
お困りのときは・・・

子どもの教育

減免・優遇制度

（子育てに関する支援制度やサービス全般は、狛江市ホームページやこまえ子育てねっとに掲載しています。）

こまＹＥＬＬ（こまエール）

専門の支援員が生活困窮に関す
る相談全般をお受けします。生活
の中での困りごとはこちらにご相談
ください。
※生活困窮者自立支援法の生
活相談窓口です。
◇こまYELL
(3430-1111 内線2925)
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民生委員・児童委員

地域で生活上の心配ごとや
子どもの養育上の悩みごとを
抱えている人の相談相手と
なっています。
お住まいの地区の民生委
員・児童委員については、下
記へお問い合わせ下さい。
◇狛江市福祉政策課
(3430-1111 内線2232)
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ひとり親相談の家(電話相談)

日常生活で困ったこと、悩み
ごとなど身近な問題を気軽に
相談できるよう、同じひとり親
家庭の先輩による電話相談
を行っています。
◇ひとり親Tokyo
(03-5261-1341)

ひとり親家庭電話相談

子どもや健康などの暮らしに
まつわる心配ごと、住まいのこ
とや経済的な悩みなどについ
て、電話で相談に応じます。
◇ひとり親家庭支援センター
はあと(03-5261-8687)

女性のためのカウンセリング

自分の生き方や夫婦・家族
の問題、心、健康、職場・地
域の人間関係、セクハラ、ス
トーカー、ドメスティック・バイオ
レンスまで、専門の女性カウ
ンセラーが相談をお受けして
います。※事前予約制
◇狛江市政策室
(3430-1111 内線2454)
※予約は秘書広報室
( 同 上 内線2402)
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ひとり親家庭相談

専門の相談員がひとり親の皆さんの問題解決のお手伝い
をしています。生活のことや家計のこと、心の問題や健康、
仕事、子どもの教育、養育費、面会交流まで、ひとり親家
庭の皆さんのすべての相談に寄り添って対応します。
【相談員】
・ひとり親家庭等専門相談員
・母子・父子自立支援員
※いずれも女性の相談員です。
【相談日】
・月～金 8:30-17:00
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2399)
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コミュニティ・ソーシャル・ワー
カー（ＣＳＷ）

普段のくらしの中でどこに相談した
らいいか分からない困りごとから地
域のささえあいのしくみまで、福祉
に関する様々な相談についてお
話を伺い、皆さんと一緒に考えま
す。
◇狛江市社会福祉協議会
(3488-0313)
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狛 江 市

日本学生支援機構奨学金

大学や大学院、短大、専門
学校等に在学する方を対象
とした奨学金で、貸与型と給
付型があります。詳細は学
校の奨学金窓口にお問い合
わせください。

あしなが育英会

病気や災害等で親を亡くし
た方や親に障がいがある方を
対象とした貸与(無利子)+
給付の一体型の奨学金です。
◇あしなが育英会学生事業部
(0120-77-8565)

就学援助

一定の所得基準の家庭を
対象に、給食費や学用品費
など、小・中学校でかかる費
用の一部を援助します。
◇狛江市教育委員会学校教育課
(3430-1111 内線2323)

国の教育ローン

日本政策金融公庫が取り
扱う教育ローンで、母子(父
子)家庭向けに金利・保証
料の低減や返済期間延長
などの優遇措置が設けられて
います。
◇教育ローンコールセンター
(0570-008656)東京都育英資金

都内在住で高校や専門学
校等に在学する方を対象と
した貸与型(無利子)の奨学
金です。申込みは学校を通
じて行います。
◇東京都私学財団
(03-5206-7929)

交通遺児育英会

交通事故で親を亡くしたり、
親が働けなくなった高校生や
大学生、大学院生、専門
学校生を対象とした貸与型
(無利子)の奨学金です。
◇交通遺児育英会
(0120-521-286)

狛江市奨学資金

家庭の経済的な理由により、
高校や高等専門学校への
修学にお困りの中学3年生
を対象とした給付型の奨学
金です。
◇狛江市教育委員会学校教育課
(3430-1111 内線2323)

税の軽減

一定の要件に該当するひとり
親世帯は、申告により所得
税・市民税・都民税の課税
対象となる所得金額から一
定額を差し引くことができます。
◇武蔵府中税務署(国税)
(042-362-4711)
◇狛江市課税課(市税)
(3430-1111 内線2204)
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市民税・都民税の非課税

原則としてひとり親で前年の
合計所得金額が一定以下
の方は、申告等により市民
税・都民税(所得割・均等
割)が課税されません。
◇狛江市課税課
(3430-1111 内線2204)
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利子非課税制度

