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はじめに

　ひとり親家庭になることを考えたとき、予期せずひとり親家庭になってしまっ
たとき、そして、ひとり親家庭として歩み始めたとき…。その時々でお子さんとと
もに、日々のいろいろな課題に向き合い、未来に向けて頑張っていこうと思って
いらっしゃることでしょう。
　環境が変わり、これからのことを考えると不安になり、落ち込んでしまうこと
もあるかもしれません。
　どうかひとりで頑張りすぎないで相談してください。いろいろな制度を利用し
て少しずつ進んでいきましょう。

家族３人で府中市に暮らす多摩川家。
ひとり親になったばかりでお母さん
は不安でいっぱい。
そんな中でも仕事・資格取得・子育て
に全力投球していきます。

お母さん40歳
多摩川　ひばり

娘３歳
多摩川　うめ

うめちゃんのぬいぐるみ
「チュチュ」

息子９歳
多摩川　けやき

1．相談したい！
＊離婚を考えているけれど、どうしたらいいの？（離婚前相談・養育費確保支援事業費補助金）
＊ひとり親になったけれどこれからどうしよう…（就労相談、家計相談）
＊ つに般全活生、へ方の別死、へ方の庭家子父、へ方の婚未（すまきでが談相なんこもに他 
いて、生活困窮について、子育て支援について、子育て相談室）

＊各種相談先一覧

2．お金のサポートを受けたい！
＊家計相談
＊ひとり親家庭等への手当・助成（児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成）
＊子育て家庭への手当・助成（児童手当、子ども医療費助成）
＊手当等のスケジュール　＊ひとり親手当を受給していると受けられるサービス
＊ 校学立私、金学奨、割分金年・金年族遺、等除控・除免・免減種各（度制るきで用利他のそ 
の学費負担軽減制度、受験生チャレンジ支援貸付事業、高等教育の修学支援制度、母子
及び父子福祉資金の貸付・女性福祉資金の貸付、生活福祉資金貸付制度）

3．仕事・資格のことを知りたい！
＊母子・父子自立支援プログラム　＊就労相談（はあと多摩、マザーズハローワーク立川）
＊ 定認度程業卒校学等高庭家親りとひ（付貸・金付給のめたの援支立自のへ庭家親りとひ 
試験合格支援、母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金、母子・父子家庭高等職業訓練促
進給付金、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）

4．子育てをサポートをしてほしい！
＊ひとり親家庭ホームヘルプサービス　＊ファミリー・サポート・センター
＊トワイライトステイ、ショートステイ　＊病児・病後児保育

