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 このパンフレットは、ひとり親

家庭が生活していく中でおこる

経済的な負担や不安などを軽く

するために、ひとり親家庭の方が

利用できる相談機関や制度など

を紹介しています。 

 ぜひ、ご活用ください。 
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種  類 内   容 連絡先 

市民相談センター 

 

消費生活センター 

 

日常生活での心配ごと・困りごと相談 

 

契約トラブル、多重債務などの消費者問題

の相談 

市民生活課市民生活係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9110 

月曜日から金曜日の午前９時から

午後４時まで（祝日を除く） 

司法書士による無料

消費生活相談 

【要予約】 

悪質商法や架空請求詐欺などの消費者被

害、連帯保証人や多重債務、過払い金等の

金銭トラブルなど、消費生活に関する相談

に応じています。 

市民生活課市民生活係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9110 

毎月第１木曜日の午後１時 30 分

から午後４時 30 分まで（１人 30

分程度） 

弁護士無料法律相談 

【要予約】 

借金、相続、離婚、土地の境界など、様々

なトラブルや悩みに対して弁護士が解決に

向けたアドバイスをします。 

人権啓発課 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9630 

原則毎月第３水曜日の午後２時か

ら午後５時まで（１人 30 分まで） 

自立相談支援員 

生活に困窮している人に対して支援プラン

を作成し、就労や多重債務などの問題解決

の支援を行います。 

社会福祉課生活支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9221 

婦人相談員 

夫婦や家族間の家庭内の問題や配偶者など

からの暴力被害についての相談に応じてい

ます。 

社会福祉課ひとり親家庭支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9222 

母子・父子自立支援員 

ひとり親家庭の方や寡婦（夫）の方からの

生活相談や必要に応じた情報提供を行って

います。 

※離婚前の方の相談にも応じています。 

社会福祉課ひとり親家庭支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9222 

新潟県 

ＤＶ・児童虐待相談 
ＤＶ・児童虐待に関する相談 

新潟県女性福祉相談所 

（新潟県配偶者暴力相談支援センター） 

フリーダイヤル 

☎0120‐26‐2928 

午前 9 時から午後 10時まで 

相 談 
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種  類 内   容 連絡先 

児童相談所 

18歳未満の子どもの家庭や学校での問題、

子どもの養育や虐待、不登校、いじめ、非

行、発達の遅れ、療育手帳の交付などに関

すること 

新潟県新発田児童相談所 

住所:新発田市豊町 3-3-2 

（新発田地域振興局内） 

☎26‐9131 

月曜日から金曜日の午前 8

時 30 分から午後 5 時 15

分まで（祝日を除く） 

児童家庭相談 
子育てに関すること、子どもや家庭に関す

ること、虐待に関すること 

こども課こども家庭相談係 

☎26‐3257 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

月曜日から金曜日の午前８時 30

分から午後５時 15 分まで 

保健師による健康相

談 
健康、育児面の相談など 

健康推進課健やか育児支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9211 

悩みごと電話相談 

小中学生及び保護者が抱える不登校、いじ

め、非行、日常生活の悩みなどについての

相談 

教育委員会学校教育課 

教育相談係 

住所:新発田市乙次 281-2 

（豊浦支所内） 

☎22‐8111（専用） 

月曜日から金曜日の午前 9 時から

午後３時 30 分まで（祝日を除く） 

民生委員・児童委員 
地域毎の民生委員・児童委員が、身近なと

ころで福祉について相談に応じます。 

 

お住まいの地区の担当民生

委員・児童委員 

 

担当の民生委員・児度委員の問い合

わせは、社会福祉課庶務住宅係 

住所:新発田市中央町3-3-3 

☎28‐9220 

※ 連絡先に特に記載がない場合の電話での問い合わせ対応は、原則、土曜日、日曜日、祝日を除く
午前８時 30 分から午後５時 15 分までです。 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

