
子育て支援
○保育サービスの拡充

○学童クラブの整備および保護者負担の軽減

○医療費・保育料など各種助成制度

○子育て支援事業・支援施設

○保育士確保のための支援制度

○保育施設等の保育環境整備

○児童福祉施設等へのAED整備および整備支援

○小中学校、幼稚園や保育園等へのエアコン整備・整備補補助制度

○教育支援・奨学金制度
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保育環境の充実（保育サービスの拡充/学童クラブの整備）

●私立保育所等３園の施設整備を支援。2020年4月に開設（定員107人分）
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認可保育所「みどりの保育園」
（不動）（定員50人）

小規模保育事業所「つくし保育園」
（松園町）（定員12人）

認可保育所「わこのいえ保育園」
（城内）（定員45人）

●宮野目学童クラブの増築。2021年4月に定員を20人増員（定員60人⇒80人）

●花巻学童クラブと、同じ若葉小学校区内にあるひまわり学童クラブを統合整備
⇒「わかば学童クラブ」2021年12月開所予定。2022年4月に定員を増員（定員158
人⇒180人）



学童クラブの整備および保護者負担の軽減
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●学童クラブの保育料の減免制度を拡充し、保護者の負担を軽減

区分 令和２年度減免制度 令和３年度減免制度

要保護世帯 減免なし ○全児童 全額（新規）

準要保護世帯 減免なし
○第１子 ２分の１（新規）
○第２子以降 全額（新規）

障がい児 減免なし ○全児童 ２分の１（新規）

ひとり親世帯 ○全児童 ２分の１ ○全児童 ２分の１（変更なし）

きょうだい同時
入所世帯

○きょうだい同時入所の第２子
以降 ４分の１

○きょうだい同時入所の第２子
以降 ２分の１（拡充）

減免対象経費：月額保育料（100円未満切り捨て）



医療費・保育料など各種助成制度①

制度 概要 支援（助成）内容

医療費助成 ●就学前児童 医療費全額助成
※自己負担、保護者所得制限なし。

※現物給付のため、医療費助成分は医療機関へ
の支払いが不要。

●就学以降18歳まで

◎小学生

◎中学生（2018年10月診療分～新設）

◎高校生等（2018年10月診療分～新設）

自己負担を控除した額を助成
（自己負担 外来750円、入院2,500円）

※所得制限あり。

※保護者の市県民税が非課税である場合は、自
己負担なし。

※現物給付化により、医療機関での医療費助成
分の支払いが不要となる。（注）

（注）重度心身障がい者、心身障がい児、ひとり親家庭の

助成を受ける小学生、中学生、高校生等も含む。
●重度心身障がい者、心身障がい児、ひとり

親家庭（障がいの程度、扶養等で各種
要件あり）

＊18歳に達する日以降、
最初の3月31日まで

86

★拡充…2019年8月診療分から現物給付化

★拡充…2020年8月診療分から現物給付化

★拡充…2020年8月診療分から市内の医療
機関限定で現物給付化



医療費・保育料など各種助成制度②

事業名 内容 備考

第３子以降の
保育料助成

●高校生等以下〔＊〕の最年長者を第１子とし
てカウントし、第３子以降の保育料を助成

＊18歳に達する日以後、最初の３月31日まで

住民税（所得割）課税額に応じて
保育料の２分の１～全額助成

特定施設２歳
児の就園支援
費助成

●私立幼稚園が、当該幼稚園に在籍する保育
の必要性がない２歳児〔＊〕の保育料及び入
園料の減免を行う場合、減免にかかる費用を
助成

＊満３歳を迎える前月まで

ひと月あたりの入園料と保育料の４
分の１に相当する額（上限5,000
円）を助成

認可外等保育
施設に通う子ど
もの健康診断
費用助成

●市内の認可外保育施設や事業所内保育所
に入所する児童の健康診断等の実施にかか
る費用を助成

児童の健康診断、歯科検診にかかる
費用を助成。児童１人当たり１回
2,000円（年３回まで）
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申請者（接種延回数）
27年度 6,180人（10,547回）
28年度 6,119人（10,620回）
29年度 6,108人（10,281回）
30年度 6,117人（10,629回）