5．住まいを探したい！
＊都営住宅　＊市営住宅
＊住宅セーフティーネット住まい相談

6．子どもの居場所を探したい！
＊こども食堂
＊ ）ータンセ材人ーバルシ、やこらて、ェフカ強勉、業事援支活生・習学のもど子（援支習学 

7．市からの情報が欲しい！
＊市ホームページ
＊府中市メール配信サービス
＊広報紙「広報ふちゅう」P.21～24

P.9～20

P.3～8 P.25

P.26

P.27～29

P.29～30

ひとり親家庭を
サポートする
ハムスターだチュー！
よろしくチュー！

各ページにある
二次元コードから
各事業のホーム
ページにアクセス
できるチュー！

詳細が
分かるのね～
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各種相談先一覧

相談内容 電話 相談先 実施

離婚前後の親権・婚姻費用・慰謝
料・財産分与・養育費・面会交流
などの法律相談

042-506-1182
（電話による事前予約）

東京都ひとり親家
庭支援センター
はあと多摩

月・水・木・土・日・祝
9時～17時30分
火・金
9時～19時30分
（年末年始除く）

生活相談

042-506-1182
tama@haat.or.jp

養育費相談

面会交流支援

就業相談

養育費・面会交流相談
0120-965-419
03-3980-4108
info@youikuhi.or.jp

養育費相談支援
センター

平日　 10時～20時
水　　 12時～22時
土・祝　10時～18時
（振替休日は休み）

配偶者暴力・交際相手からの暴
力の相談

03-5467-2455 東京ウィメンズ
プラザ

9時～21時
（年末年始除く）

042-522-4232 東京都女性相談
センター多摩支所

月～金　9時～16時
（祝・年末年始除く）

男性のための悩み相談 03-3400-5313 東京ウィメンズ
プラザ

月水　17時～20時
土　　14時～17時
（祝日・年末年始除く）

緊急・事件発生 110 警察 24時間

休日・夜間の相談 03-5261-3911 東京都女性相談
センター 夜間・休日の緊急時のみ

自分自身の生き方、男女・夫婦・
親子の関係、女性への暴力など
の相談ほか（男性も可）

042-351-4602
男女共同参画
センター
フチュール

月～土　9時～12時
　　　 13時～17時
水・金　18時～21時
（休館日、祝日、年末年始除
く）

金銭貸借・民事問題などの日常
の法律相談

042-366-1711
（事前予約） 市民相談室 月・水・金

14時～16時30分

042-336-1818
（事前予約）

市政情報センター
（ル・シーニュ5階）

第2・第4土
9時～11時30分

法的なトラブルによる法制度や
手続等の相談

0570-078-374 法テラス
サポート・ダイヤル

月～金　9時～21時
土　　　9時～17時
（日・祝、年末年始除く）

0570-078-305 法テラス多摩
月～金　10時～12時・
　　　　13時～16時
（土・日・祝、年末年始除く）

相談内容 電話 相談先 実施

契約や製品のトラブル、悪質商法、
架空請求、多重債務（借金）などの
消費生活全般についての相談

042-360-3316 消費生活センター
（ル・シーニュ6階）

月～金　10時～12時
　　　　13時～16時
（休館日、年末年始、祝日除
く）

ひきこもりの本人・家族・友人か
らの相談

0120-529-528

東京都ひきこもり
サポートネット

月～金　10時～17時
（年末年始・祝日を除く）

地域生活の困りごと相談、地域
活動の相談 042-334-3040

社会福祉協議会
地域福祉
コーディネーター

月～土　9時～17時
（年末年始・祝日を除く）

子ども自身の悩み、親自身の悩
みを名前を言わずに相談 03-3366-4152

よいこに（4152）
電話相談室
東京都児童相談
センター

月～金　9時～21時
土・日・祝日　9時～17時
（年末年始除く）

子ども自身の悩み、親自身の悩
みをLINEで気軽に相談

子ゴゴロ・親ゴコロ
相談＠東京

月～金　9時～22時30分
土・日・祝日　9時～17時

乳幼児発達相談（来所）

042-368-5333 府中市保健
センター（要予約）

月～金　9時～17時
（年末年始、祝日除く）

042-402-0232
子ども発達支援
センターあゆの子
（要予約）

集団不適応やいじめ、気になる
くせなど、子どもの心や発達に
ついての相談

042-360-4188 教育センター
教育相談担当

月～金　9時～17時
（年末年始、祝日除く）

休日・夜間に子どもが急な病気
やケガをしたときの相談

＃8000または
03-5285-8898

電話相談「子供の健
康相談室」

月～金（祝日・年末年始を
除く）18時～翌朝8時
土・日・祝日・年末年始
8時～翌朝8時

こころの相談 042-368-6511 府中市保健セン
ター

月～金　9時～17時
（年末年始・祝日除く）

自殺を考えてしまうなど、つら
い状況の時の相談（夜間可） 0570-087478

東京都自殺相談ダ
イヤル
～こころといのち
のほっとライン～

14時～翌朝5時半
（年中無休）

地域の身近な相談窓口 042-335-4161 民生委員・児童委員
（地域福祉推進課）

月～金　9時～17時
（土・日・祝日・年末年始除
く）

親
り
と
ひ

性
女

活
生
費
消

談
相
他
の
そ性

男

等
力
暴

律
法

ひとりで悩ま
ないで相談す
るチュー
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児童扶養手当 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象… 対象年齢（18歳になった最初の3月31日〈中度以上の障害児は20歳未満〉まで）
の児童がいる、所得が一定額未満のひとり親家庭等

