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１ 計画の策定の背景と⽬的 

（１）背景 

平成 24（2012）年８⽉に、⼦ども及び⼦どもを養育する⼈に必要な⽀援を⾏い、⼀⼈ひとりの
⼦どもが健やかに成⻑することができる社会を実現することを⽬的に、「⼦ども・⼦育て⽀援法」を
中⼼とする「⼦ども・⼦育て関連３法」が制定され、平成 27（2015）年４⽉から「⼦ども・⼦育
て⽀援新制度」が実施されました。 

本制度では、全ての⼦どもを対象とした「⼦ども・⼦育て⽀援」を社会全体で取り組むことを⽬
指し、質の⾼い幼児期の教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡⼤・確保、教育・保育の質的改
善、地域における⼦ども・⼦育て⽀援の充実を図ることとして、全ての市区町村が平成 27（2015）
年度から令和元（2019）年度までの５年間を計画期間とした⼦ども・⼦育て⽀援事業計画を策定し、
取組を推進してきました。 

区では、保育園の待機児童解消を区政の最重要課題に位置付け、区⽴保育園の開設や私⽴認可保
育園の誘致、開設間もない保育園の空きクラスを活⽤した１歳児定員の拡⼤などに取り組み、平成
31（2019）年４⽉に待機児童ゼロを達成しました。⼀⽅、区内では⽤地等の確保が難しいため、⺠
間ビルを活⽤した園庭のない私⽴認可保育園等が増え、園児の遊び場所の確保が課題となっていま
す。 

平成 28（2016）年６⽉には、児童福祉法が改正され、平成 29（2017）年４⽉以降、特別区に
おいても児童相談所の設置が可能となったことを受け、区は、児童相談所の設置を決定しました。
区内の家庭が⽣き⽣きと⼦育てを楽しむことができるよう、多様な⽂化や⼈との出会い・交流や学
習の場として⼦育てを応援するとともに、⼦どもと家庭の状況に応じた⽀援機能と児童相談所の専
⾨機能を⼀体化させ、総合的に⽀援していくため、⼦ども家庭⽀援センター、児童相談所、⺟⼦⽣
活⽀援施設の複合施設である（仮称）港区⼦ども家庭総合⽀援センター（令和 3（2021）年 4 ⽉開
設予定）の整備を進めています。 

令和元（2019）年９⽉には、⼦どもの貧困対策の⼀層の推進を図るため、⼦どもの貧困対策の推
進に関する法律が改正され、市区町村に⼦どもの貧困対策についての計画を定めるよう努⼒義務化
されるとともに、10 ⽉からは幼児教育・保育の無償化が実施されるなど、⼦どもを取り巻く環境は
⼤きく変化しています。 

区では、前期の港区⼦ども・⼦育て⽀援事業計画における取組を踏まえつつ、国等の動向や関係
法令の改正、社会経済状況の変化を勘案しながら、今後も⾒込まれる年少⼈⼝の増加に対する適切
な教育・保育の提供体制を実現します。また、多様化している⼦ども・⼦育て⽀援をめぐる諸課題
に柔軟に対応し、全ての⼦どもの健やかな育ちと明るい未来を実現する⼦ども・⼦育て⽀援施策を
総合的かつ計画的に進める必要があります。 

 

（２）⽬的 

⼦ども・⼦育て⽀援事業を実施するにあたり、幼児期の教育・保育、⼦育て⽀援のニーズを把握
し、幼稚園・保育園及び地域⼦ども・⼦育て⽀援事業等の提供体制や質の確保、区の⼦どもに関す
る施策を総合的かつ計画的に推進することを⽬的として、第 2 期の「港区⼦ども・⼦育て⽀援事業
計画（以下「本計画」という。）」を策定します。 
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２ ⼦ども・⼦育て⽀援事業の仕組み 

（１）⼦ども・⼦育て⽀援事業の概要 

平成 27（2015）年から実施されている本制度では、幼稚園等の幼児教育と、保育を必要とする
⼦どもへの保育を、個⼈の権利として保障するために、⼦どものための教育・保育給付制度が導⼊
されています。 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業は、「⼦ども・⼦育て⽀援法」の第 59 条に定められた 13 事業のこ
とを指しています。地域⼦ども・⼦育て⽀援事業については、ご家庭で⼦育てをしている保護者も
利⽤できます。 

 

 
 

１）教育・保育施設 

● 幼稚園 
⼩学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を⾏う学校です。園により、教育時間終了

後の預かり保育なども実施しています。 
【対象児童】３歳〜就学前 
【利⽤条件】制限なし 

  

 
■⼦どものための教育・保育給付 

（⼩学校に⼊学する前のまでの⼦どもが対象） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■⼦どものための現⾦給付 
（中学校を卒業する前までの⼦どもが対象） 

 
 
■⼦育てのための施設等利⽤給付 

⼦ども・⼦育て⽀援給付 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 

●施設型給付 
・幼稚園 
・保育園 
・認定こども園 

●地域型保育給付 
・家庭的保育 
・⼩規模保育 
・居宅訪問型保育 
・事業所内保育 

●児童⼿当 

●利⽤者⽀援事業
●時間外保育事業（延⻑保育事業） 
●放課後児童クラブ（学童クラブ事業） 
●⼦育て短期⽀援事業 

（ショートステイ事業） 
●乳児家庭全⼾訪問事業 
●養育⽀援保問事業 
●地域⼦育て⽀援拠点事業 
 （⼦育てひろば事業） 
●⼀時預かり事業 
●病児保育事業 

（病児・病後児保育事業） 
●⼦育て援助活動⽀援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業）
●妊婦健康診査 
●実費徴収に係る補⾜給付を⾏う事業 
●多様な主体の参⼊促進事業 

●施設等利⽤費の⽀給
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● 保育園 
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。⼦どもの状況や発達過

程を踏まえ、保育園における環境をとおして、養護及び教育を⾏います。 
【対象児童】０歳〜就学前 
【利⽤条件】共働き世帯など、保護者による家庭での保育が困難であること 

 
● 認定こども園 

従来の幼稚園・保育園の枠組みを超えて、教育と保育を⼀体的に⾏います。保育園と幼稚園の両
⽅の良さをあわせ持っているのが特徴で、4 種類に分類されます。 
【対象児童】０歳〜就学前 
【利⽤条件】制限なし（希望するサービスによって条件が異なります） 

 
【認定こども園の種類と内容】 

区  分 内  容

幼保連携型 幼稚園的機能と保育所的機能の両⽅の機能をあわせ持つ単⼀の施設として認定こども園とし
ての機能を果たす。 

幼稚園型 認可幼稚園が、保育が必要な⼦どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備
えて認定こども園としての機能を果たす。 

保育所型 認可保育所が、保育が必要な⼦ども以外の⼦どもも受け⼊れるなど、幼稚園的な機能を備え
ることで認定こども園としての機能を果たす。 

地⽅裁量型 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として必要な機能
を果たす。 

※区では、令和２（2020）年３⽉末時点で、保育所型の認定こども園を１箇所実施しています 
 

２）地域型保育事業 
地域型保育事業は、０〜２歳児を対象に、地域の様々な資源を活⽤して保育の場を提供する事業

です。 
 

● 家庭的保育事業 
家庭的な雰囲気のもとで、少⼈数（５⼈以下）を対象にきめ細かな保育を⾏います。 

 
● ⼩規模保育事業 

家庭的保育に近い雰囲気のもとで、少⼈数（６⼈〜19 ⼈）を対象にきめ細かな保育を⾏います。 
 

● 居宅訪問型保育事業 
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の⾃宅にベビーシッターや保育⼠が訪

問して１対１で保育を⾏います。 
 

● 事業所内保育事業 
事業所の保育施設などで、従業員の⼦どもと地域の⼦どもを⼀緒に保育します。 
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（２）保育の必要性の認定について 

幼稚園、保育園や地域型保育事業の利⽤においては、保育の必要性の認定区分に応じて、利⽤で
きる事業が異なります。 

 
１）⽀援認定区分 

認定区分 対象となる⼦ども 給付の内容 利⽤できる施設・事業

１号認定 満３歳以上の就学前の⼦ども（２号認定を除く） 教育標準時間 幼稚園、認定こども園 

２号認定 
満３歳以上で保護者の就労や疾病などで、 
家庭での保育が困難な⼦ども 

保育短時間 
保育標準時間 

保育園、認定こども園 

３号認定 
満３歳未満で保護者の就労や疾病などで、 
家庭での保育が困難な⼦ども 

保育短時間 
保育標準時間 

保育園、認定こども園 
地域型保育 

 
保育短時間 ︓パートタイム就労などを想定した利⽤時間（８時間以内） 
保育標準時間︓フルタイム就労などを想定した利⽤時間（11 時間以内） 

 
２）保育を必要とする事由 

保育園などで保育を必要とする認定区分（２号認定、３号認定）については、保護者のいずれも
が次のいずれかに該当することで認定されます。 

 
● 就労（⽉ 48 時間以上） 
● 妊娠、出産 
● 疾病、障害 
● 同居または⻑期⼊院などをしている親族の介護・看護 
● 災害復旧 
● 求職活動 
● 就学 
● 虐待やＤＶのおそれがあること 
● 育児休業取得時に、既に保育を利⽤している⼦どもがいて継続利⽤が必要であること 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、⼦ども・⼦育て⽀援法第 61 条第 1 項に基づく「市町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」
として策定するものです。 

また、「市町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」は、盛り込む内容が重複する他の法律の規定により
策定する計画と⼀体のものとして策定することが可能となっていることから、次世代育成⽀援対策
推進法第 8 条第 1 項に基づく「市町村⾏動計画」、令和元（2019）年に改正された⼦どもの貧困対
策の推進に関する法律第９条第 2 項に基づく「市町村計画」の 3 つの計画を⼀体的な計画として策
定することとします。 

なお、次世代育成⽀援対策推進法に基づく⾏動計画策定指針で⽰されている、⺟性の健康の確保
及び増進、⼦育てを⽀援する⽣活環境の整備、地域における⼦育ての⽀援の記載事項については、
⼦ども・⼦育て⽀援法の基本指針にはない記載事項であるため、該当する区の重点施策について、
本計画に記載します。 

 

 

港区基本構想

港区基本計画

個
別
計
画

港区⼦ども・⼦育て⽀援事業計画

港区⼦ども・⼦育て⽀援事業計画
関連計画

・港区地域保健福祉計画
・港区男⼥平等参画⾏動計画
・港区障害者計画
・港区学校教育推進計画
・港区幼児教育振興アクションプ

ログラム
など

内包している計画

市町村
⼦ども・⼦育て⽀援事業計画

市町村⾏動計画

国の根拠法・関連法など

⼦ども・⼦育て⽀援関連３法

次世代育成⽀援対策推進法

新・放課後⼦ども総合プラン

児童福祉法・児童虐待防⽌法

⼦どもの貧困対策推進法

⼦どもの貧困対策計画
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４ 計画の対象 

本計画は、⼦どもとその家庭、地域、事業所、⾏政、その他⼦ども・⼦育て⽀援に関する団体等
を対象としています。 

 

５ 計画の期間 

本計画の計画期間は、⼦ども・⼦育て⽀援法に基づき、令和２（2020）年度から令和６（2024）
年度までの５年間とします。 

なお、次世代育成⽀援対策推進法は平成 27（2015）年度から令和 6（2024）年度までの 10 年
間の時限⽴法であることから、本計画に包含される市町村⾏動計画は、令和２（2020）年度から令
和６（2024）年度までの後期計画として策定します。 

また、⼦どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく市町村計画も５年間とします。 
 

６ 計画の策定体制 

区では、平成 25（2013）年６⽉、港区における⼦ども・⼦育て⽀援に関する施策の推進を図る
ため、⼦どもの保護者や学識経験者、⼦ども・⼦育て⽀援関係団体の代表者などからなる港区⼦ど
も・⼦育て会議を条例により設置しました。 

本計画の策定に向けて、平成 30（2018）年度に港区⼦ども・⼦育て⽀援ニーズ調査を実施する
とともに、庁内では港区⼦育て⽀援推進会議等で検討を⾏いました。 

港区⼦ども・⼦育て会議では、⼗分かつ活発な議論と慎重な審議を重ね、本計画策定にあたって
の意⾒を区⻑に答申するとともに、検討案について専⾨的な⽴場からの意⾒や地域の実態を踏まえ
た意⾒をいただき、本計画に反映しました。 

 



 

 

第２章  基本的な考え⽅ 
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１ ⼦育て⽀援に関するこれまでの取組 

区では、「港区⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（平成 27（2015）年度〜令和元（2019）年度）」に
おいて計上した施策を着実に実施し、平成 31（2019）年４⽉に待機児童ゼロを達成するなど、効
果的な取組を推進してきました。 

（１）教育・保育の充実 

保育施設については、平成 28（2016）年には認可保育園移⾏までの暫定的運⽤としていた「緊
急暫定保育施設」事業を「港区保育室」に再編し、恒常的に保育サービスを提供する場を確保しま
した。また、平成 29（2017）年４⽉から「待機児童解消緊急対策」に取り組み、1,000 ⼈以上の
保育定員を拡⼤しました。 

幼稚園については、区⽴幼稚園の定員拡⼤を段階的に進めるなど、公私⽴幼稚園全体で幼稚園希
望者の受⼊体制を確保してきました。 

認定こども園については、芝浦アイランドこども園を保育所型認定こども園に移⾏し、教育・保
育の⼀体的な提供に向けた取組を推進してきました。 

（２）地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の充実 

⼦育てひろばや⼀時預かりを実施している「あっぴぃ」を区内３か所に新設し、在宅での⼦育て
家庭への⽀援を拡充してきました。 

また、病児・病後児保育室の定員超過に対応するために、新規に２か所を開設するとともに、既
存施設の定員増を検討し、緊急時保育の量的確保を推進してきました。 

さらに、就学児の放課後の居場所⽀援として、保護者が共働きである児童預かる学童クラブの整
備を進めるとともに、⼩学校内に設置する放課 GO→・放課 GO→クラブの整備を進め、全ての就学
児に対する放課後の居場所づくりに取り組んできました。 

（３）⼦ども・⼦育て⽀援の質の向上 

⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく指導検査・訪問指導について、東京都と連携して指導・監督の強
化に取り組んできました。また、保育⼠の質の向上を図るため、ベテラン保育⼠による巡回指導や
公⽴・私⽴認可保育園の保育⼠を対象とした研修を⾏ってきました。 

また、令和元（2019）年５⽉に滋賀県⼤津市で発⽣した保育園児の散歩中における⾃動⾞事故を
踏まえ区内の公⽴・私⽴の幼稚園・保育園の散歩ルートの⼀⻫点検を⾏うなど、散歩中の安全確保
を推進してきました。 