制度 概要 支援（助成）内容

子どもの
インフルエンザ
予防接種費用
の助成

●中学生までの子どもを対象に、インフルエンザ
予防接種費用を助成

R2年10月より、対象者・助成金額を拡充

○１人２回まで助成
生後6か月~小学生 3,000円／回
（小学生1人目

1,000円／回→3,000円／回）

○１人１回まで助成

中学生 3,000円／回

ロタウイルス
予防接種費用
の助成

●平成31年4月1日以降に生まれた乳児を対
象に、次のどちらかのワクチン接種費用を助成

・ロタリックス(2回接種)は、生後6週～24週までに接種

・ロタテック（3回接種)は、生後6週～32週までに接種

R2年7月31日生まれまで次の金額を助成

・ロタリックス 6,000円／回 2回まで

（生活保護世帯は、12,000円/回）

・ロタテック ４,000円／回 3回まで

（生活保護世帯は、8,000円/回）

※１回目の接種費用助成は、どちらのワクチンでも
生後15週未満までに接種した場合となります

※R2年8月生まれより定期接種へ

医療費・保育料など各種助成制度③

88●R2.10から当該予防接種が定期予防接種に指定され、接種費用の個人負担が無くなったことにより助成事業は終了



子育て支援事業

事業名 内容 備考

産後ケア、
産前・産後サ
ポート事業

●妊産婦が抱える妊娠、出産などの悩みについての相談、
産後間もない母子に対する心身のケア

●母親同士の仲間づくりを促し、孤立感を解消、
安心して妊娠期を過ごし、育児ができるようサポート

※妊産婦の支援を行うNPO法人「まんまるママいわて」に委託

利用料金
・産後ケア 全日型2,700円／回

半日型 900円／回

訪問型 900円／回

※生活保護世帯、非課税世帯、無料

・産前・産後サポート
参加型サロン 無料

妊婦一般健
康診査

多胎妊娠妊
婦健康診査

従来の14回の健康診査に加え

●妊娠40週を超えた妊婦の方で必要と認められた場合

新たに1回分の妊婦健康診査費用の一部を助成（★R３拡充）

●多胎妊娠された妊婦の方

新たに5回分の妊婦健康診査費用の一部を助成（★R３拡充）

特定不妊治
療

●花巻市に住所を有する、特定不妊治療を受けた夫婦で
岩手県の特定治療支援事業による助成金の交付決定を
受けた方を対象に治療費の一部を助成

1回の申請につき10万円限度に助成
(男性不妊治療を併せて行った場合
上記に加え、1回の申請につき10万円助成)
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★Ｒ３拡充（利用回数を1人5回から7回へ）

★Ｒ３拡充（事実婚関係にある方も対象に） ★Ｒ３拡充（男性不妊治療も対象に）



子育て支援事業・支援施設

事業名 内容 備考

はなまき
ファミリーサポー
トセンター

●子育てを地域で支えあうために、有償ボ
ランティアによる児童の預かり、送迎などの
援助活動を推進

利用料金
・平日 500円～600円／１時間
・土日祝日 600円／１時間

子育て世代包
括支援センター

●花巻保健センター内に、妊娠期から子育
て期にわたる総合的な相談支援を行う
窓口を設置し、きめ細やかな支援を実施

相談支援員２名体制
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子育て支援事業・支援施設③

●「こども発達相談センター」を2018年４月にリニューアルオープンし、発達相談や
親子教室など就学前児童の発達支援の事業を実施

●市の病後児保育室において、傷病の回復期で保育所や小学校などでの集団
生活が困難な状態にあるお子さんの預かりを実施
〔利用料金 2,000円／日（５時間未満は1,000円／日）〕

こども発達相談センター（高松第3地割） 病後児保育室（花城町）
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保育士確保のための支援制度①

制度 概要 支援（助成）内容

保育士等
復職支援

●市内の保育所等への再就職を希望する、
保育士等の資格を有する人へ
復職に向けた支援を実施

職場見学や職場体験などの場を
無料で提供

保育士等
再就職支援金
貸し付け

●市内の私立認可保育所等に再就職す
る保育士に、再就職支援金を貸し付け

貸付金10万円（１人１回まで）
１年間勤務で返還免除

保育士等
保育料補助

●市内の私立認可保育所等で週20時間
以上勤務する保育士に、子どもを認可
保育所等に預ける場合の保育料を助成

保育料月額
・第１子 10,000円
・第２子 5,000円

92



保育士確保のための支援制度②

制度 概要 支援（助成）内容

保育士等
家賃補助

●市内私立認可保育所等に勤務の保育士
に、住居を賃借する場合の家賃を助成

上限4万円から、勤務先から支給さ
れる住居手当を差し引いた額に、
以下の割合を乗じた額を助成
・採用１年目 1/2
・採用２年目 1/3
・採用３年目 1/4

※2023年度で補助終了

保育士等
奨学金返済支
援補助金

●奨学金を返済しながら
市内の私立認可保育所等に勤務の
保育士等の奨学金の返済の一部を補助

返済額の１／２を補助

継続して36月を限度とする

年額12万円を上限

(半年の場合は6万円）
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保育環境の充実（保育施設等の保育環境整備）

94

概要

●保育施設等（保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所）の防犯対策
の強化のため、フェンスや防犯カメラ等の整備費補助