○ひとり親家庭等の自立と生活安定のための手当です。
○前年中（または前々年中）の所得額（養育費の8割相当額も含む）に応じて手当額を決定します。

なで内限制も得所の方のそ、は合場るいが）子の上以歳81、妹姉弟兄や親るいてし居同（者務義養扶 ○
いと支給されません。

らもが額差に合場い低りよ額月当手養扶童児が額月給受金年、は合場るいてし給受を金年礎基族遺 ○
えます。

のと額の当手養扶童児と額の分部算加の子の金年害障、は合場るいてし給受を金年害障 ○
差額を受給することができます。
○生活保護を受給している場合、児童扶養手当額は収入認定されます。

支給額（月額） （令和３年４月１日現在)
全部支給 一部支給

１人目 43,160円 43,150円から10,180円まで、所得に応じて、10円刻み
で手当額が決まります。

２人目 10,190円の加算 10,180円から5,100円まで、所得に応じて、10円刻みで
手当額が決まります。

３人目以降 6,110円の加算 6,100円から3,060円まで、所得に応じて、10円刻みで
手当額が決まります。

一部支給停止措置にご注意ください！
　児童扶養手当の受給から５年か、支給要件に該当したときから７年を経過すると、手当額が減額（お
よそ半額）となります。ただし、届出書と必要書類を提出すれば減額されませんので、お知らせが届い
たら期限までに手続きをしましょう。

必要書類の例
雇用されている方 雇用証明書、給与明細書の写し、健康保険証の写し
自営業の方 自営業従事申告書、契約書や確定申告書の写し
求職活動中の方 求職活動等申告書、申告内容に関する証明書
公共職業訓練中の方 受講指示書の写し、在学証明書
障害 障害者手帳の写し、診断書
病気 診断書
介護 障害者手帳の写し、診断書、民生委員の証明

児童育成手当（育成手当） 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象… 対象年齢（18歳になった最初の3月31日まで）の児童がいる、所得が一定額
未満のひとり親家庭等

○ひとり親家庭等に支給される東京都独自の手当で、児童扶養手当と併せて受給することができます。
○前年中（または前々年中）の所得額が所得制限未満の場合にもらえます。

にらさ、は）度程度3～1帳手の愛、級2～1帳手者害障体身に主（童児るあの害障の定一 ○
児童育成手当の障害手当（月15,500円）が20歳未満まで支給されます。

支給額（月額） （令和３年４月１日現在)
支給額 備　考

児童１人につき 13,500円 一定の障害のある児童は、児童育成手当の障害手当（月
15,500円）も支給。

ひとり親家庭等医療費助成 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象… 対象年齢（18歳になった最初の3月31日〈中度以上の障害児は20歳未満〉まで）
の児童がいる、所得が一定額未満のひとり親家庭等

○ひとり親家庭等の親や児童について、健康保険診療の自己負担分を助成します。
課、担負割０は合場の帯世税課非、で満未限制得所が）む含も額当相割8の費育養（得所の中年々前 ○

税世帯の場合は１割負担になります。
も得所の方のそ、は合場るいが）子の上以歳81、妹姉弟兄や親るいてし居同（者務義養扶 ○

制限内でないと対象となりません。
○高額療養費や入院時の食事療養標準負担額は対象になりません。

 （令和３年４月１日現在)
児童扶養手当 児童育成手当 児童手当

給与収入200万円 53,350円
（全部支給）

27,000円 20,000円
給与収入250万円 46.950円
給与収入300万円 37,630円
給与収入350万円 28,320円

給与収入413万円 0円
(全部支給停止)

