
●親子で気軽に安心して利用できる遊び場
●なかよしこども園内「わたぼうし」
●古江保育所内「ホップくん」
●ザ・ライオンズ池田内「もりもりKIDS」
●保健福祉総合センター内「くるぽん」
●五月山児童文化センター
●水月児童文化センター
●子育て一時預かり利用券（ふくまる子ども券）
　保育所などに通っていない満1歳から満3歳の年度末
までの子どもがいる家庭に、公立・民間保育所などの一
時預かりで利用できるクーポン券（500円20枚綴り）を
給付します。
●親子ふれあいDAY
　毎週土曜日、市内のお風呂屋さん（4カ所）に大人一人
子ども一人の二人で行くと400円で利用できます。
●子育て支援パンフレット
　子育てに関する情報・問い合わせが一目で分かる「い
ちご応援団」や小学校区別での子育て支援の場がわか
る「す・Kidsいけだ」など子育てに関する情報冊子を配
布しています。
●妊娠・出産・子育て応援補助金
　妊娠、出産から子育て期の家庭の経済的な負担軽減
を図るため、池田泉州銀行の「<池田泉州>妊活・育活応
援ローン」の借入者に対し、利子の一部を補助します。
※ 融資契約完了日から1カ月以内に申請手続きが必要です。
●赤ちゃんステーション
　公共施設等で授乳・オムツ替えができます。

　児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給
となりますが、申請日が翌月になっても、出生日や異動
日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給しま
す。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けら
れなくなります。
●支給対象児童
　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日
まで）の児童
※公務員の方は勤務先から支給されます。
●支給額

児童手当

児童の年齢 児童手当の額（1人あたり月額）
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校
修了前

10,000円
（第3子以降は15,000円）

中学生 10,000円
※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合
は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※ 第3子以降とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の3
月31日まで）の養育している児童を数えます。

●現況届
　児童手当等を受けている全ての方は、原則毎年6月中
に現況届を提出してください。

子育て・教育・学校
子育て支援

問 児童家庭相談員　☎754-6401

●児童家庭相談事業
　18歳未満の子どもに関わる相談の窓口です。

※ 本文中の「小・中学校」には、
義務教育学校前期および後
期課程を含みます。

問 子育て支援課　☎754-6252
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● 保育所・小規模保育事業所、認定こども園 
（保育部分）の利用の流れ
【1】 池田市に「保育の必要性」の認定の申請と保育所等

の利用申込みをする。
【2】 申請者の希望、保育所等の状況等に基づき、池田市

が利用調整を行う。
【3】保育所等へ入所。
● 幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）の利用の流れ
【1】幼稚園等に直接利用を申し込む。
【2】幼稚園等から入園の内定を受ける。
【3】幼稚園等を通じて、利用のための認定を申請する。
【4】幼稚園等を通じて、支給認定証を交付する。
【5】幼稚園等へ入園する。
●教育・保育給付支給認定証
　保育所・小規模保育事業所・認定こども園の利用を希
望される方は、保育の必要性に係る認定を受けること
が必要です。
　詳しくは担当課までお問合せください。
●入所申し込みの時期
　入所の時期について詳しくは担当課にお問い合わせ
ください。
◎4月入所申込について
　年度により日程が変わることがありますが、申込期
間は基本的に12月のみとしています。（令和元年度実績
　12月2日～12月13日）
◎5月から3月までの間の入所申込について
　入所希望月の2カ月前から前月の10日（10日が土・日
祝日の場合は直前の平日）まで受付を行います。
●市立保育所・こども園
保育所（園）名 所在地 電話番号

古江保育所 古江町4 753-9100
なかよしこども園 石橋4-6-1 761-6751
ひかりこども園 神田2-4-1 752-0414

●届出が必要なとき
・出生など養育する児童の数が変わったとき
・離婚など児童を養育する人が変わったとき
・受給者や児童が転入するとき、転出するとき
・ 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
　その他、受給者や児童の住所・氏名・個人番号等が変
わったときや、手当の振込先を変更したいときも手続
きが必要です。
※持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

問 子育て支援課　☎754-6252

保育所等の入所手続き

　保護者のいずれもが働いていたり、病気などの理由
で保育できない家庭の生後57日目以上（こうせい保育
園、きらきら保育園は3カ月以上、緑丘保育園、わくわく
保育園、さつきこども園、石橋文化保育園は6カ月以上、
石橋文化幼稚園は3歳児以上から）の就学前までの乳幼
児を保育します。募集は広報誌などでお知らせします。
◎開所時間　 午前7時～午後7時（荘園保育所は午後8

