
安心子育て 　保護者の皆さんが安心して子育てできる
ように、仕事と子育ての両立支援や在宅で子
育てをしている皆さんの支援など、さまざま
な形で子育て支援を行います。また、子ども
たちが自ら育つ力をつけ、子どもらしく成長
できるように、区ならではの子育て・子育ち
の応援をします。

港区の子育て情報をインターネットで
検索できます 小児科のある救急指定病院・休日診療は？

港区子育てハンドブック
「みんなとＫＩＤＳ」を配布しています

子育てに関する相談窓口は？

子ども課ホームページの
「みなと子育てネット」
http://www.city.minato.tokyo.jp/
kosodate/

子育て情報
「メールマガジン　きらっと☆」を
毎月1日に配信しています
登録は、
http://www.city.minato.
tokyo.jp/mobile/

健康推進課の事業や
予防接種については、「みなと健康CAN」
http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko21/

小児科のある救急指定病院一覧（港区近辺）

夜間・休日小児救急指定病院（港区近辺）

港区の休日診療・薬の相談
　休日診療および薬の相談については、広報みなと(毎月1・11・21日発行)および
区のホームページに掲載しています。
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/kenko/kyusin/

（財）日本中毒情報センター
●中毒110番・電話サービス中毒110番（ダイヤルQ2、情報料1件につき315円）
　大　阪　☎072－727－2499（毎日24時間）
　つくば　☎0298－52－9999（毎日午前9時～午後9時）
●タバコ専用電話（情報料無料、テープによる一般市民向け情報）
　大　阪　☎072－726－9922（毎日24時間）

　妊娠中のお母さんから6歳くらいまでの子ども
を育てているお父さん・お母さんを対象にした、港
区の子育てに関する施策、施設などの情報を集め
たハンドブックです。
 配布場所　子ども課、子ども家庭支援センター、各
総合支所区民課窓口で配布するほか、子ども課ホ
ームページ「みなと子育てネット」からダウンロード
もできます。
http://www.city.minato.tokyo.jp/
kosodate/kids/

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
3212－2323（ダイヤル回線の固定電話など）
5272－0303

ホームページ http www.himawari.metro.tokyo.jp

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
5285－8898（ダイヤル回線の固定電話など）

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

月～金曜（祝日を除く）
午後5時～10時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後5時

小児救急
電話相談

診療
案内

電話
相談

と！なみ

相談して
安心子育て

キ ッ ズ

東京慈恵会医科大学附属病院
東京都済生会中央病院
国家公務員共済組合連合会虎の門病院
せんぽ東京高輪病院
北里研究所病院
日本赤十字社医療センター
都立広尾病院

西新橋 3－19－18
三田 1－4－17
虎ノ門 2－2－2
高輪 3－10－11
白金 5－9－1
渋谷区広尾 4－1－22
渋谷区恵比寿 2－34－10

病院名 所在地 電話番号
☎3433－1111
☎3451－8211
☎3588－1111
☎3443－9191
☎3444－6161
☎3400－1311
☎3444－1181

東京慈恵会医科大学附属病院
国家公務員共済組合連合会虎の門病院
都立広尾病院
日本赤十字社医療センター

西新橋 3－19－18
虎ノ門 2－2－2
渋谷区恵比寿 2－34－10
渋谷区広尾 4－1－22

病院名 所在地 電話番号
☎3433－1111
☎3588－1111
☎3444－1181
☎3400－1311

みなと子育てネットのトップページ
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区が実施している相談
内容 問い合わせ

新米ママ健康
相談

産後の体調、母乳についての相談（産後
1年未満）　予約制

健康推進課地域保健係
（保健サービスセンター）

☎3455－4772

すくすく育児
相談

発達、発育、栄養、歯科、心理、言葉など
の相談や身体測定

母子メンタル
ヘルス相談

母親自身が抱える心の問題の相談（専
門医相談）　予約制、保育あり

グループ
お母さんの

時間

子育てや家庭内での心配事、人間関係
など話し合いを通じて分かち合うグル
ープ　予約制、保育あり

食事相談 食事で心配なこと、気になることの相談 子ども課子ども係        ☎内線2475・6
区立保育園子
育て相談電話 子育てに関する悩み・相談 各保育園　子育て相談専用電話