（４）在宅での⼦育て⽀援の充実 

⼦育てひろばの整備による⼦育て家庭の交流の場の充実を図るとともに、「保育園であそぼう」、
「未就園児の会」といった保育園や幼稚園を活⽤して、在宅で⼦育てを⾏う家庭への⼦育て情報や
育児相談の場を提供してきました。 

また、育児休業明けの就労の不安を解消するために、⼊所予約制度の対象施設を 26 施設（平成
27（2015）年度）から 29 施設（令和元（2019）年度）に拡充し、多くの保護者が育児休業を利
⽤しやすい環境づくりを推進してきました。  
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（５）特別な⽀援を必要とする⼦育て家庭への⽀援 

障害のある児童の保育に関する研修を、医師や臨床⼼理⼠などの専⾨家を交えて実施し、保育園
におけるケアの充実を図りました。また、既存の保育園等では受け⼊れが困難であった医療的ケア
児や重度の障害児に対応するために、令和２（2020）年に区⽴元⿇布保育園を整備し、特別なケア
の必要な児童の受け⼊れ態勢を整えてきました。 

さらに、児童虐待やいじめ、不登校、居所不明児童への対策については、要保護児童対策協議会
との連携を強化して、必要な⽀援を効果的に活⽤できるように取り組んできました。令和２（2020）
年度に完成する（仮称）港区⼦ども家庭総合⽀援センターは、児童相談所と、⼦ども家庭⽀援セン
ター、⺟⼦⽣活⽀援施設の機能をもつ包括的な⼦育て⽀援拠点とすることで、妊娠期から⾃⽴まで、
⼦どもの成⻑段階での切れ⽬なく対応するための拠点を整備してきました。 

 
 

 

２ 計画の基本理念 

⼦どもは社会の希望であり、未来をつくる存在です。⼦ども・⼦育て⽀援については、「⼦どもの
最善の利益」が実現されるよう、地域及び社会全体が、⼦どもの健やかな育ちや⼦育てを⽀援して
いく環境を整備していくことが重要です。 

また、保護者が⼦育てについての第⼀義的な責任を有するという基本的認識の下、⼦どもの視点
に⽴ち、⼦どもの⽣存と発達が保障されるよう、⼦ども・⼦育て⽀援を良質かつ適切な内容及び⽔
準のものとすることが必要です。 

区では、区の基本計画の重点課題に「多様な⼈が共⽣する地域社会の実現に向けた取組の推進」
を掲げています。国籍や障害の有無、家族の状況によって左右されることなく、港区に住む全ての
⼦育て家庭が安⼼して⼼豊かに過ごせる地域共⽣社会を実現していくためには、家庭や地域におけ
る⾝近な⽀援に限らず、関連する諸制度との連携を図りながら適切な保護や援助を⾏うことで、⼀
⼈ひとりの⼦どもの健やかな育ちを等しく保障する必要があります。 

なお、⼦ども・⼦育て⽀援とは、保護者による育児を代替するものではなく、保護者が⼦育てに
ついての責任を果たし、⼦育ての権利を受け取ることが可能となるよう、地域や社会が⼦育て家庭
に寄り添い、⼦育てに対する負担や不安、孤⽴感を和らげることを通じて、保護者が⾃⼰肯定感を
持ちながら、⼦どもと向き合える環境を整え、親としての成⻑を⽀援し、⼦育てや⼦どもの成⻑に
喜びや⽣きがいを感じることができるように⽀援をしていくことです。 

⼦どもの健やかな育ちと⼦育てを⽀えることは、⼀⼈ひとりの⼦どもや保護者の幸せにつながる
ことはもとより、地域の担い⼿育成の基礎をなす重要な未来への投資であり、社会全体で取り組む
べき最重要課題の⼀つです。 

本計画においても、「⼦どもの最善の利益」の実現を念頭に、⼦育て家庭を地域全体が協働して⽀
援することにより、⼦どもが⾃⽴し、健やかに成⻑できる環境の実現をめざします。 

そして、保育園や幼稚園等を利⽤する家庭だけでなく、在宅で⼦育てする家庭も含めた全ての⼦
育て家庭に向けて、⼦ども・⼦育て⽀援施策の充実に取り組んでいきます。 
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３ 計画が⽬指す将来像 

区では、⼦ども・⼦育て⽀援をめぐる区の現状や計画の基本理念を踏まえ、前期計画で定めた将
来像を継承し、引き続き⼦ども・⼦育て⽀援の更なる充実と質の向上に取組みます。 

 

 
 

４ 計画の基本⽅針 

計画策定や事業の推進にあたっては、⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく基本指針、関係法令等の改
正、港区⼦ども・⼦育て会議における検討、港区基本計画・実施計画の⽬標等を踏まえ、前期計画
の９つの基本⽅針に、新たに「⼦どもの未来を応援する施策の推進」を追加し、10 の基本⽅針を定
めます。 

 

 
  

●各年度における教育・保育の量の⾒込み並びに実施しようと
する教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

●地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の量の⾒込み並びに実施しよう
とする地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の提供体制の確保の内容及
びその実施時期

●⼦ども・⼦育て⽀援給付に係る教育・保育の⼀体的提供及び
当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

〇産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設⼜は
特定地域型保育事業の円滑な利⽤の確保に関する事項

〇⼦どもに関する専⾨的な知識及び技術を要する⽀援に関する
都道府県が⾏う施策との連携

〇労働者の職業⽣活と家庭⽣活との両⽴が図られるようにする
ために必要な雇⽤環境の整備に関する施策との連携

⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく基本⽅針
（●…必須事項、〇…任意記載事項）

港区⼦ども・⼦育て会議における検討

新・放課後⼦ども総合プラン

次世代育成⽀援対策推進法に基づく⾏動計画策定指針

⼦どもの貧困対策の推進に関する法律

児童虐待防⽌対策体制総合強化プラン

⽅針の背景 基本⽅針

（１）教育・保育施設の充実

（２）地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の充実

（３）教育保育の⼀体的提供及び推進体制の確保

（４）⼦ども・⼦育て⽀援の質の確保

（５）産後休業及び育児休業後における円滑な事業利⽤の確保

（６）特別な⽀援が必要な家庭や⼦どもの施策の充実

（10）⼦どもの未来を応援する施策の推進

（７）ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

（８）放課後対策の総合的な推進

（９）⼦どもの健全な育成に向けた施策の推進

安心して子育てができ、未来を担うすべての子どもたちが
健やかに成長できる地域共生社会 
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めざす将来像 安心して子育てができ、未来を担うすべての子どもたちが健やかに成長できる地域共生社会 

将来像を 
実現するための 

基本⽅針 

（１）教育・保育施設等の充実 
保護者の就労状況及びその変化、現在の教育・保育の利⽤状況及び利⽤希望を⼗分に踏まえた上で、教育・
保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定め、⼦どもを受け⼊れるための体制確保を図ります。 

（２）地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の充実 妊娠・出産期からの切れ⽬ない⽀援に⽬指し、地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の提供体制の確保の内容及び
その実施時期を定め、安⼼して⼦育てができる環境整備を図ります。 

（３）教育・保育の⼀体的提供及び推進体制の確保 
芝浦アイランドこども園における教育・保育の⼀体的提供体制を継続するとともに、新たな認定こども園
を設置する場合における整備・運営⼿法等について検討します。 

（４）⼦ども・⼦育て⽀援の質の確保 研修の充実等による職員等の資質の向上、保育⼈材の確保・定着に向けた処遇改善、⼦育て⽀援施設に対
する適切な指導監督を通じて、質の⾼い教育・保育及び地域⼦ども⼦育て⽀援事業を提供します。 

（５）産後休業及び育児休業後における円滑な事業利⽤の確保 産前・産後休業、育児休業期間中の保護者が、休業明けに希望に応じて円滑に保育サービスが利⽤できる
よう、情報提供や⼊所予約制度の充実を⾏います。 

（６）特別な⽀援が必要な家庭や⼦どもの施策の充実 児童虐待やひとり親、障害等、特別な⽀援が必要な家庭や⼦どもへの⽀援体制を強化します。 

（７）ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備 
国、東京都、地域の企業、労働者団体、⺠間団体等と相互に連携し、協⼒し合いながら、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた環境整備を図ります。 

（８）放課後対策の総合的な推進 
放課後に⼦どもが安全に安⼼して過ごすことのできる場を確保するため、⼦どもの居場所づくりを推進し
ます。 

（９）⼦どもの健全な育成に向けた施策の推進 
⼦どもが健やかに成⻑できるよう、区内の児童遊園等の整備、環境学習の⽀援を推進していきます。また、
⼦ども・若者の健やかな育成のための⽀援や取組を関係機関が連携して推進します。 

（10）⼦どもの未来を応援する施策の推進 全ての⼦どもが⽣まれ育った環境に左右されず夢と希望を持って成⻑できるよう、「学習」「⽣活環境」「経
済的安定」の⽀援の充実を図るとともに、地域が⼀体となって施策を推進していく体制を整備します。 



 

 

第３章  施策内容 
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１ 教育・保育提供区域について 

（１）提供区域の設定 

⼦ども・⼦育て⽀援法では、市町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画において、「教育・保育提供区域」
を設定することを義務付けており、この「教育・保育提供区域」に基づき、以降に記載する「量の
⾒込み」及び「確保策」を決定するとともに、地域型保育事業の認可の際に需給調整を判断します。 

 
＜⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく区域設定にあたっての視点＞ 

● 利⽤者及び事業者にとってわかりやすい区域設定を⾏うこと。 
● 現在の教育・保育需要の増⼤に対して、できる限り柔軟に対応できること。 
● 利⽤者が利⽤しやすい範囲で施設の整備が可能であること。 
● 居住エリア以外（通勤途上等）での利⽤ニーズにも柔軟に対応できること。 
● 今後の待機児童数等の推移が不確定な中で、需要推計を⽐較的⽴てやすいこと。 
● 計画策定後の事業内容について、各施設・事業を通じて進捗管理を⾏いやすいこと。 

 
前期計画では、⽐較的交通機関が発達していることや、居住地区を越えた施設利⽤がある現状等

も踏まえ、港区全域を⼀つの区域としました。 
教育・保育提供区域を⼀つに設定することにより、地区の境界付近に居住する⽅や勤務地等の都

合、教育・保育内容の特性を踏まえた選択で、居住地区以外の施設・事業を希望するニーズに柔軟
に対応できるとともに、事業等の認可申請に対して、他の地区との需給調整をすることなく認可す
ることができます。 

前期計画から状況に変化はないことから、本計画においても、引き続き、港区全域を⼀つの区域
とします。 

（２）児童⼈⼝の推計 

港区⼈⼝推計では、令和６（2024）年までの０〜11 歳⼈⼝は経年で増加することが⾒込まれて
います。 

  

2,802 2,961 3,022 3,055 3,082 3,124

5,930 5,796 5,835 5,977 6,083 6,148

8,317 8,692 8,663 8,501 8,380 8,495

6,998 7,252 7,728 8,097 8,511 8,494

6,060 6,234 6,431 6,833 7,117 7,593
30,107

30,935 31,679
32,463 33,173 33,854

0
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H31/R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

0歳 1～2歳 3～5歳 6～8歳 9～11歳

（実績） （推計）（人）
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（３）区内の幼稚園・保育園等の配置状況 

 
記号 施設区分 芝 ⿇布 ⾚坂 ⾼輪 芝浦港南 合計 

 区⽴幼稚園   

 私⽴幼稚園   

 区⽴認可保育園   

 私⽴認可保育園   

 認定こども園   

 港区保育室   

 認証保育所   

最新データに差し替え 
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２ 施設・事業の「量の⾒込み」の算出⽅法 

前回計画の記載内容 
※ニーズ調査に基づく推計がわずかのため、記載内容

は要検討 
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３ 計画の体系 

 

体系が固まった段階で作図します。 
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４ 事業内容 

基本⽅針１ 教育・保育施設等の充実 

 

 

【統計・調査等からみた現状】 

■港区の０〜５歳の⼈⼝は増加しており、平成 27（2015）年の 14,739 ⼈に対して平成 31（2019）
年は 17,138 ⼈となり 16.3％増となっています。⼩学⽣についても同様に増加しており、平成 27
（2015）年から平成 31（2019）年にかけて 23.2％増となっています。 

■今後の将来推計をみても港区の⼦どもの⼈⼝は増加傾向が維持され、令和元（2019）年から令和６
（2024）年にかけて０〜５歳で 3.7％増、⼩学⽣で 24.1％増の⾒込みとなっています。 

■区のこれまでの保育定員拡⼤の取組により、平成 31（2019）年 4 ⽉ 1 ⽇時点の待機児童数はゼロ
になりました。しかし、その後待機児童は再び⽣じており、区内の就学前⼈⼝は今後も増加してい
くと予測されています。 

■アンケート調査結果によると、「平⽇の定期的な教育・保育事業」の利⽤は、0 歳児で 24.8％、１・
２歳児で 72.8％、３歳以上では 96.9％、０〜５歳全体で 73.9％となっています。前回調査時の平
成 25（2013）年における 0〜５歳の利⽤率は 63.9％となっており、教育・保育サービスの利⽤は
この 5 年間で 10 ポイント増加しています。 

■また、⺟親の就労状況をみると、前回調査時（平成 25（2013）年）はフルタイムやパートなどで
の就労率が 53.6％に対して、今回の調査時（平成 30（2018）年）は 68.5％と⼤幅に増加してい
ます。さらに、利⽤したい教育・保育サービスをみると、認可保育所のニーズは前回の 44.3％から
変わらず 43.3％となる⼀⽅で、幼稚園のニーズは 55.7％から 41.8％へと⼤きく減少しています。

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■⼦どもの増加に加えて、保護者の就労率が⾼くなっており、教育・保育サービスに対するさらなる
ニーズの⾼まりに対応する必要があります。 

■また、保護者の就労形態や⼦育てへのニーズの多様化が進んでいることから、保護者が必要として
いる教育・保育を選択できるよう、ニーズの変化を把握し対応していく必要があります。 

 
※表中の「量の⾒込み」、「確保策」及び「箇所数」は、各年度の 4 ⽉ 1 ⽇を基準としています。 
※表中の「全体計画⽬標」及び「施設等整備数」は、各年度の 3 ⽉ 31 ⽇を基準としています。 
 
 
 

区の現状と課題 
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１）幼児教育（１号認定及び２号認定のうち共働きで幼稚園を利⽤している者） 
 
 事業内容  

● 幼稚園等において、３歳から⼩学校就学前までの児童を保育し、その⼼⾝の発達を助⻑することを
⽬的とした教育を⾏います。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