ひとり親等手当額（月額）のモデルケース
～離婚後、3歳以上中学生以下の児童2人を扶養の場合～

黄色い届出書
が届いたら必
ず手続きする
チュー
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子育て家庭への手当・助成 手当等のスケジュール

児童手当 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象…０歳から中学卒業までの児童がいる家庭
っよに得所の者護保、数人や齢年の童児。すまえらもが庭家るいが童児のでま業卒学中 ○

て月額が異なります。
、は合場の等居別たしと提前を婚離、がすまりなに者給受が方い高が得所ちうの者護保、則原 ○

）照参ジーペ4（。すまりあが合場るきで更変を者給受

支給額（月額） （令和３年４月１日現在)
対象の児童 手当額

0歳～3歳未満（一律） 15，000円
3歳～小学校修了前（第1子・第2子） 10，000円
　　　　〃　　　　（第3子以降） 15，000円
中学生（一律） 10，000円
所得制限額以上の世帯の児童（特例給付） 5，000円

　資格継続のために、毎年「現況届」を期間内に提出
しましょう。

児童扶養手当 児童手当 児童育成手当※ ひとり親医療※ 子ども医療

振込等

定例振込月は奇
数月です。（土日
祝日の場合は次
の平日）

定例振込月は2月・6月・10月です。
（土日祝日の場合は前の平日）

健康保険診療費を自己負担した場合
は「医療費助成費支給申込書」と領収
書をご提出ください。申請した翌月
末に助成対象分を口座に振込みます。

１月 11日振込
(11月・12月分)

２月 15日振込(10月～1月分)

３月 11日振込
(1月・2月分)

４月

５月 11日振込
(3月・4月分)

受請申度年新 ◎
付開始

６月 15日振込(2月～5月分)
★現況届発送

７月 11日振込
(5月・6月分)

８月 ★現況届発送 ★現況届の審査結果通知 ★現況届発送
(必要な方のみ）

９月 11日振込
(7月・8月分)

新年度医療証
発送

10月 ★現況届の審査
結果通知 15日振込(6月～9月分) ★現況届発送

11月 11日振込
(9月・10月分)

12月

査審の届況現 ★
結果通知

受請申度年新 ◎
付開始

※所得超過になると資格が消滅します。新年度での再審査のためには再度申請が必要です。
　児童育成手当：5月　ひとり親医療：12月

■…前々年の所得で審査　　■…前年の所得で審査

子ども医療費助成 子育て応援課コールセンター
☎0570-08-8105

利用対象…０歳から中学卒業までの児童がいる家庭
○中学卒業までの児童について健康保険診療の自己負担分を全額助成します。
○非課税世帯のひとり親家庭はひとり親家庭等医療費助成が優先になります。

必要な人は、
前年の所得申告
を忘れずにして
おくチュー！

税
務
署

市
役
所

　離婚協議中で現受給者と配偶者の方が別居されている場合、次の要件をすべて満たす場合は、配偶
者の方が児童手当を申請できます。
（1）現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、配偶者の方が対象児童と同居している。
（2）離婚協議中であることを明らかにできる、次のいずれかの書類を提出することができる。

もとくな少（類書たれさ成作りよに等士護弁はたま本謄の便郵明証容内る係にれ入し申婚離議協 〇
一方に離婚の意思があり、相手方（現受給者）にその意思が表明されていることが客観的に確認で
きるもの）
〇調停期日呼出状（通知書）の写し
〇家庭裁判所における事件係属証明書　　
〇調停不成立証明書の写し

きで付受はのもるあの載記と」満円「ちうの」整調係関婦夫「、や合場の」担分用費姻婚「が容内の停調 ※
ません。

受給者の変更
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ひとり親手当を受給していると受けられるサービス その他利用できる制度
　児童扶養手当（全部支給・一部支給）や児童育成手当の受給者または受給世帯の方はさまざまなサー
ビスを受けることができます。
　認定されたら忘れずに手続きしましょう。

