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子ども・子育て会議 

資料 No.8 H26,02,03 

 

 

幼児教育、保育等の取り組み状況について（子育て支援課） 

H26,4,1現在 

 

（１）保育所 

●保育定員の推移 [合併以降] 

年度 定員 増減 内訳 

H19 1,580名 ― 
 

― 

H20 1,700名 120名 州見台さくら保育園（開所） 120名 

H21 1,700名 ― 
 

― 

H22 1,880名 180名 
なごみ保育園（開所） 150名 

州見台さくら保育園（増改築） 30名 

H23 2,030名 150名 
やましろ保育園分園（開所） 30名 

なごみ保育園（増築） 120名 

H24 2,079名 49名 
梅美台保育園分園（開所） 29名 

梅美台保育園（定員増） 20名 

H25 2,076名 △3名 やましろ保育園分園（定員減） △3名 

H26 2,256名 180名 愛光みのり保育園（開所） 180名 

合計 
 

676名 
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●特別保育等の取り組み 

保育園 
障害児 

保育 

延長 

保育 

休日 

保育 

一時 

預かり 

子育て 

支援 

センター 

未入園児 

一時保育 

完全 

給食 

児童 

クラブ 

（併設） 

つどい 

のひろば 

（受託） 

公設 

公営 

木津 ○ ○   ○     

相楽 ○ ○    ○    

清水 ○ ○   
 

    

相楽台 ○ ○        

木津川台 ○ ○        

いづみ ○ ○ 
 

○ ○     

南加茂台 ○ ○    ○    

やましろ ○ ○ 
 

○ ○     

やましろ分園 ○ ○        

公設 

民営 

兜台 ○ ○        

梅美台 ○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ ○２か所 ○ 

梅美台分園 ○ ○ 
 

○   ○   

民設 

民営 

愛光 ○ ○        

州見台さくら ○ ○ 
 

○   ○   

なごみ ○ ○ 
 

○   ○ ○  

愛光みのり ○ ○ 
 

○   ○ ○  
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（２）一時預かり 

区分 定員 保育時間 

公営 
いづみ保育園 概ね 10人／日 月～土 8:30～16:30 

やましろ保育園 概ね 5人／日 月～土 8:30～16:30 

民営 

梅美台保育園 概ね 15人／日 月～土 8:30～16:30（早朝・延長可） 

梅美台保育園分園 概ね 5人／日 月～土 8:30～16:30 

州見台さくら保育園 概ね 12人／日 月～金 9:00～17:00 

なごみ保育園 概ね 10人／日 月～土 8:30～16:30 

愛光みのり保育園 概ね 10人／日 月～土 8:30～16:30 

 

 

（３）子育て支援センター 

 子育て中の親子の交流の場として、また育児不安などの相談・指導や育児情報を提供する場 

施 設 開設日数 

公設 

木津子育て支援センター 木津保育園内 

月～金 加茂子育て支援センター いづみ保育園内 

山城子育て支援センター やましろ保育園内 

民営 木津東部子育て支援センター 梅美台保育園内 月～土 

 

 

（４）児童館 

区分 事業 利用者(H24年度) 

木津児童館 自由来館、児童交流事業、学習会 7,437人 

小谷児童館 自由来館、文化・スポーツ交流事業、児童交流事業、休日事業 7,521人 
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（５）つどいのひろば 

 子育て中の親子が気軽に集い、遊びに来て、親子で自由に過ごし、情報交換や子育て相談等をおこなう場 

区分 ところ 開設日 利用者(H24年度) 

わくわくひろば 平和堂アル・プラザ木津店 月・水・金 ・土 7,496人 

かるがもひろば ガーデンモール木津川 月・水・金 ・土 9,282人 

 

 

（６）病後児保育 

病気やケガの回復期の児童を一時的に預かる事業 

病後児保育室「元気に♡なぁ～れ」の概要 

委託先 京都山城総合医療センター 

開 設 日 月～金 （休業日 土・日・祝日・12月 29 日～翌年 1月 3日） 

開設時間 午前８時１５分～午後５時４５分  

定  員 １日４人程度 

 

 

