
子育て・教育に関する施策

自治体名 カテゴリ 制度・事業名 内容 担当課及び連絡先 関連リンク

宮津市 子育て支援拠点
宮津市子育て支援セン
ターにっこりあ

子育て支援の拠点として、親子の交流促進、子育
て講習や子育てサークル等の支援を実施します。
たくさんの遊具でお天気を気にせずにのびのび
遊べます。市街地の商業施設（ミップル）4階にあ
りますので、いつでも遊びに来てください。
【開所時期】
９時～１６時半　(木曜日･年末年始は休館日)
※大雨警報等発令時は休館します。
【開所場所】
子育て支援センターにっこりあ　℡0772-20-2525
(宮津市字浜町3012シーサイドマートミップル4階)
【対象】
未就学児童とその保護者（日曜日は小学4年生ま
で利用できます）
【主な活動】
・親子体操(毎週金曜日　１１時～１１時３０分)
親子で一緒に体を動かしましょう
・イベント(毎週火・金曜日)　１０時半～
季節の工作や紙芝居など、楽しく遊べます
・お誕生会(毎月)
その月のお誕生日のお友達をみんなでお祝いし
ます

宮津市健康福祉部
社会福祉課子育て支援係
0772-45-1621

宮津市 子育て助成制度 子育て支援医療費の助成

中学校３年生までの子どもを対象に、医療費の自
己負担分（通院及び入院）から、１か月１医療機
関につき200円を差し引いた額を市が負担しま
す。

宮津市健康福祉部
社会福祉課地域福祉係
0772-45-1618

宮津市 子育て支援
ファミリー・サポート・セン
ター

保育所、幼稚園等の開始前、終了後等の預かり
等、一時的に保育が必要となった時に有償で託
児等を行う組織です。平日７時～20時の時間帯
は、１時間当たり500円。その他の時間帯は、600
円。

宮津市健康福祉部
社会福祉課子育て支援係
0772-45-1621

京丹後市 子育て助成制度 子育て支援医療事業
0歳から18歳年度末までの子どもの医療費の自
己負担を「1カ月、1医療機関につき200円」に軽減
する制度です。

京丹後市保険事業課
0772-69-0220

京丹後市 相談窓口
子育て世代包括支援セン
ター「はぐはぐ」

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな
い支援を提供する拠点。気軽にご相談下さい。

【母子健康手帳の交付】

【マタニティクラス】【プレパパ＆プレママスクール
（両親学級】
妊娠期の過ごし方や出産、子育てについて学ぶ
教室です。

【パパ＆ベビーサロン】
初めて子育てをするパパが赤ちゃんとのスキン
シップを楽しんだり、パパ同士交流うする場です。

【赤ちゃんサロン】
生後２～3か月の赤ちゃんとママが、親子遊びや
情報交換しながら交流する場です。

子育て世代包括支援センター「はぐ
はぐ」（健康推進課）0772-69-0370

京丹後市 子育て助成制度
妊婦健康診査・
妊婦歯科健康診査事業

妊娠中の健康管理として、妊婦健康診査及び歯
科健診の助成が受けられます。

京丹後市健康推進課
0772-69-0350

京丹後市 子育て助成制度
産婦健康診査
産後ケア事業

産後2週間や1か月目に出産病院で受ける検診費
用を助成します。
また、産後間もない母子の心身のケアや育児サ
ポートを行います。

京丹後市健康推進課
0772-69-0350

京丹後市 子育て支援 新生児・乳児訪問 保健師が各家庭へ赤ちゃんの訪問に伺います。
京丹後市健康推進課
0772-69-0350

京丹後市 子育て助成制度 不妊不育治療費助成事業
不妊症・不育症等で治療を受けておられる方を対
象に、治療費用の一部を助成します。

京丹後市健康推進課
0772-69-0350

令和元年度　

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ninshin/6647.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/boshi_kenko/6158.html
http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/section/detail.jsp?id=32
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ninshin/7685.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ninshin/4309.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/kenkosuishin/5/1257.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ninshin/6647.html
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京丹後市 子育て支援
離乳食教室・後期離乳食
教室

