
（注）対象要件や手続き方法などは各窓口、岡山市ウェブサイト等で事前にご確認ください。 
 

制度名 
手続き窓口 

本庁
 

区役所
 

支所
 地域セ

ンター 

福祉事

務所 
その他
 

児童手当   ● ● ●   

子ども医療費助成制度  ● ● ● ●  
保育園・幼稚園等利用者負担額の軽減  ●  ●  

保育園・幼稚園等利用者負担額の減免  ●  ●  
私立幼稚園就園奨励費補助事業      ●私立幼稚園 
就学援助（詳しくは12ページ） ●就学課（803-1587）     ●公立小・中学校 
高等学校等就学支援金（国）      ●在学の高等学校等 
高校生等教育給付金(県)      ●在学の高等学校等 
生活福祉資金貸付制度      ●岡山市社会福祉協議会

　各区事務所・分室     小口資金貸付制度      

住居確保給付金
      ●寄り添いサポートセン

　ター（3ページ参照） 
生活保護制度     ●  

 

※各福祉事務所内「地域こども相談センター」

 

制度名
 手続き窓口 

本庁
 

区役所
 
支所

 地域セ
ンター 

福祉事
務所  

その他
 

児童扶養手当（詳しくは10ページ参照）  ● ● ● ●  
ひとり親家庭等医療費助成制度  ● ● ● ●  
保育園・幼稚園等利用者負担額の軽減 ●  ●  

保育園・幼稚園等利用者負担額の減免 
●就園管理課（803-1432）

●就園管理課（803-1432）

●就園管理課（803-1432）

●就園管理課（803-1432）

●  ●  

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
（詳しくは13ページ参照） 

    
●※

●※

●※

●※

 
 

母子及び父子家庭自立支援教育訓練
給付金 

    

母子及び父子家庭高等職業訓練促進
給付金 

     

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業 

     ●（社福）岡山県社会福
祉協議会 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業 

     

JR 通勤定期の割引制度      ●   

税の軽減制度（所得税・住民税）
      ●税務署・各区市税事務

所 
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主な経済的支援（平成30年4月現在）2

ひとり親家庭への支援 ＊詳細は「ひとり親家庭のしおり」（各福祉事務所で配付、岡山市ウェブサイト掲載）を参照
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該当要件が同一又は近い制度があります。注目

●母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金受給者は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
（入学準備金や就職準備金）を利用できる可能性が高い。(返済が免除される場合あり)

岡山市役所各区市民保険年金課、支所総務民生課、地域センター

岡山市福祉事務所
名 称 住 所 電話番号

北区中央福祉事務所 北区鹿田町一丁目1-1 
北区北福祉事務所 北区谷万成二丁目6-33 
中区福祉事務所 中区赤坂本町11-47 
東区福祉事務所 東区西大寺中二丁目16-33 
南区西福祉事務所 南区妹尾880-1
南区南福祉事務所 南区福田690-1 

名 称 住 所 電話番号
北区役所市民保険年金課 北区大供一丁目1-1  
一宮地域センター 北区一宮553-1 
津高地域センター 北区栢谷1682
高松地域センター 北区高松原古才247
吉備地域センター 北区庭瀬416 
足守地域センター 北区足守718
北区役所御津支所 北区御津金川1020
北区役所建部支所 北区建部町福渡489
中区役所市民保険年金課 中区浜三丁目7-15 
富山地域センター 中区円山115-1 
東区役所市民保険年金課 東区西大寺南一丁目２-４
上道地域センター 東区楢原466
東区役所瀬戸支所 東区瀬戸町瀬戸45
南区役所市民保険年金課 南区浦安南町495-5 
妹尾地域センター 南区箕島1024-8 
福田地域センター 南区古新田1089
興除地域センター 南区中畦593
藤田地域センター 南区藤田508
児島地域センター 南区北浦716
福浜地域センター 南区福富中一丁目16-22
南区役所灘崎支所 南区片岡207

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

803 1209
251 6530
901 1231
944 1822
281 9620
230 0321

803 1118
284 0501
294 2411
287 3731
293 1111
295 1111
724 1111
722 1111
901 1615
277 7211
944 5017
297 4211
952 1112
902 3515
282 3121
282 1131
298 3131
296 2221
267 2231
265 4181
363 5201