仕事を探すとき 

 

ハローワーク

（公共職業安

定所） 

求職手続き（求職申込み、職業相談、職業紹

介）、雇用保険手続き（失業等給付、就職促

進給付、教育訓練給付、雇用継続給付）や就

職・仕事に関する情報提供、就職に必要な資

格・経験・職業訓練コース等の情報提供を

行っています。 

ハローワーク新発田 

住所:新発田市日渡 96 

☎27‐6677 

生活保護受給

者等就労自立

促進事業 

早期に就職できない生活保護受給者に対し

て、就労支援員が、ハローワークの就職支援

ナビゲーターと連携し、求職活動を支援して

早期の就労開始を目指します。 

社会福祉課援護第１係・第２係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9226 

ひとり親家庭

等就業・自立支

援センター 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の就業・自立を

支援するために、就業相談に応じ、家庭状況、

職業能力の適正、就業経験等に応じたアドバ

イスを行います。 

ひとり親家庭等就業・自立センター 

住所:新潟市中央区上所 2-2-2 

新潟ユニゾンプラザ３階 

（一社）新潟県母子寡婦福祉連

合会 事務局内 

☎025‐281‐5587 

月曜日から金曜日の午前 9 時

30 分から午後 4 時 30 分まで 

株式会社エム・エスオフィ

ス 

住所:長岡市坂之上町 2-5-1 

☎0258‐30‐1230 

月曜日から金曜日の午前９時

から午後６時まで 

就業に必要な知識や技能を身につけたいとき 

 公的職業訓練 

公共職業訓練 

ハローワーク新発田 

住所:新発田市日渡 96 

☎27‐6677 

 

ハローワークの求職者を対象に、職業相談

等を通じて受講が必要である場合に、 再

就職の実現に当たって必要な訓練を実施

しています。 

求職者支援訓練 

 

所定の要件に該当する特定求職者が、ハ

ローワークの支援指示を受けて求職者支

援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支

給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金

（職業訓練受講手当と通所手当）が支給さ

れます。 

就 業 支 援 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

給付金 

失業給付・技能習得手当（雇用保険制度） 

ハローワーク新発田 

住所:新発田市日渡 96 

☎27‐6677 

 

 

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、

契約期間の満了等により離職した時に、失

業中の生活を心配しないで、新しい仕事を

探し、1 日も早く再就職していただくため

に支給される失業給付と、受給資格者が公

共職業安定所の指示により公共職業訓練

等を受講する場合に技能習得手当を受け

ることができます。 

職業訓練受講給付金（求職者支援制度） 

 

雇用保険を受給できない求職者の方（受給

を終了した方を含む）が、ハローワークの

支援指示により職業訓練を受講する場合、

職業訓練期間中の生活を支援するための

給付を受けることができる制度です。 

訓練制度（雇用対策法に基づく給付金） 

 

公共職業安定所の指示により、公共職業能

力開発施設の行う職業訓練等を受けてい

る求職者のうち要件に該当する方に対し

て給付金がされます。 

教育訓練給付制度（雇用保険制度） 

 

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を

受講し修了した場合、本人がその教育訓練

施設に支払った経費の一部を支給する制

度です。 

自立支援教育訓練給付金事業 

社会福祉課ひとり親家庭支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9222 

 

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に

役立つ主体的な能力開発の取組みを支援

するため、交付対象講座を受講し修了した

際に、経費の 60%（８０万円を上限）が

支給されます。 

高等職業訓練促進給付金等事業 

 