平成 26（2014）年２⽉策定「港区幼稚園教育振興⽅針」で⽰した推計⼿法を⽤い、推計⼈⼝に
直近令和元（2019）年 5 ⽉の幼稚園状況から算出する就園希望率を乗算して算出します。ただし、
これまでの希望率減少傾向を考慮し、過去３年間の希望率の減少幅（平均 1.3％）を令和 4（2022）
年度まで各年逓減した希望率（令和２（2020）年度 36.0％、令和３（2021）年度 34.7％、令和４
（2022）年度以降 33.4％）を乗算します。また、区⽴芝浦アイランドこども園の１号認定利⽤者
分及び特別⽀援学校幼稚部利⽤者分について、直近令和元（2019）年５⽉の利⽤者数を各年の量の
⾒込みに加算します。 
※ ２号認定のうち共働きで幼稚園を利⽤している者については、国の⼿引きによる⽅法で算出した

量の⾒込みを幼児教育全体の量の⾒込みの内訳として採⽤しています。 
※ 幼児教育・保育の無償化については、幼児教育の量の⾒込みには⼤きく影響しないと想定してい

ます。 
 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年５⽉時点で、区⽴幼稚園 12 園、私⽴幼稚園 14 園、区⽴認定こども園１園、特
別⽀援学校幼稚部１園により、１号認定の定員を 3,613 ⼈確保しています。今後も、幼稚園のほ
か、保育園等を含めたニーズを的確に把握し、地域や年齢ごとの需要を細かく⾒た上で、区全体の
需給バランスを図りながら、公私⽴幼稚園全体で定員を確保していきます。 

（⼈） 

幼児教育 

【実績】 【計画】
R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度

1 号
2 号 
(幼児 
教育) 

1 号 
2 号
(幼児
教育)

1 号
2 号
(幼児
教育)

1 号
2 号
(幼児
教育)

1 号 
2 号 
(幼児 
教育) 

1 号
2 号
(幼児
教育)

①
⾒
込
み

認定別  2,522 615 2,408 613 2,253 601 2,215 593 2,244 601

合計  3,137 3,021 2,854 2,808 2,845

②
確
保
策

特定教育保育施設 
3,613（※） 3,613（※） 3,613（※） 3,613（※） 3,613（※） 3,613（※）確認を受けない 

幼稚園 

過不⾜（②－①）  476 592 759 805 768

箇所数 28 か所 28 か所 28 か所 28 か所 28 か所 28 か所
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※ 私⽴幼稚園については、区の確認を受け新制度に移⾏するか、現⾏制度のまま継続するかを各園で判
断することになっていますが、計画段階では各園の状況を確定できないため、確保策を特定教育・保
育施設と⼀体的な記載としています。 

※ 量の⾒込み、確保策及び箇所数には、特別⽀援学校幼稚部の利⽤者数及び施設数を含んでいます。 
 
 計画事業  

● 幼稚園の受け⼊れ体制の充実 
地域や年齢ごとの幼稚園⼊園のニーズを的確に把握し、公私⽴幼稚園全体で幼稚園の受⼊体制の

充実を図ります。 
 

● 園舎等の整備 
幼児数の変化や施設の⽼朽化に対応し、より良い教育環境を確保するため、計画的に園舎等の改

築や増築等を進めます。 
 

● 幼稚園規模適正化の検討 
幼児⼈⼝が増加する⼀⽅で、保育園需要の拡⼤により、幼稚園の希望率は低減傾向にあります。

今後の幼児⼈⼝の推移や就園状況、地域の状況、教育環境等を考慮し、幼稚園規模の適正化に関す
る検討を⾏います。  
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２）保育（２号認定のうち共働きで幼稚園を利⽤していない者、３号認定） 
 
 事業内容  

● 保育の必要性に応じた⽀給認定（２号認定・３号認定）を受けた世帯の児童に対し、認可保育園等
の特定・教育保育施設、⼩規模保育事業等の特定地域型保育事業、港区保育室等の認可外保育施設
において、保護者に代わって保育を提供しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

・2 号認定 
直近の平成 31（2019）年 4 ⽉の保育需要率の上昇率「1.1％」（H30 年度⇒H31 年度）を各年に

加算し、⼈⼝推計に乗算して算出します。 
なお、推計の基準となるベースの需要率は平成 31（2019）年 4 ⽉の保育需要率「44.7％」とし

ます。 
・3 号認定（0 歳） 

直近の平成 31（2019）年 4 ⽉の保育需要率の上昇率「0.7％」（H30 年度⇒H31 年度）を各年に
加算し、⼈⼝推計に乗算して算出します。 

なお、推計の基準となるベースの需要率は平成 31（2019）年 4 ⽉の保育需要率「30.3％」とし
ます。 
・3 号認定（1〜2 歳） 

直近の平成 31（2019）年 4 ⽉の保育需要率の上昇率「1.6％」（H30 年度⇒H31 年度）を各年に
加算し、⼈⼝推計に乗算して算出します。 

なお、推計の基準となるベースの需要率は平成 31（2019）年 4 ⽉の保育需要率「54.0％」とし
ます。 
※ 量の⾒込みへの幼児教育・保育の無償化の影響については、各年に加算する上昇率の範囲内に

おさまると想定しています。 
 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年４⽉１⽇現在で、特定教育・保育施設 66 園、特定地域型保育事業 13 園、認可
外保育施設 38 園により、２号認定（幼児教育以外）の保育定員を 3,970 ⼈、３号認定の０歳の保
育定員を 976 ⼈、３号認定の１・２歳の保育定員を 3,441 ⼈確保しています。今後は、就学前⼈
⼝の増加を踏まえ、保育ニーズの⾼い地域を精査しながら、私⽴認可保育園の誘致を中⼼として、
必要となる保育定員を確保します。 
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【量の⾒込みと確保策（２号認定（幼児教育以外））】     （ ⼈ ） 

保育 
（2 号認定（幼児教育以外）） 

【実績】 【計画】
R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度

①⾒込み 3,719 3,983 4,065 4,082 4,116 4,266

②
確
保
策 

合計 3,970 4,246 4,599 4,828 4,967 5,049

特定教育・保育施設 2,921 3,189 3,424 3,607 3,848 3,953

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 0
認可外保育施設 

（保育室・認証・保育サポート） 1,049 1,057 1,175 1,221 1,119 1,096

過不⾜（②－①） 251 263 534 746 851 783

 
【量の⾒込みと確保策（３号認定）】       （ ⼈ ） 

保育 
（3 号認定） 

【実績】 【計画】
R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度

0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳

①⾒込み 850 3,200 919 3,221 960 3,336 991 3,513 1,022 3,672 1,058 3,810

②
確
保
策 

合計 976 3,441 1,050 3,682 1,071 3,718 1,093 3,774 1,114 3,850 1,155 3,975

特定教育・保育施設 630 1,959 724 2,251 745 2,315 765 2,381 801 2,507 842 2,632

特定地域型保育事業 51 251 51 251 51 251 53 257 53 257 53 257

認可外保育施設 
（保育室・認証・保育サポート） 

295 1,231 275 1,180 275 1,152 275 1,136 260 1,086 260 1,086

過不⾜（②－①） 126 241 131 461 111 382 102 261 92 178 97 165

 

【施設等箇所数（各年度 4 ⽉ 1 ⽇現在）】         （箇所） 

保育 
【実績】 【計画】
R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度

施
設
等
箇
所
数 

合計 117 126 130 134 138 143

特定教育・保育施設 66 76 80 83 88 93

特定地域型保育事業 13 13 13 14 14 14

認可外保育施設 
（保育室・認証・保育サポート） 

38 37 37 37 36 36
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【施設等整備数（各年度 3 ⽉３１⽇現在）】 
保育 

全体計画⽬標 
R６(2024)年度末 

【実績】 【計画】
R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

施
設
等
整
備
数 

区⽴認可保育園 
22 園 

21 園 ― ― ― 
設置 1 園 

（旧神応活⽤） 
― 

私⽴認可保育園 
70 園 

47 園 設置 8 園 設置 3 園 設置 3 園 設置 4 園 設置 5 園 

事業所内保育事業所 
2 園 

1 園 ― ― 設置 1 園 ― ― 

港区保育室 
12 園 

13 園 ― ― 
閉園 1 園
（三光） 

― ― 

 

 

 計画事業  
● 保育施設の充実 

待機児童ゼロを維持するため、保育ニーズの⾼い地域を精査しながら、私⽴認可保育園の誘致を
中⼼とした保育施設の充実を図ります。なお、区が独⾃に実施している港区保育室については、今
後の保育需要や待機児童の推移を考慮しながら、既存施設の継続や廃⽌、認可化等の判断をしてい
きます。 

 
● 新たな認定こども園を設置する場合における整備・運営⼿法等の検討 

認定こども園への区⺠ニーズに対応するため、区⽴芝浦アイランドこども園の運営を継続すると
ともに、今後は、保護者がより多様な教育・保育施設の中から選択できるよう、芝浦港南地区以外
の地区において、新たな認定こども園を設置する場合における整備・運営⼿法等について検討しま
す。 

 
● みなと保育サポート事業の充実 

保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応するため、パートタイム勤務や育児短時間勤
務など、児童を保育できない家庭を対象に保育を⾏うみなと保育サポート事業の充実を図ります。 

 
● 地域型保育事業の実施 

現在実施している⼩規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を継続し、多様な地
域型保育事業の中から保護者が選択できる仕組みを確保します。 

 
● ⼤規模開発における認可保育園付置の要請 

集合住宅等の⼤規模開発の際、敷地内に認可保育園の付置を要請します。 
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基本⽅針２ 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の充実 

 

 

【統計・調査等からみた現状】 

■アンケート調査結果によると、教育・保育サービスを利⽤している⼈の理由としては、「保護者が就
労している」「⼦どもの教育や発達のため」といった理由が半数以上を占めています。⼀⽅で、利⽤
していない⼈の理由としては「保護者が就労しているため」「⼦どもが⼩さいため」が⾼くなってい
ます。このうち、⼦どもが⼩さいことを理由にサービスを利⽤していない⼈が希望する利⽤開始年
齢としては「１歳」が 36.4％と最も⾼く、次いで「３歳」が 24.3％となっています。 

■⼦育てに関する相談について、「気軽に相談できる場所がある」割合は 93.4％となっており⼤半を
占めているが、配偶者や⽗⺟を相談相⼿とする⽐率が⾼くなっています。また、⼦育てに孤⽴感を
感じている割合は、「ある」が 7.7％、「ときどきある」が 26.0％となっています。 

■⼦育てひろば等の地域⼦育て⽀援拠点の利⽤については、「利⽤している」が０〜５歳の全体で
46.1％となっており、利⽤している施設については「⼦育てひろばあっぴぃ」と「中⾼⽣プラザ・
児童⾼齢者交流プラザ」で利⽤者の半数を占めています。 

■⼟⽇の定期的な教育・保育ニーズは、⼟曜⽇に利⽤したい割合は全体の 40.7％、⽇曜⽇に利⽤した
い割合は 23.3％となっています。 

■⼦どもが病気の際の対応については、直近１年の間に病気を理由に教育・保育サービスを利⽤でき
なかった割合は 85.3％となっており、うち⺟親が仕事を休むことで対応した割合は 69.4％と最も
⾼くなっています。病児病後児施設の利⽤希望については、「利⽤したい」53.9％に対して「利⽤し
たいと思わない」45.2％となっています。 

■不定期の宿泊を伴う⼀時預かりについては、「事業を利⽤していない」が 64.3％となっており、⼀
時預かり等の事業利⽤は 2 割を下回っています。利⽤しない理由としては、「利⽤する必要がない」
が 38.8％と最も⾼い⼀⽅で、「⽇常接していない⼈に預けるのが不安」や「事業の利⽤⽅法がわか
らない」などのサービスの質や情報不⾜を理由としている割合が次いで⾼くなっています。 

 

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■保護者の就労状況の多様化に伴い、通常の教育・保育サービスだけでは対応できない保育ニーズが
⾼まっています。不定期の預かりサービスや、病児・病後児といった緊急時の預かり先の拡充が必
要となります。 

■また、在宅で⼦育てを⾏う家庭への⽀援をさらに充実させ、⼦育ての孤⽴化を防ぎ、区全体で⼦育
て世帯を⽀える体制が必要となります。 

  

区の現状と課題 
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１）利⽤者⽀援事業 
 
 事業内容  

● ⼦どもや保護者、または妊娠している⽅が、教育・保育施設や地域の⼦育て⽀援事業を円滑に利⽤
できるよう、⾝近な場所で、情報収集と提供を⾏うとともに、必要に応じて相談や助⾔を⾏い、関
係機関等との連絡調整等を実施しています。 

● 区では、各地区総合⽀所で保育コンシェルジュ（基本型）が、⼦ども家庭⽀援センターと⼦育てひ
ろば あい・ぽーとでは⼦育てコーディネーター（特定型）が、みなと保健所では助産師が（⺟⼦
保健型）妊産婦の相談を⾏っています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【相談窓⼝の設置箇所数】 

基本型（保育コンシェルジュ）は、各地区総合⽀所に 1 ヵ所ずつ設置します。特定型（⼦育てコ
ーディネータ）は、1 ヵ所あたりの年間相談受付数（約 2,000 件）に対応するため、⼦ども家庭⽀
援センター、⼦育てひろば あい・ぽーとの２か所で実施します。 

⺟⼦保健型は、妊産婦の相談を実施しているみなと保健所で実施します。 
 

 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度までに８か所で実施しています。 
 

（箇所） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み ８ ８ ８ ８ ８ ８

②確保策 ８ ８ ８ ８ ８ ８

過不⾜（②－①） 0 0 0 0 0 0

 
 計画事業  

● 利⽤者⽀援事業の推進 
妊産婦や⼦育て家庭が、⺟⼦保健や保育等の⼦ども・⼦育て⽀援サービスを適切に選択し、確実、

円滑に利⽤できるよう、個別の⼦育て家庭のニーズを把握し、悩みや課題を受け⽌めながら、ICT
を活⽤したサービスの情報提供やコーディネートを⾏います。 

⼦育てコーディネーター事業については、⼦ども家庭⽀援センター移転後も、より多くの⼦育て
家庭の相談を受け付けることができるよう、実施⽅法（出張実施など）等の⼯夫を検討します。 
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２）時間外保育事業（延⻑保育事業） 
 
 事業内容  

● 区内の全ての区⽴保育園において延⻑保育（18 時 15 分〜20 時 15 分）を実施しています。⼀部
の園では 22 時までの保育を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