別表１（区立保育園子育て相談専用電話）参照

家庭相談 離婚など家庭におけるさまざまな問題
についての相談

子ども課家庭相談センター
☎3578－2436

家庭相談 家庭内の人間関係の悩みや、紛争など
の相談

子ども課家庭相談センター
☎3578－2437

子どもと
家庭について

の相談
子育てのこと、家庭のこと、子どもたち
の悩み、保護者自身の悩みなどの相談

子ども家庭支援センター
（みなとキッズサポートセンター）

☎3432－8341
子ども虐待に

ついて 虐待などの発生予防・早期発見・対応 子ども家庭支援センター虐待相談専用
☎3432－8343

就学相談 就学後、特別な支援を必要とする児童
の相談

学務課特別支援相談担当
☎3578－2738

内容 問い合わせ

療育相談 心身の発達に関する相談 障害保健福祉センター（ヒューマンぷら
ざ）相談担当              ☎5439－8053

男女平等
参画センター

相談室

家族や子どもの教育、夫やパートナー
からの暴力、職場や近隣との人間関係
などの相談

男女平等参画センター（リーブラ）
～心のサポートルーム～

☎3456－5771

教育相談 幼児、小中学生と保護者を対象に教育
に関する悩みの相談

教育センター   電話相談☎3452－9635
来所相談☎3454－6625

区以外の公的団体が実施している相談
内容 問い合わせ

子どもの精神保健相談室 行動面や心について、病院受診
への迷いなどの相談

都立梅が丘病院
☎3323－7621

4152（よいこに）電話相談 子育ての悩み、不安、親自身の
悩み相談

東京都児童センター
☎3202－4152

別表１（区立保育園子育て相談専用電話）
麻布保育園 ☎3408－3777
白金保育園 ☎3441－5022
青山保育園 ☎3401－5041
こうなん保育園 ☎3450－5004
飯倉保育園 ☎3583－5805
南麻布保育園 ☎3442－5907
志田町保育園 ☎3444－5404

南青山保育園 ☎3401－5047
西麻布保育園 ☎3407－5031
芝保育園 ☎3455－5039
高輪保育園 ☎3449－5047
本村保育園 ☎3444－5087
赤坂保育園 ☎3583－5107
芝公園保育園 ☎3438－0595
台場保育園 ☎5500－5097

子育てに関するさまざまな相談窓口があります。



http://www.city.minato.tokyo.jp 平成21年（2009年）12月11日 2子育て特集号☎3578-2111 平成21年（2009年）12月11日3 子育て特集号

すこやかな
成長を
サポート

０歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小学校 中学校

子育てに
ついての
知識を深める

地域で
子育て仲間を
つくる
交流を深める

預ける・預かる

手当・
助成制度を
利用する

　妊婦とそのパートナーを対象とした両親学級を、毎月1回実施
しています。赤ちゃんのお風呂の入れ方、抱っこや衣類の着脱な
どの実習があります。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）

☎3455－4772

　妊娠20週以降の妊婦を対象とし、毎月１コース3回制で実施
しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）

☎3455－4772

　受診票に記載された検査項目を実施した場合に、一定金額を
上限に健診費用を助成します。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）

☎3455－4772

ふたご・みつご（多胎）のお子さんと保護者のつどいを2ヵ月に1回実施しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772

　妊娠がわかったら、各総合支所・台場
分室へお越しください。
　「母子健康手帳」「母と子の健康バッ
グ」をお渡しします。
◇各総合支所区民課保健福祉係（各総
合支所区民課保健福祉係一覧参照）

　妊娠中で不安なことをご相談ください。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）

☎3455－4772

赤ちゃんの体重測定や育児相談、産後の体調相談、母子保健サービスの
紹介をします。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772

