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(1)保育施設・事業所を利用するには
保育園(所)などの保育施設・事業所を利用す

るには，従来から必要であった入園(所)申込
みに加え，教育・保育の必要性を認定する｢教
育・保育給付認定申請｣を行っていただく必要
があります。

　　教育・保育給付認定区分には3区分あり，区
分に応じて利用できる施設・事業所が異なり
ます。

　＜教育・保育給付認定区分とその対象者＞

なお，教育・保育給付認定を受けるために
は，子どもとその保護者が京都市内に居住し
ていることが条件となり，2・3号認定(保育認
定)を受けるためには，子どもの保護者いずれ
もが次の①から⑧のいずれかの理由に該当す
る必要があります。

　　【保育が必要な理由】
①就労，②妊娠・出産，③保護者の疾
病・障害，④同居　長期入院等をしてい
る親族の介護・看護，⑤災害復旧，⑥求
職活動，⑦就学，⑧その他

※施設型給付を受ける幼稚園(新制度に移行し
た幼稚園)のみが対象です。その他の幼稚園
については，P20，P75をご覧ください。

※施設型給付を受ける幼稚園(新制度に移行し
た幼稚園)のみが対象です。その他の幼稚園
については，P20，P75をご覧ください。

　　また，2・3号認定は，1日当たりの保育が必
要な時間を考慮し，保育必要量が次のいずれ
かに区分されます。

　　a　保育短時間認定：
　　　 1日8時間以下の保育が必要
　　b　保育標準時間認定：
　　　 1日8時間を超えて11時間以下の保育が必要
　＜各保育施設・事業所について＞
　　教育・保育給付認定を受けた子どもが京都

市で利用することができる施設・事業所の概
要は，以下のとおりです。

1　子どもを預ける施設(乳児〜小学校入学前)

第2章　子どもたちの健やかな成長のために

　京都市では，夫婦共働き，病気や親等の介護などで，保育が必要な場合，家庭に代わって市内に設置され
ている保育施設・事業所で子どもを保育しています。受入年齢は保育施設・事業所によって異なりますが，
産休明けから小学校就学前の子どもが利用できます。
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(3)利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)の詳細は，｢利用者負

担額(保育料)に関する御案内｣(区役所･支所に
て配布)をご参照ください。
※本項目に係る年齢は，当該年度当初の満年齢です。
＜3〜5歳児の保育料＞

　　3〜5歳児(1号認定は，満3歳児で入園した場
合を含む｡)の保育料は，無料です。

　　子ども(1号認定，2号認定)の副食材料費(給食の
おかず等の材料費)は，利用する施設に直接お支払
いください。なお，次の条件に該当する子どもに
ついては，副食材料費の支払が免除されます。

ア 1号認定を受けた子どものうち次のいずれかに該当する。
①世帯の市民税額が一定額以下
②小学3年生以下の子どもが3人以上いる

場合の3人目以降
イ 2号認定を受けた子どものうち次のいずれかに該当する。

①世帯の市民税額が一定額以下
②3人以上同時に保育園等を利用している場

合の3人目以降(ただし，年収640万円未満
相当の世帯については同時利用を問わない)

　＜預かり保育利用料＞
　　1号認定を受けた子どもの預かり保育利用料

は，京都市から右上表の条件を満たしていると
して｢施設等利用給付認定｣を受けた場合，無償
となります(各園が定める預かり保育利用料を
いったん園にお支払いいただいた後，京都市か
ら無償化に係る給付費が払い戻されます｡)。

　＜0〜2歳児の保育料＞
　　世帯の市民税額に応じて，保育の利用時間

及び利用する保育施設・事業所の種別によ
り，利用者負担額表に定められた月額で決定
します。2人以上同時に利用している場合は，
利用者負担額(保育料)が軽減されます。

　　また，同時利用でない多子世帯に対して
も，保護者と生計を一にする子どもが3人以上
いる場合で，一定の所得階層区分以下の世帯
については，利用者負担額(保育料)を免除する
事業を実施しています。

　　その他，ひとり親世帯等の子どもや同時利
用でない2人目以降の子どもに対する軽減を実
施しています(所得制限があります。)。
※平成30年度分から，京都市など政令指定都市

の市民税の税率が6％から8％に変更されてい
ますが，旧税率(6％)を用いて計算します。

【参考：0〜2歳児の保育料(保育標準時間認定の8.5時間)】（令和2年4月1日時点）

①世帯区分は，市民税額により全体で22階層に分かれます。
②市民税所得割課税額を計算する際，調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除等)は適用されません。
③4月〜8月分は前年度，9月〜翌年3月分は当該年度の市民税額により算定しますので，9月から利用者負担

額(保育料)が変わる可能性があります。
④保育標準時間認定については，保育利用時間に応じて8.5，9，9.5，10，10.5，11時間の計6区分に分か

れます。このほか，保育短時間認定の設定もあります。
⑤同一世帯で2人以上，保育園(所)，幼稚園等に在籍している場合，最年長の子どもが基準額適用。第2子は

子どもはぐくみ応援額を適用し，第3子以降は無料になります(所得制限なし)。

　＜1号認定を受けた方の
各施設利用手続について＞

　　1号認定(教育標準時間認定)を受けた方が利
用できる施設として，施設型給付を受ける幼稚
園と，認定こども園(幼稚園部分)があります。

　　年度途中の入園を希望される場合は，施設
に直接お問い合わせください。

　　年度当初(4月)からの入園を希望される場合
の手続は次のとおりです。

※願書配布，申込受付，内定通知の時期につ
いては，各施設にご確認ください。

※支給認定証の交付時期等は，変更する場合があります。
＜2・3号認定(保育認定)を受けた方の

　  各保育施設・事業所利用手続について＞
　　｢保育が必要な理由｣に該当する方の保育利

用申込みは，随時，お住まいの地域の区役所･
支所の子どもはぐくみ室(京北地域にお住まい
の方は京北出張所)で受け付けています。

　　また，年度当初(4月)からの利用を希望される場
合の手続は次のとおりです(令和3年4月入所の例)。

※日程については変更する場合があります。
申込書配布や一斉面接，申込受付等については，
毎年｢市民しんぶん｣でお知らせしています。

(2)利用できる時間
1号認定を受けて施設を利用できる時間は，

各施設が定める教育標準時間内となります。
ただし，施設によっては教育標準時間を超え
て預かり保育を実施していますので，詳しく
は，利用希望の施設にお問い合わせくださ
い。