各年度の２号認定者・３号認定者の⼈数に、過去３年間（H28 年度〜H30 年度）の保育園の１⽇
あたりの平均需要率（14.7％）を乗算して算出します。 

 
 確保の⽅策  

● 保育園の整備に併せて、延⻑保育利⽤定員枠を確保します。 
 

（⼈） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 込み 1,139 1,190 1,225 1,258 1,291 1,338

②  
確保策 

合計 1,229 1,319 1,379 1,425 1,460 1,496

特定教育 
保育施設 

808 906 953 993 1,052 1,091

特定地域型 
保育事業 

44 44 44 45 46 46

認可外 
保育施設 

377 369 382 387 362 359

過不⾜（②－①） 90 94 121 134 169 158

施設数 117 箇所 126 箇所 130 箇所 134 箇所 138 箇所 143 箇所
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３）放課後児童クラブ事業（学童クラブ事業） 
 
 事業内容  

● 保護者が就労等により昼間家庭にいない⼩学⽣に対し、放課後等に適切な遊び及び⽣活の場を提供
し、児童の健全育成を図るため、区⽴児童館や区⽴⼦ども中⾼⽣プラザ、区⽴⼩学校などで学童ク
ラブ事業を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

平成 31（2019）年度４⽉時点の学年別の需要率を、推計児童数に乗算して算出します。 
※学年毎の需要率 

1 年⽣︓47.8％、2 年⽣︓46.5％、3 年⽣︓39.9%、4 年⽣︓24.1%、5 年⽣︓10.9％、6 年
⽣︓4.3％ 

 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度までに３５か所で実施し、3,249 ⼈の学童クラブ定員を確保しています。今
後⾒込まれる需要の増加に対応するため、新規開設などにより、学童クラブの定員拡⼤を図ります。 

 
（⼈） 

 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① ⾒込み 2,851 3,089 3,139 3,309 3,454 3,494

② 
確保策 

合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519

低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768

⾼学年 650 695 662 694 700 751

過不⾜（②－①） 398 220 170 160 25 25

箇所数 35 箇所 35 箇所 36 箇所 37 箇所 37 箇所 37 箇所

 
 計画事業  

● 学童クラブ事業の充実 
増加する学童クラブ需要に対応するため、区⽴⾼輪台⼩学校内で新たに学童クラブ事業を実施す

るとともに、新たに開設する（仮称）区⽴芝浦第⼆⼩学校内においても学童クラブ事業を実施する
など学童クラブ定員の拡⼤を図ります。 
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４）⼦育て短期⽀援事業（ショートステイ事業） 
 
 事業内容  

● 保護者が疾病や出産・仕事・家族の介護・冠婚葬祭・事故・災害・ボランティア活動への参加等に
より、乳幼児を養育することが困難な場合に、児童福祉施設（社会福祉法⼈恩師財団慶福育児会 ⿇
布乳児院、及びみなと⼦育て応援プラザ Pokke）で、短期間（７⽇間以内）、宿泊を伴う養育を⾏
っています。 

 
 量の⾒込みの算出⽅法  

【これまでの実績から算出】 
前期計画期間内の最⼤利⽤実績から、０歳児〜５歳児１⼈あたり平均利⽤⽇数（0.1 ⽇/年）を算

出し、令和 2（2020）年度以降の０歳児〜５歳児の推計⼈⼝を踏まえ、量の⾒込みを算出します。 
 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度までに、２か所で実施し、4,550 ⼈の定員を確保しています。 
 

（⼈⽇／年） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み 1,159 1,919 1,927 1,929 1,930 1,954

②確保策 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550

過不⾜（②－①） 3,391 2,631 2,623 2,621 2,620 2,596

箇所数 2 箇所 2 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所

 
 計画事業  

● ⼦育て短期⽀援事業の受⼊拡充 
現在、児童福祉施設 2 か所で実施していますが、0 歳児の受⼊れ枠が限られています。０歳児の

受⼊れに対応するため、令和 3（2021）年 4 ⽉から東京都済⽣会中央病院附属乳児院において、新
たに事業実施を予定しています。 
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５）乳児家庭全⼾訪問事業 
 
 事業内容  

● ⽣後４か⽉以内の乳児のいる全ての家庭を保健師または助産師が訪問し、⾚ちゃんの体重測定や育
児相談、⺟親⾃⾝の体調等の相談、⺟⼦保健サービス等の紹介など、育児不安の軽減、産後うつ病
の予防、⺟乳育児の⽀援等を⾏っています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【⼈⼝推計の０歳児全員を対象】 

⽣後４か⽉以内の乳児のいる全ての家庭を対象とした事業であることから、各年の０歳児推計⼈
⼝を量の⾒込みとします。 

 
 確保の⽅策  

● 区の保健師及び委託による助産師が訪問します。訪問対象者の増加には、委託拡⼤による助産師の
確保で対応します。 

 

（回） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み  2,961 3,022 3,055 3,082 3,124

② 
確保策 

実施数  2,961 3,022 3,055 3,082 3,124

実施体制 
助産師 19 名 
保健師 14 名 

助産師 19 名
保健師 14 名

助産師 19 名
保健師 14 名

助産師 19 名
保健師 14 名

助産師 19 名 
保健師 14 名 

助産師 19 名
保健師 14 名

実施機関 みなと保健所 みなと保健所 

委託団体等 
東京都助産師会
品川港地区分会 

東京都助産師会品川港地区分会 

過不⾜（②－①）  0 0 0 0 0
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６）養育⽀援訪問事業 
 
 事業内容  

● ⼦どもの養育について⽀援が必要な家庭（要⽀援家庭）に対して、⼀定期間その家族及び児童を⽀
援する者が訪問し、家事や育児など必要な⽀援等を⾏っています。 

 
 量の⾒込みの算出⽅法  

【これまでの実績から算出】 
要⽀援家庭数は、平成 27（2015）年度から平成 30（2018）年度の⼦ども家庭⽀援センターの

新規受理件数に対する要⽀援家庭数の割合の平均値（0.013％）を令和 2（2020）年度以降の新規
受理推定件数に乗じて、量の⾒込を算出します。 

延派遣回数は、平成 27（2015）年度から平成 30（2018）年度の１家庭あたりの平均派遣回数
（11.8 回）を令和 2（2020）年度以降の要⽀援家庭の推定数に乗じて、量の⾒込を算出します。 

 
 確保の⽅策  

● 要⽀援家庭の⽀援に対応できる専⾨性の⾼い委託業者を確保し、対応します。 
 

（⼈） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み 
登録世帯  18 世帯 19 世帯 19 世帯 20 世帯 20 世帯

派遣回数  208 214 221 227 233

②確保策 
派遣回数  208 214 221 227 233

実施体制  委託によるヘルパー 

過不⾜（②－①）  0 0 0 0 0

 
 計画事業  

● 養育⽀援訪問事業の充実 
養育⽀援訪問事業の対象家庭のうち、⼦どもの⾷事を⼗分に作ることができていない、孤⾷の傾

向にあるなどの課題を抱えている家庭について、⾷事の⽀援を充実させることなどにより、表⾯化
している課題の解決を図るだけでなく、家庭の問題全般への関わりを深め、適切な⽀援につなぎ、
児童虐待の未然防⽌や早期発⾒を図ります。 
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７）地域⼦育て⽀援拠点事業（⼦育てひろば事業） 
 
 事業内容  

● 地域の⼦育て家庭の親とその⼦どもが集える場を提供し、親⼦の相互交流の促進及び育児不安等に
関する相談、援助等を⾏っています。区では、⼦ども中⾼⽣プラザや⼦育てひろば「あっぴぃ」な
ど様々な場所において、⼦育てひろば事業を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

前期計画期間の実績から０歳児〜３歳児１⼈あたり平均利⽤回数（24.7 回/年）と、前期計画期間
の需要の平均拡⼤幅（0.4 回/年）を算出します。 

その上で、令和 2（2020）年度以降の０歳児〜３歳児の推計⼈⼝を踏まえ量の⾒込みを算出しま
す。 

 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度までに 17 か所で実施し、342,845 ⼈の定員を確保しています。 
 

（⼈回／年） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み 255,011 299,155 301,579 309,789 319,865 329,102

②確保策 342,845 347,426 367,426 367,426 367,426 367,426

過不⾜（②－①） 87,834 48,271 65,847 57,637 47,561 38,324

箇所数 17 箇所 18 箇所 19 箇所 19 箇所 19 箇所 19 箇所

 
 計画事業  

● ⼦育てひろば事業の推進 
親⼦が⾝近な場所で気軽に集い、仲間づくりや情報交換ができる場所を提供し、育児に関する講

座や集いの開催、⼦育て相談などを⾏う⼦育てひろば事業を推進します。令和 3（2021）年度に整
備する（仮称）⼦ども家庭総合⽀援センターに、新たに⼦育てひろばを開設します。 

 
● ⽣活スタイルの多様化に対応した⼦育て⽀援策の充実 

ファミリー・サポート（育児サポート⼦むすび）や派遣型⼀時保育を担う⼦育て⽀援員の育成、
産前産後家事・育児⽀援サービスの受託事業者数の増加、ショートステイ、トワイライトステイの
実施などにより、様々な時間帯・保育内容等に対応する⼦育て⽀援サービスの充実を図ります。 
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８）⼀時預かり事業（幼稚園等の預かり保育） 
 
 事業内容  

● 幼稚園等において、通常の教育時間の終了後等に、在園児のうち希望する者を引き続き預かり、教
育活動を⾏う、預かり保育を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

区⽴幼稚園、私⽴幼稚園及び区⽴芝浦アイランドこども園の預かり保育の平成 30（2018）年度
の利⽤実績から量の⾒込みを算出します。なお、区⽴幼稚園分については、⽉により利⽤者数が異
なりますが、最も利⽤の多かった⽉の利⽤者数を年間に換算し、量の⾒込みを算出します。 

 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度現在、区⽴幼稚園全園（12 園）、私⽴幼稚園６園、区⽴芝浦アイランドこど
も園で預かり保育を実施しています。今後も、各年の利⽤状況を確認しながら、必要な定員を確保
していきます。 

 

（⼈⽇/年） 

幼稚園等の 
預かり保育 

【実績】 【計画】
R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度

①⾒込み  46,690 46,690 46,690 46,690 46,690

②確保策 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403

過不⾜（②－①）  12,713 12,713 12,713 12,713 12,713

箇所数 19 箇所 19 箇所 19 箇所 19 箇所 19 箇所 19 箇所

 
 計画事業  

● 預かり保育の充実 
区⽴幼稚園全園で預かり保育を実施するとともに、幼児の⽣活リズムへの配慮や家庭との連携を

踏まえた上で、保育内容の充実に努めます。 
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９）⼀時預かり事業（幼稚園以外の預かり保育） 
 
 事業内容  

● 保育園や⼦育てひろばにおいて、家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった乳幼児に
対して、⼀時的に預かり、必要な保育を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

前期計画実績の０歳児〜５歳児１⼈あたり平均利⽤⽇数（3.8 ⽇/年）と、前期計画の実績によ
る需要の平均拡⼤幅（0.4 ⽇/年）を算出します。 

 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度までに、保育園や⼦育てひろば「あっぴぃ」等 18 か所で実施し、114,262
⼈の定員を確保しています。 

 

（⼈⽇/年） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み 87,047 80,963 88,476 95,730 102,989 111,577

②確保策 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262

過不⾜（②－①） 27,215 33,299 25,786 18,532 11,273 2,685

箇所数 18 箇所 18 箇所 18 箇所 18 箇所 18 箇所 18 箇所

 
 計画事業  

● ⼀時預かり事業の推進 
⼦育てをする家庭の⼦育て不安の解消を図るとともに、各家庭の多様なニーズに対応するため、

ICT を活⽤した区内全施設のリアルタイムの空き情報の提供や、予約システムの導⼊など、利⽤し
やすい仕組みづくりを検討します。 
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10）病児・病後児保育事業 
 
 事業内容  

● 医療機関等に付設された施設で、看護師等が病気の児童を⼀時的に保育します。区では、病児保育
施設５施設、病後児保育施設１施設で病児・病後児保育を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

２号認定者（幼児教育以外）・３号認定者の⾒込み⼈数に対して、令和元（2019）年度の病児保
育登録率（72％）、と平均利⽤希望回数（1.65 回／年）を乗算して算出します。 

 
 確保の⽅策  

● 平成 29（2017）年度及び平成 30（2018）年度に病児保育施設を新たに開設し、令和元年度には
既存の病児保育施設の定員拡⼤を⾏いました。病児保育事業を⾏うためには、専⽤の保育室や職員
の確保などが必要なため、病児保育定員の拡⼤に向けて、医療機関の情報収集などを⾏います。 

（⼈⽇/年） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み  9,650 9,933 10,200 10,466 10,851

②確保策 6,482 6,804 6,804 6,804 6,804 6,804

過不⾜（②－①）  -2,846 -3,129 -3,396 -3,662 -4,047

箇所数 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所

 
 計画事業  

● 病児・病後児保育室の定員拡⼤ 
時期によって定員超過により病児・病後児保育を利⽤できない区⺠のニーズに対応するために、

新規施設の開設や既存施設の定員増を図ります。 
 

● 病児・病後児保育施設の利便性の向上 
病児保育施設４施設、病後児保育施設１施設で電話による予約受付を実施していますが、予約シス

テムの導⼊など、保護者の利便性を向上します。 
 

● 訪問型病児・病後児保育の利⽤助成 
ベビーシッター等の派遣による、家庭で病児・病後児保育を⾏う場合に利⽤料の⼀部を助成してい

ます。本事業の周知・利⽤を進めることで、病児・病後児保育の充実を図ります。 
  



 

38 

11）⼦育て援助活動⽀援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
 
 事業内容  

● 区は、育児サポート事業「育児サポート⼦むすび」として、育児の⽀援が必要な⼈（利⽤会員）と
育児の協⼒をする⼈（協⼒会員）を組織化し、学童クラブ・保育園等の送迎や短時間の保育などの
⽀援を実施することで、仕事と育児の両⽴及び地域の⼦育て⽀援等のための環境整備を図っていま
す。港区社会福祉協議会が（ファミリー・サポート・センター）核となり、協⼒会員と利⽤会員の
間の育児援助の斡旋・調整等、アドバイザー業務を実施しています。 

 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

前期計画期間の実績から６歳児〜11 歳児１⼈あたり平均利⽤⽇数（0.3 ⽇/年）を算出し、令和
2（2020）年度以降の６歳児〜11 歳児の推計⼈⼝を踏まえ、量の⾒込みを算出します。 

