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港区いじめセーフティネット

「ハイパーＱＵ」
・よりよい学校生活と友
達づくりのためのアン
ケートの実施

・小学4年生～中学3年生
の全児童・生徒を対象
に、5月下旬と10月下旬
の2回実施（指導室）

子ども・若者に
関する講演会
（３月）

（子ども家庭課）

港区子どもサミット
12月８日（月）場所未定
・脚本家に依頼し、いじめ
防止に向けた朗読劇を
子どもたち自身が上演

・小中学生、教員等対象
（指導室）

　区教育委員会は、いじめはどの子にもどこの学校にも起こり
うる深刻な問題であり、重大な人権侵害であると考えていま
す。学校が中心となってＰＴＡをはじめ関係機関と連携を図
り、いじめ防止に努めてきました。
　また、いじめ防止に関する講演会等を開催したり、平成25年

度にはいじめ対応策を話し合う、いじめセーフティネットコミ
ュニティ事業を立ち上げました。
　学校、保護者、地域、関係機関の協力体制のもと、いじめに
関する現状を把握し、社会全体で「いじめを絶対に許さない」意
識を共有し、いじめの根絶をめざしていきます。

みなと子ども相談ねっと　※６月30日（月）開始（子ども家庭支援センター）
パソコン、携帯電話、スマートフォンからの相談メールを24時間受け付け

精神保健福祉相談　※来所・予約制（健康推進課）

教育相談　※電話・来所（教育センター）

いじめ防止専門部会
（各総合支所管理課、障害者福祉課、健康推進課、子ども家庭課、子ども家庭支援センター、人権・男女平等参画担当、指導室）
子どもたちが作ったいじめ防止のための宣言をもとに、いじめ対策について、子どもに関わる関係者が集まり、連携し、協議を行う

「ハイパーＱＵ」
（10月下旬）
（指導室）

いじめ・児童虐待
防止キャンペーン
（指導室・子ども家庭支
援センター）

いじめ防止に
関する講演会
6月27日（金）
赤坂区民センター
・講師
　ハイパーＱＵ考案者
　早稲田大学
　河村　茂雄　教授
・保護者、区民、学校関係者等対象
　（指導室・子ども家庭支援センター）

２月「いじめをしない、
させない、見過ごさない！」

リーフレットの配布　
・保護者
・地域向け
　（指導室）

指導室　 ☎3578－2760問い合わせ

いじめ・不登校・暴力行為等の問題行動の早期発見・
早期対応、未然防止等につながる取り組みの実施

（いじめ防止推進をアピールするための横断幕を区立小中学校や区役所に掲示します）

いじめ防止
ふれあい月間

いじめ防止
ふれあい月間

世界人権デー
人権週間（12月）

いじめ防止
ふれあい月間

ハイパーＱＵとは
　学校生活における児童・生
徒の意欲や満足感、学級内で
の相対的位置や対人関係を
築くためのスキル等を、質問
紙によって測定します。20分
程度の短時間で実施でき、そ
れらの情報をもとによりよ
い学級集団づくりに活用す
ることで、授業改善を図るこ
とを目的に実施します。

子ども・教育特集号
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引きこもり

　学校教育の現場には、いじめや不登校の問題、学力向上や心豊かな人間の育成、道徳教育の充実等、さまざま
な課題が山積しています。また、携帯電話やパソコンのメール等によるトラブルや依存等の問題もあります。さら
に、引きこもりやニートの問題は、年齢層が幅広く大きな社会問題になっています。
　平成25年度の、教育センターに寄せられた、教育に関する電話相談の中でも学校生活と家庭・地域に関する相
談が多く寄せられました（表のとおり）。｢学校生活｣では、｢いじめ｣と｢不登校｣に関して、｢家庭・地域｣では、｢し
つけ・子育て｣に関する相談が最も多くなっています（図のとおり）。

　学校では、さまざまな課題に対して、校長のリ
ーダーシップのもとに課題解決を図っています。
また、対応に当たっては、特に｢早期発見・早期
対応｣や｢報告・連絡・相談｣を重視して組織的に
取り組んでいます。しかし、課題解決にまで至ら

