
子宝お祝い金
次世代を担う子どもの出生を祝福するとともに，その健やかな成長を願ってお祝い金を贈ります。

パスポートを提示することで，協賛する企業や店舗が提供する独自の優待サービス
や割引を受けることができます。
平成28年4月1日より全国の子育て支援協賛店で使えるようになります。県では妊娠
中の方及び18歳未満の子どもがいる世帯が対象です。利用してくださいね！
申請は町民福祉課，総合管理課へ。
町外の協賛店は鹿児島県のホームページをご覧ください。

■対象者
子どもを出産し養育する方（出産した方に代わり現
に養育する方を含む）で出産日以前に引き続き1年
以上町内に住所を有し，かつ出産後引き続き3年以
上本町に居住する意志のある方

■支給額
第１子…10万円
第２子…20万円
以降1人につき10万円を加算し支給します。

■申請手続き
●住民票謄本　●戸籍謄本 ※対象の子が記載されたもの
●通帳の写し　●印鑑（スタンプ式ゴム印不可）
※町税，保育料等の著しい滞納がある場合は支給しないこ
とがあります。
※出産前に町内に住所を有する期間が1年に満たない場合
はその期間が1年を経過したときに受給資格を有します。
その場合は，受給資格を有してから6か月以内に申請して
ください。

■問合せ先
町民福祉課

未熟児養育医療給付制度
未熟児（出生時体重が2,000g以下または生活力が
特に薄弱）で，指定医療機関での入院治療が必要と
認められた乳児に対し，必要な医療の給付を行います。

■必要なもの
●養育医療意見書（医療機関から発行されます。）
●世帯の所得税額を確認する書類（源泉徴収票，所
得課税証明書等）
●お子さんの保険証及び子ども医療費助成受給者証
●印鑑（スタンプ式ゴム印不可）
●マイナンバーカード
※マイナンバー通知カードの場合は，マイナンバー通知カー
ドと顔写真つき身分証明書等が必要です。

■問合せ先
保健衛生課

＊かごしま子育て支援パスポート 町内の協賛店はこちら＊ （2016年3月24日現在）

申請が必要なもの

知っていますか？

手 続 き の 期 間 届 け 出 先 等
出 生 届 生まれた日を含む14日以内 本籍地・所在地・出生地の役所

企業・店舗等名称№ 子育て支援サービス内容
1 長島観光グラスボート
蔵之元3720-7
電話 0996-88-5252
mail ebisuyag@cronos.ocn.ne.jp

お店のPR又は子育て家庭へのメッセージ

出生連絡カード 出生後出来るだけ早く
出産育児一時金 出生後出来るだけ早く 町民福祉課，総合管理課

保健衛生課，総合管理課

子ども医療費助成 出生後出来るだけ早く 町民福祉課，総合管理課
児 童 手 当 生まれた日の翌日から15日以内 町民福祉課，総合管理課
子宝お祝い金 生まれた日から６か月以内 町民福祉課，総合管理課

健康保険の加入 国民健康保険：生まれた日から14日以内
社会保険：５日以内

国民健康保険の場合：町民福祉課，総合管理課
職場の健康保険加入の場合：勤務先

チャイルドシート無料レンタル
町では子育て支援とお子さんの安全確保のため，
チャイルドシートやジュニアシートを貸出していま
す。
次に利用を希望する方のために，返却期限が来た
場合や，使用する目的が済んだ場合は速やかに返却
してください。
◆利用条件…鹿児島県交通安全協会会員の方
◆貸出期間…最大３か月
◆貸出対象
・チャイルドシート ・乳児用
・ジュニアシート
※台数に限りがあります。
◆問合せ先
総務課　電話 86-1111
総合管理課　電話 88-5651

「「子育て支援パスポート子育て支援パスポート」「子育て支援パスポート」

・グラスボートによる「海底の神秘探検」通
常乗船料の20％引き（大人1600円を1280
円に 小人800円を640円に）

・育児の日（19日）は通常乗船料の半額（大
人800円・小人400円）

悠久の時間と生命が創り上げた芸術を鑑賞し
て下さい。地元網元の生まれで20代は世界の
海を航海士として駆け巡った船長岩崎がご案
内します。

2 鹿児島相互信用金庫 長島支店
鷹巣字田島1771番地1
電話 0996-86-1116
hp www.kasosin.com

①子育て応援定期預金「ハローキッズ定期預
金」の発売

②「子育てすくすく応援ローン」の開始
③「子育て応援メリット金利」の開始

当金庫では「地域に元気発信」を合言葉に、
子育てを応援する目的で満18歳未満の子ども
のいる家庭を対象に高金利な定期積金とロー
ン金利を優遇するメリット金利の取扱いを
行っています。また町の花いっぱいフラワー
ロード事業にも参加しています。

