富山県内各市町村の子育て支援情報
■保育料軽減等
市町村

区分
第３子以降無料（所得制限あり）、兄弟同時入所による軽減あり。

こども支援課

076-443-2165

産後ケア

産後4か月までのお母さんとお子さんを対象にデイケアや宿泊、教室を実施

富山市まちなか総合ケアセンター 産後ケ
ア応援室

076-461-3541

その他

【病児等の保育看護】
病児・病後児を保育士等が保育看護、
体調不良児を保護者に代わってお迎えに行く

富山市まちなか総合ケアセンター 病児保
076-461-4801
育室

出産祝い
育児相談

【富山市ベイビーボックスプレゼント事業】
平成３０年４月１日以降に出生されたお子さんに、育児用品を詰め合わせたベイビーボックスを平成３ こども育成健康課
０年８月から保健福祉センターでプレゼント

076-443-2248

出産祝い

【ウェルカムベイビーおむつ事業】
第３子以降に誕生した赤ちゃんに対し紙おむつ１ヶ月分を支給。

こども福祉課

076-443-2055

保育料軽減

第３子以降無料（所得制度あり）、兄弟同時入所による軽減あり。

子ども・子育て課

0766-20-1377

情報提供

子育て支援Webサイトやアプリ、子育て支援ガイドブックによる子育て情報の提供

子ども・子育て課

0766-20-1376

産後ケア

産後３か月未満の産婦及び乳児で、産婦の体調不良や育児不安が強く、家族から十分な援助が受
けられない方のためにデイケア・訪問ケアを実施

健康増進課

0766-20-1344

保育料軽減

・第３子以降の保育料無料
・年収約360万円未満世帯の「第２子」及び「ひとり親家庭等世帯」の保育料無料

子育て支援課

0766-51-6629

情報提供

子育て支援サイトやアプリ、情報誌、メールマガジン等による子育て情報の提供

子育て支援課

0766-51-6629

保育料軽減

第３子以降無料 同時入所の第２子保育料を無料化（所得制限なし）

こども課 保育係

0765-23-1079

情報提供

魚津市子育て応援サイトや子育て応援アプリ「育ナビうおづ」による子育ての情報提供

こども課 子育て支援係

0765-23-1006

フッ素塗布

１歳６か月児健診時に申込みした方対象 １歳６か月、２歳、２歳６か月、３歳の半年毎に計４回実施

健康センター 母子保健係

0765-24-3999

保育料軽減

・１歳以上児の第２子の保育料無料
・第３子以降の保育料無料
・年収約360万円未満世帯の「第２子」及び「ひとり親家庭等世帯」の保育料無料

子育て支援課

0766-74-8116

出産祝い

第１子に５万円分、第２子に１０万円分、第３子以降に２０万円分の
地域商品券を支給

子育て支援課

0766-74-8116

その他

【ブックスタート】
出生児に絵本を配布し、読み聞かせを実践。

地域子育てセンター

0766-74-8453

保育料軽減

第２子以降の保育料無料

子ども課

076-475-2111
（内線322）

出産支援

【マタニティママ応援事業】
・妊娠１６週を迎えた妊婦に対し胎児1人につき１万円支給
・妊婦に対する相談支援

市民健康センター

076-475-8011

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
満１歳から中学校３年生までのインフルエンザ予防接種費用の一部助成

子ども課

076-475-2111
（内線325）

情報提供

子育て応援サイトによる子育ての情報提供

子ども課

076-475-2111
（内線325）

保育料軽減

第３子以降無料、第２子半額（所得制限有、同時入所要件無）、ひとり親世帯第2子以降無料（所得
制限無、同時入所要件無）

こども支援課

0765-54-2577

出産祝い

第３子３万円、第４子以降10万円を支給

こども支援課

0765-54-2577

三世代同居・近居

新たに三世代同居または近居をはじめる中学生以下の子をもつ家庭に、月２万円×12か月を補助。 こども支援課

0765-54-2577

保育料軽減

第３子以降の保育料および市民税非課税世帯の保育料無料

こども課

0763-33-1111

三世代同居

三世代同居の孫世代の子どもを０～２歳まで自宅で育児した場合、給付金を贈呈

こども課

0763-33-1111

三世代同居

三世代同居の世帯において子どもが生まれた場合等、市内の子育て支援サービス等に利用できる
クーポン（となみっ子 子宝券）を配布

こども課

0763-33-1111

医療費補助

対象疾病にかかった妊産婦の医療費の一部（保険診療分のうち自己負担額）を助成

こども課

0763-33-1111

その他

【チャイルドシート購入費補助】
6歳未満の子ども（1人につき１回のみ）にチャイルドシートを購入する場合、購入額の1/3（上限5,000
生活環境課
円）
【平成30年度申請分をもって廃止】