　　2・3号認定を受けて保育を利用できる時間
は，保育必要量(保育短時間認定，保育標準時
間認定)によって異なります。

　　また，保育短時間，保育標準時間の時間帯
設定については，各保育施設・事業所によっ
て異なります。

※利用者負担額(保育料)は，保育利用時間に応
じて異なります(市民税非課税世帯の0〜2歳
児，3歳児以上は無料。詳細は，｢(3)利用者
負担額(保育料)について｣を参照)。
また，時間外保育を利用する場合は，別に
料金が必要となります(0〜5歳児の全児童対
象(別途軽減制度あり))。

【例】
　Ａ園の保育短時間の設定が9時〜17時，
　保育標準時間の設定が7時〜18時の場合

※例えば，保育標準時間認定の方が9時間利用
される場合は，7時〜18時までの間で利用
時間を決めていただくことになります。
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　＜休日保育＞
　　　保護者の就労等により，日曜，祝休日等

において家庭で保育できない児童を預か
り，保育園(所)で保育を実施しています。

★実施施設（令和2年4月現在）

(5)地域での子育て支援活動
　　保育園(所)では，子育てに関する専門的な知

識や経験，保育環境を生かして，子育て中の
ご家庭を応援するための活動をしています。
お子さんと自由に過ごしていただく園庭開放
や遊びや育児の体験，交流の場の提供，子育
て相談，子育て講座などを行っています。詳
しい活動内容や予定は各保育園(所)の掲示板や
ビラなどでお知らせしています。

(6)認可外保育施設
　　市町村から無償化対象施設の確認を受けて

いる施設を利用している子どものうち，保育
が必要な理由(P15参照)に該当し，｢施設等利
用給付認定｣を受けた3〜5歳児について，月額
37,000円を上限に利用料の払戻しを受けるこ
とができます。

　※0〜2歳児については，保育が必要な理由に
該当する市民税非課税世帯の子どもに限り
月額42,000円を上限に払戻しを受けること
ができます。

　　利用者負担額(保育料)は，保護者の方の負担
を軽減するため，国基準を大幅に下回る額に
設定しています。また，世帯の所得が大幅(3
割以上)に減少するなどにより，利用者負担額
(保育料)の支払が困難な場合は減免制度があり
ます。

　　なお，利用者負担額(保育料)の支払先は利用
する保育施設・事業所によって異なります。

(4)多様な保育サ−ビス
　　保育園(所)では，多様化する保育需要に対応

できるよう，保護者の方の就労形態や，子ど
もの状況に応じて，時間外保育(P16｢(2)利用
できる時間｣参照)のほか，夜間保育，障害児保
育，一時預かり事業など，さまざまな保育サ
−ビスを提供しています。

　＜夜間保育＞
　　　夜間の保育需要に対応できるよう，市内

に8箇所の夜間保育所を設置しています。
　★保育時間
　　午前11時〜午後10時
　　(時間外保育は午前11時までの時間帯で実

施。保育料とは別に利用料が必要です。)
★実施施設（令和2年4月現在）

　＜障害児保育＞
　　　肢体不自由・知的障害等の障害があり，保

育が必要な理由に該当し，集団生活になじむ
児童が，保育園(所)を利用しています。受入
体制等の関係から，事前相談が必要です。

　＜一時預かり事業＞
　　　保護者の就労形態の多様化に伴う一時的

な保育，保護者の傷病などによる緊急時の
保育，保護者のリフレッシュを図るための
一時的な保育，裁判員制度に参加するため
の一時的な保育など，さまざまな保育ニ−
ズに対応するため，実施しています。

★実施施設（令和2年4月現在）
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(3)特色ある教育活動
幼稚園は，家庭での生活を基盤にしなが

ら，家庭では体験できない社会・文化・自然
等に触れる場であり，集団活動を通して幼児
の自立に向けた豊かな人間性の基礎を育成し
ています。

　＜特色ある教育の推進＞
　　　私立幼稚園では，各園の建学精神や教育

方針に基づいて，幼児期にふさわしい道徳
性を身に付け，自然や身近な動植物に親し
み，豊かな心情や人に対する信頼感や思い
やりの気持ちを育てる幼児教育実践を行っ
ています。また，さまざまな体験を行う園
外保育やお泊まり保育など特色ある教育活
動を進めています。　

　　　障害のある幼児に対する教育について
も，障害の程度に応じた適切な配慮のも
と，先進的な取組を推進しています。

　＜楽しい幼稚園大会＞
　　　(公社)京都市私立幼稚園協会主催の｢京都

市私立幼稚園大会｣は，全市からみやこめっ
せに約2,000人の園児や保護者が集まって，
歌や踊りを鑑賞するなど子どもたちにとっ
て思い出深いものとなっています。

　＜かいが展＞
　　　(公社)京都府私立幼稚園連盟主催の｢かい

が展｣には，子どもたちの創造性あふれる作
品が展示され，多くの皆さんにご覧いただ
いています。

(4)2歳児接続保育の実施
保護者の方の仕事や介護等により，保育が

必要と京都市から認定を受けた2歳児(2歳の誕
生日を迎えてから，原則として3歳に到達す
るまでの間)の私立幼稚園利用料が軽減されま
す。また，幼稚園から給食も提供されます。
(実施園はP75〜P77参照)

(5)多彩なPTA活動
私立幼稚園では活発なPTA活動が展開され

ており，バレーボールなどのスポーツや文化
サークル活動も盛んです。

　　また，各幼稚園のPTA・保護者会の連合体
である京都市私立幼稚園PTA連合会は，全市
で年3回，各地区(市内9地区)で年3回の家庭
教育セミナーや父親セミナーを開催していま
す。