時まで、亀之森幼稚園・かめのもり乳児
園、池田旭丘幼稚園・いけだあさひがおか
乳児園は午前7時30分～午後6時30分、
石橋文化幼稚園、石橋文化保育園は午前7
時30分～午後7時）

◎費用　 保育料は乳幼児の年齢や保護者の市民税の所
得割額に応じて決定（0～2歳児のみ、3～5歳
児は無償）。給食費（3～5歳児）など。

保育所等

　入所手続きは施設により大きく下記の2つに分かれ
ます。
① 保育所・小規模保育事業所・認定こども園（保育部分）
を利用する
②幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）を利用する
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保育所（園）名 所在地 電話番号
子どものお家　
ぞうさん保育園 緑丘2-6-20 747-4697

石橋文化保育園 石橋2-12-20-A 760-3100

園名 所在地 電話番号
宣真認定こども園 天神1-1-41 762-4500
ひめむろこども園 姫室町10-1 754-0084
亀之森幼稚園・
かめのもり乳児園 住吉2-3-1 762-1813

さつきこども園 城南2-4-20 751-6830
池田旭丘幼稚園・
いけだあさひがおか
乳児園

旭丘1-9-21 751-8152

石橋文化幼稚園 石橋2-12-12 762-0020
五月丘こども園 五月丘3-4-12 753-6000

保育所（園）名 所在地 電話番号
細河保育園 東山町312 753-3380
ふしお台保育所 伏尾台1-37 751-1797
中央保育園 上池田2-2-34 751-8160
天神保育園 天神1-1-13 761-3887
はたの保育園 畑1-22-1 753-3314
住吉保育園 住吉1-5-8 761-1264
緑丘保育園 緑丘2-5-15 751-3319
こうせい保育園 宇保町9-7 753-6300
きらきら保育園 室町7-7 754-1820
わくわく保育園 石橋2-12-11 760-5075
荘園保育所 荘園1-12-6 761-5353

●私立保育所（園）

●小規模保育事業所

●私立認定こども園

●通所施設
●児童発達支援センター池田市立やまばと学園
　（旭丘1-1-10　☎762-3218）
　子どもの発達にあわせて、いろいろな職種が連携し
あい、それぞれの専門分野の立場から療育援助を行い
ます。
◎対象
　育ちに心配のある就学前の子ども

●病児・病後児保育室
　病気や怪我で集団生活できない児童を一時的にお預
かりします。病気の急変の可能性が高い場合などお預
かりできない場合があります。利用するには（1）保育所
等や幼児保育課などで登録を済ませ（2）病院での診療
情報提供書の提出が必要です。病児・病後児保育所に空
き状況を確認し当日の午前10時までに予約してくださ
い。

問  病児・病後児保育室　☎754-6626 
幼児保育課　　　 　☎754-6208

問  やまばと学園　☎762-3218 
発達支援課　　☎754-6102

問 子育て支援課　☎754-6401

●子育て短期支援事業
　子どもの養育が保護者の病気や仕事・育児疲れで一
時的に困難になった場合、市から委託を受けた児童養
護施設（所在地は池田市外）で宿泊保育（ショートステ
イ）をすることができます。施設への送迎はご自身でお
願いします。
●対象年齢　18歳未満
●利用期間　原則として7日間以内
●利用料金　 利用者の課税状況により負担金が必要と

なります
※ 利用希望の方は子育て支援課までお問い合わせくだ
さい。

問 幼児保育課　☎754-6208
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園名 所在地 電話番号
さくら幼稚園 大和町1-4 751-3513
あおぞら幼稚園 畑1-1-1 751-9554
なかよしこども園 石橋4-6-1 761-6751
ひかりこども園 神田2-4-1 752-0414

　3歳以上の未就学児童の保育料が無償化（月額
25,700円上限）になります。手続きは、原則入園する園
を経由して行っていただきます。また、保育の必要性に
係る認定を受けた場合は、預かり保育の利用料が月額
11,300円を上限に無償化されます。
　詳しくは担当課までお問い合わせください。
●市立幼稚園・こども園

