
【凡例】
：金銭的支援
：金銭以外の支援

～小学校卒業 ～中学校卒業 ～高校卒業

児童プール運営事業

夏季期間中、児童の健全な遊び場を確保し戸外
活動(水浴)を支援するとともに、河川等におけ
る水難事故を防ぐため、市内１４箇所で児童
プールを運営

宮崎市総合発達支援センター

障がいの早期発見・早期療育及び在宅障がい児
(者)の支援を行うため、指定管理者制度を活用
し、医療ケアや相談部門を含む総合療育拠点で
ある総合発達支援センターを運営

ブックスタート事業
感性豊かな子どもを育成するため、７～８か月
児健康診査の時に、絵本等の入ったブックス
タート・パックを保護者にプレゼント

ファミリー・サポート・センター
利用料補助事業

安心して子育てができる環境整備を促進するた
め、ファミリー・サポート・センター依頼会員
(利用者)が援助会員に支払う報酬の一部を助
成。【補助額】６００円／１時間（自己負担額
200円）

多子世帯に係る保育料軽減

16歳未満の児童が3名以上いる世帯につい
て、保育料の負担軽減を図るため、税法上はな
い扶養控除をあるものとして市民税を再計算
し、保育料を決定

乳幼児任意予防接種事業
乳幼児の発症時の重症化を防止するため、個別
医療機関において実施する任意のワクチン接種
費用の一部を助成

ひとり親家庭支等学習支援

ひとり親家庭等の子どもの学習習慣や基本的な
生活習慣を確立し、学習意欲の向上を図るた
め、ボランティアによる学習支援や進学相談
（市内３か所）

都城市こども発達センター
きらきら

発達障がい・またはその疑いのある未就学児の
相談や小児科医の診察を実施

子どもの生活・学習支援事業
小中学生を対象に地域のボランティアが、学習
支援を通して、子どもの居場所や学習機会の確
保を実施

移住・子育て住まい支援事業
18歳以下の子どもが同居する世帯向けに住宅
取得費用の一部を支援

移住子育て家賃補助制度
18歳以下の子どもがいる、市外から転入した
子育て世帯の家賃の一部を補助

NPO法人学校支援はげまし隊

市内小中学校の算数・数学、英語の授業を中心
に、全教科に対応。授業内容の理解をサポート
する支援、水泳や持久走時のみまもり支援、調
理・裁縫実習のアシスタント支援、一緒に学び
ながら子どもをほめてはげます支援、自分の経
験（キャリア）を子どもに伝える支援等があ
る。

めざせ小村寿太郎国際塾事業

国際感覚を磨き、国際社会に適応できる人材の
育成と語学力向上のため、小学5、6年生の希
望者を対象に週2回（6月～3月）無料の英会
話学習を実施

遠距離通学補助
通学距離が小学生で片道４㎞以上、中学生で６
㎞以上の児童生徒を対象に通学費補助金要綱に
基づき通学費を支給

相談窓口

子育てなどの悩みについて、一元的に相談を受
け付ける窓口を開設。従来の窓口・メールの相
談に加え、ＬＩＮＥを活用した相談も可能（相
談：無料）

支援の項目

延岡市

日南市

市町村

宮崎市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容

18歳以下の子どもが同居する世帯向けに住宅取得費用の一部を補助。
●基礎額と下記加算額の合計金額を補助する
○基礎額
（移住世帯）新築物件を取得⇒住宅取得費の1/10かつ80万円上限
（移住世帯）中古物件を取得⇒住宅取得費の1/10かつ50万円上限
（子育て世帯）中古物件を取得⇒住宅取得費の1/10かつ20万円上限
○加算額
・同居する18歳以下の子ども1人につき10万円加算（基礎額との合計が100 万円上限）
・空家バンク登録物件 20万円加算等

【内容】実質家賃負担額の1/2以内（上限１万円）を申請の翌月から12か月補助
　看護師・准看護師、介護福祉士、保育士・幼稚園教諭として就業する者がいる世帯は、月額５千円
を上乗せ
【対象】下記のすべてに該当する世帯
・18歳以下の子がいる世帯　　・Ｈ30.3.1以降に市外から転入し、民間賃貸住宅に入居した世帯
・世帯の前年度所得が266万円以下の世帯　　・市税等滞納がなく、生活保護を受けていない世帯
※転入から90日以内の申請が必要