ず長期化する問題もあり、学校と家庭・地域はも
とより、区の教育機関である教育センターや適応
指導教室（つばさ教室）との連携・協力は、極めて
重要といえます。

　いじめと不登校は、深い関わりがあり、い
じめによって不登校につながることもありま
す。また、いじめが原因で自殺する事件もあ
ります。どの児童・生徒もいじめの被害者・
加害者になる可能性があり、それだけに深刻
な問題となっています。

　引きこもりは、いじめ等の学校で
の人間関係だけでなく、さまざまな
要因によって引き起こされていま
す。
　例えば、親子の団らん（会話）が少
ないことや、親のストレスによって
子どもに当たってしまう等の、家庭
内の人間関係が挙げられます。
　また、現代では、携帯電話やパソ
コン等によるインターネットの普及
によって、地域における人間関係が
希薄になっていると言われています
が、人間関係を築く能力の未熟さ
も、引きこもりの大きな要因になっ
ていると考えられています。
　引きこもりを防ぐためには、家庭
における家族の関わり方を考えると
ともに、地域活動に積極的に参加
し、地域における人間関係をつくる
ことが必要です。

いじめ、不登校、引きこもり等、さまざまな教育課題の解決に向けて

コミュニティ事業について

表  平成25年度電話相談状況

学業 13件

進路 20件

学校生活 47件

家庭・地域 47件

主訴別・校種別相談件数 （平成25年4月～26年3月）
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来所教育相談

　来所教育相談では、保護者から電話でお
申し込みをしていただいた後、実際に相談
室で丁寧にお話を伺いながら、問題解決を
めざしていきます。例えば、不登校や引きこ
もりの場合、必要に応じて適応指導教室（つ
ばさ教室）や他機関とも連携しながら、進路
の情報も提供しています。不登校やひきこ
もりの背景に、発達障害が関係している場
合もあり、知能検査を実施することで、対
応を具体的に考えることができ、親子関係
の改善につながっていく事例もあります。保
護者からのみの相談もお受けしています。
一人で悩まず、気軽にご相談ください。

適応指導教室（つばさ教室）
　心理的な要因等で登校することのできな
い港区立の小・中学校に在籍する児童・生
徒のための教室です。
◦一人ひとりの状況に応じた指導や支援を
行い、学校への復帰をめざします。つばさ
教室に通いながら、時々学校に来られるよ
うになったり、完全復帰できた児童・生徒
もいます。

◦本人の希望を十分に聞きながら、一人ひ
とりに合わせて学習を進めていきます。

　中学校卒業後は、高等学校に進学し、元
気に通っている生徒もいます。

◦体育的な活動や楽器の演奏、手芸や工
作、パソコン等一人ひとりの興味に応じ
た活動を用意しています。

いじめ・不登校

しつけ・子育て

65.9%

生活習慣

17.0%

学校外活動

12.8%

その他 4.2%

いじめ

25.5%

不登校

23.4%
友人関係

21.3%

先生との関係　

11.2%

その他

10.6%

図   電話相談｢学校生活｣
「家庭・地域」における
相談内容

家庭における関係づくり

地域活動・行事を通しての
人間関係づくり

◦家族団らん（会話）を大切にする
◦親子で遊んだり体を動かしたりす
る等、触れ合いを大切にする

◦親子で地域活動へ参加する
◦絵本等の読み聞かせをする
◦親子そろっての食事や読書をする
◦家族でレクリエーションをする

◦サマーキャンプやスキー教室等
へ参加する

◦清掃活動等ボランティア活動へ
参加する

◦地域のお祭りに参加する
◦防災訓練等の行事に参加する

学校生活に関して 家庭・地域に関して

教育センター　（電話相談） ☎3452－9635
　　　　　　　（来所相談） ☎3454－6625
適応指導教室（つばさ教室） ☎3589－2071
指導室 ☎3578－2760

問い合わせ

プレイルーム（教育相談）

子ども・教育特集号
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区が進める幼・小中一貫教育の考え方
　それぞれの伝統・校風・文化を尊重
しながら、各区立幼稚園、小・中学校
が、中学校通学区域を単位として、授
業の質の向上や地域に根ざした教育を
進め、子どもたちがより伸びる区の特
色を備えた質の高い、幼・小中一貫教
育の推進をめざします。
　近年、子どもたちの成長が早まる