水道・下水道基本料金免除 児　扶
　児童扶養手当受給者が水道使用者（給水契約を結んでいる方）の場合は、水道・下水道の
基本料金を免除します。
【申 請 先】　東京都水道局　府中サービスステーション　府中市寿町3-4-6
　 　 　水道局多摩お客様センター　☎0570-091-100 （日・祝を除く 8：30～20：00）
【必要書類】　児童扶養手当受給証書、お客様番号が分かるもの、印鑑

ＪＲ通勤定期の割引 児　扶
　児童扶養手当受給世帯員のＪＲ通勤定期が３割引になります。
【申 請 先】　子育て応援課　☎0570-08-8105
【必要書類等】　利用する方の証明写真(縦4㎝×横3㎝）

都営交通の無料パス 児　扶
　児童扶養手当受給世帯員のうち１名に限り、都営交通の無料パスを交付します。都営バス、
都営地下鉄（浅草線・三田線・新宿線・大江戸線）、日暮里・舎人ライナー、都電荒川線で使用
できます。
【申 請 先】　子育て応援課　☎0570-08-8105

粗大ごみシール・市指定の有料ごみ袋の減免 児　扶
　児童扶養手当受給者について申請により家庭廃棄物処理手数料が減免され、粗大ごみシー
ル・市指定の有料ごみ袋の交付を受けることができます。
【申 請 先】　ごみ減量推進課　☎042-335-4400
【必要書類等】　児童扶養手当受給証書、印鑑

就学援助費 児　扶
　児童扶養手当受給者の児童について、小・中学校の学校教育に必要な経費を援助します。
新1年生には入学準備金も支給します。
【申 請 先】　各小・中学校または学務保健課　☎042-335-4436

自転車駐車場利用料助成 児　扶
　児童育成手当の育成手当受給者の世帯の方が有料自転車駐車場を定期的に利用する場合、
料金の一部を助成します。
【申 請 先】　子育て応援課　☎0570-08-8105

　ひとり親手当を受給していなくても要件に該当すれば受けられる制度です。確認の上、手続きをし
ましょう。

学童クラブ育成料・延長育成料・間食費減免
　生活保護を受給している、兄または姉が学童クラブに入会している、就学援助費を受給している場
合は申請により育成料等が減免されます。
【申 請 先】　児童青少年課　☎042-335-4300
国民年金の免除等
　保険料の納付が難しくなった場合は、免除や納付猶予の申請をすることができます。早めに相談し
ましょう。
【申 請 先】　府中年金事務所　府中市府中町2-12-2　☎042-361-1011

所得税・住民税の寡婦控除、ひとり親控除
　離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方、配偶者と死別した後婚姻をしていない方、未婚で
出産し子どもを扶養している方等は所得税及び住民税の控除を受けることができます。
【申請方法】　次のいずれかの方法で申請してください。
・年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」により勤務先に申請
・「確定申告書」に記載の上、武蔵府中税務署（府中市本町4-2）に提出
・「市(都)民税申告書」に記載の上、市役所2階市民税課に提出

種類 対象 控除額

ひとり親控除 生計を一にする子（前年総所得金額等が48万円以下）がい
る方　※ただし、他の者に扶養されている子は除く。

所得税35万円
住民税30万円

寡婦控除 夫と死別した方、または夫と離婚し扶養親族がいる方 所得税27万円
住民税26万円

偶配。象対が方の下以円万005得所計合、いないてしを婚実事や姻婚で点時の日13月21の年前もれずい ※
者が生死不明の場合も対象。

遺族年金・年金分割 府中年金事務所
☎042-361-1011

〇遺族基礎年金は、国民年金・または老齢基礎年金の受給者・受給資格者が亡くなった場合、生計を共
にしていた子のある配偶者または子に対し、子が18歳になるまで支給されます。（年収
要件あり）また、亡くなった配偶者が厚生年金に加入していた場合には、遺族厚生年金が
受給できる可能性があります。

