
 

平成 30 年度港区子ども・子育て支援事業の進捗状況について 

 

１  対象事業 

「港区子ども・子育て支援事業計画」に計上している事業 

 

２  基準日 

平成３１年３月３１日 

 

３  進捗状況評価の概要 

 

基本方針 
事業計画 

該当ページ 
事業数 

進捗状況評価（事業数） 
個別事業 

計画数 

当初計画 

どおり 

当初計画 

遅延 
未着手 ― 

合 計  １０１ ９６ １ １ ３ ３７ 

 (１)教育・保育施設等の充実 Ｐ２４～２９ ９ ９ ０ ０ ０ ６ 

(２)地域子ども・子育て支援

事業の充実 
Ｐ３０～４５ １３ １３ ０ ０ ０ １５ 

(３)教育・保育の一体的提供 

及び推進体制の確保 
Ｐ４６～４９ ２ ２ ０ ０ ０ ０ 

(４)子ども・子育て支援の質 

の確保 
Ｐ５０～５３ １９ １８ ０ １ ０ ０ 

(５)産後休業後及び育児休 

業後における円滑な事 

業利用の確保 

Ｐ５４ ２ ２ ０ ０ ０ ０ 

(６)特別な支援が必要な家 

庭や子どもの施策 
Ｐ５５～６１ ２２ ２２ ０ ０ ０ ０ 

(７)ワーク・ライフ・バラン 

ス実現のための環境整備 
Ｐ６２～６４ ９ ９ ０ ０ ０ ０ 

(８)放課後対策の総合的な  

推進 
Ｐ６５～６９ ７ ６ ０ ０ １ ４ 

(９)子どもの健全な育成に 

  向けた施策の推進 
Ｐ７０～７７ １８ １５ １ ０ ２ １２ 

 

資料５ 



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 １　教育・保育施設等の充実

担当者名
（内線）

中村
（2722）

中村
（2722）

中村
（2722）

田頭
（２６７９）

Ｈ31年度の実施予定

赤羽幼稚園（仮園舎となる小学
校）及び中之町幼稚園の改築
工事を開始します。

麻布幼稚園の増築等に伴う定
員増を行います。

麻布幼稚園の増築等に伴う定
員増を行います。

①平成３１年４月に私立認可保
育園７園（小鳩ナーサリースクー
ル浜離宮、ふたばクラブ東麻布
保育園、えほんのもり白金台保
育園、さくらさくみらい高輪、マ
リー保育園白金高輪、ゆらりん
はぁと保育園、ゆらりん港南緑水
保育園）を開設します。
②平成３１年６月と８月に私立認
可保育園を１園ずつ（デイジー
保育園芝浦、ニチイキッズ芝公
園保育園）開設する予定です。
③南麻布一丁目、海岸三丁目、
浜松町一丁目、東新橋二丁目
の４つの都有地を活用した私立
認可保育園誘致の準備を進め
ます。南麻布一丁目、海岸三丁
目については、平成３２年４月開
設を予定しています。
④白金台保育室の整備に向け
た準備を行います。
⑤平成３２年１月に区立青山保
育園を改築し、定員を拡大する
予定です。
⑥平成３２年１月に区立元麻布
保育園を開設する予定です。

担当課

教育長室
教育企画担当

教育長室
教育企画担当

教育長室
教育企画担当

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

（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）　巻
末ボックス
表①

(2)
保育（２号
認定（共
働きで幼
稚園を利
用してい
る者を除
く）、３号
認定）巻
末ボックス
表②

①港区立港南緑水公園内に設置する私
立認可保育園については、当初平成３０
年１２月に開設を予定していましたが、地
中障害物撤去の必要が生じたことに伴
い、工事期間が延びたため、平成３１年４
月に開設となりました。
②芝公園二丁目国有地を活用し、平成３
０年４月に芝公園二丁目保育室を開設し
ました。
③平成３０年４月に私立認可保育園２園
（コスモス西麻布保育園、ふたばクラブ港
南保育園）、平成３０年７月に私立認可保
育園１園（高輪さつき保育園）を開設しまし
た。
④平成３０年１１月と１２月に港区保育室を
１園ずつ（白金三丁目保育室、三光保育
室）を開設しました。また、平成３０年９月
に港区保育室１園（新橋保育室※芝五丁
目保育室からの移行）を開設しました。
⑤南麻布一丁目、海岸三丁目、浜松町一
丁目、東新橋二丁目の４つの都有地を活
用した私立認可保育園誘致の準備を進め
ています。
⑥白金台保育室については、当初平成３
０年度中の開設を予定していましたが、関
係機関との調整の必要が生じたことに伴
い、延期となりました。
⑦区立青山保育園の改築に向けた準備
を進めています。
⑧区立元麻布保育園の整備に向けた準
備を進めています。

当初
計画
どおり

③幼稚園の受け入れ
体制の充実

子どもたちを取り巻く環境の急激な変化と
保護者の多様なニーズに対応し、幼児教
育の充実を推進するために地域や年齢
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け
入れ体制の充実を図ります。具体的に
は、既存施設の活用や改築による保育室
の増室を行います。また、分園など更なる
受け入れ増の充実策を検討します。

26
港南幼稚園の増築に伴い、各
年齢の定員増を行います。

港南幼稚園の増築に伴い、82人（３歳
児22人、４歳児30人、5歳児30人）の
定員増を行いました。

当初
計画
どおり

①保育施設の充実

待機児童解消を推進するため、区立認
可保育園の新設や私立認可保育園の誘
致により、保育施設の充実を図ります。ま
た国公有地等の活用についても検討しま
す。なお、緊急暫定保育施設について
は、今後の保育需要等を見極め、待機児
童対策としての継続や認可化等を含め
て、検討していきます。

28

①港区立港南緑水公園内の保
育園を開設する予定です。
②芝公園二丁目の国有地を活
用した港区保育室を開設する予
定です。
③私立認可保育園３園（コスモ
ス西麻布、ふたばクラブ港南、
高輪さつき）を開設する予定で
す。
④港区保育室2園（白金三丁
目、三光）を開設する予定で
す。
また、芝五丁目保育室を新橋保
育室に移行する予定です。
⑤都有地を活用した保育施設
整備に向けた準備を行います。
⑥白金台保育室の整備のため
の準備を行います。
⑦青山保育園の改築のための
準備を行います。
⑧元麻布保育園の整備のため
の準備を行います。

当初
計画
どおり

進捗
状況

①園舎等の整備
幼児数の変化や施設の老朽化により、多
様化する教育ニーズに対応できなくなっ
た園舎を改築等によって整備します。

26
赤羽幼稚園、中之町幼稚園の
実施設計を行うとともに、麻布幼
稚園の増築工事を行います。

赤羽幼稚園、中之町幼稚園の実施設
計を行うとともに、麻布幼稚園の増築
工事を完了しました。

当初
計画
どおり

②幼稚園の適正規模
の確保

幼児人口の著しい増加の中で、幼児教
育の充実及び区立幼稚園の望ましい教
育環境の実現をめざし、幼児人口の今後
の推移、就園状況や地域の状況等を考
慮し、幼稚園の適正規模の確保に取り組
みます。

26
港南幼稚園の増築に伴い、各
年齢の定員増を行います。

港南幼稚園の増築に伴い、82人（３歳
児22人、４歳児30人、5歳児30人）の
定員増を行いました。

現況（Ｈ31年3月末時点）
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容

1



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 １　教育・保育施設等の充実

担当者名
（内線）

Ｈ31年度の実施予定 担当課
進捗
状況

現況（Ｈ31年3月末時点）
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容

保育支援係
森田

（2441）

大出
（２１７６）

田頭
（２６７９）

引き続き、在宅子育て支援家庭
のニーズ把握に努めます。

引き続き、地域型保育事業の実
施を希望する事業者に対し、協
議を行います。

芝浦アイランドこども園における
保育所型認定こども園としての
運営状況を踏まえるとともに、平
成30年度に実施した子ども・子
育てニーズ調査結果や待機児
童の状況を踏まえ、検討してい
きます。

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

保育課

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

家政
（２６７９）

家政
（２６７９）

引き続き、事業所内保育事業の
実施を希望する事業者に対し、
協議を行います。

引き続き、集合住宅等の大規模
開発の際には、保育所を付置す
るよう要請します。

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

平成３０年４月に事業所内保育事業所
を赤坂地区で１か所（ポポラー東京表
参道園）開設しました。

当初
計画
どおり

⑤大規模開発におけ
る保育所付置の要請

集合住宅等の大規模開発の際、敷地内
に保育所の付置を要請します。

29
開発事業者等に対し、保育所な
どの子育て関連施設の設置を
要請します。

開発事業者等に対し、保育所などの
子育て関連施設の設置を要請しまし
た。

当初
計画
どおり

待機児童の状況、芝浦アイランドこど
も園の在園状況等や認定こども園に
対するニーズを踏まえ、他地区での実
施について引き続き検討しています。

当初
計画
どおり

⑥事業所内保育事業
の実施★

新たに子ども・子育て支援新制度に位置
づけられた地域型保育事業のうち、事業
所内保育事業の実施を検討します。

④家庭的保育事業等
の実施★

多様な保育サービスの一環として、新た
に子ども・子育て支援新制度に位置づけ
られた家庭的保育事業や小規模保育事
業などの地域型保育事業の実施を検討
します。

29

平成30年4月に小規模保育事
業を芝地区の3か所、麻布地区
と高輪地区の各1か所で実施す
る予定です。

平成３０年４月に小規模保育事業所を
芝地区で３か所（正光寺保育園赤羽
橋園、こころナーサリー新橋、ふらわぁ
くきっず保育園新橋）、麻布地区で１
か所（ここいく保育園西麻布）、高輪地
区で１か所（ちゃいるど・はっぴっぴ!!
白金保育園）開設しました。

当初
計画
どおり

③みなと保育サポート
事業の充実

パートタイム勤務や育児短時間勤務な
ど、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、みなと保育サ
ポート事業（定期利用保育事業）の充実
を図ります。

29
平成30年4月にみなと保育サ
ポート白金台（白金台四丁目）を
開設する予定です。

平成30年4月にみなと保育サポート白
金台（白金台四丁目）を開設しました。

当初
計画
どおり

②認定こども園の実施
★

認定こども園に対する区民の高いニーズ
に対応するため、平成28年4月から芝浦
アイランドこども園を先行的に保育所型
認定こども園へ移行し、その後の状況を
踏まえて、他地区での実施について検討
します。

29

港区立認定こども園運営協議会
や子ども・子育て支援計画の改
定に向けて実施するニーズ調査
の結果を踏まえ、他地区での実
施を検討していきます。

29
平成30年4月に事業所内保育
事業を赤坂地区の１か所で実施
する予定です。

2



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ２　地域子ども・子育て支援事業の充実

子ども家庭
支援センター

保育課

子ども家庭課
保育・児童
施設計画担
当

子ども家庭
支援センター

健康推進課

大項目 第３章 中項目

進捗
状況

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況(Ｈ31年3月末時点）小項目 事業名（★新規事業） 事業内容

（１）
利用者
支援事
業　巻
末ボッ
クス表
①
（２）
時間外
保育事
業（延
長保育
事業）
巻末
ボックス
表②

（３）
放課後
児童ク
ラブ（学
童クラ
ブ事
業）巻
末ボッ
クス表
③
（４）
子育て
短期支
援事業
（ショー
トステイ
事業）
巻末
ボックス
表④

区立認可保育園、私立認可保
育園、港区保育室全ての保育
所にて、実施します。また、平成
30年度より、月単位の月額利用
（月極め）を廃止し、1日単位の
日額利用（スポット）のみとしま
す。

32

①子育てコーディネー
ター事業の実施★

児童やその保護者、妊娠中の人が、子ど
も・子育て支援サービスを選択し、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、サービスの情報提供とコー
ディネートを行います。

増加する需要に応えるため、学童クラブ
の弾力的な運営や施設の改善を行うほ
か、新規開設による定員拡大等に取り組
みます。

①子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）の
充実

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、児童福祉施設で
短期間（７日間以内）、宿泊を伴う養育を
行います。

34

・白金台学童クラブ及び新橋学
童クラブを開設する予定です。
・放課GO→クラブこうなんを開
設する予定です。
・既存学童クラブの定員見直し
を行う予定です。

①学童クラブ事業の充実

乳児家庭全戸訪問事業

生後４か月以内の乳児がいる全ての家
庭を、保健師または助産師が訪問しま
す。赤ちゃんの体重測定や育児相談、
母子保健サービス等の紹介を行い、育
児不安の軽減、産後うつ病の予防、母乳
育児の支援等を行います。

36

生後4か月未満の乳児がいるす
べての家庭を訪問し、育児相
談、母親の体調に関する相談、
母子保健サービスの紹介を行
います。

平成30年度の新生児等訪問指導事
業（こんにちは赤ちゃん訪問）実施数
（助産師会委託実施・延数）は2,339
件でした。

当初
計画
どおり

31

子ども家庭支援センターと子育
てひろば「あい・ぽーと」の2か所
で、相談室を設けて実施しま
す。

①時間外保育事業の充
実

保育園において、開園時間を超えて延
長保育を実施しています。（土曜日を除
く）

平成30年4月に放課GO→クラブこうな
ん、白金台学童クラブ、平成30年9月
に新橋学童クラブを開設しました。

当初
計画
どおり

区立認可保育園・認定こども園（20
園）
私立認可保育園（39園）
港区保育室（12園）
小規模保育事業所（12園）
全ての保育園で延長保育を実施して
います。

当初
計画
どおり

相談件数は、子ども家庭支援セン
ター2,702件、あい・ぽーと2,526件の
合計5,228件でした。

当初
計画
どおり

生後4か月未満の乳児がいるす
べての家庭を訪問し、育児相
談、母親の体調に関する相談、
母子保健サービスの紹介を行
います。

（５）
乳児家
庭全戸
訪問事
業　巻
末ボッ
クス表
⑤

35

麻布乳児院及びみなと子育て
応援プラザPokkeで事業を実施
します。Pokkeについては要支
援家庭の児童のショートスティ
事業（最長14日間）を新たに実
施します。

仕事や出産等で一時的に子育てが困
難な場合に対応可能な支援として、
広報みなとでPRするなど、事業の周
知に努めました。
平成３０年度から開始した要支援家庭
の児童のショートスティ事業は７名の
児童が延べ９０日利用しました。

当初
計画
どおり

担当者名
（内線）

子育て支援
係

福田
３８７９

保育支援係
亀井

（2871）

大出
（２１７６）

子育て支援
係

福田
３８７９

相談担当
小熊
３８７９

地域保健係
草野（内
3874）

Ｈ31年度の実施予定

子ども家庭支援センターと子育
てひろば「あい・ぽーと」の2か所
で、相談室を設けて実施しま
す。

引き続き、全ての保育園で延長
保育を実施し、就労形態の多様
化、通勤時間等、保護者の就労
実態に応じた保育需要に対応
していきます。

・移行1クラブ（青山児童館→赤
坂子ども中高生プラザ）
・学童クラブの入会待ち児童が
発生しないよう、引き続き、学童
クラブの弾力的な運営や、新規
開設等による定員拡大に取り組
みます。

引続き麻布乳児院及びみなと
子育て応援プラザPokkeで
ショートステイ事業を実施しま
す。

担当課

3



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ２　地域子ども・子育て支援事業の充実大項目 第３章 中項目

進捗
状況

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況(Ｈ31年3月末時点）小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
担当者名
（内線）

Ｈ31年度の実施予定 担当課

（
ア

）
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育

（
イ

）
幼
稚
園
以
外
の
一

時
預
か
り
事
業

子ども家庭課
保育・児童
施設計画担
当

子ども家庭
支援センター

子ども家庭課
保育・児童
施設計画担
当

子ども家庭
支援センター

教育長室
教育企画担
当

南山幼稚園で預かり保育を開始しま
した。

平成30年4月に白金台四丁目
（みなと保育サポート白金台）を
開設する予定です。

（８）
一時預
かり事
業巻末
ボックス

表⑧

②生活スタイルの多様化
に対応した子育て支援
策の充実

①預かり保育の拡
大★

幼稚園在園児の保護者に対する支援と
して、幼稚園教育時間の終了後に行う預
かり保育（子育てサポート保育）を拡大し
ていきます。

ファミリー・サポート（育児サポート子むす
び）、養育支援訪問、ショートステイ、トワ
イライトステイ、派遣型一時保育等、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。

当初
計画
どおり

平成30年4月にみなと保育サポート白
金台（白金台四丁目）を開設しまし
た。

家庭における保育が困難な乳幼児を、
一時的に保育する一時預かりを充実しま
す。

41
①一時預かり事業
の拡大

芝浦幼稚園及び白金台幼稚園
で預かり保育を開始します。

39
平成30年4月に子育てひろば
あっぴぃ白金台（白金台四丁
目）を開設する予定です。

①子育てひろばの拡大

①養育支援訪問の充実

妊娠出産期の母体保護とともに、子ども
を安心して養育できる環境を整備するた
め、ホームヘルプサービスを充実しま
す。また、養育が困難な家庭について
は、ホームヘルパー、子育て・家族支援
者、保健師、助産師等による支援を行い
ます。

37

養育支援訪問の訪問支援者に
母子専門の支援員産後ドゥーラ
を加え、出産後の心理ケアと育
児支援を行います。訪問支援
者の質や専門性を高めるため、
港区子育て支援員研修を継続
して実施します。
「産前産後家事・育児支援サー
ビス」の産後ドゥーラの利用時間
を7時間から9時間に増やし、産
後1か月間は、家事と育児両面
から支援を受けられるようにしま
す。

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を拡大
します。

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

平成30年4月に子育てひろばあっぴぃ
白金台（白金台四丁目）を開設しまし
た。

養育支援家庭に対し、個別に支援計
画を作成し、定期的にモニタリングと
再評価を行い、家事、育児、学習支
援、送迎等の適切な支援を実施して
います。30年度は18世帯延べ295回
派遣を実施しました。そのうち、産後
ドゥーラの派遣は2世帯19回でした。
産前産後家事・育児支援サービスの
登録数は801世帯で、家事支援の派
遣回数は延べ3,894回。産後ドゥーラ
の派遣回数は延べ573回でした。

・広報誌やホームページ、子育てハン
ドブックなどを活用し様々な施設や
サービスについて継続的に周知を図
ります。
・引き続き子育て支援員研修の実施
により、子ども子育て支援事業の担い
手の育成と専門性の強化を図りまし
た。

