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子育て支援
児童・母子等の助成　

■児童手当
　中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に支給します。
●支給月額
　３歳未満 一律 15,000 円
　３歳以上～小学生 10,000 円（第３子以降 15,000 円）
　中学生 一律 10,000 円
■児童扶養手当（母子・父子家庭）
　母（父）がいない（父又は母親が行方不明、重度心身障が
い者などを含む）家庭で、公的年金を受けていない母（父）
親が、18 歳到達後最初の３月 31 日までの子どもを養育し
ている場合に支給されます。
●支給月額
　第１子 １人 42,500 円
　第２子 １人 10,040 円加算
　第３子以降 １人 6,020 円加算
※ 公的年金を受給していても年金額が児童扶養手当額より低

い方は、その差額分を受給できるようになりました。詳細
についてはお問い合わせください。

医療費助成
■医療費助成制度
　町では、心身に障がいを持つ方、ひとり親家庭等、乳幼児
等のお子さんが安心して医療を受けられるよう、医療費の自
己負担額の一部を助成しています。
　助成を受けるためには申請が必要です。
■重度心身障がい者医療費助成
●対象者　※所得制限があります。
① 身体障害者手帳が１・２級の方、３級の内部障がい（心臓・

腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫・肝臓の機能障害）の方

② 療育手帳Ａ判定の方、重度の知的障がいと判定又は診断さ
れた方

③ 精神障害者保健福祉手帳が１級の方（通院のみ助成）
●助成範囲

【①・②の方】　通院・入院
【　③の方　】　通院のみ
●自己負担

《３歳未満児及び非課税世帯》
　 初診時一部負担金（医科：580 円、歯科：510 円、柔道

整復 270 円）
《課税世帯》
　総医療費の１割

•月限度額
【①・②の方】　通院：18,000 円　入院：57,600 円
【　③の方　】　通院：18,000 円
■ひとり親家庭等医療費助成
●対象者　※所得制限があります。
•死別や離別で配偶者がいない母又は父とその児童
•死別・行方不明等の理由で両親がいない児童
•配偶者が重度の障がいを有する母又は父とその児童
•対象年齢
　児童が 18 歳になった日以降の最初の３月 31 日まで助成

（ただし、進学等で親に引き続き扶養される場合は 20 歳に
なった月の末日まで）
●助成範囲

【 親 】　入院のみ
【児童】　通院・入院
●自己負担

《３歳未満児及び非課税世帯》
　 初診時一部負担金（医科：580 円、歯科：510 円、柔道

整復 270 円）
《課税世帯》
　総医療費の１割
•月限度額

【 親 】　 入院：57,600 円
【児童】 　通院：18,000 円　入院：57,600 円
■乳幼児等医療費助成
●対象者　※所得制限があります。
• ０歳～就学前までの乳幼児（６歳到達後の最初の３月 31

日まで）
• 小学校１～６年生（６歳到達後の最初の４月１日から満

12 歳到達後の最初の３月 31 日まで）　（入院のみ助成）
●助成範囲

【０歳～就学前】　通院・入院
【 　小学生 　】　入院のみ
●自己負担

《３歳未満児及び非課税世帯》
　初診時一部負担金（医科：580 円、歯科：510 円）

《課税世帯》
　総医療費の１割
•月限度額

【０歳～就学前】　通院：18,000 円　入院：57,600 円
【 　小学生 　】　入院：57,600 円

お問い合わせ先：�静内庁舎�福祉課� ☎ 49-0286� �
三石庁舎�地域振興課� ☎ 33-2112

13

AD W90mm × H30mm　フォーマット AD W90mm × H30mm　フォーマット

026 027

クライアント 案件 app./ver. デザイン 初校直し 再校直し 3校直し 4校直し

ゼンリン
200720_新ひだ
か町暮らしの便
利マガジン

hidaka2021_
P12-15.indd

indd
CC2019

作業日 200820
朝倉
A22

200827 201006 201009 201126
作業者 朝倉 朝倉 朝倉 朝倉
使用Mac A22 A34 A34 A34 hidaka2021_P12-15.indd   13 2021/01/07   17:23

障
が
い
者
福
祉

障がい者福祉
身体障害者手帳

　身体に障がいがあり、日常生活に著しい制限を受ける方に、
障がいの程度に応じて手帳（1 級から 6 級）が交付されます。
　手帳の交付には、医師の診断書を添え申請が必要です。

