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c o n t e n t s

山元町では、「子育てするなら山元町」をスローガンに、

子育て支援に関する情報を分かりやすく1冊にまとめた

「やまもと子育てハンドブック」を作成しました。

掲載内容は、令和2年7月現在の情報を基に作成しています。

最新の情報、より詳細な情報は、

「町HP」「子育て応援お役立ち情報」や「広報やまもと」で

ご確認いただくほか、担当課、各施設にお問い合わせください。

発行にあたって
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山元版ネウボラ「子育て世代包括支援センター」　2

特定不妊治療費助成 〔保健福祉課 健康推進班〕

　特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。ただし、助成は、宮城県知事が指定した医療機関で行
われ、宮城県知事が認めた治療になります。

　助産師や保健師、管理栄養士などの専門職員が常駐し、母子手帳の交付や育児相談、
乳幼児健診をはじめ、子育ての不安や悩みなど、子育て全般に関する相談窓口です。

妊娠届・母子手帳交付 〔保健福祉課 健康推進班〕

　母子健康手帳は、妊娠中の母子の健康状態や就学前までの子どもの健康・予防接種や成長の大切な記
録となります。妊娠届の提出時に交付します。

ママ相談・育児相談 〔保健福祉課 健康推進班〕

　妊娠中の健康をはじめ、育児や離乳食等で気になることの相談に、保健師・栄養士が応じます。

妊婦歯科健診 〔保健福祉課 健康推進班〕

　妊娠中は、ホルモンバランスの変化やつわり等から、歯周病や虫歯になりやすいと言われています。登録
医療機関で妊婦歯科健診が受診できます。

新生児訪問 〔保健福祉課 健康推進班〕

　生後およそ28日以内のお子さんのいるすべての家庭に、保健師・助産師等が訪問し、子育ての不安や
悩みの相談をお受けします。

【住所】 山元町浅生原字日向12-1（中央公民館 隣 保健センター内）　　【電話】 36-9836
　フィンランド語で「アドバイスの場所」を意味し、保健師が中心となって妊産婦や子育て家庭に寄り添いなが
ら、産前・産後をはじめ、子育て全般にわたって切れ目なく支援する制度です。

　妊娠から出産、育児までをサポートす
るため、母子手帳の機能をはじめ、妊婦
健診や子どもの乳幼児健診などの記録
ができます。
　また、予防接種のスケジュール管理
もでき、受け忘れを防止できます。 妊婦訪問 〔保健福祉課 健康推進班〕

　妊娠後期頃の妊婦さんを助産師や保健師が訪問し、妊娠中の不安や悩みの相談をお受けします。

妊婦健診 〔保健福祉課 健康推進班〕

　妊娠中の体の異常を早期に発見、治療するために定期健康診査を受けることができます。母子手帳交付
時に助成券となる14回分の受診票を交付します。

ネウボラとは？

元気やまもと子育てアプリ「母子モ」

ダウンロードは
こちらから

開 館 日

利用時間

月～金（祝日、年末年始は休所）

9時～17時

※保健福祉課所管
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産後ケア 〔保健福祉課 健康推進班〕

　出産後、さまざまな不安や心配を抱えるお母さんを対象に、岩沼市のスズキ記念病院において、授乳指
導や育児相談等が受けられる日帰りデイサービスの一部を助成しています。
【実施場所】スズキ記念病院　　
【利用回数】出産後から6ヵ月までの間で、原則7回
【利 用 料】利用1回につき自己負担1,000円（上限7回まで）

発達相談 〔保健福祉課 健康推進班〕

　心理士による子どもの発育や発達面に関する個別相談を行っています。

乳幼児健診・乳幼児歯科健診 〔保健福祉課 健康推進班〕

　お子さんの発育や発達を確認し、疾病や異常の早期発見を図るとともに，健全育成および保護者への育
児支援を図ります。
　また、日ごろ不安に感じていることなどを相談できる機会でもあり、それぞれのお子さんに合った子育
てのアドバイス等を聞くことができます。
【健診の種類】2ヵ月児、3～4ヵ月児、6～7ヵ月児、1歳児、1歳6ヵ月児、2歳6ヵ月児（歯科）、3歳児

