不妊治療の助成金に関するご案内
「都道府県」が主導する助成金

助成金は、

対象者

体外受精/顕微授精の方

限度額

１回２５万円（ステージにより異なる）

「市区町村」が主導する助成金

と

の２種類あります。

検査から助成する自治体から助成制
対象者 度のない所まであり、市区町村によ
り異なる

７３０万
所得 給与所得後の金額から８万円を引い
制限 た金額の夫婦合算が７３０万以下

限度額 市区町村により異なる
制限 市区町村により異なる

（税込所得の目安は約１０００万まで）

内容 自費診療分のみ対象

内容 市区町村によっては保険診療分も可

ご不明点はそれぞれの自治体に問合せください。
関東圏の問合せ一覧は「裏面」にございます。
「助成金証明書の記入をご希望」の場合
次の３点を当院までご提出ください。
① 治療期間中の領収書のコピー
提出物
② 証明書（無記入のもの）＊東京都の証明書は当院でもご用意しています。
③ 下部の点線以下の書類 ＊ＨＰの書類ダウンロードにも用意しています
作成費用 1,000円（税別）
作成期間 2週間（1～3月は3週間）
文業-29：不妊治療の助成金に関するご案内（1版2015年2月）

助成金証明書記入をご希望の方へ
↓助成金の振込先口座のご名義人となる方をお書きください

診察券番号

フリガナ

フリガナ

申請者氏名

配偶者氏名

生年月日
住所

Ｓ
Ｈ

年

月

日 （

生年月日

歳）

Ｓ
Ｈ

月

年

日 （

歳）

〒
※郵送希望の場合のみご記入ください

１、 申請対象となる日付はいつですか？ 採卵日 Ｈ

年

月

日

移植日 Ｈ

年

月

日

助成金の申請は胚移植後妊娠判定が出てからご提出ください。ただし胚移植がない場合は採卵後にご提出ください。

２、 今回の助成金の申請先に該当するもの全てに☑して下さい □都道府県

□市区町村

当院への提出書類

□

治療期間中の領収書のコピー

当院使用欄

□
□

自費診療分のみ提出
対象の場合のみ保険分も提出

□ 無記入の証明書
□ 作成後、書類を郵送希望の場合は切手を貼った返信用封筒
□ 本紙
・ 作成には２週間（１～３月は３週間）お時間をいただきます。
・ 作成費用は一部につき1,000円（税別）です。
・ 郵送での受取希望の場合は、事前に作成料のお支払いが必要です。
窓口にてお支払いいただくか、当院口座まで振り込みをお願いいたします。
振込先

三菱東京UFJ銀行 原宿支店（普通）3701409 ハラメディカルクリニックハラトシオ

受付日
お渡し
作成料
ご連絡

年

□ 来院
□ １通1,000円
□ 代済
□ 必要

受付者

月

日

□ 郵（封筒ＯＫ）
□ 2通2,000円
□ 未収
□ 不要

作成者

確認者

関東圏助成金問い合わせ一覧
地域

問い合わせ窓口 / ホームページ

TEL

東京都

福祉保健局少子社会対策部子ども医療課 医療助成係

03-5320-4375

千代田区

教育委員会事務局子ども・教育部子ども支援課手当・医療係

03-5211-4230

中央区

保健所健康推進課予防係

03-3541-5930

港区

みなと保健所 健康推進課 地域保健係

03-6400-0084

文京区

保健衛生部健康推進課保健係

03-5803-1229

台東区

台東保健所保健サービス課母子保健係

03-3847-9447

品川区

健康福祉事業部健康課保健衛生係

03-5742-6745

世田谷区

世田谷保健所健康推進課

03-5432-2446

杉並区

杉並保健所健康推進課母子保健担当

03-3391-1015

練馬区

練馬区保健所健康推進課

03-5984-4621

葛飾区

葛飾区子ども家庭支援課母子保健係

03-3602-1387

八王子市

八王子市保健所保健対策課

042-645-5111

調布市

調布市福祉部健康推進課

042-441-6100

東大和市

保健センター健康課保健係

042-565-5211

武蔵村山市

健康福祉部健康推進課健康推進グループ

042-564-5421

羽村市

福祉健康部健康課 保健センター

042-555-1111

奥多摩町

保健福祉センター 福祉保健課

0428-83-2777

神奈川県

保健福祉部健康増進課 母子保健・統計グループ

045-210-4786

横浜市

こども青少年局こども家庭課 親子保健係 治療費助成担当

045-671-3874

川崎市

市民・こども局こども本部こども青少年部こども家庭課

044-200-2450

横須賀市

こども健康課

046-824-7141

相模原市

健康企画課（母子保健担当）

042-769-8345

藤沢市

藤沢市 市長部局 子ども青少年部 子ども健康課

0466-50-3522

厚木市

こども家庭課母子支援係

046-225-2241

秦野市

こども健康部健康子育て課親子健康班

0463-82-9604

愛川町

子育て支援課母子保健班 健康推進課

046-285-6970

茅ヶ崎市

こども育成部 子育て支援課 子育て推進担当

0467-82-1111

大磯町

町民福祉部 スポーツ健康課 健康増進係

0463-61-4100

清川村

保健福祉課

046-288-3861

中井町

健康課 健康づくり班

0465-81-5546

逗子市

逗子市役所 子育て支援課

046-873-1111

大和市

こども部 こども総務課 母子保健担当

046-260-5609

南足柄市

南足柄市健康づくり課

0465-74-2517

寒川町

寒川町役場 子ども青少年課

0467-74-1111

千葉県

健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室 健康支援課

043-223-2332

千葉市

千葉市保健福祉局健康部健康企画課

043-238-9925

柏市

保健所 地域健康づくり課

04-7167-1256

船橋市

健康増進課

047-436-2382

埼玉県

保健医療部 健康長寿課

048-830-3561

さいたま市

保健福祉局 保健所 地域保健支援課

048-840-2218

川越市

保健医療部 総合保健センター 健康づくり支援課 母子保健担当

049-229-4125

茨城県

保健福祉部子ども家庭課 児童育成・母子保健グループ

029-301-3257

ひたち市

保健福祉部 健康づくり推進課

0294-21-3300

群馬県

健康福祉部 保健予防課

027-226-2606

前橋市

前橋保健センター こども課

027-220-5703

栃木県

こども政策課

028-623-3064

宇都宮市

子ども部 子ども家庭課 医療費グループ

028-632-2296