　　全市のセミナーでは，幅広い子育てに関す
る講演が開かれ，また各地区セミナーでも，
親子共同での作業による工作やクッキング教
室など，親子がふれあい，子育ての楽しさを
あらためて実感できる創意工夫を凝らした取
組みが進められています。こうしたセミナー
の場は，子育てについての不安や悩みを持つ
同じ立場の皆さんの交流の場にもなるなど，
参加者から大変好評をいただいています。

　　また，PTA連合会の広報誌｢小さなたから｣
がすべての保護者に年3回程度配布されるほ
か，各園周辺での環境美化活動(清掃・花壇の
整備・緑化事業)などにも取り組んでいます。

(6)｢地域子育て相談事業｣の実施
　　市内のほぼ全園では，｢地域に開かれた幼稚

園づくり｣の推進に向け，保護者のみなさん
の身近な子育てに関する相談を受けたり，園
庭・遊具・図書室等の積極的な開放や親子登
園を行うなど，幼児の体験活動の場の提供や
保護者のみなさんの子育て支援を実施してい
ます。

(7)｢預かり保育｣の実施等
　　市内の私立幼稚園には，保護者の多様な保

育ニーズ等に応えるため，通常の保育時間の
前後や長期休業期間中の｢預かり保育｣を実施
している園があります。また，｢預かり保育｣
以外にも，満3歳児保育なども実施していま
す。詳しくは希望される幼稚園にお問い合わ
せください。

　京都市では，約11,500人の子どもたちが私立
幼稚園に通っており，小学校入学児童のおよそ
半数は私立幼稚園の卒園生です。幼児期は，自
発性や主体性，自律心を育てるために重要な時
期であり，各私立幼稚園では，日々，それぞれ
の教育方針に基づく，創意工夫あふれる取組を
積極的に進め，子どもたちに人間形成の基礎を
培い心身ともに健やかに育んでいます。
(1)入園に当たって

私立幼稚園では，すべての幼稚園で3歳から
入園できます。また，満3歳になった日から
の入園が可能な幼稚園や預かり保育，2歳児
接続保育を実施している幼稚園もあります。
(P21(4)(7)参照)

　　次年度の4月からの入園を希望される場合，
入園願書発行は，9月1日以降，入園願書受付
は，10月1日以降となります。

　　その他，詳しい手続については，希望される
幼稚園(P75参照)に直接お問い合わせください。

(2)幼児教育・保育の無償化について
＜保育料・入園料＞

　　　幼稚園の保育料・入園料については満3歳
から(3歳の誕生日の前日から)月額25,700円
まで無償となります(各園が定める保育料・
入園料をいったん園にお支払いいただいた
後，京都市から無償化に係る給付費が払い
戻されます。)。

　　　幼稚園に払っている費用のうち，保育
料・入園料以外のもの(給食材料費や通園送
迎費など)は無償化の対象外です。ただし，
給食費のうち副食材料費(おかず等の材料費)
について，一定の所得以下の世帯や小学校3
年生以下のきょうだいから数えて3人目以降
の園児を対象に，一定額が助成される事業
を実施している幼稚園もあります。

　＜預かり保育利用料＞
　　　京都市から下表の条件を満たしていると認

定を受けた場合，保育料・入園料に加え，預
かり保育利用料も無償となります(保育料・
入園料と同様に払い戻されます｡)。

2　　幼　稚　園

私立幼稚園

幼稚園とは

　幼稚園は，学校教育法に基づいて設置される教育機関で，いわば｢子どもたち
が人生ではじめて出会う学校｣です。人間形成の基礎を育てる大切な幼児期に，
学校教育全体を見据えた生活・学習の基礎や，｢生きる力｣の基礎を育みます。各
園が｢親と子の育ちの場｣として，日々の子育ての大変さや喜びを保護者のみなさ
んと分かち合い，一体となって子どもたちを愛情いっぱいに育んでいます。

※新制度に移行した幼稚園及び認定こども
園についてはP15をご参照ください。
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　児童館は，18歳未満の児童に健全な遊びの機会を提供
し，健康の増進と情操を豊かにするために設置された児童
福祉施設です。
　京都市の児童館では，｢遊び｣の持っている自主性，社
会性，創造性を高める効用を最大限に生かしながら，様々
な行事やクラブなど楽しく魅力ある活動に取り組み，地域
の子どもたちの健やかな成長を支援していきます。
　また，子どもだけでなく家族も参加できる催しを通じ
て，保護者の仲間づくりを援助するなど，子育て家庭の支
援にも積極的に取り組むとともに，地域社会のつながりが
薄れる中で，地域の子どもたちの健全育成に携わっておら
れる方々に児童館事業へ参画いただくなど，子どもを軸に
した地域の交流を生み出しています。
(1)開館時間
　　午前10時〜午後6時30分
　　(学童クラブ事業については，P24参照)
(2)休館日
　　日曜日，国民の祝日，年末年始(12月29日〜翌年1月3日)
(3)利用対象
　　18歳未満の児童とその保護者等
(4)利用方法
　　自由に来館してください。ただし，乳幼児は保護者

の方が同伴で来館してください。
　　行事によっては，事前申込みが必要な場合がありま

すので，各児童館(P78参照)に直接お尋ねください。
(5)利用料
　　無料(学童クラブ事業を除く。)
　＊クラブ，教室，行事により教材費等の実費

が必要な場合があります。
(6)主な事業内容
　　児童館では，次のような事業を行っています。ま

た，自由に来館して遊んでいただくこともできます。
　　具体的なプログラムにつきましては，児童館に

よって異なりますので，各児童館(P78参照)に直接申
込み・お問い合わせください。

　＜子どもの健やかな育ちを援助する活動＞
　★遊びの教室
　　　伝統的な遊び等の教室を開催し，子ども

たちの興味の対象を増やすとともに，遊び
の機会，体験を広めています。

　★行事活動
　　　スポーツ・ゲーム大会，季節の行事，野

外活動など多様な体験の機会をつくり，日
常の遊びの経験を集約するとともに，次の
遊びへの展開を図ります。

　★クラブ活動
　　　スポーツ等の同じ活動に興味を持つ子どもた

ちが，年齢や性別を超えて一緒に活動します。

　★地域間交流の促進
　　　自分たちの地域内に加えて，他の地域の子どもた

ちとの交流も進め，仲間づくりの輪を広げます。
　＜子どもと子育て家庭を支援する活動＞
　★乳幼児クラブ
　　　乳幼児とその保護者が対象の登録制によ

る継続的な活動です。子どもの発達年齢に
応じた音楽遊びや造形，運動遊び，季節行
事等を親子で楽しみながら，乳幼児の健や
かな育成を図るとともに，親子の絆を深め
ていきます。また，保護者同士の関わりを
通じて，子育ての輪が広がります。

