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妊娠～出産
問健康づくり課 ☎57-2233

　  君津市子育て世代包括支援センター
　  すこやか親子サポート「つみき」

問すこやか親子サポート「つみき」 相談専用ダイヤル
☎0439-57-0120

妊娠期から子育て期（概ね就学前）にわたる相談窓口です。
助産師、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士などの専
門職がチームとなり、関係機関と連携して、みなさまの子育
てを応援します。お気軽にご相談ください。

 母子健康手帳の交付
医療機関又は助産所で妊娠の診断を受けた方は、健康づく
り課（君津市保健福祉センター1階）に妊娠届出書を提出し、母
子健康手帳の交付を受けましょう。安心して妊娠期を過ごし、
出産・育児の準備ができるよう、助産師等が妊婦（ご本人）と
面接し、相談及び母子保健サービスのご案内や個々にあわせ
た「子育てマイプラン」を作成しますので、原則、ご本人がお
越しください。夫など家族の届出や、各行政センターでも母
子健康手帳の交付はできますが、その場合、助産師等との面
接は別日となります。母子健康手帳交付時には、妊婦・乳児
健康診査費用の一部を助成する受診票もお渡しします。妊娠
がわかったら、早めに届出をしましょう。

 母子手帳アプリ
妊娠期から子育て期の日々の記録や大切な思い出の保存、予

防接種のスケジュール管理など紙の母子健康手帳と一緒に使
えて、便利な機能が満載の子育てを応援するスマートフォン向
けアプリです。母子保健サービスや事業案内も配信されます。
ぜひご登録ください。

 妊婦健康診査
県内の医療機関において、母子健康手帳と一緒に交付され
る受診票（母子健康手帳別冊）により、１４回分の妊婦健診費
用の一部が助成されます。妊娠中の経過を確認し、安心で安
全な出産を迎えるため、定期的に妊婦健康診査を受けましょ
う。県外の医療機関・助産所での利用を希望される方は事前
に健康づくり課までお問い合わせください。

 マタニティクラス（要予約）
妊婦さんのためのクラスです。快適なマタニティライフ、妊
娠中のからだの管理、出産、子育て、母乳育児について一緒
に学びましょう。お友だちづくりのためにもぜひご参加くだ
さい。日程などは広報やホームページなどでお知らせします。

 パパママクラス（要予約）
これから出産を迎えるお母さんとお父さんのためのクラスで
す。赤ちゃんのお風呂や着替え、抱っこの育児実習、お父さ
んの妊婦体験など、ご夫婦で参加し、一緒に楽しく学びましょ
う。日程などは広報やホームページなどでお知らせします。

 特定不妊治療費等助成事業
医療保険の対象外で高額な治療費を要する特定不妊治療費

（体外受精・顕微受精）、及び男性不妊検査について、医療費
の一部を助成します。
※助成決定には条件があります。詳細はホームページにてご確認ください。

子育て
 新生児・乳児・産婦訪問
君津市では赤ちゃんが生まれたら、生後０～３か月頃に赤ちゃ

んとそのお母さん全員を対象に助産師又は保健師がご自宅を訪
問し、赤ちゃんの健康状態の確認や産後のお母さんの体調、育
児についての相談をお受けしています。予防接種や市のサービ
スの説明も行っておりますのでご出産後、母子健康手帳の別冊
にある「出生通知書（はがき）」を早めにお出しください。

 母乳相談
授乳に関する相談や母乳の悩み、乳房の自己管理方法のお
手伝いを助産師が行っています。まずは、お気軽にお電話く
ださい。赤ちゃんと一緒にゆったり過ごせる「つみきルーム」
でお待ちしています。

 産後ケア事業
生後５か月未満の乳児とそのお母さんで、家族等からの育
児支援が受けられない方、又はお母さんの心身の不調や育児
等に不安がある方を対象に、宿泊や日帰りで、助産師等の専
門家のケアを受けられるサービスです。利用をお考えの方は、
健康づくり課にご相談ください。

 赤ちゃん育児相談
１か月健診後から2歳頃までのお子さんを対象に、身体計
測・発育や育児に関する相談を、保健師・助産師・栄養士・
歯科衛生士が個別にお受けしています。仲間づくりや情報交
換の場としても活用できますので、お気軽にお越しください。
日程は、広報やホームページなどでお知らせします。

