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　Information - 子育て支援情報

手当名 受給対象者 支給額（月額）

児童手当 中学校修了前の児童の保護者

3 歳未満　　　　 　　　15,000 円
3 歳以上小学校修了前 　10,000 円（第 3 子以降は 15,000 円）
中学生　　　　　　　 　10,000 円
※ 保護者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として子ども

1 人につき一律 5,000 円

児童扶養手当 父子・母子家庭で、18 歳未
満の児童の保護者 9,910 円～ 42,000 円（所得状況等による）

※児童手当の受給者は毎年 6 月中に、現況届を提出する必要があります。
※児童扶養手当の受給者は毎年 8 月中に、現況届を提出する必要があります。

各種手当・年金
次に該当する児童の保護者には、各種手当・年金が支給されます

各 種 相 談・教 室（９月）

※会場の「高梁保健センター」は新しい市役所の２階です。

◎乳児健康診査
　平成 26 年 12 月・平成 27 年５月生まれ

９月９日（水） 13:00～13:30（受付） 高梁保健センター

内容…  身体計測、内科診察、育児相談、歯科相談、離乳
食相談

◎ 1. ６歳児健康診査
　平成 26 年２月～３月生まれ

９月16日（水） 13:00～13:30（受付） 高梁保健センター

　平成 25 年 12 月～平成 26 年２月生まれ

９月30日（水） 13:00～13:30（受付） 成羽健康管理センター

内容…  身体計測、内科診察、歯科診察、むし歯の予測テ
スト、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談

◎２．６歳児健康診査
　平成 25 年２月～３月生まれ

９月３日（木） 13:00 ～ 13:30（受付） 高梁保健センター

内容… 身体計測、内科診察、歯科診察、育児相談、栄養
相談、歯科相談、心理相談

◎育児・プレママ相談 （０歳～就学前の幼児、妊婦）

９月11日（金） 10:00 ～ 11:00（受付） 有漢保健センター

９月17日（木） 9:45 ～ 10:00（受付） 川上児童館

９月17日（木） 10:00 ～ 10:30（受付） 成羽健康管理センター

９月25日（金） 10:00 ～ 11:00（受付） 高梁保健センター

内　容… 保健相談、栄養相談、ミニ講話など
持参品… 母子健康手帳

◎親子ふれあい広場 （おおむね１歳～就学前の幼児）

９月11日（金） 10:30 ～ 12:00 有漢保健センター

◎ちびっこ広場 （おおむね１歳～就学前の幼児）

９月17日（木） 10:00 ～ 11:30 成羽健康管理センター

◎あそびの広場 （おおむね１歳～就学前の幼児）

９月17日（木） 10:00 ～ 12:00 川上児童館

問 健康づくり課母子保健係 ☎ 21- ０２２８

◎母子相談
　月・火・木・金　  9:00 ～ 16:00　  こども未来課相談室

◎家庭児童相談
　月・火・水・金　  9:00 ～ 16:00　  こども未来課相談室

問 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

ゆう・ゆうひろば（９月）
◆場所…子育て支援センター（順正高等看護福祉専門学校２号棟）

◎サロン　月～金曜日（祝日を除く）　10:00 ～ 16:00

◎教育相談
　月～金　  9:00 ～ 17:00　  教育委員会相談室

◎思春期（ひきこもり）相談 （要予約）

９月15日（火） 13:30～15:30（受付） 備北保健所

問 備北保健所備北保健課　☎ 21‐２８３６

◎子どもの心とからだの総合相談 （要予約）

９月10日（木） 13:00 ～ 15:00（受付） 備北保健所

◎病態栄養相談 （要予約）
９月10日（木） 10:00 ～ 11:00（受付） 備北保健所

問 （予約先） 備北保健所備北保健課 ☎ 21-２８３５

◎ゆう・ゆうタイム
９月11日（金）「長寿園慰問」
10:00 ～ 11:30 （要予約）
※この日のサロンは
　13:00 ～ 16:00 です

◎さてらいとひろば“ゆうゆう”　10:00～11:30

９月 16 日（水） 高梁市文化交流館

◎家庭相談日　９月 ４ 日（金）　10:00 ～ 16:00
　　　　　　　９月 16 日（水）　10:00 ～ 16:00
　保育士への相談やファミリーサポート事業の申し込み等は
午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受け付けています。