　★家族参加の催し
　　　ハイキングや季節の行事など家族で参加

できる催しを実施し，男女共同参画の子育
てと家族同士の交流を推進しています。

　★子育て相談
　　　地域の身近な相談窓口として，さまざまな不

安や悩みを持つ子どもや保護者の相談に応じる
とともに，専門機関への紹介を行っています。

　＜子どもと子育て家庭を支える
　　　　地域社会を創造する活動＞　
　★地域住民との交流
　　　児童館まつりなど地域の方々が参加できる催

しや高齢者，障害のある方などと子どもたちと
の交流会等を開催することにより，子どもたち
の体験を広げ，社会性を養うとともに地域の児
童館に対する理解を促進しています。

　★ボランティア活動の推進
　　　日常の活動や催しにおいて，地域のさまざま

な方々にボランティアとして参加していただく
ことで，子どもたちが年長者への関わり方を学
び，社会性を身につけていくことができます。

　★母親クラブ
　　　地域のお母さん方による，子どもたちの健

やかな育成を目的としたボランティア活動で
す。絵本の読み聞かせやパネルシアターの
上演などを児童館と協力して取り組んでいま
す。児童館では，文化教室などで交流を図っ
ているお母さん方が母親クラブとして発展し
ていくことができるよう支援しています。

　★地域との連携
　　　地域全体が子どもの健全育成や子育てに

ついての課題に目を向け，支えあう環境づ
くりと個別の子どもや家庭の問題解決に寄
与することを目的に地域の諸機関・団体と
の情報交換，行事の共同開催や相互支援を
図っています。

3　　　児　　童　　館

　京都市では15園の市立幼稚園を設置してお
り，心身ともにたくましく思いやりのある子ど
もの育成を進めています。
(1)入園に当たって
　　年度途中の入園は各幼稚園(P77参照)で随時

受け付けています。
　※令和元年10月から幼児教育・保育の無償化

が開始されます。
　(2)豊かな保育内容
　　遊びを中心とした生活を通して，生命を大

切にする心，他者への思いやりや社会性，美
しいものや自然に感動する心など，生きる力
の基礎となる豊かな人間性を育んでいます。

　★健康で安全な生活の基礎を培う
　　☆伸び伸びと遊び，十分に身体を動かす心地

よさや充実感が味わえるようにします。
　　☆友達などと触れ合いながら，健康で安全な

生活に必要な習慣や態度を身につけます。
　★道徳性の芽生えを培う
　　☆自分の意思や感情を表現しながら，友達

と協力してともに生活を展開する楽しさ
が味わえるようにします。

　　☆ルールを守ったり考えたりしながら行動
しようとする態度を育てます。

　★豊かな心情や思考力の芽生えを培う
　　☆動植物との触れ合いを通して，生命の尊

さに気付かせます。
　　☆身近なできごとに関心をもってかかわる

中で，好奇心や探究心を育みます。
　★豊かな感性や表現力を養う
　　☆多様な体験を通して，感性を豊かにします。
　　☆生活の中でイメージを広げ，自分の思いを

表現する楽しさが味わえるようにします。

(3)おもな文化行事
　①市立幼稚園大会
　　　全園の5歳児が一堂に集い，歌や合奏，ダ

ンスなどを発表します。
　②市立幼稚園こども展
　　　全園合同により，園児たちの絵画作品の

展示をはじめ，園児の幼稚園での生活の様
子を楽しく紹介します。

(4)地域に開かれた幼稚園
　　0歳から5歳までの幼児とその保護者を対象

に幼稚園を開放して，子育てについての相談
を受け付けています。

　　保護者同士が子育てに関して交流したり，
未就園児と在園児が一緒に鑑賞する人形劇等
を実施するなど，子育て支援センターの機能
を持った地域に開かれた幼稚園づくりを進め
ています。

(5)預かり保育の実施
　　全園で長期休業期間中を含む平日18時まで

預かり保育を実施しています。
　　京都市から保育が必要な理由(P15)に該当す

る子どもとして認定を受けた場合，保育料に
加え，預かり保育利用料も｢月あたり利用日数
×450円｣を上限に無償化されます。

市立幼稚園
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　児童館等による学童クラブ事業を実施してい
ない地域において，ひとり親家庭，両親の共働
きその他の事情などで昼間留守になる家庭の小
学生の児童を，放課後安全に保護し，かつ，健
やかに育成するために，小学校内で｢学童クラブ
機能｣を有する事業を実施しています。
　本事業は，京都市が公共的団体に委託して実
施しており，小学校内で実施している｢放課後ま
なび教室｣と緊密な連携のもと，専任の職員が
児童の指導に当たり，放課後の子どもたちの生
活の場として，家庭的な暖かい雰囲気を大切に
し，活動しています。
(1)実施小学校

京極小学校(上京区)，　下鴨小学校(左京区)，
西大路小学校(下京区)，九条弘道小学校(南区)，
嵯峨小学校(右京区)，　花園小学校(右京区)，
竹の里小学校(西京区)，北醍醐小学校(伏見区)