 こどもの発達相談（要予約）
子どもの精神面・運動面・情緒の発達などに関する心配に、

母子モ （ぼしも）で検索！
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B
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たびだちの村・君津 御中

福祉 エリアマップ13図 A‐1
社会福祉法人

章佑会 千葉事業部
あらゆる人に生きる夢と勇気と希望を提供する
■君津市尾車635-1
■TEL:0439-32-2372 ■FAX:0439-32-2582
■URL:https://www.yasuragi1977.jp/facilities-disability/kimitsu/
■E-mail:info@tabidachi.or.jp あり

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
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①修正なし（校了）
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君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

174
067

エフォート 御中

教育・学習塾 エリアマップ1図 B‐2
小中高一貫指導 進学予備校

エフォート
君津駅から徒歩3分。小中高一貫指導の進学予備校です。
徹底的な合格主義で徹底フォローさせて頂きます。
■千葉県君津市東坂田2-9-4
■TEL:0439-50-8633 ■営業時間／14時～21時
■定休日／木曜日
■URL:http://www.effort-goukaku.com

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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専門の相談員と保健師が個別に応じます。ご相談のある方は
お問い合わせください。

 食事と歯の集団教室（予約制）
日程は、広報やホームページなどでお知らせします。

▶乳児期
離乳食開始前の生後4～6か月頃のお子さんがいる保護者
を対象に、初めての歯磨き、離乳食の開始と進め方について、
歯科衛生士、栄養士がお話します。
▶幼児期
離乳食がほぼ完了している13～18か月頃のお子さんがい
る保護者を対象に、歯の手入れの仕方、幼児食への移行につ
いて、歯科衛生士、栄養士がお話します。

 乳児健康診査
県内の医療機関において、母子健康手帳と一緒に交付され

る受診票（母子健康手帳別冊）により、生後３～６か月と９～
１１か月に各１回、乳児健診費用の一部が助成されます。お
子さんの健やかな成長のため、乳児健康診査を受けましょう。
県外の医療機関での利用を希望される方は事前に健康づくり
課までお問い合わせください。

 １歳６か月児健康診査
１歳６～８か月頃のお子さんを対象に、健康診査(集団)を
行います。対象時期に、問診票などを郵送します。

 ３歳児健康診査
３歳４～７か月頃のお子さんを対象に、健康診査（集団）を
行います。対象時期に、問診票などを郵送します。

親と子の福祉

問保育課 ☎56-1184

 保育園等
保護者が就労や出産、疾病、災害、病人の介護等のため、

「保育の必要性」があり、認定を受けた生後2か月又は10か月
から就学前までのお子さんを預かります。
●開園時間
午前7時～午後7時（日曜日・祝日（振替休日を含む）・年末
年始は休み）
　※�南子安保育園は午後8時まで（土曜日は除く）
●保育標準時間　午前7時～午後6時
●保育短時間　午前8時30分～午後4時30分
※�それぞれの時間帯を超えて利用する保育は時間外となり、

有料となります（詳細はお問い合わせください）。
※�民間の保育園等で実施する時間外保育は施設により異なり
ます。日曜日・祝日（振替休日を含む）・年末年始は休み。

●保育料
扶養義務者の市民税などの課税状況により、保育料基準額表

に基づいて決められます。
●入園方法
入園は､ 随時受け付けていますが､ ４月から入園を希望す
るお子さんの受け付けは、10月ごろ広報又はホームページで
お知らせします。

 認定こども園
就学前のお子さんに幼児教育（幼稚園機能）と保育（保育園機

能）を一体的に行い、地域の子育て支援も行う施設です。
認定こども園（幼稚園枠）の入園については随時受け付けてい

ますが、４月から入園を希望するお子さんの受け付けは、10月
ごろ広報又はホームページでお知らせします。

 地域子育て支援センター　問子育て支援課 ☎56-1128 
在宅子育て支援の充実を図るため、地域子育て支援センター
を拠点として、妊娠から出産、乳幼児期の切れ目のない支援
を行っています。
●役割・機能
①遊びと交流の広場の提供
妊婦、0歳～就学前のお子さんとその保護者（祖父母を含む）

