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保育所（保健師、発達相談員）・幼稚園（保健師）：巡回相談
学校教育課（臨床心理士）：巡回相談
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（南山城支援学校・八幡支援学校等）
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（南山城支援学校・八幡支援学校
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児童発達支援・放課後等デイサービス　あん　
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保育所等訪問支援　

就学相談　

児童発達支援・放課後等デイサービス　くれよん三山木・くれよん新田辺・ぱすてる　

訪問支援事業（子育てひろば・支援センター）
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京田辺市　地域小学校
（通常学級・特別支援学級）

特別支援学校　中学部
（南山城支援学校・八幡支援学校等）

通常級で頑張れているが、個別指導の時間も必要性を感じる

児童発達支援・放課後等デイサービス　ちいろば　　

児童発達支援・放課後等デイサービス　たんぽぽ　

障害児相談支援（ふらっと、りあん、はあとらっぷ、あんふぁん、京鈴、緑の風、うぃる）　　 障害者相談支援

放課後等デイサービス　ポコアポコ　

すくすく相談

１歳半～２歳　ぴよぴよ
母子参加
親子教室

放課後等デイサービス　きっず　きょうすず



京田辺市版　支援機関　詳細情報

京田辺市から通学可能な特別支援学校
●南山城支援学校　知的障がい、肢体不自由
☎０７７４－７２－７２５５　最寄の駅：近鉄木津川台
＊小学生から高校生まで在籍
★平成31年度より高等部に「生活・就労コース」「就労コース」
を設立　※入学選考有り
・「生活・就労コース」･･･就労や身辺自立など、社会参加を目指
す生徒
・「就労コース」･･･卒業後に企業就労、または将来的に企業終

了を目指す生徒

●八幡支援学校　知的障がい、肢体不自由
☎０７５－９８２－７３２１
★募集対象
〈小学部・中学部・高等部普通科〉
・以下の地域に居住する幼児・児童・生徒を対象とします。
①八幡市、久御山町、桃山学園
②弾力的運用における通学区域（京田辺市立大住小学校、松
井ヶ丘小学校、桃園小学校、薪小学校）
③大淀中学校区の淀際目町
④淀生津町と久御山中学校区の向島下五反田
〈高等部福祉総合科〉
・以下の条件を満たす生徒を対象とします。
①山城教育局管内に居住
②公共交通機関を利用して、自力通学可能な生徒

●京都教育大附属特別支援学校　知的障がい
☎０７５－６４１－３５３１　　最寄の駅：京阪墨染、JR藤森
＊小学生から高校生まで在籍
＜出願資格＞
①主たる障がいが知的障がいで、本校の教育を受けることが
望ましいと考えられる幼児・児童・生徒であること。
②京都市・京都府に保護者と共に居住していること。
③通学所要時間が、公共交通機関を利用して片道１時間30分
程度までの者。保護者による通学指導、または、自力での通学
が可能であること。

●京都府立聾学校　聴覚障がい
＊幼稚部～高等部まで有り　＊寄宿舎設置（要相談）
※乳幼児教室（さくらんぼ教室）
 ０歳からの聞こえの教育相談を行っています。
専用メールアドレス　mimisien@kyoto-be.ne.jp
☎０７５－４６１－８１２１　　住所：京都市右京区御室大内４

●京都府立盲学校　視覚障がい
＊幼稚部～高等部まで有り　＊寄宿舎有り
幼小中学部・寄宿舎　住所：京都市北区紫野大徳寺町27
☎０７５－４９２－６７３３
高等部　住所：京都市北区紫野花ノ坊町１番地
☎075-462-5083

通級指導教室（ことばの教室）
対象：一部の障がいに対する自立支援が必要な児童
　　　（小学校１年生～中学校３年生）
大住小学校：２教室　田辺小学校：３教室　桃園小学校：１教室
田辺東小学校：１教室（原則中学校区の教室へ通級）
田辺中学校：２教室（大住中学校、培良中学校は曜日を分けて）

●城陽支援学校
☎０７７４－５３－７１００　最寄の駅：ＪＲ山城青谷
【病弱教育部】　病弱　小・中学部
 独立行政法人国立病院機構南京都病院入院児童生徒
【重心教育部】　肢体不自由　小・中・高等部
 独立行政法人国立病院機構南京都病院重症心身障害施設入
所児童生徒
【職業学科ビジネス総合科】　知的障がい　高等部
 山城教育局管内在住（公共交通機関で通学、入学選考あり）

児童発達支援
　心身の成長や発達に心配のある子どもが日常生活
や社会生活をスムーズに送るための支援活動のこと
です。
対象年齢：～6歳（就学前）

～京田辺市にある施設～
●こども発達支援センター（愛称：すてっぷセンター）
☎０７７４－６４－６１４１

●児童デイサービスくれよん三山木
☎０７７４－２６－６８３５

●児童デイサービス・ちいろば
☎０７７４－３９－５０７２

●児童デイサービス　たんぽぽ
☎０７７４－６８－１２７０

●京田辺市児童デイサービス事業所　ふれあい教室
（京田辺市営：田辺児童館）
☎０７７４－６３－１０８１

～井手町にある施設～
●児童デイサービス　あん
☎０７７４－９９－４１７８

京田辺市障がい児・者相談支援事業所
　障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じると
ともに、関係機関との連携の下、障がいのある方の身近な地域におい
て、安心して生活できる地域の支援体制をつくることを目的とします。

