
 

不 妊 治 療 

 
不妊治療又は不妊検査および不育症検査

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【助成申請手順】下記の手順に沿って申請してください

 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

三三郷郷市市不不妊妊

 

対象者 下記の要件を満たすかた 

１ 不妊治療を開始する日において妻の年齢が３５歳未満の夫婦

２ 双方又は一方が三郷市に住民登録がある夫婦

３ 過去に不妊治療費の助成を受けていない夫婦

４ 市税を完納している夫婦 

補助金額 県の助成額を引いた治療費用で上限１０万円（１，０００円未満は切り捨て）

補助回数 １組の夫婦につき１回限り 

申請期限 治療の終期の属する年度の末日と埼玉県不妊

日を経過した日のいずれか遅い日（ただし、２月１日から３月３１日の間に特定不妊治療

ついての申請期限は、翌年度５月３１日と埼玉県不妊

ら６０日を経過した日のいずれか遅い日）

申請時に必要となるもの 

１ 三郷市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書

２ 医療機関で発行された、治療費の領収書の原本

３ 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し

４ 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し

５ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

※ただし、ご夫婦双方が市内在住

６ 本人確認書類（運転免許証やマイナンバー

７ 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの

８ 朱肉を使用する印鑑 

※上記３、４については、まずは草加保健所へご相談ください。

治療開始時においての妻の年齢は３５歳未満ですか

夫婦の双方又は一方が三郷市に住民登録がありますか

法律上、婚姻の届出をしている夫婦ですか？ 

治療を実施した医療機関は、指定医療機関ですか

（埼玉県ホームページで確認することができます） 

市税は完納されていますか？ 

三郷市不妊治療費助成の対象となりますので

三郷市では埼玉県の助成が確定し、埼玉県不妊治療費助成金支給決定通知書

治療費が 30 万円以上かかり、 

30 万円助成されました。 

治療費が

30 万円未満

埼玉県の助成の上乗せ対象となります。必要書類

埼玉県から助成金が交付されました

不育症検査を終えたかたで、要件を満たすかたが助成の対象

 

 

してください       はい        いいえ

                         

妊妊治治療療費費等等助助成成ににつついい

不妊治療を開始する日において妻の年齢が３５歳未満の夫婦 

は一方が三郷市に住民登録がある夫婦 

過去に不妊治療費の助成を受けていない夫婦 

県の助成額を引いた治療費用で上限１０万円（１，０００円未満は切り捨て） 

 

治療の終期の属する年度の末日と埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書

日を経過した日のいずれか遅い日（ただし、２月１日から３月３１日の間に特定不妊治療

ついての申請期限は、翌年度５月３１日と埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書

ら６０日を経過した日のいずれか遅い日） 

郷市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 

医療機関で発行された、治療費の領収書の原本 

埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し 

埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し 

法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類（戸籍謄本など） 

ご夫婦双方が市内在住で同一世帯の場合には不要です。 

マイナンバーカード、パスポートなど） 

振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号のわかるもの 

※上記３、４については、まずは草加保健所へご相談ください。 

 

【草加保健所】
 

「埼玉県特定不妊治療費助成事

業」については、三郷市を担当

する草加保健所にお問い合わせ

ください。

 

〒340

草加市西町４２５－２

☎０４８－９２５－１

ですか？ 

がありますか？ 

ですか？ 

となりますので、まずは埼玉県特定不妊治療費助成事業の申請を草加保健所

埼玉県不妊治療費助成金支給決定通知書の写しを持参して申請してください

埼玉県の

考えられますので

い合わせください

住民登録をしている自治体

助成対象外です。 

43 歳未満ですか？ 

助成対象外です。 

助成対象外です。 

が 30 万円以上かかったが、そのうちの対象助成額は 

万円未満でした。 

治療費

書類をそろえ、健康推進課窓口へ申請してください。 

されました（埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書

平成 30 年 6月現在 

対象となります。 

 
いいえ   

  

いいてて  

 

治療費助成事業助成金支給決定通知書の決定通知日から６０

日を経過した日のいずれか遅い日（ただし、２月１日から３月３１日の間に特定不妊治療が終了したものに

治療費助成事業助成金支給決定通知書の決定通知日か

【草加保健所】 

埼玉県特定不妊治療費助成事

については、三郷市を担当

する草加保健所にお問い合わせ

ください。 

340-0035 

草加市西町４２５－２ 

☎０４８－９２５－１５５１ 

草加保健所にて行ってください。 

してください。 

の助成事業の対象となることも 

えられますので、草加保健所へお問 

わせください。 

自治体へお問い合わせください。 

治療費が 30 万円未満でした。 

助成対象外です。 

埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書が届きました） 



 

不 妊 検 査 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 

 

対象者： 

１ 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、

双方又は一方が三郷市に住民登録がある者

２ 検査開始日において妻の年齢が４３歳未満の夫婦

３ 市税を完納している夫婦 

対象の不妊検査： 

１ 夫婦が共に受けた検査で、検査開始日のどちらか早い方

の日から、1年以内の検査 

２ 指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連

携する泌尿器科医師が行う検査又は助成対象医療機関

で受けた検査 

３ 特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていな

い不妊検査に係る経費であること 

補助金額：不妊検査にかかった費用で上限２万円（１，０００

円未満は切り捨て） 

補助回数：１組の夫婦１回限り 

申請期限：検査終了日（検査期間が１年以上の場合は１年を経

過した日の前日）と同一年度内 

※当該年度内の２月１日から３月３１日の間に検

査が終了した場合においては、翌年度

で 

申請時に必要となるもの： 

１ 三郷市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請

  求書 

２ 三郷市不妊症検査費助成に係る実施証明書

３ 以下の医療機関が発行する領収書の原本

  (1)指定医療機関 

  (2)指定医療機関と連携する泌尿器科を標榜する医療機関

  (3)助成対象医療機関 

４ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる

書類（戸籍謄本など）※ただし、ご夫婦双方が市内在住

で同一世帯の場合には不要 

５ 本人確認書類（運転免許証やマイナンバー

ポートなど） 

６ 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号の

わかるもの 

７ 朱肉を使用する印鑑 

 