小学校就学後
小学校就学前

都城市

３

歳
小

４

小

３

小

５

実施地区により異なる
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【凡例】
：金銭的支援
：金銭以外の支援

～小学校卒業 ～中学校卒業 ～高校卒業
支援の項目市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

小林市奨学金制度

一定の要件を満たす生徒に対し、無利子で奨学
金を貸与
県立高等学校 月額10,000円
私立高等学校 月額12,000円
高等専門学校・専修学校 月額15,000円
大学（短大含む） 月額20,000円
※小林市奨学生選考委員会で審査し、教育委員
会が決定

学校給食費負担軽減補助
小学校・中学校の児童に対して給食費の半額を
補助

出産支援金
妊娠から出産に係る経済的負担の軽減等を目的
に妊産婦に、妊娠１回につき２万円を交付す
る。

市内高等学校通学費補助
市内の高校へ定期券を利用して通学する生徒に
対し、定期券購入費用の一部を助成する。

小林市出産サポート119
緊急の出産時に、妊婦を救急車で産院等に救急
搬送するもの。

おめでとう赤ちゃん祝品
出生した赤ちゃんとその保護者を社会全体で応
援するため、応援メッセージ・ギフト・市の子
育て支援book等を贈呈する。

小林市子育て情報アプリ「こすもす」

小林市の子育てに必要な情報を提供する公式ア
プリ。
○各種健診(妊娠期を含む)、予防接種の時期に
加え、市の地域情報等を確認できる。
○その他、オンライン相談の受付も行う。

赤ちゃん相談・すくすく相談

育児・栄養・離乳食相談や計測などの発育
チェック、保護者の交流や情報交換を実施
・赤ちゃん相談～生後６か月までの赤ちゃんと
保護者
・すくすく相談～生後７か月以降の赤ちゃんと
保護者

２才６ヶ月児健康診査
虫歯予防や歯の健康、発達の気になる子どもに
対する早期発見、早期療育を目的として、法定
健診の間の時期に２歳６ヶ月児健康診査を実施

ドレミ・ソラシド教室

乳幼児健康診査の事後教室として、親子での遊
びをとおして子どもの成長を見守り、発達や子
育てなど保護者の悩みなどを一緒に考えていく
教室
・ドレミ教室～1歳６ヶ月検診事後教室
・ソラシド教室～2歳6ヶ月事後教室

家族・育児支援プログラム
（コモンセンス・ペアレンティング・

プログラム）

子どもとの関係に不安や悩みを抱える保護者に
対し、子どもとのコミュニケーションの取り方
や子どものしつけの方法を、わかりやすく学ぶ
講座（託児可）
【対象】おおむね小学生以下の子どもの保護者
＊料金無料
【時期】年に２回（時期未定）全７回連続講座

日向市公式アプリ

日向市公式アプリ内に子育て支援機能を搭載
○各種健診（妊娠期を含む）や予防接種の時期
の確認、直前に市からの通知受領
○子どもの成長記録の登録
○産後ケア事業や育児相談教室の紹介や、子ど
も医療費助成やひとり親家庭医療費助成などの
助成制度や児童手当・児童扶養手当の案内の閲
覧

日向市育英奨学金

人物・学業ともに優秀かつ健康でありながら、
経済的理由により修学が困難であると認められ
る生徒・学生に対し、奨学金を貸与
【貸付額】高校生：月額20,000円
大学院生・大学生・短大生・専門学校生：月額
30,000円　＊無利息

日向市提携教育ローン

九州労働金庫と提携して、市内に居住し、高等
教育に係る教育資金を必要とする方に低金利で
融資【融資額】子ども一人につき300万円以
内（10万円単位）＊収入など融資要件あり

日向市

小林市
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：金銭的支援
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～小学校卒業 ～中学校卒業 ～高校卒業
支援の項目市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

