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　＊妊娠高血圧症候群の症状(血圧が高い，尿に蛋白が出る)があ
るときは，母子健康手帳に綴じ込んでいる｢妊娠高血圧症候群
(疑)連絡票｣を居住区の子どもはぐくみ室へ届出てください。

(8)すくすく子育て情報発信事業
特に，外見上妊娠中と判断しにくい妊娠初期は，ママにとっ

ても，赤ちゃんにとっても大切なときです。
　京都市では，妊娠初期から安心して外出できるよう，交通機
関等での優先的な席の確保など，妊娠中のママに心配りのある環
境づくりを推進し，妊娠初期からの子育てを支援しています。

★プレママバッジの配布・優先座席の確保
母子健康手帳の交付時に，プレママバッジをお渡ししています。ま

た，市バス・地下鉄の優先座席に，｢マタニティマーク｣のステッカーを貼
り，妊娠中のママへの席の優先や，心配りについて呼びかけています。

(9)風しん抗体検査の助成
京都市では，先天性風しん症候群の予防を目的と

して，風しん抗体検査の助成を実施しています。
★対象

検査日現在，次のいずれかに該当する京都市民
①妊娠を希望する女性
②｢風しんの抗体価が低い妊婦｣の配偶者などの同居者

★実施場所　京都市風しん抗体検査協力医療機関
★実施期間　令和2年4月1日〜令和3年3月31日
★料金　無料

(10)風しん任意予防接種の一部公費負担
京都市では，先天性風しん症候群の予防を目的と

して，風しん抗体価が不十分と判明した方を対象に風
しん任意予防接種の一部公費負担を実施しています。

★対象
接種日現在，次のいずれかに該当する京都市民
①妊娠を希望する女性のうち，風しん抗体価が低い方
②｢風しんの抗体価が低い妊婦｣の同居者のうち，風しん抗体価が低い方
③｢風しん抗体価が低い妊娠を希望する女性｣

の同居者のうち，風しん抗体価が低い方
★実施場所　京都市風しん任意予防接種協力医療機関
★実施期間　令和2年4月1日〜令和3年3月31日
★料金　3,500円

(11)出産育児一時金の支給
健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。

金額や申請方法は加入している健康保険にご確認ください。
※京都市国民健康保険の場合
★出産育児一時金の額

420,000円(産科医療補償制度の対象とならない場合は404,000円)
★申請方法

＊直接支払制度による申請(京都市国民健康保
険から医療機関等へ直接支払われる制度)

＊区役所などへの申請
●問合せ：加入している健康保険

(12)産前産後期間の国民年金保険料免除制度
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か

月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の国民年金保
険料が免除されますので，届出をしてください。
★対象

国民年金第1号被保険者
★届出先

お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の保険年金課
※出産予定日の6か月前から届出可能です。

★届出に必要なもの
①本人確認書類(運転免許証や年金手帳など)
②母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
※会社員や公務員の方についても同種の制度がありま

す。詳しくはお勤め先にお問い合わせください。

◀マタニティマーク
(四条烏丸の｢COCON烏丸｣の一部店舗にお
いては，プレママバッジを携帯(母子健康手
帳の提示も必要)されている妊婦さんを対象
にお得なサービスを実施しています。詳し
くはHP(京都市情報館)でご確認ください。)

ちょっと知っ得！ 京都市では，不妊等に関する悩みを持つ方や治療や検査を受けている方を対象に，以下の取組を行っています。

＜不妊・不育等相談事業(すずらん交流会)＞
　不妊・不育等に関する悩みや不安をお持ちの方を対象に，助産師による面接相談や交流会，メール相談を実施しています。

(1)面接相談・交流会
★予約制…面接相談は毎月第1木曜日・第3土曜日　午後2時〜午後4時

(ただし，7・9・12・3月は第1木曜日の午後2時〜4時のみとなります。)
交流会は7・9･12月，3月の第3土曜日　午後2時〜午後4時
※事前に電話でご予約ください。(予約受付：月〜金 午前10時〜午後3時)

●問合せ･予約･開催場所：公益社団法人 京都府助産師会(中京区西ノ京南両町33-1  ☎841-1521)
(2)メール相談

電子メールによる相談サイト｢にんしんホッとナビ｣では，思いがけない妊娠や不妊・不育等，妊娠に関する様々な悩みについ
て，パソコン・スマートフォンからの相談を実施しています(対応者／京都府助産師会)。相談は24時間受け付けています。ご返
答については，後日，助産師(京都府助産師会)が行います。(土日祝日，年末年始を除く。)