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に

有利な資格取得（看護師、介護福祉士など）

を促進するため、養成機関で 1 年以上の

カリキュラムを修業（受講）する場合に、

修業期間全期間（上限４年）は、訓練促進

給付金が支給され、受講期間修了後に、修

了支援給付金が支給されます。  
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

貸付金 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付 

新発田地域振興局 

健康福祉環境部地域福祉課 

住所:新発田市豊町 3-3-2 

☎26‐9129 

 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等に

対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長

を図り、あわせてその扶養する児童及び寡

婦の福祉を増進するため、技能修得のため

の、資金を貸し付けします。 

福祉資金貸付（生活福祉資金貸付制度） 

新発田市社会福祉協議会 

☎23‐1000  

低所得者世帯に対し、技能習得に必要な経

費及びその期間中の生計維持に必要な経

費、就職・技能習得等の支度に必要な経費

を貸し付けします。 

仕事を辞めたとき 

 

給付金 

失業給付（雇用保険制度） 

ハローワーク新発田 

住所:新発田市日渡 96 

☎27‐6677 
 

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、

契約期間の満了等により離職した時に、失

業中の生活を心配しないで、新しい仕事を

探し、1 日も早く再就職していただくため

に給付金が支給されます。 

住宅確保給付金 

社会福祉課生活支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9221 
 

離職者であって就労能力及び就労意欲の

ある方のうち、住宅を喪失している方また

は喪失するおそれのある方を対象として、

住宅及び就労機会の確保を支援すること

を目的として賃貸住宅の家賃のための支

給を受けることができる制度です。 

貸付金 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付 

新発田地域振興局 

健康福祉環境部地域福祉課 

住所:新発田市豊町 3-3-2 

☎26‐9129 

 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等に

対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長

を図り、あわせてその扶養する児童及び寡

婦の福祉を増進するため、生活資金等の貸

し付けを行います。 

総合福祉資金貸付（生活福祉資金貸付制度） 

新発田市社会福祉協議会 

住所:新発田市本町 4-16−83 

☎23‐1000 

 

失業者等、日常生活全般に困難を抱えてお

り、生活の立て直しのために継続的な相談

支援と、生活費及び一時的な資金を貸し付

けします。 

緊急小口資金貸付（生活福祉資金） 

 
緊急かつ一時的に生計の維持が困難と

なった場合に少額の費用を貸し付けます。 

生活保護制度 
生活に困窮する方に対し、必要な保護を行い

ます 

社会福祉課援護第１係・第２係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9226 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

その他 

 

JR 通勤定期の

特別割引制度 

児童扶養手当を受けている世帯の方（全額停

止の場合は対象外）が通勤に利用する定期乗

車券を購入するときに、市発行の特定者資格

証明書を提示し特定者用定期乗車券購入証

明書を提出すると３割引になります。 

社会福祉課ひとり親家庭支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9222 

製造たばこ小

売販売業の許

可 

母子家庭の母や寡婦は、製造たばこ小売販売

業の許可に際して、許可基準の特例が受けら

れます。 

日本たばこ産業(株)新潟支

店業務部 

住所 :新潟市中央区万代

2-1-11 

 ☎025‐244‐0505 

 

 

 

 

 

 

     

種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

ひとり親家庭等就

業・自立支援センター 

養育費のことについて専門相談員が対応し

ます。 

また、弁護士による法律相談も受付してい

ます。（30 分まで無料） 

ひとり親家庭等就業・自立センター 

住所:新潟市中央区上所 2-2-2 

新潟ユニゾンプラザ３階 

（一社）新潟県母子寡婦福祉連

合会 事務局内 

☎025‐281‐5587 

月曜日から金曜日の午前 9 時

30 分から午後 4 時 30 分まで 

養育費相談支援セン

ター 

養育費と面会交流について電話やメールに

よる相談を受け付けしています。 

養育費相談支援センター 

住所 :東京都豊島区西池袋

2-29-19KT ビル 10階 

【電話相談】 

平日：午前 10 時から午

後８時まで 

土曜日･祝日：午前 10 時

から午後６時まで 

☎03‐3980‐4108 

【メール相談】 

info@youikuhi.or.jp 

 