身体障害者手帳交付対象
者や遺族年金、寡婦年金を
受給している方、児童扶養
手当を受給している母子家
庭の母は、預貯金の利子等
が所定の手続により非課税
になります。詳細は金融機
関にお問い合わせください。
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ＪＲ通勤定期乗車券の割引

児童扶養手当受給者又は
同一の世帯員でＪＲを利
用して通勤している方は、通
勤用の定期券を3割引で購
入できます。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2313)
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都営交通の無料乗車券

児童扶養手当受給者又は
同一の世帯員のうち一人に
限り、都営交通(都電、都バ
ス、都営地下鉄)の無料乗
車券が交付されます。児童
扶養手当証書を持参(更新
の際は使用中の乗車券も必
要）し、申請してください。
◇狛江市高齢障がい課
(3430-1111 内線2221)
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水道・下水道料金の減免

児童扶養手当の受給世帯
は水道料金と下水道料金の
減免があります。児童扶養
手当証書を持参し、申請し
てください。
※水道契約者と児童扶養
手当受給者が同一名義の
場合に限ります。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2313)
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家庭用ごみ指定収集袋の減免

児童扶養手当の受給世帯
に家庭用ごみ指定収集袋
(年間で可燃用小袋90枚、
不燃用小袋20枚)を無料で
配布します。児童扶養手当
証書と持参し、市清掃課(ビ
ン・缶リサイクルセンター内)で
申請してください。
◇狛江市清掃課
(3488-5300)
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粗大ごみ処理手数料の免除

児童扶養手当の受給世帯
は粗大ごみ処理手数料が免
除されます。児童扶養手当
証書を持参し、市清掃課(ビ
ン・缶リサイクルセンター内)で
申請してください。
◇狛江市清掃課
(3488-5300)
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しごと

子ども・若者居場所マップ

主に放課後の時間帯にお子
さんが利用できる施設や事
業をまとめています。
地図から該当の施設をクリッ
クすると、詳しい説明を見る
ことができます。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2312)
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面会交流

子どもが離れて暮らしている
父親や母親と定期的・継続
的に交流することをいいます。
離婚するときは、子どもの利
益を最も優先して、面会交
流の方法や時期、回数など
をあらかじめ取り決めて書面
に残しておきましょう。
また、父母間の話し合いが
難しいときは、家庭裁判所に
調停又は審判を申し立てる
ことができます。
◇東京都ひとり親家庭支援
センターはあと
(03-5261-1278)
◇家庭問題情報センターFPIC
(03-3971-3741)
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2399)

住まい探しの相談窓口

お住まいにお困りの方を対象
に、相談員が利用者の状況
をうかがい、適切なアドバイス
をします。要望に見合う物件
のマッチングも行います。
※月1回(2枠)で無料です
が、事前予約が必要です。
◇狛江市福祉政策課
(3430-1111 内線2231)

ひとり親家庭等医療費助成

18歳に達する日以降の最初の
３月31日までのお子さん(※一
定の障がいがある場合は20歳
未満)がいるひとり親家庭が保
険診療で支払った医療費の全
部又は一部を市が負担します。
※所得等の制限があります。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2313)
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ひとり親家庭ホームヘルプ

ひとり親家庭の母(父)又は子ど
ものケガや病気、又はひとり親
家庭になった直後に、家事や生
活のお手伝いをするホームヘル
パーを派遣します。
※所得により自己負担が発生
する場合があります。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2312)
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母子・父子/女性福祉資金

都内に6か月以上居住している
ひとり親の方又は配偶者がいな
い女性に生活資金、引越資金、
事業資金、修学資金等を貸し
付けます。
貸付を希望される方は、事前に
ご相談ください。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2399)
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ひとり親家庭等学習支援

ひとり親家庭の小学4年から
中学3年のお子さんを対象に、
週1回、市内の公共施設で
学習支援を行っています。
※Z会グループエデュケーショ
ナルネットワークが運営します。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2312)
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令和3年度新規事業

養育費確保支援事業助成金

養育費の確保のための公正
証書の作成経費や、保証会
社と養育費の受取保証契
約を締結する際に必要な保
証料の一部を助成します。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2312)
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都営住宅

都営住宅ではひとり親世帯
向けを対象とした募集区分
があり、一般世帯より当せん
率が高くなる優遇抽選を受
けることができます。また『ひと
り親世帯入居サポート』とし
て、収入審査の緩和や家賃
の割引を行っています。
◇JKK都営住宅募集センター
(03-3498-8894)