を対象に、自由に遊べ、交流できる場を提供するとともに、子育
てアドバイザー（保育士）などの専門スタッフが相談に応じます。
②子育てしやすいまちづくり
子育て家庭を地域ぐるみでサポートし､ 安心して子育て･
子育ちできる地域づくりを目指します。
先輩ママや妊婦同士の交流を図り､妊娠･出産･子育てに関
する疑問や心配についてヒントがもらえます。
■地域子育て支援センター

センター名 地図座標 電話番号 日時
子育て支援セン
ター ⑥D-1 57-6039 火～日午前９時～午後５時

はっぴー
（君津保育園内） ①D-3 57-0728

月～金
午前９時３０分～
午後３時３０分

ちきんえっぐ
(宮下どろんこ
 保育園内)

⑨A-3 32-1261
月～金
午前１０時～
午後４時

コアラルーム
（小櫃保育園内） ⑫A-2 35-4503 月・水・金午前９時～午後３時

小糸プレイルーム ⑪B-4 32-2184 小糸公民館開館日午前９時～午後５時
※祝日・年末年始を除く。
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困難事例は何でも
ご相談ください。

●障害児（成人）者　●末期がん患者　●吸引・経管栄養が必要な方

訪問看護ステーションきづな　訪問介護ステーション絆
介護障害福祉の共生型サービス提供
シェアードホーム運営

木更津市江川523－2

安心ハウス絆・木更津壱号館・弐号館
有限会社 安心の絆

0438-53-8747☎

まちの相談室
まちの保健室
24時間
365日

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

君津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
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045

有限会社安心の絆 御中 初校原稿
君津市暮らしの便利帳

2021年1月28日
8FK231H0B
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 保育園等の園庭開放
公立保育園等では園庭を開放しています。対象は、妊婦、
0歳～就学前のお子さんとその保護者です。詳しくは各保育
園等にお問い合わせください。

 保育園等での一時預かり
保育園等に通っていないお子さんの保護者で､ 急な傷病･
入院､ 災害･事故､ 育児などに伴う心理的･肉体的負担の解
消などのため､ また､ 短時間勤務、職業訓練、就学などによ
り､ 緊急、一時的に家庭における育児が困難となった場合に
利用できる制度です。下記施設で実施しています。
●対象　満10か月以上就学前までの健康なお子さん
●申込み　下記実施施設に事前に直接申込み
●実施施設
人見こども園、中保育園、かずさあけぼの保育園、宮下ど
ろんこ保育園
●利用時間
▶人見こども園、中保育園、かずさあけぼの保育園
月～金曜日　午前8時30分～午後5時

▶宮下どろんこ保育園
月～土曜日　午前7時～午後8時
なお日曜日・祝日（振替休日を含む）・年末年始はお休みで
す。定員に限りがあります。利用の際は、各園で事前登録等
が必要です。園の行事などにより預かれない場合もあります
ので、利用の際は必ず事前にご確認ください。
●利用料金
園により料金設定が異なりますので、直接ご確認ください。

 病児・病後児保育
　市内在住の生後６か月から小学６年生までのお子さんが病
気になり、保護者が仕事などの理由により日中の保育ができ
ないときに、一時的に預かります。
●対象　病気の急性期を過ぎて医師が利用可能と判断した児童
●保育時間 
　月～金曜日�午前８時～午後６時
　土曜日�　　午前８時～午後3時
　※祝日・年末年始はお休みです。
●費用　最初の5時間まで1,500円、以降１時間ごとに300円
●施設　君津山の手病院　 マップ⑥E-3
　　　　外箕輪4-1-5　☎︎29-6969
● 事前登録
事前に「君津市病児・病後児保育事業利用登録票」を施設ま
たは保育課へ提出してください。
● 利用方法
主治医に相談のうえ、利用日の前日までに施設に連絡

 学童保育 問子育て支援課 

●対象
就労等の理由により保護者が昼間家庭にいない世帯の小学
校に就学しているお子さん
●開所時間　開所時間、保育料は各施設にお問い合わせください。
●申込み　各放課後児童クラブまで

