ひとり親家庭のしおり
沼津市では、ひとり親家庭を支援するため相談窓口や各種助成制度を設けています。制度の詳しい
内容などは、ひとり親家庭専用相談窓口または各制度の問合せ先にお気軽にご相談ください。
※印以外は、受付時間は土･日･祝日年末年始を除く 8:30～17:15
◆他自治体の情報を知りたい方は「子供の未来応援国民運動」www.kodomohinkon.go.jp

をご利用ください

ひとり親家庭とは
ひとり親家庭とは、離婚や死別等（その他、配偶者の生死不明、配偶者からの遺棄・暴力、未婚の母・父等）により
配偶者のない女子（男子）が 20 歳未満の子どもを養育している家庭（母子家庭、父子家庭）をいいます。

困ったときの相談窓口は
内容

相談窓口

母子・父子自立支援員が、各種相談に応じたり、関係

ひとり親家庭専用
相談窓口

機関を紹介しています。
どこに相談したらいいか分からないときは、こちら
にご相談ください。電話やメールでの相談も可能で

沼津市

こども家庭課

沼津市御幸町 16－1
934-4868（相談員直通）
hitorioyashien@city.numazu.lg.jp

す。

ひとり親家庭になったときは
□ 児童扶養手当
支給対象者

手当額

問合せ

児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の

【全部支給】児童１人のとき

月額 43,160 円

父、または母や父に代わってその児童を養育し

【一部支給】児童 1 人のとき 月額 43,150 円

ている方(養育者)