産婦健診助成 〔保健福祉課 健康推進班〕

　出産後間もない時期のお母さんの体と心の健康状態を確認するため、費用助成をしています。
【助 成 回 数】産後2週間健診と1カ月健診の計2回
【助成上限額】1回につき5,000円

予防接種

町では、定期予防接種のほかに、
任意予防接種の費用の一部を助成しています。

　新生児訪問時に配布している「予防接種と子どもの健康」をよ
く読み、望ましい接種時期（標準的な接種時期）に受けましょう。定期予防接種

　費用の一部を助成しています。詳しくは、保健福祉課健康推進
班までお問い合わせください。任意予防接種

　ロタウイルス、おたふくかぜ任意予防接種の種類

　ＢＣＧ、四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)、三種混
合(ジフテリア・百日咳・破傷風)、不活化ポリオ、二種混合（ジフテ
リア・破傷風）ＭＲ（麻しん・風しん混合）、日本脳炎、ヒブワクチ
ン、小児用肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎

定期予防接種の種類
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経済的な支援・子育て支援3

経済的な支援　

出産育児一時金
　国民健康保険等に加入している方（家族）が出産した時の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生むこ
とができるよう設けられた制度です。国民健康保険以外の方は、勤務先の健康保険組合などにお問い合わ
せください。
【支給額】子ども1人あたり42万円（双子の場合は、84万円）

子育て支援　

ベビーベッド・ベビーバスレンタル
　出産後の短期間に必要となるベビーバスやベビーベッドを無償で貸し出します。
【貸出期間】ベビーバス（3ヵ月）、ベビーベッド（12ヵ月）

出産お祝い育児支援チケット 〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

〔保健福祉課 保険給付班　町民生活課 窓口班〕 〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

ベビーステーションの貸し出し
　町内で行われる各行政区のお祭り等の際に屋外に設置できる授乳・おむつ替え用のベビーテント等を貸
し出し、子育て中の親子が安心してイベント等に参加できるようにしています。
【テントサイズ】幅1.8m×奥行1.8m×高さ2.2m

〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

祖父母手帳
　孫育てに役立つ情報を掲載した祖父母手帳を希望者に配布しています。
【配布場所】子育て定住推進課

〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

すこやか絵本事業
　絵本を通した親子のふれあいの機会を増やし、子どもの心豊かな情操を育むことを目的に、絵本または
知育ツールを贈呈しています。1歳6～8カ月児健診受診者に2冊、3歳児健診受診者には、物語絵本また
は知育ツールを贈呈しています。

〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

みやぎ子育て支援パスポート
　子育て世帯の方が「みやぎっこ応援の店」に登録したお店や企業で、パスポートを掲示した場合に、値引
きやおまけプレゼントなど、登録店が設定したサービスを受けることができる県の事業です。利用できる登
録店は、宮城県のホームページで紹介しています。

〔宮城県子育て社会推進室　☎ 022-211-2591〕

　町内の取扱店舗で紙おむつなど育児用品の購入の際に利用できる「出産お祝い育児支援チケット」を支
給します。
【支給内容】最大24,000円分

未熟児養育医療 〔保健福祉課 保険給付班〕

　身体の発育が未熟な状況で生まれ、すぐに指定医療機関での入院が必要な赤ちゃんに対し、1歳まで入
院中の医療費の一部を助成する制度です。（所得制限あり）

児童手当　 〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

　家庭等における生活の安定と、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中
学3年生までのお子さんを養育している方に手当を支給します。お子さんの年齢や人数、所得により支給
額が異なります。申請した月の翌月分からの支給となります。（所得制限あり）

子ども医療費助成　　 〔健康福祉課 保険給付班〕

　18歳の年度末までのお子さんが、健康保険を使って入院や通院で病院などにかかったときの医療費の
自己負担分（高額療養費および入院時食事療養費自己負担額は除く）を助成します。（所得制限あり）

小学校入学祝い金　 〔子育て定住推進課 子育て支援班〕

　多子世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に、小学校に入学した第3子以降の児童を養育している
保護者の方に入学祝金を支給します。
【支給内容】第3子以降の児童1人につき30,000円