 

不妊・不育症に関する埼玉県の相談窓口 

○埼玉県不妊専門相談センター 
 

専門医が不妊に関する検査や治療などの医学的な

相談にお応えします。（面接相談・予約制） 

場  所 川越市鴨田１９８１ 

埼玉医科大学総合医療センター内 

予約方法 電話予約 ０４９-２２８-３６７４ 

予約受付 月曜日～土曜日９：００～１７：００ 

   （祝・休日、年末年始を除く）  

面談日時 火曜日・金曜日１６：００～１７：００ 

（祝・休日、年末年始を除く） 

 

不 育 症

                                          

 
 
 

 

 

 
 

問い合わせ先

三郷市役所

健康推進課地域保健係

 

〒３４１

三郷市花和田６４８

☎０４８

助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、 

双方又は一方が三郷市に住民登録がある者 

検査開始日において妻の年齢が４３歳未満の夫婦 

夫婦が共に受けた検査で、検査開始日のどちらか早い方 

指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連 

又は助成対象医療機関 

特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていな 

不妊検査にかかった費用で上限２万円（１，０００ 

日（検査期間が１年以上の場合は１年を経

内の２月１日から３月３１日の間に検

翌年度５月３１日ま

・不育症検査費助成金交付申請書兼請 

三郷市不妊症検査費助成に係る実施証明書 

以下の医療機関が発行する領収書の原本 

指定医療機関と連携する泌尿器科を標榜する医療機関 

法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる 

ご夫婦双方が市内在住 

マイナンバーカード、パス 

振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号の 

※不育症検査においては、平成３０年４月１日以降に検査を終え

られたかたが助成の対象となります。

 

対象者： 

１ 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、

双方又は一方が三郷市に住民登録がある者

２ 検査開始日において妻の年齢が４３

３ 2 回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既

往がある者又は医師が不育症と判断した者

４ 市税を完納している夫婦

対象の不育症検査： 

１ 夫婦が共に受けた検査で、検査日のどちらか早い日か

ら 1 年以内又は、妻のみが受けた不育症検査

始日から 1年以内の検査

 ２ 指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連

携する泌尿器科医師が行う不育症検査又は助成対象医

療機関で受けた不育症検査

３ 特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていな

い不育症検査に係る経費であること

補助金額：不育症検査にかかった費用で上限２万円

未満は切り捨て） 

補助回数：１組の夫婦につき１回限り

申請期限：検査終了日（検査期間が１年以上の場合は１年を経

過した日の前日）と同一年度内

※当該年度内の２月１日から３月３１日の間に検査

が終了した場合においては

申請時に必要となるもの： 

１ 三郷市不妊検査費・不育症検査費

求書 

 ２ 三郷市不育症検査費助成に係る実施証明書

３ 以下の医療機関が発行する領収書の原本

  (1)指定医療機関 

  (2)指定医療機関と連携する泌尿器科を標榜する医療機関

  (3)助成対象医療機関 

４ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる

書類（戸籍謄本など）※ただし、ご夫婦双方が市内在住

で同一世帯の場合には不要

５ 本人確認書類（運転免許証や

ポートなど） 

６ 振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号の

わかるもの 

７ 朱肉を使用する印鑑 

○不妊・不育症・妊娠サポートダイヤル 

 

助産師が不妊、不育症、妊娠に関し、電話で

お話をお聞きします。 

電話番号 ０４８-７９９-３６１３ 

相談日時 月曜日および金曜日  

１０：００～１５：００ 

（祝、休日、年末年始を除く） 

第１・第３土曜日  

１１：００～１５：００、 

１６：００～１９：００ 

（祝・休日、年末年始を除く） 

 

症 検 査 

                                           

   

問い合わせ先 

 
三郷市役所  

健康推進課地域保健係 

３４１-８５０１ 

三郷市花和田６４８-１ 

☎０４８-９３０-７７７２(直通)  
 

※不育症検査においては、平成３０年４月１日以降に検査を終え

られたかたが助成の対象となります。 

助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、 

双方又は一方が三郷市に住民登録がある者 

検査開始日において妻の年齢が４３歳未満の夫婦 

回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既 

往がある者又は医師が不育症と判断した者 

市税を完納している夫婦 

夫婦が共に受けた検査で、検査日のどちらか早い日か 

妻のみが受けた不育症検査で、検査開 

年以内の検査 

指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連 

携する泌尿器科医師が行う不育症検査又は助成対象医 

療機関で受けた不育症検査 

特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていな 

い不育症検査に係る経費であること 

にかかった費用で上限２万円（1,000 円 

 

１組の夫婦につき１回限り 

検査終了日（検査期間が１年以上の場合は１年を経

過した日の前日）と同一年度内 

当該年度内の２月１日から３月３１日の間に検査

場合においては、翌年度５月３１日まで 

三郷市不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請 

三郷市不育症検査費助成に係る実施証明書 

以下の医療機関が発行する領収書の原本 

指定医療機関と連携する泌尿器科を標榜する医療機関 

法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる 

書類（戸籍謄本など）※ただし、ご夫婦双方が市内在住 

で同一世帯の場合には不要 

（運転免許証やマイナンバーカード、パス 

振込を希望する金融機関の口座名義および口座番号の 