一方、学校生活への適応という面で
は、小学校や中学校段階での校種の
段差による環境の変化に対応でき
ず、いわゆる小1問題、中1ギャッ
プといわれる不登校等の学校不適応
を起こす子どもが増えています。
　こうした状況に対応するため、区
教育委員会では、幼児期の教育（3
年間）から、小中学校の義務教育（9

年間）を連続したものと捉え、12年
間を見通した指導方針のもとで子ど
もたちを育てる幼・小中一貫教育に
取り組んでいきます。
　平成22年4月、区内で初めての小
中一貫教育校｢お台場学園｣が開校す
るとともに、現在、中学校通学区域
を単位とするアカデミーごとに、
幼・小中一貫教育の研究を行ってい

ます。さらに、地域の特色を踏まえ
た教育活動や幼小中の子どもの交流
活動、教員によるMINATOカリキ
ュラムを活用した指導方法の研究や
学習指導上の連携も行っています。
　平成27年4月、区内2校目となる
小中一貫教育校｢白金の丘学園｣の開
校に合わせ、全アカデミーで幼・小
中一貫教育がスタートします。

一貫教育一貫教育幼 中小港区の　　・
について

平成27年度スタート！平成27年度スタート！ 平成27年4月に、三光小学校・神応小
学校・朝日中学校が統合して開校する
小中一貫教育の名称は「白金の丘学園」、
小学校は「白金の丘小学校」、中学校は
「白金の丘中学校」に決まりました。

指導室 ☎3578－2833
問い合わせ

○お台場アカデミー「お台場学園」
　（港陽中学校、港陽小学校、にじのはし幼稚園）
○ 朝日アカデミー「白金の丘学園」
　（朝日中学校、三光小学校、神応小学校、※三光幼稚園）

小中一貫教育校

※は別施設

カリキュラム連携校

○御成門アカデミー
　（御成門中学校、御成門小学校）
○赤坂アカデミー
　（赤坂中学校、赤坂小学校、中之町
　幼稚園）
○港南アカデミー
　（港南中学校、港南小学校、港南幼
　稚園、芝浦小学校、芝浦幼稚園）
○高陵アカデミー
　（高陵中学校、笄小学校、本村小学
　校、本村幼稚園）

○三田アカデミー
　（三田中学校、芝小学校、御田小学
　校、赤羽小学校、赤羽幼稚園）
○高松アカデミー
　（高松中学校、高輪台小学校、高輪幼
　稚園、白金小学校、白金台幼稚園）
○六本木アカデミー
　（六本木中学校、麻布小学校、麻布
　幼稚園、南山小学校、南山幼稚園、
　東町小学校）
○青山アカデミー
　（青山中学校、青山小学校、青南小
　学校、青南幼稚園）「白金の丘学園」イメージ図

施設一体型で、小学校の6年、中学校の3年
という壁を取り払った一貫教育を進めます（ ） 施設は一体型ではあり

ませんが、継続性のあ
る一貫教育を進めます（ ）
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授業相互乗り入れ
合同研修
教育課程編成の検討

児童・生徒の交流
合同行事の開催
中学校体験

中学校中学校
中1ギャップの未然防止
進学への不安解消、円滑な
教科担任制への移行等

地域住民・
町会・自治会・
児童委員等との連携

保護者・
大学・高校・
図書館等との連携

警察・消防署・
児童相談所等との連携

ＮＰＯ法人・ボラ
ンティア団体・児
童館・保健センタ
ー等との連携

小1問題の未然防止
幼稚園の「遊び」を中心と
する学びと、小学校の「教
科カリキュラム」による学
びとの円滑な接続等保育・授業の相互参観

合同研修
幼児・児童の交流
合同行事の開催
小学校体験

私立幼稚園との連携・協力 保育園との連携・協力

港区の幼・小中一貫教育のイメージ

共　有

推　進

育てたい幼児・児童・生徒像
教育目標、指導内容・方法

地域の特性、幼児・児童・生徒の
実態に則した特色ある教育活動小学校小学校 小学校小学校
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なぜ、幼・小中一教育なのですか？