 
※本項では、⼦育て援助活動⽀援事業（ファミリー・サポート・センター事業）のうち、就学児

童を対象とする部分の量の⾒込みと確保策を記載しています。 
※就学前児童を対象とする部分については、９）⼀時預かり事業（幼稚園以外の⼀時預かり事業）

に含まれています。 
 
 確保の⽅策  

● 令和元（2019）年度までに「育児サポート事業（育児サポート⼦むすび）」として、5,000 ⼈の活

動件数を確保します。 

（⼈⽇/年） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①⾒込み 4,681 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183

②確保策 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000

過不⾜（②－①） 0 0 0 0 0 0

 
計画事業  

● ⼦育て援助活動⽀援事業の充実 
今後も⾒込まれる需要の増加に対応するため、「⼦育て⽀援員研修」を活⽤した新規協⼒者の養成

や、「派遣型⼀時保育事業」と連携し、相互に会員として登録できるようにするなど、協⼒会員の確
保を図ります。 
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12）妊婦健康診査 
 
 事業内容  

● 妊婦に対して健康診査を実施しています。 
 

 量の⾒込みの算出⽅法  
【これまでの実績から算出】 

交付対象者数は、直近の３年間（平成 28（2016）年〜平成 30（2018）年）の０歳児⼀⼈あた
りの交付率（平均 1.13）を、⼈⼝推計値に乗算して算出します。 

受診回数は、直近の３年間（平成 28（2016）年〜平成 30（2018）年）の０歳児⼀⼈あたりの
受診回数（平均 11.68 回）を、⼈⼝推計値に乗算して算出します。 

 
 確保の⽅策  

● 医療機関に委託して健診を⾏っている現⾏の体制により、引き続き対象者の増加への対応を図って
いきます。 

 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 
⾒込み 

交付 
対象者数 

 3,286 ⼈ 3,354 ⼈ 3,391 ⼈ 3,421 ⼈ 3,467 ⼈

受診回数  33,977 回 34,680 回 35,062 回 35,373 回 35,848 回

② 
確保策 

健診者数  3,286 ⼈ 3,354 ⼈ 3,391 ⼈ 3,421 ⼈ 3,467 ⼈

健診回数  33,977 回 34,680 回 35,062 回 35,373 回 35,848 回

実施場所  都内契約医療機関 

実施体制 医療機関に委託 医療機関に委託 

検査項⽬  

(初回)体重・⾎圧・尿検査・⾎液型・貧⾎・⾎糖・不規則抗体・HIV 抗体・梅毒・B 型肝炎・
C 型肝炎・⾵疹

(2 回⽬以降)体重・⾎圧・尿検査・クラミジア抗原・経腟超⾳波・HTLV-１抗体・貧⾎・⾎
糖・B 群溶連菌・NST

実施時期  
満 23 週まで 4 週間に 1 回 

満 24 週〜35 週 2 週間に 1 回 
満 36 週〜分娩 週に 1 回 

過不⾜ 
②－① 

健診者数  0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

健診回数  0 回 0 回 0 回 0 回 0 回
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13）実費徴収に係る補⾜給付を⾏う事業 
 
 事業内容  

● 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育施設が保護者から実費徴収する費⽤に対して助
成を⾏う事業です。幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、私⽴幼稚園の副⾷費に対する補⾜給付
を実施しています。 

 
 計画事業  

● 私⽴幼稚園副⾷費に対する補⾜給付の実施 
私⽴幼稚園における低所得世帯の⼦ども及び第３⼦以降の⼦どもの給⾷のうち副⾷（おかず等）

に係る費⽤を助成し、保護者の負担を軽減します。 
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基本⽅針３ 教育・保育の⼀体的提供及び推進体制の確保 

 

【統計・調査等からみた現状】 

■アンケート調査結果によると、認定こども園の利⽤希望は０〜５歳児全体で 7.8％となっており、前
回調査時（平成 25 年）の 34.6％から低くなっています。 

■認定こども園の利⽤希望が⾼い属性としては、区⽴芝浦アイランドこども園が所在する芝浦港南地
区で 19.3％となっており、また０歳児で 13.6％となっています。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■区内での認定こども園への移⾏が進んでいないことも影響し、認定こども園に対する保育ニーズは
前回調査に⽐べて低くなっています。 

■保護者による⼦育ての選択肢を充実させることを踏まえつつ、認定こども園の設置を検討する必要
があります。 

１）教育・保育の⼀体的提供 

 事業内容  
● 保護者の就労状況に関わりなく、⼩学校就学前の⼦どもに対する教育及び保育並びに保護者に対

する⼦育て⽀援を⼀体的に提供するため、平成 28（2016）年 4 ⽉に区⽴芝浦アイランドこども
園を、⼦ども・⼦育て⽀援新制度における保育所型認定こども園に移⾏し、運営を⾏っています。 

 計画事業  
● 新たな認定こども園を設置する場合における整備・運営⼿法等の検討 

認定こども園への区⺠ニーズに対応するため、区⽴芝浦アイランドこども園の運営を継続すると
ともに、今後は、保護者がより多様な教育・保育施設の中から選択できるよう、待機児童数の状況
等を踏まえながら、芝浦港南地区以外の地区において、新たな認定こども園を設置する場合におけ
る整備・運営⼿法等について検討します。 

２）教育・保育の推進体制 

 事業内容  
● 保育施設同⼠の交流・連携の推進と、地域ごとの幼保⼩の連携・情報共有を推進することで、地

域による連携や提供サービスの質の差を解消し、教育機会を公平・均等に提供します。 

 計画事業  
● 保育園、幼稚園、児童館、⼩学校での交流・連携の包括的な推進 

地域内の保育施設間の連携を強化するとともに、幼稚園・保育園・⼩学校の３者の連携・交流を
全地区で推進します。  

区の現状と課題 
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基本⽅針４ ⼦ども・⼦育て⽀援の質の確保 

 

 

【統計・調査等からみた現状】 

■アンケート調査結果によると、港区の⼦育て環境への満⾜度は「満⾜」が 33.8％、「やや満⾜」が
41.9％で合計して 75.7％となっており、「不満」「やや不満」の合計 7.0％を⼤きく上回っています。

■⼀⽅で、⼦育ての孤⽴感との相関を確認すると、孤⽴感が⾼まるにつれて満⾜度（満⾜、やや満⾜
の合計）は低くなる傾向があり、孤⽴感が「ない」場合の満⾜度が 80.5％に対して、「ある」場合
の満⾜度は 64.1％となっています。 

■アンケート調査の⾃由意⾒の中では、区内の⼦育て⽀援情報の集約や、保育園における学習機会・
内容の充実、⾃宅から保育園等への移動⽀援などの要望があげられています。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■待機児童の解消等に向けた量的整備とあわせて、⼦育て⽀援やサービスの質を確保し向上させるこ
とが必要となります。 

■教育・保育施設に対する指導・監督による施設におけるサービスの質の担保とともに、保育従事職
員の確保による就労環境の改善等による安定した提供体制の確保に努める必要があります。 

 
１）教育・保育等の質の確保 

 
 事業内容  

⼦どもの健やかな成⻑のために、教育・保育の内容の充実や⼦育て⽀援事業の質の向上は不可⽋
です。 

区では、教育・保育施設の運営内容の向上と改善を図るため、第三者評価の実施結果等の活⽤や
施設の指導・監督の強化や関係機関との綿密な連携などにより、教育・保育の質の向上に向けた取
組を進めます。 

また、⼦どもの安全・安⼼を確保するため、児童施設災害時等緊急メール配信サービスなどの事
業を実施しています。 

 
 計画事業  

● （仮称）港区児童福祉審議会の設置 
令和 3（2021）年 4 ⽉に児童福祉審議会を設置し、区が認可保育園の設置認可や事業停⽌命令、

認可外保育施設に対する事業停⽌命令、⾥親の適格性の認定、虐待等を理由とする児童の施設の措
置等（保護者の同意を得られない場合）などを⾏う際に、児童福祉、法律、医療、建築等の多岐に
わたる専⾨的な⾒地から意⾒を伺うとともに、重⼤な児童虐待が発⽣した際の事例を検証します。 

 

区の現状と課題 
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● 乳幼児期にふさわしい⼼⾝の発達を促す保育の推進 
保育所の環境を通して、養護及び教育を⼀体的に提供し、乳幼児期にふさわしい⼼⾝の発達を促

す保育を推進するために、研修や公開保育等を実施し、保育⼠等の専⾨性を⾼め資質の向上を図り
ます。保育指導員による巡回を通して保育内容の指導、助⾔、相談を実施し、保育園の運営を⽀援
します。 

 
● 給⾷を通じた⾷育の推進 

⼦どもが集団の中で楽しく⾷事をすることで、⾷事の⼤切さを知り、望ましい⾷習慣を⾝につけ、
健康な⽣活を送れるように、⾷育を⼀層推進します。また、⾷物アレルギーや宗教⾷に対する基礎
知識や対応についても研修等をとおして充実を図ります。 

 
● 指導検査・訪問指導などによる保育の質の向上 

認可保育施設に加え認可外の保育施設等に対し、基準に基づく運営を遵守しているかを確認し、
必要な指導・監督を⾏うなど区内保育施設の保育の質の確保と保育⽔準の向上を図ります。 

 
● 保育従事職員の確保・定着の⽀援【新規事業】 

私⽴認可保育園などにおける保育⼈材の確保・定着、並びに保育サービスの質の向上を図るため、
事業者の⾏う保育従事職員の賃⾦改善や宿舎借り上げなどの処遇改善の取組を⽀援します。 

 
● 保育施設における外遊びの⽀援【新規事業】 

園庭のない私⽴認可保育園などに対し、区⽴保育園、区⽴幼稚園、スポーツセンターなどの区有
施設を活⽤したプール遊びや外遊びの場所を提供するなど、保育環境の充実に向け⽀援します。 

 
● 保育施設における安全確保の推進 

災害発⽣時に児童施設を利⽤している児童・保護者の安全を確保し、災害の種類や程度に応じて
的確に対応できるよう「児童施設災害時⾏動マニュアル」を活⽤した訓練を実施し、学校等の施設
とも連携しながら施設の災害対応能⼒の向上を図るとともに、施設の防災備蓄物資の整備を推進し
ます。 

 
● 私⽴幼稚園への⽀援及び連携の充実 

幼児教育充実のため、公私⽴幼稚園合同研修会を⾏うなど、教育職員の資質向上に向けた連携を
⾏うとともに、特別⽀援アドバイザーや幼稚園カウンセラーの派遣、運営経費に対する補助⾦の交
付等により、私⽴幼稚園の運営を⽀援します。また、保育料に対する補助⾦を交付することで、保
護者の負担軽減と公私較差の解消を図ります。 

 
● 幼稚園における⼦育て⽀援事業の充実 

地域における幼児期の教育の総合的な⽀援センターとして、家庭で⼦育てを⾏っている未就園児
の保護者に対し、未就園児の会の実施や⼦育ての相談、幼稚園に関する情報の発信、親⼦で在園児
と交流できる場の提供など、積極的に地域の⼦育てを⽀援していきます。 
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● ⼦どもの安全のためのネットワークづくり 

⼦どもが安全で安⼼して⽣活できる環境を整備するため、関係機関によるネットワークづくりを
めざし、警察、地域団体、学校、保育園、⼦ども中⾼⽣プラザ・児童館、PTA との連携を強化しま
す。 

 
２）就学児童の居場所づくりにおける質の確保 

 
 事業内容  

児童が安全で安⼼して過ごすことができる放課後の居場所づくりとして、学童クラブや児童館、
⼦ども中⾼⽣プラザ等において、従事職員の資質の向上やプログラムの充実など、質の向上に取組
みます。また、児童施設の運営内容の向上と改善を図るため、第三者評価の実施結果等を積極的に
活⽤し、利⽤者満⾜度の向上を図り、利⽤者が利⽤しやすい施設運営に取組みます。 

 
 計画事業  

● 学童クラブ事業の質の向上 
「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」で定める職員数以上の有資格者（放

課後児童⽀援員）を全学童クラブに配置するとともに、先進的なプログラムを積極的に取り⼊れる
など学童クラブ事業の質の向上を図ります。 

 
● 区⽴⼩学校を活⽤した放課後の居場所づくり（放課ＧＯ→）の推進 

区⽴⼩学校内で安全・安⼼に活動できる放課後の居場所づくり（放課ＧＯ→）を推進します。学
童クラブ事業に対応できる専⽤室の確保など、条件が整った⼩学校には、学童クラブ事業を加えた
放課ＧＯ→クラブの実施を検討します。 

 
● 地域における児童の健全育成機能の強化 

児童館・⼦ども中⾼⽣プラザ等は、幼児期から中⾼⽣に⾄るまで⻑期にわたる児童の健全な成⻑
を⾒守るとともに、乳幼児を持つ保護者への⼦育て⽀援など、地域における⼦ども・⼦育て⽀援の
拠点として機能強化を図ります。 
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基本⽅針５ 産後休業及び育児休業後における円滑な事業利⽤の確保 

 

 

【統計・調査等からみた現状】 

■アンケート調査結果によると、⺟親の就労率は「フルタイム」「パートアルバイト」を合わせると
68.5％となっており、前回調査時（平成 25（2013）年）の 53.6％を上回っています。特にフルタ
イムでの就労は 54.7％と、前回調査の 42.9％を⼤きく上回っています。 

■育児休業の取得については、就学前の⺟親の取得率は 52.3％となっており、前回調査時の 42.2％
に⽐べて⾼くなっています。⼀⽅で、⽗親の取得率は 7.3％で、前回の 4.0％から増加しているもの
の依然として 1 割以下となっています。 

■⼦どもが１歳になるまでの育休取得希望については、「1 歳になるまで」「1 歳以降」を合わせた割合
は 82.7％となっており、前回調査時の 87.0％とほぼ横並びとなっています。また、「１歳以降も育
休を取得したい」は 37.3％となっており、誕⽣⽇を区切りとしない育休取得意向が⼀定数いること
がわかります。 

■⼀⽅、育児休暇を希望する時期より早く切り上げた理由として「希望する保育園に⼊るため」と回
答する⺟親の割合は 74.0％となっており、前回調査時の 66.4％より⾼くなっています。 

■育児休業を取得しなかった理由について、⺟親では「職場に育児休業制度がなかった」が 39.7％と
最も⾼く、次いで「⼦育てに専念するために退職した」が 16.1％となっています。前回調査時では
「⼦育てに専念するために退職した」が 36.8％と最も⾼く、「職場に育児休業制度がなかった」は
16.0％となっていました。⼀⽅、⽗親では「仕事が忙しかった」が最も⾼く、「職場に育休を取りに
くい雰囲気があった」「配偶者が育休を取得した」が続いており、前回調査時と同様の項⽬が上位と
なっています。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■⺟親の就労率の向上とともに、育児休業の取得についても前回調査時を上回っています。⼀⽅、育
児休暇の取得期間については「１歳になるまで」の割合が⾼く、復職に伴う保育サービスへのニー
ズの集中に対応する体制が必要になります。 