＜不妊治療費等助成制度＞
　　不妊治療・不育症治療等を受けておられるご夫婦の経済的負担の軽減を目的として，不妊治療・不育症治療等に要した医療費の一部を助成します。

●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室へ

＜母子健康手帳の交付＞
　　妊娠した方は，居住区の子どもはぐくみ室(P64参照)へ

妊娠の届出を行ってください。届出時に｢母子健康手帳｣
をお渡しします。妊娠・出産等について，分からないこ
とや不安なことがあれば，届出時に相談しましょう。
★届出に必要なもの

①妊娠届出書
　　　用紙は，産婦人科の病院，医院及び助産所などでもらえます。

②｢マイナンバーカード(個人番号カード)｣また
は｢2種類の本人確認書類(免許証等)｣

　　＊代理人による届出の場合，代理人の身分を
証明するもの(免許証等)が必要です。

★その他
☆｢予防接種と子どもの健康｣，｢予防接種予診票綴｣，

｢赤ちゃんといっしょ(妊娠中や出産後の生活等の紹

●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室へ
(1)妊婦相談事業

母子健康手帳交付時に子どもはぐくみ室の保健師
が妊婦への面接を行い，妊娠・出産・子育てに関する
不安や悩みの相談や子育て情報の提供等を行います。

(2)妊産婦健康診査
母子健康手帳と同時にお渡しする受診券により，妊婦

健康診査は14回の標準的な健診を受けることができま
す。また，産婦健康診査は，産後概ね1か月に行う健診で
助成対象となるのは2回までです。多胎児を妊娠されてい
る方は，追加で受診券の交付を受けることができます。

　＊受診券は，京都市と委託契約した医療機関，助産所で使用できます。
(3)親子の健康づくり講座＜プレママ・パパ教室＞

妊婦とその家族を対象として，先輩ママ・パパとの交流，
育児・栄養・歯科保健に関する講話等を実施しています。

介)｣，｢プレママバッジ｣及び｢妊産婦健康診査受診券
及び新生児聴覚検査受診券綴｣などを母子健康手帳と
一緒にお渡ししています。

☆妊娠中に手帳をもらっていない方は，出産後に子ども
はぐくみ室に申し出てください。手帳をお渡しします。

☆双生児(ふたご)以上の赤ちゃんを妊娠した場合は，
赤ちゃん1人につき1冊の手帳をお渡しします。

★母子健康手帳って何に使うの？
母子健康手帳は，妊娠の初期から子どもが小学校に入学

するまでの間の，母と子の一貫した健康記録に使います。
健診や予防接種，診察を受けるときには，必ず持参して，
医師や保健師などに記入してもらいましょう。また，お母
さんとお子さんの健康状態を記録する欄もありますので，
きちんと記入し，健康管理に役立てましょう。

(4)マタニティクッキング
妊婦とその家族を対象に妊娠中の食生活についての

栄養教室を開催しています。
　　講話や調理実習を通して，正しい食生活を身に付け

るとともに妊娠中の食事作りを学ぶことができます。
(5)成人・妊婦歯科相談

妊産婦及び18歳以上の方を対象に，歯科医師
と歯科衛生士による歯科健診を含む歯科相談，
歯科保健指導を行っています。(予約不要，無料)
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の健康長寿推進課へ

(6)こんにちはプレママ事業
初妊婦等のご家庭に子どもはぐくみ室の職員が訪問

し，妊婦の心身の状況やご家庭に応じた，妊娠・出産・
子育てに関する必要な相談や情報の提供等を行います。

(7)妊娠高血圧症候群等対策
妊娠高血圧症候群等にかかっている妊産婦

を対象に，訪問指導を実施します。

1　　　妊　　　娠

2　 妊 産 婦 へ の 支 援

第1章　子どもと母親の健康

子ども
はぐくみ室

　福祉と保健を融合し，地域福祉・地域保健や子育て支援，健康づくりをはじめと
したさまざまな取組を地域と一体となって進めるため，各区役所・支所に子どもは
ぐくみ室を設置しています。
　子どもたちが健やかに生まれ，育つことを願い，妊娠期から乳幼児期までを対象
に，健診，相談，家庭訪問など子育てに関するさまざまな支援を行っています。