療育手帳
　知的障がい者と判定された方に、障がいの程度に応じて手
帳（重度「A」、軽度「B」）が交付されます。
　手帳の交付には申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳
　精神障がい者と判定された方に、障がいの程度に応じて手
帳（１級から３級）が交付されます。
　手帳の交付には、医師の診断書等を添え申請が必要です。

各種助成制度など
①福祉ハイヤー事業
　町内のハイヤー会社を利用する際の初乗り料金分を助成し
ます（年度内にハイヤー券 最大 24 枚交付※１か月２枚）。
②温泉入館料無料券事業
　指定された入浴施設を利用する際の入館料を助成します

（年度内に温泉券 24 枚交付）。
※ ①・②の対象者は、各種手帳の交付を受けている方のうち、

一定の要件を満たしている方となりますので、要件の詳細
についてはお問い合わせください。
③福祉バス事業
　町内を定期的に運行する路線バスを利用する際の運賃を助
成します。
④補装具及び日常生活用具の給付・貸与
　日常生活上の便宜を図るため、重度の障がいのある方など
に補装具の購入・修理、また、日常生活用具の給付を行います（一
部自己負担や所得制限など給付のための基準があります）。
⑤障害福祉サービス事業
　障がい者の方で介護が必要な場合に居宅介護や施設入所
等、自立生活を営むために必要な場合に自立訓練や就労支援
などが受けられます。
　課税状況に応じて自己負担額が異なります。
　発達に心配のあるお子さんには、療育等のサービスがあり
ますので、お問い合わせください。
⑥身体障害者更生医療給付
　身体障害者手帳をお持ちの方が、その障がいを軽減し日常
生活能力を回復するために必要な医療費を給付します。
⑦育成医療給付
　身体に障がいを有し、治療を行わないと将来的に障がいが
残ると認められる児童（18 歳未満）に対し、必要な医療を
給付します。

⑧精神障害者通院医療公費負担
　精神科医療機関への通院にあたり、医療費を助成する制度
です。課税状況に応じて自己負担額が異なります。
⑨心身障害者扶養共済
　障がいのある方を扶養している保護者に一定額の掛金を納
付していただき、保護者が死亡したり、重度障がいになった
とき、残された障がい者に終身一定額の年金が支給されます。
⑩腎臓機能障害者通院交通費助成
　人工透析療法のため町外の医療機関に通院している方の通
院にかかる交通費を助成します。
　収入や通院距離に応じて助成額が異なります。
　生活保護法による保護を受けている方及び移送サービス事
業を利用している方は対象外です。
⑪有料道路割引制度
　身体障がい者や重度の知的障がい者の方は道路公団で行っ
ている有料道路利用料の割引が受けられます。
⑫NHK放送受信料免除
　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方がいる世
帯の NHK 放送受信料を減免（免除）申請する際の証明を行
います（町の証明を受けた申請書をお客様が NHK に郵送申
請していただきます）。
　障がいの程度や所得の状況により減免内容が異なります。
※お問い合わせ先　NHK 帯広放送局 ☎ 0155-23-3114

お問い合わせ先：保健福祉センター健康推進課�☎ 49-0287
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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。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

024
091

行政書士菊地淳史事務所 御中

暮らしの相談 詳細地図① E-3
暮らしの困りごとは当事務所へ

行政書士菊地淳史事務所
行政書士は許認可・登録申請、遺言や相続、いろいろな契約・届出などの相談から書類作成
までサポートします。
■新ひだか町静内木場町2丁目3-26
■TEL:0146-42-3806 ■FAX:0146-42-3226
■営業時間／9:00～17:00
■定休日／土曜・日曜・祝日

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

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。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

026
071

山和工業株式会社 御中

鳶・土木 詳細地図③ D-1
とび・土木工事業

山和工業株式会社
とび・土木工事業・法面工事（のり面工事）
■新ひだか町静内清水丘78-9
■TEL:0146-45-0711 ■FAX:0146-45-0712
建設業許可 日建指 第305-14号
北海道知事許可 （般-26）日 第00788号 あり

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■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。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

027
084

株式会社福原商会 御中

自動車 詳細地図② B-1
株式会社 福原商会

ダイハツ 新ひだか
ダイハツの車のことなら当店へ。その他中古車・車検・点検・板金・
自動車保険各種取り扱っております。ご来店お待ちしております。
■新ひだか町静内緑町2丁目6-1
■TEL:0146-42-2650 ■FAX:0146-42-5040
■営業時間／9:00～17:30 ■定休日／祝日
■E-mail:fuku2@rose.ocn.ne.jp なし

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■画像著作権：確認済
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