 
 事業内容  

核家族化の進⾏やライフスタイルの変化などにより、⼦育て環境も多様化しており、⼦育ての孤
⽴が問題となっています。妊娠時から保育園に様々な相談ができる「かかりつけ園制度」を設け、
安⼼して⼦育てができるようサポートします。 

また、育児休業取得者の中には、希望する保育園に⼦どもを⼊園させるために、育児休業を早め
に切り上げるケースが前回から増加しています。育児休業明けの保育園の⼊所予約等、産後休業及
び育児休業後に円滑に事業利⽤ができる体制を整備します。 
 

区の現状と課題 



 

46 

 計画事業  
● 保育園における在宅⼦育て家庭向け事業の推進 

在宅⼦育て家庭の親⼦を対象に、育児不安の解消を図るために、育児相談を受け、⼦育ての情報
を提供する「園庭開放」「保育園であそぼう」等の事業を推進します。 

 
● 育児休業からの復帰後の⼊所⽀援の充実 

育児休業制度を安⼼して利⽤できる環境を整えるために、⼊所予約制度の定員を充実するととも
に、情報提供や相談体制の強化することで、育児休業中の保護者の保育園選びを⽀援します。 

 
● 保育施設の１歳児定員の拡⼤【新規事業】 

保育需要が特に多い 1 歳児を対象として、新設または開設後間もない私⽴認可保育園及び港区保
育室の空きクラスを活⽤した 1 歳児の定員拡⼤を⾏い、保育需要に柔軟に対応します。 
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基本⽅針６ 特別な⽀援が必要な家庭や⼦どもの施策 

 

 

【統計・調査等からみた現状】 

■アンケート調査結果によると、ひとり親家庭の割合は就学前の 2.6％、⼩学⽣の 6.3％となっていま
す。 

■ひとり親家庭における⼦育ての孤⽴感は就学前で 41.2％、⼩学⽣で 52.2％となっており、全体平
均（就学前︓33.7％、⼩学⽣︓27.3％）を上回っています。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■児童相談所の設置に伴い、児童虐待をはじめとする要保護児童等への対応など、関係機関とのより
⼀層の連携を図る必要があります。 

■障害や疾病等によって、医療的ケアなどの配慮が必要な⼦どもに対して、個別の状況に応じた⽀援・
サービスの提供体制を整備する必要があります。 

 
 

１）（仮称）港区⼦ども家庭総合⽀援センターの整備 
 
 事業内容  

児童相談所、⼦ども家庭⽀援センター、⺟⼦⽣活⽀援施設の複合施設として「（仮称）港区⼦ども
家庭総合⽀援センター」を令和３（2021）年４⽉に整備し、ＤＶ、虐待、⾮⾏などの家庭や⼦ども
の問題の発⽣予防から相談、保護、措置、⾃⽴⽀援まで切れ⽬なく対応し、⽀援していきます。 
 

 計画事業  
● ⼦ども家庭⽀援センターへの家庭相談機能の統合 

配偶者暴⼒相談⽀援センター機能を有する家庭相談機能を、⼦ども家庭⽀援センターが実施する
相談業務に統合することで、⼦どもの養育に関すること、ひとり親家庭の⽀援、夫婦間のＤＶや離
婚問題など、⼦どもと家庭が直⾯している様々な課題に対し、ワンストップで総合的に⽀援できる
体制を整備します。 

 
● 妊娠期から児童の⾃⽴までの切れ⽬のない⽀援 

⼦ども家庭⽀援センターと児童相談所が中⼼となり、地域の様々な施設・機関が連携協⼒し、妊
娠期から⼦育て期、思春期、児童の⾃⽴まで、切れ⽬なくきめ細かな⽀援を⾏います。 

 
 
 

区の現状と課題 
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● 児童相談所の設置による適切な援助 
令和３（2021）年４⽉に児童相談所を設置することにより、児童福祉司、児童⼼理司、保健師、

医師、弁護⼠がチームを組み、⼦どもと家庭の専⾨性の⾼い相談に応じるとともに、問題や状況、
ニーズを的確に把握し、安全確認、調査、相談、⽀援を⾏うとともに、必要に応じて、⼀時保護、
⾥親委託、施設⼊所等を適切に⾏います。 

 
● ⺟⼦保護の推進 

⺟⼦⽣活⽀援施設『メゾン・ド・あじさい』では、様々な事情により養育が困難となった⺟⼦を
⼊所させ、保護するとともに、⽣活⽀援や養育⽀援など⾃⽴を促進するための事業を実施します。
また、退所者について相談その他の援助を⾏うことで⺟⼦の着実な⾃⽴を⽀援します。 

 
２）児童虐待防⽌対策等の充実 

 
 事業内容  

区の児童虐待相談件数は平成３０（2018）年度、514 件と過去最多になっており、増加傾向にあ
ります。 

児童虐待やいじめ、不登校などについて、⼦どもを取り巻く様々な機関が連携し、防⽌対策に取
り組んでいます、 

また、平成 28 年の児童福祉法の改正では、児童が権利の主体であることが明確化されました。⼦
どもの権利条約の啓発など、⼦ども⾃⾝を含む区⺠、⼦どもに関わる関係機関などへ、広く周知を
図っています。 
 

 計画事業  
● 児童相談所の設置による適切な援助 【再掲】 

令和３（2021）年４⽉に児童相談所を設置することにより、児童福祉司、児童⼼理司、保健師、
医師、弁護⼠がチームを組み、⼦どもと家庭の専⾨性の⾼い相談に応じるとともに、問題や状況、
ニーズを的確に把握し、安全確認、調査、相談、⽀援を⾏うとともに、必要に応じて、⼀時保護、
⾥親委託、施設⼊所等を適切に⾏います。 

 
● 要保護児童対策地域協議会を中⼼とした児童虐待対策等の推進 

要保護児童対策地域協議会の関係機関との連携を強化し、要保護児童等の早期発⾒や対応⼒を⾼
めるために、⼦どもを守る地域ネットワーク巡回⽀援事業の実施など、児童虐待対策を推進します。 

居住実態が把握できない児童についても迅速に安全確認を⾏い、必要に応じて適切な⽀援を⾏い
ます。 

また、「港区児童虐待対応マニュアル」の改訂や関係機関向けの研修の充実などにより、関係機関
の⽀援⼒の強化を図ります。 

 
● いじめセーフティネットコミュニティ事業の推進 

港区いじめ防⽌基本⽅針に基づき、学校、保護者、地域、関係機関の協⼒体制の下、区における
いじめ防⽌対策の検討を⾏い、いじめの未然防⽌、早期発⾒、早期解決に向けての取組を推進しま
す。 
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● ⼦ども家庭⽀援センターの相談体制の充実  
⼦どもと⼦育てに関するあらゆる相談に対応する専⾨相談体制を強化します。令和 3（2021）年

度に開設予定の（仮称）港区⼦ども家庭総合⽀援センターに併設する児童相談所や⺟⼦⽣活⽀援施
設と連携して相談業務を⾏います。 

多様化する相談に適切に対応するため、職員の児童福祉司任⽤資格の取得、専⾨研修等の受講、
弁護⼠や医師等からの専⾨的指導等により専⾨性を⾼め、⼈材育成の強化を図ります。 

 
● 地域住⺠に対する虐待対策啓発活動の推進 

⼦どもの安全を守るため、地域住⺠が関⼼を持ち、虐待の未然防⽌や早期発⾒などにについて意
識が⾼まるよう、リーフレット等の作成・配布、キャンペーン、講演会などにより、啓発活動を推
進します。 

 
● ⼦どもの権利条約の啓発 

「⼦どもの権利条約」で定めている、「⽣きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権
利」について、啓発活動を実施し、様々な機会をとおして、⼦ども⾃⾝が⾃らの権利を⾃覚できる
よう促します。 

また、保育園や⼦ども中⾼⽣プラザ・児童館等の⼦どもの施設において、「全ての⼦どもが権利の
主体である」ことを意識して⼦どもと接するよう、業務に従事する全ての職員の意識啓発を推進し
ます。 

⼦ども中⾼⽣プラザ、児童館、教育センター、⼦ども家庭⽀援センター等において、⼦どもが安
⼼して相談できる体制を充実するとともに、⼦ども⾃⾝が悩みや⼼配事などを 24 時間相談できる
「みなと⼦ども相談ねっと」等の⼦ども⾃らが相談できる相談先や⽅法を周知します。また、必要
に応じ臨床⼼理⼠などを派遣します。 

 
● 要⽀援家庭等への⽀援の充実 

養育⽀援訪問事業の実施のほか、要⽀援家庭を対象としたショートステイ事業、産後要⽀援⺟⼦
ショートステイ事業、医療機関と連携した保護者⽀援プログラム等を実施するなど、児童の養育が
困難な要⽀援家庭等への⽀援策を充実させることで、児童虐待の未然防⽌を図ります。 

 
● ＤＶ被害者⽀援策の強化・充実【新規事業】 

ＤＶ被害者の緊急時の⼀時保護先を確保するため、ステップハウス等の提供などの⽀援活動を⾏
っている⺠間団体に対して、活動資⾦を補助します。また、男性のＤＶ被害者の⼀時保護施設を拡
充するとともに、ＤＶ加害者更⽣プログラムの利⽤を促進するための助成制度を実施します。 

 
３）社会的養護体制の充実 

 
 事業内容  

様々な事情により保護者の適切な養育を受けられない⼦どもや、養育に困難を抱える家庭への⽀援
をいます。令和３（2021）年４⽉に設置する児童相談所では、東京都及び他区の児童相談所と連携し、
児童養護施設等への措置や⾥親への委託を適切に⾏います。児童福祉法に規定された家庭養育優先の
原則に基づき、⾥親登録の拡⼤や⾥親への⽀援に積極的に取り組みます。 
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また、児童相談所設置に伴い、児童福祉施設の認可、検査等を区が⾏うこととなるため、区内の乳
児院、児童発達⽀援センター等を適正に監督していきます。 

 
 計画事業  

● ⾥親の開拓と⾥親委託の推進 
⾥親制度の効果的な周知・広報活動を実施し、⾥親登録の拡⼤に努めます。⾥親・⼦ども・実親

への⽀援を充実し、社会的養護が必要な⼦どもたちへの⾥親委託を推進します。 
 

● 家族⽀援及び地域⽀援の充実 
様々な事情で施設や⾥親のもとで⽣活する⼦どもたちが早期に家庭復帰できるよう家族⽀援や地

域⽀援を充実します。 
 

● 児童の状況に応じた社会的養護の充実 
   児童養護施設等への措置や⾥親への委託に当たっては、東京都や特別区児童相談所と広域で連携

し、調整を図りながら、⼀⼈ひとりの児童の状況に応じた⽀援を⾏います。また、児童養護施設や
⾥親等で暮らす⼦どもたちの権利が養護され安⼼して⽣活できるよう⽀援を⾏います。 

 
● ⺟⼦保護の推進 

⺟⼦⽣活⽀援施設『メゾン・ド・あじさい』では、様々な事情により養育が困難となった⺟⼦を
⼊所させ、保護するとともに、⽣活⽀援や養育⽀援など⾃⽴を促進するための事業を実施します。
また、退所者について相談その他の援助を⾏うことで⺟⼦の着実な⾃⽴を⽀援します。 

 
● 社会的養護施設の適正な運営の確保 

区内の乳児院、児童発達⽀援センター等の適正な運営を確保するため、設置認可等の⼿続を適正
に⾏うとともに、指導、監督等を徹底します。 

 
４）ひとり親家庭⽀援の充実 

 
 事業内容  

ひとり親家庭の経済的⽀援のため、児童育成⼿当等の各種⼿当の⽀給、⽣活資⾦等の貸付、就労
に必要な訓練費⽤の給付、就労等の各種相談事業などを実施しています。 
 

 計画事業  
● ひとり親家庭の⽣活⽀援及び経済的⽀援の充実【新規事業】 

離婚時に取り決めた養育費の確実な履⾏を⽀援し、⼦どもの経済的⽣活が安定するよう⽀援しま
す。また、⼦どもの⼼理的安定に配慮した⾯会交流の機会確保を⽀援します。 
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５）障害児施策の充実 
 
 事業内容  

障害のある児童の発達を⽀援する観点から、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒
業後まで⾝近な地域で適切な⽀援を⾏うことができるよう、⼦育てや特別⽀援教育等の関係機関と
の連携により、総合的かつ継続的な相談・⽀援を⾏っていきます。 

特に医療的ケアが必要な児童の、教育、⼦育て、障害者福祉等の関係部署が連絡・調整を⾏いな
がら、最適なサービス提供体制の確保を進めます。 

これらのほか、発達障害児の就学前や放課後の活動の場の確保について検討します。 
 

 計画事業  
● 障害児保育の充実 

医師や臨床⼼理⼠などの専⾨家による巡回指導や保育⼠研修を定期的に実施します。また、必要
に応じて、児童発達⽀援センターや医療機関等の専⾨機関からの助⾔を受けるなど、療育部⾨等の
関係機関との連携を図るとともに、児童の状況に応じて⽀援に必要な職員を配置するなど、障害児
保育の充実を推進します。 

区⽴元⿇布保育園では、医療的ケアが必要な児童や障害のある児童の専⽤のクラスを設置してい
ます。 

 
● 障害のある⼦どもが児童館等で快適に過ごせる体制の整備 

障害のある⼦どもが地域の中でいきいきと過ごせるように、児童館、⼦ども中⾼⽣プラザ等のバ
リアフリー化や医師・カウンセラーによる巡回指導の充実を図るとともに、児童の状況に応じて⽀
援に必要な職員を配置するなど、障害の有無にかかわらず快適に過ごせる体制を整備します。 

 
● 児童発達⽀援センターにおける相談及び⽀援体制の充実 

令和２（2020）年に開設した区⽴児童発達⽀援センターでは、地域療育の中核施設として、保護
者から児童の成⻑発達に関する相談を受け、障害児の個別の発達段階や特性に応じた効果的な療育
を⾏います。また、幼稚園、保育園、学校等の障害児が⽇常利⽤している施設や、保健所、⼦ども
家庭⽀援センター等の関係機関の相互の連絡調整を担い、障害児やその家族が⾝近な地域で安⼼し
て暮らせるよう⽀援します。 