第３子以降の児童について保育料無料
（世帯に18歳未満の子どもが3人以上いる場
合のみ）

２号認定子どもについて、満3歳から保育料無
料

１・２号認定子どもの副食費助成

不妊治療費助成

不妊症・不育症の治療を行っている夫婦に対
し、治療費の一部助成
【不妊治療】
　治療に係る自己負担額
　医療保険適用治療  50,000円まで/年

　不妊原因を調べるための検査費
　30,000円まで/年

【不育症治療】
　１回の妊娠期間で40,000円まで
　不育症治療については、自己負担額から宮崎
県又は宮崎市の治療費助成額を差し引いた額

福島高等学校支援事業

①入学支援金（50,000円／人）の支給
②選考委員会にて選考された生徒に対し給付型
奨学金（月額20,000円／人）を支給
③検定料受験料補助
④九州大会又は全国大会に出場する部活動に対
する補助
⑤遠距離通学補助

公営塾開設 福島高校に公営塾を開設

遠距離通学補助
通学距離が片道４㎞以上で距離に応じて補助
公共交通機関を利用する場合は交通費の半額補
助

高等学校等に在学し選考委員会で決定
した者への奨学資金

高等学校等10,000円/月　高等専門学校・専
修学校15,000円/月
大学校等20,000～30,000円/月（入学一時
金240,000円以内）
奨学資金返済時に市内に居住し、一定の要件を
満たす場合に、返済額を上限として補助金を交
付

保育料利用者負担軽減
保育料を負担する方への軽減として、国の基準
よりも低くなるよう保育料を設定しており、4
割弱を西都市が負担

飯野高等学校支援事業

県立高校である飯野高等学校に通学する生徒に
対する支援
【支援内容】
①成績優秀者に最長3年間給付型奨学金として
月20,000円を給付
②通学困難な西諸管内の指定校区及び管外から
の通学者に、3年間通学支援として月5,000円
を支給
③学力向上支援のため、希望者を対象に、放課
後、外部講師による公営塾を開設
④起業家育成プログラム事業として、セミナー
や起業シュミレーションを開催

飯野高等学校生徒下宿等費用助成金

県立高等学校である飯野高校に在学する生徒が
西諸管内の下宿等に居住する場合に、下宿代等
の一部を助成
【助成金額】
下宿の場合：下宿代の1/2以内（上限月額
40,000円）
民間賃貸住宅の場合：家賃の1/2以内の額に、
食費及び光熱費に対する支援として月額
20,000円を加算した額（上限　月額40,000
円）

日章学園九州国際高等学校
生徒寮費助成事業

市内にある私立高等学校である日章学園九州国
際高校に在学する生徒が校内の寮に入寮する場
合に、寮費の一部を助成
【助成金額】　寮費の１/２以内（上限　月額
２５,０００円）

妊産婦支援助成金
妊産婦に対し助成金を交付。
【助成金額】妊娠1回につき50,000円

串間市

えびの市

教育・保育施設利用者への負担軽減

西都市

３

歳

２

歳
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支援の項目市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

出産祝い品事業
町内に住む、生後3か月頃の児に対し、母子保
健推進員が訪問にて、出生祝い品（R3年度は
積み木）をプレゼント

すくすく教室
生後3～5か月の子どもを対象とした育児教
室。ブックスタートの目的で、絵本のプレゼン
ト（2冊）

もぐもぐ教室
生後3～5か月の子どもを対象とした離乳食教
室

赤ちゃん健診

誕生月の翌月頃に、1歳の節目の健診を健康管
理センターにて実施。
【内容】身長・体重測定、助産師・保健師によ
る問診、小児科医による診察、（希望者）おっ
ぱい、栄養相談

2歳6か月児歯科健診

歯の診察に加え、子どもの発達や、ことばの発
達確認を目的として実施
【内容】身長・体重測定、助産師・保健師によ
る問診、歯科医師による診察、歯科衛生士によ
るブラッシング指導、（希望者）栄養、ことば
相談