3･4ヵ月健診、６･７ヵ月健診、９･１０ヵ月健診、1歳６ヵ月健診、３歳児健診を実施しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772

1～6歳のお誕生月前後に歯科健診を実施しています（3歳は3歳児健診で実施します）。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772

幼稚園に就園前の子どもがいる保護者を対象に年齢別（６～12ヵ月コース、1歳児コース、２・3歳児コース）の講座を実施し
ています。　◇子ども課青少年育成担当　☎3578－2435

0歳と今年１～3歳を迎える子どもがいる保護者を対象に年6回はがき通信を自宅へ送付しています。
◇子ども課青少年育成担当　☎3578－2435

乳幼児の育児や健康についての講演会を実施しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772

生後3ヵ月～4歳くらいまでの乳幼児とお母さん･お父さんのための交流の場です。児童館などで、地域の民生・児童委員が交流の
お手伝いをしています。（実施施設は、施設一覧参照）　◇保健福祉課団体活動支援担当　☎内線2380　

児童館・子ども中高生プラザ・児童高齢者交流プラザでは、乳幼児と保護者が集まって親子で楽しく遊ぶ事業を実施しています。
◇各児童館など（施設一覧参照）

家庭で育児をしている人（妊娠中から3歳まで）を対象に、近くの保育園をかかりつけ保育園として登録す
ると、保育園のお便りが届くほか、育児相談や一時保育体験ができます。◇各保育園（施設一覧参照）

保育園に入園していないお子さんと保護者を対象に親子で遊べる時間を設けています。園児と一緒に遊んだり、保育園行事に参加することもできます。　
◇各保育園（施設一覧参照）

主に未就園児を対象に親子で遊べる時間を設けています。園児と一緒に遊んだり、幼稚園行事に参加することもできます。　◇各幼稚園（施設一覧参照）

乳幼児親子が気軽に楽しめ、ゆったりと過ごすことができる場所です。友だちづくりや情報交換、各種講座も実施してい
ます。　◇各子育てひろばなど（施設一覧参照）

保護者が病気になったとき、学校行事への参加、リフレッシュなど理由を問わずにお子さんをお預かりします。
子育てひろば「あい・ぽーと」、みなと子育て応援プラザＰｏｋｋｅ、南青山保育園ぱんだるーむ、南麻布保育園たんぽぽルーム、飯倉保育園いちごるーむ（施設一覧参照）
◇みなとほっとルーム　☎3456－4367　ベネッセチャイルドケアセンター港南　☎5783－5874　愛星保育園　☎3441－5410

保護者が病気になったとき、学校行事への参加、リフレッシュなど理由を問わず、子育て・家族支援者が出向き、一時的な保育を行います。　
◇子育てひろば「あい・ぽーと」（施設一覧参照）

保護者が出産や病気、介護などで一時的に保育ができない場合お子さんをお預かりします。
◇区立各保育園（施設一覧参照）　ベネッセチャイルドケアセンター港南　☎5783－5８７４　愛星保育園　☎3441－5410　

5～6ヵ月くらいの赤ちゃんがいる保護者を対象に赤ちゃんの食事と栄養
についてのお話をしています（調理の実演・試食もあります）。
◇健康推進課健康づくり係（保健サービスセンター）　☎3455－4928

生後２～3ヵ月のはじめての赤ちゃん（第１子）と保護者のつどいを実施
しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772

お子さんの 成長別 サポートメニュー

バースデイ歯科健診

家庭教育学級

家庭教育通信

子育て講演会

たんぽぽクラブ

遊戯室、図書室、工作室などの設備があり、乳幼児と保護者から高校生までが自由に遊べる施設です。乳幼児と保護者がゆっくりと過ごせる乳幼児ルームや乳幼児向けの遊具もそろっていま
す。また、さまざまなつどいや行事も行っています。　◇各児童館・子ども中高生プラザなど（施設一覧参照）児童館・子ども中高生プラザ