離乳食の進め方、調理方法について学び、栄養・
育児相談を行います。

京丹後市健康推進課
0772-69-0350

京丹後市 子育て支援 パパ＆ベビーサロン
初めて子育てをするパパが赤ちゃんとのスキン
シップを楽しんだり、パパ同士で交流する場です。

京丹後市健康推進課
0772-69-0350

京丹後市 子育て支援拠点 子育て支援センター事業
保育所入所前の子育て家庭のため、子育て相談
や遊びの場の提供等行う事業です。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 相談窓口
保育所・幼稚園・こども園
への入所（園）

保育所・幼稚園・こども園への入所（園）について
取り扱います。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援
ファミリー・サポート・セン
ター事業

子どもへの援助を希望する方、援助を行う方が会
員となって、会員同士が互いに助け合う事業で
す。

京丹後市ファミリーサポートセン
ター
（子ども未来課内）
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援 子育て短期支援事業
保護者の方が仕事の出張や疾病等の理由で、家
庭で養育することが一時的に困難になった児童
を、乳児院等で一定期間養育する事業です。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援 一時預かり事業

保護者の方が仕事の出張や疾病等の理由で、家
庭で養育することが一時的に困難になった児童
を、市内の保育所等で一時的に養育する事業で
す。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援 病後児保育事業
病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を
一時的に保育する事業です。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援 リフレッシュ体操教室 乳幼児と保護者のための体操教室です。
京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 相談窓口 家庭子ども相談室
子どもの成長発達や家庭の様々な問題の相談に
家庭相談員が応じます。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援 放課後児童クラブ
保護者の就労等により放課後及び長期休業期の
昼間に家庭保育を受けることのできない児童をお
預かりする事業です。

京丹後市子ども未来課
0772-69-0340

京丹後市 子育て支援
子育て支援ごみ袋配布事
業

2歳に達するまでの乳幼児をもつ世帯を対象に、
子育てしやすい環境の整備として可燃用ごみ袋ミ
ニ（20リットル）を無料配布する事業です。

京丹後市健康推進課
0772-69-0350

京丹後市 教育 小中学校の一覧及び概要
小中学校の一覧及び学校の概要について、ホー
ムページにてお知らせしています。

京丹後市学校教育課
0772-69-0620

京丹後市 教育助成制度 小中学校の就学援助制度
経済的理由によって、子どもの小・中学校への就
学が困難である場合の助成制度について、ホー
ムページにてお知らせしています。

京丹後市学校教育課
0772-69-0620

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/4279.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/2/index.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/2/2/4289.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/boshi_kenko/4/4303.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/3/index.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/jidofukushi/2/index.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/2/2/4289.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/2/2/4554.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/2/2/4286.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/9800.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ikuji/4292.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/ninshin/9905.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/5/index.html
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京丹後市 教育 学校給食の実施状況
学校給食の実施状況について、ホームページに
てお知らせしています。

京丹後市学校教育課
0772-69-0620

京丹後市 教育
市立の小中一貫教育の内
容

市立の小中一貫教育の内容について、ホーム
ページにてお知らせしています。

京丹後市学校教育課
0772-69-0620

京丹後市 教育
教育支援センター「麦わら」
の開設

京丹後市教育支援センター「麦わら」の概要につ
いて、ホームページにてお知らせしています。

京丹後市学校教育課
0772-69-0620

京丹後市 教育 京丹後市奨学金

大学、専修学校等在学生のための給付奨学金制
度、及び大学、専修学校等へ進学希望者のため
の貸付奨学金制度をホームページにてお知らせ
しています。（ただし、募集時期は毎年6月）

