
支援の区分 支援の対象 № 事業名 ホームページアドレス

幼稚園児 1 幼稚園児第3子の副食費無料化

2 就学援助費

3 特別支援教育就学奨励費

4 公立高等学校生徒等奨学給付金

5 私立高等学校生徒等奨学給付金

6 岩手県公立高等学校学び直し支援金

7 私立高等学校等学び直し支援補助金

8 公立高等学校等専攻科生徒奨学給付金

9 （公財)岩手育英奨学会奨学金事業                                岩手育英奨学会
http://www.iwate21.net/ikuei-syougaku/

中学生・高校生
特別支援学校生

11 公立高等学校等就学支援金

12 岩手県立高等学校専攻科修学支援金

13 私立高等学校等就学支援金    

14 私立高等学校等専攻科修学支援金

15 特別支援教育就学奨励費（特別支援学校）

16 奨学金事業                                岩手県高校教育会館
http://i-kokokaikan.jp/

17 奥州市奨学金                          奥州市　https://www.city.oshu.iwate.jp/

18 生活福祉資金貸付制度(教育支援資金)                          
奥州市社会福祉協議会
http://www.oshu-shakyo.jp/

19 独立行政法人日本学生支援機構  奨学金事業
独立行政法人日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/

20 奥州市医療介護従事者修学資金貸付事業

母子、父子家庭及び父母
のいない20歳未満の子

21
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
（修学資金・就学支度資金）

支援の区分 支援の対象 № 事業名 ホームページアドレス

22 子育て短期支援事業 奥州市　https://www.city.oshu.iwate.jp/

24 障がい者等日中一時支援

25 放課後児童クラブ

くらし・安心応援室

http://www.oshu-shakyo.jp/kurashi-anshin/

奥州市社会福祉協議会
http://www.oshu-shakyo.jp/

ファミリーサポートセンター23

保護者

住居確保給付金26

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

２
 
生
活
の
支
援

27 生活福祉資金貸付制度(総合支援資金）
奥州市社会福祉協議会
http://www.oshu-shakyo.jp/

子どもの支援制度等一覧（奥州市及び関係機関の施策：支援区分ごと）

１
 
学
費
の
支
援

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

小学生・中学生

高校生

岩手県
https://www.pref.iwate.jp/

10 (一社)岩手県私学協会奨学金事業
岩手県私学協会
http://www.ips.or.jp/

高校生
特別支援学校生

岩手県
https://www.pref.iwate.jp/

高校生・大学生
（短大・専門校含む）

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

市内にお住まいの子育て家庭の皆さまへ、お子さんを授かってから就職するまでの支援や制度など、役立つ情報

を一覧にしました。妊娠期から子育て期の心配ごと、幼稚園から大学までの教育費、ひとり親家庭の悩みなど、お

子さんの将来やご自身の生活について、どこに聞けばいいのかわからなくて困っているときなどにご利用ください。

詳しい事業の内容や問い合わせ先などの詳細は添付資料をダウンロードし、ご覧ください。

http://www.oshu-shakyo.jp/kurashi-anshin/


支援の区分 支援の対象 № 事業名 ホームページアドレス

28 ひとり親家庭等日常生活支援事業

29 市営住宅への入居

30 母子父子寡婦福祉資金貸付制度(生活資金)

31
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
(住宅・転宅資金)

支援の区分 支援の対象 № 事業名 ホームページアドレス

33 就業支援 岩手県　https://www.pref.iwate.jp/

34 職業訓練受講給付金

35 就業支援雇用保険制度

36 生活保護受給者等就労自立促進事業

37 母子家庭等自立支援教育訓練給付金

38 母子家庭等高等職業訓練促進給付金

39 通勤定期特別割引

40 母子家庭等就業・自立支援センター事業

41 母子・父子自立支援プログラム策定事業

42 離職者訓練 厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/

43 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 岩手県　https://www.pref.iwate.jp/

46 就職支援 厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/

47 母子父子寡婦福祉資金貸付制度（修業資金）    　　

48 母子父子寡婦福祉資金貸付制度（就職支度資金）    

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/

岩手県建築住宅センター
https://www.ikjc.or.jp/

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

岩手県
https://www.pref.iwate.jp/

保護者

母子、父子家庭

就職支援
ジョブカフェ奥州
http://www.jobcafe-o.com/

３
 
就
労
の
支
援

２
 
生
活
の
支
援

母子、父子家庭

32 県営住宅の優先入居                 

若年者

44 就職支援
いちのせき若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ
https://ichisapo.jp/

45

母子、父子家庭及び父母
のいない20歳未満の子

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/



支援の区分 支援の対象 № 事業名 ホームページアドレス

49 妊産婦健康診査受診票交付

50
新生児聴覚検査、及び乳幼児健康診査
受診票交付

51 妊産婦タクシー助成券交付事業

52 児童手当

53 特別児童扶養手当

54 子ども医療費給付事業

55 福祉医療資金貸付事業

57 小児慢性特定疾病医療費助成制度 岩手県　https://www.pref.iwate.jp/

58 教育・保育施設の保育料の無償化

59 幼稚園の預かり保育料の無償化

60 認可外保育施設等の利用料の無償化

61 副食費の免除

62 児童扶養手当

63 ひとり親家庭等医療費給付事業

64 妊産婦医療費給付事業

65 妊産婦応援給付金

66 妊産婦宿泊費助成金

67 未熟児養育医療給付事業

支援の区分 支援の対象 № 事業名 ホームページアドレス

68 妊産婦健康相談

69 妊娠期から子育て期の相談

70 養育支援訪問事業

71
産後ケア（宿泊ケア・日帰りケア・訪
問ケア）

72 乳児家庭全戸訪問事業

73 地域子育て支援拠点事業

74 利用者支援事業

75 婦人相談

76 家庭児童相談

78 子育て相談

79 発達相談

80 くらし・安心応援室の設置 くらし・安心応援室
http://www.oshu-shakyo.jp/kurashi-anshin/

81 無料法律相談事業 奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

母子、父子家庭 82 ひとり親家庭等総合相談支援事業 岩手県社会福祉協議会
http://www.iwate-shakyo.or.jp/

５
 
相
談
の
支
援

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

母子、父子家庭

保護者

若年者

保護者

保護者

４
 
経
済
的
支
援

保護者

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

奥州市
https://www.city.oshu.iwate.jp/

77 子ども・若者支援相談

56 生活福祉資金貸付制度(福祉資金)
奥州市社会福祉協議会
http://www.oshu-shakyo.jp/