ふたごの会

母子健康手帳の交付

妊婦訪問

妊娠出産時家庭ホームヘルプサービス

両親学級

母親学級

うさちゃんくらぶ

放課ＧＯ→、
放課ＧＯ→クラブ

新生児・産婦訪問
4･5･6歳にフッ素塗布・歯科健診を指定医療機関
で実施しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）

☎3455－4772

すこやかちゃんフッ素塗布

乳幼児健診

乳幼児のつどい

ダウン症のお子さんと保護者の交流および情報交換のつどいを２ヵ月に１回実施しています。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772なかよし会

みなとっこ
（地域在宅子育て支援制度）

保育園であそぼう

幼稚園であそぼう

子育てひろば

一時預かり

学童
クラブ

派遣型一時保育

緊急一時保育

育児に関するサポートを必要とする人（利用会員）と、育児の手助けをしていただける人（協力会員）を結び、地域全体で子どもの成長を見守るファミリーサポート事業です。
◇利用会員、協力会員ともに申し込みは、港区社会福祉協議会在宅サービス課　☎3431－9988育児サポート子むすび

保護者が残業などで夜間に保育ができないとき、夕食を提供しお子さんをお預かりします。　◇みなと子育て応援プラザPｏｋｋｅ（施設一覧参照）トワイライトステイ

保護者が仕事や出産・入院などで育児ができないとき、宿泊で6泊7日までお預かりします。　◇みなと子育て応援プラザPｏｋｋｅ、麻布乳児院（申し込みは、子ども家庭支援センター）（施設一覧参照）ショートステイ

保護者が就労・疾病などの理由で日中保護を受けられない0～5歳児をお預かりします。　◇各総合支所区民課保健福祉係（各総合支所保健福祉係一覧参照）保育園

妊娠健康診査費用助成

出産費用（分娩費および入院費などで60万円を限度）から出産育児一時
金などを差し引いた額を助成します。
◇子ども課子ども給付係　☎内線2430～3

出産費用助成

国民健康保険に加入している人が出産したときには出生児１人につき
42万円を支給します。
◇国保年金課給付係　☎内線2640～2

出産育児一時金

入院時に医療機関などで手続きを行うことにより退院時に出産育児一時
金42万円を差し引いた額の支払いで済みます。
◇国保年金課給付係　☎内線2640～2

出産育児一時金の直接支払制度

　妊娠高血圧症候群などにかかっている妊産婦が入院する必要
がある場合の医療費を助成します（所得限度あり）。
◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）

☎3455－4772

妊娠高血圧症候群などの医療費助成

中学校修了前（15歳に到達後の最初の3月31日まで）の子どもが健康保険による診療・調剤を受けた時の医療費
の自己負担分を助成します。　◇子ども課子ども給付係　☎内線2430～3子ども医療費助成

小学校修了前（12歳到達後最初の3月31日まで）の児童を養育している人に支給されます（所得限度額あり）。　◇子ども課子ども給付係　☎内線2430～3児童手当

○ひとり親家庭等医療費助成
○児童育成手当○児童扶養手当
○ひとり親（父子）家庭支援助成
　ひとり親家庭（母子・父子）もしくはこれに準ずる家庭の親（また
は養育者）と児童（18歳到達後最初の3月31日まで。ただし児童
に障害がある場合は20歳到達の月まで）で所得限度額やさまざ
まな条件に該当する人に支給（または助成）します。
◇子ども課子ども給付係 ☎内線2430～3