1211

預かり

　保育所を利用するには、町から利用のための認定を受ける必要があります。毎年11月頃に翌年4月1日から
の入所・入園の受付を行っています。詳しくは、保育所（園）入所案内をご覧ください。年度途中の受付も随時
行っていますが、利用定員の空き状況等により、受け入れできない場合があります。妊娠・出産や転入等の予定
がある方で、年度途中の入所を希望される方は事前にご相談ください。

両親のフルタイム就労等を想定した利用時間
※「保育標準時間」の保育利用は、1ヵ月当たり120時間程度（週当たり30時間程度）の就労を下限とします。

　保育料は、支給認定区分や保護者の所得に応じて決定します。山元町では、子育て世帯負担軽減のため、町
で定める保育料を国の基準額より低い金額に設定しています。
　また、多子世帯やひとり親世帯に対し、保育料を減免する措置があります。

両親またはいずれかがパートタイム就労等（短時間就労等）を想定した利用時間
（1日最長８時間の中で必要となる保育時間）
※「保育短時間」の保育利用は、1ヵ月当たり64時間以上（例：休憩時間を含め、1日4時間以上かつ月16日
　以上）の就労を下限とします。

就労している保護者等のために、生後6カ月から就学前までの子どもの
保育を行い、子育てと就労の両立を支援します。

定　　員

電話番号

6人（地域枠）

☎ 33‐8515

つくし保育園（私立・事業所内保育園）
対象年齢 0歳（6カ月）～2歳

山元町髙瀬字合戦原100宮城病院内

月～土

平日のみ、18時～19時（登録制）

・日曜日、祝日
・年末年始（12月29日～1月3日）

住　　所

開 所 日

7時15分～18時保育時間　

延長保育

閉 所 日

支給認定区分

保育の必要量

利用時間のイメージ

　就労等の事由で保育を利用する場合、次のいずれかの利用時間となります。

教育を希望する場合

「保育の必要な理由」
に該当し

保育所等での
保育を

希望する場合

1号認定 教育認定

2号認定 保育認定

3号認定 保育認定

教育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

幼稚園※1

保育所(園)

保育所(園)
地域型保育

年齢

満3歳以上の
場合

満3歳未満の
場合

保育の必要性 認定区分 利用時間 利用先

1
2

「保育標準時間」利用

「保育標準時間」利用

「保育短時間」利用

7:15 8:30 16:30

利用可能時間　10時間45分 延長保育

18:00 19:00

「保育短時間」利用

7:15 8:30 16:30

利用可能時間　8時間 延長保育延長保育

18:00 19:00

7:30 8:45 8:55 16:4016:30

つばめの杜保育所で保育坂元送迎保育
ステーションで保育

坂元送迎保育
ステーションで保育送迎 送迎

18:00

※1　やまもと幼稚園またはふじ幼稚園に入園を希望される場合、この認定を受ける必要はありません。

利用者負担額（保育料）　0歳児～2歳児

送迎保育ステーション事業（Ｒ2年10月～）

保育所（園）

つばめの杜保育所（公立）
対象年齢

定　　員

電話番号

0歳（6カ月）～就学前

150人

山元町つばめの杜一丁目2

☎ 36‐7271

平日のみ、18時～19時（登録制）

・日曜日、祝日
・年末年始（12月29日～1月3日）

住　　所

月～土開 所 日

7時15分～18時保育時間

延長保育

閉 所 日

室内は木造の特色を生かした木の優しさにあふ
れ、北側の保育室でも光が入り明るい空間となっ
ています。

　坂元地区からつばめの杜保育所への送迎負担を軽減するため、おもだか館に児童を預けて、日中はつばめ
の杜保育所で保育、夕方、おもだか館に迎えに行ける事業を開始します。