〇元配偶者が加入していた厚生年金を、結婚していた期間に応じて、将来年金として貰うことができます。
離婚後、２年以内に手続きする必要があります。期限を過ぎると請求できなくなるので、
ご注意ください。
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奨学金 教育委員会教育総務課
☎042-335-4428

利用対象… 高校、高専、専修学校、短大、大学へ進学しようとする方、またはその保護者や
在学中の方で所得が制限以下の家庭

　高校、高専、専修学校、短大、大学へ進学しようとする方、またはその保護者や在学中の方
を対象に、奨学金制度を設けています。募集要項は、各奨学金の募集時期に合わせて市役所
8階教育総務課および各市立中学校にて配布のほか、市教育委員会ホームページからダウ
ンロードも可能です。

主な要件(奨学金の種類によって異なるため詳細はホームページ参照)
〇保護者が、市内に６か月以上住んでいること
〇保護者の所得が、制限額以下であること
〇健康状態、学力などが良好であること
〇連帯保証人１人の保証が得られること
〇市税を滞納していないこと

●給付奨学金
対象校 奨学金(月額） 償還方法 備考

全日制高等学校、高等専門学校、
または専修学校（高等課程） 10,500円 償還の必要はなし 入学準備金8,000円

定時制高等学校、または特別支援
学校の高等部 7,500円 償還の必要はなし 入学準備金8,000円

●貸付奨学金
対象校 奨学金(月額） 償還方法 備考

高等学校、高等専門学校、特別支
援学校の高等部、または専修学校
（高等課程）

国公立　11,000円
卒業後6か月を据え
置いてから月賦、半年
賦、年賦のいずれかで
貸付額により最高10
年以内に

無利子
私　立　17,000円 

短期大学、または専修学校（専門
課程） 21,000円

大学 30,000円

●入学時初年度納付資金貸付金
対象校 奨学金 償還方法 備考

高等学校、高等専門学校、特別支
援学校の高等部、または専修学校
（高等課程）

一括貸付
380,000円以内 貸付後6か月を据え

置いてから月賦で、貸
付額により最高30回
以内に

貸付額は、実際に初年
度に納付すべき金額
を限度とします
無利子短期大学、専修学校（専門課程）、

または大学

国公立　一括貸付
270,000円以内
私立　一括貸付
520,000円以内

私立学校の学費負担軽減制度 東京都私学就学支援金センター
☎03-5206-7925

利用対象…私立高等学校等に通う生徒の保護者
　私立高校に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、国や都の助成制度があります。世帯
年収や世帯構成で助成金額は異なります。

●荒奨学資金貸付金：交通遺児等奨学金
交通遺児または保護者が交通事故により身体障害第1級から第4級の認定を受けている方への貸付制度です。

対象校 奨学金(月額） 償還方法 備考
高等学校、高等専門学校、特別支
援学校の高等部、または専修学校
（高等課程）

国公立　12,000円 卒業後6か月を据え
置いてから月賦、半年
賦、年賦のいずれかで
貸付額により最高10
年以内

所得制限なし
無利子

私　立　29,000円

短期大学、専修学校（専門課程）、
または大学

国公立　37,000円
私　立　50,000円

●荒奨学資金貸付金：海外留学奨学金
日本の高校、大学などを卒業後、もしくは在学中に海外留学する方への貸付制度です。

対象となる学校等 奨学金 償還方法 備考
学校教育法に定める大学等に相
当する海外の学校に入学するこ
と。（海外の学校で習得した単位
を帰国後に日本の学校で取得し
たとみなされる場合も対象）

一括貸付
（留学時）

1,500,000円以内

卒業後6か月を据え
置いてから月賦、半年
賦、年賦のいずれかで
貸付額により最高10
年以内

所得制限なし
無利子

●荒奨学資金貸付金：海外ホームステイ奨学金
海外でホームステイ（3週間以上2か月以内）をする学生への貸付制度です。

対象となる学校等 奨学金 償還方法 備考
日本の中学校、高等学校、高等専
門学校、特別支援学校の高等部、
専修学校（高等課程・専門課程）、
短期大学、または大学に在学して
いること