3 鹿児島相互信用金庫 西長島支店
指江字上前田139番地1
電話 0996-88-6671
hp www.kasosin.com

①子育て応援定期預金「ハローキッズ定期預
金」の発売

②「子育てすくすく応援ローン」の開始
③「子育て応援メリット金利」の開始

最高で0.3％上乗せ可能なハローキッズ定期積
金とローン金利を優遇するメリット金利の取
扱いを行っています。大切なお子様の教育資
金のご準備にお役立て下さい。

4 イシモトクリーニング
鷹巣1838-1
電話 0996-86-0765

学校の制服・四つ身の着物等当店に持込の場
合料金の１割引（特殊品は除きます）

地域に根づく店づくり

5 インパルス諏訪
鷹巣3664-2
電話 0996-86-0022
hp www.im-suwa.com

長島町商工会スタンプ 2倍

6 ㈲﨑口建設
鷹巣1172-7
電話 0996-86-1602

子供部屋等の新築・改築に伴う見積無料サー
ビス

信用とまごころサービスをモットーにしてい
ます。

7 理容 たての
鷹巣1659-5
電話 0996-86-0708

粗品贈呈 まごころで奉仕の店…子育てを支援いたしま
す

8 林商店
山門野4819-2
電話 0996-87-0728

粗品進呈（毎月第３日曜日親子で来店の場
合）

9 温泉センター 東泉望
鷹巣333-32
電話 0996-86-2626

お子様へ温泉入浴ポイント2倍 毎月第２月曜日 休館

10 ㈱山川屋
鷹巣710-3
電話 0996-86-0023
hp www.yamagawaya.co.jp

・ベビーカーが通れるバリヤフリー店舗
・おもちゃの貸出・ミルクのお湯の提供
・店内に授乳スペースあり。
・毎月19日育児の日は、お買い上げ商品10％
引（酒類除く）

11 小川醸造㈱
鷹巣2300
電話 0996-86-0027

自社製造製品に限り5％引・新製品サンプル
サービス

原料を厳選し、赤ちゃんからお年寄りまで、
安心してお使いいただけます。町内配達もい
たします。お気軽に声をかけて下さい。

12 ㈱ショッピングプラザ たけだ
指江106番地1
電話 0996-88-5022

ミルクのお湯の提供・授乳スペースの提供・
ベビーカーの通れる店内

まごころで子育てを応援します。

13 メガネのアイ
鷹巣709-3
電話 0996-86-0586

・メガネの調整・洗浄等のアフターサービス
・待合所での雑誌、テレビ、お茶等のサービス
・粗品進呈

まごころでアフターサービスいたします。子
育てを応援します。毎週水曜日は定休日で
す。

14 竹上商店
鷹巣869-10
電話 0996-86-0141
mail takegami@po2.synapse.ne.jp

・町内のお客様ポイントシール２倍
・町外のお客様粗品進呈（1,000円以上お買
い上げの方）

子育てはとても大変ですがガンバってくださ
い。当店も応援します。

15 鹿児島いずみ農業協同組合 東事業所
鷹巣1656-2
電話 0996-86-1211
hp www.ks-ja.or.jp/izumi/

①ＪＡの子育て応援定期積金「夢・希望（みら
い）応援積立」を発売し金利優遇致します。

②ＪＡの住宅ローン等で金利優遇致します。

ＪＡでは、地域に根ざした金融機関を目指
し、子育て支援パスポート事業に参画するこ
とで、子育て世代の応援になればと、金利優
遇の取扱いを致します。

16 鹿児島いずみ農業協同組合 長島事業所
指江566-1
電話 0996-75-2111
hp www.ks-ja.or.jp/izumi/

①ＪＡの子育て応援定期積金「夢・希望（みら
い）応援積立」を発売し金利優遇致します。

②ＪＡの住宅ローン等で金利優遇致します。

ＪＡでは、地域に根ざした金融機関を目指
し、子育て支援パスポート事業に参画するこ
とで、子育て世代の応援になればと、金利優
遇の取扱いを致します。

17 伊唐保育園
鷹巣4524番地11
電話 0996-86-0831

・ミルクのお湯提供
・絵本、おもちゃの貸出し

まわりは大自然で、きれいな海も見えます。
気分転換にお越しください。運がよければカ
モに会えるかも。
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