40
新たに南山幼稚園で預かり保
育を実施します。

39

当初
計画
どおり

養育支援訪問の訪問支援者に
母子専門の支援員産後ドゥーラ
を加え、出産後の心理ケアと育
児支援を行います。訪問支援
者の質や専門性を高めるため、
港区子育て支援員研修を継続
して実施します。
「産前産後家事・育児支援サー
ビス」の産後ドゥーラの利用時間
を7時間から9時間に増やし、産
後1か月間は、家事と育児両面
から支援を受けられるようにしま
す。

引き続き、在宅子育て支援家庭
のニーズ把握に努めます。

・広報誌やホームページ、子育
てハンドブックなどを活用し
様々な施設やサービスについ
て継続的に周知を図ります。
・子育て支援員研修の地域子
育て支援研修の地域子育て支
援支援コースでは、子育てコー
ディネーターを育成する利用者
支援事業養成講座を実施しま
す。

（６）
養育支
援訪問
事業
巻末
ボックス
表⑥

（7）
地域子
育て支
援拠点
事業
（子育
てひろ
ば事
業）巻
末ボッ
クス表
⑦

・広報誌やホームページ、子育
てハンドブックなどを活用し
様々な施設やサービスについ
て継続的に周知を図ります。
・子育て支援員研修の地域子
育て支援研修の地域子育て支
援支援コースでは、子育てコー
ディネーターを育成する利用者
支援事業養成講座を実施しま
す。

引き続き、在宅子育て支援家庭
のニーズ把握に努めます。

相談担当
古賀

山本（惠）
3879

子育て支援
係山本（祐）

３８７９

大出
（２１７６）

子育て支援
係

福田
３８７９

中村
（2722）

大出
（２１７６）

4



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ２　地域子ども・子育て支援事業の充実大項目 第３章 中項目

進捗
状況

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況(Ｈ31年3月末時点）小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
担当者名
（内線）

Ｈ31年度の実施予定 担当課

保育課

子ども家庭
支援センター

健康推進課
医療機関に委託して、妊婦健
康診査を実施します。

引き続き、事業を安定的に実施
するとともに、チラシ、ホーム
ページ、広報などで協力会員及
び利用会員を募集するととも
に、新たに協力会員養成講座
を実施し、協力会員の増加と専
門性の強化を図ります。
港区子育て支援員研修修了者
へ登録について働きかけます。

病児保育室5か所、病後児保育
室1か所で病児・病後児保育を
実施します。
また、訪問型病児・病後児保育
利用助成により、経済的な負担
軽減を図るとともに子育てと就
労等の両立を支援します。

・育児サポート子むすびの協力会員
を要請するために、養成講座を実施
しました。
・「港区子育て支援員研修」修了者に
協力会員登録を呼びかけ、登録者増
を図るとともに、既存の協力会員に対
して各種研修を受講させることにより、
保育の質を確保しました。

平成30年度妊婦健診の受診数は１回
目2,889回、2回目以降30445回となっ
ています。

病児・病後児保育の利用者の増加を
踏まえ、新たに病児保育室を開設し、
病児・病後児保育の充実を図りまし
た。また、訪問型病児・病後児保育利
用料の助成を実施しました。
◎新規開設
＜平成30年4月１日開設＞
山王赤坂病児保育室（赤坂四丁目）
◎訪問型病児・病後児保育利用料助
成　　113件

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

（１１）
妊婦健
康診査
巻末
ボックス
表⑪

（10）
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）巻
末ボッ
クス表
⑩

妊婦健康診査

①病児・病後児保育の充
実

43

44

病気の回復期等で保育園での集団保育
が困難な乳幼児を一時的に預かる病児
保育室の充実を図り、保護者の子育てと
就労の両立を支援します。

42

妊婦に対して健康診査を行います。

子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポート・
センター次号）の充実

育児の支援を行いたい人（協力会員）と
育児の支援を受けたい人（利用会員）か
らなる会員で組織した、ファミリー・サポー
ト・センターが核となり、協力会員と利用
会員の間の育児援助の斡旋・調整等、ア
ドバイザー業務を行います。また、学童ク
ラブ・保育園等の送迎や短時間の保育
などを実施します。港区では「育児サ
ポート事業（育児サポートこむすび）」を
実施しています。

（９）
病児保
育事業
巻末
ボックス
表⑨

病児保育室5か所、病後児保育
室1か所で病児・病後児保育を
実施します。
また、訪問型病児・病後児保育
利用助成により、経済的な負担
軽減を図るとともに子育てと就
労等の両立を支援します。

引き続き、事業を安定的に実施
するとともに、チラシ、ホーム
ページ、広報などで協力会員及
び利用会員を募集します。
また、育児サポート子むすびの
協力会員を養成するために、養
成講座を開催します。
より効果的な講座となるよう、講
座内容の見直しを行います。

医療機関に委託して、妊婦健
康診査を実施します。

保育支援係
浅野

（２４４５）

保育支援係
宮﨑

（2428）

子育て支援
係

福田
３８７９

草野(内3874）

5



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ３　教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

港区立認定こども園運営協議
会や子ども・子育て支援計画の
改定に向けて実施するニーズ
調査の結果を踏まえ、他地区で
の実施を検討していきます。

大項目 第3章 中項目

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定小項目 事業名（★新規事業） 事業内容

（１）
教育・
保育の
一体的
提供
（認定こ
ども園
普及の
考え
方）

①認定こども園の実施
★

認定こども園に対する区民の高いニーズ
に対応するため、平成28年４月から芝浦
アイランドこども園を先行的に保育所型
認定こども園へ移行し、その後の状況を
踏まえて、他地区での実施について検
討します。

47

幼稚園は幼稚園指導要録の写し、保
育園は保育園児童保育要録の写しを
小学校へ送付し情報提供を行いまし
た。また、必要に応じて就学支援シー
ト等を活用するなど、各関係諸機関と
の情報共有を図りました。保幼小合同
研修会や公立保育園の公開保育、体
験授業等の機会を通し幼児期の教育
の充実と質の向上を図りました。

待機児童の状況、芝浦アイランドこど
も園の在園状況等や認定こども園に
対するニーズを踏まえ、他地区での
実施について引き続き検討していま
す。

当初
計画
どおり

（２）
教育・
保育の
推進体
制

保育園、幼稚園、児童
館、小学校での交流・
連携

子どもの育ちを支えるための情報を保育
園、幼稚園、児童館から就学先となる小
学校へ提供する等、相互理解を深める
ために、保育園、幼稚園、児童館、小学
校での交流・連携を強化します。

49

幼稚園は幼稚園指導要録の写
し、保育園は保育園児童保育
要録の写しを小学校へ送付し
情報提供を行います。また、必
要に応じて就学支援シート等を
活用するなど、各関係諸機関と
の情報共有を図ります。保幼小
合同研修会や公立保育園の公
開保育、体験授業等の機会を
通し幼児期の教育の充実と質
の向上を図ります。

当初
計画
どおり

幼稚園は幼稚園指導要録の写
し、保育園は保育園児童保育
要録の写しを小学校へ送付し
情報提供を行います。また、必
要に応じて就学支援シート等を
活用するなど、各関係諸機関と
の情報共有を図ります。保幼小
合同研修会や公立保育園の公
開保育、体験授業等の機会を
通し幼児期の教育の充実と質
の向上を図ります。

担当者名
（内線）

保育支援係
森田

（2441）

教育指導課
藤井

（2724）
保育課
平田

（2940）

担当課

子ども家庭課
保育・児童
施設計画担
当

保育課

教育指導課
保育課

Ｈ31年度の実施予定

芝浦アイランドこども園における
保育所型認定こども園としての
運営状況を踏まえるとともに、平
成30年度に実施した子ども・子
育てニーズ調査結果や待機児
童の状況を踏まえ、検討してい
きます。

6



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保

平成30年度は各幼稚園で「未就園児
の会」を合計251回実施しました。
また、預かり保育（子育てサポート保
育）は、新たに南山幼稚園でも開始
し、港南幼稚園については定員を20
名から40名に拡大しました。

大項目 第3章 中項目

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容 担当課

②私立幼稚園への支
援及び連携の拡充

幼児教育の充実のため、「港区幼児教育
振興アクションプログラム」に基づき、公
私立幼稚園合同研修等、教育職員の資
質向上に向けた連携、私立幼稚園と区
立小学校の交流などを通じた連携、安
全・安心対策の充実など、幅広く私立幼
稚園への支援及び連携を行います。ま
た、私立幼稚園等園児に対する保護者
補助金の充実などの取り組みを実施し、
公私較差の是正に取り組みます。

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通して充実を図
ります。

①乳幼児期にふさわし
い心身の発達を促す
保育の推進

乳幼児の年齢の発達に応じて、乳幼児
期にふさわしい心身の発達を促す養護と
教育の一体的な提供を推進します。

当初
計画
どおり

③幼稚園における子
育て支援事業の充実

子どもたちを取り巻く環境の急激な変化
と保護者の多様なニーズに対応し、園庭
開放や未就園児の会の推進、預かり保
育の拡大など、子育て支援事業の充実
を図ります。

51

部門研修において新保育所保
育指針の改定について園長・副
園長・保育主任が理解を深め、
各園の職員へ研修を行います。
園長会にて新指針の内容理解
をさらに深めつつ「保育課程」
「保育所児童保育要録」の様式
を見直し、必要に応じ改定を行
います。各園の職員に向けて部
門研修・園内研修、保幼小合同
研修会、公開保育等の機会を
設け保育の質の向上を図りま
す。

園長、副園長、保育主任が同一の講
師から保育所保育指針改定ポイントを
学び、各園の職員に伝えました。その
上で園長会では各園の意見を持ち寄
り検討を重ね、「全体的な計画」、「保
育所保育児童要録」の見直しを行い
ました。各園は新様式を用いることで
新指針の理解をより深めることにつな
がりました。部門研修の他に、幼児教
育研修会、保幼小合同研修会、園内
研修、公開保育等様々な学びの機会
を公私立認可保育園、認証保育所等
へ広く呼びかけることで保育の質の向
上につながりました。

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

2回実施
平成３０年５月３０日　７名
平成30年１０月２６日　１０名

51

保育課

教育長室
教育企画担
当

学務課

保育課
④給食を通じた食育の
推進

前年度は各幼稚園で「未就園
児の会」を合計240回実施しまし
た。平成30年度も継続して「未
就園児の会」運営に補助員を導
入します。また、預かり保育（子
育てサポート保育）は実施園を
10園に拡大し、港南幼稚園に
ついては定員を拡大します。

公私立幼稚園の連携により研
修を継続し、「幼児教育研修
会」を年2回開催します。小学校
と近隣の私立幼稚園との交流・
連携を引き続き行っていきま
す。
私立幼稚園の保護者負担軽減
補助金についても、引き続き段
階的に増額します。

公私立幼稚園の連携による「幼児教
育研修会」を年２回開催し、205人が
参加しました。また、区立小学校にお
いて、希望する近隣の私立幼稚園と
の交流を行いました。
私立幼稚園の保護者負担軽減につ
いて、平成30年度も段階的に増額し
ました。

51

2回（５月と10月）区民向けに実
施予定です。

当初
計画
どおり

（１）
教育・
保育等
の質の
確保

51

公私立幼稚園の連携により研
修を継続し、「幼児教育研修
会」を年2回開催します。小学校
と近隣の私立幼稚園との交流・
連携を引き続き行っていきま
す。
私立幼稚園の保護者負担軽減
補助金についても、引き続き段
階的に増額します。

平成31年度も継続して「未就園
児の会」運営に補助員を導入し
ます。
また、預かり保育（子育てサポー
ト保育）は実施園を12園に拡大
し、全園で実施します。

区民に向け２回実施予定です。

Ｈ31年度の実施予定
担当者名
（内線）

認可指導係
平田

（２９４０）

中村
（2722）

学校運営支
援係

佐久間〈内線
2779〉

運営支援係
前口

（2475）

経験年数に合わせた研修や保
育技術の向上を目指すもの、乳
幼児の発達を学ぶもの等様々
な研修機会を設けるとともに、研
修の計画を早めに案内し、より
多くの職員が参加できるようにし
保育の質の向上につなげてい
きます。公開保育への参加を呼
び掛けたり、私立保育園等の若
い職員が、公立保育園の見学
をすることができるよう、保育巡
回の職員が橋渡しをしながら保
育の質の向上を図ります。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保大項目 第3章 中項目

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容 担当課Ｈ31年度の実施予定
担当者名
（内線）

保育課

保育課

新規開設施設等の確認を行うと
ともに、既存施設の運営基準の
遵守状況を確認するため、指導
検査及び訪問指導を行いま
す。

当初
計画
どおり

指導検査及び訪問指導を行い新規
開設施設等の確認、既存施設の運営
基準の遵守状況を確認しました。今
年度は園長経験のある職員も同行
し、より保育の質の向上につなげてい
きました。

認可保育園の入園の申込みをしながら
認証保育所に在園している児童の保護
者を対象とする保育料助成制度につい
て、認可保育園保育料との差額を助成
し、負担の均衡を図ります。また、兄や姉
が、保育園、幼稚園、認定こども園など
に在園している場合の、第２子以降の認
証保育所の保育料を無料とします。

保育課

学務課

保育課

引き続き、区立認可保育園及び
港区保育室にて第三者評価を
実施します。また、私立認可保
育園及び認証保育所に対し、
受審費用の一部を助成します。

引き続き、認可保育園の入園申
込みをしながら認証保育所に在
園している児童の保護者を対象
に、認可保育園保育料との差額
を助成します。また、兄や姉が
保育園、幼稚園、認定こども園
などに在園している場合の第２
子以降の認証保育所の保育料
を無料にします。

⑦第三者評価等の積
極的な活用

教育・保育施設の運営内容の向上と改
善を図り、保護者の保育施設選択の参
考とするため、第三者評価の実施結果等
を公表するとともに、評価結果を積極的
に活用して保育の質の向上を図ります。

⑥認証保育所入所者
への保育料助成の見
直し

52
当初
計画
どおり

52
⑧保育施設の確認制
度の着実な運用★

認可を受けた保育施設等に対し、区が
条例で定める基準に基づく運営を遵守し
ているか確認し、適切に指導監督を行う
ことで、保育の質を確保します。

⑤教育・保育施設保育
料等の見直し★

子ども・子育て支援新制度の実施にあわ
せ、区立幼稚園、区立・私立認可保育園
及び緊急暫定保育施設の保育料等につ
いて、応能負担の考え方を踏まえ、改定
します。
子育てしやすい環境を整備するため、兄
や姉が、小学校3年生までに在学、また
は保育園、幼稚園、認定こども園などに
在園している場合の、第2子以降の区立
幼稚園保育料を無料とします。
また、兄や姉が、保育園、幼稚園、認定
こども園などに在園している場合の第2子
以降の認可保育園や緊急暫定保育施設
の保育料を無料とします。

51

子育てしやすい環境を整備す
るため、兄や姉が、小学校3年
生までに在学、または保育園、
幼稚園、認定こども園などに在
籍している場合の、第2子以降
の区立幼稚園保育料、認定こど
も園保育料（1号認定）を無料に
します。
また、兄や姉が、保育園、幼稚
園、認定こども園などに在籍し
ている場合の第2子以降の認可
保育園や認定こども園、港区保
育室の保育料を無料にします。
さらに国の幼児教育の段階的
無償化に向けた取組に合わ
せ、保育料負担の軽減を行いま
す。

区立幼稚園の保育料について、継続
して、多子世帯やひとり親等の負担軽
減を実施しました。

当初
計画
どおり

認可保育園の入園申込みをしながら
認証保育所に在園している児童の保
護者を対象に、認可保育園保育料と
の差額を助成しました。また、兄や姉
が保育園、幼稚園、認定こども園など
に在園している場合の第２子以降の
認証保育所の保育料を無料にしてい
ます。

当初
計画
どおり

区立認可保育園３園及び港区保育室
１園で第三者評価を計画どおり実施し
ました。また、私立認可保育園６施設
及び認証保育所７施設に対し、受審
費用を事業者からの実績報告により
一部助成しています。

52

区立幼稚園の保育料につい
て、国が行う幼児教育の無償化
に向けた取り組みの動向を踏ま
え、対応します。

引き続き、認可保育園の入園申
込みをしながら認証保育所に在
園している児童の保護者を対象
に、認可保育園保育料との差額
を助成します。また、兄や姉が
保育園、幼稚園、認定こども園
などに在園している場合の第２
子以降の認証保育所の保育料
を無料にします。
国の幼児教育無償化策に合わ
せた助成制度の内容と開始時
期を検討します。

区立認可保育園及び港区保育
室にて第三者評価を実施しま
す。また、私立認可保育園及び
認証保育所に対し、受審費用
の一部を助成します。

引き続き、認可を受けた保育施
設等に対し基準に基づく運営が
行えているか指導監督を行い、
保育の質を向上していきます。

保育支援係
大場

（2428）

学校運営
支援係
佐久間
（2779）

保育施設指
導係
金田

（2850）

保育支援係
平位

（2429）
保育施設指

導係
林

（2427）

認可指導
平田

（2940）
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保大項目 第3章 中項目

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容 担当課Ｈ31年度の実施予定
担当者名
（内線）

当初
計画
どおり

未着
手

・学校、警察、地域関係者等の
代表で構成される港区青少年
問題協議会において、子どもが
安全で安心して生活できる環境
整備を含めた港区青少年健全
育成活動方針を策定し、連絡
調整を図ります。
・区立中学校の通学区域ごとに
設置されている青少年対策地
区委員会において、密接に連
絡をとり、相互に協力を図りま
す。
・各児童館等が地域懇談会を
開催する等、関係機関の連携を
強化します。

引き続き区民に対して、必要な
情報を迅速に配信ができるよ
う、検討します。また、より多くの
方に登録していただけるよう、広
報みなとや区ホームページ等に
よる周知、区内教育機関に対す
るチラシの配布などにより、積極
的に広報を行います。

民間事業者から学童クラブ事業
への参入希望があった場合の
運営支援のあり方を検討しま
す。

平成30年度は、犯罪発生情報等133
通のメール配信を行いました。
また、年度末現在の登録者数は9,330
人と、前年度の３月から1,640人増加
しました。

民間事業者からの参入希望はありま
せんでした。

引き続き区民に対して、必要な
情報を迅速に配信ができるよ
う、検討します。また、より多くの
方に登録していただけるよう、広
報みなとや区ホームページ等に
よる周知、区内教育機関に対す
るチラシの配布などにより、積極
的に広報を行います。