1日のタイムスケジュール（予定）
平日　朝 7:30～8:45、夕 16：40～18：00（延長保育はありません）

対象：満1歳以上のつばめの
杜保育所入所児童
対象：満1歳以上のつばめの
杜保育所入所児童

つばめの杜保育所つばめの杜保育所 坂元送迎保育ステーション
（おもだか館内）

坂元送迎保育ステーション
（おもだか館内）

預かり・教育4
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病児・病後児保育事業（Ｒ2年4月～）
　亘理町の大友医院ヒロミ小児科病児保育室「あんず」の広域利用が可能になりました。
【対象児童】生後6ヵ月～小学校6年生の児童
【利用時間】平日8時30分～17時30分　土曜日8時30分～12時30分
　　　　　日曜・祝日・お盆・年末年始は休み
【利用料金】1日：2,000円、半日1,000円

一時預かり・特定保育　　
　保護者が傷病、冠婚葬祭、その他私的理由などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や
就労形態によって断続的に家庭で保育ができない場合にお子様をお預かりします。

〔つばめの杜保育所〕

〔ヒロミ小児科病児保育室「あんず」  ☎35-6455〕

ファミリー・サポート・センター　
　子育てをおねがいしたい人「おねがい会員」に子育てを手伝いたい人「まかせて会員」を紹介し、代わり
にお迎えや預かりなどをしてもらう相互援助活動を行っています。
【開所時間】月～金（平日のみ12/29～1/3を除く）の9時～17時（昼休憩時間12時～13時）

〔ファミリー・サポート・センター事務局  ☎36-9877〕

放課後児童クラブ
　就労などの理由により保護者が家庭にいない児童の遊びや生活の場として開設しています。
【利用料】月額3,000円　【おやつ代】月額2,000円
【施設名】○山下小学校児童クラブ（山下小学校内）
　　　　○山下第二小学校児童クラブ（こどもセンター内）
　　　　○坂元小学校児童クラブ（坂元小学校内）

〔子育て定住推進課　子育て支援班〕

　幼稚園は、学校教育法に基づく施設で、集団生活を体験し、遊びを通
して社会生活をする上でのルールや道徳を学習する場所です。

ふじ幼稚園（私立）
住　　所
電話番号

山元町山寺字上西田123　　
☎ 37-1066

175人

満3歳～5歳

月～金の9時～14時

・早朝　7時40分～8時30分
・保育終了後　終了後～18時
・長期休業　7時40分～18時

定　　員

対象年齢

保育時間

預かり保育

やまもと幼稚園（私立）
住　　所
電話番号

山元町髙瀬字竹の内原41
☎ 37-0074   

155人

満3歳～5歳

月～金の9時～14時

・早朝　7時30分～8時30分
・保育終了後　14時～18時
・長期休業　7時30分～18時

定　　員

対象年齢

保育時間

預かり保育

　令和元年10月から幼児教育・保育無償化が実施され、幼稚園や保育所等を利用する3歳児～5歳児までの
子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの保育料が無償となります。 

幼児教育・保育無償化
放課後子ども教室
　放課後等に小学校の余裕教室やその他施設を活用して、ボランティアスタッフである地域の皆さんの
ご協力を得ながら、町内の小学生の安心で安全な居場所づくりのために実施しています。子どもから大人
まで地域住民が一体となったコミュニティの確立および子どもたちが心豊かでたくましく育まれる環境づ
くりを目指しています。

〔生涯学習課　生涯学習班〕

山下第一小学校

坂元小学校・坂元公民館

毎週月曜日
14時45分～16時
毎週金曜日

14時30分～16時

クラブ名
みやまっこクラブ

はまっこキッズ

主な活動場所 対象者 活動時間帯
山下小学校・山下第一小学校・
山下第二小学校の児童

坂元小学校の児童

幼稚園

　町内私立幼稚園に入園する場合、制服や学用品代として一律20,000円を補助します。

子育て支援事業関係

町内私立幼稚園入園補助事業（Ｒ2年4月～）
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ひとり親のための支援　5

教     育　　

小学校
　町内には、坂元小学校、山下小学校、山下第一小学校、山下第二小学校の４校あります。各小学校では、
普段の授業や運動会、学習発表会のような行事とともに、地域に根ざした活動や取組みを行っています。

〔教育総務課　総務班〕

児童扶養手当
　母子・父子家庭、両親のいない子どもを育てている養育者家庭などに支給されるものです。（所得制限
あり）支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末（政令で定める障害のある児童の場合
は、20歳）までです。