一括貸付
（渡航時）

500,000円以内

帰国後6か月を据え
置いてから月賦で3
年以内に

所得制限なし
無利子

種類 内容 上限額
就学支援金 授業料の一部を国が助成 396,000円
授業料軽減助成金 授業料の一部を都が助成 342,200円
奨学給付金 授業料以外の教育費を都が助成 138,000円
※就学支援金と授業料軽減助成金の支給総額は461,000円の範囲内が上限となります。

海外留学
も

夢じゃな
いぞ！
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４．子育てをサポートをしてほしい！ ５．住まいを探したい！
　保護者の就労・出産・病気・習い事の送迎などでお子さんの預かってほしいときに各事業が利用でき
ます。

ひとり親家庭ホームヘルプサービス 子育て応援課母子・父子自立支援担当
☎042-335-4240

　中学生以下のお子様がいるひとり親家庭で、保護者の仕事、就職活動、資格取得、学校行事
や冠婚葬祭などの事由に該当し、日常生活に著しく支障をきたしていると認められる場合に、
一定期間ヘルパーを派遣し、自立を支援します。月に12回まで利用できます。事前に利用申請
が必要です。

ファミリー・サポート・センター ファミリー・サポート・センター
☎042-367-8882

　ちょっとした用事があるときや残業で帰宅が遅くなるときに講習を受けた提供会員の
方が子どもを預かってくれます。保育所や学童クラブなどへの送迎でも利用できます。ご
利用には事前登録が必要です。

トワイライトステイ、ショートステイ 子ども家庭支援センター「しらとり」
☎042-367-8881

　トワイライトステイは仕事で保護者の帰宅が遅い子どもを夜間（17時～22時）に、ショートステイ
は入院などで保護者が一時的に不在の子どもを最大7日預かります。ご利用には事前登録が必要です。

病児・病後児保育 保育支援課
☎042-335-4172

　市内２ヵ所の実施施設で、病気で保育所等に行けない子どもを預かります。費用は１回2,500円です。
事前に登録が必要です。直接、下記施設へお問合せください。
　◯日野クリニック病児保育室　 ☎042-330-3600
　◯府中愛児園病児・病後保育室　☎042-352-7522

都営住宅 東京都住宅供給公社（ＪＫＫ東京）
☎03-3498-8894

　住宅に困っている収入の少ない方に低額な家賃で都が提供する住宅です。ひとり親世帯
などには通常より当選率を高くする優遇抽選制度があります。礼金・更新料・仲介手数料は
かかりません。
　年4回（5月・8月・11月・2月）の定期募集のほか、毎月募集、随時募集があります。

市営住宅 住宅課　☎042-335-4457

　住宅に困っている収入の少ない方に低額な家賃で市が提供する住宅です。
　毎年６月頃に定期募集をしています。

住宅セーフティネット住まい相談 住宅課　☎042-335-4458

　住まい探しにお困りの子育て世帯・低額所得者の方が民間賃貸住宅へ円滑に入居ができ
るよう支援します。
　まずはお電話で相談の申込みをしてください。相談費用は無料です。
　

相談の流れ

住まい探しに困ったらまず電話で相談日を予約します。予約日になり
ましたら自宅または市役所で、市の職員が希望条件等をお聞きします。

申込み
相談

相談の内容をもとに不動産協力店から相談者の希望に沿う物件を
情報提供してもらいます。

物件情報の
提供

提供された物件のうちご希望の物件があり
ましたら不動産店へご案内し、物件の内覧や
説明を受けます。

物件の内覧や
説明

契約・入居

◀ショートステイ◀トワイライトステイ

住まい探しに関
するいろいろな
相談にのってく
れるチュー