妊産婦が安心して妊娠・出産の時期を過ごすことができるよう，京都市では次のようなサービスを行っています。
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●問合せ：特記がない場合は，お住まいの区の
　区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室へ
(1)新生児聴覚検査
　　新生児聴覚検査は，お子さんが生まれた後(概ね生後3日以

降)に，病院等でお子さんの耳のきこえを調べる検査です。
　　京都市では，新生児聴覚検査受診券により，検査にかか

る費用の一部について，助成を受けることができます。
(2)先天性代謝異常等検査
　　新生児に対し，先天性代謝異常症，先天性副腎過形成

症及び先天性甲状腺機能低下症等の早期発見，治療のた
め，タンデムマス法等による検査を行っています。

(3)自立支援医療(育成医療)
　　身体に障害のある乳幼児，児童に対し，指定医療機関で医

療を受ける場合，医療に要する費用を公費負担します。(ただ
し，所得に応じ一部負担額が必要となります。また｢重度かつ
継続｣の方を除き，一定所得以上の方は対象外となります。)

(4)結核児童療育給付
　　結核にかかっている児童に対し，指定療育機関に

入院する場合，これに要する費用を公費負担します。
(5)未熟児養育医療給付
　　病院に入院し，養育医療を受ける必要のある未熟

児に対し，医療に関する費用を公費負担します。
(6)小児慢性特定疾病医療費助成制度
　　特定の疾病にかかっている児童に対し，指定医療機関

で医療を受ける場合，医療に要する費用を公費負担しま
す。(ただし，所得に応じ一部負担額が必要となります｡)

(7)重度心身障害者医療費支給制度
　　一定の障害のある方が，医療機関を受診された際に，窓口

で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。
　★対象
　　　市内在住で，健康保険に加入している次

の①〜③のいずれかに該当される方
　　①身障手帳1級又は2級の交付を受けた方
　　②知能指数が35以下と判定された方
　　③身障手帳3級の交付を受け，かつ，知能指数が50以下と判定された方
　　＊所得制限があります。
　★申請に必要なもの
　　①健康保険証
　　②身体障害者手帳，療育手帳等
　　③印鑑
　●申請・問合せ：お住まいの区の区役所･支所
　　(P64参照)の障害保健福祉課
(8)ひとり親家庭等医療費支給制度
　　母子家庭の母又は父子家庭の父と児童及び両親のいな

い児童などが，医療機関を受診された際に，窓口で支払
われる医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。

　★対象
　　　市内在住で，健康保険に加入している次

の①〜③のいずれかに該当される方
　　①生計を一にする父親又は母親のいない児童

　　②①の児童と生計を一にする母親又は父親
　　③両親のいない児童と，その児童を扶養する20歳未満の方など
　＊所得制限があります。
　★申請に必要なもの
　　①戸籍謄本など　②健康保険証
　　③印鑑(所得調査の同意書に必要)
　●申請・問合せ：お住まいの区の区役所･支所
　　(P64参照)の子どもはぐくみ室
(9)子ども医療費支給制度
　　中学校3年生までの子どもに係る医療費について，健康保険

の自己負担額から一部負担金を差し引いた金額を助成します。
　★対象
　　　市内在住で，健康保険に加入している中学校3年生までの子ども
　★一部負担金
　　☆入院(0歳〜中学校3年生)
　　　1か月1医療機関　200円
　　☆通院
　　　◇0歳〜2歳　1か月1医療機関200円
　　　◇3歳〜中学校3年生　1か月1,500円※
　　　　※医療機関等での窓口負担は，1か月1医療機関1,500円までとな

りますが，複数医療機関等を受診するなど，1か月の自己負担額合
計が1,500円を超えた場合，超えた額を申請により払い戻します。

　　　　※令和元年8月診療分までは3歳から中学3年生ま
での通院自己負担額の上限が3,000円となります。

　★申請に必要なもの
　　　お子さんの健康保険証
　★払戻し手続に必要なもの
　　　領収書(患者名，受診日，医療機関名，保険診療

点数の記載されたもの)，お子さんの健康保険証，
子ども医療費受給者証，振込口座番号のわかるもの

　●申請･問合せ：京都市子ども家庭支援課分室(☎251-1123)
　　(区役所・支所の子どもはぐくみ室，京北出張所保健福祉第一担当及び神川出張

所では，受付及び一般的な制度内容についてのお問い合わせのみ対応します。)
(10)学童う歯対策事業
　　市内在住の小学生のむし歯治療に対し健康

保険の自己負担額を助成します。
　●問合せ：京都市子ども家庭支援課学童う歯担当☎213-2994
(11)小児救急電話相談事業(♯8000)
　　小さい子どもをお持ちの保護者の方が，休日・夜