〔子育て定住推進課　子育て支援班〕

障害のある子どもの支援　　6

特別児童扶養手当
　精神または身体に障害を有する20歳未満のお子さんを家庭で監護している父、母または養育してい
る方に対し、手当を支給する制度です。（所得制限あり）

〔子育て定住推進課　子育て支援班〕

障害児福祉手当　
　精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対し、
手当を支給する制度です。（所得制限あり）

〔保健福祉課　福祉班〕

障害者医療費助成　
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など、重度の障害のある
方が必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の自己負担額を助成する制度です。（所得制限あり）

〔保健福祉課　保険給付班〕

障害者手帳
　手帳は、障害者の自立と社会参加を援助するものです。手帳によって各種サービスを利用できます。
（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）

〔保健福祉課　福祉班〕

母子父子家庭医療費助成
　母子・父子家庭で18歳の年度末までの子どもを養育している方とその家庭の子ども、両親のいない子
どもに対し、入院・通院にかかる医療費の自己負担額の一部を助成しています。（所得制限あり）

〔保健福祉課　保険給付班〕
中学校
　町内には、坂元中学校、山下中学校の２校あります。各学校では、普段の授業や文化祭等の行事ととも
に、地域での職場体験などの取組みを行っています。
　令和３年４月に、この２校を再編し、新たな中学校「山元中学校」として、町内で１校の中学校となる予定
です。

〔教育総務課　総務班〕

就学援助制度
　経済的な理由により、就学が困難な小・中学校に通っているお子さんの保護者に対して、学用品費・修
学旅行費・給食費・医療費など就学にかかる費用の一部を援助します。

〔教育総務課　総務班〕

奨学金貸与制度　
　勉学の意欲がありながら、経済的な理由で就学が困難な方に対して、就学の機会を確保することを目
的として、高校や大学に在学し、資格要件（所得基準など）を満たした方を対象に、奨学金を貸与します。

〔教育総務課　総務班〕

学校給食費の補助　　
　子育て支援の一環として、多子世帯の経済的負担を軽減するため、義務教育課程の児童生徒を対象
に、2人目以降の給食費実費全額を補助します。

〔教育総務課　総務班〕
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子どもと遊べるところ　　7

　こどもセンターは、児童館・子育て支援センター・山下
第二小学校児童クラブの3つの機能を兼ね備えた施設
です。木のぬくもりに包まれた、アットホームな雰囲気の
施設となっています。0歳から18歳までの児童と、未就
学児の保護者の皆さんが自由に過ごすことができます。

こどもセンター

利 用 案 内 ［開 館 日］　月曜日～土曜日（日曜日、祝日、年末年始は休館）
［利用時間］　9時～16時30分
［対 象 者］　0歳～18歳の児童とその保護者、子育て支援等に関わる方（団体）

多目的ホール

事務室

玄関

保健コーナー

山二小
児童クラブ

図書室

集会室

子育て
支援
センター

ミニ
キッチン

創作活動室

和室

相談
コーナー

　未就学児も小学生・中学生・高校生も、自由に遊
んでＯＫです！　広いスペースで楽しく遊べます。

　創作活動はもちろん、勉強や遊び（運動以外）
などのさまざまな活動に利用できます。

　絵本や児童書、マンガなど、色々な種類の図書が
あります。安らぎのスペースで、ゆったり過ごすこと
ができます。貸出しもしています。

　子育て支援センターでは全国で初めて配置し
た木製のプールやトンネルは、赤ちゃんに大人気
です。

　児童館には、多目的ホール、集会室、創作活動室、図書室などを備えており、図書の貸し出しも
行っています。0歳～18歳の児童が遊んだりおしゃべりをしたり、勉強をしたり読書をしたりと、自由
に過ごすことができます。

児童館

　未就学児の親子が気軽に集って交流を図り、自由に過ごすことができます。
　室内には木製遊具やミニキッチンを設置しているほか、屋外にはウッドデッキも備えているので、
西側に広がる芝生広場にも行き来ができます。
　また、毎週火・金・土曜日には「ＮＰＯ法人子育てひろば夢ふうせん」による子育てひろばを開催し
ています。