●保育士等の業務負担軽減のため、公立保育園の登降園管理、帳票作成、保護者連
絡業務のICT化を行うシステム導入 （対象：公立保育園７園）

●公立保育園、公立幼稚園へ緊急時の安全確保対策として、AED整備
（公立保育園 ９園 、公立幼稚園 ２園）

●私立保育園等、私立幼稚園、認可外保育施設、学童クラブの緊急時の安全確保対策として、
AEDの整備費用を市独自に補助 （私立保育園等 14園、学童クラブ ９施設）



概要 対象

●児童生徒の安全と快適な教育環境の創出のため

2019年度に市内小中学校の普通教室等に

エアコンを設置し、夏休み前から使用開始

○小学校 19校 230学級 233台

○中学校 11校 118学級 117台

●保育環境整備等のため

市内公立幼稚園・保育園等にエアコン設置

○幼稚園 2園7室

○公立保育園・こども発達相談センター

12施設33室

●私立保育園等※１の児童や職員の熱中症対策として
保育室、教室、職員室、医務室等に設置※２する
国の補助対象とならないエアコン整備費用について市独自補助

補助対象経費上限300万円

○私立保育園等・私立幼稚園 7園21室

補助率1/4以内、最大補助額75万円

○地域子育て支援センター 1施設1室

補助率1/3以内、最大補助額100万円

小中学校、幼稚園、保育園等へのエアコン整備・補助○
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※１：私立保育園等は、私立の保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、
地域子育て支援センターを指す

※２：設置から10年以上経過した設備の更新も含む



教育支援・奨学金制度①

制度 概要 支援（助成）内容

学力向上推進
事業

●小学生が受検する日本漢字能力検定（漢検）の検
定料を市が負担

小学５・６年生を対象として、漢検
検定料を全額助成（１回／人）

小学校外国語
教育推進事業

●小学校において、外国語を学ぶ素地や国際理解力を
養うため、外国語指導助手（ＡＬＴ）による外国語
学習、異文化に触れる授業を実施

中学校外国語
教育推進事業

●中学校において、生徒の語学力向上のため、外国語
指導助手（ＡＬＴ）による授業を実施

●中学生が受検する実用英語技能検定（英検）の検
定料を市が負担するとともに、英語検定問題集を各
学校に配架

中学生全員を対象として、英検検定
料を全額助成（１回／人）
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教育支援・奨学金制度②

制度 概要 支援（助成）内容

はなまき夢応援奨
学金制度

●経済的事情により就学に向けた支援が必要な人

を対象に、奨学金返還免除支援実施
返還金の全額を免除
※市内居住期間内に限る

ふるさと保育士確
保事業補助金

●市の奨学金制度を利用し、市内の認可保育所等
（市立保育所を除く）で勤務する保育士対象に

奨学金返還を支援

返還金の半額を助成

ふるさと奨学生定
着事業補助金

●花巻市奨学金※を返還している方（これから返還す

る方含む）で、市内大学卒業後、市内居住の場

合、奨学金返還を支援

返還金の半額を助成
※市内居住期間内に限る

介護人材確保事
業補助金

●市の奨学金制度を利用し、介護福祉士等の資格
を取得。市内介護サービス事業所等に勤務する

人対象 奨学金の返還を支援

申請年度に返還すべき額×申請年度
における就業月数／12月×2分の1
※就業を開始した月から、60月分限度
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★拡充…R3年度分から、日本学生支援機構の給付奨学金採択者を対象者に追加
併せて、日本学生支援機構の給付奨学金との併用可

※花巻市奨学金（返還型）は、保護者が花巻市に住所を有している方、または市内児童養護施設
入所の方で、世帯収入が基準額以下の方に対し、無利子で貸与する返還奨学金
【貸与額（学資金）】 高校生等：月額15,000円以内 大学生等：月額30,000円以内



教育支援・奨学金制度④
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事業名 内容 備考

高校生おおはさ
ま留学生受け入
れ事業

●国定公園早池峰山やユネスコ無形文化遺産、
国指定重要無形民俗文化財早池峰神楽等

花巻市大迫地域の資源を活用

全国から県立大迫高等学校の入学生を

「高校生おおはさま留学生」として受け入れ

⇒花巻地域での生活や地域活動などに
意欲を有する人材を育成、地域振興

▶居住 ホテルベルンドルフの客室を

学生寮として提供

▶食事 1日3食を提供（昼食は弁当）

▶通学 徒歩又は自転車での通学

▶生活サポート

岩手県立大迫高等学校

生徒確保対策協議会会員

が生活支援員として、ホテル

ベルンドルフスタッフとともに留

学中の生活全般をサポート

岩手県立大迫高等学校ホテルベルンドルフ（学生寮）

高校生おおはさま留学生受け入れ人数
R3年度 2人（継続2人）