～10,180 円

※「児童」とは、18 歳に達する日以降、最初の

※所得に応じて、手当月額が決定されます。

３月 31 日（18 歳の年度末まで）にある児童。 ※手当額は、物価等により年度ごとに見直されます。

こども家庭課

ただし、心身に一定以上の障害がある場合は、

【加算額】児童が複数いる場合は、上記の手当月額に

こども手当係

20 歳未満まで手当が受けられます。

以下の金額が加算されます。（※加算額は所得に応じ

934－4827

※年金を受給している方で年金月額が児童扶

て決定されます。
）

養手当の月額よりも低い方は差額を受け取る

児童２人目の加算額

ことができる場合がありますのでご相談くだ

児童３人目以降の加算額

さい。

月額 10,190 円～5,100 円

一人につき

月額 6,100 円～3,060 円

□ 母子家庭等医療費助成
対象者

助成内容

問合せ

ひとり親家庭の 20 歳未満の子とその母または

児童が 20 歳を迎える前日の属する月まで、母または

こども家庭課

父（※同居の家族全員が所得税非課税世帯であ

父と児童の医療費の保険診療の自己負担分を助成し

こども手当係

る場合に対象となります。
）

ます。

934－4827

□ 遺族年金（配偶者と死別された方）
制度

内容
国民・厚生年金に加入していた方が死亡したとき、その方によって生計を維持

遺族年金

されていた子のある配偶者や子どもに遺族年金が支給されます。
（保険料の納付
状況によっては支給されない場合があります。
）

問合せ
市民課

国民年金係

934-4724

□ その他制度
制度

内容

問合せ

ひとり親家庭の方は、一般の基礎控除、扶養控除のほかに、ひとり親控除の適用

税の減免

を受けられる場合があります。

非課税貯蓄制度
ＪＲ定期券の
割引制度

市民税課

市民税係

934-4735

児童扶養手当、遺族基礎年金などを受けている方は、金利の優遇を受けられる
場合があります。

※各金融機関

児童扶養手当を受けている方は、ＪＲ通勤定期乗車券の割引を受けられます。

こども家庭課

（通学定期は対象外）

こども手当係

※割引を受けるには事前に沼津市こども家庭課で手続きが必要です。

934－4827

住まいのことで困ったときは
制度

市営住宅

内容

問合せ

住宅に困っている比較的収入の少ない世帯に対し、市が供給している住宅で

住宅営繕課

す。
（募集時期や申込条件については住宅営繕課までお問い合わせください。
）

市営住宅係

※県営住宅のお問い合わせは、静岡県住宅供給公社へ。

934-4792

経済的なことで困ったときは（貸付金制度）
静岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金

問合せ

母子・父子家庭、寡婦の生活の安定と向上のため、低利または無利子で借りることのできる貸付金です。

こども家庭課

●修業資金、就職支度資金（児童に係るもの）⇒無利子

こども手当係

●事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金（親に係るもの）
、医療介護資金、

934－4827

生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金

東部健康福祉ｾﾝﾀｰ

⇒保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は金利年 1.0％

生活福祉資金

福祉課

920-2075

問合せ

収入の少ない家庭や心身に障害のある方が、低利または無利子で借りることのできる貸付金です。
●総合支援資金、福祉資金、教育支援資金
※貸付に当たっては、上記

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度が優先となります。

沼津市社会福祉協議会

９２２－１５００

お子さんの進学、教育費で困ったときは
小学生・中学生のお子さんのいる方
□ 就学援助制度
対象者

補助対象品目

◆要保護者：生活保護法第６条第２項に規定する要保護者
◆準要保護者：市教育委員会により上記要保護者に準ずる
程度に困窮していると認められる方
（児童扶養手当受給者・国民年金免除該当者

など）

学用品費、修学旅行費、学校給食費など
※なお（生活保護受給者）は修学旅行費の
みです。

問合せ
児童生徒が通学する
学校または沼津市学
校管理課経理係
934-4805

□ 沼津市ひとり親家庭等就学支援助成金
対象者

補助対象品目

沼津市から児童扶養手当を受給しており（全部停止者は除
く）
、翌年度小学校に入学する児童を養育している方

小学校入学の際に必要なランドセル等の代金

問合せ
こども家庭課
934-4827

□ ひとり親家庭等放課後教室
対象者

ひとり親家庭の小学生

内容

問合せ

放課後や長期休暇中に、学習会やレクリエーションを行っ

こども家庭課

ています。

934-4827

□ 沼津市学習支援センター
対象者
ひとり親家庭・生活困窮世帯等の中学生

内容

問合せ

進学に向けた日々の勉強をサポートするととも

沼津市自立相談支援センター

に、保護者からの教育相談にも対応します。

0120-86-1620

高校生のお子さんのいる方、高校・大学へ進学されるお子さんのいる方
□ 高等学校等就学支援金
対象世帯

内容

問合せ

保 護者 等の 市民 税所得 割額 が

高校（国立・公立・私立は問いません）の授業料は、保護者等の所得が一

304,200 円未満の世帯 ※

定額未満の場合、申請により授業料に充てる「高等学校等就学支援金」

(年収 910 万円程度未満の世帯)

を、国から受給することができます。
（返済不要）

※生徒が通学する
学校

※ 平成 30 年 7 月からは、市民税所得割額と県民税所得割額の合算額が 507,000 円未満
の世帯が対象となります。

□ 高校生等奨学給付金
対象世帯
生活保護世帯

又は

内容
保護者等

問合せ

高校（国立・公立・私立は問いません）に通う生徒が、申請により授業料

の市民税所得割額と県民税所得

以外の教育に必要な経費の給付を受けることができます。
（返済不要）

割額が非課税の世帯

給付額 32,300 円～138,000 円 （世帯状況等により異なります。
）

※生徒が通学する
学校

□静岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金・就学支度資金）
対象者

内容

問合せ

児童を 扶養 してい

◆修学資金：高等学校、大学、高等専

◆就学支度資金：児童（子）が

こども家庭課

る母子家庭の母、児

門学校又は専修学校に修学させるた

就学するために必要な経費

こども手当係

童を扶 養し ている

めの授業料、書籍代等に必要な経費

父子家庭の父、父母

【貸付限度額】校種別、公・私立別、

のいない児童、寡婦

（制服代 等）
【貸付限度額】

通学条件により異なります。

40,600 円～590,000 円

◎高校・専修学校（高等課程）

校種別、公・私立別、通学条件により

⇒月額 18,000 円～35,000 円

異なります。

934-4827
東部健康福祉ｾﾝﾀｰ
福祉課
920-2075

◎高等専門学校、短大、大学、専修学校
（専門課程）⇒月額 21,000 円～64,000 円

お子さんを預けたいときは
制度

内容

問合せ

沼津市に住所がある就学前の子どもをもつ保護者が、緊急的または一時的

子育て支援課

乳幼児ショートステイ

に児童を保育できないときに、保育所等で児童を預かります。
（一か月あた

入所・相談係

(一時保育事業)