●児童扶養手当受給世帯は、就学援助に該当する可能性が高い。
●児童扶養手当受給世帯、生活保護世帯の方はJR通勤定期の割引制度に該当する。



支給対象
児の場合には20 歳未満)）

① 父母が婚姻を解消した児童

② 父または母が死亡した児童

③ 父または母が重度の障害の状態にある児童

④ 父または母の生死不明の児童

⑤ 父または母に１年以上遺棄されている児童

⑥ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

⑦ 父または母が１年以上拘禁されている児童

⑧ 婚姻によらないで生まれた児童

受給資格者 　上記の支給要件のいずれかに該当する児童について、母、父又は養育者が監護等している場合。

ただし、次のような場合には手当の受給資格がありません。

① 児童または受給資格者の住所が日本国内にないとき。

② 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき。

③ 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき。

④ 母が受給している場合で児童が父と生計を同一にしているときや、父が受給している場合で児童

が母と生計を同一にしているとき。

所得制限 受給者の所得額が制限額以上あるときは、手当の一部または全部の支給が停止されます。また、生

計が同じ扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が制限額以上あるときは手当の全部の支給が

停止されます。（所得－控除額を所得制限限度額表と比較）

所得＝前年(１月から６月の申請は前々年)の所得金額(給与所得のみの場合は源泉徴収票の給与所得

控除後の欄の金額)＋受け取っている養育費の８割相当額

控除額

○父・母又は養育者、扶養義務者とも

項 目 控除額(円）

社会保険料(全員一律) 8万円
特別障害 40万円
普通障害 27万円
勤労学生 27万円

配偶者特別控除・雑損・医療費・小規模企業掛金 相当額

○養育者・扶養義務者のみ

項 目 控除額(円)

特別寡婦・特別寡夫 35万円
寡婦・寡夫 27万円
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主な経済的支援の概要（平成30年4月現在）3
児童扶養手当1

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある児童。（障害



所得制限限度額表 (注)平成30年8月以降変更になります

父・母または養育者
税法上の扶養
親族等人数

扶養義務者・孤児等
の養育者(Ｃ)

全部支給(Ａ)
一部支給(Ｂ)平成30年

７月まで
平成30年
８月以降

０人 19万円 49万円 192万円 236万円
１人 57万円 87万円 230万円 274万円
２人 95万円 125万円 268万円 312万円

以後扶養親族人数が１名増すごとに38 万円を加算
上記の所得制限限度額表に加算される場合
父・母または養育者
☞ 特定扶養あり １人につき15万円
☞ 老人扶養親族・老人控除対象配偶者あり １人につき10万円

扶養義務者
☞ 老人扶養親族あり1 人(老人扶養のみの場合は2 人目以降) 6 万円

所得－控除額が（A）より少ない ➡全部支給
所得－控除額が（A）以上（B）未満 ➡一部支給
所得－控除額が（B）以上 ➡全部支給停止
扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の所得額が（C）を超えている➡全部支給停止

■公的年金等との支給調整について(平成 26 年 12 月 1 日改正)
平成 26 年 12 月 1 日以降は、公的年金額等と児童扶養手当額を比較して公的年金額等が少ない場合

となります。
（注）平成 26 年 11 月 30 日以前は、児童や受給者が公的年金を受給できる場合は児童扶養手当の
対象外でした。そのため、平成 26 年 11 月 30 日以前にさかのぼって年金を受給できるようになっ
た場合は、年金額にかかわらず児童扶養手当の資格はなくなり、平成26 年 12 月以降に差額を受給
する場合は、新規申請が必要です。

（注）毎年必ず額が
変わります。

児童数 全部支給 一部支給※

1人 42,500円 10,030円～42,490円
2人目 10,040円 5,020円～10,030円
3人目
以降

1人につき
6,020円

1 人につき
3,010円～6,010円　　　　　　　　　　

平成30 年4月以降（平成30年度は0.5 ％の引き上げとなっています。）

※一部支給手当額は所得に応じて決まります。

福祉事務所、区役所市民保険年金課、支所、地域センター
(注)毎年８月に児童扶養手当現況届提出が必要

11

には、差額を児童扶養手当で受給できます。公的年金額が多い場合は、児童扶養手当は全部支給停止

支給額（月額）

申請窓口



公立の小・中学校に通うお子さんの学用品費、給食費などにお困りのとき、費用の一部を援助する制度

岡山市に住所があり、公立小・中学校へ通われているお子さんの保護者で、児童扶養手当を受けら
れている場合、又は家族全員の合計所得金額が基準額以下の場合
【平成29年度の認定の目安】＊平成30年度の基準額は、平成30年5月末頃に決定予定です。
平成28年中の家族全員の合計所得金額が下表の基準額以下
世帯人数 基準額
２人 1,916,000円
３人 2,296,000円
４人 2,676,000円