QR14

母子生活支援施設

家庭の事情により子どもの養
育が十分にできない母子家
庭に居室を提供し、施設の
スタッフが生活の立て直しを
お手伝いします。
施設の利用を希望される方
は、事前にご相談ください。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2399)
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母子(父子)家庭
自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母(父)が、就労
するための教育訓練を受講し、
修了した場合に、本人が支払っ
た講座の受講料の一部を支給
します。
給付を希望される方は、事前に
ご相談ください。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2399)
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母子(父子)家庭
高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母(父)が、看護
師などの資格を取得するため１
年以上養成機関で修業する場
合に経済的支援を行います。
(上限４年)
給付を希望される方は、事前に
ご相談ください。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2399)

ひとり親家庭
高等職業訓練促進資金貸付事業

母子(父子)家庭高等職業訓
練促進給付金の支給が決定し
た方に、入学や就職の準備に
必要な資金を、原則無利子で
貸し付けます。
※一定の条件を満たした場合、
申請により返済が免除されます。
◇狛江市社会福祉協議会
(03-3488-0294)
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ハローワーク/ワークプラザ

都内のハローワークやワークプ
ラザでは、都内全域の求人
を閲覧することができます。
国領の『調布国領しごと情
報広場』には、子育て中の
方向けコーナーがあります。
◇ハローワーク府中
(042-336-8609)
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マザーズハローワーク

仕事と子育ての両立をめざ
す方をはじめ、就職を希望す
るすべての女性を支援するハ
ローワークです。各種セミナー、
パソコン講習(マザーズ向け)
も開催しています。
◇マザーズハローワーク東京
(03-3409-8609)
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はあと飯田橋(東京都ひとり
親家庭支援センター)

ハローワーク、東京しごとセン
ター、自治体、NPO等と連
携しながら、相談から能力開
発・職業紹介までの一貫し
た支援を行っています。
◇はあと飯田橋
(03-3263-3451)
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東京都立多摩職業能力開
発センター府中校

100を超える訓練科目で技
能習得に必要な訓練を行っ
ています。受講期間は科目
によって2か月～2年で、授
業料がかからないコースもあり
ます。
◇ハローワーク府中
(042-336-8609)
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東京しごとセンター多摩

経験豊富な就職支援アドバ
イザーが適職相談、面接対
策など、きめ細かいアドバイス
やカウンセリング、職業紹介
を行っています。女性向けの
専用窓口も開設しています。
◇東京しごとセンター多摩
(042-329-4510)
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手当・年金

児童扶養手当 (国制度)

18歳に達する日以降の最初の
3月31日までのお子さん(※一
定の障がいがある場合は20歳
未満)がいるひとり親家庭に支
給される手当です。
支給額は所得等により異なり、
奇数月(1.3.5.7.9.11月)に
支給されます。
※所得等の制限があります。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2313)
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児童育成手当 (都制度)

18歳に達する日以降の最初の
3月31日までのお子さん(※一
定の障がいがある場合は20歳
未満)がいるひとり親家庭に支
給される手当です。
支給額は1月あたり13,500円
(障害手当は15,500円)で、
6.10.2月に支給されます。
※所得等の制限があります。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2313)
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児童手当・特例給付

15歳に達する日以降の最初の
3月31日まで(中学校修了前)
のお子さんがいるすべての家庭
に支給される手当です。
支給額は所得や子どもの人数、
年齢等により異なり、6.10.2月
に支給されます。
◇狛江市子ども政策課
(3430-1111 内線2313)
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遺族基礎年金

国民年金に加入している人
などが亡くなったとき、遺族に
支給されます。また、この遺
族基礎年金が受給できない
場合には、寡婦年金や死亡
一時金の制度もあります。
※受給には要件があります。
◇狛江市保険年金課
(3430-1111 内線2283)
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遺族厚生年金

会社員や公務員として厚生
年金保険に加入している人
が亡くなったときなどに、遺族
に支給されます。
※受給には加入期間等の
要件があります。
◇府中年金事務所
(042-361-1011)
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離婚時の厚生年金の年金分割

婚姻期間中の厚生年金記
録を分割することができる制
度です。なお、離婚した日の
翌日から２年を経過すると、
請求することができませんので
ご注意ください。
※手続きには要件があります。
◇府中年金事務所
(042-361-1011)
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国民年金保険料の免除

収入が少なくて保険料が納
められない、生活保護を受け
ている、障害年金を受けてい
る、平成31年2月以降に出
産した場合など、所定の手
続きにより保険料が免除され
ます。
◇狛江市保険年金課
(3430-1111 内線2283)
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ひとり親家庭のみなさまへ
この『ひとり親家庭のしおり』は、ひとり親家庭のお子さまの健やかな成長と安定した生活を支援するため、
狛江市をはじめとした行政機関や支援機関が実施するひとり親家庭向けの行政サービスや支援制度の概
要をまとめたものです。それぞれのサービスや制度の詳細は、記載されているQRコードからご覧いただくか、
記載されている担当課にお問い合わせください。
このガイドブックが皆さまの生活のお役に立つことができれば幸いです。
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