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０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学校 中学校
す
こ
や
か
な
成
長
を
サ
ポ
ー
ト

こんにちは赤ちゃん訪問
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　
☎6400－0084

すこやかちゃんフッ素塗布
4～6歳のお子さんにフッ素塗布・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
☎6400－0084

乳幼児健診
3・4カ月児健診、6・7カ月児、9・10カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診を実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎6400—0084

バースディ
歯科健診

就学前のお子さんの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（みなと保健所）　☎6400－0084

子
育
て
に
つ
い
て

の
知
識
を
深
め
る

わくわく
子育て通信

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、子育て通信を配信しています。
◇子ども家庭課青少年育成担当　☎3578－2435

離乳食つくり方講習会
5カ月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（調理の実演あり）。
◇健康推進課健康づくり係　☎6400－0083

子育て講演会 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　☎6400－0084

地
域
で
子
育
て
仲
間
を
つ
く
る
交
流
を
深
め
る

児童館・子ども
中高生プラザ

遊戯室、図工室、工作室等の設備があり、乳幼児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等　☎欄外参照　　　　　　　　　　　　　　　

うさちゃんくらぶ・高輪地区うさちゃんくらぶ
2～3カ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　☎6400－0084

たんぽぽクラブ
3カ月～4歳くらいまでの乳幼児と保護者のための交流の場です。児童館等で、地域の民生・児童委員が交流のお手
伝いをしています。
◇保健福祉課福祉活動支援係　☎3578－2380

ふたごの会 ふたご・みつご（多胎）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カ月に1回実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎6400－0084

なかよし会 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カ月に1回実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎6400－0084

ぷちとまとの会 おおむね2000g以下で生まれたお子さんとその保護者の交流および情報交換のつどいを2カ月に1回実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎6400－0084

乳幼児のつどい
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。
◇各児童館等　☎欄外参照

みなとっこ
（地域在宅子育
て支援制度）

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他、育児相談や一時保育体験ができます。
◇各港区立保育園　☎3面欄外参照

保育園で
あそぼう

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、保育園の行事に
参加することもできます。
◇各港区立保育園　☎3面欄外参照

未就園児の会
（幼稚園）

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、幼稚園の行事に参加することもあります。
◇各港区立幼稚園（詳しくは、港区ホームページをご覧ください）

子育てひろば
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。
◇各子育てひろば等　☎4面欄外参照

放課GO→、
放課GO→クラブ

預
け
る
・
預
か
る

保育園 保護者が就労・疾病等の理由で日中保育を受けられない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　☎4面「相談」参照

学童
クラブ

保育サポート
パートタイム勤務や短時間勤務等により、児童を保育できない家庭を対象に、原則として1日8時間および1カ月160時間を上限
に保育を行います。
◇みなと保育サポート白金　☎5423－4909　みなと保育サポート港南四丁目　☎5796－8861

一時預かり
保護者の社会参加や、リフレッシュ等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、南青山ぱんだるーむ、南麻布たんぽぽるーむ、飯倉いちごるーむ
◇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　

緊急一時保育 保護者が出産や病気等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。
◇各港区立保育園　☎3面欄外参照

派遣型一時保育 保護者の出張等やむをえない場合の他、リフレッシュ等理由を問わず、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」　☎5786－3250

育児サポート
子むすび

育児に関するサポートを必要としている人（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　☎6230－0281

トワイライト
ステイ

保護者が残業等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　☎6435－0411

ショートステイ 保護者が仕事や出産・入院等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　☎6435－0411　麻布乳児院（申し込みは、子ども家庭支援センターへ。　☎6400－0090）

手
当
・
助
成
制
度
を
利
用
す
る

出産費用助成
出産費用（分娩費および入院費等60万円を限度）から出産育児一時金等を差し引いた額を助成します。
◇子ども家庭課子ども給付係　☎3578－2431

子ども医療費
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。
◇子ども家庭課子ども給付係　☎3578－2431

子どもの疾病へ
の医療費助成

養育医療・療育給付、育成医療、小児慢性疾患等の助成をします。
◇健康推進課地域保健係　☎6400－0084

出産育児一時金
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

出産育児一時金の直接支払制度
入院時に医療機関等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

児童手当 中学校修了前（15歳に到達後の最初の3月31日まで）の児童を養育している人に支給されます（所得制限額あり）。
◇子ども家庭課子ども給付係　☎3578－2431