京丹後市教育総務課
0772-69-0610

伊根町 子育て支援 放課後児童クラブ
共働き家庭等の小学生の子どもたちに対して、安
心安全な遊びや生活の場を提供しています。

伊根町保健福祉課子育て支援係
TEL:0772-32-0504

伊根町 子育て助成制度 お子さまたんじょう祝金
伊根町で住み続ける意思のある父又は母に、新
生児1人につき5万円をお祝いします。

伊根町保健福祉課子育て支援係
TEL:0772-32-0504

伊根町 子育て助成制度 医療費助成
高校生まで医療費の自己負担分を全額助成しま
す。

伊根町保健福祉課子育て支援係
TEL:0772-32-0504

伊根町 教育助成制度 教育費の無償化
給食費、修学旅行費を無償とします。教材費を補
助します。ただし私物として区分されるものは除き
ます。

伊根町教育委員会学校教育係
TEL:0772-32-0718

与謝野町 子育て助成制度 子育て支援医療費

医療費の自己負担分（通院及び入院）から、1か
月1医療機関につき200円を差し引いた額を府・町
が負担します。
※受給者証の申請には、子どもの健康保険証、
印鑑が必要
対　　象：中学校3年生までの子ども（所得制限な
し）
給付方法：現物給付、償還払い

与謝野町子育て応援課
0772-43-9024

福知山市 子育て助成制度 妊婦健康診査
妊婦健康診査受診券綴りにある基本健診14回と
各検査項目について、公費負担します。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 相談窓口 妊婦訪問 助産師や保健師が訪問して相談を受けます。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 子育て支援 パパママ学級
健やかなマタニティライフを送るための教室（助産
師の話、市の制度説明、チャイルドシートの選び
方など）です。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 子育て助成制度 産婦健康診査 1回の出産につき2回まで公費負担します。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 相談窓口 新生児訪問
こどもの発育測定や産後の体調、母乳に関する
ことなど、助産師や保健師が訪問して相談を受け
られます。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 子育て支援 こんにちは赤ちゃん訪問
訪問し、お祝い品贈呈と本市や地域の子育て支
援情報お知らせします。

福知山市子ども政策室
家庭支援係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 子育て助成制度 予防接種
ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、4種混合、
BCG、MR、水痘、日本脳炎の接種費を公費負担
します。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/syokuiku/index.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kosodate_kyoiku/kyoikuiinkai/7/index.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/6/index.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/5/index.html
http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/kikakukanko/kikaku/ijuujouhou/1447314691384.html
http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/kikakukanko/kikaku/ijuujouhou/1447314691384.html
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/kikakukanko/kikaku/ijuujouhou/1447314691384.html
http://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/kikakukanko/kikaku/ijuujouhou/1447314691384.html
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福知山市 子育て助成制度
医療費支給制度
（子育て支援医療・ふくふく
医療）

児童がけがや病気で医療機関にかかったときの
医療費を支給します。
【入院】
0歳～中学3年終了まで
　　月200円（1医療機関）
【通院】
0歳～3歳未満
　　月200円（1医療機関）
3歳以上～中学3年
　　1日500円（１医療機関）

福知山市子ども政策室
児童福祉係
0773-24-7011
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 子育て支援 一時的保育サービス

保育所の一時保育（1日2,500円～）
病児保育サービス（1回2,500円～）
子育てファミリー・サポート・センター（10分100円）
子育て短期支援（7日以内　所得に応じた負担額）

福知山市子ども政策室
保育園係
0773-24-7083
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 相談窓口 こどもに関わる福祉の窓口
こどもに関わるさまざまな相談ができます（保育
園、児童福祉、家庭支援）。

福知山市子ども政策室
保育園係
0773-24-7083
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

福知山市 相談窓口 乳幼児の相談窓口
こどもの発育や発達の相談、離乳食や食育教
室、保護者の健康教室などを実施します。

福知山市子ども政策室
母子保健係
0773-24-7055
kosodate@city.fukuchiyama.lg.jp

舞鶴市 子育て支援 妊産婦・新生児訪問

助産師（または保健師）が家庭を訪問し、お子さ
んの体重測定や産後の体調、母乳・育児に関す
る相談に応じます。【対象】妊産婦・新生児【窓口】
保健センター（中総合会館２階）