(2)実施日
日曜日・国民の祝日，年末年始(12月29日〜

1月3日)及び学校閉鎖日を除く毎日。
(3)実施時間

①月曜日〜金曜日
放課後〜午後6時30分

②土曜日及び学校長期休業期間中等
午前8時〜午後6時30分

(4)対象児童
小学校1年生から6年生までの児童で，次の

要件を満たす児童。
①児童の保護者のいずれもが，次のいずれか

の事情に該当するため，その児童を保護す
る者がいない場合。(同居の親族等がその児
童を保護することができる場合を除く。)
ア (就労)居宅外又は居宅内で就労すること

を常態としていること。
イ (その他)身体・健康上の理由のために児

童を保護できないこと。
②保護を必要とする児童が，病気などのた

め，集団での保護及び育成が不可能又は著
しく困難でないこと。

(5)登録手続
登録を希望される放課後ほっと広場におい

て，申請を受け付けます。ただし，放課後
ほっと広場実施小学校在校生に限ります。

　　なお，障害のある児童の登録を希望される
場合は，事業運営団体(京都市学童保育所管理
委員会 ☎682-6250)にご相談ください。状況
に応じて介助者の派遣を行っています。

★提出書類
①放課後ほっと広場(学童クラブ機能)利用許

可申請書
②放課後児童を保護する者がいない状況を

証明する資料
ア (就労)を理由とする場合は，就労証明
イ (その他)を理由とする場合は，保護で

きない状況に応じて指示する書類
(診断書など）

③収入状況を証明する書類(収入状況等申告
書及び源泉徴収票等の添付資料)

(6)費用
①世帯の課税状況等に応じて利用料金をお支

払いいただきます。

②おやつ代や教材費の実費負担が必要です。
●問合せ：京都市育成推進課

健全育成担当　☎746-7610

5　 放課後ほっと広場(学童クラブ機能)事業
　ひとり親家庭，両親の共働きその他の事情な
どで昼間留守になる家庭の小学生の児童を，放
課後安全に保護し，かつ，健やかに育成するた
めに，児童館・学童保育所で学童クラブ事業を
実施しています。
　学童クラブ事業は，京都市が社会福祉法人等
の公共的団体に委託して実施しており，専任の
職員が児童の指導に当たり，放課後の子どもた
ちの生活の場として，家庭的な暖かい雰囲気を
大切にし，活動しています。
(1)実施日

日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日〜
1月3日)を除く毎日

(2)実施時間
①月曜日〜金曜日

学校下校時〜午後6時30分
②土曜日及び学校長期休業期間中等

午前8時〜午後6時30分
(3)対象児童

小学校1年生から6年生までの児童で，次の
要件を満たす児童。
①児童の保護者のいずれもが，次のいずれか

の事情に該当するため，その児童を保護す
る者がいない場合。(同居の親族等がその児
童を保護することができる場合を除く。)

ア (就労)居宅外又は居宅内で就労するこ
とを常態としていること。

イ (その他) 身体・健康上の理由のため
に児童を保護できないこと。

②保護を必要とする児童が，病気などのた
め，集団での保護及び育成が不可能又は著
しく困難でないこと。

(4)登録手続
登録を希望される児童館・学童保育所(P78

参照)において申請を受け付けます。原則とし
て校区等の地域による限定はありません。

　　なお，障害のある児童の登録を希望される
場合は，児童館・学童保育所(P78参照)にご
相談ください。状況に応じて介助者の派遣を
行っています。

★提出書類
①学童クラブ登録申請書
②放課後児童を保護する者がいない状況を

証明する資料
ア (就労)を理由とする場合は，就労証明
イ (その他)を理由とする場合は，保護で

きない状況に応じて指示する書類
(診断書など)

③収入状況を証明する書類(収入状況等申告
書及び源泉徴収票等の添付資料)

(5)費用
①世帯の課税状況等に応じて利用料金をお支

払いいただきます。

②おやつ代や教材費の実費負担が必要です。
●問合せ：京都市育成推進課

健全育成担当　☎746-7610

4　 学 童 ク ラ ブ 事 業
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●中京区間之町通竹屋町下る楠町 601-1
☎254-5001　　FAX 212-9909
URL　https://www.kodomomirai.city.kyoto.lg.jp/

●地下駐車場［有料］　22台(内1台は障害者用)
●開館時間：午前9時〜午後9時(日曜日･祝日は午後5時まで)
こども元気ランド
　利用時間は要問合せ
子育て図書館
　利用時間は要問合せ
●休館日：火曜日

(祝日の場合は開館。
翌平日休館），
年末年始(12月28日〜1月4日)
こどもみらい館では，乳幼児の子育てを支援す

るため，｢相談｣｢研究｣｢研修｣｢情報発信｣｢子育て支
援ネットワークの構築｣の5つの機能を柱に，保育
園(所)・幼稚園，認定こども園，私立・市立・国
立の垣根を越えた取組を行う中で，保育の質の向
上のための研究・研修，家庭・地域の教育力・養
育力向上のための各種子育て講座や，子育て支援
ボランティアの養成等の事業を展開しています。

　＜こども元気ランド＞
　　　大型総合遊具や木馬，ごっこハウスな

ど，楽しいおもちゃがいっぱい。乳幼児(小
学校入学前)とその保護者が一緒に遊びなが
ら子育ての交流や相談もできるスペース。

　＜子育て図書館＞
　　　子育てに関する図書や絵本，DVDなどを

揃えるほか，毎日，絵本の読み聞かせをし
ています。

　＜子育てなんでも相談＞
●子育て相談

　　　医師や公認心理師等の専門家が，様々な相談
に幅広く応じます。(予約制)
★予約電話　254-8993
★予約受付時間　午前9時〜午後5時(休館日を除く)

8　ゆとりと安心の子育て支援

＜地域教育＞
★京都はぐくみネットワーク

｢京都はぐくみネットワーク｣では，100を
超える幹事団体の参画のもと，子どものいの
ちと健やかな育ちを守るため大人として何
をすべきかを共に考え，行動するとともに，
13の行政区・地域の｢はぐくみ｣ネットワー
ク実行委員会による大人と子どものふれあい
トークや親子参加イベントなど，特色ある取
組を展開しています。