 こども家庭相談室 問子育て支援課 ☎56-1616 

お子さんと家庭の問題について、保健師・社会福祉士・子育
て支援推進員・家庭相談員等が相談に応じます。（48ページ）

 子育て短期支援事業 問こども家庭相談室 

保護者の疾病その他の理由により、家庭で一時的に困難
になった場合にお子さんをお預かりする短期入所生活援助
（ショートステイ）事業と夜間養護等（トワイライトステイ）事
業をご利用いただけます。
なお、お子さんやその周囲の方が感染症にかかっていると
き等はご利用できません。
●対象
満2歳以上小学生以下の児童等又は緊急一時的に保護が必
要な母子
●内容
▶短期入所生活援助（ショートステイ）事業
　お子さんを宿泊させる場合で、原則6泊7日まで
▶夜間養護等（トワイライトステイ）事業
平日の夜間又は休日にお子さんを預ける場合（宿泊は伴わない）
平日　午後5時から午後10時まで
休日　午前8時30分から午後5時まで

▶定員　両事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
　　　　あわせて1世帯（3人まで）
●利用料
■短期入所生活援助（ショートステイ）事業

年齢区分
負担額（１人１泊あたり）

生活保護
世帯

市町村民税
非課税世帯 その他の世帯

慢性疾患児 ０円 １，１００円 ４，９００円
その他の児童等 ０円 １，０００円 ２，３００円
緊急一時保護の母親 ０円 ３００円 ７００円

■夜間養護等（トワイライトステイ）事業

利用区分
負担額（１人１回当たり）

生活保護
世帯

市町村民税
非課税世帯 その他の世帯

夜間 ０円 ４００円 ９００円
休日 ０円 ４００円 １，３００円
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B
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たびだちの村・君津 御中

福祉 エリアマップ13図 A‐1
社会福祉法人

章佑会 千葉事業部
あらゆる人に生きる夢と勇気と希望を提供する
■君津市尾車635-1
■TEL:0439-32-2372 ■FAX:0439-32-2582
■URL:https://www.yasuragi1977.jp/facilities-disability/kimitsu/
■E-mail:info@tabidachi.or.jp あり

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B
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エフォート 御中

教育・学習塾 エリアマップ1図 B‐2
小中高一貫指導 進学予備校

エフォート
君津駅から徒歩3分。小中高一貫指導の進学予備校です。
徹底的な合格主義で徹底フォローさせて頂きます。
■千葉県君津市東坂田2-9-4
■TEL:0439-50-8633 ■営業時間／14時～21時
■定休日／木曜日
■URL:http://www.effort-goukaku.com

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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●対象施設
▶児童養護施設　はぐくみの杜君津
糠田64　 マップ⑪B-4
▶自立援助ホーム　人力舎君津
西坂田2-14-11　 マップ②E-4

●申込み
こども家庭相談室まで、お電話でお問い合わせください。
施設の予約状況等を確認のうえ、手続きをご案内します。

 ファミリー・サポート・センター
問こども家庭相談室  

仕事やさまざまな事情で子育てを手伝って欲しい人と子育
ての手伝いをしたい人が、それぞれ「利用会員」・「協力会員」に
なり、会員同士で子育てを支援する相互援助活動を行います。
●住所
　久保3-1-1　君津市保健福祉センターふれあい館２階
　 マップ①E-4 �☎︎57-2252
　※本事業は、社会福祉法人君津市社会福祉協議会に運営
　　委託しています
●開所時間　月～金曜日午前6時から午後10時まで
　　　　　　（宿泊はできません）
●対象　生後６か月から小学６年生までの児童の保護者
（市内在住・在勤者）
①保育園や学校などの時間外の預かり
②保育施設等への送迎
③�通院、冠婚葬祭、学校行事への参加、就職活動の時の預かり
④リフレッシュしたいときの預かり
※預かる場所は、原則として協力会員の自宅です。
※子どもが病気のときは預かれません。
●謝礼等
利用会員は協力会員に1時間あたり500円の謝礼を支払います。