保健センター
0773-65-0065

舞鶴市 子育て助成制度 児童手当

中学校修了前の子どもを養育している方を対象
に手当を支給します。【支給月額】▽３歳未満
15,000円▽３歳～小学校修了前（第１子・第２子）
10,000円（第３子以降）15,000円▽中学生　10,000
円　※支給要件に所得制限あり。

子ども支援課
0773-66-1094

舞鶴市 子育て支援 紙おむつ類専用袋の交付
１人につき年間１００枚（５０枚ずつ×２回）を交付
（無料）。指定の用紙で要申請。【対象】家庭で紙
おむつを使用している人。

生活環境課
0773-66-1005

舞鶴市 子育て助成制度
子育て支援医療費助成制
度

府内の医療機関へ受診時に「医療費受給者証」と
「健康保険証」を提示すると医療費の助成を受け
ることができます。【対象】▽通院　０歳～小学生
（卒業まで）　自己負担１ヶ月200円/１医療機関
中学生（卒業まで）１ヶ月3,000円を超えた額を払
い戻し（受給者証なし）▽入院　０歳～中学生（卒
業まで）自己負担１ヶ月200円/１医療機関

保険医療課
0773-66-1075

舞鶴市 子育て支援拠点
まいづる子育て支援基幹
センター

子育て中の親と子どもが自由に遊んだり交流す
る子育てひろばです。子育て中の親同士やスタッ
フとの交流する子育てひろばです。子育て中の親
同士やスタッフとの交流で、育児のちょっとした不
安や悩みを解消できる場でもあります。【休館日】
毎週月曜日（祝日の場合は開館・翌日は休み）、
祝日の翌日・年末年始（12月29日～1月3日）【時
間】9時～16時30分【場所】中総合会館２階

まいづる子育て支援基幹センター
0773-62-0103

舞鶴市 子育て支援拠点
子育て交流施設　あそびあ
む

天候に左右されず、安心して多世代が交流して遊
ぶことのできる施設です。室内には、木のおも
ちゃや体を動かして遊ぶ空間や、大人も子どもも
ドキドキわくわくする遊びのコーナーがあるほか、
屋外には、海の見える広場があり築山に登ったり
自然を感じながらのびのび遊ぶことができます。
【休館日】毎週木曜日（祝日の場合は開館、翌日
休み）年末年始（12/29～1/3）【開設時間】9時30
分～17時

子育て交流施設　あそびあむ
0773-65-5050

綾部市 子育て支援 子育てネット綾部
綾部市の子育てに関する各種制度やさまざまな
取組についてご紹介しています。

綾部市民生児童課
0773-42-4252
保健推進課
0773-42-0111

城陽市 子育て支援 グリーンギフト

赤ちゃんの誕生を記念し観葉植物をプレゼントす
る取組です。市民課へ出生届を提出すると、後日
引換券が送付され、指定店で引き換えることがで
きます。

都市政策課
0774-56-4068

城陽市 教育助成制度 城陽市奨学金
学力優良で学資支出困難な高等学校または高等
専門学校の１年生を対象に奨学金を支給します。
詳しくはホームページにてお知らせしています。

教育委員会事務局　教育総務課
0774-56-4003

https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
http://www.city.ayabe.lg.jp/kenko/kosodate/index.html
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
https://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/
http://www.kyoto-be.ne.jp/joyou-be/cms/?page_id=77
http://mai-tan.jp/Kosodate/01ninshin.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000001174.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000000617.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000002272.html
http://ikuji365.net/gnkm06/mypage/index.php?gid=G0000030
http://ikuji365.net/gnkm06/mypage/index.php?gid=G0000066


子育て・教育に関する施策

自治体名 カテゴリ 制度・事業名 内容 担当課及び連絡先 関連リンク
令和元年度　

城陽市 教育助成制度 辻教育振興奨励金

辻勝一氏からの寄附金をもとに設置した辻教育
振興基金により、学力・スポーツ・芸術の各分野
において特に優秀な者に奨励金を支給します。詳
しくはホームページにてお知らせしています。