り最大 14 日まで）お預かりできる児童の月齢と入所可能月齢とは異なり

934-4826

ます。申込は直接、各保育所等へ。

放課後児童クラブ

保護者が労働等により昼間家庭にいない場合、小学校に就学している子ど

子育て支援課

もを授業終了後、預かります。（～18：00 まで。申込受付は各児童クラ

企画係

ブへ）

934-4842

子育てを応援したい人と、子育てを応援してほしい人がお互いに会員とな

沼津っ子ふれあい

ファミリー・

り、育児を助け合うボランティア組織です。決められた利用料で保育所等

センター

サポート・センター

へのお迎えや一時的な預かり等の利用ができます。
※受付 9:00～17:30

952-8078

水･日･祝・年末年始(12/31～1/5)休み

保護者の疾病や経済的な理由等により 18 歳未満のお子さんを養育できな

こども家庭課

子育て短期支援事業

い場合、児童福祉施設等で宿泊を伴う一時預かり（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）や夕方 18 時

こども相談係

(ｼｮｰﾄｽﾃｲ･ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ)

から 22 時の間の一時預かり（ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ）を利用できます。費用は前年度

934-4828

所得に応じて決まり、利用には事前登録が必要です。

お仕事をお探しのときは
ハローワーク沼津
【ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ】
市場町 9－1 沼津合同庁舎内

仕事と子育てを両立しながら就職を希望されている方の相談窓口「マザーズコーナー」が設置され
ています。キッズコーナーも併設されており、お子様を遊ばせながらの相談ができます。
※受付時間

8:30～17:00

電話：055-931-0145

事前予約も可能です

スキルアップをして就業や就職活動に活かしたいときは
自立支援教育訓練給付金
対象者（以下のすべてを満たす方）

内容

問合せ

・母子家庭の母または父子家庭の父

対象講座を受講･修了した場合、受講経費の一部を支給しま

・児童扶養手当の支給を受けているまた

す。

は同等の所得水準にある

こども家庭課

【対象講座】雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座

こども手当係

【支給額】講座受講経費の 60％（ただし 1 万２千円から 20

934－4827

万円まで）雇用保険法による教育訓練給付金を受
けられる場合はその差額。

□ 高等職業訓練促進給付金★
対象者（以下のすべてを満たす方）

内容

問合せ

・母子家庭の母または父子家庭の父

対象資格を取得するために、１年以上のカリキュラムを養成

・児童扶養手当の支給を受けているまた

機関で修業する場合、修業期間の生活の負担を軽減するため

こども家庭課

給付金を支給します。

こども手当係

【対象資格】１年以上の修業を要する国家資格等

934－4827

は同等の所得水準にある
・対象資格取得のため、養成機関で１年
以上のカリキュラムを修業し、対象資

（例：看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、

格の取得が見込まれる方であること。

作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師

等）

□ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
対象者（以下のすべてを満たす方）

内容

問合せ

★の給付金受給者に対し、次の資金を貸し付けます。
・上記★の受給者
・沼津市内に住民登録をしている方であ
って、修了後１年以内に資格を活かし
て就職し、かつ５年間継続して就業す
る意思のある方

静 岡 県 社会 福 祉協 議 会

○入学準備金：上限 50 万円

054-254-5244

○就職準備金：上限 20 万円

こども家庭課

【返還免除規定】養成機関終了後１年以内に資格を活かして

こども手当係

就職し、かつ５年間継続して就業した場合は貸付金の返還債

934-4827

務が免除されます。

□ 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
対象者（以下のすべてを満たす方）

内容

問合せ

・母子家庭の母または父子家庭の父

対象講座を受講・修了した場合に、その受講経費の一部を以下の

・児童扶養手当の支給を受けているまた

給付金として支給します。

は同等の所得水準にある
・認定試験に合格することが就業のため
に必要であると認められる者
・既に大学入学資格を取得している者で
ない

〇受講修了時給付金（対象講座の受講を修了した場合に支給）

こども家庭課

：講座受講経費の４0％（ただし 4 千円から 10 万円まで）
〇合格時給付金 （上記給付金の支給を受け、２年以内に高卒認
定試験の全科目に合格した場合に支給）

こども手当係
934－4827

：講座受講経費の２0％（ただし、受講修了時給付金との合計
支給額の上限は 15 万円）

その他（沼津市ひとり親会）
対象者
沼津市内に住むひとり親家庭の
お父さん・お母さん

内容

問合せ

会員同士が交流を深め生活の向上を図る会です。定期的に親

こども家庭課 こども手当係

睦を深める行事を行っています。

934-4827

