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各種手当・年金

手当名 受給対象者 支給額（月額）

児童手当 中学校修了前の児童の保護者

3 歳未満　　　　 　　　15,000 円
3 歳以上小学校修了前 　10,000 円（第 3 子以降は 15,000 円）
中学生　　　　　　 　　10,000 円
※ 保護者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として子ども 1

人につき一律 5,000 円

児童扶養手当 父子・母子家庭等で、18 歳
未満の児童の保護者 9,990 円～ 42,330 円（所得状況等による）

※児童手当の受給者は毎年６月中に、現況届を提出する必要があります。
※児童扶養手当の受給者は毎年８月中に、現況届を提出する必要があります。

次に該当する児童の保護者には、各種手当・年金が支給されます 問 こども未来課 ☎（21）０２８８

年金名 受給対象者 年金額（年額）

遺児年金
次に該当する中学生以下の児童の保護者

（１）両親を亡くした児童
（２）両親の一方を亡くした児童

児童 1 人につき
（１）36,800 円
（２）24,300 円

手当名 受給対象者 支給額（月額）

特別児童扶養手当 20 歳未満で、精神、知的、または身体に重度あるいは中程度の障害のある児童の
生活の面倒を見ている人

１級　51,500 円
２級　34,300 円

障害児福祉手当 20 歳未満で、精神、知的、または身体に重度の障害があり、日常生活において常
時特別の介護が必要な在宅の児童 14,600 円

特別障害者手当 20 歳以上で、著しく重度の障害が重複する等、日常生活において常時特別の介護
が必要な在宅の重度障害者 26,830 円

※各種手当の受給者は９月 12 日（月）までに所得状況届を提出する必要があります。

問 福祉課 ☎（21）０２８４

年金名 対象児童 年金額（年額）

心身障害児童年金

20 歳未満で下記に該当する人の保護者。※障害児福祉手当を受給中の場合は対象外
（１）身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ級もしくは精神保健福祉手帳１級を交
付されている人、または特別児童扶養手当１級の認定を受けた人

（２）身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ級（中度）もしくは精神保健福祉手帳２級
を交付されている人、特別児童扶養手当２級の認定を受けた人

（１）73,500 円

（２）36,800 円

次に該当する障害児（者）・児童のための手当・年金が支給されます

　吉備国際大学 子ども発達教育学科の学生と教員が、
絵本や珍しいおもちゃを持って遊びにいきます。わらべ
うたや紙芝居なども行います。参加費は無料です。
日時…９月 27 日（火）　午