0763-33-1111

保育料軽減

第３子以降無料

こども課

0766-67-8603

出産祝い

通常のお祝品に加え、第３子以降には米１俵又は稲葉メルヘン牛を贈呈。

企画政策課

0766-67-1760

出産支援

出産や産婦健診時の通院に係る交通費に対し、上限１万円。1回の出産で１回のみ。

健康福祉課

0766-67-8606

産後ケア

支援を必要とする母子を対象に助産師が自宅を訪問し、心身のケアや育児サポート等を行う。1組5
回まで。利用者負担あり。

健康福祉課

0766-67-8606

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
満１歳から中学校３年生までのインフルエンザ予防接種費用の一部助成

こども課

0766-67-8603

情報提供

おやべっ子すこやか情報メールを月1回配信

健康福祉課

0766-67-8606

三世代同居・近居

三世代同居・近居での孫世代の子どもを０～２歳まで自宅で育児した場合、助成金を支給

企画政策課

0766-67-1760

三世代同居

三世代で同居するため住宅をリフォームした場合、10万円を限度にリフォーム費用を助成

企画政策課

0766-67-1760

射水市

魚津市

氷見市

滑川市

黒部市

砺波市

お問合せTEL

保育料軽減

富山市

高岡市

お問合せ先

小矢部市

富山県内各市町村の子育て支援情報
■保育料軽減等
市町村

南砺市

舟橋村

上市町

区分

お問合せTEL

保育料軽減

第３子以降の保育料無料

こども課

0763-23-2010

出産祝い

第１子３万５千円（６万５千円）、第２子10万円（20万円）、第３子15万円（30万円）、第４子25万円（50万
こども課
円）、第５子以降50万円（100万円）（）内は三世代同居

0763-23-2010

出産支援

妊婦健診時の通院に係る交通費に対し、第１子・第２子１万円。第３子以降２万円。（子の人数に関わ
保健センター
らず、 5,000円の上乗せ地域あり）

0763-52-1767

予防接種費助成

【風しん任意予防接種費用一部助成 】
妊娠を希望する女性とその配偶者、及び妊婦の配偶者に風しん予防接種費用の一部を助成（風しん 保健センター
単体、麻しん風しん混合に関わらず上限5,000円）

0763-52-1767

その他

【第３子以降の高校生への医療費・通学定期券購入費助成】
条件に該当する高校生の医療費を全額助成し、通学定期券購入費用の半額助成

こども課

0763-23-2010

保育料軽減

第３子以降無料

生活環境課

076-464-1121

出産祝い

第３子１０万円（村に１年以上居住の者）

生活環境課

076-464-1121

産後ケア

産後４カ月までのお母さんとお子さんを対象にデイケアや宿泊等サービス提供

生活環境課

076-464-1121

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
村内に在住の1歳から中学生を対象。1回の接種につき2,000円助成。
（※小学生まで2回、中学生1回まで）

生活環境課

076-464-1121

情報提供

生後２カ月以降、子育て支援センターより招待状を個別に送付

生活環境課

076-464-1121

その他

【ブックスタート】
４カ月健診時に絵本を贈呈し、読み聞かせを実施

生活環境課

076-464-1121

その他

【英会話教室】
・管内こども園にて２歳児～５歳児を対象として英会話教室を無料で実施

生活環境課

076-464-1121

保育料軽減

第３子以降は無料。
第２，３子同時入所の場合は第２子も半額、第３子は無料。
３人同時入所の場合は、第１、２子半額、第３子無料

福祉課児童班

076-472-1111
(内線7232・7233)

出産祝い

第３子５万円、第４子以降は１０万円。

福祉課児童班

076-472-1111
(内線7231・7232)

学校給食費

小中学生１人当たり月額１，２００円助成、第３子以降は全額助成（但し３人以上同時就学の場合）。

教育委員会事務局
学校教育班

076-472-1111
（内線343）

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
町に住所を有する中学3年生のインフルエンザ予防接種費用の一部助成
【助成額】1人につき2,000円（接種回数は1回を限度とする。）
【接種期間】毎年11月1日から翌年2月末日まで