○ひとり親家庭休養ホーム
　ひとり親家庭の皆さんが利用できるレクリエーション施設です。
◇子ども課家庭相談センター ☎3578－2436

○ひとり親家庭ホームヘルプサービス
　ひとり親家庭の家事や育児を支援するサービスです。事前の登
録が必要です。
◇子ども課家庭相談センター ☎3578－2436

○養育医療・療育給付○育成医療○小児慢性疾患などの助成をします。　◇健康推進課地域保健係（保健サービスセンター）　☎3455－4772子どもの疾病への医療費助成

離乳食つくり方講習会

　区内に住所があり、妊娠中または出産直後(出産日から1ヵ月
以内)で家族などから家事や育児の支援を受ける事ができず、日
常生活に困っている両親の家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し
家事援助を行っています。午前７時～午後10時の間で2時間ま
たは4時間、妊娠中12回、出産後12回の範囲内で(延長できる
場合あり)派遣します。料金は2時間1,500円、4時間3,000円
(住民税非課税世帯は半額)。
　多胎妊娠または出産の場合は派遣期間などが異なります。詳
しくはお問い合わせください。
◇子ども家庭支援センター ☎３４３２－８３４１

妊娠、出産、子育て・子育ちを応援するため、区ではさまざまなサポートメニューを用意しています。

※表内の◇は問い合わせまたは申し込み先です。

　　しっかり
妊娠中のお母さんも
　　しっかりサポート

ひとり親家庭支援

高校生まで➡

保護者が就労・疾病などの理
由で昼間保護を受けられない
小学校低学年児童をお預かり
します。
◇各児童館・子ども中高生プ
ラザ、放課ＧＯ→クラブなど
（施設一覧参照）

学校施設を活用し、放課後などに
子どもたちが安心して安全に活
動できる居場所づくりを行ってい
ます。放課ＧＯ→クラブでは、学
童クラブ事業も実施しています。
◇各放課ＧＯ→、放課ＧＯ→クラ
ブ（施設一覧参照）

母と子の健康バッグ

※♥

※★

※♥

※♥
※●

■施設・問い合わせ一覧
※サポートメニューの色と連動しています。
　●…学童クラブも実施しています。　
　♥…預かり事業も実施しています。　
　★…たんぽぽクラブも実施しています。

施設名・問い合わせ 電話 ※

子
育
て
ひ
ろ
ば
な
ど

子育てひろば「あい・ぽーと」 ☎5786－3250 ♥
子育てひろばあっぴぃ台場 ☎5520－9061
子育てひろばあっぴぃ麻布 ☎5114－9900 ★
みなと子育て応援プラザＰokke ☎6435－0411 ♥
子ども家庭支援センター
（みなとキッズサポートセンター） ☎3432－8341 ★

保
育
園
な
ど

芝保育園 ☎3455－4669 ♥
芝公園保育園 ☎3438－0435 ♥
本村保育園 ☎3444－2385 ♥
南麻布保育園 ☎3442－8068 ♥
西麻布保育園 ☎3409－4924 ♥
麻布保育園 ☎3408－4895 ♥
飯倉保育園 ☎3583－1786 ♥
赤坂保育園 ☎3583－2156 ♥
南青山保育園 ☎3401－1650 ♥
青山保育園 ☎3401－1723 ♥
高輪保育園 ☎3449－1641 ♥
志田町保育園 ☎3444－7601 ♥
白金保育園 ☎3441－5076 ♥
こうなん保育園 ☎3450－3800 ♥
台場保育園 ☎5500－2360 ♥
芝浦アイランドこども園 ☎5443－7337 ♥

幼
稚
園

赤羽幼稚園 ☎3452－0246
芝浦幼稚園 ☎3452－0574
高輪幼稚園 ☎3447－3356
白金台幼稚園 ☎3443－5666
三光幼稚園 ☎3444－4233
港南幼稚園 ☎3471－7347
麻布幼稚園 ☎3583－1858
南山幼稚園 ☎3408－4785
本村幼稚園 ☎3446－3677
中之町幼稚園 ☎3405－7619
青南幼稚園 ☎3402－0758
にじのはし幼稚園 ☎5500－2577

児
童
館
・
子
ど
も
中
高
生
プ
ラ
ザ
な
ど

芝公園児童館 ☎3433－6515 ●
新橋児童館 ☎3433－4005 ●★
飯倉学童クラブ ☎3583－6355 ●★
西麻布児童館 ☎3409－4921 ●
青山児童館 ☎3404－5874 ●
赤坂子ども中高生プラザ ☎5561－7830 ●★
朝日児童館 ☎3444－1958 ●
高輪児童館 ☎3449－1642 ●
豊岡児童館 ☎3453－1592 ●
白金台児童館 ☎3444－1899 ●★
台場児童館 ☎5500－2363 ●★
港南子ども中高生プラザ ☎3450－9576 ●
芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ ☎5443－7338 ●★