●登録　直接お問い合わせください。

 児童手当 問子育て支援課 ☎56-1128 

中学３年生までのお子さんを養育している保護者に対して、
児童手当法に基づき３歳未満の児童は一律1万5,000円、3
歳以上小学校修了前の児童については第１子・第２子月額1
万円、第３子以降月額1万5,000円、中学生一律1万円を支
給する国の制度です。ただし、所得制限以上の保護者につい
ては児童一人につき月額5,000円の支給となります（所得制
限額の目安として扶養家族３人で年収960万円です）。
●対象（資格）
中学３年生までのお子さんを養育している保護者（世帯の生
計を維持している人）
●申し込み
子育て支援課、各行政センターに用意してある｢児童手当認

定請求書｣を提出してください。出生・前市区町村の転出予定
日・その他変更等の日付の翌日より15日以内に申し込み手
続きをしてください（遅れると支給されない月が発生する場合
があります）。
※公務員は勤務先で申請してください。
●必要なもの（申し込み時にそろえられなくても可）
請求者の健康保険証のコピー（国民年金又は年金未加入の人
は不要です）※国民健康保険組合（全国土木を除く）で厚生年金
に加入している人は、年金加入証明書が必要。印章（はんこ）、
請求者の金融機関口座のわかるもの、請求者及び配偶者のマ
イナンバーがわかるもの及び本人確認書類（運転免許証など）
その他、世帯の状況により、別途書類の提出をお願いするこ
とがあります。

 子だから祝金支給制度 問子育て支援課 

市民の第3子以上の出産を奨励祝福し、次代を担う子ども
の健全育成のため子だから祝金を支給しています。詳しくは
お問い合わせください。

 子ども医療費助成 問子育て支援課 

中学校３年生までのお子さんについて、保険診療分の医療
費の一部（又は全部）を助成します。
●助成内容
0歳～中学校3年生の入院・通院・調剤に係る医療費。

●自己負担　無料
●助成の受け方
県内の医療機関では健康保険証と受給券を提示して受診し
ます。県外などで健康保険証のみで受診した場合は助成金の
申請が必要となります。
●必要な手続き
申請に必要なものをそろえて子育て支援課、各行政センター
へ。郵送も受け付けます。
▶受給券申請　出生・転入から１か月以内に受給券の申請を
してください（1か月を経過した場合、助成対象は申請日から
となります）。
▶助成金申請　医療費の支払いをした日の翌日から２年以内
に申請をしてください。
●必要書類
▶受給券申請　印章（はんこ）、子ども医療費助成申請書、お
子さんの健康保険証の写し（君津市国民健康保険の場合は不
要）、保護者及びお子さんのマイナンバーがわかるもの、本人
確認書類（運転免許証など）。転入時期に応じた（市町村民税所
得課税証明書）の提出をお願いする場合があります。
※お子さんの健康保険証の写しは後日提出でも可。
▶助成金申請　君津市子ども医療費助成金給付申請書、領収
証、銀行口座の分かるもの。
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困難事例は何でも
ご相談ください。

●障害児（成人）者　●末期がん患者　●吸引・経管栄養が必要な方

訪問看護ステーションきづな　訪問介護ステーション絆
介護障害福祉の共生型サービス提供
シェアードホーム運営

木更津市江川523－2

安心ハウス絆・木更津壱号館・弐号館
有限会社 安心の絆

0438-53-8747☎

まちの相談室
まちの保健室
24時間
365日

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

君津市暮らしの便利帳 043－261－7714
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校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：
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有限会社安心の絆 御中 初校原稿
君津市暮らしの便利帳

2021年1月28日
8FK231H0B
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 児童扶養手当 問子育て支援課 ☎56-1128 

父又は母がいない家庭（離婚、死別、未婚、父又は母が一定
の状態の障害があるなど）でお子さんを養育する親などに手当
を支給する国の制度です。
児童扶養手当額は、受給者本人の所得により変動します。た

だし受給者本人及び同居の親族等の所得額による制限がありま
す。受給要件や申請方法など詳しくはお問い合わせください。
●対象（資格）
18歳に達した最初の年度末（児童に一定の障害がある場合
は20歳未満）までのお子さんを養育する父又は母がいない家
庭の親など。
●申し込み　必要書類をそろえて子育て支援課へ。
●必要書類
児童扶養手当認定請求書､ 戸籍謄本（親､ 児童分）、本人及
び同居親族のマイナンバーがわかるもの、本人確認書類（運転
免許証など）。その他父子・母子家庭となった事由により必要
な書類があります。