　幼・小中一貫教育を進めることによって、幼
児期から続く、9年間の義務教育を含めた教育の

質的向上をめざします。そのため、まず幼小中の教員
が、幼児期も含めた全体を捉える｢視野｣をもって、子
どもの発達段階を把握し、子どもをより良く育んでい
こうという意識を育てていくことが大切です。
　幼児期から続く、義務教育の9年間を見通して指導に
あたるという考え方は、全ての幼稚園、小・中学校に
必要なことです。各校種の枠を超えて、互いの指導の
良さを学び合うことで、学習指導・生活指導等の質的
向上を図ります。

小学校と中学校の校舎が離れている場合、
どうやって小中一貫教育を進めるのですか？

　アカデミーごとに立地条件が異なっており、
子ども同士の交流についても同一にできるもの

ではありません。それぞれの立地条件や物理的な距離
を踏まえた小中一貫教育をめざします。例えば、小・
中学校の教員同士が教科の研究を一緒に行ったり、子
ども同士の作品交流を行ったり、学校行事を通しての
交流や学校だよりの交換を行ったりする等、柔軟な発
想の中で小中一貫教育を進めていきます。

学校選択制はどうするのですか？

　区では、住所地の通学区域の学校に就学する
ことを原則としていますが、希望する場合には、

他の学校を選択することができる｢学校選択希望制｣を
実施しています。
　小中一貫教育がスタートしても、アカデミー内の特
定の学校へ進学が強制されるものではなく、学校選択
制の利用により、連携先以外の学校に進学することも
できます。

1.

2.

3.

子ども・教育特集号
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　幼児水泳教室（水慣れクラス、バタ足クラス）やキッズ水泳教室（ク
ロールクラス、平泳ぎクラス）等、親子で参加できるスポーツプログ
ラムを予定しています。
新しいスポーツセンターの概要
所 在 地　芝浦1－16－1（みなとパーク芝浦内）
開館時間　午前8時30分～午後10時30分（最終入館は午後9時30分）
利用時間　午前8時30分～午後10時
休 館 日　�毎月第1月曜（祝日・振替休日にあたるときは、その翌日

が休館日）、年末年始（12月31日～1月3日）

ブックスタート
　赤ちゃんが心健やかに育つことを願うととも
に、保護者に赤ちゃんと絵本を開くときの喜びや
大切さを知っていただくために、図書館から本を
お渡しします。
対象　区内在住の、1歳くらいまでの赤ちゃんと
その保護者

おはなし会
　図書館職員やボランティアが絵本や紙芝居等の
読み聞かせを通して、子どもと本の出合いの場づ
くりをしています。

子ども会
　各図書館で工作会や人形劇、夏休み子ども会、
クリスマス会等、各種行事を行っています。

その他
　高輪図書館分室（高輪子ども中高生プラザ3階）
は、乳幼児から高校生までを対象とした図書や
CD・DVDを所蔵しています。また、専用学習コ

ーナーには、グループで使える学習席も設置して
います。

みなと図書館� ☎3437－6621
三田図書館� ☎3452－4951
赤坂図書館� ☎3408－5090
高輪図書館� ☎5421－7617
高輪図書館分室� ☎3443－1666
港南図書館� ☎3458－1085

問い合わせ

※�麻布図書館が、7月1日（火）にリニューアルオ
ープンします。
担当課　図書・文化財課学校支援担当

新しい港区スポーツセンターは、

月 日（月）に 予定です開設

高輪図書館分室ラウンジ・コーナー

「みなとパーク芝浦」イメージ図

2212

港区立図書館児童サービス事業

毎月第1・3日曜は、区民無料公開日
区内在住者は、無料で利用できます。
※�毎月第2・4土曜は、小・中学生は無料です。

　区では、お子さんが安心して学
習ができるよう、経済的な理由で
就学が困難な、国公立小･中学校
に在学する児童･生徒の保護者に、
ご家庭の事情に応じて学用品費や
給食費等の援助をしています。
対象　区民で、生活保護か児童扶
養手当を受給している世帯、または
生活保護の基準に準じた就学援助

基準所得額（平成26年度について
は、平成25年4月1日の生活保護基
準をもとに算出）に該当する世帯
　区立小･中学校に通学している
人には、通学先の学校で申請書の
配布と提出を受け付けます。区外
の国公立学校に通学している人
は、お問い合わせください。