保育課

子ども家庭課

子ども家庭課

防災課
危機管理・生
活
安全担当

子ども家庭課
保育・児童施
設
計画担当

①学童クラブ事業にお
ける民間活力の導入
★

一定の基準を満たした民間学童クラブ事
業に対する運営支援を行い、多様な運
営主体による学童クラブ事業の推進に取
り組みます。

53

民間事業者から学童クラブ事業
への参入希望があった場合に
は、運営支援のあり方を検討し
ます。

52

・学校、警察、地域関係者等の
代表で構成される港区青少年
問題協議会において、子どもが
安全で安心して生活できる環境
整備を含めた港区青少年健全
育成活動方針を策定し、連絡
調整を図ります。
・区立中学校の通学区域ごとに
設置されている青少年対策地
区委員会において、密接に連
絡をとり、相互に協力を図りま
す。
・各児童館等が地域懇談会を
開催する等、関係機関の連携を
強化します。

⑨認可外保育施設の
指導監督の強化及び
保育水準の向上

多様化する認可外保育施設の実態を的
確に把握し、都と連携の上、指導監督を
強化するとともに、保育水準の向上に努
めます。

⑪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、児童館、ＰＴＡとの連携を
強化します。

52

事前に登録したメールアドレスに、区内
における子どもへの声かけ事案等の犯
罪発生情報等を配信し、区民等に生活
安全情報を提供します。今後、多様な手
段による広報・周知を通じて、メール登録
者数の増加を図るとともに、警察等関係
機関との連携を強化し、より迅速かつ効
果的な情報の配信を行うなど、事業の充
実に取り組みます。

⑩児童施設の災害対
応能力の向上

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
を図ります。また、施設の防災備蓄物資
の整備を推進します。

52

東京都の指導監督の際に、立
会いを行います。今後も都と連
携しながら、保育水準の向上を
図っていきます。

東京都の指導監督の際に立会いを行
いました。また、保護者の声や、区へ
の意見が寄せられた際には迅速に園
へ出向き必要なアドバイス等を行い保
育水準の向上に努めました。

（２）
就学児
童の居
場所づ
くりにお
ける質
の確保

・1月に港区青少年問題協議会を開
催し、青少年関係団体で連絡調整を
図るとともに、平成31年度港区青少年
健全育成活動方針を策定しました。
・各青少年対策地区委員会において
総会を開催し、情報交換等を行うとと
もに、環境実態調査等の安全安心な
環境づくりに係る取組を行いました。
・各児童館等が地域懇談会を開催す
る等、地域や関係機関の連携を強化
しました。

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

施設の特性や災害の種類に応
じた職員がとるべき行動要領を
まとめた「児童施設災害時行動
マニュアル」を施設の防災訓練
等で活用し、災害対応能力の
向上を図ります。また、施設の
防災備蓄物資の整備を推進し
ます。

52
引き続き、施設の災害対応能力の向
上及び備蓄物資の整備に努めます。

⑫「みんなと安全安心
メール」の配信

引き続き、東京都の指導監督の
際の立会を行い、都と連携の上
保育水準の向上に努めます。

施設の特性や災害の種類に応
じた職員がとるべき行動要領を
まとめた「児童施設災害時行動
マニュアル」を施設の防災訓練
等で活用し、災害対応能力の
向上を図ります。また、施設の
防災備蓄物資の整備を推進し
ます。

認可指導
平田

（2940）

子ども家庭係
島田

内線2434

青少年育成
担当
磯﨑

内線2435

福地
内線2270

大出
（２１７６）
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 ４　子ども・子育て支援の質の確保大項目 第3章 中項目

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定 現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容 担当課Ｈ31年度の実施予定
担当者名
（内線）

当初
計画
どおり

学童クラブ事業に対応できる専用室
の確保等について、関係各課と情報
共有を図りました。

設備・運営基準に基づく支援体
制の充実・強化を図ります。ま
た、順次、放課後児童支援員認
定資格研修を受講し、委託事
業者を含む指導員一人ひとりの
専門性を高めます。

引き続き、学童クラブ事業に対
応できる専用室の確保等の条
件が整い次第、放課ＧＯ→クラ
ブ実施を検討していきます。

子ども家庭課

子ども家庭課

子ども家庭課

生涯学習ス
ポーツ振興課

子ども家庭課

子ども家庭課

子ども家庭課
引き続き、子どもの自主活動の場の提
供や活動のサポートを行います。

当初
計画
どおり

引き続き、中高生が利用しやすい児
童館等運営を図ります。

当初
計画
どおり

児童館等において、中高生タイ
ム（18:00以降）を実施します。ま
た、中高生自身による行事の企
画・実施を行います。

児童館・子ども中高生プラザ等
において、児童の健全な成長を
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・子育て拠点
として機能強化を図ります。ま
た、子どもたちが楽しめる行事、
質の高いプログラムの充実な
ど、学校、地域、家庭等と連携
し児童の健全な育成を支援しま
す。

各児童館等において、子どもた
ち中心に児童館まつりの実行委
員会や子ども会議を実施しま
す。また、子ども中高生プラザ
には、ダンス・音楽スタジオ等を
設け、中高生の自主活動を支
援します。

53

当初
計画
どおり

引き続き、放課後児童支援員認定資
格研修をはじめとする各種研修を受
講し、指導員一人ひとりの専門性を高
めます。

②学童クラブ事業の質
の向上★

安全で安心できる放課後の居場所を確
保するとともに、適切な訓練を受けた職
員の支援により、児童が心身ともに健や
かに育つことができるよう、学童クラブ事
業の質の向上を図ります。育成にあたっ
ては、職員一人ひとりの専門性を高める
とともに、設備・運営基準に基づく支援体
制の充実・強化を図ります。

53

設備・運営基準に基づく支援体
制の充実・強化を図ります。ま
た、順次、放課後児童支援員認
定資格研修を受講し、委託事
業者を含む指導員一人ひとりの
専門性を高めます。

⑤中高生が利用しや
すい児童館等運営

中高生の居場所の確保、中高生が活躍
できる事業の実施など、中高生が利用し
やすい児童館等運営を図ります。

53

児童館等において、中高生タイ
ム（18:00以降）を実施します。ま
た、中高生自身による行事の企
画・実施を行います。

引き続き、学童クラブ事業に対
応できる専用室の確保等の条
件が整い次第、放課ＧＯ→クラ
ブ実施を検討していきます。

⑥子どもの自主活動の
場の提供等活動への
サポート

⑦児童館等の第三者
評価等の活用

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
図ります。

53
平成３０年度は、飯倉学童クラ
ブで実施する予定です。

児童館等を活用し、子どもの自主活動の
場の提供や活動のサポートを行います。

④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、幼少
期から中高生に至るまで長期にわたる児
童の健全な成長を見守るとともに、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。また、2020年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催に向けた気運を高めるイベントの
実施や子どもたちが楽しめる行事、質の
高いプログラムの充実など、学校、地域、
家庭等と連携し児童の健全な育成を支
援します。

53

児童館・子ども中高生プラザ等
において、児童の健全な成長を
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・子育て拠点
として機能強化を図ります。ま
た、子どもたちが楽しめる行事、
質の高いプログラムの充実な
ど、学校、地域、家庭等と連携
し児童の健全な育成を支援しま
す。

③区立小学校を活用
した放課後の居場所
づくり

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。

53

各児童館等において、子どもた
ち中心に児童館まつりの実行委
員会や子ども会議を実施しま
す。また、子ども中高生プラザ
には、ダンス・音楽スタジオ等を
設け、中高生の自主活動を支
援します。

第三者評価の実施結果を踏まえた改
善に努め、利用者満足度の向上を図
りました。

当初
計画
どおり

引き続き、各児童館等において、子ど
もたちが楽しめるイベントを実施し、児
童の健全な育成を見守っていきます。
また、乳幼児とその保護者向けプログ
ラムを実施し、地域における子ども・子
育て拠点として機能強化を図っていき
ます。

当初
計画
どおり

平成31年度は、台場児童館で
実施する予定です。

子ども家庭係
島田

内線2434

子ども家庭係
島田

内線2434

子ども家庭係
島田

内線2434

子ども家庭係
島田

内線2434

生涯学習係
小川・片平
内線2744・

2742

子ども家庭係
島田

内線2434

子ども家庭係
島田

内線2434

10



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 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

区立認可保育園（こども園含
む）20園、港区保育室8園の計
28園で実施する予定です。

区立認可保育園（こども園含む）20
園、港区保育室８園の計28園で育児
休業明け入所予約制度を実施してい
ます。

当初
計画
どおり

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｣｢みなとっこ｣等の事
業を推進します。

②育児休業明け入所
予約制度の充実

育児休業制度を安心して利用できるよ
う、育児休業明けに区立認可保育園や
緊急暫定保育施設に入所できる育児休
業明け入所予約制度を充実します。

54

①保育園における在
宅子育て家庭向け事
業の推進

小項目

第３章 中項目

事業名（★新規事業） 事業内容

大項目

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

54

「保育園であそぼう」「みなとっ
こ」を区立保育園20園で継続し
育児相談や育児情報の発信、
遊びのアドバイスなどを行い育
児不安の解消を図ります。「み
なとっこ」の親子イベントを年３
回予定し、コンサートや遊びだ
けでなく、保護者同士での意見
交換の時間を設けます。

区立保育園２０園で「保育園であそぼ
う」「みなとっこ」の事業を実施しまし
た。みなとっこ親子イベントの中では、
家庭で大切にしたいことハンドブック
の紹介をし、乳児期にならではの親子
の遊びや保護者同士の意見交換の
時間を設け、好評を得ました。

当初
計画
どおり

掲載
ぺージ

Ｈ30年度の実施予定

区立認可保育園（こども園含
む）20園、港区保育室9園の計
29園で育児休業明け入所予約
制度を実施しています。

担当者名
（内線）

認可指導
石川

（2940）

保育支援係
日置

（2851）

担当課

保育課

保育課

Ｈ31年度の実施予定

引き続き、区立保育園において
「保育園であそぼう」「みなとっ
こ」の事業を実施し、在宅子育
て家庭の育児不安解消につな
げます。今年度も職員向けに地
域子育て支援研修を行い、相
談に対する対応力を高めていき
ます。

11



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

虐待の未然防止や早期発見を図るた
め、子どもを守る地域ネットワーク巡回
支援事業を実施し、幼稚園、保育園、
学校等の関係機関を延べ471回巡回
訪問を行いました。その訪問で課題
や不安を抱える家庭の情報を79件情
報収集し、必要な調査や関係機関へ
の助言を行いました。
また、関係機関職員向けに、年間5回
の研修を実施し、延べ232名が参加
し、関係機関の児童虐待への対応力
強化を図りました。

当初
計画
どおり

担当課

子ども家庭
支援センター

子ども家庭
支援センター

教育指導課

Ｈ31年度の実施予定

引き続き、子どもを守る地域ネッ
トワーク巡回支援事業を実施
し、要保護児童等を早期発見
し、適切な支援につなげ、虐待
の未然防止を図ります。
また、子ども家庭支援センター
の専門相談体制を強化するた
め、医療機関と連携した保護者
支援プログラムの拡充をしま
す。より専門性の高い個別の対
応を行うことで、虐待の重篤化
を防止します。

引き続き「居住実態不明児童に
係るネットワーク会議」を毎月開
催し、通告があった全ケースに
ついて情報共有します。調査の
後、迅速に必要な支援を実施し
ます。
4歳児全員の居住実態を把握
するため、９月より関係機関へ
の協力を依頼し、１０月には
データーの集約、１１月には調
査を開始し、実態把握を行いま
す。

港区いじめ防止基本方針に基
づき、港区いじめ問題対策連絡
協議会（年1回）、港区教育委員
会いじめ問題対策会議（年3回）
を開催し、いじめ防止に向けた
意見交換情報共有を図ります。
区立小中学校の小学校4年生、
中学校2年生を対象にスクール
カウンセラーによる全員面接を
実施します。区立小中学校の児
童・生徒（小学校4年生から中学
校3年生まで）を対象に「よりよい
学校生活と友達づくりのための
アンケートｈｙｐｅｒ－ＱＵ」を実施
します。また、各小中学校にお
いて年度初・年度末にふれあい
月間では、いじめ防止に向けた
「ふれあい月間実践シート」を活
用した教員研修を実施します。
　港区子どもサミットでは、いじ
め防止について考え、議論する
場を設定し、子どもたちの考え
を広く区民に向け発信していき
ます。

③いじめセーフティー
ネットコミュニティ事業
の推進★

①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
が連携して、児童虐待やいじめ、不登
校、そのほかの問題を抱える要保護児童
等の早期発見、早期対応及び適切な保
護等の支援をより一層強化し、児童虐待
対策等を推進します。また、｢港区児童虐
待対応マニュアル｣の改訂や研修の充実
などにより、関係機関の支援力の強化を
図ります。

56

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

虐待の未然防止や早期発見を
図るため、幼稚園、保育園、学
校等の関係機関から積極的に
情報収集を行う、子どもを守る
地域ネットワーク巡回支援事業
を実施します。
関係機関職員向けに「児童虐
待の子どもの心身への影響」や
「発達段階における思春期の特
徴と上手な関わり方」等の研修
を行い、関係機関の対応のレベ
ルアップを図ります。

（１）
児童虐待
防止対策
等の充実

②居住実態が把握で
きない児童の所在把
握及び支援の徹底★

居住実態が把握できない児童につい
て、各地区総合支所、みなと保健所、子
ども家庭支援部、教育委員会事務局、学
校等の関係機関が連携し、情報共有と
調査を実施し、必要に応じて適切な支援
を行います。

56

56

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
のもと、港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。

・「居住実態不明児童に係る
ネットワーク会議」を毎月開催
し、通告があった全ケースにつ
いて情報共有します。調査の
後、迅速に必要な支援を実施し
ます。
・4歳児全員の居住実態を把握
するため、調査を実施します。

「居住実態不明児童に係るネットワー
ク会議」を毎月開催し、通告があった
ケースについては調査を実施し、その
報告や関係機関での情報共有、調査
方法についての意見交換を行いまし
た。
４歳児全員の居住実態を把握する調
査では2545名の対象児童のうち安全
が確認された児童は2492名になりま
す。引き続き調査を行い、全員の実態
把握に努めます。

当初
計画
どおり

港区いじめ問題対策連絡協議会等の
設置に関する条例に基づいた会議を
以下のように開催し、いじめ防止に向
けた意見交換情報共有を図ることが
できました。
・５月２２日　港区いじめ問題対策連絡
協議会
・７月３日　第１回港区教育委員会い
じめ問題対策会議
・11月1６日　第２回港区教育委員会
いじめ問題対策会議
・２月７日　第３回港区教育委員会い
じめ問題対策会議

区立小中学校全校で小学校４年生、
中学校２年生を対象に全員面接を実
施しました。
「よりよい学校生活と友達づくりのため
のアンケートhyper-QU」を年２回実施
し、結果を分析後、スクールカウンセ
ラーの全員面接を実施する際に、生
かすことができました。
「いじめ防止に関する講演会」「港区
子どもサミット」等、子どもだけでなく、
大人に対しても、いじめ防止に対する
意識の啓発を行いました。

当初
計画
どおり

港区いじめ防止基本方針に基
づき、港区いじめ問題対策連絡
協議会（年1回）、港区教育委員
会いじめ問題対策会議（年3回）
を開催し、いじめ防止に向けた
意見交換情報共有を図ります。
区立小中学校の小学校4年生、
中学校2年生を対象にスクール
カウンセラーによる全員面接を
実施します。区立小中学校の児
童・生徒（小学校4年生から中学
校3年生まで）を対象に「よりよい
学校生活と友達づくりのための
アンケートｈｙｐｅｒ－ＱＵ」を実施
します。港区子どもサミットにお
いて、いじめ防止に関するワー
クショップを実施します。

担当者名
（内線）

相談担当
羽賀
3879

子ども家庭支
援センター
相談担当

髙島
3879

守屋（2760）

12



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

担当課Ｈ31年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

当初
計画
どおり

子ども家庭
支援センター

子ども家庭
支援センター

子ども家庭
支援センター

職員の児童相談所への派遣や
児童福祉使司任用資格の取
得、専門研修の受講をさらに進
め、専門性の向上に向けて取り
組みます。
継続して、大学教授、弁護士、
児童精神科医、児童相談所OB
による専門的指導を定期的に
受けることで、多様化する相談
に適切に対応できるよう、職員
一人一人のスキルアップを行
い、相談体制を強化します。

８月に東京弁護士会と共催で
「いじめ・児童虐待防止講演
会」、10月の区民まつりにて「い
じめ・児童虐待防止啓発キャン
ペーン」、11月に「養育家庭区
民向け講演会」を実施します。

子ども向け啓発パンフレットを作
成し、小中学校、インターナショ
ナル校や区民まつり等のイベン
トで配布するとともに、広報みな
と11月11日号に「子どもの権利
条約」の特集記事を掲載し、広
く啓発活動を行います。
また、公立小学校、中学校に子
どもの権利条約の認知度アン
ケートを実施します。
８月のいじめ・児童虐待防止講
演会で、東京弁護士会と共催し
子どもの権利について啓発しま
す。

地域住民が子どもの安全を守るため、虐
待の未然防止や早期発見などについて
の意識が持てるよう、リーフレット等の作
成、配布などにより、啓発活動を推進しま
す。

56

④子ども家庭支援セン
ターの相談体制の充
実

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、子ども・大人に
啓発活動を実施します。また、様々な自
主活動を通して、子ども自身が自らの権
利を自覚できるよう促します。

56

⑤地域住民に対する
虐待対策啓発活動の
推進

⑥子どもの権利条約の
啓発

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。特
に、被虐待児童をはじめとする要保護児
童等とその家庭に対しては、専門性の高
い対応が必要であるため、職員の児童
相談所への派遣や児童福祉司任用資格
の取得、専門研修の受講等により人材育
成の強化を図ります。

