のライフステージに応じ

た地域での生活支援を行っています。

・保育所等訪問支援事業

  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が保育所や幼稚園・学校を訪問し、園・学校の職員に

対して、助言指導を行います。

・障害児相談支援事業

  子どもたちに合った総合的な援助方針の立案や障害児支援利用計画の作成などを行いま

す。

　こども療育センターは、児童福祉法で定められた福祉型児童発達支援センターで、療育

を必要とする就学前のお子さんに、保育を通じて、お子さんの発達段階や特性に応じた発

達支援と、各家庭の状況に合わせた育児支援を行っています。

　また、診療所では、運動面や体幹機能に障がいがある肢体不自由児に療育を行なうとと

もに、ことばが遅い、落ち着きがないなど、子どもの発達や成長面に対する支援を行ってい

ます。

  所在地  　志方町原604-1

  開所時間  　8：30～17：15（外来部門は9：00～17：00）

  休所日  　土曜日・日曜日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

  部門及び対象者  

☎079-452-2511問

　こども療育センター
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