 
● 医療的ケア児・重症⼼⾝障害児の放課後対策の充実 

医療的ケア児・重症⼼⾝障害児（以下、医療的ケア児等）の放課後や、⻑期休業中の余暇活動等
の取組を⽀援する重度障害児の⽇中⼀時⽀援事業を充実させるとともに、区⽴障害保健福祉センタ
ー内のスペースを活⽤して、新たに放課後等デイサービスを実施し、⾝体を使った遊びや、創作活
動等を⾏い、医療的ケア児等の⽇中活動や療育の場として安全・安⼼な活動拠点（居場所）の設置
について充実を図ります。 
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● 総合的な相談⽀援窓⼝の充実 
障害の種別を問わず、障害者やその家族からの相談に応じ、それぞれの問題について必要な情報

の提供や助⾔を⾏うための相談⽀援窓⼝を充実します。相談⽀援窓⼝では児童発達⽀援センターな
ど関係機関との連携を図り、障害者ケアマネジメントの⼿法を⽤いて障害福祉サービス事業者等に
つなげ、継続して⽀援する体制を整備します。 

また、障害福祉サービス等の提供にあたって、効果的なサービス等利⽤計画を作成することがで
きる相談⽀援事業者を育成し、障害者総合相談⽀援センター機能を充実させ、地域包括ケアシステ
ムの構築を踏まえながら、区の相談⽀援体制を強化します。 

 
● 医療的ケア児・重症⼼⾝障害児の⽇中活動の場の充実 

医療的ケア児・重症⼼⾝障害児の⽇中活動の場として区⽴児童発達⽀援センターにおいて重症⼼
⾝障害児通所事業を実施しています。今後も、サービス提供や利⽤の状況を精査し、区⺠ニーズに
合ったサービスとして更なる充実を図ります。 

 
● 特別⽀援教育の推進 

特別⽀援学校・特別⽀援学級・通常の学級などの就学先を決定するための就学相談をさらに充実
していきます。 

また、区⽴⼩・中学校の特別⽀援学級では、児童・⽣徒⼀⼈ひとりの障害の種類やその程度、発
達の状況を踏まえた、多様な教育を充実させていきます。 

さらに、通常の学級に在籍する発達障害等、特別な⽀援が必要な児童・⽣徒の個別の教育的ニー
ズに対応するため、学習⽀援員の配置や特別⽀援教室設置の充実を図ります。また、幼稚園、⼩・
中学校における特別⽀援教育コーディネーターの資質向上を図るとともに、組織的に取り組む体制
を整備します。 
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基本⽅針７ ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備 

 

【統計・調査等からみた現状】 
■アンケート調査結果によると、就労している保護者のうち 1 ⽇の就労時間が 8 時間を超える割合は

⽗親で 73.1％、⺟親で 26.4％となっています。また、１週間あたりの就労⽇数が６⽇以上の割合
は⽗親で 24.1％、⺟親で 7.7％となっています。 

■現在就労していない保護者の就労意向については、⽗親の 28.6％、⺟親の 54.0％が「すぐ」もし
くは「１年以内」の就労意向を持っています。 

■⼦どもが病気の際の対応として「仕事を休んだ」割合は、⺟親が 69.4％、⽗親が 35.1％となって
おり⼥性が仕事を休む割合が⾼くなっています。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 
■⼥性の社会進出が進展し、また、働き⽅についても多様化が進んでおり、これまでの概念にしばら

れない柔軟な仕事と⽣活の両⽴に向けた⽀援が必要とされています。 

■⾏政から企業等への働きかけを⾏うとともに、優れた企業の取り組みを周知して、地域全体の機運
を⾼めていく必要があります。 

１）事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進 
 
 事業内容  

区では、ワーク・ライフ・バランスについての積極的な取組を展開する企業を⽀援するため、認
定制度による顕彰や区との契約に際して優遇措置を講じることなど、区内における企業のワーク・
ライフ・バランス実現に向けた取組を推進します。 

 計画事業  
● ワーク・ライフ・バランスの推進 

⼦育て、地域活動、介護、働きやすい職場環境づくりの各分野でワーク・ライフ・バランスの推
進に積極的に取り組んでいる中⼩企業を認定します。認定企業は、区広報紙やホームページ、男⼥
平等参画情報誌「オアシス」、中⼩企業向け情報誌「こうりゅう」、メールマガジン等で紹介し、ワ
ーク・ライフ・バランスの取組に積極的な企業であることを広くＰＲします。 

また、中⼩企業経営者、⼈事担当者等にワーク・ライフ・バランスの普及・啓発を推進するとと
もに、企業の積極的な取組を⽀援します。 

● 仕事と家庭の両⽴⽀援事業の実施 
中⼩企業における「仕事と⼦育て」の両⽴⽀援に加えて、「仕事と介護」が両⽴できる職場環境づ

くりを⽀援するため、⼦育て⽀援奨励⾦、配偶者出産休暇制度奨励⾦、介護⽀援奨励⾦を交付しま
す。併せて、男性の⼦育てや介護への参加促進を⽀援するため、男性の⼦育て⽀援奨励⾦、介護⽀
援奨励⾦を交付します。 

区の現状と課題 
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● 労働関係法等関係法令、各種制度の周知 
労働基準法、男⼥雇⽤機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法など労働者の権利に

関わる関係法規、各制度について、周知を図ります。 
 

● 企業・事業者向け講座・講演会の開催 
⼥性のキャリアアップやワーク・ライフ・バランスを推進するため、企業や事業主向けの講座・

講演会を、ハローワーク等と連携を図りながら効果的に開催します。 
 

● 区との契約希望事業者に対する働きかけ 
価格以外の項⽬を評価する特別簡易型総合評価⽅式による⼯事及び委託契約の⼊札の際、ワー

ク・ライフ・バランス推進企業に認定されている企業を加点対象とします。また、プロポーザル⽅
式による選考の際、ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる企業を加点対象とします。 

 
 

２）⽗親の⼦育てへの参加の推進 
 
 事業内容  

⽗親が⼦育てや地域活動に参加しやすい環境づくりに向けて、⽗親向けの講座の開催や育児休業
制度等の啓発、情報提供の充実などを⾏います。 
 

 計画事業  
● ⽗親の⼦育てへの参加の環境づくり 

⽗親が孤⽴することなく育児に参加できるよう、⽗親同⼠のネットワークづくりを⽀援します。
また、「⽗親⼿帳」の情報の充実を図ります。 

 
● 育児・介護休業制度・⼦の看護休暇の普及促進 

育児・介護休業制度の情報提供を図るとともに、男⼥がともに制度を利⽤できるよう、特に男性
への育児休業・⼦の看護休暇制度の積極的活⽤にむけて啓発をとおして働きかけます。 

 
３）⾏政側からのワーク・ライフ・バランスの取組 

 
 事業内容  

⾏政側から率先してワーク・ライフ・バランスの取組を推進するため、港区職員の仕事と⼦育て
の両⽴⽀援を実施していきます。 
 

 計画事業  
● 港区職員⼦育て⽀援プログラム 

職員を雇⽤する事業主として、港区職員の⼦育て⽀援に関するプログラムに基づき、⾏政側から
率先して、仕事と⼦育ての両⽴⽀援等に向けた取組を推進します。  
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基本⽅針８ 放課後対策の総合的な推進 

 

【統計・調査等からみた現状】 
■⼩学⽣へのアンケート調査結果によると、⼩学⽣の保護者の就労率は⽗親で 95%以上、⺟親で

64.1％となっており、⺟親の就労率は就学前児童の保護者に⽐べると低くなっています。 

■低学年の放課後の過ごし⽅については、「習い事」が 67.5％と最も⾼く、次いで「⾃宅」が 43.5％
となっており、「学童クラブ」30.1％、「放課 GO→」27.1％となっています。 

■⾼学年の放課後の過ごし⽅については、上位項⽬は低学年と同様ですが、割合は「習い事」が 38.5％
になるなど全体として低くなっており、「学童クラブ」は 12.5％、「放課 GO→」は 8.0％となって
います。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 
■⼥性の社会進出が進み、これから⼩学⽣になる未就学児の保護者の就労率は、現時点で⼩学⽣の保

護者の就労率を上回っており、今後より⾼まる⼩学⽣の保育ニーズに対応していく必要があります。

 
事業内容  
  保護者が労働等により昼間家庭にいない⼩学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び⽣活の

場を提供し、その健全な育成を図るため「学童クラブ事業」を実施しています。また、区⽴⼩学校で
は、児童の放課後の居場所づくりである「放課ＧＯ→」と学童クラブ事業を併せた「放課ＧＯ→クラ
ブ」を⼀体的に実施しています。 

 
計画事業  

● 学童クラブの令和６（2024）年度に達成されるべき⽬標事業量 
施設改善や新規開設により、学童クラブ定員の確保、充実を図ります。 

【⽬標量】 
（⼈） 

 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

② ⾒込み 2,851 3,089 3,139 3,309 3,454 3,494

② 
確保策 

合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519

低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768

⾼学年 650 695 662 694 700 751

過不⾜（②－①） 398 220 170 160 25 25

箇所数 35 箇所 36 箇所 36 箇所 37 箇所 37 箇所 37 箇所

区の現状と課題 
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● 放課ＧＯ→クラブの令和６（2024）年度に達成されるべき⽬標事業量 
学童クラブ事業に対応できる専⽤室の確保など条件が整った⼩学校には、放課 GO→と学童クラブ

事業を併せた放課ＧＯ→クラブの実施を検討します。 
 

【⽬標量】 
（箇所） 

 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

箇所数 15 16 16 17 17 17

追加整備の内容  たかなわだい （仮称）しばうら第⼆  

 
● 放課ＧＯ→の令和６（2024）年度までの整備計画 

専⽤室の確保など条件が整った⼩学校には、放課ＧＯ→の実施を検討します。 
 
【⽬標量】 

（箇所） 
 【実績】 【計画】
 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

箇所数 17 18 18 19 19 19

追加整備の内容  たかなわだい （仮称）しばうら第⼆  

 
● 放課ＧＯ→及び学童クラブの⼀体的な、⼜は連携による実施に関する具体的な⽅策 

児童の放課後の居場所づくりである放課ＧＯ→と学童クラブ事業を併せた放課ＧＯ→クラブを実
施し、放課ＧＯ→と学童クラブ事業の児童が⼀体的に活動しています。 

 
● ⼩学校の余裕教室等の学童クラブ及び放課ＧＯ→への活⽤に関する具体的な⽅策 

① 放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→クラブ 
児童が安全・安⼼に活動できる放課後の居場所づくりのため、⼩学校と連携・協⼒し、区⽴⼩

学校内に専⽤の活動場所として放課ＧＯ→室及び放課ＧＯ→クラブを設け、さらには、学校が授
業等で使⽤していない時間帯は、体育館、校庭、多⽬的室等も利⽤し活動しています。 
② ⼩学校 

今後⾒込まれる児童数の増加に伴い、普通教室が不⾜する課題があり、特に著しい児童数の増
加が⾒込まれる学校では、多⽬的室に転⽤している部屋を普通教室に戻すなど、教室確保に取り
組んでいます。 
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● 学童クラブ及び放課ＧＯ→の実施に係る教育委員会と福祉部局の具体的な連携に関する⽅策 
⼦ども・⼦育て⽀援に関する庁内の検討組織である港区⼦育て⽀援推進会議等において、教育委

員会事務局、⼦ども家庭⽀援部及び各地区総合⽀所が連携して学童クラブ及び放課ＧＯ→の実施校
拡⼤を検討するとともに、情報交換・共有を⾏い、課題解決に取り組んでいます。 

 
● 特別な配慮を必要とする児童への対応に関する取組 

特別な配慮を必要とする児童が地域の中でいきいきと過ごせるように、学童クラブのバリアフリ
ー化や医師・カウンセラーによる巡回指導の充実を図るとともに、児童の状況に応じて⽀援に必要
な職員を配置するなど、障害の有無にかかわらず快適に過ごせる体制を整備します。 
 

● 地域の実情に応じた学童クラブの開所時間の延⻑に係る取組 
平成 27（2015）年度の⼦ども・⼦育て新制度の実施に伴い、学童クラブ事業の平⽇の開所時間

を午前 8 時 30 分から午前 8 時に前倒し、午後６時 30 分から午後７時に延⻑しています。 
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基本⽅針９ ⼦どもの健全な育成に向けた施策の充実 

 

 

【統計・調査等からみた現状】 
■アンケート調査結果によると、今後の港区への定住意向については、就学前の 56.4％が「ずっと住

み続けたい」としており、『⼦どもの⼤学卒業まで』としている割合は 32.2％となっています。⼀
⽅で、⼩学⽣では「ずっと住み続けたい」が 64.1％、『⼦どもの⼤学卒業まで』は 27.2％となって
います。 

■定住意向については、⼦育ての孤⽴感が⾼まるにつれて「ずっと住み続けたい」が減少する傾向が
あります。 

【⼦育て⽀援に係る課題】 

■⼦どもが安⼼して遊ぶことのできる空間や、⾃然とのふれあいを通じて学びの機会を得られる環境
を整備していく必要があります。 

■⼦育ての悩みや不安を、地域の中で共有し解決に向けて取組んでいくための⽀援が必要になります。

 
１）⼦どもが健やかに成⻑できる環境の整備 

 
 事業内容  

⼦どもたちが安⼼して遊び、⾃然との触れあいを通して学ぶことができる公園や遊び場等を整備し
ていくとともに、⼦ども連れの⽅が快適に利⽤できる公衆・公園トイレ等の整備など公共施設のバリ
アフリー化を進めていきます。 

また、⼦どもを安⼼して⽣み育てることができる環境として、産後⺟⼦ケア事業を推進していきま
す。 

 
 計画事業  

● 公園の整備 
公園は区⺠の休息やレクリエーション、地域のコミュニケーションの場、⼦どもの遊びや環境学

習、さらに⾼齢者の健康づくりの場、緑の拠点、また、災害時の地域集合場所や防災活動拠点等、
公園に求められる役割や区⺠ニーズは年々多様化してきています。 

計画段階から区⺠参画の⼿法を取り⼊れ、地域特性や区⺠のライフスタイルに合わせて既存公園
の再整備を進めます。 

 
 
 
 
 

区の現状と課題 
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● 児童遊園の整備 
地域の⼦どもたちが安全に遊べる⾝近な場所、また、地域の⼤⼈や⾼齢者にとっても⾝近なコミ

ュニティ形成の拠点の⼀つとして、安⼼して集え、和める魅⼒ある児童遊園を整備します。 
また、業務・商業系の地域に⽴地しているなど、⼦どもの遊び空間として隔たりがある場所では、