ほのぼの教室
親子あそびの教室。子どもと一緒にできる様々
な遊びを行いながら、保育士・心理士・保健師
が様々な相談に対応

心理相談
心理相談員が、子どもの発達についての不安
や、関わり方などの相談に対応
※要予約

ことば相談
言語聴覚士が、子どものことば・発音・コミュ
ニケーションの力を検査し、様々な相談に対応
※要予約

ファミリー・サポート・センター
利用料助成事業

ファミリー・サポ-ト・センターを利用する保
護者の負担を軽減するために、町から利用料金
の助成あり
助成額＝1人1時間あたり300円　※１人目の
子どものみが対象

保育料等負担軽減事業

・第１号、第２号認定の児童の副食費助成
・認可保育所等における保育料の負担軽減に加
え、第２子は半額、第３子以降は全額無料
・認可外保育施設の保育料や保育料とは別途徴
収となっている給食費の補助。（第２子半額、
第３子以降無償）

小中学校給食費等補助事業 学校給食費等の半額補助

国富町 保育料負担軽減

保育料の負担軽減として、国の基準よりも低く
なるように保育料を設定しており、第２子は
1/4。ひとり親世帯等の第１子は1/4、第２子
以降は無料。

出産祝金
第３子誕生で、100,000円、第4子誕生で
300,000円を交付

新築住宅等取得支援事業補助

夫婦いずれかが18歳以上45歳未満の者または
中学生以下の子を養育している者
 　要件①：新築又は新築住宅の購入
 　（1）町内事業者による建築
 　　 25万円に中学生以下1人につき5万円
　　　加算×3年間（上限120万円）
 　（2）町外事業者による建築
 　要件②：中古住宅の購入
 　　15万円に中学生以下1人につき5万円
　　　加算×3年間（上限90万円）

住宅料支援事業補助

夫婦いずれかが18歳以上40歳未満の者または
中学生以下の子を養育している者
 　要件：住宅料月額から3万円を差し引きした
額の80％（上限1万円／月）×3年間

高等学校等就学支援給付金
保護者の負担軽減・若者定住促進のため、町内
のすべての高校生の保護者に通学費用の一部を
給付

教育・保育施設利用者への負担軽減
第4子以降の児童について保育料、副食費及び
入園料の助成（世帯に監護されている子どもが
4人以上いる場合のみ）

学校給食費の無料化 町内の小中学生の給食費全額免除

新富町

高原町

綾町

三股町
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支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

保育料利用者負担軽減
保育料を負担する方への軽減として、国の基準
よりも低くなるよう保育料を設定

遠距離通学費補助
居住地区に応じて
定額補助

居住地区に応じて
20,000円を上限
に自転車購入費を
補助

社協塾

小学５年生から中学２年生を対象に、共働きや
ひとり親世帯等に対し、毎週土曜の午前中に地
域のボランティアが学習支援を行う
小学生は国語、算数　中学生は英語、数学

まちなかコラボ

小学１年生から１８歳までの児童で不登校、ひ
きこもりや困り感のある子どもの居場所とし
て、平日の日中に勉強や作業できる環境の提供
子ども食堂、農業体験、世代間交流を予定

保育料控除
利用者負担額及び給食費は、利用子ども及び保
護者が村内に住所を有し、かつ、村内に居住す
る場合には、全額を控除

高等学校就学支援

村内に住所を有し、高等学校等に通う生徒一人
につき、月額３万円を支給する。自宅から通学
している生徒においては、月額３万円を上限と
する交通費を支給

遠距離通学費補助
通学距離が4ｋｍを超える通学者に対する補
助。バス通学の場合は全額補助、保護者による
自動車送迎についても距離に応じて補助

給食費の助成
村内の学校に在学する長子（長子は半額）を除
く第２子以降の給食費を全額補助

奨学資金（菊池奨学資金）

村の奨学金制度で、高校等に進学する者に、５
年間を限度に年額36万円を無利子で貸し付け
卒業後の就職により居住する場合等は返済が免
除

副教材購入補助

村内小学校、中学校の全児童生徒を対象に、保
護者負担のあった
副教材費について、小学校児童１人あたり
8,000円、中学校生徒１人あたり22,000円を
上限に村にて負担