＊放課後等デイサービスなどの福祉サービス利用にあたっては、まず
下記の事業所にお問い合わせください。
●京田辺市障害者生活支援センターふらっと（市委託）
☎０７７４－６８－１０７０
●京田辺市障がい児生活支援センターりあん（市委託）
☎０７７４-２６－６８３５
●相談支援事業所はあとらっぷ　☎０７７４－６４－６１４１
●相談支援事業所りあん　☎０７７４－２６－６８３５
●障がい者生活支援センター あんふぁん　☎０７７４－６２－６５１０
●京鈴相談支援事業所　☎０７７４－６４－８７０５
●障がい者生活支援センター　緑の風　☎０７７４－６３－５８２１
●障がい児（者）地域療育等支援センターうぃる　☎０７７４－５４－３１０９

京田辺市役所こども・学校サポート室
（市役所３階⑭窓口）
☎０７７４－６４－１３２５
☎０７７４－６３－４４８８（相談専用）

♪手当の一例♪
　以下に記しているのは障がいのあるお子さんや保護者の為の支援制度の一例です。制度の詳細について
は、担当課までお問い合わせください。

●特別児童扶養手当（所得制限あり）　 子育て支援課（市役所2階⑥窓口）
☎０７７４－６４－１３７６、１３７７
　身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭において監護している父又は母等に支給
される手当です。
支給額：（令和２年４月１日現在） 対象児童1人につき1級月額52,500円、2級月額34,970円
●京田辺市心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当　　子育て支援課（市役所2階⑥窓口）
☎０７７４－６４－１３７６、１３７７
　18歳未満の障がいのある児童を養育され、その児童とともに京田辺市の住民基本台帳に引き続き1年以上
登録されている場合に、その保護者に支給する手当です。
◇対象者：【心身障害児童特別手当】身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
18歳未満の児童を養育している方
【特定心身障害等児童特別手当】上記手当に該当しない（手帳の交付を受けていない）が、特別児童扶養手当
の認定を受けている18歳未満の児童を養育している方
◇手当額：対象児童1人につき月額2,400円

＊＊子どもの発達の相談＊＊
●個別発達相談【予約制】
子育て支援課2階⑥窓口
☎０７７４－６４－１３７７
　発達相談員が個別に相談に応じます。発達に
不安のある子どもの様子に合わせて、日頃の育
児のやりにくさなどアドバイスをします。予約が
必要です。地域には担当の保健師がおりますの
で、気軽にご相談ください。

就労支援サービス
就労移行支援・就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型
　障がいのある方の就労を支援するサービスです。目
的や対象、雇用契約、工賃(賃金)の有無などがそれぞ
れに違いがあります。

生活介護
　自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目
的として通所により様々なサービスを提供し、障害のあ
る方の社会参加と福祉の増進を支援するサービスで
す。

放課後等デイサービス
　支援を必要とする障がいのある子どもが、発達支援や居場所づくり
を目的として放課後や休日、夏休みなどに通える施設。
対象年齢：小学１年生～高校３年生

～京田辺市にある施設～
●こども発達支援センター（愛称：すてっぷセンター）
☎０７７４－６４－６０１５
＊小学生から高校生まで、ＳＳＴなどを用いた集団活動を行います。当セ
ンター診療所に受診されている方で担当医師と相談していただき、当事
業所の取り組みがお子さんに効果的と判断された方が対象となります。

●児童デイサービスくれよん新田辺
☎０７７４－２９－５７０７
＊小学生から高校生までを対象に集団療育を基本としつつ、個々に合
わせた活動内容・支援目標を設定し、将来の自立に向けて支援・援助を
行っています。

●児童デイサービスくれよん三山木
☎０７７４－２６－６８３５

短期入所
　短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサー
ビスです。

＊＊子育ての相談＊＊
●子育て世代包括支援センター『はぐはぐ』
子育て支援課2階⑥窓口
☎０７７４－６４－１３７６、１３７７
  妊娠・出産・子育てに関するワンストップ窓口です。産前・産
後のからだやこころのこと、育児のこと、何でも気軽にご相
談ください。
 保育施設や地域の子育て支援事業など、市内の子育てに
関する情報提供もしています。

●すくすく子育て相談
　日頃の子育ての中での心配や疑問・悩みなど気軽にご相
談ください。来所相談の場合は、電話でご予約ください。

地域子育て支援センター河原保育所　９：００～１６：００
☎０７７４－６２－３５１１ （電話相談のみ）
地域子育て支援センター三山木保育所　９：００～１６：００
☎０７７４－６８－５５７０
地域子育て支援センター松井山手　９：３０～１６：３０
☎０７７４－６４－０１６６
子育て広場てふてふ　１０：００～１５：００（水曜日除く）
☎０７７４－６２－３7３１