養 育 費 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

児童扶養手当 

ひとり親家庭で原則 18 歳未満の児童を養

育している方に支給されます。（支給要件

あり） 

⇒ 詳しくは、「児童扶養手当のしおり」をご覧くだ

さい。 

社会福祉課ひとり親家庭支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9222 

児童手当 

０歳から中学校修了（15 歳になった後の

最初の３月 31 日）前の児童を養育してい

る方に支給されます。 

こども課子育て支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9232 

母子・父子・寡婦福祉

資金の貸付 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等に

対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長

を図り、あわせてその扶養する児童及び寡

婦の福祉を増進するため、修学資金、医療・

介護を受ける資金など必要な貸付けを行い

ます。 

新発田地域振興局 

健康福祉環境部地域福祉課 

住所:新発田市豊町 3-3-2 

☎26‐9129 

生活保護 
生活に困窮する方に対し、必要な保護を行

います 

社会福祉課援護第１係・第２係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9226 

税制上の優遇措置 

母子世帯、父子世帯の方は申告により所得

税、住民税の軽減措置が受けられる場合が

ありますが、要件があります。(寡婦控除・

寡夫控除等) 

所得税…新発田税務署 

住所 : 新発田市諏訪町

1-12-24 

☎22-3161 

住民税…税務課市民税係 

住所 : 新発田市中央町

3-3-3 

☎28‐9321 

公衆浴場無料入浴券 

家庭に入浴設備がなく、公衆浴場を利用で

きる「65歳以上」「母親と義務教育終了前

の児童のみで構成する世帯の方」「母親と義

務教育終了前の児童及び 65 歳以上の老人

のみで構成する世帯の方」「生活保護を受け

ている世帯の方」に無料入浴券を月 5 回分

支給します。 

市民生活課 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎22-3030 

経済的支援 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

医 

療 

子ども医療費助

成制度 

０歳から中学校修了（15 歳になった後の

最初の３月 31 日）前の児童の医療費の一

部を助成します。（他の医療費助成制度を受

けることができる場合は、そちらを優先） 

こども課子育て支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9232 

ひとり親家庭等

医療費助成 

母子・父子家庭などひとり親家庭等の保健

の向上と福祉の増進を図るために、医療費

の一部を助成します。 

⇒ 詳しくは、「ひとり親家庭等医療費助成制度」の

チラシをご覧ください。 

社会福祉課ひとり親家庭支援係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9222 

修 
学 
支 

援 

小学校・中学校の

就学援助 

経済的な理由でお困りのご家庭に、小・中

学校でかかる給食費・学用品費・修学旅行

費などの費用の一部を補助します。 

お子さんの在学する小・中

学校又は学校教育課学務係 

住所:新発田市乙次 281-2 

（豊浦支所内） 

☎22‐９５３２ 

高等学校授業料

減免 

公立高等学校 

在学している各高等学校 

 

 

平成22年度からの授業料無償制、また平

成26年度からの高等学校等就学支援金

制度の対象とならない生徒については、

経済的理由などで授業料の支払が困難と

認められる場合に、授業料を免除する制

度があります。（所得制限あり） 

私立高等学校 

 