教育委員会事務局　教育総務課
0774-56-4003

城陽市 子育て助成制度
城陽市三世代近居・同居
住宅支援事業

三世代が近居又は同居をするために市内の住宅
をリフォームし、又は取得する際に必要となる費
用の一部を補助することにより、三世代が助け合
い、子育てをしながら働きやすく、かつ、高齢者が
安心して暮らすことができる居住環境を形成し、
市内への移住及び定住の促進並びに市内の空
き家の発生の抑制を目的とする制度です。

都市政策課
0774-56-4067

京田辺市 情報サイト
子育て情報特設サイト
（京たなべde子育て）

市民に対し情報を分かりやすく発信するとともに、
市外に住む子育て世帯の転入を促し定住人口の
増加につなげるため、子育て情報を集約した特設
サイトを構築しています。

子育て支援課
0774-64-1377

木津川市 子育て支援
子育て世帯包括支援セン
ター宝箱事業

市内各地域の特性に応じた妊娠期から子育て期
にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構
築する。

健康推進課

宇治田原町 子育て助成制度 育児用品の購入助成
１歳未満の子どものために、町内で購入する「お
むつ、粉ミルク、離乳食容器などの育児用品」に
対し、２万円まで助成します。

保健センター
0774-88-6636

宇治田原町 子育てＰＲ
保育所～中学まで
全国２位のおいしい給食

地元食材を使っておいしさや栄養価を競う「全国
学校給食甲子園」で準優勝した宇治田原町の給
食。町内の小・中学校、幼稚園・保育所で、おいし
い給食が提供されています。

教育委員会学校教育課
0774-88-5850

宇治田原町 子育て助成制度
第２子、第３子の保育料を
軽減

同時期にきょうだいが保育所に入所していなくて
も、第２子第３子は、保育料が半額、全額と軽減さ
れます（所得等要件あり）。

町立保育所
0774-88-6611

宇治田原町 教育助成制度
高校のバス通学費を補助
（宇治田原だけ）

高校（専修学校・各種学校）のバス通学の学期定
期分を全額補助します（所得要件あり）。

教育委員会学校教育課
0774-88-5850

宇治田原町 子育て助成制度
中学生までの医療費サ
ポート

お子さんが生まれてから中学生卒業まで、外来
や入院で病院等に支払う医療費が、１医療機関・
月２００円まで。これよりかかる費用を町が負担し
ます。

介護医療課
0774-88-6610

宇治田原町 教育 寺子屋「うじたわら学び塾」

宇治田原町独自のまちぐるみによる学びの場。
元教職員や大学生・高校生、有識者などが、講師
となって、小・中学生が主体的・意欲的に取り組め
る講座を、夏休み・冬休み期間に開催していま
す。

教育委員会学校教育課
0774-88-5850

井手町 子育て助成制度
子育て支援医療費の助成
制度

次代を担う子どもの保健の向上及び福祉の増進
を図るため、出生の日から18歳までの子どもが疾
病又は負傷で医療機関を受診した場合の医療費
について、医療機関における自己負担金が無料
となる制度です。
(3歳の誕生月の翌月から18歳までの通院及び中
学校卒業から18歳までの入院は、井手町が独自
に助成拡大を行っております。)

保健医療課
0774-82-6166

井手町 子育て助成制度
第三子以降の保育料無償
化

井手町では、 平成24年度より、20歳までの子ども
のいる世帯における第３子以降の子どもに係る保
育料について、所得制限を設けずに無償としてい
ます。

住民福祉課
0774-82-6164

井手町 教育助成制度
中学校卒業時までの給食
費無償化

井手町では、子育て世帯への経済的負担を軽減
するため、平成30年度より、中学校卒業時までの
給食費を無償化しています。

学校教育課
0774-82-4333

井手町 教育
泉ヶ丘中学校 国際交流・
海外派遣事業

オーストラリアにある姉妹校との日常的な交流に
より、語学力の向上や異文化への理解を深める
など、国際的な視野を持った生徒の育成を図るた
め、町立中学校と姉妹校との間で相互派遣事業
を実施しています。