間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか，病
院の診療を受けたほうがよいのかなど迷った場合に，
看護師又は小児科医師が電話相談に応じています。

　★電　話　固定・携帯電話から｢♯8000｣
　　　　　　つながらない場合は☎661-5596
　★受　付　毎日　午後7時〜翌朝8時
　　　　　　(土曜日(祝日，年末年始を除く)は午後3時〜翌朝8時)
　★対象者　京都府内に住む15歳未満の子ども及びその家族等
　※京都市急病診療所はP82参照

4　 医 療 に 関 す る 支 援
　子どもの心身の健やかな成長を支援するため，
京都市では次のようなサービスを行っています。
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室へ
(1)スマイルママ・ホッと事業
　　産後，体調不良や育児に不安があり，家族

等から支援が受けられないお母さんが，安心
して子育てできるよう病院等での一時宿泊・
通所を通じて，お母さんの心身のケアや育児
サポートを行います。

　※妊娠・出産後の子どもはぐくみ室の職員に
よる家庭訪問や面接等を通じて，京都市が
この事業による支援が特に必要であると認
めた方が対象となります。

　★実施場所
　　　京都市内等の委託医療機関及び助産所
　★サービス内容
　　　①産後ショートステイ　②産後デイケア
　★利用期間
　　　子どもが生後1日目から3か月未満までの

間に利用開始し，各サービス7日まで。
　★利用料
　　　所得により異なります。
(2)新生児等訪問指導(こんにちは赤ちゃん事業)
　　生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を

子どもはぐくみ室の職員が訪問し，育児に必
要な保健指導を行います。

(3)育児支援ヘルパー派遣事業
　　産後の体調不良や育児不安を抱えるお母さ

んのいるご家庭に，家事や育児の援助を行う
ヘルパーを派遣し，安心して子育てができる
ようお手伝いします。

　★対象
　　　新生児等訪問指導事業(こんにちは赤ちゃ

ん事業)等を通じて，京都市がこの事業によ
る支援が特に必要であると認めた家庭

　　ア　出産後間もない時期(概ね1年程度)にお
いて，母親の体調不良や育児不安等によ
り，家事や育児等日常生活に支障がある
家庭

　　イ　妊娠期からの継続的な支援を特に必要
とする家庭

　　ウ　在宅で人工呼吸器等の医療機器を装着
する等，医療的ケアを必要とする概ね1歳
未満の重度の在宅療養児等がいる家庭

　★派遣期間・回数
　　妊娠中から出産後概ね1年未満
　　1日1回(1回当たり2時間以内，原則12回以内)

　★派遣日
　　月曜日〜日曜日まで毎日(年末年始を除く。)
　　午前7時30分〜午後7時
　　(京北地域は午前8時30分〜午後5時)
　★利用料
　　①生活保護世帯及び市民税非課税世帯　無料
　　②その他の世帯　800円/時間
(4)未熟児養育指導
　　低体重児等未熟児に，子どもはぐくみ室の

職員が訪問指導を行います。
(5)乳児健康診査
　　生後4か月及び8か月の乳児に対し，子ども

はぐくみ室で健康診査，保健指導を行っていま
す。(新型コロナウイルス感染症の影響により，
医療機関で健康診査を行う場合があります。)

(6)1歳6か月児健康診査
　　概ね1歳6か月の幼児に対し，子どもはぐく

み室で健康診査，保健指導を行っています。
(7)3歳児健康診査
　　3歳から4歳を迎えるまでの幼児に対し，子ども

はぐくみ室で健康診査，保健指導を行っています。
(8)フッ化物歯面塗布
　　むし歯予防のため，2〜3歳児を対象に指定

医療機関でフッ化物歯面塗布を行っています。
母子健康手帳に綴られている受診票(1回分)を
指定医療機関に提出して受診してください。

(9)乳幼児歯科相談
　　0歳児〜就学前のお子さんを対象に歯科医

師と歯科衛生士による歯科健診を含む歯科相
談，歯科保健指導を行っています。(予約制)