家庭の教育費負担を軽減するため、国の

費用により私立高等学校等の授業料に充

てる高等学校等就学支援金制度が創設さ

れ、平成 22年度から実施されています。  

高等学校等就学

支援 

家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある

高校生が安心して勉学に打ち込める社会を

つくるため、生徒に、授業料に充てる高等

学校等就学支援金を支給する制度です。 

大学等の奨学金 

大学、短期大学、大学院、高等専門学校（第

４・5 学年）、専修学校（専門課程）に進

学しようとする生徒で、意欲や能力が高い

にもかかわらず、経済的な理由で進学する

ことが困難な生徒に対する奨学金の貸付制

度です。（所得制限、成績要件及び募集定

員があります。） 

在学している各学校 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

修 

学 

支 

援 

日本学生支援機

構(旧日本育英会)奨

学金 

大学、短期大学、大学院、高等専門学校、

専修学校（専門課程）に在学する学生・生

徒への奨学金の貸付制度です。（学力、家

計等の基準があります。） 

在学している各学校 

交通遺児育英会 

奨学金 

交通遺児等に対する奨学金の貸付がありま

す。 

対象者：高校生、大学生等 

公益財団法人交通遺児育英

会 

住所:東京都千代田区平河町

2-6-1 平河町ビル 3 

土・日・祝日、年末年始及び 5

月 2 日を除く午前 9 時から午

後 5 時 30 分まで 

☎0120‐521‐286 

その他の奨学金 

奨学金ガイドをご覧ください。 

ＵＲＬ： 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogak

ko/1222020128706.html 

県教育庁高等学校教育課 

住所 :新潟市中央区新光町

4-1 

☎025‐280‐5609 

預 

貯 

金 

少額貯蓄非課税

制度 

遺族基礎(厚生)年金、母子年金(寡婦年金)

等の受給者は、元本350万円までの預貯金

の利息がそれぞれ非課税になります。 

銀行等金融機関 

福祉定期預貯金 

遺族基礎年金、児童扶養手当(全額支給停止

の者を除く)などの受給者は、一般の定期預

貯金金利よりも優遇されている定期預金を

利用できます。 

銀行等金融機関 

（実施していない金融機関

もありますので、詳しくは

各金融機関へお問い合わせ

ください。） 

年 
 

 
 

 

金 

遺族基礎年金 

一定期間以上加入し、保険料を納めている

人（免除されている人を含む）が死亡した

とき、その人によって生計を維持されてい

た子のある妻、子のある夫又は子に支給さ

れます。 

【国民年金】 

保険年金課国民年金係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9313 

 

国民年金の保険

料免除制度 

収入が少ないなどの理由で保険料を支払う

ことが困難なときは、申請すれば保険料が

免除されることがあります。 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

年 

金 

遺族厚生年金 

一定の資格要件を満たしている人が死亡し

たときその人によって生計を維持されてい

た妻や子などに支給されます。 

【厚生年金】 

新発田年金事務所 

住所 : 新発田市新富町

1-1-24 

☎23‐2120 
離婚時の厚生年

金分割制度 

合意分割制度（平成 19 年４月１日以降の

離婚）と３号分割制度（平成 20 年４月１

日以降の婚姻期間）があり分割される対象

や方法が異なります。 
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種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

母子生活支援施設 

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭

の方が生活上の様々な問題により、子どもを十

分に養育できないときに、母子共に入所する施

設です。 

こども課こども家庭相談係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎26‐3257 

ファミリー・サポー

ト・センター 

ファミリー･サポート･センターは、子育てをお

手伝いしてほしい方と子育てをお手伝いして

くれる方がそれぞれ会員として登録し、地域で

子育てを支援する相互援助の会員組織です。お

母さんの妊娠中や出産後も安心して過ごせる

ように家事や育児のサポートもします。 

ファミリー・サポート・セ

ンター 

住所:新発田市中央町 3-3-3

☎24-1937 

 

 

 

 

 

種  類 内   容 問合せ先・手続窓口 

子育て全般にかか

わる情報・支援につ

いて 

子育て応援誌「きらきら」をご覧ください。 

こども課 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9232 

障がい者、障がい児

にかかわる情報・支

援について 

福祉のしおり（障がい者福祉のしおり）をご覧

ください。 

社会福祉課障がい福祉係 

住所:新発田市中央町 3-3-3 

☎28‐9223 

 

困っていること、心配なことがあ
りましたら、ひとりで悩まずに 
ご連絡ください。 

 

 

 

 

生 活 支 援 

問合せ先： 

新発田市 社会福祉課 ひとり親家庭支援係 

TEL：28‐9222 

URL：http://www.city.shibata.lg.jp 

そ の 他 