 ひとり親家庭等医療費助成 問子育て支援課 

ひとり親家庭などの保護者及びお子さんが医療機関で受診
した保険診療分の医療費を助成する制度です。認定者には受
給券を交付します。
●助成後の自己負担額
通院：一医療機関1回あたり300円
入院：入院費（入院時食事療養費標準負担額及び入院時生活
　　　療養費標準負担額を含む）1日当たり300円
調剤：なし（無料）
※ただし、市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課
　税世帯はすべて無料。
●対象（資格）
18歳（一定の障害がある場合は20歳未満）までのお子さん
を養育するひとり親家庭の保護者及びお子さん。ただし、児
童扶養手当に準じた所得制限があります。
●申し込み
子育て支援課に申請してください。必要書類など詳しくは
お問い合わせください。

 ひとり親家庭住宅手当 問子育て支援課 

ひとり親家庭における住生活の安定及び向上を図るとともにひ
とり親家庭の福祉の増進に寄与することを目的に住宅手当を支給
します。受給要件や申請方法など詳しくはお問い合わせください。

 ひとり親家庭自立支援給付金 問子育て支援課 

●自立支援教育訓練給付金
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座を受講するひと

り親家庭の父又は母に対し、受講料の一部を支給します。
▶対象　次の①～③をすべて満たす人
①20歳未満の子を養育している
②児童扶養手当受給中か同様の所得水準にある
③過去に本給付金を受給していない
▶支給額　受講料の60%に相当する額（上限額20万円､受講
料が1万2,000円以下の場合は対象外）
　受講前に子育て支援課にご相談ください。
●高等職業訓練促進給付金
1年以上の養成機関で修業し、資格取得が見込まれるひと
り親家庭の父又は母を対象に生活費の負担を軽減するため給
付金を支給します。
▶対象　次の①～④をすべて満たす人
①20歳未満の子を養育している
②児童扶養手当受給中か同様の所得水準にある
③仕事又は育児と修業の両立が困難
④過去に本給付金を受給していない
▶対象資格　看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、作業
療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製
菓衛生師、調理師、その他市長が認める資格
▶支給内容　修業する期間（上限36か月）。4年課程が必須と
なる資格は48か月。課税状況により、月額7万500円、又
は月額10万円

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付 

問こども家庭相談室 ☎56-1616  
母子、父子家庭の親、寡婦が事業を始めたり、子どもが高
校、大学に就学（在学中を含む）したりする場合など、これら
に要する費用を貸付けます。
●種類
事業開始資金、修学資金、技能習得資金、就職支度資金、
医療介護資金、生活資金、就学支度資金、修業資金、住宅資
金など県が実施する事業です。
貸付には条件がありますので、お問い合わせください。

 私立幼稚園無償化 問保育課 ☎56-1184 

入園料・保育料が無償になります。無償化には上限があります。
●対象
私立幼稚園等に在園している満３歳児から５歳児までの市
内在住の園児の保護者
●申請
申請書類は、各幼稚園から配布されますので、各幼稚園を
通じて申請してください。市外の幼稚園に通っている場合も
対象となりますので、申請書類の配布がない場合は、在園す
る幼稚園へお問い合わせください。
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
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AD H30mm×W90mm ※広告が入ります
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187

学校教育
 小・中学校への入学 問学校教育課 ☎56-1421  
毎年１月下旬に入学通知書を送ります。通知書が届かない
場合は学校教育課へお問い合わせください。
●小学校入学前の健康診断
毎年９月ごろ、翌年小学校に入学するお子さんのいる家庭に、

学校教育課から就学時健康診断通知書を送ります。必要事項を
記入し、指定の日に指定された小学校で受診してください。

 小・中学校の転校手続き 問学校教育課 
●転入
住民票の転入届を出すと転入学通知書が交付されて、通学す

る学校が指定されます。転入学通知書・前学校の在学証明書・
教科書給与証明書を持って、指定された学校へ行ってください。
●市内転居
市内転居でも学校が変わることがあります。事前に教育委員会
へ問い合わせ、確認をしてください。学校が変わる場合は、住民
票の転居届を出した後に、転入と同様の手続きをしてください。
●転出
学校から関係書類をもらって転出先へ行ってください。書
類作成には時間がかかることもありますので、早めに学校へ
依頼してください。また、市区町村によって転入学手続は多
少異なりますので、転出先の教育委員会に確認してください。