◆児童館◆　青山☎3404－5874　飯倉学童クラブ☎3583－6355　西麻布☎3409－4921　高輪☎3449－1642　豊岡☎3453－1592　白金台☎3444－1899　台場☎5500－2363　
◆子ども中高生プラザ◆　神明☎5733－5199　赤坂☎5561－7830　高輪☎3443－1555　港南☎3450－9576　芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ☎5443－7338

赤ちゃんがうまれる人、子どもを育てている人、
0歳～中学生まで、区ではこんなサポートを行っています

　学校施設を活用し、放課後等
に子どもたちが安心安全に活動
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

親子ふれあい広場「ベビ
ーマッサージ」の様子

　保護者が就労・疾病等の
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→クラブ等

子 育 て サ ポ ー ト 年 表
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　「ちょっと息抜きしたい」「親戚の結婚式が・・・」「どうしても仕事が遅くなってしまう」等の理由で、子どもを預けたい
場合が出てくるもの。
　そんな時には、「一時預かり」をご利用ください。

子 ど も を 預 け た い

一時預かり

事業 場所 対象 預かり理由 利用期間・費用等 申し込み 問い合わせ

妊娠出産時家庭ホーム
ヘルプサービス 利用者の自宅 妊娠中および産後

家族等の支援が
受けられない
場合

妊娠中および出産日から60日以内の家庭
（多胎は出産日から1年以内）
2時間1500円　4時間3000円

子ども家庭支援
センター ☎6400－0090

ホームヘルプサービス（家事援助）

　保護者が就労・疾病等の理由で日中保育を受けられない0～5歳児をお預かりします。詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。保育園
　区立幼稚園は12園あります。区内在住で、保護者が送り迎え可能であれば入園の申し込みをすることができます。
また、私立幼稚園は区内に14園あります。入園の申し込み等は、各私立幼稚園にお問い合わせください。詳しくは、 
港区ホームページをご覧ください。

幼稚園

◆保育園◆　麻布☎3408－4895　白金☎3441－5076　青山☎3401－1723　こうなん☎3450－3800　飯倉☎3583－1786　南麻布☎3442－8068
伊皿子坂☎3444－7601　南青山☎3401－1650　西麻布☎3409－4924　芝☎3455－4669　高輪☎3449－1641　本村☎3444－2385
赤坂☎3583－2156　芝公園☎3438－0435　台場☎5500－2360　芝浦アイランドこども園☎5443－7337　神明保育園☎5733－6822
たかはま保育園☎5781－0255

事業 場所 対象 預かり理由 利用期間・費用等 申し込み 問い合わせ

一時保育

みなとほっとルーム 生後4カ月～未就学児

理由を問わず

月～土曜  500円/1時間 
日曜・祝日 600円/1時間 
午前8時30分～午後6時30分（年末年始を除く） 
原則5時間以内（1時間単位）※0歳児は要相談

みなとほっとルーム ☎3456－4367

あっぴぃ港南 生後4カ月～未就学児 あっぴい港南 ☎6712－0688

子育てひろば
「あい・ぽーと」 
あおば

生後2カ月～小学6年生

●生後2カ月～未就学児 
月～日曜・祝日　午前7時30分～午後9時 
800円～1400円/1時間 
区外者可（日曜・祝日は受け付けていません） 
●小学生（在住・在勤者のみ）
月～土曜 午後4時30分～午後9時 
500円/1時間

子育てひろば
「あい・ぽーと」 ☎5786－3250

みなと子育て応援
プラザPokke（ぽっ
け）

生後4カ月～未就学児

年間通して（月2回定休、年末年始を除く） 
午前7時15分～午後8時15分 
500～700円/1時間 
4時間2000～3000円 
区外可

みなと子育て
応援プラザ
Pokke（ぽっけ）

☎6435－0411

各港区立保育園

認可保育園に入園して
いない
生後4カ月～ 
未就学児（区内在住者）

保護者の疾病等
やむをえない
理由

1日単位で1カ月以内（日曜・祝日・年末年始を除く） 
午前7時15分～午後6時15分（平日のみ延長保育利用
可）の中で必要な時間帯 
1日3000円、時間延長：時間単位400円