56

当初
計画
どおり

広報みなと１０月２１日号に「子どもの
権利」について子ども向けの記事を掲
載しました。また、子ども向けリーフ
レットを、区立小中学校児童生徒に配
布し、子ども自身が相談できる相談先
や方法を周知しました。
８月のいじめ・児童虐待防止講演会
で、東京弁護士会と共催で子どもの
権利を尊重した児童福祉についての
演劇を公演し、子どもの権利について
啓発しました。

職員の児童相談所への派遣をはじ
め、児童福祉司任用資格の取得、専
門研修の充実に取り組み、専門性の
向上に努めました。
継続して行っている専門性の高い指
導を職員が日常的に受けることによ
り、あらゆる相談に対応できるスキルを
学び、支援体制の強化につながりまし
た。

当初
計画
どおり

職員の児童相談所への派遣や
児童福祉司任用資格の取得、
専門研修の受講などのより、専
門性の向上に取り組みます。ま
た、引き続き、大学教授、弁護
士、児童精神科医、児童相談
所OBによる専門的指導を日常
的に受け、多様化する相談に適
切に対応し、支援体制の強化
に取り組みます。

８月に弁護士会と共催で「いじ
め・児童虐待防止講演会」、10
月の区民まつりにて「いじめ・児
童虐待防止啓発キャンペー
ン」、11月に「港区養育家庭体
験発表会」を実施します。

引き続き、広報みなとに「子ども
の権利」について子ども向けの
記事を掲載します。また、子ども
向けリーフレットを増刷、配布
し、子ども自身が相談できる相
談先や方法を周知します。
８月のいじめ・児童虐待防止講
演会で、子どもの権利について
啓発します。

８月に東京弁護士会と共催で「いじ
め・児童防止講演会」として「もがれた
翼パート２５」を上演しました。１０月に
は区民まつりにて「いじめ・児童虐待
啓発キャンペーン」を行い、子ども向
けのリーフレットや区民向けのパンフ
レット、啓発品を作成し、配布しまし
た。１１月に「港区養育家庭体験発表
会」を実施し、養育家庭で育った方、
養育家庭になっている方の体験談を
発表してもらい、周知、啓発を行いま
した。

相談担当
山本（弥）

3879

子ども家庭支
援センター
相談担当

髙島
3879

相談担当
小熊
3879
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

担当課Ｈ31年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

子ども家庭
支援センター

子ども家庭課

当初
計画
どおり

孤立や虐待発生を早期に予防
し、適切な養育環境を確保する
ために、引き続き妊娠出産期の
母体保護とともに、子どもを安心
して養育できる環境を確保でき
るよう産前産後家事・育児支援
サービスを実施します。養育が
困難な家庭については、ホーム
ヘルパー、子育て・家族支援
者、保健師、助産師等による支
援を行う養育支援訪問を実施し
ます。

当初
計画
どおり

次世代を担う子どもの健全育成の観点か
ら、税法上の寡婦(寡夫)控除のみなし適
用がない婚姻歴のないひとり親世帯にお
ける保護者の経済的負担の軽減及び子
育て支援を一層推進するため、保育園
保育料などを対象に寡婦(寡夫)控除の
みなし適用を実施します。

税法上の寡婦(寡夫)控除の適
用がない婚姻歴のないひとり親
世帯に対して、保育園保育料な
どを対象に寡婦(寡夫)控除のみ
なし適用を実施します。

税法上の寡婦(寡夫)控除の適用がな
い婚姻歴のないひとり親世帯に対し
て、保育園保育料などを対象に寡婦
(寡夫)控除のみなし適用を実施して
います。

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

ひとり親家庭が安心して子育てができる
よう、保育園や学童クラブその他の子育
て支援サービスの利用について必要な
配慮を行うなどの支援をします。また、ひ
とり親家庭の相談内容に応じて、適宜関
係機関と連携し、個々の状況にあった就
労支援や貸付等を行うほか、精神的負
担や経済的負担の軽減に向けた施策の
検討を行い、支援の充実を図ります。

58

（２）
ひとり親
家庭支援
の充実

58

妊娠出産期の母体保護とともに、子ども
を安心して養育できる環境を整備するた
め、ホームヘルプサービスを提供しま
す。また、養育が困難な家庭について
は、ホームヘルパー、子育て・家族支援
者、保護師、助産師等による支援を行い
ます。

57

58

養育支援家庭に対し、個別に支援計
画を作成し、定期的にモニタリングと
再評価を行い、家事、育児、学習支
援、送迎等の適切な支援を実施して
います。30年度は18世帯延べ295回
派遣を実施しました。そのうち、産後
ドゥーラの派遣は2世帯19回でした。
産前産後家事・育児支援サービスの
登録数は801世帯で、家事支援の派
遣回数は延べ3,894回。産後ドゥーラ
の派遣回数は延べ573回でした。

⑦養育支援訪問の充
実

産業カウンセラーやキャリアカウ
ンセラー等の資格を持つ相談
員の配置と、離婚、調停、養育
費等について、専門相談員によ
る家庭相談を週2回、臨床心理
士による専門相談を月2回実施
し、相談事業の充実に取り組み
ます。また、専門研修への参加
を促したり、係内での研修会実
施により、相談にあたる職員の
スキルアップを図ります。

産業カウンセラーやキャリアカウンセ
ラー等の資格を持つ相談員を配置
し、ひとり親家庭や女性相談等家庭に
係る相談に対応しています。また、専
門的知識が必要な離婚、調停、養育
費、相続等の問題については家庭相
談員による相談を週２回実施していま
す。臨床心理士による専門相談を月２
回実施し、相談者の精神的ケア等も
行っています。

引き続き、 「ひとり親家庭ハンド
ブック」の配布等による情報提
供を行います。また、ハローワー
クや港区生活・就労支援セン
ターと連携し、ひとり親家庭の就
労支援事業を行っていきます。
さらに、ひとり親家庭ホームヘル
プサービス事業や各種福祉資
金貸付等、必要な支援を行い、
ひとり親家庭の生活安定を支援
します。

ひとり親家庭の住宅・生活・就労等の
相談に対して、関係機関と連携し、情
報提供を行い、支援しています。ま
た、ひとり親家庭が利用できるサービ
ス情報を掲載した「ひとり親家庭ハン
ドブック」を整備しています。
生活面では、ひとり親家庭ホームヘル
プサービスの活用により、家事・育児
の支援を行っています。経済面では、
福祉資金貸付を行ったり、港区生活・
就労支援センターやみなとジョブス
ポットと連携し、家計相談や就業支援
を行っています。

産業カウンセラーや臨床心理士等の資
格を持つ相談員と家庭相談の専門相談
員を配置し、相談事業の充実を図りま
す。

①家庭相談センターに
おける相談事業の充
実

②ひとり親家庭の生活
支援及び経済的支援

の充実

③婚姻歴のないひとり
親世帯への寡婦（寡
夫）控除のみなし適用
の実施★

養育支援訪問の訪問支援者に
母子専門の支援員産後ドゥーラ
を加え、出産後の心理ケアと育
児支援を行います。訪問支援
者の質や専門性を高めるため、
港区子育て支援員研修を継続
して実施します。
「産前産後家事・育児支援サー
ビス」の産後ドゥーラの利用時間
を7時間から9時間に増やし、産
後1か月間は、家事と育児両面
から支援を受けられるようにしま
す。

引き続き、「ひとり親家庭ハンド
ブック」の配布や区のホーム
ページを利用して、情報提供を
行います。
港区生活・就労支援センターや
みなとジョブスポットと連携し、
ひとり親家庭の就労支援を行っ
ていきます。
また、ひとり親家庭ホームヘル
プサービス事業や各種福祉資
金貸付等の支援を行い、ひとり
親家庭の生活安定を図ります。

引き続き、税法上の寡婦(寡夫)
控除の適用がない婚姻歴のな
いひとり親世帯に対して、保育
園保育料などを対象に寡婦(寡
夫)控除のみなし適用を実施し
ます。

子ども家庭課

保育課

相談担当
古賀

山本（惠）
3879

子育て支援
担当

山本（祐）
3879

家庭相談
担当
中村
2449

家庭相談
担当
中村
2449

保育支援係
亀井

（2871）

引き続き、産業カウンセラーや
キャリアカウンセラー等の資格を
持つ相談員の配置と、離婚、調
停、養育費、相続等について専
門相談員による家庭相談を週２
回、臨床心理士による専門相談
を月２回実施し、相談事業の充
実に取り組みます。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

担当課Ｈ31年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

障害児が安全・安心に放課後や学校休
業中に活動できる場所が不足していま
す。そのため、民間事業者に対して港区
内で事業を開始するための補助制度を
創設し、障害児の放課後等の余暇活動
等の場（居場所）を整備します。

59
30年11月まで、現行の補助対
象事業者に補助を行います。

30年11月までの補助対象事業者に補
助を行いました。

当初
計画
どおり

知的・身体障害児を対象としたこども療
育パオの事業については、児童福祉法
に基づくサービスとして見直しを行いま
す。また、子どもの人口増加に伴う、療育
が必要な子どもの増加への対応として、
こども療育パオの定員拡大を図るため移
転します。

59
当初
計画
どおり

児童発達支援センター設置に
向け、平成30年度は、建設工事
を実施します。

平成30年３月に着工し、予定どおり建
設工事を進めています。

当初
計画
どおり

平成32年度の児童発達支援セ
ンターの開設に向け、根拠規定
の整備、管理運営の具体的方
法について検討していきます。
こども療育パオについては、引
き続き円滑な支援が行えるよう
取り組んでいきます。

平成31年度のこども療育パオへの通
園希望者を把握し受け入れ態勢を整
えるとともに、児童発達支援センター
への移行を円滑に進められるよう、体
制を整備しています。

59

・各保育園が障害児及び個別
的指導児の状況を理解し、一人
ひとりに合わせた発達支援を行
えるように、医師、臨床心理士・
言語聴覚士・作業療法士による
巡回指導を継続します。
・部門研修を実施し職員の障害
児保育への理解を深めます。
発達支援センターやこども療育
パオ等との関連機関と連携を取
り、障害児保育の充実を図りま
す。
・医療的ケア児や重症心身障害
児を受け入れる保育園設立に
向けて検討を行います。

・医師、臨床心理士・言語聴覚士・作
業療法士による巡回指導を実施し、
障害児及び個別的指導児への理解
や対応方法を学びました。状況に応
じて柔軟に巡回日や時間を調節し、
指導がより有効なものとなるようにしま
した。
・部門研修では発達障害児と支援に
ついて学び、職員の障害児保育への
理解を深めました。
・医療的ケア児や重症心身障害児を
受け入れる保育園設立に向けて検討
を行い指定管理事業者の決定となり
ました。

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

⑤放課後等デイサー
ビスの設置・整備支援
★

発達に支援が必要な子どもを対象とする
療育の総合相談窓口として、支援内容を
検討し、適切な療育機関につなぐ役割を
担うとともに、子どもと家族が地域の中で
安心して過ごせるように、関係機関との
連携の中核となる、児童発達支援セン
ターを設置します。

59

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。

①障害児保育の充実

③児童発達支援セン
ターの設置★

②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

（３）
障害児施
策の充実

医師や臨床心理士など専門家による巡
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、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。

④こども療育パオの充
実★

医師やカウンセラーによる巡回
指導を行い、指導員の専門知
識の向上を図ります。また、適
切に職員を配置し、障害の有無
にかかわらず一人ひとりが快適
に過ごすことができるよう、体制
を整えます。

引き続き、医師やカウンセラーによる
巡回指導を行い、障害児への適切な
対応方法について学び、児童が快適
に過ごせる体制を整備します。

59

引き続き、巡回指導や保育士向
けの研修を実施し障害児や気
になる姿のある児童への理解を
深めていきます。
・医療的ケア児や障害児を受け
入れる元麻布保育園の準備を
進めていきます。
・障害や疾病のある児童の入園
の流れを見直し整えていきま
す。安心安全に様々な状況の
児童をお預かりする方法を検討
します。

医師やカウンセラーによる巡回
指導を行い、指導員の専門知
識の向上を図ります。また、適
切に職員を配置し、障害の有無
にかかわらず一人ひとりが快適
に過ごすことができるよう、体制
を整えます。

平成31年（2019年）10月の竣工
を目指し、引き続き建設工事を
実施します。管理運営の具体的
方法について検討していきま
す。平成32年（2020年）４月に開
設予定です。

こども療育パオの児童発達支援
センターへの移転に向けて、円
滑に進められるよう、事業内容
の具体的な検討を行うとともに、
利用者や関係機関等への説明
会を行うなど、丁寧な周知を行
います。

平成30年度で事業を終了しまし
た。

保育課

子ども家庭課

保健福祉課
福祉施設整
備担当

障害者福祉
課

障害者福祉
課

障害者福祉
課

障害児
保育担当

古西
（２４４４）

子ども家庭係
島田

内線2434

福祉施設整
備担当
新井

（2334）

発達障害者
担当
櫻庭（2694）

発達障害者
担当
櫻庭（2694）
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

担当課Ｈ31年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

障害者福祉課に設置している
障害者総合相談支援センター
として、毎月1回開催の相談支
援事業者連絡会を通して、義務
化されたサービス等利用計画を
作成する計画相談支援事業者
のスキルアップを図るとともに、
相談支援専門員等有資格者に
よるサービス等利用計画を確認
し、結果を相談支援事業者へ
個別に反映し、適正な計画作
成に努めます。さらに、区総合
支所や相談支援事業者のコー
ディネートを担い、必要に応じ
て個別支援会議を開催します。

障害者福祉課に設置している障害者
総合相談支援センターとして、毎月1
回開催の相談支援事業者連絡会を
通して、サービス等利用計画を作成
する計画相談支援事業者のスキル
アップを図りました。また、相談支援専
門員等有資格者によるサービス等利
用計画の内容を確認し、結果を相談
支援事業者へ個別に反映しました。さ
らに、区総合支所や相談支援事業者
のコーディネートを担い、また、個別
支援会議については、必要に応じて
開催している状況です。

重度の障害児の放課後や、長期休業中
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、障害児の日中活動の場として
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。

60

重度の知的障害児を対象に小
中学校と高等学校に分けて放
課後の居場所を確保します。ま
た、夏休み等の長期休業中に
は知的障害児だけでなく、肢体
不自由児も対象に週3日日中一
時支援事業を実施します。

重度の知的障害児を対象に小中学校
と高等学校に分けて、土曜日の日中
活動の居場所を確保し、16回実施し、
延べ53名が参加しました。
また、夏休み等の長期休業中には、
知的障害児だけでなく肢体不自由児
も対象に、22回実施し、延べ147名が
参加しました。

当初
計画
どおり

60

区内幼稚園、小中学校の特別
支援教育担当者を対象とした連
絡会において、障害のある幼
児・児童・生徒の支援体制や支
援方法について、専門性の高
い講師を招聘しながら理解を深
めます。
障害のある幼児・児童・生徒の
就学相談に関するケース会議
等を実施します。
保育園、幼稚園、小・中学校
や、こども家庭支援センター、保
健所等の関係機関と、個別の
ケース会議を行う等連携を深
め、障害児が地域で安心して生
活できる環境を整備します。
医療ケア児への支援体制につ
いて、関係課と協議します。

　区内幼稚園、小中学校の特別支援
教育担当者を対象とした連絡会にお
いて、教育現場のニーズに応じ、医療
的ケア児への対応や学習障害児に対
する指導、障害児へのキャリア教育な
どについて理解を深め、支援を要す
る幼児・児童・生徒に適切な支援を講
じられるよう教員の資質向上を図りま
した。
　また、障害のある幼児・児童・生徒の
就学相談に関するケース会議等を実
施しました。
　保育園、幼稚園、小・中学校や、こ
ども家庭支援センター、保健所等の
関係機関と、個別のケース会議を行う
等連携を深め、障害児が地域で安心
して生活できる環境を整備しました。
　医療的ケア児への支援体制につい
て、関係課と協議し、体制を整備しま
した。

当初
計画
どおり

障害児やその家族を中心とした療育・保
健・医療・教育・子育て等関係部署による
支援の継続と連携を推進し、障害児が地
域で安心して生活できる環境を整備しま
す。
また、児童福祉法の一部改正の趣旨を
踏まえ、児童発達支援や放課後等デイ
サービスなどの地域療育のあり方を検討
し、総合的な地域療育支援体制の整備
及びネットワークを確立するとともに推進
します。

当初
計画
どおり

⑥療育支援体制の整
備及びネットワークの
確立

⑦重度障害児の放課
後対策の充実

⑧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、サービス等利
用計画の作成が必要になることから、効
果的なケアプラン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、区の
相談支援体制を強化します。

60

障害者支援
係
坪井（2462）

障害者支援
係
坪井（2462）

　区内幼稚園、小中学校の特別
支援教育担当者を対象とした連
絡会において、教育現場の
ニーズに応じた専門性の高い
研修会を開催するなど研修内
容の更なる充実を図り、支援を
要する幼児・児童・生徒が適切
な支援を受けられるよう教員の
資質を向上させます。
　保育園、幼稚園、小・中学校
や、こども家庭支援センター、保
健所等の関係機関と、個別の
ケース会議を行う等連携を深
め、障害児が地域で安心して生
活できる環境を整備しました。
　医療的ケア児や中学校にお
ける難聴生徒への支援体制に
ついて、関係課と協議し更なる
体制整備に努めます。

重度の知的障害児を対象に小
中学校と高等学校に分けて、土
曜日の日中活動の居場所を確
保します。また、夏休み等の長
期休業中には知的障害児だけ
でなく、肢体不自由児も対象に
週3日、日中一時支援事業を実
施します。

学務課

教育指導課
 
障害者福祉
課

障害者福祉
課

障害者福祉
課

障害者福祉課に設置している
障害者総合相談支援センター
として、毎月1回開催の相談支
援事業者連絡会を通して、義務
化されたサービス等利用計画を
作成する計画相談支援事業者
のスキルアップを図るとともに、
相談支援専門員等有資格者に
よるサービス等利用計画を確認
し、結果を相談支援事業者へ
個別に反映し、適正な計画作
成に努めます。さらに、区総合
支所や相談支援事業者のコー
ディネートを担い、必要に応じ
て個別支援会議を開催します。

篠原（2763）

発達障害者
担当
櫻庭（2694）
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

担当課Ｈ31年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

当初
計画
どおり

医療的ケアの必要な障害児について
は、区民が求めている多様化したサービ
ス提供が依然として十分に行われていな
い現状にあるため、引き続き区民ニーズ
に合った事業展開ができるように取り組
みます。サービス提供に当たっては、医
療機関との十分な協力体制を構築し、法
内事業として実施できる仕組みづくりを
検討します。