★おやじの会
父親が家庭や地域で果たすべき責任を自

然な形で自覚できるよう，学校単位での父
親によるサークル活動を行う｢おやじの会｣
を奨励しています。平成15年10月から，全

市的なネットワーク『京都｢おやじの会｣連
絡会』が活動しています。現在は約150の
学校・幼稚園で実施されています。

★みやこ子ども土曜塾
　　　｢まち全体を学びと育ちの場に｣を合言葉

に，学校休業日に，伝統文化体験など京都
ならではの学習資源を生かした豊かな学び
と育ちの場を子どもたちに提供する取組を
市民ぐるみで展開し，広報紙｢京都はぐく
み通信／GoGo土曜塾｣や同ホームページで
紹介しています。また，学校単位では，地
域の特色を生かした社会体験や生活体験な
ど，児童生徒と地域が交流する取組を実施
しています。

9　家庭や地域での｢はぐくみ｣

子 育 て 支 援 の 中 核 施 設

京都市子育て支援総合センター　こどもみらい館

(1)京都市立総合支援学校
総合支援学校では，従来の障害種別の枠を超え，一人

ひとりの教育的ニーズに対応した｢個別の包括支援プラン｣
をもとに，きめ細かな教育を進めています。また地域制の
総合支援学校4校(北・東・西・呉竹)では，市内を4つの通
学区域に分割し，地域と共に歩む教育を推進しています。

(2)小・中・高等学校における取組
①育成学級

市立小・中学校において，育成学級での教育が適切
な子どもが1人であっても，すべての学校に育成学級
を設置し，きめ細やかな指導を実現するとともに，普
通学級との交流や共同学習等を進めています。

②通級指導教室
　　　市立小・中学校の普通学級に在籍する弱視，言語・聴覚

に障害のある子どもやLD等の発達障害のある子どもを対象
に通級指導教室の設置を進めています。また，平成30年度
から高等学校においても通級指導を開始しています。

③普通学級で学ぶ発達障害等の子どもの教育
　　　市立小・中・高等学校に｢総合育成支援教育主

任｣及び｢校内委員会｣を設置し，医師等の専門家
で構成する｢学校サポートチーム｣等と連携し，学
校全体で支援に取り組んでいます。

　　　また現在，普通学級在籍の発達障害等の子ど
もへの学習補助や移動介助を行う｢総合育成支援
員｣を必要な学校・園すべてに配置しています。

(3)総合育成支援教育相談センター
　 (育

はぐくみ

支援センター)
　　P58を参照してください。

6　小学校・中学校

7　総合育成支援教育〜障害のある子どもの教育〜

小学校って
こんなところ

中学校って
こんなところ

義務教育
学校って

こんなところ

　小学校は，学校教育法に基づいて設置される，わが国の初等教育を担当する教
育機関で，6年間の義務教育の間に，すべての子どもたちに共通な，基礎的で一
般的な教育を行う学校です。
　なお，京都市内には令和2年現在，小学校は市立157(うち休校4)校，私立9(う
ち休校1)校，国立1校の全部で167校あります。

　中学校は，学校教育法に基づいて設置される教育機関で，小学校から続く第2
段階目の中等教育を担当する学校です。3年間の義務教育の間に，小学校の学習
を基礎として，発展的な教育を行います。
　なお，京都市内には令和2年現在，中学校は市立67(うち休校2)校，私立22(う
ち休校1)校，国府立2校の全部で91校あります。

　義務教育学校は，学校教育法に基づいて設置される教育機関で，小学校と中学
校の機能を併せもつ新たな学校種で，義務教育9年間の教育活動を行う学校です。
　なお，京都市内には令和2年現在，義務教育学校は市立8校，国立1校の全部で
9校あります。
※以下，本パンフレットに記載する｢市立小学校，中学校｣には｢市立義務教育学校｣も含みます。

京都市立小・中学校の就学援助
　　お子さんが，市立小・中学校へ就学するにあたり，経済的な理由により，お困りの保護者に対し，就学援助制度を設

けています。希望される方は，通学されている学校又は京都いつでもコール(☎661-3755)まで，お問合せください。
　　新型コロナウイルス感染症やその他やむを得ない理由による家計急変でお困りの場合は，経済状況の悪化のわかるも

のを提出いただくこと等により認定できる場合があります。まずは，学校までご相談ください。

★所得基準額　単位(円)
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●〒601-1105　左京区花脊別所町399
☎746-0717　FAX 746-0392

●京都バス32系統　広河原行｢花背山の家前｣下車徒歩5分
●自家用車　｢鞍馬｣から北へ約10キロ，30分

左京区花背の豊かな自然とのふれあいを通じ
て，子どもたちの豊かな感性を育てるととも
に，市民の野外活動の振興を図るために設置し
ました。
　15万㎡に及ぶ広大な敷地内に最大400人収容
の宿泊施設やロッジ棟のほか，キャンプ場や天
体観察所，フィールドアスレチック，スポーツ
施設などがあります。
＜利用できる団体等＞
　1 学校，児童福祉施設，社会教育関係団体等
　2 16歳未満の子どもと保護者のいる家族
　3 上記以外の5人以上の団体
＜申込み・問合せ＞
　　電話で直接花背山の家へ
＜料金等＞
　　就学前児童の使用料(宿泊料)は無料です。日

帰りの利用もできます。詳しくは電話でおた
ずねください。

●〒517-0604　三重県志摩市大王町船越字埜玉231
☎0599-72-3866　　FAX 0599-72-1383

●近鉄｢賢島｣から遊覧船(貸切)又は近鉄｢鵜方｣
から三重交通バス｢深谷水道｣下車

太平洋を望む豊かな自然に恵まれた環境の中
で，共同生活・野外活動が体験できます。
　12万㎡を超える施設内には，専用さん橋｢な
かよし港｣やプレイホール，キャンプファイアー
場，プール，宿泊施設(295名)などがあります。
＜利用できる団体等＞
　1 京都市内の小・中学校，高校，総合支援学校，
　　盲学校，ろう学校の児童・生徒
　2 京都市内の少年団体（指導者の引率必要）
＜申込み・問合せ＞
　京都市教育委員会生徒指導課 ☎213-5622