前10 時～午
前11 時 30 分

会場…成羽文化センター
対象… 就学前の子どもとその保護者（保護者のみも可）
主催…吉備国際大学心理学部子ども発達教育学科

問 こども未来課 ☎（21）０２８８

各種相談・教室（９月）
◎乳児健康診査
　平成27年12月・平成28年５月生まれ
９月 14 日（水） 午

後１時～午
後１時 30 分（受付） 高梁保健センター

内容…  身体計測、問診、内科診察、育児相談、歯科相
談、離乳食相談

◎１歳６カ月児健康診査
　平成27年２月～３月生まれ
９月 21日（水） 午

後１時～午
後１時 30 分（受付）高梁保健センター

　平成26年12月～平成27年２月生まれ
９月 28 日（水）午

後１時～午
後１時 30 分（受付）成羽健康管理センター

内容…  身体計測、問診、内科診察、歯科診察、むし歯予測
テスト、育児相談、歯科相談、栄養相談、心理相談

◎２歳６カ月児健康診査
　平成26年２月～３月生まれ
９月１日（木） 午

後１時～午
後１時 30 分（受付） 高梁保健センター

内容…  身体計測、問診、内科診察、歯科診察、育児相
談、歯科相談、栄養相談、心理相談

◎育児・プレママ相談 （０歳～就学前の幼児、妊婦）
９月８日（木） 午

前９時45分～午
前10時（受付）川上児童館

９月９日（金） 午
前10 時～午

前11時（受付） 有漢保健センター

９月15 日（木）午
前10時～午

前10時30分（受付）成羽健康管理センター

９月27日（火）午
前10 時～午

前11時（受付） 高梁保健センター
内　容… 身体計測、育児・栄養相談、妊娠中の健康・栄

養相談など
持参品… 母子健康手帳
◎マタニティ講座 （妊娠初期～中期の妊婦）
９月６日（火） 午

後１時 15 分～午
後３時 高梁保健センター

◎あそびのひろば （おおむね１歳～就学前の幼児）
９月８日（木） 午

前10 時～正午 川上児童館
◎親子ふれあい教室 （おおむね１歳～就学前の幼児）
９月９日（金） 午

前10 時 30 分～正午 有漢保健センター
◎ちびっこ広場 （おおむね１歳～就学前の幼児）
９月 15 日（木） 午

前10 時～午
前11時 30 分 成羽健康管理センター

問 健康づくり課 ☎（21）０２２８

◎教育相談
月～金　 午

前９時～午
後５時　教育委員会相談室

問 学校教育課（悩み相談電話） ☎（22）７８６７

◎ひとり親家庭相談・家庭児童相談
月・火・木・金　 午

前９時～午
後４時　こども未来課相談室

問 こども未来課  ☎（21）０２８８

ゆう・ゆうひろば（９月）
会場…子育て支援センター（順正高等看護福祉専門学校２号棟）
開設時間…月～金曜日（祝日を除く） 午

前10 時～午
後４時

問 子育て支援センター ☎（22）２４５０
　 こども未来課 ☎（21）０２８８

◎家庭相談日　９月８日（木）・21 日（水）　 午
前10 時～午

後４時

※ ファミリーサポート受け付け… 午
前８時 30 分～午

後５時 15 分

◎ゆう・ゆう講座（要予約）
９月２日（金）　 午

前10時～午
前11時30分　「ママのリフレッシュ」

吉備プレーパーク（９月）

◎赤ちゃんタイム
９月２日（金）・16 日（金）　 午

前10 時～午
前11時 30 分

９月 25 日（日）  午
前10 時～午

後４時  吉備プレーパーク第２子ども広場
※来場時に第２子ども広場の受け付けにお寄りください。

問  吉備国際大学心理学部子ども発達教育学科 ☎（22）
９２７３／こども未来課 ☎（21）０２８８

◎子どもの心とからだの総合相談 （要予約）
９月８日（木） 午

後１時～午
後３時（受付） 備北保健所

◎思春期（ひきこもり）相談 （要予約）
９月 20 日（火） 午

後３時～午
後５時 備北保健所

問 備北保健所備北保健課 ☎（21）２８３６

◎ゆう・ゆうタイム（要予約）
９月９日（金）　 午

前10 時～午
前11時 30 分　「長寿園慰問」

※この日の「ゆう・ゆうひろば」は午後１時から開きます。

児童扶養手当
　８月１日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、
児童扶養手当の第２子および第３子以降の加算額が変更
されます。
第２子の加算額

定額 5,000 円 → 全部支給：10,000 円 
一部支給：5,000 円～ 9,990 円

第３子以降の加算額（１人につき）

定額 3,000 円 → 全部支給：6,000 円 
一部支給：3,000 円～ 5,990 円

※ 平成 29 年４月からは加算額にも物価スライド制が導入さ
れます。「物価スライド制」とは、物価の上下を表した「全
国消費者物価指数」に合わせて支給額を変える仕組みです。

問 こども未来課 ☎（21）０２８８

ファミリー子育て教室
　「子育ての勉強がしたい！」そんなあなたの子育ての
不安や疑問を解決する講座です。参加費は無料です。
日時…９月４日（日）　午

前10 時～午
前11 時 30 分

会場…吉備国際大学国際交流会館 ２階 多目的ホール
講師… 吉備国際大学子ども発達教育学科講師／看護師／

助産師　西田啓子さん
内容… 妊婦疑似体験、抱っこ練習、ベビーマッサージなど
対象… 子育て中の親・祖父母、これから親になる人など
申し込み…８月 26 日（金）までに事務局へ
※託児（生後６カ月以上）もあります。（事前申込が必要）

問（申し込み）  たかはし子育てカレッジ実行委員会事務 
 局（こども未来課内） ☎（21）０２８８

第１回子育て講座
親子ふれあい遊び
第３回子育て講座（出前講座）
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