修学旅行費用助成
・小学校：上限55,000円/人(東京方面)
・中学校：上限95,000円/人(岩手県)

出産祝い金

定住が見込まれる者に対して出産祝い金を交付
する。第１子　5万円、第２子　15万円、第
３子　30万円、第４子以降は第３子の額に10
万円ずつ加算
非定住者については、一律5万円

安心出産助成

出産予定日の１ヶ月前に村の住基台帳に登録及
び居住している妊婦に対して、出産直後に必要
な育児に関する物品を出産予定児
１人につき１セット支給

妊婦健診助成

・西米良村の住民基本台帳に登録されている妊
婦に対して、受診券１４枚を交付し助成。ま
た、現に居住している妊婦については、
受診券以外の妊婦健診についても助成

子育て支援金

・未就学児、保護者ともに西米良村の住民基本
台帳に記載され、かつ、居住している未就学児
を養育している保護者に対して、１世帯あたり
8,000円×月分の商品券を交付。村内の商店
街等で生活必需品の購入時に2割を限度に使用
可能

医療福祉職育成奨学資金

医療、福祉の資格取得を目指す者で、高校、大
学などに通う者のうち、卒業後に村内での就労
を目指す者に対して、村出身者年間７２万円、
それ以外年間３６万円。最長４年間利用可。卒
業後３年間就労で返済免除

中学生学力向上支援事業

中学生を対象に、週1回（中学3年生は週2
回）、オンラインの塾を実施。講師は東大生に
依頼。夏休み期間中は別途、学力向上セミナー
を実施

自宅学習用タブレット端末整備
村所小学校、西米良中学校の全児童生徒を対象
にタブレット端末１人２台を貸与

定住促進住宅
移住者、移住子育て世帯を対象とし、子育て世
帯支援として、中学生以下の子ども一人につき
5,000円を家賃額から減額

宮崎交通バス利用
友の会補助金交付時業

村所線を利用する際に村所駅で乗車券を購入し
た場合、高校生の帰省の場合は全額補助

高鍋町

西米良村

小

５
中

２
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【凡例】
：金銭的支援
：金銭以外の支援

～小学校卒業 ～中学校卒業 ～高校卒業
支援の項目市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

ふるさと回帰きじょう暮らし
定住促進奨励金（出産祝金）

第２子10万円、第３子以降20万円の出産祝金
を支給

ふるさと回帰きじょう暮らし
定住促進奨励金

（住宅取得奨励金・子育て加算）

住宅取得奨励金の交付について、１５歳未満の
子供一人当たり10万円の子育て加算

保育料軽減
保育料月額負担額を最高３万円に設定し、国の
基準額より軽減

保育園等副食費の助成
３歳児以上保育料無償化に合わせ、町在住の３
歳以上保育園児の副食費についても町が助成

ふるさと回帰きじょう暮らし定住促進
（就学祝金）

町内に居住している家族で、
第２子以降が町内小学校に入学した際、祝金を
支給（第２子以降100,000円）

町内小・中学校修学旅行補助金 修学旅行費の交通費を一部助成

町内小・中学校給食費
補助金

給食費の全額を助成（保護者負担なし）

保育料軽減
保育料が国の基準額の５割程度。保育料を第２
子半額、第３子以降無料

川南駅への無料シャトルバス
町外へ通学する生徒が利用するＪＲの発着時刻
に合わせて、川南駅とトロントロンドームを結
ぶシャトルバスの運行。高校生以下無料

かわみなみ公営塾
水曜日の放課後、中学校に民間学習塾の講師を
派遣し、受験を控えた3年生の学習支援を行う

高等学校就学支援
両親が町内に住所を有し、高等学校等に通う生
徒一人につき、月額3,000円を支給（最大36
カ月）

フッ素塗布事業

町内小中学校の全児童生徒を対象に、1回の塗
布につき800円（年2回実施）の利用券を配布

ヘルメット購入補助

児童の自転車用ヘルメット（SGマーク付）を
購入した保護者に対し、購入費用の2分の1
（上限2000円）を支給

遠距離通学費補助
通学距離が概ね片道4ｋｍを超える通学者等に
対し、バス利用料を全額補助

都農町高等学校等就学応援金

高校生を持つ保護者に対して、高等学校等の就
学にかかる費用を補助することで経済的な負担
軽減を図る。高校生もしくは保護者のどちらか
が町内に在住していること等が要件。生徒１人
につき、３年間を限度に、年間33,000円交付