学務課学校運営支援係
� ☎3578－2731

問い合わせ

就 学 援 助

　区では、学業に意欲を持ちなが
らも、高校、大学等への進学また
は修学が経済的理由により困難な
人に対して、奨学金の貸し付けを
行っています。
対象　都内または隣接県内の高等
学校・高等専門学校・専修学校の
高等課程、各種学校の高等課程に
準ずる課程に進学予定または在学
している人。または、大学・短

大・専修学校専門課程に進学予定
である人。
　東京都育英資金その他同種の返
還義務のある奨学金を借りている
人は、区の奨学金の貸し付けは、受
けられません。詳しくは、募集時期
に配布する案内をご覧ください。
奨学金貸付額（月額）
○公立高校　　1万8000円
○私立高校　　3万5000円
○国公立大学　4万5000円
○私立大学　　5万4000円
奨学生の募集のお知らせ
　区内掲示板等にポスターを掲示
する他、「広報みなと」・港区ホーム
ページを通じてお知らせする予定
です。

港区奨学生の
募集について

生涯学習推進課スポーツ振興係� ☎3578－2750

問い合わせ

　保護者の経済的負担の軽減を図
るため、区立幼稚園の保育料等を
減免する事業です。
対象　区立幼稚園にお子さんを通
園させ、入園料・保育料を納付し

ている保護者
※�世帯の課税額やお子さんの人数
によって決定します。

　申請のご案内は、6月中旬以降、
幼稚園を通じてお知らせします。

学務課学校運営支援係
� ☎3578－2779

問い合わせ

区　立
幼稚園就園奨励事業

　区立小中学校の特別支援学級に

就学する児童・生徒の保護者の経
済的負担を軽減するため、就学に
必要な経費の一部を支給する就学
奨励事業を実施しています。

就学奨励就学奨励

　区では、区内在住で私立幼稚園
に通うお子さんの保護者に対し、
「私立幼稚園就園奨励費補助金」と
「私立幼稚園等園児保護者に対す
る補助金」の2種類の補助金を交
付しています。

　補助する金額は、どちらも世帯
の住民税「区民税所得割課税額」の
合計額や園児の人数等により決ま
ります。
　申請のご案内は、6月中旬以
降、幼稚園を通じてお知らせしま
す。

庶務課庶務係� ☎3578－2713

問い合わせ

私立幼稚園に通う園児の
保護者の皆さんへ

～港区私立幼稚園保護者補助金のご案内～

ご
活
用
く
だ
さ
い

　田町駅東口北地区公共公益施設「みなとパーク芝浦」
は、12月22日（月）に全館オープンする予定です。
　みなとパーク芝浦には、主な施設として、港区スポ
ーツセンターの他、芝浦港南地区総合支所、消費者セ
ンター、介護予防総合センター「ラクっちゃ」、男女平

等参画センター「リーブラ」が整備されます。詳しく
は、今後「広報みなと」等でお知らせします。

芝浦港南地区施設整備担当� ☎3578－2335
問い合わせ

みなとパーク芝浦の
開設について

子ども・教育特集号



http://www.city.minato.tokyo.jp平成26年（2014年）6月1日6

　平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐるさまざま
な課題を解決するために「子ども・子育て支援法｣という法
律を中心とする「子ども・子育て関連3法｣ができました。
　この法律に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子
育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子
育て支援新制度｣が、早ければ平成27年4月に本格スター
トします。
　区では、区民の皆さんの子育ての状況やニーズを把握
し、それに基づいた事業計画の策定の準備を進める等、新
制度に向けた取り組みを進めています。

子ども・子育て支援新制度に向けた
取り組みを進めます
子ども・子育て支援新制度に向けた
取り組みを進めます

（1）子ども・子育て支援法
（2）認定こども園法の一部を改正する法律

（3）関係法律の整備等に関する法律（児童福祉
法等の改正）

※法の名称は略称

(1)質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的
な提供
　幼児期の学校教育と保育を一体的に行う「認
定こども園｣の設置に関する手続きの簡素化や
財政支援の強化を実施するとともに、認定こど
も園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付体制
が創設されます。
(2)保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的
改善　
　地域のニーズを踏まえ、保育所等の施設を計
画的に整備する他、「小規模保育｣、「家庭的保
育｣等さまざまな手法による保育に新たな財源
措置がされ、保育の量や種類を増やし、待機児
童の解消を図るとされます。
　また、職員の処遇改善や配置に関する改善を

