
近年、学童保育の待機児童数増加も社会的な課題となっていま
す。市内192カ所で行っている市立の学童保育では、申し込みの
あった全ての小学生児童を受け入れています。親が仕事で昼間
家庭にいない小学生が、放課後に遊んだり、宿題をしたり、おや
つを食べたりして過ごします。通常の利用時間は17：00までです
が、全ての市立の学童保育で19：00まで延長利用が可能です。
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公園などの市有地も活用して保育施設の
増設に取り組んでいます。昨年度は34施
設を開設、今年度は新たに22の保育施設
を開設します。

※利用する施設により「来退所管理システム料」がかかります

次女も長女と同じ保育園に入園でき、4月から通い始めま
した。朝は2人を自転車に乗せて保育園まで送り、最寄り駅
に自転車を置いてそのまま出勤しています。駐輪場の料金
半額や幅の広い駐輪スペースは助かります。そして何より
も、最近、保育料が安くなってとてもうれしいです。

市では「輝く子どもたちの未来を創る」ため、若い世代の皆さんが
安心して結婚・出産・子育てできる街を目指してさまざまな取り組み
を行っています。今回は、子育て中の人にも、これからの人にもぜ
ひ知ってほしい、子育てがしやすくなる情報をお届けします。

昨年度は1,400人、さらに今年度は1,000人の定員増

4月に向けてたくさんの保育施設を開設

保育施設がますます充実。
「待機児童ゼロ」へ！

子どもを駅近くの保育園へマイカーで送っ
て、保育園に駐車したまま会社へ。昨年4月
に「パーク&ライド型保育所（兵庫区）」が
できました。

送迎の便利な保育園ができています

4月から「保育送迎ステーション」が市内3
エリア（御影1カ所、三宮2カ所、元町1カ
所）にオープン。パパ・ママの送り迎えは、駅近くの「保育送迎ステーショ
ン」へ。子どもたちを園バスでステーションから保育施設へ送迎します。

０～２歳児の保育料は第2子半額、第3子以降無償に。

保育料などが安くなりました！

保育料・副食費・一時保育利用料の助成

３～５歳児の副食費も第３子以降無償に。
一時保育では、満１～２歳児の利用料を第２子半額、第３子以降無償に。

通勤・買い物・保育園の送り迎えなど、自転車を利用するパパ・ママ
をサポート。未就学児の保護者などと小学生以下の子どもを対象
に、市営駐輪場と一部の民間駐輪場が半額で利用できます。

一昨年10月から３～５歳児の保育料無償化に加えて、
さらに昨年9月から多子世帯の保育料などが安くなりました。

保育園への送り迎えにうれしい！ 駐輪場の充実

※自転車の1カ月・3カ月定期券、回数券、一時使用が対象です

子育て世帯に必須のチャイルドシート付
き自転車。そんな自転車も止めやすい
「幅広駐輪エリア」の設置を進めており、
37カ所の市営駐輪場に整備しています。

駐輪場に幅広駐輪エリアを設置

保育園に通う子どもがいるパパ・ママへ、さらにこんな支援も

学童保育も「待機児童ゼロ」

• 基本利用料  月額4,500円　• おやつ代  月額1,500円
• 延長利用料  月額1,500円(1時間ごと)

パパ

神戸ひらこ

今月は、仕事と両立しな
がら、3人の子どもを育
てる私のお姉ちゃん家
族に密着取材しました！

新人編集者
かんべ

パパ、ママ、長男（1子目・8歳）
長女（2子目・6歳）、次女（3子目・２歳）

5人家族のご一家

パーク&ライド型保育所

働くパパ・ママも子育てしやすいまち

子育てひらこう の世界

神戸市 学童保育   検索詳細は

332名

217名

52名

0名
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※施策などをわかりやすくお伝えするための架空の設定です

めざします！

今回取材した家族
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駐輪場の料金が半額に
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 ［問］市保育士・保育所支援センター（☎0120-667-870）

 ［問］市事業・イベント案内センター
　  （☎333-3372   F  333-3314）

神戸市 保育士 支援   検索詳細は下記[問]または

神戸市 ママフレ   検索子育てに関する情報は

「来週は仕事が忙しくて保育園のお迎えに間に合いそうにない。」そんな時に、地域
の人が園へお迎え、一時的に自宅で預かってくれるなど、子育て中の人を地域でサ
ポートする会員同士の助け合い活動を行っています。センター事務局が、登録した
子育ての応援をしてほしい人に、子育ての応援をしたい人を紹介します。

地域であなたの子育てをお手伝いします

ファミリー・サポート・センター

潜在保育士の再就職の支援などを行っている「市保育士・保育所支援センター」
では、1月から保育士資格がない人の就職サポートも始めました。登録から採用
まで、さまざまなサポートがすべて無料で利用できます。