都農町高校生夢未来応援事業

町内の高校生の夢実現や学校生活の充実を町と
町内事業所が一体となって支援する。エント
リーした高校生と、この事業に賛同し応援事業
所に認定された町内事業所とをマッチングし、
マッチングが成立した場合、毎年10万円を３
年間、応援事業所から交付

　

子宝祝金事業

本町に１年以上住所を有し、居住する方が第２
子以降の子を出産した場合に申請により子宝祝
金を支給。
・第２子：出生５万円、小学校入学５万円
・第３子以降：出生１０万円、小学校入学５万
円

保育料無料化事業

町内に住所を有し、かつ、町内に居住する未就
学児を養育する保護者が仕事と子育ての両立が
出来るように保育園、認定こども園など保育施
設に通う未就学児の保育料を完全無料化

子育て応援手当

町内に居住し、保育施設に預けることなく自宅
で乳幼児（０歳～３歳に達する日以降の最初の
3月31日までのもの）を養育している保護者
に対し、子育ての負担軽減と乳幼児の健全な育
成のために子育て応援手当を支給
・乳幼児の１歳の誕生日が属する月の前の月ま
で・・月額３万円
・乳幼児の１歳の誕生日が属する月か
ら・・・・・・・・・ 月額１万円

保育料軽減
保育料を国の基準額より低くし、子育て世帯の
負担軽減を図る。

ブックスタート事業

7～8か月児健康診査の時に、絵本等の入った
ブックスタート・パックを保護者に手渡し、赤
ちゃんと保護者に心ふれあうひとときを持つ
きっかけをつくる活動を実施。

奨学金貸付

向学心を持ちながら経済的理由により就学困難
な者に対して学費の一部を貸与する。
高校：月額10,000円、専門学校・大学：月額
20,000円

チャイルドシートの貸出
子育て支援センターで、チャイルドシートの貸
出を実施（数に限り有り）

木城町

川南町

都農町

門川町
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【凡例】
：金銭的支援
：金銭以外の支援

～小学校卒業 ～中学校卒業 ～高校卒業
支援の項目市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

誕生祝い金支給事業

定住者に対し、第１子10万円、第２子20万
円、第３子30万円、第４子40万円、第５子以
降は10万円加算で、出生届時に支給。非定住
者に対しては、一律5万円を支給

３歳未満児保育事業

６ヶ月～３歳未満の幼児を対象に、保育料無償
で日中保育を実施

中学校卒業祝い金支給事業
中学校卒業時に就学支度支援を目的に、生徒１
人一律10万円を支給

村奨学金貸与事業

高校、大学等に進学する生徒に対し、無利子で
奨学金を貸与。学業終了後、Ｕターンで村内に
就職した場合、要件を満たせば償還免除。月
額、高校・専門学校等3万円、大学4年生課程
4万円、6年生課程4又は6万円、医学科8又は
10万円の貸与