行い、保育の量だけでなく質の確保も図られま
す。
(3)地域の子ども・子育て支援の充実
　「放課後児童クラブ(学童クラブ)｣、「一時預
かり」、「地域子育て支援拠点事業（子育てひろ
ば事業）」等のさまざまなニーズに対応できる子
育て支援策を充実させることとされています。
(4)財源について
　消費税率引き上げ（10％）によって確保する
約0．7兆円の財源が、恒久的な財源としてこの
新制度に充てられますが、量の拡大と質の向上
のためには、1兆円超程度の財源が必要であ
り、政府は不足分の確保に最大限努力すること
とされています。

　住民にもっとも身近な存在である区市町村は、新制度の実施主体とし
て地域の実情を反映した事業計画を策定し、それに基づいて施設やサー
ビスを整備・実施していきます。
(1)子ども・子育て会議の設置
　今後策定する新たな事業計画や計画に基づく事業の推進について意見
をいただくため、子どもの保護者や学識経験者、子ども・子育て支援の
関係者等18人の委員で構成する「港区子ども・子育て会議｣を設置し、
新制度に向けた議論を進めています。

　なお、会議の実施状況は、港区ホームページで随時お知らせしていき
ます。
(2)事業計画について
　子ども・子育て支援法において区市町村は、地域の子ども・子育ての現
状やニーズを把握し、それに基づいた5年を1期とする事業計画を策定す
ることとされています。
　区においても、保護者向けのニーズ調査を実施し、区民の皆さんの意
向等を把握するとともに、子ども・子育て会議の意見を聴きながら、事
業計画の策定を進めています。
※ニーズ調査の結果は７面参照

保育料等の利用料金はどうなるの？

　現行の利用者負担の水準や、利用者の負担能力(所得等)に応じて、国が定める基
準をベースに区市町村が設定することとされています。国が定める基準については

現在議論されているところですが、区においても基準に基づき保育料の改定等を検討して
いきます。

2.

保育園や幼稚園を利用しない家庭でも、サービスを受けられますか？

　共働き等で保育が必要なお子さんだけでなく、家庭での子育てを中心にしている
人への支援も実施します。例えば、急な用事等の際に利用できる一時預かりや、地

域で気軽に子育ての相談や親子の交流ができる子育てひろば等の充実を図っていきます。

3.

保育園や幼稚園の入園手続きはど
う変わるの？

　新制度での手続きについては、こ
れまでの制度と手続きの時期や流れ

が大幅に変わるわけではありません。ただ
し、幼児教育・保育を受けること(幼稚園
や保育園等の入園)を希望する保護者から
の申請に基づいて、区市町村がお子さん一
人ひとりについて保育の必要性の認定を行
い、認定証を交付する等、従来の手続きと
は異なる点があります。具体的な手続きに
ついては、現在、国でも議論されていると
ころですので、詳細がまとまり次第お知ら
せしていきます。

1.

子ども・子育て支援新制度の概要

新制度に向けた区の取り組み

子ども・子育て関連３法とは

新制度の目的と主な内容

子ども・子育て支援新制度の詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html

「子ども・子育て支援新制度｣
シンボルマーク

子ども家庭課子ども・子育て支援制度担当� ☎3578－2848
問い合わせ

子ども・教育特集号
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　新制度に向け事業計画を策定するにあたり、区民の皆さんの教育・
保育をはじめとする子育て支援に関する｢現在の利用状況｣や｢今後の
利用希望｣を伺い、今後の地域の子育て支援を充実させることを目的
にアンケート調査を実施しました。
　調査にご協力いただき、ありがとうございました。

　　調査概要
調査対象　就学前児童を持つ保護者3000人(無作為抽出)
調査方法　対象者宛に調査票を送付し、同封の返信用封筒により回収
調査期間　平成25年11月18日～12月6日
回収数：1470件　回収率：49．0％