子育て支援センター

場　　所 子育て支援センター（こどもセンター内）

毎週火・金・土曜日　10時～15時開所時間

子育てひろば（委託事業）

場　　所 ふるさとおもだか館

毎週水曜日　10時～15時開所時間

出張子育てひろば（委託事業）

場　　所 子育て支援センター（こどもセンター内）

毎週木曜日　10時～14時開所時間

子育てサークル「なかよし会」

場　　所 ふるさとおもだか館

毎週火曜日　14時30分～16時30分開所時間

出張児童館
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子どもを虐待から守るために

児童相談所虐待対応ダイヤル １８９番へ
8

　「虐待を受けている子どもがいる」「これは児童虐待かも・・・」と思ったときに、すぐに児童相談所に連
絡・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル」にかけると、お近くの児童相
談所へつながります。

匿名による連絡も可能で、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
※一部のＩＰ電話からはつながりません。
※通話料は無料です。

［相談時間］月～金　8時30分～17時15分（祝日を除く）
※相談時間外は189番へおかけください。宮城県中央児童相談所 ☎022-784-3583
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山元町子育てMAP
1 小平農村公園
2 牛橋公園
3 鷲足遊園
4 深山山麓少年の森
5 山下遊園

6 つばめの杜西公園
7 つばめの杜中央公園
8 こどもセンター

9 つばめの杜東公園
10 つばめの杜ひだまりホール
11 作田山遊園

12

太陽ニュータウン内
北側公園13

太陽ニュータウン内
南側公園14

合戦原古墳公園15

合戦原桜塚公園

18

ふるさとおもだか館

21 磯崎山公園
20

子育て世代
包括支援センター

16

坂元町東公園
19

久保間遊園

14

いち　　　はや　　　　く

児童相談所
虐待対応
3桁

ダイヤル１８９
あなたのお電話で
救われる

子どもがいます。

17 真庭遊園



2221

移住・定住支援　　9 〔子育て定住推進課 定住推進班〕

　町では、人口減少の抑制と地域の活性化を目的に、若者の新婚・子育て世帯の定住を促進するため補
助金を交付します。

新婚・子育て世帯で50万円を超える対象工事を行っ
た場合、最大60万円の補助およびＵターン加算
（該当する場合）

新婚・子育て世帯等の町内への誘引を行った不動産
業者等に対し、1件あたり最大20万円を補助

月2万円限度×36カ月の家賃補助
（新婚・子育て世帯または新規転入・町内新規就労者）

住宅取得者が転入前２年以上町外に住民登録をされた方で、平成31
年4月1日以降に山元町に転入し、住民登録した方

夫婦の合計年齢が80歳以下で、婚姻後5年を経過していない世帯

18歳以下（18歳に達する年度末日までの間にある子）の子どもを扶
養している世帯

新規転入者のうち、住所の大字が坂元および真庭の「坂元地区」に転
入する方

山元町内に事務所を有する建築業法の許可を受けた建築業者等（元
請の場合に限る）

上記住宅の敷地の用に供される土地を取得すること。土地取得価格
20万円未満の場合はその金額

新婚・子育て世帯のうち、申請者またはその配偶者が、過去に5年以上
本町に住民登録があり、転入前２年以上町外に住民登録されていた方
が、平成31年4月1日以降に再び本町に転入する場合該当
なお、自己所有または2親等以内の所有住宅へ転入し、リフォームを行
う新婚・子育て世帯も該当します。

平成31年4月1日以降に取得する住宅が下水道区域内にあって、申
請日の2年以上前から登記上の地目が宅地であるまたは、農地法によ
り居住用の許可申請がされた農地である区画をいう。ただし、災害危
険区域の第一種区域および第二種区域内を除く。

新婚世帯・子育て世帯以外の住宅取得者が転入前2年以上町外に住
民登録をされた方で、平成31年4月1日以降に山元町に転入し、住民
登録した方

①被災者生活再建支援金や防災集団移転促進事業補助金等の震災に係る町の各種補
助金の支給を受けた方、また以前に住宅取得奨励事業補助を受けている方は対象外
です。（支給を受けた本人でなければ対象となりえます）
②補助金を受領した日から5年以内に山元町外に転出すると補助金の返還対象となりま
すのでご注意ください。