(10)親子の健康づくり講座
　　 (親子で楽しむ健康教室)
　　乳幼児とその保護者を対象として，乳幼児

期からの生活習慣病対策，家族や地域ぐるみ
の健康づくり等を目的とした講習等を実施し
ています。

(11)離乳食講習会
　　乳児とその保護者を対象として，離乳食の

作り方やすすめ方のお話やデモンストレー
ションを行っています。離乳食のお味見(保護
者のみ)やメニュー展示もあります。

(12)京都版ブックスタート事業
　　子どもはぐくみ室で実施している，乳児(8か月

児)健康診査の際に，絵本ふれあいボランティアに
よる，絵本の読み聞かせと合わせて，絵本1冊と
絵本用手提げ袋等がセットになった｢読み聞かせ
スタートパック｣を贈呈します。また，市内の各
図書館や一部の書店でブックスタートコーナーを
設け，月齢に応じた絵本の紹介などを行います。

3　　出　産　後　の　支　援
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5　　予　防　接　種

京都市が実施している定期の予防接種のお知らせ

　京都市では，予防接種法に基づき，次のとおり定期の予防接種を実施しています。対象年齢の児童は，接
種を受けることが望ましいとされる期間に，余裕をもって接種されることをお勧めします。
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(1)助産施設とは
助産施設とは，経済的な理由で病院や助産

所に入院して出産することができない妊産婦
のために，児童福祉法第36条により安全な出
産を図る施設(病院・助産所)です。

(2)施設を利用できる方
①生活保護を受けている世帯
②当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の

市民税が非課税の世帯
③当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の

市民税のみ課税され前年分(1月〜6月出産の
方は前々年分)の所得税が非課税の世帯

④前年分(1月〜6月出産の方は前々年分)の所得税が
8,400円以下の世帯で，市長が特に必要と認めた世帯
ただし，③，④については，健康保険(国民健康保険

を含む)から給付を受けることができる額(出産育児一
時金)が40.4万円(産科医療補償制度により加算される
額(1.6万円)を除いた額)以上の方は，利用できません。
★平成24年7月以降の所得税・市民税の計算方法

　　　平成22年度税制改正において，年少扶養控除(16
歳未満の方)及び特定扶養控除(16歳〜19歳未満の
方)の上乗せ部分が廃止されましたが，助産施設が
利用できるかどうかの判定は，これらの所得控除が
廃止されなかったものとして行いますので，19歳
未満の方を扶養している場合，課税世帯であっても
助産施設が利用できる場合があります。詳しくは区
役所・支所の子どもはぐくみ室でお尋ねください。

(3)利用料金(本人負担額)

　＊利用額は出産のために入院から退院までの
間に，入院助産を受ける費用で，入院前・
退院後の費用や交通費は含みません。

　＊京都市国民健康保険の被保険者の方は，国民健康保
険から受け取る出産育児一時金から利用料金を差し
引いて，自動的に納付に充てることができます。

　＊利用料金を納入通知書により納付する場合は，退院日以降に納入通
知書を送付しますので，お近くの金融機関で納付してください。

(4)手続
助産施設を利用される方は，世帯の課税状

況を把握したうえで，お住まいの区の区役所･
支所(P64参照)の子どもはぐくみ室へ，次の書
類を添えて事前にお申し込みください。

★京都市外の助産施設への入所
京都市外の助産施設に入所することもでき

ますが，区役所・支所の子どもはぐくみ室
担当者と相談して，入院助産を受けようと
する病院が助産施設の認可を受けているか
どうかを確認したうえで，入院予約等の手
続を行ってください。

★必要書類
①児童福祉施設入所申込書

(用紙は区役所・支所の子どもはぐくみ室にあります)
②健康保険被保険者証
③印鑑(署名でも結構です)
④入院予約票など助産施設で出産を予約している証明書
⑤母子健康手帳(写)など出産予定日を証明する書類
⑥個人番号確認書類及び本人確認書類

(5)入所の決定
区役所・支所の子どもはぐくみ室で必要な

審査を行ったうえ，入所の承諾・却下を決定
し通知します。

　　なお，入所決定後に世帯状況の変更，住所
変更，健康保険への加入・脱退，多胎児出
産，出産予定施設(病院)の変更等により，申込
内容に変更が生じた場合には，決定の変更を
行う場合がありますのでお申し出ください。

　　また，入所が適当と認められなくなった場
合は承諾を解除します。

(6)市内の助産施設一覧表

6　入院助産制度のあらまし