子ども・子育て
支援ニーズ調査を
実施しました

早生まれで
保育園に入ることが
本当に大変でした。その
ため育休を早く切り上げ
なければならず…。

うさちゃんク
ラブ、赤ちゃん訪問
はとても良かったです。
うさちゃんクラブで仲良く
なったママ友、その子ど
もたちとは今も仲良く
しています。

一時預かり
を利用しようとしま
したが、1カ月前からの
予約開始が、すぐに満員
で使えないことがあり
ました。

自
由
意
見

小学校入学前のお子さんの、理想の子育て方法

母親の就労状況

子どもが病気の際の対応について 小学校入学後の放課後の過ごし方について（複数回答）

現在利用している教育・保育事業、利用したい教育・保育事業（複数回答）

母親が仕事を休んだ
0 80

64.8

32.4

28.0

27.9
16.1

6.2

0.7

0.0

0.1
3.3

604020 （％）

（同居者を含む）親族・知人に
子どもをみてもらった
父親または母親のうち就労して
いない方が、子どもをみた

やむを得ず子どもだけで
留守番をさせた

父親が仕事を休んだ
病児・病後児保育を利用した
居宅訪問型保育を利用した
ファミリー・サポート・
センターを利用した

その他
無回答

習い事

0 80
62.4

74.5
42.1

36.0
39.9
41.6

29.9
20.4
22.9
20.8

16.0
15.9

25.1
22.6

13.9
14.1

60402010 30 50 70 （％）

学童クラブ、放課ＧＯ→
クラブ

自宅

放課ＧＯ→

児童館・子ども
中高年プラザ

祖父母宅や友人・知人宅

その他

無回答 小学校低学年（1～３年生）
小学校高学年（4～ 6年生）

0

41.8

32.3

21.8

0.9

0.9

2.4

402010 30 50（％）
幼稚園就園前までは自宅で育て、該当年齢
に達したら幼稚園を利用しながら育てたい

保育所を利用しながら育てたい

幼稚園就園前までは保育所を利用し、該当年齢
に達したら幼稚園を利用しながら育てたい

自宅で地域の子育て支援事業を
利用しながら育てたい

その他

無回答

認可保育所

緊急暫定保育施設

家庭的保育

0 60402010 30 50 （％）

幼稚園

認証保育所

その他の認可外の保育施設

幼稚園の預かり保育

居宅訪問型保育

定期利用保育

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

認定こども園

障害児通所施設、障害児支援事業等

小規模保育施設

特になし

その他

不明

無回答
現在利用している「教育・保育事業」

33.2
44.3

31.9
55.7

13.9
18.3

8.2
10.2

6.0
5.6
4.1

39.9
3.9

17.6
2.2

13.3
1.3

9.4
1.3

18.2
0.9

34.6
0.6
0.9
0.5
5.9

0.0
8.1

0.0
2.8
5.5

2.1
0.0
0.1
0.3
2.6

現在の利用に関わらず、
利用したいと考える「教育・保育事業」

0

30.3

12.6

9.7

1.0

43.1

2.5
0.3
0.5

402010 30 50（％）

パート・アルバイト等で就労していて、
産休・育休・介護休暇中ではない

パート・アルバイト等で就労していて、
産休・育休・介護休暇中である

フルタイムで就労していて、
産休・育休・介護休暇中ではない

フルタイムで就労していて、
産休・育休・介護休暇中である

以前は就労していたが、
現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明

無回答

調査結果の一部をご紹介します
調査結果について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

問い合わせ
子ども家庭課子ども・子育て支援制度担当� ☎3578－2848

子ども・教育特集号
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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。

子ども・教育特集号

あっぴぃ台場
開館日・時間　月～日曜午前11時
～午後6時
休館日　年末年始（12月29日～1
月3日）、メディアージュ休館日
定員　20組
所在地　台場1－7－1 メディア
ージュ4階
アクセス　ゆりかもめ｢台場｣駅から徒歩2分、りんかい線「東京テレ
ポート」駅から徒歩5分
ホームページ　 http://www.appydaiba.jp/
問い合わせ　☎5520－9061