利⽤実態を踏まえた施設整備を検討します。 
 

● プレーパークの推進 
⼦どもが「⾃分の責任で⾃由に遊ぶ」ことを⼤切に、のびのびと思い切り遊べるよう、場所と機

会を提供するとともに、遊びをとおして⼦ども達の豊かな⼼⾝の発育を⽀えるため、プレーパーク
事業を推進していきます。 

 
● 学校施設開放による⼦どもの遊び場の充実 

⼦どもたちを交通事故その他の危険から守るとともに、健全育成を図ることを⽬的として、区⽴
⼩学校の校庭及び体育館を、幼児・児童の⾝近で安全な遊び場として開放します。 

 
● 快適な公衆・公園トイレの整備 

公園トイレや公衆便所を計画的に整備します。トイレの新設・建替え時には、⾼齢者・障害者も
安⼼して使えるバリアフリー対応の“誰でもトイレ”を設置すると共に、幼児・⼦ども連れの⽅の利⽤
にも配慮しベビーベッド・ベビーチェアー等を備え、誰もが安全で快適に利⽤できるトイレの整備
を進めます。 

 
● 保育園、幼稚園、学校への環境学習の⽀援 

⼦どもたちは、⾃然とのふれあいをとおして命の⼤切さを理解し、⾃然や⽣きものを⼤切にする
⼼を育みます。幼児や児童・⽣徒が、地域の環境資源である公園や⽔辺、校庭など⾝近な場所で⽣
きものを観察し、ふれあうことにより、⽣物多様性の⼤切さを効果的に学ぶことができる場所の整
備や適切な維持管理に向けて、都⼼に⽣息する⽣きものやその⽣息環境に精通した専⾨家を派遣し
ます。 

 
● 産後⺟⼦ケア事業の推進 

産後ケア（産褥期における⺟体のケア、育児⽀援、交流等の社会⽀援）を⾏うことで、⺟性の醸
成、ストレス軽減、育児の主体性が⾼まるとされています。 

みなと保健所において、⺟⼦保健コーディネーター(助産師)を配置し、妊産婦の相談に応じます。
また、⽣後４か⽉未満の児⺟⼦が⽇帰りで滞在できる場を提供し、⼼⾝のケアや⺟乳等の相談や、
⺟親同⼠の交流を促します。 

さらに関係機関とのネットワーク会議を開催するなど、妊娠・出産・育児期における切れ⽬のな
い⽀援体制を推進します。 
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２）⻘少年の健全育成のための⽀援 
 
 事業内容  

スマートフォンや SNS 等の普及に起因する⼦ども・若者の犯罪被害が多発するなど、多感な時期の
⼦ども・若者を取り巻く社会環境は複雑かつ不可視な状況にあります。 

⼦ども・若者の健やかな育成のための⽀援や⾒守りの取組を関係機関が連携して推進していきます。 
 
 計画事業  

● インターネットの適正利⽤の啓発 
成⻑に好ましくないインターネットサイトへのアクセス制限や、安全・適切なインターネット環

境の利⽤に向けたリテラシー教育を充実する等、インターネットの有効的な活⽤に向けた取組を推
進していきます。 

 
● ⾃主的・創造的な活動の⽀援 

⻘少年の健全育成を図るため、各地区⻘少年対策地区委員会における、地域特性に応じた⾃主的・
創造的な活動を⽀援します。また、中学校⽣徒主体の防災訓練や消防少年団による消⽕器訓練のボ
ランティア活動など、地域の⻘少年関係団体の活動を⽀援します。これらの活動を通じ、⻘少年が
地域の⼀員としての⾃覚を持ち、郷⼟意識を醸成できる地域づくりを推進します。 

 
● リーダー育成の⽀援 

豊かな知識経験を有する地域の⼈材の活⽤等により、⻘少年が地域活動のリーダーとなるよう⽀
援します。 

 
● 若い世代の出会いの機会の創出（出会い応援プロジェクト） 

   結婚や異性との出会いを求める若者を対象に、結婚への動機付けと出会いの機会を創出するため、
セミナー及び港区の豊富な観光資源を活⽤した交流イベントを実施します。 

 
● 国際性を育む体験の⽀援【新規事業】 

国際感覚や⽇本⼈としての⾃覚や誇りを備えた、未来を担う⼈材を育成するため、関係機関と連
携し、国際交流体験を図る仕組みを検討します。 
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３）地域における⼦ども・⼦育て⽀援の取組 
 
 事業内容  

各地区総合⽀所では、地域の特性を⽣かした⼦ども・⼦育て⽀援の取組として、様々な施策を⾏っ
ています。 

 
 計画事業  

● よちよち⼦育て交流会【⾚坂地区地域事業】 
⼦育てに関する相談や情報交換と交流の場として、⾚坂区⺠センターの乳幼児室で「よちよち⼦

育て交流会」を開催します。 
保健師、栄養⼠などの専⾨職による相談を⾏うとともに、⼦育てひろば「あい・ぽーと」の「⼦

育て・家族⽀援者」などの地域の⼈材を活⽤して、交流の促進を図ります。 
 

● ⾚坂・⻘⼭⼦ども中⾼⽣共育（ともいく）事業【⾚坂地区地域事業】 
⾚坂地区は、地域で活躍する専⾨的な技能・知識を有する⼈や⽂化⼈、地域貢献活動が活発な企

業などの地域⼈材等が豊富な地区です。 
こうした地域の⼈材と⼦どもたちを結びつけるため、地域ぐるみの⼦育ての仕組みを整備します。 
住⺠、ＮＰＯ等地域団体、地元企業等との連携と協働により、⼩・中学⽣、⾼校⽣を対象に「驚

き・感動・気づき」の機会となる講座や様々な分野で活躍しているプロフェッショナルとの交流の
場を提供します。 

また、地域の⼦ども向け事業に関わる団体等のサポート体制やネットワークを構築し、⼦どもた
ちを地域ぐるみで⾒守り、育てる環境を整備します。 

 
● たかなわ⼦どもカレッジ【⾼輪地区地域事業】 

地域児童を対象に⼤学の知的・⼈的資源を活⽤し、専⾨的な研究テーマをわかりやすく学ぶ機会
を提供します。 

事業の運営については、地域の⽅や⼤学⽣と協働して取組みます。 
 

● ⾼輪ほっとひといき⼦育て⽀援事業【⾼輪地区地域事業】 
就学前の乳幼児をもつ保護者に対して、育児相談や交流会を実施します。 
地域の⾝近な場所で保健師・助産師・管理栄養⼠などの専⾨家に相談できる仕組みをつくり、地

域の関係機関と連携し、安⼼して⼦育てができるよう⽀援します。 
また、地域の中での仲間づくりや保護者同⼠の交流を促進するとともに、保護者のもつ⼒を⾼め

ます。 
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● ⼦育てあんしんプロジェクト【芝浦港南地区地域事業】 

保健師・助産師・栄養⼠・臨床⼼理⼠からなるプロジェクトチームが、⾝近な地域の児童施設等
を会場として、⼦育てに関するノウハウの提供や家庭環境に応じた個別相談に応じるなど、⼦育て
に関する様々な不安や悩みを解消するとともに、孤⽴しがちな保護者⾃⾝が抱える⼼のケアも図り
ます。 

また、⼦育て世代の交流の場をつくることで、⼦育てを通じた地域での仲間づくりや⼦育て世帯
間、家庭間のネットワークづくりを促進し、家庭や地域の⼦育て⼒の向上を⽀援します。 

さらに、よりきめ細かで利⽤者の満⾜度が⾼い事業をめざし、⼤学や地域の医療機関等とも連携
を図りながら、地域特性や様々な⼦育てのニーズに対応していきます。 
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基本⽅針 10 ⼦どもの未来を応援する施策の充実 

 

 

■平成 26（2014）年 1 ⽉に⼦どもの貧困対策の推進に関する法律が施⾏されたことを踏まえ、「教育・
学習の⽀援」、「⽣活環境の安定の⽀援」、「経済的安定の⽀援」の三つの⽀援の柱のもと、経済的問
題だけでなく、家庭環境等におい様々な問題を抱える家庭・⼦どもに対しても積極的に⽀援するこ
ととし、区における⼦どもの貧困対策を、「港区⼦どもの未来応援施策」として推進しています。 

 平成 28（2016）年度には福祉的側⾯から「⼦どもの未来応援施策基礎調査」、教育的側⾯から「学
びの未来応援施策実態調査」を実施し、調査結果を踏まえ、無料の学習⽀援、⼦育て家庭の⽣活や
社会参加の⽀援、ひとり親家庭への就労の⽀援等の充実を図ってきました。 

 令和元（2019）年 9 ⽉に⼦どもの貧困対策の推進に関する法律の⼀部が改正されたことを踏まえ、
区における⼦どもの貧困対策計画を本計画に包含させて策定し、⼦どもの未来応援施策をこれまで
以上に⼀体的、総合的に推進していきます。 

 
１）教育・学習の⽀援 

 
 事業内容  

就学の援助、学校の⽀援、その他キャリア教育を含めた教育・学習に関する⽀援のための施策によ
り、その家庭環境等において様々な問題を抱える⼦どもが、⾃らの能⼒・可能性を最⼤限に伸ばし、
それぞれの夢に挑戦できるよう、中学⽣、⾼校⽣を対象とした学習⽀援事業を実施するなど、学習環
境を⽀援します。 

 
 計画事業  

● ⽣活困窮世帯への学習⽀援 
家庭の経済状況や親⼦関係等の事情から、家庭学習の習慣が充分に定着していない児童・⽣徒や

学習⾯での課題を抱えている児童・⽣徒に対し、学習⾯での⽀援を⾏います。 
 

 
２）⽣活環境の安定の⽀援 

 
 事業内容  

⼦ども及びその保護者に対する⽣活に関する相談、⼦どもに対する社会との交流の機会の提供、そ
の他⽣活に関する⽀援により、家庭環境等において様々な問題を抱える⼦どもが、毎⽇の⽣活を⾝体
的・精神的に安定して送れるよう⽀援します。 

 
 

区の現状と課題 
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 計画事業  
● ⼦育て家庭の⽣活や社会参加の⽀援 

産前産後家事・育児⽀援事業、親⼦ふれあい助成事業などを通じて、保護者の⼦育てへの不安の
解消や養育⼒の向上⽀援を⾏うとともに、親と⼦の⽣活や社会参加の⽀援を実施します。 

 
● 相談体制の整備（⼼のケアの充実） 

   不登校傾向の児童・⽣徒への⽀援体制の整備のため、保護者や教員を対象とした講演会を開催す
るとともに、学校復帰をめざす適応指導教室に専属のカウンセラーを配置し、指導及び援助の充実
を図ります。また、学びの未来応援ケース会議を開催し、養育状況に課題がある家庭に対し、スク
ールソーシャルワーカーを派遣するなどの⽀援を⾏います。また、⾼校中退者への⽀援を⾏います。 

 

３）経済的安定の⽀援 
 
 事業内容  

各種の⼿当等の⽀給、資⾦の貸付け、その他の経済的⽀援により、その家庭環境等において様々な
問題を抱える家庭の経済的安定を⽀援します。また、就職のあっせん及びひとり親家庭の職業訓練に
おける給付⾦の⽀給等により、保護者の就労の安定を⽀援します。 

 
 計画事業  

● 教育にかかる経済的⽀援の充実 
  教育、進学にかかる費⽤について、各種の⼿当等の⽀給、資⾦の貸付け、その他の経済的⽀援を⾏

います。 
● 保護者に対する就労の⽀援 

保護者に対する就業訓練の実施及び就職のあっせんその他の保護者の⾃⽴を図るための就労⽀援を
⾏います。また、港区⽣活・就労⽀援センターにひとり親家庭⽀援⾃⽴⽀援員を配置し、家庭が経済
的に安定できるよう⽀援します。 

 
４）地域で⼦どもの未来を応援する体制の整備 

 
 事業内容  

全ての⼦どもたちが、夢と希望を持って成⻑していける地域社会を実現するため、地域が⼀体とな
って⼦どもの未来応援施策を推進していく体制を整備します。⼦どもやその家庭に寄り添いながら、
様々な困難や課題を解決するため、⼦どもの未来応援施策の普及・啓発を⾏い、区⺠、企業、ＮＰＯ、
⼤学等との連携を強化します。また、⼦どもの孤⾷解消と保護者⽀援のため、⼦ども⾷堂を運営する
個⼈や団体に対して活動の⽀援を⾏うとともに、担い⼿の育成、⽀援者同⼠のネットワークを確⽴し
ていきます。 
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 計画事業  
● ⼦どもの未来応援施策の普及・啓発 

孤⾷解消と保護者⽀援事業や学習ボランティア養成講座等を通じて区⺠等に対し⼦どもの未来応
援施策の理解を促進し、地域⼦どもたちを応援する⼈材を確保し、育成します。 

 
● 地域における⼦どもの未来を応援するネットワークの確⽴ 

普及・啓発活動を通じて育成した⼈材や企業、ＮＰＯ、⼤学等と連携・協⼒し、それぞれの強み
を⽣かして役割分担を⾏うことにより、地域における⼦どもの未来を応援するネットワークを確⽴
します。 

 
● ⼦どもの孤⾷解消と保護者⽀援 

⼦ども⾷堂運営団体と地域の⺠間企業が連携するネットワーク化を推進し、そのネットワークか
ら得られた寄付⾦や提供物資を⼦ども⾷堂運営団体へ循環させるシステムを構築します。 

⼦ども⾷堂の開催場所や開催回数を増やすことで、⼦どもの孤⾷解消を図ります。 
 





 

 

第４章  推進体制 
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１ 計画の推進体制 

（１）推進体制 

本計画の推進にあたっては、⾏政と、地域、ＮＰＯ、ボランティア団体、企業及び⼦ども・⼦育
て⽀援に関わる団体等との密接な連携を図りながら、全庁的に取り組んでいきます。 

 
 

（２）進捗管理 

本計画では、⽬標の達成をめざして各事業を着実に実施し、また、その内容等を継続して評価・
検証することで、事業の効果をより向上させていきます。 

計画事業の進捗管理は、各年度の実績を毎年確認し、その改善を図るＰＤＣＡサイクルによって
⾏います。ＰＤＣＡサイクルとは、Plan-Do-Check-Action（計画-実施-評価改善）を継続的に⾏う
ことで、その業務改善や事業効果を⾼める⼿法です。本計画はその⼿法に則り、各年の事業の推進
状況を確認しながら、その効果を継続的に⾼めていくことを⽬指します。 

本計画では、事業の進捗状況や評価を庁内の検討組織である港区⼦育て⽀援推進会議において検
証します。あわせて、港区⼦ども・⼦育て会議では、施策の実施状況等について、区⻑の諮問に応
じて調査審議し、答申します。また、区は、施策の実施状況等をホームページ等で公表するととも
に、評価結果を踏まえた事業の⾒直し等を⾏い、施策を推進していきます。 

 





 

 

資料編
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