幼児教育・保育の無償化

問 幼児保育課　☎754-6208

園名 所在地 電話番号
池田旭丘幼稚園・
いけだあさひがおか
乳児園
（認定こども園）

旭丘1-9-21 751-8152

池田五月山教会
幼稚園 五月丘2-7-19 751-5130

石橋文化幼稚園
（認定こども園） 石橋2-12-12 762-0020

カトリック聖
マリア幼稚園 満寿美町9-26 751-4428

亀之森幼稚園・
かめのもり乳児園 住吉2-3-1 762-1813

宣真認定こども園 天神1-1-41 762-4500
室町幼稚園 室町7-4 751-4029
友星幼稚園 伏尾台2-11 751-1828

●私立幼稚園・認定こども園

●小・中学校の新入学
　新入学児童のいる家庭には、1月に入学日と学校を指
定した就学通知書を送付します。中学校の新入学生徒
も同じです。

問 学務課　☎754-6291

●小・中学校の転入学
　総合窓口課で転入手続きをすると同時に、転入学手
続きを行います。
　「転入学通知書」をお渡ししますので、前の学校から
交付された「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」と
一緒に、転入学する学校へ持参してください。
　なお、池田市立小・中学校以外の学校へ在学する（し
ている）場合や、海外からの転入（編入）の場合は、総合
窓口課で転入手続きを済ませた後、必ず学務課へお越
しください。

問 学務課　☎754-6291

●小・中学校の転退学
　総合窓口課で転出手続きをすると同時に、転退学手
続きを行います。
　「転退学通知書」をお渡ししますので、現在通学して
いる学校へ持参し、「在学証明書」、「教科用図書給与証
明書」を交付してもらってください。

問 学務課　☎754-6291

●池田市内での転校
　総合窓口課で転居手続きを済ませた後、速やかに学
務課へお越しいただき、転退学、転入学手続きをしてく
ださい。
　前の学校の「転退学通知書」、次の学校の「転入学通知
書」をお渡ししますので、それぞれの学校へ持参してく
ださい。

問 学務課　☎754-6291

●小・中学生の諸費用を援助
　経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者
に対し、学用品や給食、修学旅行などにかかる諸経費を
援助します。通学している学校にお問い合わせくださ
い。

問 学務課　☎754-6291

●高校生・大学生への奨学金
　市内に住み、高校・大学などへ進学される方で経済的
理由で学資の支払いが困難な方に対し、審査の上、奨学
金を支給します。

問 学務課　☎754-6291

●小学校の新入学児童の健康診断
　新入学児童のいる家庭には事前に就学時健康診断通
知書を送付し、11月に健康診断を行います。

問 学務課　☎754-6902

●小・中学生の医療費（援助対象の疾病のみ）を援助
　就学援助を受けている方の子ども（小・中学生）が次
の疾病を治療するとき（①トラコーマ及び結膜炎　②
白癬、疥癬及び膿痂疹　③中耳炎　④慢性副鼻腔炎及
びアデノイド　⑤う歯　⑥寄生虫病）に利用できます。
通学している学校にお問い合わせください。

問 学務課　☎754-6902

　10月の初旬に、次年度入園希望者の応募を受け付け
ています。転入者は定員に余裕があれば、年度途中の入
園も随時受け付けています。詳しくは各園へお問い合
わせください。

幼稚園児募集
教育と学校
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●アレルギー対応給食
　本市では子どもたちのアレルギーに対応できるよう
な給食を可能な範囲で作っています。内容は各学校ま
たは学校給食センターにお問い合わせください。

問 学校給食センター　☎751-8311

問  院内学級　　　☎754-6829
教育センター　☎751-4971

●院内学級
　院内学級は病気やけがで入院する子どもの教育を保
障するクラスで市立池田病院内にあります。医師の許
可があれば授業を受けることができ、転校手続きによ
り指導期間を出席とすることができます。

問 NPO法人トイボックス　☎751-1145

●NPO法人との連携
　本市はNPO法人トイボックスと連携し、不登校やひ
きこもりなど児童・生徒を取り巻くあらゆる問題に関
する相談活動やスクーリングを行っています。市民は
無料です。

問 子育て支援課　☎754-6252

●留守家庭児童会「なかよし会」（放課後児童クラブ）
　放課後や学校の長期休業期間中、保護者が就労等で
育成することが困難な留守家庭の児童を対象に、安心
して生活できる場所を提供し、心身の健全な育成を図
ります。
　申込締切や入会要件など、詳細については子育て支
援課までお問い合わせください。
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