●〒601-0311　右京区京北小塩町初川口11番地の3
☎853-0124

●西日本JRバス高雄・京北線｢周山｣下車
京北ふるさとバス山国・小塩線に乗り換え｢山の家｣前

多目的に利用できる会議室や和室，スポーツ
など屋外での活動のための広場を備え，京北地
域の豊かな自然の中での合宿・研修会などか
ら，施設を拠点とした自然体験活動まで，幅広
くご利用いただくことができます。
　(利用可能　約50名)
＜利用できる団体等＞
　　学校，児童福祉施設，社会教育関係団体，

その他教育委員会が適当と認める団体が利用
することができます。

＜申込み・問合せ＞
　京北自治振興会 ☎852-0001

野外活動施設｢花背山の家｣
野外教育センター｢奥志摩みさきの家｣

野外活動施設｢京
け い ほ く や ま ぐ に

北山国の家｣

自然は子どもたちの世界を広げる舞台＜家庭教育＞
★親支援プログラム｢ほっこり子育てひろば｣

　　　保護者同士が子育てについて，お互いの思
いや考えを話し合うワークショップ形式の
｢ほっこり子育てひろば｣。講座は，妊娠して
いる方，乳幼児から中学生までの子どもを持
つ保護者を対象に実施。子どもを育てる不
安・悩み・喜び，子どもと共に親も育ち，学
ぶことの重要性，親としての心構えや知識等
を学べるプログラム全14テーマを用意し，
親同士の語り合いや仲間作りを通して不安や
孤立感を減らすことを目指しています。

●問合せ：妊娠期，乳幼児期
京都市こどもみらい館(☎254-5001)

学童期，思春期
京都市育成推進課
放課後まなび教室担当(☎748-0016)

★情報モラル市民インストラクターの派遣
子どものケータイ(スマートフォンを含む)

やインターネット利用の最新の実態につい
て，｢情報モラル市民インストラクター｣の
進行により，その危険性や依存性等の問題
の解決に向けて家族でのルールづくりや日
頃のコミュニケーションを，保護者同士で
考える取組です。

｢情報モラル市民インストラクター｣を
PTAの研修や地域の集まりなどに派遣して
います。

●問合せ：京都市教育委員会生涯学習部
学校地域協働推進担当(☎251-0456)

(1)自然体験活動の推進
市立小学校では，自然や仲間との交流の中で

健全な育成を図ることを目的として，多くの学
校では4年生が奥志摩みさきの家で2泊，5年生
が花背山の家で3泊以上を過ごす宿泊体験を実
施しています。

(2)生き方探究教育の推進
子どもたちが，社会的・職業的自立に向け，必

要な基盤となる能力や態度を育てることを通し
て，社会の中で自分の役割を果たしながら，自
分らしい生き方を実現していくことができるよ
うにするため，｢京都まなびの街生き方探究館｣
において，職業体験や生活設計体験を行う｢ス
チューデントシティ・ファイナンスパーク事業｣
や，京都の様々なモノづくりを学び体験する｢京
都こどもモノづくり事業｣，中学生が各事業所に
おいて職業体験・勤労体験を行う｢生き方探究・
チャレンジ体験推進事業｣を実施しています。

(1)市立学校に｢スクールカウンセラー｣を配置
不登校やいじめをはじめとする教育課題等

に対応し，子どもたちの居場所づくりをすす
めるため，全市立小・中・高・総合支援学校
に臨床心理士又は公認心理師資格を持つ｢ス
クールカウンセラー｣を配置しています。

(2)学校・家庭・関係機関のネットワークづくり
不登校児童・生徒への支援に関わっている

民間団体や行政機関などが相互に連携を図る
｢京都市児童生徒登校支援連携会議｣を設置し
ています。

●問合せ：京都市教育委員会生徒指導課
☎213-5622

●いじめや不登校・その他子どもに関する問
題・心配ごと等については，第7章｢子どもの
相談窓口｣の以下の窓口までご相談ください。

　　京都市教育相談総合センター
　　(こども相談センター　パトナ)(P57参照)
　　こども相談24時間ホットライン(P57参照)
　　いじめメール相談(P61参照)

10　豊かな人間性を育む教育の充実

子どもたちに感動体験の場を 「安心｣が生み出す心のゆとり
〜一人で悩まないで〜
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(1)保護者同伴の幼児運賃全員無料
　　市バス・地下鉄を含む市内の10の交通事業

者において，保護者が同伴する幼児の運賃を
全員無料とし，子育てを応援しています。

　★無料の対象者
　　☆保護者(父母等)が同伴する幼児
　　＊幼児とは，1歳以上小学校入学前のお子さ

んをいいます。
　★対象路線
　　☆京都市内を運行する路線(一部除く)。詳細

は，各事業者にお問い合わせください。

(2)ファミリーサポート事業
　　子育ての援助を受けたい人(おねがいさん)と子育

ての援助を行いたい人(おまかせさん)とが会員とな
り，お互いに育児の助け合いを行う事業です。

　★こういう時に利用できます
　　☆保育施設等の開始前や終了後の送迎及び

子どもの預かり
　　☆学童クラブ終了後の子どもの預かり
　　☆冠婚葬祭の際の子どもの預かり　等
　★会員の資格は
　　☆おねがいさん…京都市内に居住している

人，又は，京都市内に勤務している人で
満12歳までの子どもがいる人，又は妊婦

　　☆おまかせさん…京都市内に居住してお
り，心身ともに健康で援助活動に理解と
熱意を有する満18歳以上の人(高校生除く)

　　＊会員登録をする前にセンターが主催する
講習会を受講する必要があります。

★報酬額は

★問合せ

12　その他の子育て支援
　ふれあいの杜は，学校生活や家庭生活での
様々な不安や緊張，人間関係などが原因で不登
校となり，在籍校の取組ではその状況が十分に
改善せず，不登校が長期化した子どもたちの活
動の場です。今，在籍している学校とは｢長い廊
下でつながった別室｣です。子どもたちは本来校
に在籍しながら通級し，小集団での体験活動や
学習活動等を通して新たな人間関係を築くとと
もに，自らの存在意義を感じ，新たな生活への