60
今後も医療機関に働きかけ、さ
らに協議を続けていきます。

医療的ケアの必要な障害児につい
て、愛育病院地域医療連携室からの
小児科レスパイト入院事業の周知をし
ました。

障害者福祉
係
島田（2386）

発達障害者
担当
櫻庭（2694）

障害者福祉
課

障害者福祉
課

当初
計画
どおり

医療的ケアを必要とする障害児の日中
活動の場として整備した、「障害保健福
祉センター」を活用して行っている重症
心身障害児通所事業について、サービ
ス提供や利用の状況を精査し、区民ニー
ズに合ったサービスとして更なる充実を
図ります。

60
利用希望者のニーズに合った
サービスを提供することができる
よう、運営事業者と協議します。

重症心身障害児を対象とした通所事
業を「障害保健福祉センター」で実施
し、医療的ケアを必要とする障害児の
場を提供します。

⑨医療的ケアの必要
な障害児の短期入所
の整備

⑩医療的ケアの必要
な障害児の日中活動
の場の充実

今後も医療機関に働きかけ、さ
らに協議を続けていきます。

引き続き、重症心身障害児の日
中活動の場を「障害保健福祉セ
ンター」で実施するとともに、活
動内容、通所日等の利用者
ニーズを把握する等、事業の充
実を図ります。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 6特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

現況（Ｈ31年3月末時点）
進捗
状況

担当課Ｈ31年度の実施予定

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

学務課

教育指導課

当初
計画
どおり

障害者支援
係
坪井（2462）

障害者福祉
課

当初
計画
どおり

障碍者総合支援法における居宅介護、
短期入所、移動支援について、サービス
の支給を行います。

60

各地区総合支所のケースワー
カーとの連携により、適切な
サービスの提供体制の充実に
努めます。

各地区総合支所のケースワーカーと
の連携により、障害者総合支援法によ
る居宅介護、短期入所や移動支援に
ついて、適切なサービスの提供に向
けた担当会議において支給決定内容
を確認し、支所における適切なサービ
スの提供に努めました。併せて、児童
福祉法に基づく障害児通所支援の
サービス提供についても、適切なサー
ビスの提供に努めました。

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。

61

引き続き、特別な支援の必要な
児童・生徒が、適切な教育を受
けることができるよう、相談体制
を充実するとともに、学習支援
員の配置や特別支援教室等の
支援の制度の充実を図ります。
また、幼稚園、小・中学校にお
ける教員の特別支援教育への
理解・啓発に取り組みます。

就学先に関して、保護者の意向と児
童・生徒の適正就学先が異なる場合
は、児童・生徒が就学先で必要な支
援内容について、専門家や学校と協
議し、合理的配慮が行えるようにしま
した。また、区立小・中学校の特別支
援学級では、都立青山特別支援学校
と青山小学校あすなろ学級との専門
性向上事業で得た成果を他の特別支
援学級に広め、指導内容や指導方法
の改善を図りました。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
実を図りました。また、特別支援教育
担当者会で各方面の専門家を招いた
研修を行い、特別支援教育コーディ
ネーターの資質向上を図りました。

⑪障害児へのサービス
の支給

⑫特別支援教育の推
進

中林（2738）
篠原（2763）

各地区総合支所のケースワー
カーとの連携により、適切な
サービスの提供体制の充実に
努めます。

就学先に関して、保護者の意向
と児童・生徒の適正就学先が異
なる場合は、児童・生徒が就学
先で必要な支援内容につい
て、専門家や学校と十分協議
し、実行可能な合理的配慮が
行えるようにします。また、区立
小・中学校の特別支援学級で
は、都立青山特別支援学校の
センター的機能を効果的に活
用し、特別支援学級における指
導内容や指導方法の改善を図
ります。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、
既存の支援体制に加え、中学
校における難聴通級指導学級
が開設できるよう東京都と協議
します。
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 7　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

Ｈ31年度の実施予定

・ワーク・ライフ・バランス推進企
業認定において、新規認定５
社、更新企業10社、継続認定と
合わせて計64社とします。
・ワーク・ライフ・バランス推進企
業認定事業の募集パンフレット
を区内中小企業事業者に配布
し、男女平等参画推進に向けた
働きかけを行います。
・区民及び区内の企業・事業主
を対象に、「イクボス講演会」の
開催等ワーク・ライフ・バランス
の重要性についての理解を深
めるための取組を行います。
・平成29年度に作成したワーク・
ライフ・バランス特集号を、引き
続き、リーブラ事業等で効果的
に活用します。

引き続き、中小企業における
「仕事と家庭」が両立できる職場
環境づくりを支援するため、「仕
事と家庭の両立支援事業」を広
く周知します。子育て支援奨励
金、配偶者出産休暇制度奨励
金、介護支援奨励金の他、男性
の育児参加を進めるため、男性
の子育て支援・介護支援奨励
金を交付します。

事業名（★新規事業） 事業内容

・認定企業数は、新規認定20社、更
新企業20社、その他認定継続中の企
業19社と合わせて合計59社となりまし
た。
・ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定事業募集パンフレットを郵送配布す
るほか、産業振興課主催のWLBセミ
ナーで事業を説明しました。また、広
報紙、区HP、男女平等参画情報誌
（Oasis）、MINATOあらかると、産業振
興課メールマガジン等でワーク・ライ
フ・バランス推進企業認定制度を広く
周知しました。
・「イクボス講演会（シンポジウム）」に
は企業の男性・女性管理職の他、在
住・在勤者も参加しました。
・区内事業所向けに、ハラスメント予防
（２件）、女性活躍推進（２件）、介護と
仕事の両立(１件）計５件の出前講座
を実施しました。
・ワーク・ライフ・バランスに関する区の
情報を掲載したワーク・ライフ・バラン
ス特集号をリーブラでのワーク・ライ
フ・バランスに関する講座実施の際に
配付するほか、ワーク・ライフ・バランス
推進企業認定事業募集パンフレット
の郵送時に同封するなど、積極的に
活用しました。

・「仕事と家庭の両立支援事業」リーフ
レットを区内中小企業約2,200社に送
付し周知しました。
・各種奨励金を交付しました。
　子育て支援奨励金17社
　配偶者出産休暇制度奨励金８社
　介護支援奨励金３社
　男性の子育て支援奨励金４社
　男性の介護支援奨励金２社
　　　　　　　　　　　　　計34社

大項目 第３章 中項目

小項目
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

（１）
事業所
におけ
るワー
ク・ライ
フ・バラ
ンスの
推進

現況（H31年3月末時点）

②仕事と家庭の両立
支援事業の実施

中小企業における「仕事と家庭」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、男性の育児参加を進めるた
め、男性の子育て支援・介護支援奨励金
を交付します。

63

中小企業における「仕事と家
庭」が両立できる職場環境づくり
を支援するため、「仕事と家庭
の両立支援事業」を広く周知し
ます。子育て支援奨励金、配偶
者出産休暇制度奨励金、介護
支援奨励金の他、男性の育児
参加を進めるため、男性の子育
て支援・介護支援奨励金を交付
します。

①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、
区広報紙や区ホームページ、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。さらに、港区の特性を生
かしたワーク・ライフ・バランスの取組を促
進し、家庭での親子の時間を確保するた
めに、関係機関と連携し、講演会等の実
施やパンフレットの作成など、家庭に対し
て啓発活動を行います。

63

・ワーク・ライフ・バランス推進企
業認定において、新規認定５
社、更新企業２２社、継続認定
と合わせて計４６社とします。
・ワーク・ライフ・バランス推進企
業認定事業の募集パンフレット
を区内中小企業事業者に配布
し、男女平等参画推進に向けた
働きかけを行います。
・区民及び区内の企業・事業主
を対象に、「イクボス講演会」の
開催等ワーク・ライフ・バランス
の重要性についての理解を深
めるための取組を行います。
・平成29年度に作成したワーク・
ライフ・バランス特集号を、リー
ブラ事業等で効果的に活用しま
す。

担当者名
（内線）

瀬藤（2025）

瀬藤（2025）

担当課

総務課
人権・男女平
等参画担当

総務課
人権・男女平
等参画担当

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

進捗
状況
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 7　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

Ｈ31年度の実施予定事業名（★新規事業） 事業内容

大項目 第３章 中項目

小項目
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定 現況（H31年3月末時点）

担当者名
（内線）

担当課
進捗
状況

引き続き、ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定事業募集パン
フレットで周知するなど、男女平
等参画推進に向けた働きかけを
行います。
特別簡易型総合評価方式によ
る入札やプロポーザル方式によ
る選考の際、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業に認定されている
企業を加点対象として、引き続
き評価します。

・引き続き、広報紙、男女平等
参画情報誌及び男女共同参画
週間パネル展等において関係
法令及び男女平等参画に関す
る苦情等申出制度について周
知を図ります。
・平成29年度に作成したワーク・
ライフ・バランス特集号を、引き
続き、リーブラ事業等で効果的
に活用します。

企業向け出前講座を６件を目標
に実施します。

当初
計画
どおり

・男女雇用機会均等法の改正及び男
女平等参画に関する苦情申出制度等
については、男女共同参画週間パネ
ル展（６月14日～22日）で広く周知し
ました。
・労働関係法等関係法令やワーク・ラ
イフ・バランスに関する区の情報を掲
載したWLB特集号を機会を捉えて配
付するとともに、区ホームページでわ
かり易く情報発信しました。

③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
労働者の権利にかかわる関係法規、各
制度について、周知を図ります。

63

・引き続き、広報紙、男女平等
参画情報誌及び男女共同参画
週間パネル展等において関係
法令及び男女平等参画に関す
る苦情等申出制度について周
知を図ります。
・H２９年度に作成したワーク・ラ
イフ・バランス特集号を、リーブ
ラ事業等で効果的に活用しま
す。

⑤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
企業を評価する仕組みを検討します。

63

引き続き、ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定事業募集パン
フレットで周知するなど、男女平
等参画推進に向けた働きかけを
行います。
特別簡易型総合評価方式によ
る入札やプロポーザル方式によ
る選考の際、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業に認定されている
企業を加点対象として、引き続
き評価します。

区の入札参加資格をもつ事業者を含
む中小企業等に、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業認定事業及び仕事と家
庭の両立支援事業パンフレット、企業
向け出前講座のチラシを配布するほ
か、広報紙や区ホームページ等での
周知も合わせて、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に向けた働きかけを行いま
した。
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する
特別簡易型総合評価方式を適応した
長期継続契約の委託契約件数は10
件です。
工事請負契約については、平成30年
度に特別簡易型総合評価方式の見
直しを検討したため、実績はありませ
ん。平成31年4月１日から新たな内容
で特別簡易型総合評価方式を実施
し、ワーク･ライフ･バランスに取り組ん
でいる企業を評価します。
プロポーザル方式により業者を決定し
た契約件数は45件です。

④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、求職者や企業、
事業主向けの講座・講演会を、効果的に
開催します。

63
企業向け出前講座を６件を目標
に実施します。

・ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定交付式に合わせて「イクボスシンポ
ジウム」を実施しました。
・区内事業所向けに、ハラスメント予防
（２件）、女性活躍推進（２件）、介護と
仕事の両立(１件）、LGBT理解促進（１
件）計６件の出前講座を実施しまし
た。

瀬藤（2025）

荻原（2140）

総務課
人権・男女平
等参画担当

契約管財課

瀬藤（2025）

瀬藤（2025）

総務課
人権・男女平
等参画担当

総務課
人権・男女平
等参画担当

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 7　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

Ｈ31年度の実施予定事業名（★新規事業） 事業内容

大項目 第３章 中項目

小項目
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定 現況（H31年3月末時点）

担当者名
（内線）

担当課
進捗
状況

引き続き、事業所内保育事業を
実施し、保育定員の拡大に努
めます。

引き続き、ワークライフバランス
セミナーを開催し、育児や家事
の負担が一方の親だけに偏ら
ない社会づくりができるよう啓発
に努めます。

ワーク・ライフ・バランス推進企
業認定事業募集パンフレットや
仕事と家庭の両立支援事業リー
フレットで周知するなど、男女平
等参画推進に向けた働きかけを
行います。

平成31年度から時差出勤制度
の拡充や超過勤務命令の上限
規制の導入し、さらなる超過勤
務の縮減に取り組みます。ま
た、テレワーク等の導入を検討
し、男性職員・女性職員ともに
仕事と子育てを両立できる職場
環境の整備を一層推進していき
ます。

（３）
行政側
からの
ワーク・
ライフ・
バラン
スの取
組

①港区職員のワーク・
ライフ・バランス推進プ
ラン

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を策定
し、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。

64

超過勤務の縮減に取り組むとと
もに、男性職員の育児参加の促
進や女性職員の登用拡大など
仕事と家庭を両立しながら意
欲・能力を発揮できる職場の実
現に取り組みます。

当初
計画
どおり

平成29年度の「みなとワークスタイル
宣言」を踏まえ、これまでの取組みに
加え、全庁一斉消灯やICTの活用な
どを実施し、さらなる超過勤務の縮減
に取り組みました。また、男性職員の
育児休業等の取得促進を図るととも
に、女性職員の係長職昇任能力実証
における合格者数の拡大を図りまし
た。

・区内中小企業あてにワーク・ライフ・
バランス推進企業認定事業募集パン
フレットと仕事と家庭の両立支援事業
リーフレットを送付し、周知しました。
・広報紙への掲載や区ホームページ
で継続的に周知しました。
・仕事と家庭の両立支援事業では、子
育て支援奨励金17社、配偶者出産休
暇制度奨励金８社、介護支援奨励金
３社、男性の子育て支援奨励金４社、
男性の介護支援奨励金２社の計34社
に交付し、昨年度を上回りました。

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

64

ワーク・ライフ・バランス推進企
業認定事業募集パンフレットや
仕事と家庭の両立支援事業リー
フレットで周知するなど、男女平
等参画推進に向けた働きかけを
行います。

①父親の子育てへの
参加の環境づくり

父親向けの子育て講座や父親同士の交
流の機会の提供、啓発活動などにより、
父親が子育てや地域活動に参加しやす
い環境づくりを促進します。また、「父親
手帳」について、今後、新たに開設する
施設や子育てに関する情報の充実を図
ります。

64

引き続き、ワークライフバランス
セミナーでは、父親同士の交流
ができる機会となるような内容を
検討し、実施します。また、港区
父親手帳は、最新の情報に更
新して増刷し、関係機関及び子
ども家庭課窓口で配布します。

当初
計画
どおり

平成30年4月にポポラー東京表参道
園を開設しました。

②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を啓発をとおして
働きかけます。

63
平成30年4月に事業所内保育
事業を赤坂地区の１か所で実
施する予定です。

（２）
父親の
子育て
への参
加の推
進

⑥事業所内保育事業
の実施★

新たに子ども・子育て支援新制度に位置
付けられた地域型保育事業のうち、事業
所内保育事業の実施を検討します。

平成30年10月に、父親同士の交流が
できる機会となるようなセミナーを２回
開催しました。（１回目子どもとの遊び
方ワークショップ、」２回目フライパン
一つで調理するワークショップ）
また、最新の情報に更新した父親手
帳を増刷し、関係機関及び子ども家
庭課窓口で配布しました。

家政
（２６７９）

家庭相談担
当 中村
（2449）

瀬藤（2025）

澤木
内2189

子ども家庭課
保育・児童
施設計画担
当

子ども家庭課

総務課
人権・男女平
等参画担当

人事課
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 8 放課後対策の総合的な推進

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

子ども家庭課
保育・児童施
設計画担当

生涯学習ス
ポーツ
振興課

子ども家庭課

生涯学習ス
ポーツ
振興課

※学童クラブについては、再掲
事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

教育委員会事務局、子ども家庭
支援部及び総合支所が連携
し、放課GO→に学童クラブを設
置することについて検討しま
す。また、相互の情報共有によ
り課題解決に努めます。

⑥学童クラブ及び放課
GO→の実施にかかる
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や
放課GO→クラブ担当者会議（年３回程
度）等において、教育委員会事務局、子
ども家庭支援部及び放課GO→の実施
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。

69

教育委員会事務局、子ども家庭
支援部及び総合支所が連携
し、放課GO→に学童クラブを設
置することについて検討しま
す。また、相互の情報共有によ
り課題解決に努めます。

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引き続き連
携して、放課GO→に学童クラブを設
置することを検討します。また、相互の
情報共有により課題解決に努めま
す。

④放課GO→及び学童
クラブの一体的な、ま
た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としての
「放課GO→」と保護者の就労等で保護
が受けれない児童の放課後の居場所づ
くりとしての「学童クラブ」を放課後等の学
校施設を活用し「放課GO→クラブ」として
一体的な運用をおこなう。

当初
計画
どおり

67

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育て支援
事業の充実（３）放課後児童クラブ①
学童クラブ事業の充実】を参照

⑤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

放課GO→実施については、児童の居場
所づくり事業という観点から、専用室を設
けています。未実施校については今後の
増改築等に合わせて専用室を確保し、
実施校については引き続き専用室を確
保します。
※学童クラブについては、再掲事業のた
め
【基本方針２　地域子ども・子育て支援事
業の充実（３）放課後児童クラブ①学童ク
ラブ事業の充実】を参照

68

未実施校については今後の増
改築等に合わせて専用室を確
保し、実施校については引き続
き専用室を確保するよう検討し
ます。

※学童クラブについては、再掲事業
のため
【基本方針2　地域子ども・子育て支援
事業の充実（３）放課後児童クラブ①
学童クラブ事業の充実】を参照

当初
計画
どおり

①学童クラブの平成31
年度に達成されるべき
目標事業量

再掲事業のため
【基本方針２　地域子ども・子育て支援事
業の充実（３）放課後児童クラブ①学童ク
ラブ事業の充実】を参照

66

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

②放課GO→クラブの
平成31年度に達成さ
れるべき目標事業量

再掲事業のため
【基本方針２　地域子ども・子育て支援事
業の充実（３）放課後児童クラブ①学童ク
ラブ事業の充実】を参照

67

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育て支援
事業の充実（３）放課後児童クラブ①
学童クラブ事業の充実】を参照