補助要件に該当する方等

220万円

120万円

50万円

30万円

20万円

30万円

30万円

1人あたり10万円

130万円

90万円

20万円

補助要件

新婚・
子育て
世帯

新規転入者

町内転居者・建替え

一般転入者

町内業者による建築

土地取得

指定区域（下水道区域）

坂元地区転入

Ｕターン世帯

民間賃貸住宅家賃助成事業

リフォーム支援事業

定住紹介奨励事業

新築住宅取得 中古住宅取得
新規転入者

新婚世帯

子育て世帯

一般転入者

坂元地区転入

Ｕターン世帯

町内建築業者

土地取得

指定区域

住
宅
取
得
奨
励
事
業
補
助
金

基
本
額

加
算
額

そ
の
他
の
支
援
事
業
補
助
金

※いずれの上記要件においても「自治組織に加入し、地域活動等に参加する意思を有する世帯」の方が対象になります。

注意点
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医療機関10

　受付専用電話に連絡し、症状、その他の状況を伝え、受診可能かどうか問い合わせの上、受診してください。

※診療科目により、診療日時が異なりますので、詳しくは病院にお問い合わせください。

内科・脳神経内科・呼吸器内科・消化
器内科・循環器内科・アレルギー科・
小児科（毎週月・水・金曜日、午前中）・整
形外科・形成外科・総合診療外科・脳
神経外科・リハビリ科・皮膚科・歯科

医療機関リスト 平日夜間初期救急外来（自家用車・タクシーで来られる方対象）

医療機関名、住所、電話番号

（独法）国立病院機構
宮城病院

診療科目
診療場所

診療時間

山元町髙瀬字合戦原100
☎0223-37-1131

総合南東北病院1階（夜間のみ開設）
岩沼市里の杜1-2-5

受診方法 受付専用電話に問い合わせの上、受診してください。

受付時間 平日（祝日・8/13～16・年末年始除く）19時～21時30分
休日は、休日急患当番医等を受診してください。

受付専用電話 070-6635-9454

　夜間に子どもの具合が悪くなり、すぐに受診した方が良いのか、様子をみても大丈夫なのか迷った時、
経験豊富な看護師が電話相談をお受けします。

宮城県こども夜間安心コール

受付時間 毎日19時～翌朝8時

相談電話番号 プッシュ回線固定電話、携帯電話の場合：♯8000
プッシュ回線固定電話以外の固定電話・PHSの場合：☎022-212-9390

月～金（※） 8:30～11:00

胃腸科・外科・肛門科・皮膚
科・泌尿器科・麻酔科・理学
療法科・整形外科

平田外科医院

山元町山寺字石田21-3
☎0223-37-4055

月～土
（土 午前のみ）

内科・小児科菊地内科医院

山元町浅生原字作田山2-72
☎0223-37-3300

月～土
（木・土 午前のみ）

8:30～11:30
14:00～18:00

9:00～12:00
14:00～17:30

内科・小児科・外科・消化器
内科・胃腸内科

松村クリニック

山元町坂元字道合37
☎0223-38-0005

月～土
（水・土 午前のみ）

9:00～12:00
14:00～18:00

内科・外科・消化器内科・
糖尿病内科・小児科

浅生原クリニック

山元町浅生原字日向20-2
☎0223-23-0345

月～土
（水・土 午前のみ）

9:00～12:00
14:00～18:00

歯科・小児歯科菊地歯科医院

山元町浅生原字作田山2-75
☎0223-33-8960

月～水・金 9:00～12:00
14:00～18:00

土 9:00～12:00
14:00～17:00

歯科にいの歯科医院

山元町坂元字道合39-1
☎0223-38-1887

月～金
（水 午前のみ）

9:00～13:00
15:00～19:00

歯科・小児歯科つばめの杜歯科医院

山元町つばめの杜1-5-2
☎0223-23-1839

月～水
金・土

9:00～13:00
15:00～19:00

土 9:00～13:00
15:00～17:00
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「新婚世帯・子育て世帯・新規転入者」 