福祉課児童班

076-472-1111
(内線7232)

その他

【ブックスタート】
４カ月健診時に絵本を贈呈し、読み聞かせを実施

町立上市図書館
分室 えほんしつ

076-472-2211

保育料軽減

保育所(園)、認定こども園の保育料が、第３子以降（同一世帯に３人以上が属する場合の出生順位第
健康福祉課 児童福祉係
３位以降の子）無料。

076-462-9955

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
町内に在住の３歳以上児から中学生３年生までを対象。
1回の接種につき1,800円助成。
（※小学生以下２回、中学生１回まで）

住民課 福祉給付係

076-462-9940

情報提供

子育て支援サイト「立山町出産子育てサポートサイト」による子育て情報提供
Facebook「立山町出産子育てサポート」による育メン紹介・子育て情報提供
メールマガジン「すくすく子どもめーる」による、主に乳幼児に関する子育て情報提供

健康福祉課 児童福祉係
保健センター 健康係

076-462-9955
076-463-0618

その他

【孫守り支援】
就労等により日中保育できない親に代わり、保育所等に預けずに３ヶ月以上継続して低年齢児（生後
健康福祉課 児童福祉係
６ヶ月～２歳児）の保育を行う祖父母を「孫守り」に認定し、補助金を交付。
《補助金額》１～６万/月（子の年齢 及び 同居･別居の別により額が異なる）

076-462-9955

保育料軽減

①第１子は４分の１軽減 ②第2子は2分の１軽減 ③第3子以降無料 ※同時入所要件等無し

結婚・子育て応援課

0765-72-1857

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
町内に在住の１歳から高校３年生を対象。１回の接種に2,000円助成

元気わくわく健康課

0765-72-0343

出産祝い

入善町子宝支援金 第１子５万円、第２子１０万円、第３子２０万円、第４子以降 毎年度２０万円（満６
結婚・子育て応援課
歳到達まで７年間 計140万円）

0765-72-1857

出産祝い

赤ちゃんの名前入りバスタオル（ｼﾞｬﾝﾎﾞ～ﾙ三世ｵﾘｼﾞﾅﾙ）を支給

結婚・子育て応援課

0765-72-1857

予防接種費助成

【風しん任意予防接種費用一部助成 】
妊娠を希望する女性とその配偶者、及び妊婦の配偶者で風しん抗体価が低いと判断された者の風し 元気わくわく健康課
ん予防接種費用の一部を助成（風しん単体3,000円、麻しん風しん混合5,000円）

0765-72-0343

情報提供

「子育て応援サイト（専用サイト）」とメールマガジンによる子育て情報の提供

結婚・子育て応援課

0765-72-1857

その他

【小、中学校入学祝金】
保護者に商品券（10,000円）支給

結婚・子育て応援課

0765-72-1857

その他

【乳幼児在宅育児支援】
満３歳まで家庭で育児する世帯に児童１人につき月10,000円

結婚・子育て応援課

0765-72-1857

保育料軽減

同時入所の有無に関わらず第２子半額、第３子以降無料、延長保育料無料（最長21時まで）、早期
保育料無料（7時から）、休日保育１日2千円/人（7～18時）

住民・子ども課

0765-83-1100

出産祝い

第１子、第２子：１０万円分の「すこやか応援券」を支給
第３子、第４子：１０万円分の「すこやか応援券」+１０万円を支給
第５子以降：２０万円分の「すこやか応援券」+２０万円を支給

住民・子ども課

0765-83-1100

予防接種費助成

【インフルエンザ予防接種費助成】
生後６カ月から高校３年生までのインフルエンザ予防接種費用の一部助成

保健センター

0765-83-3309

学校給食費

朝日中学校において無料

教育委員会事務局

0765-83-1100

その他

【子育て応援金】
生後６カ月から３歳になるまでの子どもを家庭で子育てする世帯に応援金を支給。（６カ月～２歳：月
額６万円、２歳～３歳：月額３万円） 支給要件あり

住民・子ども課

0765-83-1100

その他

【体操服購入支援】
新１年生の保護者を対象に、体操服各１着の購入を支援。

教育委員会事務局

0765-83-1100

立山町

入善町

朝日町

お問合せ先