③放課GO→の平成31
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。

67
放課GO→クラブこうなんを開設
予定です。

平成30年４月に放課GO→クラブこう
なんを開設しました。

当初
計画
どおり

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育て支援
事業の充実（３）放課後児童クラブ①
学童クラブ事業の充実】を参照

当初
計画
どおり

担当課

子ども家庭課
保育・児童施
設
計画担当

子ども家庭課
保育・児童施
設
計画担当

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
H30年度の実施予定

保育・児童施
設計画担当
大出
（内線2176）

生涯学習係
小川・片平
（内2744・
2742）

子ども家庭係
島田
内線2434

生涯学習係
小川・片平
内線2744・
2742

Ｈ31年度の実施予定

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

平成32年度放課GO→クラブた
かなわだいの開設に向け、準備
を進めます。

再掲事業のため
【基本方針2　地域子ども・子育
て支援事業の充実（３）放課後
児童クラブ①学童クラブ事業の
充実】を参照

担当者名
（内線）

大出
（２１７６）

大出
（２１７６）

生涯学習係
小川・片平
（内2744・
2742）

子ども家庭係
島田
内線2434

生涯学習係
小川・片平
（内2744・
2742）

生涯学習ス
ポーツ
振興課

子ども家庭課

生涯学習ス
ポーツ
振興課
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 8 放課後対策の総合的な推進

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

担当課

大項目 第３章 中項目

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
H30年度の実施予定 Ｈ31年度の実施予定

担当者名
（内線）

子ども家庭課--
⑦地域の実情に応じ
た学童クラブの開所時
間の延長に係る取組

平成25年度に実施したニーズ調査の結
果では、開所時間の延長に対する希望
が一定程度ありました。子どもの発達や
自宅での生活時間にも配慮しつつ、平
成27年度から開所時間を延長します。
平成26年度開所時間
平日　　　　　　　　放課後～18時30分
長期休業の平日　　８時30分～18時30分
土曜日　　　　　　　８時30分～17時30分

69 － 平成27年度実施済み -
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定

・本村公園整備に伴う設計委託

平成32年度の本村公園の全面
整備工事に向け、基本設計に
基づき実施設計を策定します。

・豊岡町児童遊園の整備工事

　平成30年度に策定した基本
設計、実施設計に基づき、豊岡
町児童遊園の整備工事を行い
ます。工事期間としては、8月に
着工し、11月に完成する予定で
す。

・高輪管内（高輪森の公園）
　年24回開催
・高輪管内（亀塚公園）
　年10回開催
・芝浦港南管内（港南三丁目遊
び場）
　年16回開催

引き続き、遊び場開放事業が円
滑に実施されるよう、委託事業
者と学校と調整を行います。

・本村公園整備に伴う設計委託

平成32年度の本村公園の全面整備
工事に向け、ワークショップを開催し、
区民意見を反映した基本設計を策定
しました。

担当課

土木課

各地区総合
支所
まちづくり課

土木課

各地区総合
支所
まちづくり課

土木課

各地区総合
支所
まちづくり課

生涯学習ス
ポーツ
推進課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

平成31年４月から、教職員の働き方改
革の取組の一環として、副校長が
担っていた調整業務の一部と、主にＰ
ＴＡが担っていた当日運営について
業務委託しました。

当初
計画
どおり

・豊岡町児童遊園の整備工事

　平成30年度に実態調査とアンケート
調査、住民説明会の実施により、区民
意見を反映した基本設計、実施設計
を策定しました。

・豊岡町児童遊園の整備工事

　平成31年度の豊岡町児童遊
園の全面整備工事に向けて、
平成30年度に町会・自治会等
の意見を反映した基本設計、実
施設計を行う予定です。

71

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。

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

・本村公園整備に伴う設計等委
託
平成32年度の本村公園の全面
整備工事に向けて、平成30年
度に擁壁の調査結果を基にし
た擁壁の予備設計を行います。

当初
計画
どおり

②児童遊園の整備

担当者名
（内線）

公園計画担
当
江川（2236）

公園計画担
当
江川（2236）

公園計画担
当
江川（2236）

スポーツ振興
係
篠原　2747

71

公園は区民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民ニーズは年々多
様化してきています。計画段階から区民
参画の手法を取り入れ、地域特性や区
民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。

①公園の整備

（１）
子ども
が健や
かに成
長でき
る環境
の整備
巻末
ボックス

④学校施設開放による
子どもの遊び場の充実

当初
計画
どおり

・高輪管内（高輪森の公園）
　年14回開催
・高輪管内（亀塚公園）
　年7回開催
・芝浦港南管内（港南三丁目遊び場）
　年16回開催

・高輪管内（高輪森の公園）
　年14回開催
・高輪管内（亀塚公園）
　年7回開催
・芝浦港南管内（港南三丁目遊
び場）
　年16回開催
・麻布管内（有栖川宮記念公
園）
　年4回開催
・芝管内（芝公園）　1回開催
・赤坂管内（一ツ木公園、南青
山六丁目児童遊園）各１回開催

72

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。

③プレーパークの推進

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。

72

遊具等の補充を行い、引き続
き、学校と開放指導員と協力し
て子どもたちが安全に遊べるよ
うにしていきます。

当初
計画
どおり
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定 担当課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

・権田原公衆便所建替工事
バリアフリー対応のトイレに整備
するため、設計内容を見直し、
平成31年度に再発注します。

・氷川神社前公衆便所建替工
事
バリアフリー対応のトイレに整備
するため、設計内容を見直し、
平成31年度に再発注します。

小学校へ保育園などビオトープ
を有している施設に対し、適切
な維持管理の支援を行い、ビオ
トープの良好な状態を確保す
る。

当初
計画
どおり

土木課

各地区総合
支所
まちづくり課

環境課

健康推進課

当初
計画
遅延

・権田原公衆便所建替工事
不調により未実施

・氷川神社前公衆便所建替工事
不調により未実施

・三田綱町児童遊園便所建替工事
不調により未実施

・権田原公衆便所建替工事
老朽化した権田原公衆便所を
バリアフリー対応のトイレに整備
するため平成30年度に建替工
事行います。

・氷川神社前公衆便所建替工
事
平成30年度にバリアフリー対応
の誰でもトイレに建替えるため
建替工事を行います。

・三田綱町児童遊園便所建替
え工事
平成30年度にバリアフリー対応
の誰でもトイレに建替えます。

72

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”を設置し、また、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。また、2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会を見据え、
バリアフリー基本構想に基づき、順次、
洋式トイレの確保を進めます。

公園計画担
当
江川（2236）

和田（2331)

草野(内3874）
当初
計画
どおり

①母子保健コーディネーター（助産
師）による母子保健相談：実施回数回
述べ相談件数件
②デイケア（サロン）事業　ハロママサ
ロン：実施回数12回　述べ388組790
人
のんびりサロン：実施回数12回　述べ
参加447組909人
うさちゃんくらぶ：実施回数24回　延べ
参加671組1,354人
③アウトリーチ事業　妊婦訪問：延べ
利用者人　ママの健康相談：延べ利
用者人
④医療機関とのネットワーク会議1月
31日開催　参加機関　参加人数人

①母子保健コーディネーター
（助産師）による母子保健相談
を年153回実施します。

②１～４ヵ月未満の児と保護者
を対象とした相談や交流のでき
るデイケア（ハロママサロン・の
んびりサロン・うさちゃんくらぶ）
を年48回実施します。
③アウトリーチ事業として、妊婦
訪問・ママの健康相談を実施し
ます。
④妊娠・出産・育児期の療育支
援のために、港区と医療機関で
ネットワーク会議を年1回開催し
ます。

73

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
健所において産後母子ケア事業を展開
することで、産後４か月未満の母子が日
帰りで滞在できる場を提供し、心身のケ
アや母乳等の相談を助産師が行うととも
に、母親同士の交流を促します。また母
子保健コーディネーター（助産師）を配
置し、ニーズに応じた相談支援・ケアプラ
ンの作成を行います。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。

⑦産後母子ケア事業
の推進★

①母子保健コーディネーター
（助産師）による母子保健相談
を年回実施します。

②１～４ヵ月未満の児と保護者
を対象とした相談や交流のでき
るデイケア（ハロママサロン・の
んびりサロン・うさちゃんくらぶ）
を年48回実施します。
③アウトリーチ事業として、妊婦
訪問・ママの健康相談を実施し
ます。
④妊娠・出産・育児期の療育支
援のために、港区と医療機関で
ネットワーク会議を年1回開催し
ます。

⑤快適な公衆・公園ト
イレの整備

・区職員や指定管理者を対象に、ビ
オトープ管理の講習会を実施：２回

・小学校や保育園などへビオトープの
専門家を派遣し、ビオトープの適切な
管理の支援を実施：４施設述べ５回

事業対象施設を抽出し、生きも
のに関する専門家を派遣し、生
きものの生息場所の観察やふ
れあいを支援します。また、職
員を対象に、ビオトープ管理手
引きを用いた講習会を開催しま
す。

73

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、自然や生き物を
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よ
う、都心に生息する生きものやその生息
環境を観察し、学習するためのガイド
ブックを区内全ての保育園、幼稚園、小
学校、中学校へ配布し、生物多様性の
大切さを子どもたちや保護者、教員に広
めていきます。

⑥保育園、幼稚園、学
校への環境学習の支
援
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定 担当課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

・港区青少年対策地区委員会と
の共催で実施する「みなとキャ
ンプ村」事業において、各地区
のリーダー等の謝礼や保険に
係る費用を補助することで、各
地区委員会におけるリーダー等
育成の支援をします。
・平成30年度は、リーダーとして
登録する（謝礼金を支払う）人
数を増員することで、リーダー育
成の幅を広げます。

・区立中学校区ごとに設置され
る青少年対策地区委員会の活
動に補助金を交付し、各地区に
おける地域特性に応じた青少
年育成事業の支援をします。ま
た、情報提供、共有の場を設定
します。
・中学校生徒が主体となる防災
訓練の実施を支援します。
・区内に５団体ある子ども会の
指導者へ活動謝礼を助成する
ほか、6月には子ども会連合会
と共催し統一事業を実施、地域
で活動する団体とも連携し、自
主的・創造的活動を支援しま
す。

・港区青少年対策地区委員会と
の共催で実施する「みなとキャ
ンプ村」事業において、各地区
のリーダー等の謝礼や保険に
係る費用を補助することで、各
地区委員会におけるリーダー等
育成の支援をします。
・各地区キャンプ担当者・リー
ダー等の情報共有の場を設定
し、リーダーがともに育ち合える
よう支援します。

子ども家庭課

子ども家庭課

子ども家庭課

青少年育成
担当
磯﨑

（2435）

（２）
青少年
の健全
育成の
ための
支援 当初

計画
どおり

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

青少年の社会性を育むため、中学校生
徒主体の防災訓練や避難所運営訓練、
消防少年団による消火器訓練のボラン
ティア活動や地域活動など、地域の青少
年関係団体の多様な自主的・創造的活
動を支援します。

74

・区立中学校区ごとに設置され
る青少年対策地区委員会の活
動に補助金を交付し、各地区に
おける地域特性に応じた青少
年育成事業の支援をします。ま
た、情報提供、共有の場を設定
します。
・中学校生徒が主体となる防災
訓練の実施を支援します。
・区内に5団体ある子ども会の指
導者へ活動謝礼を助成するほ
か、7月には子ども会連合会と
共催し統一事業を実施、地域で
活動する団体とも連携し、自主
的・創造的活動を支援します。

・青少年対策地区委員会への補助金
を交付するほか、会長会等を開催し、
情報交換の場を提供しました。
・港区総合防災訓練では、中学校生
徒が主体となり、地域住民に指導した
り、デモンストレーションを行うための
プレ訓練を行う等支援を行いました。
・7月に子ども会連合会と共催した統
一事業は、消防少年団の協力の下、
消火器訓練を実施するなど、地域の
関係団体と連携し実施しました。

③リーダー育成の支援

・8月に「みなとキャンプ村」事業を実
施、各地区リーダー及びサブリーダー
が中心となり、企画から当日の運営、
児童への指導等を行いました（2泊3
日、5地区ごとの2ローテーション）。
・キャンプ担当者会等3回の会議を開
催し、キャンプの計画について情報共
有を図るとともに、平成30年度は謝礼
を支払うリーダーを増員し、保険に係
る費用を補助しました。

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

74

①有害図書、有害サイ
ト等の対策の強化

子どもに好ましくない書籍・ＤＶＤ・ゲーム
ソフト等の販売等について、販売店に対
し管理を徹底するように、警察や東京都
との連携を強化し改善指導に努めるとと
もに、インターネットの有害サイトへのアク
セス制限ソフトの普及・啓発を進めるな
ど、有害図書、有害サイト等の対策を推
進します。

74

・港区青少年対策地区委員会
が推薦した「東京都青少年健全
育成協力員」の協力の下、不健
全図書類の陳列方法等の調査
を行うとともに、関係施設等への
周知を図ります。
・機会を捉え、広報誌等でイン
ターネットの適正利用の対策に
向けた啓発を行います。

・販売店における不健全図書類の陳
列方法等の調査については、「東京
都青少年健全育成協力員」の協力の
下、年間を通じて行い、東京都と連携
して環境浄化を図りました。
・毎月指定される不健全図書類につ
いて、随時図書館や児童施設に周知
しました。

・港区青少年対策地区委員会
が推薦した「東京都青少年健全
育成協力員」の協力の下、不健
全図書類の陳列方法等の調査
を行うとともに、関係施設等への
周知を図ります。
・機会を捉え、広報誌等でイン
ターネットの適正利用の対策に
向けた啓発を行います。

②自主的・創造的な活
動の支援

青少年育成
担当
磯﨑

（2435）

青少年育成
担当
磯﨑

（2435）
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定 担当課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

-

・東京の「ひきこもりサポートネッ
ト事業」と連携し、ひきこもり相談
に対応します。連携の中でひき
こもりの実態や原因をより正確
に把握し、港区の社会資源を活
用しながら適切に対応します。
・保健所と連携し講演会を実施
します。
・「子ども・若者支援地域協議
会」を開催し、関係機関の情報
共有・連携を強化するとともに、
東京都のひきこもり支援の動向
と連動し、今後の支援の方向性
について検討します。

-

子ども家庭課

生活福祉調
整課

芝地区総合
支所
区民課

麻布地区総
合支所
管理課

-

（３）
地域に
おける
子ども・
子育て
支援の
取組巻
末ボッ
クス

①未来の親体験～ここ
から始まる赤ちゃんふ
れあい事業～【芝地区
地域事業】

芝地区では、赤ちゃんと接する機会がな
いまま、子どもができて親になり、わが子
が「はじめて触る赤ちゃん」である人が多
くなってきています。そこで、中高生のう
ちに乳幼児と接する機会をつくり、子ども
への接し方、親になることをイメージでき
るような仕組みをつくるとともに、子ども、
その親と中高生の世代間交流を支えるこ
とで、地域全体の活性化をめざします。

75

区民課の事業としては29年度で
終了しました。30年度以降は、
生涯学習スポーツ振興課所管
の港区学校支援地域本部事業
「みなと学校支援情報」にて同
内容の事業を周知し、要望のあ
る学校について実施します。

-

②おもちゃライブラリー
【麻布地区地域事業】

子育て支援事業の一環として、乳幼児を
対象とした良質なおもちゃの提供と普及
をめざし、おもちゃの貸出業務を行いま
す。乳幼児をもつ保護者を対象に、子ど
も中高生プラザ等で使用する良質なおも
ちゃの貸出を行います。あわせて、おも
ちゃの選び方や子育てに関する情報等
についての講演会を開催します。貸出や
講演会で、保護者が子どもの成長につ
いて理解を深め、親同士のコミュニケー
ションや良好な親子関係を築く場を提供
します。

75

平成30年度以降、麻布地区の
地域事業としては廃止します。
今後は、運営を各施設に移管
し、既存のおもちゃを活用しな
がら実施していきます。

-

東京都や保健所と連携しながら、ひきこ
もりの当事者やその家族が気軽に相談
できる組織や体制を確立・強化します。
連携の中でひきこもりの実態や原因をよ
り正確に把握し、様々な社会資源を活用
しながら適切に対応します。また、子ど
も・若者支援地域協議会を中心に、新た
に策定される｢東京都子供・若者計画｣と
も連携しながら施策の整備を推進しま
す。

74

・東京都の「ひきこもりサポート
ネット事業」と連携し、ひきこもり
相談に対応します。
・年2回の講演会を実施するとと
もに、「子ども・若者支援地域協
議会」を開催し、関係機関の情
報共有・連携を強化します。

・年間を通じ、区民からの相談に対
し、東京都の「ひきこもりサポートネット
事業」を紹介するほか、状況に応じ、
関係部署と連携し、対応しました。
・保健所と共催し、8月に思春期講演
会（思春期の頭痛～環境の調整や治
療について～）、3月に子ども・若者講
演会（若者とともに「ひきこもり」を考え
る～社会とつながる支援とは～）を開
催しました。
・学識経験者及び関係機関、関係部
署で構成する「子ども・若者支援地域
協議会」を開催し、関係者の連携強
化を図りました。

当初
計画
どおり

④ひきこもり青少年に
対する相談・支援事業
の確立・推進

青少年育成
担当
磯﨑

（2435）
自立支援担

当
幸野

（2455）

保健福祉係
3161

駒井
3821

-
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定 担当課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

引続き、委託にて実施します。
実施回数は年36回へ拡大、青
山地区でも通年で実施します。
赤坂地区では、年3回土曜開催
を行います。
赤坂地区：24回実施
青山地区：12回実施

今後も赤坂・青山の地域資源を
活かした文化講座と、2019年ラ
グビーワールドカップと2020年
東京オリンピック・パラリンピック
協議大会を見据えて、トップア
スリートと直接触れ合えるスポー
ツ講座を実施します。

平成30年度より、委託実施に変更。
年17回から24回へ実施回数を拡大、
午後の時間帯や土曜日開催を新たに
設定、プログラムも刷新しました。
休日開催の効果か、父親の参加が7
倍に増えました。
赤坂地域：21回実施　延440人
青山地域：3回実施 　延34人

当初
計画
どおり

赤坂地区総
合支所
区民課

赤坂地区総
合支所協働
推進課

④赤坂・青山子ども中
高生共育（ともいく）事
業【赤坂地区事業】

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
民、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。