＜設置場所，活動時間等＞

意欲を高めることで，在籍校への登校や社会的
な自立を目指します。
＜対象＞
　　京都市立小学校4年から中学校3年までの児

童・生徒(西大路御池及び伏見学習室は，中学
生のみ)

＜入級申込相談＞
　　在籍する学校を通じてお申し込みください。

｢ふれあいの杜
もり

｣

＜問合せ＞
　①不登校相談支援センター
　　☎254-8125
　②京都市教育委員会
　　生徒指導課　☎213-5622
　(①②の所在地)
　〒604-8184
　京都市中京区姉小路通
　東洞院東入曇華院前町706ー3
　教育相談総合センター
　(こどもパトナ)内
　＊地下鉄｢烏丸御池｣下車 徒歩3分，
　　市バス｢烏丸御池｣下車 徒歩3分

　学校施設を活用し，地域や保護者，学生等の
参画を得ながら，放課後の子どもたちに，学習
の習慣づけを図る｢自主的な学びの場｣と｢安心・
安全な居場所｣を提供する｢放課後まなび教室｣を
実施しています。
(1)実施校区
　　全市立小学校区で実施。
(2)対象
　　原則として当該小学校に在籍する児童。
(3)費用
　　参加料は無料。保険料は1人当たり年額800円。
　※教材費等が必要となる場合は別途実費負担。

(4)実施日時
　　月曜日〜金曜日のうち，週3〜5日
　　授業終了後から概ね午後5時〜午後6時
　　(教室により異なります。)
　＊長期休業中の実施日時等は教室により異な

ります。
(5)活動例
　　余裕教室や図書室等を利用し，予習・復習

等の自主学習を行います。その他，文化的な
行事や，地域の特色を生かした取組等を行い
ます。

●問合せ：京都市育成推進課
　　　　　放課後まなび教室担当(☎748-0016)

11　放課後まなび教室
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(7)第三子以降及び多胎の出産をサポート！
産前産後へルパー派遣事業
母親が第三子以降の子ども又は多胎児の出

産の前後で家事や育児を行うことが困難で，
適切に家事等を行う方が他にいない家庭に，
ヘルパーを派遣します。
★対象

①小学生以下の子どもが3人以上いる家庭
(産前にあっては2人)で，第三子以降の子
どもの産前産後の母親

②多胎児の産前産後の母親
★派遣期間

出産予定日の2か月前から，出産(予定)日
の2か月後まで(多胎児出産の場合は，出産
(予定)日の1年後まで)

★派遣日等
月曜日から日曜日まで毎日(年末年始を除く)
午前7時30分〜午後7時
1日1回，1回当たり2時間以内，
16回以内(多胎児出産の場合は32回以内)

★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

●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

★ショートステイ・トワイライトステイ所在図

(6)病児・病後児保育事業(病気中・病気回復期の保育)
病気中(病児)・病気回復期(病後児)にある子どもの保育を，仕事

等の都合で家庭でできない方のために，医療機関に付設された施
設で一時的な保育を実施しています(申込みは直接実施機関へ)。
★対象児童

①〜③のすべての条件を満たす子ども
①市内に居住する小学校6年生までの子ども
②病気中(病児)・病気回復期(病後児)にあり，

集団保育等が困難な子ども
③保護者の勤務等の都合により，家庭での

保育が困難な子ども
★利用日時

毎週月〜金曜日の午前8時〜午後6時(各施設
によって多少異なります。)

　　(日曜日，祝休日，12月29日〜1月3日は休み。
　　ただし，一部施設は月〜土曜日実施あり)　

★利用料
１日　2,000円（食事代等は別途必要です。）
＊ただし，次の世帯には減免措置があります。
①生活保護世帯又は市民税非課税世帯…無料

生活保護受給証明書又は市・府民税課税
証明書を提出してください。

②所得税非課税世帯…1,000円
年末調整済の源泉徴収票又は納税証明書その1

★実施施設はP34を参照してください。

(3)ショートステイ
保護者の疾病，出産，看護，事故，災害，育児

疲れなどにより，家庭での養育が一時的に困難と
なった児童を一定期間養育するサービスです。

(4)トワイライトステイ
仕事の都合などで帰宅が一時的に遅くな

り，児童に対する生活指導や家事の面で困難
を生じている場合に，その児童を午後10時ま
でお預かりするサービスです。

★利用料及び食費相当額
利用者の収入状況に応じた利用料及び児童

の年齢に応じた食費相当額をお支払いいただ
きます。

●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

※上記問合せ先が閉庁時で，かつ緊急を要
する場合は，実施施設までお問い合わせ
ください。

★児童養護施設
(ショートステイ・トワイライトステイ)

＜実施施設一覧＞

★乳児院
(ショートステイのみ)

★母子生活支援施設
(ショートステイ・トワイライトステイ)

★きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点
(令和2年10月1日開設)
●ショートステイのみ
●利用対象者：中京区・下京区・南区・

伏見区に在住の方
●下京区下長福寺町264

★母子生活支援施設
(トワイライトステイのみ)

(所在図はP33を参照してください。)

(5)きょうと子育て応援パスポート事業
子育て家庭にパスポートを発行し，協賛店舗

が様々なサービスを提供することを通して，子
育てを応援しています。ステッカーが掲示され
た協賛店舗でパスポートを提示すると，各店舗
の独自のサービスを受けることができます。

　　パスポートは，区役所･支所の子どもはぐく
み室や児童館で配布しているほか，スマート
フォンからも入手できます。入手方法や協賛
店舗の情報は，こちらから。
http://www.pref.kyoto.jp/kosodateouen/
★対象

①18歳未満の子どもがいる家庭
②妊娠中の方がいる家庭

●事務局：京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室
☎414-4602
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＜病児・病後児保育　実施施設，問合せ＞（令和2年8月1日現在）

＜病後児保育　実施施設，問合せ＞

＜病児保育　実施施設，問合せ＞