５人 3,056,000円
６人 3,436,000円
７人 3,816,000円
８人 4,196,000円

障害者手帳をお持ちの方、その他特別な事情があってお困りの方は認定の目安を超えていても認定
となる場合がありますので、就学課へご相談ください。
また、東日本大震災により避難してきた方は就学課へご相談ください。

平成29年度の支給額（第1次申請認定となった場合）
＊平成30年度の支給額は、平成30年5月末頃に決定予定です。

支給費目
支給内容

小学校 中学校
学用品費 年額 11,420円 年額 22,320円

通学用品費
(1年生除く)

年額 2,230円 年額 2,230円

修学旅行費 上限額 23,800円 上限額 57,590円
学校給食費 年額 約25,000円 年額 約 28,000円

新入学児童生徒学用品費
（1年生のみ）

年額 40,600円 年額 47,400円

校外活動費
(宿泊なし)
(宿泊あり)

上限額 1,570円
上限額 3,620円

上限額 2,270円
上限額 6,100円

通学費 公共交通機関を利用して通学する場合の通学費
（学区内・通学距離などの条件あり）

医療費 学校病（虫歯、慢性副鼻腔炎など）にかかり、事前に学校へ申込して
渡された書類を医療機関へ持参して治療を受けた場合の医療費

6月上旬、9月上旬、1月上旬
申請は毎年度必要

お子さんが通われている公立小・中学校又は、就学課（803-1587）
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就学援助2

支給対象

支給内容

申請時期

申請・お問合せ



ひとり親を対象とした貸付金の制度です。子どもの修学に必要な資金、就職に必要な知識技能を習得するための
資金などを借りることができます。
※貸付には原則として連帯保証人が必要です。
※貸付の種類によって一定の条件が必要となります。詳細については相談窓口にご確認ください。

①貸付を受けることで経済的自立の助成と生活意欲の助長が図られること。
②必ず償還する意思があり、確実な償還計画を立てられること。
③配偶者のいない女性もしくは男性で、次のいずれかに該当すること。

母子福祉資金 ・母子家庭の母（配偶者のいない女性で、２０歳未満の児童を扶養している人）
・父母のない児童（２０歳未満）

父子福祉資金 ・父子家庭の父（配偶者のいない男性で、２０歳未満の児童を扶養している人）

寡婦福祉資金 ・寡婦（配偶者のいない女性で、かつて母子家庭の母であった人）

就学支度資金 ①児童等の学校への入学に際し必要な資金
②児童等の就職・事業開始に必要な知識技能を習得する施設への入所に際し必要な
資金

修学資金 児童等の修学に必要な資金
修業資金 児童等が就職・事業開始に必要な知識技能を習得するのに必要な資金
生活資金 ①技能習得資金又は医療介護資金の貸付を受けている期間中の生活を維持するのに

必要な資金
②配偶者のいない女性もしくは男性となって７年未満の人の自立と生活の安定を図
るのに必要な資金
③失業期間中における生活の安定と再就職活動の促進を図るのに必要な資金

転宅資金 住居を移転するのに必要な資金
技能習得資金 就職や事業開始に必要な知識技能を習得するのに必要な資金
就職支度資金 就職に際し必要な資金
医療介護資金 ①医療を受けるのに必要な資金

②介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要な資金
住宅資金 住宅を建設・購入・補修・保全・改築・増築するのに必要な資金
事業開始資金 事業を開始するのに必要な資金
事業継続資金 事業を継続するのに必要な資金
結婚資金 児童等の婚姻に際し必要な資金

福祉事務所(地域こども相談センター)の母子・父子自立支援員に、事前に予約のうえご相談ください。
連絡先は3ページ（1）「地域こども相談センター」に掲載しています。
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母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度3