各港区立保育園 ☎欄外参照芝浦アイランドこど
も園

理由を問わず

月8日以内（日曜・祝日・振替・年末年始を除く） 
午前7時15分～午後6時15分の間で必要な時間 
1日3000円（5時間以内は1500円）
※保護者が出産や病気等の理由の場合は、原則1カ月

以内。

神明保育園

たかはま保育園

南青山ぱんだるーむ 5月～翌年2月、月8回以内（土・日曜、祝日・年末年始を
除く）
※保育園の行事等と重なるときは、お断りする場合が

あります。
午前9時30分～午後4時
1日3000円

南青山保育園 ☎3401－5047

南麻布たんぽぽるーむ 南麻布保育園 ☎3442－5907

飯倉いちごるーむ 飯倉保育園 ☎3583－5805

愛星保育園
原則1カ月以内（日曜・祝日・振替・年末年始を除く） 
午前7時～午後8時15分（8時間以内延長可） 
1日2000～3400円

愛星保育園 ☎3441－5410

ベネッセチャイルド
ケアセンター港南

認可保育園に入園して
いない生後57日以上
～未就学児

（区内在住者）

年間通して（日曜・祝日・振替、年末年始を除く） 
午前7時～午後10時 
2時間以内800円、2時間～4時間以内1500円、4時間～
6時間以内2200円、6時間以上時間当たり400円追加 
離乳食、ミルク、食事各200～500円

ベネッセチャイルド
ケアセンター港南 ☎5783－5874

保育サポート事業

みなと保育サポート
白金 生後4カ月～未就学児

（区内在住者）

パートタイム勤
務や短時間勤務
等の要件

定期利用（週1回以上）、スポット利用（不定期） 
4時間未満1100円、4時間～6時間未満1650円
6時間～8時間以下2200円、
午前7時15分～午後6時15分 
月～土曜（1月1日～3日を除く）

みなと保育サポー
ト白金 ☎5423－4909

みなと保育サポート
港南四丁目

みなと保育サポー
ト港南４丁目 ☎5796－8861

ショートステイ

慶福育児会　麻布乳
児院

生後7日～4歳未満（区
内在住者） 保護者の疾病等

やむをえない理
由

年間通して1日3000円（1泊2日6000円） 
連続7日（宿泊）以内で月2回まで

子ども家庭支援セ
ンター ☎6400－0090

みなと子育て応援
プラザPokke（ぽっけ）

生後10カ月～小学校6
年生（区内在住者）

年間通して1日3000円（1泊2日6000円） 
食事代1食500円 
連続7日（宿泊）以内で月2回まで みなと子育て

応援プラザ
Pokke（ぽっけ）

☎6435－0411

トワイライトステイ みなと子育て応援
プラザPokke（ぽっけ）

生後6カ月～小学校6
年生（区内在住者）

保護者が残業等
で夜間に育児が
できない場合

年間通して（年末年始を除く）午後5時～10時 
2000円～2500円 
食事代500円

派遣型一時
保育事業

一時保育

利用者の自宅等 生後7日～小学校6年
生（区内在住者） 理由を問わず

月～日曜・祝日 
900円～1600円/1時間（病後児、新生児は＋100円） 
宿泊を伴う場合（午後9時～翌午前7時）5000円（病後
児、新生児は＋5000円）