76

平成30年度実施予定
【文化系講座】５ジャンル　10回
実施
【スポーツ講座】　９種目　９回実
施

【文化系講座】
①グローバル企業のコミュニケーション術を学ぼう
7/27
②いつもは見えない銀行のウラ側を体験しよう！
8/21
③茜で草木染を体験しよう！8/25
④カメラを通して、建築の面白さを知ろう！ 9/29
⑤模擬裁判に挑戦しよう！ 10/20
⑥咸臨太鼓をかっこよく打とう！ 12/1
⑦アニメーションを作ろう！ 12/8
⑧球体ロボットでフィギュアスケートに挑戦!!  1/19
⑨Honda水素実験教室  2/11
⑩ブラジル大使館で国際交流しよう！ 2/27

【スポーツ講座】
①目指せ、かけっこナンバーワン！運動会で輝くラ
ンナー養成講座！＋いのちの教室 4/28
②「ブランビーズ」前日練習見学＆秩父宮みなとラグ
ビー場スタジアムツアー！6/16
③目指せ未来のメダリスト！バルセロナオリンピック
女子200ｍ平泳ぎ金メダリスト岩崎恭子さんと楽しく
水泳講座！＋いのちの教室 7/8
④元プロサッカー選手に学ぶストライカー＆ディフェ
ンダー養成講座＋いのちの講座 9/24
⑤楽しくバランストレーニング！世界選手権メダリスト
に学ぶ体操＆トランポリン講座！ 11/18
⑥野球寺子屋課外授業 12/9
⑦オリンピックメダリストに学ぶかんたんレスリング講
座！ 1/26
⑧スポーツを通じて集中力を鍛えよう！茶田ゆきみ
さんと楽しく卓球体験！2/16
⑨深澤美恵さんと楽しくテニス体験 3/24

当初
計画
どおり

③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、赤坂区民センターの乳幼児
室で「よちよち子育て交流会」を開催しま
す。保護師、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。

76

委託により、実施階数を年24回
に拡大し、午後の時間帯や土
曜日開催を新たに設定。外国
人が参加できるプログラムも実
施します。
赤坂地域：21回実施
青山地域：3回実施

鈴木
3837

吉良
（内線3832）

28



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定 担当課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

高輪地区総
合支所
管理課

高輪地区総
合支所
区民課

76

子ども教育支援教室において、
「英語であそぼう」や「ハンドベ
ル演奏」等のプログラムを実施
します。

また、児童の放課後の遊び場プ
ログラムにおいて、「カレッジカ
フェ」等のプログラムを実施しま
す。

毎週月曜日～金曜日の午後２
時４５分（三期休業中は、午後１
時）から午後６時まで開室しま
す。

子ども教育支援教室
・英語であそぼう（年6回、延べ参加者
数89人）
・電子工作（年1回、参加者数29人）
・ハンドベル教室（年12回、延べ参加
者数158人）
・ラジコンレース③（年3回、延べ参加
者数87人）
・うんどうあそび（年4回、参加者数158
人）
・ＶＲ体験教室（年1回、参加者数31
人）
・親子de歩育（年1回、参加者数5人）
・熊本復興支援プログラム熊本テレビ
中継（年1回、延べ参加者数11人）
・たかなわフェスティバルＩｎＴＯＫＡＩ
（年１回、114人）
・カレッジダンススクール（年5回、延べ
参加者数33人）

・年96回実施、参加延べ人数1,865人
＜ほっとひといき子育て相談＞
・相談・計測：保護者（644人）、乳幼児
（643人）
＜ぱぱまま育児相談＞
・相談・計測：保護者（115人）、乳幼児
（110人）
・トーク：保護者（33人）、乳幼児（37
人）
＜ほっとひといき子育てサロン＞
・ﾐﾆ講座テーマ：産後の簡単ストレッ
チ、歯の話、ベビーマッサージ
・参加者：保護者（141人）、乳児（142
人）

当初
計画
どおり

当初
計画
どおり

⑥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ことで、安心して
子育てできる環境づくりをすすめます。

77

・高輪子育て関係機関連絡会を
開催し、情報交換や課題の共
有を行います。また、子育て関
係施設等と連携を図り、区民の
育児不安等が軽減できる相談
の場を提供します。
・サロンでは、区民需要の高い
テーマを多く開催するなど、より
多くの参加者を集め、情報交換
や友達づくりの促進を図ります。

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分か
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
協働して取り組みます。

河田
（内3847）

子ども教育支援教室において、
「英語であそぼう」や「ハンドベ
ル演奏」等のプログラムを引き
続き実施します。さらに、今年は
東海大学協力のもと、宿泊事業
も検討していきます。

また、児童の放課後の遊び場プ
ログラムにおいて、「カレッジカ
フェ」等のプログラムを実施しま
す。

毎週月曜日～金曜日の午後２
時４５分（三期休業中は、午後１
時）から午後６時まで開室しま
す。

・子育て関係施設等と連携を図
り、区民の育児不安等が軽減で
きる場を提供します。また、高輪
子育て関係機関連絡会を開催
し、情報交換や課題の共有を行
います。
・サロンでは、区民需要の高い
テーマを多く開催するなど、より
多くの参加者を集め、情報交換
や友だちづくりの促進を図りま
す。

高橋
（3841）

⑤たかなわ子どもカ
レッジ【高輪地区地域
事業】

29



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 （１）・（２）：巻末にボックス表がありますのでご記入お願い致します。 【基準日】平成３１年３月３１日

施策内容 9　子どもの健全な育成に向けた施策の推進

Ｈ31年度の実施予定 担当課

大項目 第３章 中項目

現況（H31年3月末時点）
進捗
状況

小項目 事業名（★新規事業） 事業内容
掲載

ぺージ
Ｈ30年度の実施予定

担当者名
（内線）

当初
計画
どおり

芝浦港南地
区総合
支所区民課

保健師・助産師・管理栄養士・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
じた個別相談を行っています。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。

77

・芝浦港南地区内の児童施設
等で年９０回実施予定。
・関係者連絡会等を年５回実施
予定。

・年90回実施、参加延べ人数5,267
人。
・相談内容に応じ、多職種間で連携を
行い経過観察を行いながら支援しま
した。
・0歳～1歳は２回以上の利用となって
おり、利用者の8割を占めています。
・相談内容は『離乳食・食事』『発育：こ
とば及び身体発達』『母乳』の相談が7
割を占めています。
・関係者連絡会では、実施状況確認
及びより良い事業の進め方について
検討を行い、支援者の研修として、小
児科医からの最新情報を、心理士か
らはペアレントトレーニングについて
学びました。

鈴木
（内3857）

・芝浦港南地内の児童施設等
で90回実施予定。
・多職種の連携により子育ての
不安や悩みに対応し、適時関
係機関へつなげていきます。
・地域内での子育てネットワーク
づくりを支援していきます。
・関係者連絡会等は4回実施予
定とし、支援者の研鑽に努めて
いきます。

⑦子育てあんしんプロ
ジェクト【芝浦港南地区
地域事業】
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票
【巻末ボックス表】
１教育・保育施設等の充実

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）
＜計画＞ Ｐ２５

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）

2,454人 617人 2,577人 649人 2,645人 665人 2,729人 685人 2,773人 698人

特定教育・保育施設

（確認を受けない幼稚園）

＜実績記入＞

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）

特定教育・保育施設

小　　計

＜計画＞ Ｐ２５ ＜実績記入＞

幼児教育
全体計画目標

（平成31年度末）
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

幼児教育
全体計画目標

（平成３１年度末）
27年度 28年度 29年度 30年度

赤羽
改築中

赤羽

白金台 完成（増築） 白金台 完成（増築）

麻布 麻布

青南完了（改修） 青南完了（改修）

港南 完成（増築）

※調査：　　　　　　　　設計：　　　　　　　　　　　工事（整備）： 中之町

園舎等整備数
（区立）12園

（区立）12園

箇所数 26か所

29年度
１号＋２号

3,058人

346人

1,398人 1,426人 1,488人

1,892人 1,864人 1,916人

①量の見込み
2,952人

過不足（②‐①） 338人 279人

（確認を受けない幼稚園）

１号＋２号幼児教育
27年度

②確保策

3,290人 3,290人

3,011人

１号＋２号

3,693人

115人
27か所

110人
28か所

222人
29か所

１号＋２号

①量の見込み

過不足（②‐①）
箇所数 26か所

１号＋２号

②確保策

幼児教育
26年度

3,132人

3,414人3,071人 3,226人 3,310人

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3,471人

3,326人

園舎等整備数
（区立）１２園

１号＋２号

255人
26か所

114人
26か所

3,340人 3,425人 3,524人

3,404人

１号＋２号 １号＋２号 １号＋２号

26か所

28年度

26か所

3,447人
394人
26か所

30年度
１号＋２号

3,053人

1,573人

1,874人

31



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表】
１教育・保育施設等の充実
②保育（２号認定（共働きで幼稚園を利用している者を除く）、３号認定）
＜計画＞ Ｐ２７ ＜実績記入＞

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 27年度 28年度 29年度 30年度

2,555 2,721 2,790 2,874 2,926 2,504 2,932 3,183 3,465

特定教育・
保育施設

1,896 2,193 2,397 2,652 2,688 2,719
特定教育・
保育施設

2,193 2,535 2,682 2,766

特定地域型
保育事業

0 0 0 0 0
特定地域
型保育事
業

0 0 0 0

認可外保育施
設（暫定・認証・
保育サポート）

930 940 903 778 790 790

認可外保育
施設（暫定・
認証・保育
サポート）

833 786 783 949

計 2,826 3,133 3,300 3,430 3,478 3,509 計 3,026 3,321 3,465 3,715
578 579 640 604 583 522 389 282 250

＜計画＞ Ｐ２７ ＜実績記入＞

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 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

647 2,563 675 2,558 741 2,628 815 2,693 880 2,750 652 2,329 724 2,615 800 2,978 866 3,158

特定教育・保育
施設

410 1,214 485 1,447 543 1,613 552 1637 573 1,737 582 1,757
特定教育・
保育施設

485 1,447 541 1,651 575 1,741 586 1,805

特定地域型保
育事業

　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定地域
型保育事
業

0 0 0 0 17 101 51 251

認可外保育施
設（暫定・認証・
保育サポート）

352 1,161 361 1,212 376 1,222 361 1,157 363 1,091 363 1,091

認可外保育
施設（暫定・
認証・保育サ
ポート）

358 1,322 314 1,179 277 1,103 277 1,171

計 762 2,375 846 2,659 919 2,835 913 2,794 936 2,828 945 2,848 計 843 2,769 855 2830 869 2,945 914 3,227
199 96 244 277 172 166 121 135 65 98 191 440 131 215 69 -33 48 69

＜計画＞ Ｐ２８ ＜実績記入＞

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 27年度 28年度 29年度 30年度

特定教育・保
育施設

40 47 52 53 55 57
特定教育・
保育施設

47 52 55 58

特定地域型保
育事業

0 0 0 0 0 0
特定地域
型保育事
業

0 0 4 13

認可外保育施
設（暫定・認
証・保育サ
ポート）

35 35 36 36 38 38

認可外保育
施設（暫定・
認証・保育
サポート）

35 35 33 37

計 75 82 88 89 93 95 計 82 87 92 108

29年度 30年度 31年度
保育（３号認定）

①量の見込み①量の見込み

②
確
保
策

過不足（②-①）過不足（②-①）

②
確
保
策

保育

箇
所
数

箇
所
数

保育

30年度

保育（２号認定（幼児
教育以外））

①量の見込み

過不足（②-①）

26年度 27年度

保育（２号認定（幼
児教育以外））

①量の見込み

過不足（②-①）

29年度
保育（３号認定）

27年度 28年度28年度
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＜計画＞ Ｐ２８ ＜実績記入＞

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

区立認可保育
園１８園

１８園
完成（設
置）/１園
（しばうら）

認定こども
園へ移行１
園（芝浦ア
イランド）

- - -
区立認可
保育園
１８園

19園 18園 20園 20園

私立認可保育
園
３８園

２９園 誘致４園 誘致１園 誘致２園 誘致２園 -
私立認可
保育園
３８園

29園 33園 38園 38園

認定こども園
１園

-
移行準備
１園

実施１園
（芝浦アイ
ランド）

- - -
認定こども
園
１園

- 1園 1園 1園

認証保育所
２１園

２１園 - - - - -
認証保育
所
２１園

21園 20園 20園 20園

緊急暫定保育
施設
１３か所

１０か所

設置３か所
（芝五丁目、
南麻布三丁
目、南青山
四丁目）
移行（札の
辻⇒しばう
ら）

- - - -

緊急暫定
保育施設
（港区保育
室）
１３か所

12か所 12か所 1４か所 14か所

みなと保育サ
ポート
５か所

３か所 - -

実施２か
所【赤坂九
丁目、白
金台四丁
目）

- -
みなと保育
サポート
５か所

３か所 ３か所 ５か所 ５か所

保育全体目標
（平成31年度末）

施
設
等
整
備
数

保育全体目標
（平成31年度末）

施
設
等
整
備
数
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表】
２地域子ども・子育て支援事業の充実
①利用者支援事業
＜計画＞ Ｐ３１ ＜実績記入＞
利用者支援事業 26年度 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 利用者支援事業 27年度 28年度 29年度 30年度
①量の見込み 5 7 7 7 7 7 ①量の見込み 7 7 7 7
②確保策 5 7 7 7 7 7 ②確保策 7 7 7 7
過不足（②-①） 0 0 0 0 0 0 過不足（②-①） 0 0 0 0

②時間外保育事業
＜計画＞ Ｐ３２ ＜実績記入＞

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 27年度 28年度 29年度 30年度

865人 893人 924人 957人 983人 813人 918人 1,044人 1,123人
特定教育・保育施設 734人 819人 884人 904人 919人 929人 特定教育・保育施設 1，048人 977人 1,044人 1,074人
特定地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 特定地域型保育事業 0人 0人 25人 25人

認可外保育施設 192人 202人 212人 212人 212人 212人 認可外保育施設 202人 202人 195人 215人
計 926人 1,021人 1,091人 1,116人 1,131人 1,141人 計 1,250人 1,189人 1,264人 1,314人

156人 203人 192人 174人 158人 437人 271人 220人 191人
50か所 58か所 63か所 65か所 66か所 67か所 58か所 64か所 73か所 83か所

③放課後児童クラブ（学童クラブ事業）Ｐ３３ ＜実績記入＞

低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年

1,492人 582人 1,566人 618人 1,623人 668人 1,679人 722人 1,754人 757人 1,467人 247人 1,826人 459人 2,024人 603人 2,169人 632人
②確保策 ②確保策

過不足（②-①）
過不足
（②-①）

箇所数 箇所数

＜計画＞ Ｐ３４ ＜実績記入＞

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

学童クラブ設置
7クラブ

6 - - -

設置1クラ
ブ（白金
台四丁

目）

-
学童クラブ設置
7クラブ

6 6 6 7

放課後児童（健全）
育成事業内設置
12クラブ

10

設置2クラブ
（あおやま、
せいなん）
移行（さんこ
う、しんのう
⇒しろかね
のおか）

- -

設置1クラ
ブ（たか
なわだ
い）

-
放課後児童（健全）
育成事業内設置
12クラブ

11 12 14 15

子ども中高生プラ
ザ、児童高齢者交
流プラザ内設置
6クラブ

6 - - - - -

子ども中高生プラ
ザ、児童高齢者交
流プラザ内設置
6クラブ

6 6 6 6

緊急暫定学童クラ
ブ事業設置
5クラブ

3

設置3クラ
ブ（桂坂、
南麻布、
三光）
移行クラブ
（西麻布）

- - - -
緊急暫定学童クラブ
事業設置
5クラブ

5 5 6 7

学童クラブ事業
全体計画目標（平成３１年度末）

学童クラブ事業
全体計画目標（平成３１年度末）

学
童
ク
ラ
ブ
整
備
数

学
童
ク
ラ
ブ
整
備
数

400人 303人

24か所 28か所 28か所 28か所 30か所 30か所 28か所 29か所 31か所

2,323人 2,685人 2,930人

249人 294人 246人 232人 157人 609人

1,431人 2,323人 2,478人 2,537人 2,633人 2,668人

2,401人 2,511人 ①量の見
込み

1,714人 2,285人 2,627人

31年度 学童クラ
ブ事業

2７年度 28年度 29年度

①量の見込み
2,074人 2,184人 2,291人

過不足（②-①） 過不足（②-①）
箇所数 箇所数

学童クラブ事業
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

時間外保育事業 時間外保育事業

①量の見込み ①量の見込み
②
確
保
策

②
確
保
策

30年度

2,801人

3,172人

371人

34か所
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④子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
＜計画＞ Ｐ３５ ＜実績記入＞
子育て短期支援

事業
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

子育て短期支援
事業

27年度 28年度 29年度 30年度

①量の見込み 1,048人日/年 1,083人日/年 1,109人日/年 1,139人日/年 1,159人日/年 ①量の見込み 1,201人日/年 1,116人日/年 1,557人日/年 1,828人日/年
②確保策 4,550人日/年 4,550人日/年 4,550人日/年 4,550人日/年 4,550人日/年 4,550人日/年 ②確保策 4,550人日/年 4,550人日/年 4,550人日/年 4,550人日/年

③過不足（②-①） 3,502人日/年 3,467人日/年 3,441人日/年 3,411人日/年 3,391人日/年 ③過不足（②-①） 3,349人日/年 3,434人日/年 2,993人日/年 2,722人日/年
④箇所数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ④箇所数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

⑤乳児家庭全戸訪問事業
＜計画＞ Ｐ３６ ＜実績記入＞

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 27年度 28年度 29年度 30年度
2,632人 2,734人 2,776人 2,841人 2,865人 2,962人 3,048人 2,948人 2,865人

訪問実施者数 2,632人 2,734人 2,776人 2,841人 2,865人 訪問実施者数 2,650 2,534人 2,377人 2339人

実施体制
助産師18人
保健師14人

助産師18人
保健師14人

助産師19人
保健師14人

助産師19人
保健師14人

助産師20人
保健師14人

助産師20人
保健師14人

実施体制
助産師23人
保健師14人

助産師26人
保健師14人

助産師26人
保健師14人

助産師26人
保健師14人

実施機関 実施機関 みなと保健所 みなと保健所 みなと保健所 みなと保健所

委託団体等
委託団体等

過不足（②-①） 0人 0人 0人 0人 0人 過不足（②-①） 312 514 571 526

⑥養育支援訪問事業
＜計画＞ Ｐ３７ ＜実績記入＞

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 27年度 28年度 29年度 30年度
延派遣回数 3,345回 3,650回 3,884回 4,156回 4,375回 延派遣回数 4,517回 5,046回 5,501回 4,762回
（登録世帯数） （545世帯） （618世） （680世帯） （750世帯） （811世帯） （登録世帯数） （641世帯） (792世帯） （825世帯) （819世帯)
延派遣回数 3,345回 3,650回 3,884回 4,156回 4,375回 延派遣回数 4,517回 5,046回 5,501回 4,762回

