
15毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！

教

　育

□小・中学校への入学
� 学校教育課  32-6742

小学校への入学
4月1日までに満6歳になる子どもの保護者
に、入学する前年の9月1日現在の住民登
録により、健康診断の通知や「入学通知書」
を送付します。
なお、次のようなときは学校教育課へ申し
出てください。
❶9月1日以降転入・転出したとき
❷入学通知書が届かないとき
❸病気その他の理由で入学を遅らせたいとき
❹�入学までに転出・転居その他の異動が生
じたとき

中学校への入学
教育委員会から「入学通知書」が保護者あて
に送付されます。

転校の手続き
� 学校教育課  32-6742
市外から転入、市内間の転校のとき
前の学校で発行された在学証明書、教科用
図書給与証明書と市教育委員会発行の入学
通知書を指定された学校へ提出します。

市外へ転出するとき
在学する学校から発行された在学証明書、
教科用図書給与証明書を、転入先の市町村
に届け出てください。
※�転入学などの手続きは、勇払・のぞみ・
沼ノ端各出張所でも行っています。

放課後児童クラブ
� 青少年課  32-6759
市内の小学1～6年生で、下校後保護者が
留守の家庭の児童を対象として、18時30
分まで生活指導などを行っています。

●開設場所
市内19小学校、児童センター（日新・あ
さひ・錦岡・大成・住吉・北栄）で開設し
ており、それぞれの学校区の子どもたちが
入会できます。なお、あさひ・錦岡・大成・
北栄児童センターでは障がい児の受け入れ
をしています。

児童、生徒への助成
� 学校教育課  32-6742

就学援助
小・中学校に通学する上で経済的にお困り
の方には学用品費、給食費、医療費（むし
歯など）、校外活動費（宿泊研修費など）、
修学旅行費などの援助をします。就学援助
費申請書（兼同意書）を通学している小・中
学校に提出してください。

特別支援教育就学奨励費
小・中学校の特別支援学級に就学する児童、
生徒の保護者の経済的負担を軽減するた
め、学用品費、給食費、校外活動費（宿泊
研修費など）、修学旅行費などの援助をし
ます。「特別支援教育就学奨励費にかかる収
入額・需要額調書」を通学している小・中
学校に提出してください。
※�なお、就学援助・特別支援教育就学奨励
費ともに収入額などの審査基準がありま
すので、詳しくはお問い合わせください。

□私学助成制度幼稚園一覧（私立幼稚園保育料と入園料の補助対象園）
幼稚園名 住　　所 電　　話

青空 柏木町2丁目 72-3266
駒沢苫小牧 美園町1丁目 33-9794
はくちょう 北栄町3丁目 55-3545

□新制度幼稚園一覧（保育料は市が定める額）
幼稚園名 住　　所 電　　話

エンゼル しらかば町5丁目 72-0101
苫小牧いずみ 三光町5丁目 33-5370
苫小牧聖母 新富町2丁目 72-2666
苫小牧のぞみ 拓勇東町8丁目 51-6200
苫小牧藤 双葉町2丁目 32-2742
苫小牧ふたば 王子町1丁目 34-6250
苫小牧マーガレット 清水町2丁目 34-7810
錦岡 明徳町4丁目 67-0950
ひかり 光洋町3丁目 74-4600
ひかりの国 字糸井353 74-4800
ピノキオ苫小牧 日新町3丁目 73-3111

教　育

小・中学校

幼稚園 市内には、14の私立幼稚園があります。入園児募集は毎年10月～11月に行われます。
幼稚園の教育内容、入園の手続きなどについては、直接各幼稚園にお問い合わせください。

私立幼稚園保育料と
入園料の補助

� こども育成課  32-6224
手続きは、私学助成制度幼稚園が対象とな
りますので、園を通じて申請してくださ
い。

私立幼稚園保育料の補助
市内の私立幼稚園に在園する3歳から5歳
までの子どもがいる市内在住の方のうち、
次の条件のいずれかにあてはまる場合は、
下記の区分に応じた保育料の補助を受ける
ことができます。
❶生活保護世帯
❷市民税所得割非課税世帯
❸市民税所得割が77,100円以下である世帯
❹�市民税所得割が211,200円以下である
世帯
❺�市民税所得割が211,201円以上で兄・
姉が幼稚園・保育園などにいる。あるい
は小学1～3年生にいる世帯
※�補助額や市民税課税額の条件などは変更
になる場合があります。
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14 この冊子は平成31年4月現在の内容です。最新情報については掲載してある問い合わせ先にご確認ください。

福

　祉

サービスを受けられる方
� 介護福祉課  32-6344
介護保険のサービスを受けられる方は、次
に該当する方に限られます。
❶�65歳以上の被保険者が、寝たきりや認
知症などで常に介護を必要とする状態に
なったり、家事や身支度などの日常生活
に支援を必要とする状態になったとき。
❷�40歳から64歳までの医療保険に加入し
ている被保険者が「初老期における認知
症」や「脳血管疾患」など特定疾病によっ
て介護を必要とする状態になったとき。

〈特定疾病〉
・閉塞性動脈硬化症
・脳血管疾患
・筋萎縮性側索硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・�がん（医師が一般的に認められている医
学的知見に基づき回復の見込みがない状
態に至ったと判断したものに限る）
・後縦靭帯骨化症
・脊髄小脳変性症
・早老症
・多系統萎縮症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・脊柱管狭窄症
・初老期における認知症
・関節リウマチ
・パーキンソン病関連疾患
・�糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および
糖尿病性網膜症
・�両側の膝関節または股関節に著しい変形
を伴う変形性関節症