貸付対象

貸付金の種類

問い合わせ



岡山市子どもの貧困対策推進方針 

（平成29年11月14日　岡山市子どもの貧困対策推進本部決定）  
 

 子どもたちの将来が生まれ育った環境に左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していくことのできる社会を目指して、関係部署・機関等が連携して子どもの貧困
対策を推進します（岡山市子ども・子育て支援プラン平成27年度～平成31年度）。  

 なお、子どもの貧困には、経済的な側面（世帯所得等）だけでは計れない問題もあることから、岡山市は、「子どもの貧困問
題」を「困難を抱える保護者と子どもの問題」と広義に捉え、その解決に向けた対策を推進します。 

  

 岡山市では、「困難を抱える保護者と子ども」の実態を把握し、その問題解決の糸口を探るため、広く支援者（関係機関、団
体等）にアンケートとヒアリングを行い、ご意見をお聞きしました。 

　支援者アンケート等の結果からは、①子ども本人のみならず、その保護者、家庭への支援が重要であることが明らかにな
りました。 
また、支援体制を強化し、子どもや保護者が抱える困難さに②早く気付き、支援の窓口へつなげ、関係機関が連携して支
援することが重要であるとの指摘が多くありました。 
①保護者と子どもが抱える困難 

 ・教育上の困難 ・社会とのつながりの貧しさ ・親子関係の貧しさ ・経済の貧しさ ・養育上の困難 

②支援者の課題 

 ・早期発見の仕組みづくり・窓口の相談しやすさ・関係機関の連携による包括的な支援・支援体制の強化（地域社会での支
援体制、関係機関の体制強化） 

 

困難を抱える保護者と子どもを支援する施策を、次の方針のもと、関係部署、関係機関、団体、地域社会が連携しながら推
進します。 

また、施策推進に当たっては、困難を連鎖させないための長期的視点を持って取り組みます。 

【方針１】 早期に、確実に、支援につなぐ 

・困難に早期に気付き、必要な支援に、確実につなぎます。 

・困難を、ためらわずに相談できる環境を整えます。 

・社会全体で、困難に気づき支える気運を醸成します。 

【方針２】 直面する困難を解決する
・経済的自立の実現に向けた支援を推進します。 

・疾病などにより就労や養育が難しい家庭の支援を推進します。 
【方針３】 困難を連鎖させない  

・社会において自立的に生きる基礎となる学びを保障します。 

・子どもと家庭の社会的孤立を防ぎます。 

                                             

 　子どもの貧困に関する指標は、岡山市として時系列での比較が可能なものについて、継続的に把握します。 
 そのうち、次の指標については、特に貧困の動態を表すものとして、注視していきます。（＊関連指標は省略しています。） 
（１）生活保護世帯の子どもの割合 

（２）児童扶養手当受給世帯の子どもの割合 

（３）小・中学校の児童・生徒のうち就学援助の認定を受けている割合 

（４）児童扶養手当の受給開始後５年等経過者のうち就労している割合 

（５）生活保護世帯の中学３年生のうち高校に進学した子どもの割合  

  

 平成29年11月～平成31年度（支援プランの終期において、見直します。）  
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   １　　　理　念

２　　　現状と課題　～支援者アンケート・ヒアリングから見えてきたもの～

３　　　方針の決定　　　　　　　

４　　　関連指標　　　　　　　

５　　　期　間　　　　　

岡山市子どもの貧困対策推進方針
（平成29年11月14日　岡山市子どもの貧困対策推進本部決定） 

子どもたちの将来が生まれ育った環境に左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していくことのできる社会を目指して、関係部署・機関等が連携して子どもの貧困
対策を推進します（岡山市子ども・子育て支援プラン平成27年度～平成31年度）。
なお、子どもの貧困には、経済的な側面（世帯所得等）だけでは計れない問題もあることから、岡山市は、「子どもの貧困問
題」を「困難を抱える保護者と子どもの問題」と広義に捉え、その解決に向けた対策を推進します。