●発達相談
田辺児童館　月～金曜日　１３：３０～１５：３０
☎０７７４－６３－１０８１
　発達や育児全般について、お気軽にご相談ください。

●すくすく相談【予約制】
子育て支援課2階⑥窓口
☎０７７４－６４－１３７７
　月1回10ヶ月児発達相談実施日に理学療法士がお子さん
の身体面の発達の悩みの相談に応じます。予約制になります
ので、地区担当保健師までご相談ください。

＊＊赤ちゃんから思春期まで色々な悩みを相談したい＊
●家庭児童相談室（子育て支援課内）
☎０７７４－６４－１３０９※相談専用
　学校生活、家庭環境、生活習慣等、１８歳未満の子どもに関する相談に家庭相談員が応じます。
相談専用メールアドレス：ｏｙａｋｏsos@city.kyotanabe.lg.jp
※相談内容は秘密を厳守します。
月～金曜日８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５（祝日除く）

●宇治児童相談所京田辺支所
京田辺市興戸小モ詰１８－１
☎０７７４－６８－５５２０
児童福祉司、心理判定員が相談に応じます。
月～金曜日８：３０～１７：１５（祝日除く）

京田辺市役所障がい福祉課（市役所２階⑧窓口）
☎０７７４－６４－１３７２
＊身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
申請・交付窓口
＊各種障がい児・者の福祉サービスの相談・申請窓口
＊補装具、日常生活用具の申請窓口
＊自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）の申請窓口
＊軽中度難聴児補聴器購入等助成の申請窓口
＊地域自立支援協議会の事務局

保育所等訪問支援
　保護者からの要望を受け、お子さんが通われている
保育所・幼稚園（こども園）・小学校などの集団生活の
中でより快適に過ごせるように、訪問先の様子を観察
し、訪問先施設のスタッフと一緒になって訪問先施設で
できる支援を検討していくサービスです。

日中一時支援
 障がいのある方等の家族の就労支援及び障がいの
ある方等を日常的に介護している家族の一時的な休
息のために、障がいのある人等の日中における活動の
場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な
訓練等の支援を行うサービスです。

移動支援
 単独では外出が困難な障がいのある方（児童）が、社
会生活上必要不可欠な外出および余暇活動など社会
参加のための外出介助および外出に伴って必要とな
る身の回りの介護を行うサービスです。

京都府発達障害者支援センター
こども相談室（愛称：ぐーちょきぱー）
　発達障害（疑い含む）、高次脳機能障害に特化
した相談室です。
　小学１年生から高校３年生までの児童生徒、及
びそのご家族、教育、医療、福祉など関係機関
が相談対象です。
　児童生徒の困りごとに寄り添い、保護者、関係
機関とともに支援を考えていくセンターです。
☎０７７４－６４－６０００
住所：京田辺市田辺茂ヶ谷１８６－１
　　（こども発達支援センター内）

京田辺市役所子育て支援課
（市役所２階⑥窓口）
☎０７７４－６４－１３７６、１３７７

京田辺市役所輝くこども未来室
（市役所３階⑪窓口）
☎０７７４－６４－１３５０、６３－１３１０
　認可保育施設、市立幼稚園、幼児教育・保育の無償化

に関する各種お問い合わせをお受けしています。

●放課後等デイサービス　きっず　きょうすず
☎０７７４－６４－８７０５
＊個々の特性を活かしながら、集団活動や社会性を身につけられるよう
に支援しています。
　現在の活動：広い庭を活かした、そとでのスポーツや遊び、畑作り

～井手町にある施設～
●児童デイサービス　あん
＊小学生から高校生までを対象に就労を見据えて、個別課題や小集団
活動を行っています。個々にあった支援計画を立てて、保護者・関係機関
との連携を大切にしながら支援を進めています。

●児童デイサービスぱすてる
☎０７７４－２６－６８３５
＊小学生から高校生までを対象にスポーツや美術、音楽を題材にした集
団療育を実施しています。

●児童デイサービス・ちいろば
☎０７７４－３９－５０７２
＊通常学級、支援学級のお子さんには、「ちいろばスタディ」として、学習
支援も行っています。

●放課後等デイサービス　たんぽぽ
☎０７７４－６８－１２７０
＊集団と個別の関わりの中で身体的・創作的活動を通し、人との関りや
集団参加の基礎等を身につけるためのサポートを行います。

●放課後等デイサービス　ポコアポコ
☎０７７４－８４－６３３４
＊運動、音楽、工作、英語遊びや四季を感じられる活動などの集団活動
を通して社会性、協調性、豊かな感受性を育みます。
　様々な体験を通し、子ども達の可能性を広げるお手伝いをします。

問い合わせ先／京田辺市障がい福祉課

☎０７７４－６４－１３７２
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