学校教育課
0774-82-4333

井手町 教育 給食提供におけるアレルギー対策

町内の給食提供について、様々な食物アレル
ギーに幅広く対応する形で、家庭からの個々の申
請に応じ、個別の調理場で用意した代替食・除去
食を提供。

学校給食センター
0774-82-3617

笠置町 子育て助成制度 子育て支援支援医療制度
次代を担う子供の保健の向上及び福祉の増進を
図るため、医療費の助成をします。

保健福祉課
0743-95-2301

笠置町 教育助成制度 教育助成制度
小学校、中学校の給食費、修学旅行費が無償化
で実施しています。

相楽東部広域連合教育委員会
0774-78-4335

http://www.kyotanabe.jp/kosodate/
http://www.kyoto-be.ne.jp/joyou-be/cms/?page_id=77
http://town.ujitawara.kyoto.jp/dbook/near-brochure/index_h5.html
http://town.ujitawara.kyoto.jp/dbook/near-brochure/index_h5.html
http://town.ujitawara.kyoto.jp/dbook/near-brochure/index_h5.html
http://town.ujitawara.kyoto.jp/dbook/near-brochure/index_h5.html
http://town.ujitawara.kyoto.jp/dbook/near-brochure/index_h5.html
http://town.ujitawara.kyoto.jp/dbook/near-brochure/index_h5.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/kosodate/1394516400507.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/nyuen_nyugaku/1394443594249.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/lifeevent/kosodate/1538720758323.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/kyouikuiinkai/gkcenter/oshirase/1538721020516.html
http://www.town.kasagi.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=47&frmCd=4-8-2-0-0
http://www.union.sourakutoubu.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=750&frmCd=1-1-1-0-0
http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000003823.html


子育て・教育に関する施策

自治体名 カテゴリ 制度・事業名 内容 担当課及び連絡先 関連リンク
令和元年度　

和束町 子育て支援
乳幼児チャイルドシート貸
与事業

子育て支援の一環として、1世帯につき1台、最大
2年間チャイルドシートをお貸しします。

和束町福祉課
0774-78-3006

和束町 子育て支援
すこやかエンジェル祝品支
給事業

和束町の将来を支えていく子どもの出産に対し町
として祝意を表すため、フォトフレームや湯上りタ
オル等を贈呈しています。

和束町福祉課
0774-78-3006

和束町 子育て支援
ベビービデオモニター貸与
事業

子育て支援の一環として、1歳未満の赤ちゃん一
人につき1台、最大1年間ベビービデオモニターを
お貸しします。

和束町福祉課
0774-78-3006

和束町 教育助成制度
学校給食費、修学旅行費
無償化

平成30年4月から小学校、中学校の給食費、修学
旅行費が無償化になります。

相楽東部広域連合教育委員会
0774-78-4335

南山城村 子育て支援
「絵本にふれあえる」０歳児
からのブックスタート

０歳児検診を機会に「絵本」と、赤ちゃんといっしょ
に絵本を開く楽しい体験をプレゼントする活動で
す。

相楽東部広域連合教育委員会南
山城村分室
0743-93-0580

南山城村 子育て支援拠点
乳幼児と保護者が遊べる
「ひよこひろば」

毎週月・水曜日に保健福祉センターで乳幼児と保
護者が遊べる広場を開いています。保健師への
発達相談もでき、気軽に集まれる場所となってい
ます。

南山城村保健福祉課
0743-93-0104

南山城村 子育て助成制度 時間外保育料無償化 保育園の時間外保育が無料です。
南山城村保健福祉課
0743-93-0104

南山城村 子育て助成制度 医療費の助成
内科・小児科・歯科があります。０歳から中学卒業
まで医療費無料。専門医・総合病院は伊賀市や
木津川市を利用します。

南山城村保健福祉課
0743-93-0104

南山城村 教育助成制度
教育助成
学校給食費・修学旅行費
無償化

小中学校の給食費と修学旅行費が無料。
相楽東部広域連合教育委員会
0774-78-4335