子育てひろば
「あい・ぽーと」 ☎5786－3250病後児保育

新生児保育

育児サポート子むすび
原則として協力会員宅 

（利用会員宅・児童館・
公園等も可能）

0歳～小学校6年生
（区内在住・在勤者）

保育園、幼稚園、
学童クラブ等へ
の送迎 
保護者の外出時
の保育等

年間通して午前7時～午後8時 
原則2時間程度 
800円/1時間

港区社会福祉協議
会在宅サービス課 ☎6230－0281

入
園
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

子育て特集号

　妊娠中から18歳までの子どもと家庭の相談を
受け付けています。
　一人で悩まずに、どなたでもご相談ください。

相 談 し た い

相談名 内容 相談日時 申し込み 問い合わせ

来
所
・
電
話

子どもと家庭についての相談 子どもと家庭の総合相談 
虐待の相談・通告の窓口

月・水・金・土曜
（午前9時～午後5時）
火・木曜

（午前9時～午後7時）

子ども家庭支援センター
☎6400－0090 
☎6400－0092（虐待相談専用ダ
イヤル）

家庭相談 DV・離婚・家庭に関すること、ひとり
親家庭の相談等

月～金曜
（午前9時～午後5時） 子ども家庭課家庭相談センター ☎3578－2436

教育相談 学校生活・友達関係・親子関係等 月～金曜
（午前9時～午後5時） 教育センター

来所教育相談
☎3454－6625（予約制）
電話教育相談
☎3452－9635

保健相談（各総合支所保健師） 子どもと親の健康相談や育児相談等 月～金曜
（午前9時～午後5時） 各総合支所保健福祉係

芝地区　☎3578－3161
麻布地区　☎5114－8822
赤坂地区　☎5413－7276
高輪地区　☎5421－7085
芝浦港南地区　☎6400－0022

栄養士による相談 子どもの食事・離乳食等
月～金曜

（午前10時～正午、
午後2時～4時）

子ども家庭課保育支援係 ☎3578－2475

区立保育園子育て相談電話 保育士・看護師･栄養士による育児相
談等（妊娠中から）

月～金曜
（午前9時～午後5時） 各港区立保育園 子育て専用電話（各保育園にお問

い合わせください）　 ☎3面参照

発達障害（自閉症・学習障害・注意
欠陥多動性障害等）の相談

発達障害あるいはその心配のある乳
幼児・児童の相談

月～金曜
（午前9時～午後5時） 発達支援センター（障害者福祉課内） ☎3578－2694・68

来
所
の
み

母子メンタルヘルス相談 母自身の心の問題の相談（精神科・産
婦人科医師と相談） 月2回（予約制、保育あり） 健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

グループお母さんの時間 子育てや家庭内での心配事等を分か
ち合うグループ 月1回（予約制、保育あり） 健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

すくすく育児相談 子どもの発達・発育・食事・歯・しつけ
や子どもの心理・母自身等の相談 月1回 健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

子どもの発達 子どもの発達 月～金曜
（午前9時～午後5時） 障害保健福祉センターこども療育パオ ☎5439－8055

訪
問

妊婦訪問 妊娠中の身体や心のこと等 月～金曜
（午前9時～午後5時） 健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

産婦訪問 産後、母子の身体や心のこと等 月～金曜
（午前9時～午後5時） 健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

新米ママの健康相談 出産後1年未満の母の体調や母乳の
こと等

月～金曜
（午前9時～午後5時） 健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

相談名 内容 相談日時 申し込み 問い合わせ

子どもの精神保健相談室 子どもの行動面や心について、病院受
診への迷い等

相談受付（電話） 
月～金曜（午前9時30分～11時30分、
午後1時～4時30分）

都立小児総合医療センター ☎042－312－8119

４１５２（よいこに）電話相談 子育ての悩み、不安、親自身の悩み等
相談受付（電話） 
月～金曜（午前9時～午後9時） 
土・日曜・祝日（午前9時～午後5時）

児童相談センター ☎3366－4152

仕事 全ての女性の就職支援 月～金曜（午前9時～午後5時） マザーズハローワーク ☎3409－8609

相談

その他

●子育てひろば　「あい・ぽーと」Ｐokke（ぽっけ）

●あっぴぃ台場・麻布・港南・港南四丁目

●子ども家庭支援センター親子ふれあい広場 

●たんぽぽクラブ

●芝浦港南地区子育て
　あんしんプロジェクト

●児童館等

交流・育児相談

子ども家庭支援センター「親子ふれあい広場」、
あい・ぽーと「絵本読み聞かせ」・「キッズ交流ガーデン」の様子

◆子育てひろば◆　あっぴぃ台場☎5520－9061　あっぴぃ麻布☎5114－9900　あっぴぃ港南☎6712－0688
あっぴぃ港南四丁目☎5796－8862　みなと子育て応援プラザpokke☎6435－0411