（７）児童遊園 

区分 設置数 面積 

木津地区 ７か所 2,111㎡ 

加茂地区 ４か所 2,552㎡ 

山城地区 １０か所 4,546㎡ 

合計 ２１か所 9,209㎡ 
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（８）放課後児童クラブ 

●公営児童クラブ 

No. クラブ ところ 定員 

1 木津児童クラブ 木津小学校西側 
100名 

2 第 2木津児童クラブ 木津小学校内 

3 相楽児童クラブ 
相楽小学校内 90名 

4 第 2相楽児童クラブ 

5 高の原児童クラブ 高の原小学校内 90名 

6 木津川台児童クラブ 
木津川台小学校内 100名 

7 第 2木津川台児童クラブ 

8 相楽台児童クラブ 
相楽台小学校内 80名 

9 第 2相楽台児童クラブ 

10 梅美台児童クラブ 
梅美台小学校内 100名 

11 第 2梅美台児童クラブ 

12 州見台児童クラブ 
州見台小学校内 100名 

13 第 2州見台 

14 加茂児童クラブ 加茂小学校内 70名 

15 南加茂台児童クラブ 南加茂台小学校内 70名 

16 恭仁児童クラブ 恭仁小学校内 35名 

17 上狛児童クラブ 上狛小学校南側 70名 

18 棚倉児童クラブ 
棚倉小学校東側 70名 

19 第 2棚倉児童クラブ 

合計  975名 
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●民営児童クラブ 

No. クラブ ところ 定員 

1 かるがもクラブ 梅美台保育園内 15名 

2 なごみクラブ なごみ保育園内 40名 

3 こむぎクラブ 愛光みのり保育園内 36名 

4 第 2かるがもクラブ 梅美台保育園内 36名 

合計  127名 

 

 

（９）子育て短期支援事業 

事業 対象 内容 

短期入所生活援助事業 

（ショートステイ） 
小学校修了前の児童 

保護者が、疾病、疲労等で、一時的に養育が困難となった 

場合の児童の養育・保護 

夜間養護等事業 

（トワイライトステイ） 
小学校修了前の児童 

保護者が、仕事等の理由で、夜間、休日に不在となる場合 

の生活指導、食事の提供 

 

 

（10）手当 

手当 内容 

児童手当・子ども手当 生活の安定と児童の健やかな成長に資するため支給する手当 

児童扶養手当 ひとり親家庭に対して、生活の安定と自立を促進するための手当 

遺児福祉手当 父母と死別した義務教育中の児童を養育している方に支給する手当 

特別児童扶養手当（府の窓口） 中程度以上の障害のある 20歳未満の児童を監護する方に支給する手当 
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（11）母子家庭支援 

●母子自立支援員の配置（子育て支援課） 

●母子会への事業補助 

●母子家庭人間ドック 

●ＪＲ通勤定期乗車券の割引（ＪＲ西日本の窓口） 

●母子家庭奨学金（府の窓口） 

●母子福祉推進員による支援（府の制度） 

●高等学校奨学金（府の窓口） 

●技能修得資金（府の窓口） 

 

 

（12）施設入所費用助成 

助成 内容 

母子生活支援施設入所費用 配偶者のない女子及びその児童を入所させての保護と生活支援 

助産施設入所費用 経済的理由で入院助産を受けることが出来ない妊婦の出産に係る費用支給 

 

（13）職業技能訓練給付 

給付 対象 内容 

自立支援教育訓練給付金 
ひとり 

親家庭 

母子家庭の母親が、就職に必要な資格や技能を身に付けるために 

講座を受講・修了した場合、その費用の一部を支給 

対象講座 教育訓練、ホームヘルパー、パソコン、医療事務等 

高等技能訓練促進費等給付金 
ひとり 

親家庭 

母子家庭の母親が経済的自立に効果が高い資格取得のため、養成機

関で修業する場合、生活の負担の軽減を図るため給付金を支給 

対象資格 看護師、保育士、理容師、調理師、歯科技師等 
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（14）ファミリー・サポートセンター事業 ※H26年度中に実施予定 

委託先 社会福祉協議会 

活動の内容 保育開始時間までや終了後の子どもの預かり・送迎、通院、冠婚葬祭等外出時の預かり 

 

 

（15）養育支援事業 

中核機関 子育て支援課 

事業の内容 育児ストレス等、子育てに対する不安や孤立感を抱える家庭に対する保健師による指導 

 

 

（16）児童虐待対策 

●家庭児童相談室の設置（子育て支援課） 

●木津川市要保護児童対策地域協議会 

児童虐待等に対する市の体制強化を固めるため、関係機関が連携を図り対応を行う。 

宇治児童相談所 

社会福祉協議会 

民生児童委員協議会 

市保健福祉部 

保育所 

山城南保健所 

相楽医師会 

京都山城総合医療センター 

市教育部 

小中学校校長会 

幼稚園 

相楽中部消防組合 

木津警察署 

人権擁護委員 

 

 

 

（17）大学・研究所との連携 

エコチル調査の協力に関する協定締結 

連携先 

・京都大学大学院 医学研究科 婦人科学産科学 

・同志社大学大学院 心理学研究科 赤ちゃん学研究センター 