実施体制 実施体制

0回 0回 0回 0回 0回 0回 0回 0回 0回

⑦地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）
＜計画＞ Ｐ３８ ＜実績記入＞
子育てひろば事業 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 子育てひろば事業 27年度 28年度 29年度 30年度

①量の見込み 180,074人回/年 199,520人回/年 216,616人回/年 235,528人回/年 255,011人回/年 ①量の見込み 259,157人回/年 270,382人回/年 274,825人回/年 295,949人回/年
②確保策 224,375人回/年 267,455人回/年 303,355人回/年 303,355人回/年 342,845人回/年 342,845人回/年 ②確保策 267,455人回/年 303,355人回/年 303,355人回/年 342,845人回/年

過不足（②-①） 87,381人回/年 103,835人回/年 86,739人回/年 107,317人回/年 87,834人回/年 過不足（②-①） 8,298人回/年 32,973人回/年 28,530人回/年 46,896人回/年
箇所数 12か所 14か所 15か所 15か所 17か所 17か所 箇所数 14か所 15か所 15か所 17か所

＜計画＞ Ｐ３８ ＜実績記入＞

子育てひろば事業
全体計画目標（平

成３１年度末）
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

子育てひろば事業
全体計画目標

（平成３１年度末）
27年度 28年度 29年度 30年度

子育てひろば整
備数１７か所

１４か所
実施１か所

（あっぴぃ芝浦）
-

実施２箇所
（赤坂九丁目、白

金台四丁目）
- -

子育てひろば整備
数１７か所

15か所 15か所 16か所 17か所

東京都助産師会　品川港南地区分会

過不足（②-①）過不足（②-①）

①量の見込み

②確保策

①量の見込み

委託によるヘルパー 委託によるヘルパー

乳児家庭全戸訪問事業
①量の見込み

みなと保健所

東京都助産師会　　　　品川港地区分会

②確保策

養育支援訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業
①量の見込み

②
確
保
策

②
確
保
策

養育支援訪問事業
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⑧一時預かり事業
（ア）幼稚園の預かり保育
＜計画＞　 Ｐ４０ ＜実績記入＞
一時預かり事業【幼稚園】 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 一時預かり事業【幼稚園】 27年度 28年度 29年度 30年度

①量の見込み 46,326人日/年 48,718人日/年 49,951人日/年 51,456人日/年 52,276人日/年 ①量の見込み 33,332人日/年 35,399人日/年 36,642人日/年 41,212人日/年
②確保策 26,600人日/年 37,880人日/年 49,160人日/年 52,920人日/年 52,920人日/年 52,920人日/年 ②確保策 33,800人日/年 45,080人日/年 52,240人日/年 60,440人日/年

過不足（②-①） ‐ 442人日/年 2,969人日/年 1,464人日/年 544人日/年 過不足（②-①） 468人日/年 9,681人日/年 15,598人日/年 19,228人日/年
箇所数 ８か所 １１か所 １４か所 １５か所 １５か所 １５か所 箇所数 11か所 14か所 15か所 16か所

(イ）幼稚園以外の一時預かり事業
＜計画＞ Ｐ４１ ＜実績記入＞
一時預かり事業【幼稚園以外】 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 一時預かり事業【幼稚園以外】 27年度 28年度 29年度 30年度

①量の見込み 68,632人日/年 73,535人日/年 77,980人日/年 82,828人日/年 87,047人日/年 ①量の見込み 66,121人日 65,563人日 64,990人日 73,627人日
②確保策 82,654人日/年 93,424人日/年 99,886人日/年 99,886人日/年 114,246人日/年 114,246人日/年 ②確保策 96,424人日/年 99,886人日/年 99,886人日/年114,246人日/年

過不足（②-①） 24,792人日/年 26,351人日/年 21,906人日/年 31,418人日/年 27,199人日/年 過不足（②-①） 30,303人日/年 34,323人日/年 34,896人日/年 40,619人日/年
箇所数 10か所 12か所 12か所 12か所 １４か所 14か所 箇所数 12か所 12か所 12か所 14か所

＜計画＞ Ｐ４１ ＜実績記入＞

一時預かり事業
全体目標（平成３１年度末）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
一時預かり事業

全体目標（平成３１年度末）
27年度 28年度 29年度 30年度

一時預かり整備数
１４か所

１２か所

移行１か所
（みなとほっと
ルーム⇒あっ

ぴぃ芝浦）

-
実施２か所

（赤坂九丁目、白
金台四丁目）

- -
一時預かり整備数

１４か所
１２か所 １２か所 １３か所 １４か所

⑨病児保育事業
＜計画＞ Ｐ４２ ＜実績記入＞

病児保育事業 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 病児保育事業 27年度 28年度 29年度 30年度
①量の見込み 3,590人日/年 3,700人日/年 3,818人日/年 3,947人日/年 4,047人日/年 ①量の見込み 2,651人日/年 3,634人日/年 2,973人日/年 4,312人日/年

②確保策 3,416人日/年 3,416人日/年 3,416人日/年 4,392人日/年 4,392人日/年 4,392人日/年 ②確保策 3,444人日/年 3,402人日/年 3,732人日/年 5,328人日/年
過不足（②-①） 574人日/年 445人日/年 345人日/年 過不足（②-①） ７９３人日/年 △241人日/年 759人日/年 1,016人日/年

箇所数 ３か所 ３か所 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所 箇所数 3か所 3か所 4か所 5か所

⑩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）
＜計画＞ Ｐ４３ ＜実績記入＞
子育て援助活動支援事業 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 子育て援助活動支援事業 27年度 28年度 29年度 30年度

①量の見込み 3,815人日/年 4,008人日/年 4,229人日/年 4,456人日/年 4,681人日/年 ①量の見込み 3,815人日/年 3,753人日/年 3,415人日/年 4,423人日/年
②確保策 3,815人日/年 4,008人日/年 4,229人日/年 4,456人日/年 4,681人日/年 ②確保策 3,815人日/年 3,753人日/年 3,415人日/年 4,423人日/年

過不足（②-①） 0人日/年 0人日/年 0人日/年 0人日/年 0人日/年 過不足（②-①） ０人日/年 ０人日/年 0人日/年 0人日/年
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⑪妊婦健康診断

＜計画＞ Ｐ４５

受診票交付対象者

受診回数
健診者数
健診回数

実施場所

実施体制

検査項目

実施時期

健診者数
健診回数

＜実績記入＞
30年度

受診票交付対象者 3,153人
受診回数 33,334人
健診者数 3,153人
健診回数 33,334人

実施場所
病院5

クリニック等26

実施体制

検査項目

実施時期

健診者数 0人
健診回数 0回

3,621人
33,230回
3,621人
33,230回

3,509人
32,197回
3,509人
32,197回

3,591人
32,951回
3,591人
32,951回

35,082回

病院4
クリニック等24

病院5
クリニック等24

30,527回

29年度
3,473人
35,209回
3,473人

②確保方策

3,327人
30,527回

過不足（②-①）
0人

医療機関に委託

　（初回）体重・血圧・尿・血液型・貧血・血糖・不規則抗体・梅毒・B型肝炎・風疹抗体
　（２回目以降）体重・血圧・尿・クラミジア・C型肝炎・経膣超音波・HTLV1・血糖・貧血・
　　　　　　　　　 B型溶連菌・NST

満23週まで　４週間１回
満24週～35週　２週間１回
満36週～分娩　１週間１回

0人
0回

35,209回

病院5
クリニック等26

0人
0回 0回

3,397人

妊婦検診事業

妊婦検診事業 27年度 28年度

①量の見込み
3,327人
30,527回

3,397人
35,082回

3,327人
30,527回
3,327人

医療機関に委託

病院4
クリニック等24

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度２６年度
3,456人
31,710回
3,456人
31,710回

①量の見込み

②確保策

過不足（②-①）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（初回）体重・血圧・尿・血液型・貧血・血糖・不規則抗体・梅毒・B型肝炎・風疹抗体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２回目以降）体重・血圧・尿・クラミジア・C型肝炎・経膣超音波・HTLV1・血糖・貧血・B型溶連菌・NST

満23週まで　４週間１回
満24週～35週　２週間１回
満36週～分娩　１週間１回

0人 0人 0人 0人 0人
0回 0回0回0回0回
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表】

９子どもの健全な育成に向けた施策の推進
（１）子どもが健やかに成長できる環境の整備
①公園の整備

＜計画＞ Ｐ７１ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

整備３園 整備１園
六本木西公園 完了（28年度） 六本木西公園 工事（整備） 整備工事完了
一の橋公園 完了（29年度） 一の橋公園 － 未実施 未実施 未実施
本村公園 設計中 本村公園 － － 設計中 設計中

※　一の橋公園は、古川地下調節池事業に伴い、整備時期を平成３３年度～（予定）に計画変更

②児童遊園の整備
＜計画＞ Ｐ７１ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

整備２園 整備２園
笄児童遊園 完了（28年度） 笄児童遊園 工事（整備） 整備工事完了

西久保巴児童
遊園

完了（29年度）
西久保巴児童

遊園
整備工事設計完了 整備工事完了 ―

⑤快適な公衆・公園トイレの整備
Ｐ７２

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画）

27年度 28年度 29年度 計
建替４か所 建替４か所 27年度 28年度 29年度 30年度

六本木西公園 - 建替完了（28年度） 六本木西公園 工事（整備） 建替完了
西麻布二丁目

公衆便所
- 建替完了（27年度）

西麻布二丁目
公衆便所

建替完了

氷川神社前
公衆便所

- 建替完了（29年度）
氷川神社前
公衆便所

- 未実施 未実施
未実施

権田原公衆便所 - 建替完了（28年度） 権田原公衆便所 - 未実施 未実施 未実施

三田綱町
児童遊園

- 設計完了（29年度）
三田綱町
児童遊園

- - 設計完了
未実施

※　氷川神社前公衆便所及び権田原公衆便所、三田綱町児童遊園内公衆便所については、契約不調により未実施
※設計　　　　　　　　　　　工事（整備）

設計１か所

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

-

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

-

事業計画

基本計画（前期実施計画）

事業計画

基本計画（前期実施計画）

事業計画

基本計画（前期実施計画）

基本計画（後期実施計画）基本計画（前期実施計画）基本計画（前期実施計画）

設計１か所
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⑥保育園、幼稚園、学校への環境学習の支援
＜計画＞ Ｐ７３ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画
基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）

27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

「生きもの学習ガイ
ドブックの作成配

布」
１２０施設　１，２００部

-

「生きもの学
習ガイドブッ
クの作成」調

査・計画

配布
120施設
1,200部

-
配布

120施設1,200部
「生きものの学習ガイドブック

の作成」調査・計画
「生きもの学習ガイドブック」

の作成・印刷1,500部
「生きもの学習ガイドブック」

の配布　18施設 1,500部
-

「保育園、幼稚
園、学校を支援
する仕組みづく
り」専門家派遣

12施設

-

「保育園、幼
稚園、学校
を支援する
仕組みづく

り」専門家派
遣

12施設

専門家の
派遣（モ
デル事

業）
２施設

専門家の
派遣

10施設

「保育園、幼稚園、学校
を支援する仕組みづく
り」専門家派遣（モデル

事業含む）
12施設

「保育園、幼稚園、学校を支
援する仕組みづくり」専門家派

遣12施設

「保育園、幼稚園、学校を支
援

する仕組みづくり」専門家派
遣

３施設

「保育園、幼稚園、学校を支
援する仕組みづくり」専門家

派遣
７施設

「保育園、幼稚園、学校を支
援する仕組みづくり」専門家

派遣
4施設

⑦産後母子ケア事業の推進【新規事業】
＜計画＞ Ｐ７３ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

ワンストップ相
談窓口の設置 継続 継続

ワンストップ相談窓口
の設置

ワンストップ相談窓口の設置 ワンストップ相談窓口の継続 ワンストップ相談窓口の継続 ワンストップ相談窓口の継続

ネットワーク会
議の実施 実施 実施

ネットワーク会議の実
施

ネットワーク会議の実施 ネットワーク会議の実施 ネットワーク会議の実施 ネットワーク会議の実施

デイケアの
開催：1回/月 １回/週 １回/週

デイケアの開催：１回/
月

デイケアの開催：１回/月 デイケアの開催：1回/週 デイケアの開催：1回/週 デイケアの開催：1回/週

新米ママ健康
相談（訪問）

：1回/人
２回/人 ３回/人

新米ママ健康相談
（訪問）：３回/人

新米ママ健康相談（訪問）：１回/
人

新米ママ健康相談（訪問）：2回/
人

ママの健康相談（訪問）：3回/人 ママの健康相談（訪問）：3回/人

事業計画

基本計画（前期実施計画）

「保育園、幼稚園、学校を支援
する仕組みづくり」専門家派遣

12施設

全体計画目標（29年度末）

全体計画目標（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

産後母子ケア
事業の推進

-

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

事業計画
基本計画（前期実施計画）

産後母子ケア事業の推進

「生きもの学習ガイドブックの
作成配布」

120施設　1,200部
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港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票

【巻末ボックス表】

（３）地域における子ども・子育て支援の取組

①未来の親体験～ここから始まる赤ちゃんふれあい事業～【芝地区地域事業】
＜計画＞ Ｐ７５ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画
基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）

27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

学生と乳幼児
がふれあい、
育児が体験
できる講座の
実施

-

調査研究
（タイアップ
機関の調
整）講座の
試行

講座の開催
（２～４回）

講座の開催
（４～８回）

学生と乳幼
児がふれあ
い、育児が
体験できる
講座の実施

学生と乳幼
児がふれあ
い、育児が体
験できる講座
の実施

御成門中学校の３年生を
対象に、芝地区管内の乳
幼児を持つ母親９組が講
師となり、授業に参加しま

した。

御成門中学校、三田中学
校の３年生を対象におも
に芝地区管内の乳幼児を
持つ母親２４組が講師と
なり、授業に参加しまし

た。

御成門中学校・三田中学
校の３年生、御成門小学
校２年生を対象におもに
芝地区管内の乳幼児を持
つ母親２１組が講師となり
授業を実施しました。

-

②おもちゃライブラリー【麻布地区地域事業】
＜計画＞ Ｐ７５ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

貸出事業
（実施３か所）

貸出事業
（実施２か所）

貸出事業
（実施３か所）

貸出事業
（実施３か所）

貸出事業
（実施３か所）

貸出事業
（実施３か所）

貸出事業
（実施３か所）

貸出事業（実施３か所） 貸出事業（実施３か所） 貸出事業（実施３か所） -

講演会
18回

講演会
９回

講演会
３回

講演会
３回

講演会
３回

講演会
９回

講演会
18回

講演会
２回

講演会
３回

講演会
３回

-

③よちよち子育て交流会【赤坂地区地域事業】

＜計画＞ Ｐ７６ ＜実績記入＞
事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

相談体制の
充実と交流の

促進
-

子育て交流
会の実施

子育て交流
会の実施

子育て交流
会の実施

子育て交流
会の実施

相談体制の
充実と交流
の促進

１か所で16回実施 １か所で17回実施 １か所で17回実施 2か所で24回実施

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

事業計画
基本計画（前期実施計画）

事業計画

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

基本計画（前期実施計画）

基本計画（前期実施計画）
事業計画

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）
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④赤坂・青山子ども中高生共育（ともいく）事業【赤坂地区地域事業】
＜計画＞ Ｐ７６ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

地域ぐるみの
子育ての仕
組み構築

人材発掘・育
成ネットワーク
構築講座実施

人材発掘・育
成ネットワー
ク構築講座
実施３回

人材発掘・育
成ネットワー
ク構築講座
実施３回

人材発掘・育
成ネットワー
ク構築講座
実施３回

人材発掘・育
成ネットワー
ク構築講座
実施９回

地域ぐるみの
子育ての仕
組み構築

講座を６回実施 講座を６回実施 講座を８回実施 講座を19回実施

⑤たかなわ子どもカレッジ【高輪地区地域事業】
＜計画＞ Ｐ７６ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

教養プログラ
ムの実施

（３回）
-

教養プログ
ラムの実施

教養プログ
ラムの実施

教養プログ
ラムの実施

教養プログ
ラムの実施

（３回）

教養プログラ
ムの実施

（３回）
教養プログラムの実施

開室：145回
来室児童数：2,083人

開室：242回
来室児童：3,946人

開室：244回
来室児童：3296人

⑥ほっとひといき子育て支援事業【高輪地区地域事業】
＜計画＞ Ｐ７７ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

相談及び交
流会の実施
（通年）

相談事業の
実施

相談及び交
流会の実施

（通年）

相談及び交
流会の実施

（通年）

相談及び交
流会の実施

（通年）

相談及び交
流会の実施

（通年）

相談及び交
流会の実施
（通年）

相談及び交流会の実施
（通年）

相談及び交流会の実施
（通年）

相談及び交流会の実施
（通年）

相談及び交流会の実施
（通年）

⑦子育てあんしんプロジェクト【芝浦港南地区地域事業】
＜計画＞ Ｐ７７ ＜実績記入＞

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画

基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（前期実施計画） 基本計画（後期実施計画）
27年度 28年度 29年度 計 27年度 28年度 29年度 30年度

子育てあんし
んプロジェクト
の実施

８か所で90回
実施

実施 実施 実施 実施
子育てあんし
んプロジェクト
の実施

８か所で95回実施 ８か所で96回実施 ８か所で94回実施 ８か所で90回実施

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

事業計画

基本計画（前期実施計画）

全体計画目標
（29年度末）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

事業計画

基本計画（前期実施計画）

現状
（26年度末
見込み）

事業計画
全体計画目標
（29年度末）

事業計画

基本計画（前期実施計画）

基本計画（前期実施計画）

全体計画目標
（29年度末）

現状
（26年度末
見込み）

全体計画目標
（29年度末）
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