のマイホーム取得等を支援します！ 
 

山元町では、人口減少の抑制と地域の活性化を目的に、平成３１年４月１日

から「山元町移住・定住支援補助金」に名称を変更し、若者の新婚・子育て世

帯により重点を置いた制度にリニューアルしました。 

【新制度の概要】 

住

宅

取

得

奨

励

事

業

補

助

金 

補助要件 新築住宅取得 中古住宅取得 

基
本
額 

新婚・子育

て世帯 

新規転入者 ２２０万円 １３０万円 

町内転居・

建替え 
１２０万円 ９０万円 

一般転入者 ５０万円 ２０万円 

加
算
額 

町内業者による建築 ３０万円 

 土地取得 ２０万円 

指定区域（下水道区域） ３０万円 

坂元地区転入 ３０万円 

Ｕターン世帯 １人あたり１０万円 

そ
の
他
の
支
援
事
業
補
助
金 

民間賃貸住宅家賃助成事業 
月２万円限度×３６か月の家賃補助 

（新婚・子育て世帯又は新規転入町内新規就労者） 

リフォーム支援事業 

新婚・子育て世帯で５０万円を超える対象

工事を行った場合、最大６０万円の補助及

びＵターン加算（該当する場合） 

定住紹介奨励事業 

新婚・子育て世帯等の町内への誘引を行っ

た不動産業者等に対し、1 件あたり最大２

０万円を補助 

 

【注意点】 

被災者生活再建支援金や防災集団移転促進事業補助金等 

の震災に係る町の各種補助金の支給を受けた方、また以前 

に住宅取得奨励事業補助を受けている方は対象外です。 

（支給を受けた本人でなければ対象となりえます。） 



☆補助要件に該当する方等☆ 

新 規 転 入 者 
住宅取得者が転入前２年以上町外に住民登録をされた方で、平

成３１年４月１日以降に山元町に転入し、住民登録した方。 

新 婚 世 帯 
夫婦の合計年齢が８０歳以下で、婚姻後５年を経過していない

世帯。 

子 育 て 世 帯 
１８歳以下（１８歳に達する年度末日までの間にある子）の子

どもを扶養している世帯。 

一 般 転 入 者 

新婚世帯・子育て世帯以外の住宅取得者が転入前２年以上町外

に住民登録をされた方で、平成３１年４月１日以降に山元町に

転入し、住民登録した方。 

坂元地区転入 
新規転入者のうち、住所の大字が坂元及び真庭の「坂元地区」

に転入する方。 

Ｕターン世帯 

新婚・子育て世帯のうち、申請者またはその配偶者が、過去に

５年以上本町に住民登録があり、転入前２年以上町外に住民登

録されていた方が、平成３１年４月１日以降に再び本町に転入

する場合該当。 

なお、自己所有または２親等以内の所有住宅へ転入し、リフォ 

ームを行う新婚・子育て世帯も該当します。 

町内建築業者 
山元町内に事務所を有する建築業法の許可を受けた建築業者

等（元請の場合に限る） 

土 地 取 得 
上記住宅の敷地の用に供される土地を取得すること。土地取得

価格２０万円未満の場合はその金額。 

指 定 区 域 

平成３１年４月１日以降に取得する住宅が下水道区域内にあ

って、申請日の２年以上前から登記上の地目が宅地であるまた

は、農地法により居住用の許可申請がされた農地である区画を

いう。ただし、災害危険区域の第一種区域及び第二種区域内を

除く。 

※いずれの上記要件においても「自治組織に加入し、地域活動等に参加する意思を

有する世帯」の方が対象になります。 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

☆申し込み・問い合わせ☆ 

〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山３２番地 

山元町役場 子育て定住推進課 定住推進班 

ＴＥＬ：０２２３－３６－９８３５ 

ＦＡＸ：０２２３－３７－４１４４ 

E-mail：kosodate.t@town.miyagi-yamamoto.lg.jp 

山元町 HP http://www.town.yamamoto.miyagi.jp 

補助金を受領した日から５年以内に山元町外に転出すると補助金の返還対象とな

りますのでご注意ください。 