通学・通園補助事業
諸塚村立の保育所・幼稚園・小学校・中学校に
通う児童生徒に対し、通学方法に応じ、一定の
交通費を支給

給食費支援事業
３歳以上の保育所や幼稚園に通う児童・小学
生・中学生の給食費全額を支給

高校生生活支援
高校生活にかかる費用支援（1人あたり月2万
円の交付）

奨学金貸付
高校：月額2万円又は３万円、専門学校月額２
万円又は４万円、大学：月額2万5千円又は4
万5千円＊条件により返還の免除あり

誕生祝い金 出生に対し、20万円を支給

チャイルドシート購入助成
購入価格の1/2。ただし、上限を
対象乳幼児１人に対し、1万5千円

子育て支援金
小学校就学時、小学校卒業時、中学校卒業時に
児童ひとりあたり10万円を支給。

村産材利活用事業
（木製玩具贈呈）

村産材で制作した木製玩具を、1歳から6歳ま
での年齢に合わせた時期に贈呈。

村産材利活用事業
（命名ボード贈呈）

出生に対し、木版にプリンターで顔写真・名前
を印刷した命名ボードを贈呈

保育料利用者負担軽減 国の基準より低い保育料の設定

ことばの教室
言語聴覚士による「ことばの教室」を定期的に
実施

出生祝金
第１子…3万円　第２子…3万円　第３子…10
万円

新生児誕生記念品贈呈
新生児が誕生した家庭に対して町産材を利用し
た木製の食器等を贈呈。

ブックスタート事業
乳児健診1回目（2～4ヶ月児）の子に対し、
絵本を1人3冊選んでもらい進呈。

町立保育所給食費無償化 町内保育所の給食費全額免除

保育料利用者負担軽減 国の基準より低い保育料の設定

美郷町学校給食費
美郷町内の幼稚園・小学校・中学校に在学する
園児・児童・生徒の学校給食費の保護者負担額
『０円』

遠距離通園・通学補助

小学校・中学校に遠距離通学（学校から４㎞･
6km以上）を必要とする児童生徒の通学費を
補助(スクールバス運行エリア・中学生の自転
車通学生を除く）

育英奨学金
高校、大学進学時に町が貸付（高校２万円、大
学５万円、医大６万円）
Uターン免除あり

美郷町高校生就学支援事業

高等学校に在学する生徒、学生を持つ保護者に
対し、生徒・学生１人あたり　月額10,000円
（ただし４月、８月を除く年間10ヶ月）を補
助

諸塚村

椎葉村

美郷町
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【凡例】
：金銭的支援
：金銭以外の支援

～小学校卒業 ～中学校卒業 ～高校卒業
支援の項目市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　宮崎県内各市町村における独自の子育て支援策一覧

支援の内容
小学校就学後

小学校就学前

子育て支援金

町内に1年以上住所を有する子育て世帯に手当
を支給
第1子・・・出生、小学校入学、中学校入学時
に30,000円
第2子・・・出生、小学校入学、中学校入学時
に50,000円
第3子・・・出生、小学校入学、中学校入学時
に100,000円
第4子以降は、第3子の額に50,000円ずつ加
算（例：第4子・・・150,000円、第5
子・・・200,000円）

修学旅行補助
町内中学校に通学する第2学年生徒に対し、一
人20,000円を補助

西臼杵子ども・障がい者ネットワーク

西臼杵３町の子ども・子育て・障がい福祉分野
の総合的な相談・連携拠点
子育てや教育、福祉等について専門的な知識を
持った職員(ソーシャルワーカー、保健師、臨
床心理士)が関係機関とも連携しながらチーム
で対応

子育て用品の貸出
子育て支援センターで、チャイルドシートやベ
ビーベッドなど子育て用品の貸出を実施（数に
限りあり）

保育料補助事業
保育料を国の基準額より低くし、子育て世帯の
負担軽減を図る

出産祝金事業
定住見込みあり第1子・２子…5万円、第３子
…10万円、第４子以降20万円
定住見込みなし一律１万円

保育料補助事業
同一生計であれば、最年長の子を第１子とし、
第３子以降にあたる子の保育料を全額補助

副食費補助事業
同一生計であれば、最年長の子を第１子とし、
第３子以降にあたる子の副食費を全額補助

給食費補助事業
保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食
費を全額補助

中学校入学支援事業
中学校に入学した生徒を養育している保護者に
支援金を支給

五ヶ瀬町
出産祝い金

　要件を満たす場合に出産祝い金を交付
第１子が5万円、第２子が１０万円、第３子が
１5万円、第４子以降が２０万円

※全国、宮崎県で一律に実施されている事業は除く

※地域子ども子育て支援事業（いわゆる13事業）、子育て支援乳幼児医療費助成事業は別表にて掲載

高千穂町

日之影町
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