岡山市では、「困難を抱える保護者と子ども」の実態を把握し、その問題解決の糸口を探るため、広く支援者（関係機関、団
体等）にアンケートとヒアリングを行い、ご意見をお聞きしました。
　支援者アンケート等の結果からは、①子ども本人のみならず、その保護者、家庭への支援が重要であることが明らかにな
りました。
また、支援体制を強化し、子どもや保護者が抱える困難さに②早く気付き、支援の窓口へつなげ、関係機関が連携して支
援することが重要であるとの指摘が多くありました。
①保護者と子どもが抱える困難
・教育上の困難 ・社会とのつながりの貧しさ ・親子関係の貧しさ ・経済の貧しさ ・養育上の困難
②支援者の課題
・早期発見の仕組みづくり・窓口の相談しやすさ・関係機関の連携による包括的な支援・支援体制の強化（地域社会での支
援体制、関係機関の体制強化）

困難を抱える保護者と子どもを支援する施策を、次の方針のもと、関係部署、関係機関、団体、地域社会が連携しながら推
進します。
また、施策推進に当たっては、困難を連鎖させないための長期的視点を持って取り組みます。
【方針１】 早期に、確実に、支援につなぐ

・困難に早期に気付き、必要な支援に、確実につなぎます。
・困難を、ためらわずに相談できる環境を整えます。
・社会全体で、困難に気づき支える気運を醸成します。

【方針２】 直面する困難を解決する
・経済的自立の実現に向けた支援を推進します。
・疾病などにより就労や養育が難しい家庭の支援を推進します。

【方針３】 困難を連鎖させない
・社会において自立的に生きる基礎となる学びを保障します。
・子どもと家庭の社会的孤立を防ぎます。

　子どもの貧困に関する指標は、岡山市として時系列での比較が可能なものについて、継続的に把握します。
そのうち、次の指標については、特に貧困の動態を表すものとして、注視していきます。（＊関連指標は省略しています。）
（１）生活保護世帯の子どもの割合
（２）児童扶養手当受給世帯の子どもの割合
（３）小・中学校の児童・生徒のうち就学援助の認定を受けている割合
（４）児童扶養手当の受給開始後５年等経過者のうち就労している割合
（５）生活保護世帯の中学３年生のうち高校に進学した子どもの割合

平成29年11月～平成31年度（支援プランの終期において、見直します。）
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一人で悩まないでこんな時は相談を！

参考になるウェブサイト、パンフレットなど
●子育て情報サイト「こそだてぽけっと」　子育て情報とイベント情報がぎゅっと詰まったサイト
http://www.okayama-tbox.jp/kosodate/
●「ひとり親家庭のしおり」　ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）寡婦の方を対象にした制度について紹介したもの
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kodomo/kodomo_00195.html
●「岡山市くらしの便利帳」　市役所の窓口や各種手続きなどの行政情報や子育て情報などわかりやすくまとめたもの
http://www.city.okayama.jp/hishokouhou/hishokouhou/lifeguidebook.html

話を聞いてほしい！
相談できる人がいない！
生活、仕事、家計など
不安や心配事がたくさんあって
整理できない！

借金があるなど
家計のやりくりに悩んでいる

家計が大変！
少しでも経済的支援が
あれば楽なのに

離婚するかも！
子どもとこれからのことが不安
就職したい！資格をとりたい！

夫（妻）・パートナーからの
暴力を受けている
夫婦・親子・恋人・家族関係
などのことで悩んでいる

子どものことが心配！

「岡山市寄り添いサポートセンター」や
「地域こども相談センター」などで
まずは相談してみませんか。
（詳しくは3ページ）

「岡山市寄り添いサポートセンター」で
まずは相談してみませんか。
（詳しくは3ページ）

ひとり親の場合は児童扶養手当、無利子
の各種貸付金、ひとり親でない場合も貸付
制度が利用できるかもしれません。小・中
学生の給食費など就学援助の制度もあり
ます。（詳しくは8ページ）

離婚前後の悩み、一人で子育てをしなけれ
ばならないプレッシャー・・・一人で抱え込
まずに相談ください。
資格取得のために学校などへ通われる間、
給付金の受給ができるかもしれません。
就職支援もあります。「地域こども相談セ
ンター」へ相談してみませんか。
（詳しくは3ページ）

岡山市男女共同参画相談支援センター
「相談ほっとライン」で相談してみません
か。（詳しくは5ページ）

いろいろな相談窓口があります。ひとりで
悩まずにまずは相談してみませんか。（詳し
くは6ページ）

発行　岡山市こども福祉課　TEL 086（803）1221　（平成30年3月） 