 就学援助 問学校教育課  
経済的な理由で小・中学校への就学が困難なお子さんが安
心して教育を受けられるように、給食費・学用品費などを支
給しています。また、むし歯・中耳炎などの治療に、医療券
を交付しています。詳しくは、学校又は学校教育課へお問い
合わせください。

 特別支援教育就学奨励費 問学校教育課 
就学に際しての経済的負担を軽くするために補助する制度
です。対象は公立の小・中学校の特別支援学級に就学してい
るお子さんと、普通学級に在籍していて、学校教育法施行令
第22条の3に規定する障害の程度に該当するお子さんです。
詳しくは学校又は学校教育課へお問い合わせください。

 君津市適応指導教室（きみつメイト）

問教育センター ☎56-1618
君津市適応指導教室「きみつメイト」は、様々な理由で学校
へ行けない小中学生を対象に、通所による支援を行います。
不登校の悩みを持つ保護者からの相談にも応じます。
●住所　糠田103-1　 マップ⑪B-4
●開所時間　月～金曜日（祝日を除く）　午前9時～午後3時

 まちづくり ふれあい講座  

問生涯学習文化課 ☎56-1418
皆さんの学習会などへ市の職員が講師として出向き、市の
事業や施策などをご紹介します。
●講座内容
暮らしと安全、健康と福祉と環境、教育と文化とスポーツ、

まちづくりと市政など、さまざまな分野の講座があります。詳
しくは市役所生涯学習文化課、公民館、行政センターに設置の
パンフレット又は市ホームページをご覧ください。
●対象
市内在住・在勤・在学の方で、10人以上の団体・集まり。
個別相談や、営利・宗教活動など、講座の趣旨に合わないと
考えられる場合はお受けできない場合もあります。
●開催時間
平日・土曜・日曜の午前10時～午後9時までの2時間以内

●開催場所
市内に限ります。会場の手配や当日の進行などは、申込者

でお願いします。
●受講料
無料です。

●申し込み
希望日の20日前までに生涯学習文化課に申込書持参、又は郵
送してください。申込書は生涯学習文化課、公民館、行政セン
ターにあります。(市ホームページでもダウンロード可能です)

 地区文化祭 問生涯学習文化課・公民館 

10月～11月にかけて、市内各公民館で市民の皆さんが日
頃の学習成果を発表します。また、地域の特色あふれる特別
企画などを実施します。開催日時は9月～10月ごろにお知ら
せします。
●主な催し物
地域サークル等による伝統・芸能・文化・音楽に関する発
表、美術品・手工芸品の展示、活動紹介、参加体験活動、交流
活動、公民館主催事業の発表・展示、地域団体・学校等によ
る作品展示・発表、地域・時事テーマに沿った特別企画など

子
育
て
・
教
育生涯学習
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有限会社北斗設備工業 御中

管工事・水道施設工事 エリアマップ6図 D‐3
水漏れ、排水の詰まり修理の相談は是非当社へ

（有）北斗設備工業
給排水工事 衛生設備工事 浄化槽工事 水廻りのリフォーム
介護用リフォーム エコ給湯器取付 家庭用火災報知器取付
■君津市杢師3-16-24 ■TEL:0439-55-0274
千葉県知事許可 第026627号
かずさ水道広域連合企業団指定水道工事店
君津富津広域下水道・木更津市・袖ケ浦市下水道指定工事店

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B

188
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有限会社君津清掃社 御中

清掃業 エリアマップ1図 C‐4
浄化槽は生き物、保守点検が必要です

有限会社君津清掃社
●浄化槽の保守点検、清掃、水質分析●排水管の閉塞修
理（詰まり直し）●高圧洗浄●飲料水貯水槽の清掃
■君津市中野1-26-34
■ 0120-52-5129 ■FAX:0439-55-4586
■URL:http://kimisei.co.jp/

あり

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳
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