保育士資格がない人も保育園で働きませんか
～1月から就職サポート開始しました

・ 保育補助　　　・ 園内の清掃や遊具の消毒
・ 給食時の介助　・ 園外活動や行事の準備・見守り　など

利用料 1時間あたり700円または800円（入会金・会費は無料）※利用には事前登録が必要

仕事の例

※各施設で事前登録が必要

子どもが発熱。でも、どうしても仕事を休めな
いとき、病児保育はとても助かります。初めて
利用するときは少し不安もありましたが、看
護師さんもいて安心しました。また数年前、年
末に長男が体調を崩したときは、こども初期
急病センターがあって助かりました。

困ったときの
サポートが充実！
こんなときは…

子どもが病気のとき、保護者や保育園に代わって、病院
や診療所などに併設された「病児保育室」で病気の子ど
もを預かります。

子どもが病気になったとき

病児保育事業

対象 小学6年生まで

利用料 2,000円/日（所得により減免有り）
対象となる病気 風邪やインフルエンザ、骨折など

中学3年生までの子どもが、医療機関などを受診する際
の医療費を助成します。

こども医療費助成

2歳まで 外来・入院ともに自己負担なし
3歳～中学3年生 入院の場合は自己負担なし。外来の場合

は医療機関・薬局など1施設あたり1日上
限400円を月2回まで（3回目以降無料）

ママ

受診などの問い合わせは ☎891-3999
看護師による電話相談は ☎891-3499

夜間や休日の子どもの発熱・腹痛など、子どもが急病の
ときに安心して利用できる救急医療施設です。看護師に
よる小児救急医療に関する電話相談も行っています（診
療時間内）。

こども初期急病センター（　中央区脇浜海岸通1）

時間 月～金曜 19：30～翌6：30

私も妻も仕事で帰りが遅くなってしまうとき、親が近くに住んでいないの
で、地域の人が子どもたちのことを見てくれるのはとても助かっています。

パパ

日曜、祝日、
年末年始

土曜

受付

14：30～翌6：30受付

8：30～翌6：30

20：00～翌7:00

15：00～翌7:00

9：00～翌7:00
受付

診療

診療

診療
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4面では 子どもとの
おでかけ情報を紹介
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 ［問］教育委員会事務局総務課（☎984-0614   F  984-0618）

 ［問］市事業・イベント案内センター（☎333-3372   F  333-3314）

対象施設に無料で入場できる「のびのびパスポート」

ひらこの編集後記 今回取材したご夫婦
は、お二人とも仕事と

子育てに奮闘しながら、ご家族はみんな笑顔で充実し
た日々を過ごしていました。神戸で子育てするパパ・
ママが、もっと子育てしやすい街を目指します。

神戸市 のびのびパスポート   検索詳細は

神戸市 沿線ナビ   検索

久 元 市 長 の 神 戸を想う
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休日の何よりの楽しみは、子どもたちと遊ぶこと。子どもたち
お気に入りの公園がいくつもあるので、毎週どこに行こうか
迷ってしまいます。市バスや市営地下鉄は小学生の長男（8
歳）も無料になるので、おでかけにはとても助かっています。

市内の小中学生が博物館・美術館や六甲山牧場、森林植物園
など対象の教育関連施設で「のびのびパスポート」を見せる
と入場料が無料になります。隣接する6市1町や淡路島3市な
ど連携する市町でも利用できます。

休みの日はおトクにおでかけ。
子どもたちの大好きな公園がたくさん！

土・日曜、祝日などに、小学生以下の子どもが大人と一緒に市バス・市営地
下鉄などを利用する場合、運賃が無料になります。

休日のおでかけにうれしい、
小学生まで市営地下鉄・市バスの運賃無料

エコファミリー制度

広大な芝生広場やトリム園地（フィールドアスレチッ
ク）など、子どもたちが安全に思いっきり遊べるしあ
わせの村。令和元年11月には新たに「冒険アドベン
チャーパーク（有料）」がオープン。木々の間を自分
の力で進むアクティビティーが楽しめます。特に長さ
50メートルで大迫力のジップラインが大人気です。

しあわせの村に新たな

「冒険遊具」が登場

28基もの遊具があるフィールドアスレチック「子供の森」や、スリル満点
のジャンボすべり台、ブランコ・砂場など、子どもたちに人気の施設が充実
している須磨離宮公園。欧風噴水庭園や植物園など、園内で楽しめる四
季折々の花や緑もおすすめです。

市の公園総面積と1人あたりの公園面積は、政令指定都市ナンバーワン。ま
ちなかの公園から自然がたっぷり楽しめる公園まで、市内にはさまざまな公園
があります。中でも、思いっきり体を使って遊べる人気の公園を紹介します。

子どもたちが元気いっぱい遊べる場所がたくさん

適用日 土・日曜、祝日、7月21日～8月31日、12月25日～1月7日

対象区間 市バス全線、市営地下鉄全線など
対象者 大人1人につき小学生以下2人まで無料

パパ

市内の学校に通学する児童・生徒には、学校を通じて配付
市内在住でかつ連携する市町以外の学校に通う児童・生徒
には、居住地の区役所・支所・西神中央出張所で配付

パパの
おすすめ

「宝島（スティーブンソン作）」を題材にした

アスレチックコースが人気の須磨離宮公園
ママの
おすすめ

そのほか対象区間など詳細は

コロナ禍では、
感染症対策に
ご協力ください
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配付方法