問 子育て支援センター ☎ 22-２４５０
　 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

◎赤ちゃんタイム
９月４日（金）
９月 18 日（金）
10:00 ～ 11:30 

問 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

年金名 受給対象者 年金額（年額）

遺児年金
次に該当する中学生以下の児童の保護者

（１）両親を亡くした児童
（２）両親の一方を亡くした児童

児童 1 人につき
（１）36,800 円
（２）24,300 円

　次に該当する在宅の重度障害児（者）には、各種手当・年金が支給されます。
手当名 受給対象者 支給額（月額）

特別児童扶養手当 20 歳未満の精神、知的、または身体に重度あるいは中程度の障害のある児童の生
活の面倒を見ている人

1 級　51,100 円
2 級　34,030 円

障害児福祉手当 20 歳未満で、精神、知的、または身体に重度の障害があり、日常生活において常
時特別の介護が必要な在宅の児童 14,480 円

特別障害者手当 20 歳以上で、著しく重度の障害が重複する等、日常生活において常時特別の介護
が必要な在宅の重度障害者 26,620 円

※各種手当の受給者は９月１０日（木）までに、所得状況届を提出する必要があります。

問 福祉課障害福祉係 ☎ 21- ０２８４

年金名 対象児童 年金額（年額）

心身障害児童年金

20 歳未満で下記に該当する人の保護者。ただし、障害児福祉手当を受給中の場合
は対象となりません。

（１）身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A 級もしくは精神保健福祉手帳１級を交
付されている人、または特別児童扶養手当１級の認定を受けた人。

（２）身体障害者手帳３級、療育手帳 B 級（中度）もしくは精神保健福祉手帳２級
を交付されている人、特別児童扶養手当２級の認定を受けた人。

（１）73,500 円

（２）36,800 円

障害児（者 )・児童のための手当・年金を支給しています

吉備プレーパーク（９月）
吉備プレーパークは、子どもたちのための冒険遊び場！
申し込み・予約は不要です。

９月 27 日（日） 10：00 ～ 16：00　「弓矢をつくろう」

◆場所…第２子ども広場（来場の際、受付にお寄りください）
　　　　吉備国際大学１３号館横（奥万田第３駐車場奥）

問  吉備国際大学心理学部子ども発達教育学科 ☎ 22-９４１３／
こども未来課支援係 ☎ 21-０２８８

子育て応援ドラマの出演者募集！
　 市は、子育て施策を分かりやすくお伝

えする「子育て応援ドラマ」を制作し
ます。そこで、ドラマの出演者を募集
します。

　「我こそは」と思う市民の皆さんの応募をお待ちしています。
◆ 募集人員…10 人程度
　（市内在住でおおむね 20 代から 40 代の人）
※ 役柄は、夫婦役（主人公）、学生役、老夫婦役など。応募者多

数の場合は、オーディション（９月下旬予定）により決定しま
す。なお、出演は無償のボランティアとなります。

◆募集期間…８月 17 日（月）～９月 11 日（金）
◆ 申込先…応募申込書に必要事項を記入の上、こ

ども未来課、各地域局、各地域市民センターへ
提出してください。

※ 応募申込書は、こども未来課、各地域局、各地
域市民センターに備えているほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。

◆ 撮影日（期間）…10 月１日（木）～ 12 月 31 日（木）
のうち、１～ 10 日間程度（出演者の都合に合
わせる）

問 こども未来課 ☎ 21- ０２８８