要介護認定の申請
� 介護福祉課  32-6344
介護保険のサービスを受けるためには、市
に要介護認定の申請をします。この申請は
本人や家族のほか、地域包括支援センター
や居宅介護支援事業者、介護保険施設に依
頼することもできます。要介護状態や要支
援状態の判定は、認定調査員による心身の
状況の調査、主治医の意見書などを基本に
して、介護認定審査会で審査・判定します。

介護サービス計画の作成
� 介護福祉課  32-6344
要介護認定を受け、要介護1～5に認定さ
れた方は、居宅介護支援事業者に、要支援
1～2に認定された方は地域包括支援セン
ターに連絡します。そこでどのようなサー
ビスが必要か相談し、契約して介護サービ
ス計画を作成してもらいます。施設に入所
する場合（要介護1～5の方）は、希望する
施設に申し込み、入所した施設で介護サー
ビス計画を作成することになります。

サービスの自己負担
� 介護福祉課  32-6342
サービスの利用者である被保険者が原則1
～3割を負担します。施設入所者の場合や
ショートステイには、さらに食費や居住費
（滞在費）の負担もあります。

介護保険料
� 介護福祉課  32-6341

第1号被保険者
介護保険料は、市町村民税の課税内容や収
入、世帯状況に基づき、毎年決定されます。
公的年金が年額18万円以上の方は年金か

高齢者に対する介護予防をはじめ、保健・医療・福祉など生活に関わるさまざまな相談に応
じ、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが高齢者への総合的な支援を行います。
介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、高齢者虐待早期発見・防止、地域
のケアマネジャーの支援などの業務を行っています。

ら天引きされ、それ以外の方は納付書や口
座振替で納めます。保険料の基準額は3年
ごとに見直され、各市町村で異なります。

第2号被保険者
加入している医療保険の基準に従い算出さ
れた介護保険料が、医療保険の保険料と一
括して徴収されます。

地域包括支援センター（とまほっと）

□担当地区別地域包括支援センター 一覧
支援センター名 担当地区

西地域包括支援センター
（青雲町2丁目12番17号）� 61-7600

澄川・青雲・ときわ・のぞみ・美原・宮前・明徳・も
えぎ・北星・錦西町、字樽前・錦岡

しらかば地域包括支援センター
（しらかば町5丁目5番6号）� 71-5225

柏木・川沿・桜坂・しらかば・日新・はまなす・宮の
森町、字糸井（287～446）

山手地域包括支援センター
（山手町1丁目1番2号）� 71-5565

有珠の沢・啓北・桜木・豊川・花園・北光・松風・見山・
山手町、字高丘（55、56、60）

南地域包括支援センター
（新富町1丁目3番7号）� 71-5005

青葉・有明・永福・光洋・小糸井・新富・白金・大成・
元・浜・日吉・矢代・弥生町、字糸井（287～446除く）

中央地域包括支援センター
（若草町3丁目4番8号）� 36-3712

旭・一本松・入船・王子・大・表・春日・木場・寿・幸・
栄・汐見・清水・新中野・末広・高砂・錦・晴海・船見・
本・本幸・緑・港・元中野・若草町

三光地域包括支援センター
（三光町5丁目24番20号）� 33-4165

明野新・泉・音羽・三光・新明・住吉・日の出・双葉・
美園・柳町、字高丘（55、56、60を除く）・丸山

東地域包括支援センター
（沼ノ端中央4丁目14番24号）� 52-1155

明野元・あけぼの・新開・拓勇西・拓勇東・東開・北栄
町、沼ノ端中央、ウトナイ北、ウトナイ南、字植苗・柏
原・沼ノ端・美沢・勇払

●開 設 日　月～金曜日（祝日、12月29日～1月3日を除く）
●開設時間　8時45分～17時15分

要介護状態などになることを予防し、また、要介護状態になった場合も可能な限り地域にお
いて自立した日常生活を営むことができるよう支援します。

地域支援事業

□介護予防事業
事 業 名 内　　容 問い合わせ先

一
般
介
護
予
防
事
業

一般介護
予防事業の
対象者把握

各種相談などにより支援が必要な方に、担当地域包括支援セ
ンターが個別訪問し、一般介護予防事業対象者を把握します。

介護福祉課
32-6347

地域介護予防
活動支援事業

高齢者団体に対して介護予防に関する講師を派遣します。ま
た、65歳以上の方が行う介護支援ボランティア活動に対して
ポイントを交付し、集めたポイントを換金することができる
「介護支援いきいきポイント事業」を行います。

介護予防普及
啓発事業

65歳以上の方を対象に「げんき倶楽部」、「地域介護予防教室」、
「出前講座」、「健康相談」、「介護予防講演会」などを行います。

地域
リハビリテーション
活動支援事業

理学療法士や作業療法士などを自主活動団体に講師として派
遣し、効果的、適切な運動などの指導や助言を行います。

□任意事業
事 業 名 内　　容 問い合わせ先

寝たきり高齢者等
紙おむつ給付

在宅で紙おむつが必要な、要介護認定4または5の方を介護する
市民税非課税世帯の家族に無料で紙おむつを給付します。

介護福祉課
32-6340

家族介護慰労金
の支給

介護サービスを1年間利用していない要介護認定4または5の方を
在宅で介護している市民税非課税世帯で同居の家族の方に10万
円の慰労金を支給します。
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