放
課
GO
→
ク
ラ
ブ

放課GO→クラブおなりもん ☎3431－2767 ●
放課GO→クラブさんこう ☎3441－5273 ●
放課GO→クラブしんのう ☎3441－8395 ●
放課GO→クラブほんむら ☎3473－4781 ●
放課GO→クラブこうがい ☎3404－3301 ●
放課GO→クラブしば ☎3456－5082
放課GO→クラブなんざん ☎3470－9699

放
課
GO
→

放課ＧＯ→みた ☎3451－6768
放課ＧＯ→あざぶ ☎3583－5883
放課ＧＯ→ひがしまち ☎3451－7728
放課ＧＯ→あおやま ☎5474－2760
放課ＧＯ→せいなん ☎3404－8610
放課ＧＯ→こうよう ☎5500－2562

■各総合支所区民課保健福祉係一覧
芝 ☎3578－3161

麻　　布 ☎5114－8822
赤　　坂 ☎5413－7276
高　　輪 ☎5421－7085
芝浦港南 ☎6400－0022
台場分室 ☎5500－2351
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　この計画は、次世代育成支援対策推進法に規定する、すべての子育て家庭および区民を対象に、港区が今後取り
組むべき子育て支援の考え方と方向性、目標を定め、そのための具体的方策を示すことを目的とするものです。

 古紙配合率70％再生紙を使用しています。 
白色度75％ 

港区次世代育成支援対策
行動計画（素案）の概要

港区次世代育成支援対策行動計画（素案）ができました

港区次世代育成支援対策行動計画の基本理念
明日の港区を支える子どもたちを育む
－子育ち・子育て支援策の推進－

安心して子育てができ、子どもたちを健やかに育む地域社会を実現します

就学前児童の子育て施策の推進
  

　就学前児童の増加や女性の社会進出
に関する意識の定着化などによる保育
需要の拡大に対応するため、保育需要
への迅速な対策を図ります。また、核家
族化の一層の進行などによる保護者の
育児への不安を解消するため、多様な在宅子育て支援策を推進します。
　さらに、幼稚園教育の充実を図ります。

次代を担う子どもたちの総合的な施策の推進  
　子どもが、自然とのふれあいや地域の
人たちと関わりを持ち、豊かな人間性、
社会性を身につける場と機会の拡大を
図ります。また、今後の学童クラブ需要
の増加も予想されることから、学童クラ
ブの安定的な受け入れへの対応を図り
ます。
　さらに、ネットワークの構築などにより次代を担う子どもたちの総合的な
施策を推進します。

子どもが健全に成長できる家庭環境の整備  

　核家族化や地域のコミュニティ
の希薄化、ひとり親家庭の増加など
により、孤独感や閉塞感から子育て
に関する不安やストレスを抱えて
いる保護者への支援を充実します。
　また、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）や障害がある子どもへの対応な
ど支援を必要としている家庭への総合的な施策の充実を図ります。さらに、親
子のふれあいの時間の確保のため、ワーク・ライフ・バランスの推進など、各家
庭のニーズに対応した支援を行います。

子どもの権利擁護を重視した施策の推進
　相談体制の充実、関連機関との連携
強化を通じて、虐待対策を推進するとと
もに、子どもが自ら選択し、活動するた
めの機会や情報を提供することにより
自立を支援し、子どもの権利条約の理
念を重視した環境づくりを進めます。

健やかな子どもの育ちを支える環境の整備
　子どもを健やかに生み育てる環境を
整備するために、出産前の支援強化や、
出産後は早期からの相談・健診体制の
充実を図ります。また、産科医、小児科
医が不足している状況に対応し、周産
期医療や小児医療の充実を図ります。
　教育の分野では、学校の教育活動を活性化させ、魅力ある学校づくりを一層
推進します。また、小中一貫教育校を設置するなど「教育の港区」として、子ど
もたちや保護者、地域に信頼される学校教育を推進します。 