あっぴぃ麻布
開館日・時間　月～日曜午前10時
～午後6時
休館日　年末年始（12月29日～1
月3日）
定員　35組
※平成26年7月1日に六本木5－
12－24に移転し、乳幼児一時預
かりも開始する予定です。
所在地　麻布十番1－3－3
アクセス　地下鉄大江戸線｢麻布十番｣駅7番出口から徒歩2分、南北
線｢麻布十番｣駅5a番出口から徒歩5分
ホームページ　http://www.appyazabu－associe.com/
問い合わせ　☎5114－9900

あっぴぃ新橋
（平成26 年4月1日開設）
開館日・時間　月～日曜午前10時
～午後6時
休館日　年末年始（12月29日～1
月3日）、施設点検日
定員　20組
※乳幼児一時預かりも行っていま
す。
所在地　新橋6－4－2（きらきらプラザ新橋2・3階）
アクセス　JR｢新橋｣駅烏森出口から徒歩10分、地下鉄三田線｢御成
門｣駅A4出口から徒歩7分
ホームページ　http://associe-international.co.jp/new/shinbashi
問い合わせ　☎5425－7525

あっぴぃ港南四丁目
開館日・時間　月～日曜午前10時
～午後6時
休館日　年末年始（12月29日～1
月3日）、施設点検日
定員　20組
所在地　港南4－2－4
アクセス　JR｢品川｣駅港南口から
徒歩15分
ホームページ
http://www.lifesupport.co.jp/child/jyutaku/kounan4/index.html
問い合わせ　☎5796－8862

　｢子育てひろば｣は、親子がゆっくり遊びながら情報を交換し、子育ての仲間をつくっていくための場所です。施設内には、
遊び場スペースや絵本コーナー等があります。また、パパ・ママの子育ての講座（一部有料）も随時行っています。

対　　象　おおむね0～3歳の子どもと保護者
申し込み　利用には登録が必要です。登録の際には、健康保険証等、区内在住であることが証明できるものをお持ちください。

子育てひろばへ でかけ
よう！

つなが
ろう！

仲間を
広げよ

う！

その他の子育てひろば
子ども中高生プラザ等の中にも子育てひろばがあります。

施設名 所在地 電話番号
神明子ども中高生プラザ 浜松町1－6－7 ☎5733－5199
麻布子ども中高生プラザ
（平成26年９月開設予定） 南麻布4－6－7 未定

赤坂子ども中高生プラザ 赤坂6－6－14 ☎5561－7830
高輪子ども中高生プラザ 高輪1－4－35 ☎3443－1555
港南子ども中高生プラザ 港南4－3－7 ☎3450－9576

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 芝浦4－20－1 ☎5443－7338

あっぴぃ港南
開館日・時間　月～日曜午前10時～
午後6時
休館日　年末年始（12月29日～1月
3日）､ 施設点検日
定員　10組
※乳幼児一時預かりも行っています。
所在地　港南2－3－13 品川フロントビル キッズ館3階
アクセス　JR｢品川｣駅港南口から徒歩5分
ホームページ 　http://www.appy－kounan.jp/
問い合わせ　☎6712－0688

あい・ぽーと
　｢あい・ぽーと｣は、区民だけで
なく区外在住者も利用できます。
利用には会員登録（ 有料）が必要
です。
年会費　区内在住・在勤者500円、
区外者1000 円
※4月1日～翌年3月31日までの年会費です。
開館日・時間　月～土曜午前10時～午後4時30分（つどいのひろば｢ひ
だまり｣）
※利用料は無料
休館日　日曜・祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
※乳幼児一時預かりも行っています。
所在地　南青山2－25－1
アクセス　地下鉄銀座線｢外苑前｣駅1ｂ出口から徒歩2分、銀座線・
半蔵門線・大江戸線｢青山一丁目｣駅5番出口から徒歩10分
ホームページ　http://www.ai－port.jp/
問い合わせ　☎5786－3250

Pokke（ぽっけ）
開館日・時間　月～金曜（土日は不
定期）午前9時30分～午後4時30分
休館日　年末年始（12月29日～1月
3日）
定員　25組
※乳幼児一時預かり、ショートステ
イ、トワイライトステイも行っています。
所在地　芝5－18－1－102
アクセス　JR｢田町｣駅三田口出口から徒歩3分、地下鉄三田線・浅
草線「三田」駅A8出口から徒歩1分
ホームページ　http://minato－pokke.jimdo.com/
問い合わせ　☎6435－0411