子どもを安全・安心に育てられるまちづくりの推進
　子どもたちが、危険を感じることな
く安全で安心して活動できる環境づく
りを推進するとともに、親子が安心して
快適に外出できる環境の整備を図りま
す。子育て中の家庭が、安全で安心して暮らせる環境づくりを、ハード・ソフト
両面から推進します。

地域との協働による子どもの施策の推進
　区では、より便利に、
より身近に、より信頼
される区政をめざし
て、地域の課題は各地
域で解決する仕組みと
して区役所・支所改革
を実施しました。子育
て支援や教育に関して
も地域の実情に合わせて､地域の人たちと連携した事業を実施しています。よ
り一層地域との協働を進め、地域の課題に密着した施策の推進を図ります。

基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
た

7
つ
の
目
標

《主な事業》
◦子育てひろばの拡大
◦3年保育実施幼稚園の拡大
◦保育施設の充実　　など

《主な事業》
◦子ども中高生プラザの設置
◦学童クラブ事業の適正配置

及び整備・充実
◦みなと区民の森を活用した

環境学習　など

《主な事業》
◦妊産婦・新生児訪問指導事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

◦周産期医療・小児医療の充実
◦小中一貫教育校の開設　など

《主な事業》
◦児童遊園の整備
◦快適な公衆トイレの整備　など

《主な事業》
◦子どものふるさと心の風景記録事業（芝地区）
◦麻布地区おもちゃライブラリー（麻布地区）
◦赤坂・青山子ども中高生共

と も

育
い く

事業（赤坂地区）
◦ウッディランドたかなわ（高輪地区）
◦子育てあんしんプロジェクト（芝浦港南地区）

など

《主な事業》
◦総合的な相談窓口の充実
◦父親の子育てへの参加環境づくり
◦ワーク・ライフ・バランスの推進　など

《主な事業》
◦要保護児童対策地域協議会を

中心とした児童虐待対策の推進
◦子ども家庭支援センターの充実
◦養育支援訪問事業　など

区民説明会を開催します
　計画の素案を知っていただくとともに、皆さんからご意見をお聴きする
区民説明会を開催します。

地　区 と　き ところ

芝 12月19日（土）午前10時 港区役所
12月19日（土）午後2時

麻布 12月15日（火）午後2時 麻布区民センター
12月16日（水）午後6時30分

赤坂 12月15日（火）午後6時30分 赤坂区民センター
12月16日（水）午後2時 青山生涯学習館

高輪 12月14日（月）午後2時30分 高輪福祉会館
12月14日（月）午後6時30分 高輪区民センター

芝浦港南 12月17日（木）午後2時 芝浦港南区民センター
12月18日（金）午後6時30分 男女平等参画センター

台場 12月17日（木）午後6時30分 台場区民センター

当日会場に直接お越しください。
車での来場はご遠慮ください。
説明会で保育を希望する人は、早めに子ども課子育て支援計画担当へ申し込
みください。

皆さんからのご意見を募集します
　港区次世代育成支援対策行動計画(素案)に対する皆さんからのご意見を
募集します。

意見提出方法および素案閲覧方法
　直接または郵送・ファックスで平成22年1月8日

（金・必着）までに、子ども課子育て支援計画担当（区
役所２階）へ。区のホームページに設置した「施策・計
画に対するご意見」からも受け付けます。
　計画（素案）の詳細は、区のホームページ、子ども
課、庶務課、各総合支所管理課、みなと保健所（保健サ
ービスセンター）、各区立図書館で閲覧できます。
　また、ご希望の人には郵送しますのでお問い合わ
せください。

問い合わせ・送付先
〒105-8511　港区役所子ども課子育て支援計画担当

☎内線2466　　FAX3578-2384


