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港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）の 

令和２年度における進捗状況について 

 

１  対象事業  港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）に計上している事業 

２  基 準 日  令和３年３月３１日 

３  評  価  計画に計上した１１５事業の令和２年度における進捗状況は次のとおりです。 

一部の事業を除き、ほぼすべての事業を当初計画どおり実施しました。 

基本方針 事業数 
進捗状況評価（事業数） 

当初計画どおり 当初計画遅延 未実施 

合 計 １１５ １１１ 1 ３ 

 (１) 教育・保育施設等の充実 

（Ｐ１） 
８ ８ ０ ０ 

(２) 地域子ども・子育て支援事業の充実 

（Ｐ２～３） 
１６ １６ ０ ０ 

(３)教育・保育の一体的提供 

及び推進体制の確保（Ｐ４） 
３ ３ ０ ０ 

(４)子ども・子育て支援の質の確保 

（Ｐ５～７） 
２０ １９ ０ １ 

(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（Ｐ８） 
２ ２ ０ ０ 

(６)特別な支援が必要な家庭や子どもの 

施策の充実（Ｐ９～１２） 
２６ ２６ ０ ０ 

(７)ワーク・ライフ・バランス実現のため 

の環境整備（Ｐ１３） 
７ ７ ０ 

０ 

(８)放課後対策の総合的な推進（Ｐ１４） 
８ ７ ０ 

１ 

(９)子どもの健全な育成に向けた施策の

充実（Ｐ１５～１７） 
１５ １３ １ 

１ 

(10)子どもの未来を応援する施策の充実

（Ｐ１８～１９） 
１０ １０ ０ ０ 

※１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業未実施による未達成 

（本資料の 5ページ項番 32、14 ページ項番 86 及び 16ページ項番 100 参照） 

※２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業一部未実施による当初計画遅延 

（本資料の 16ページ項番 103 参照） 
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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】令和３年３月３１日

１　教育・保育施設等の充実

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容 現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

公私立幼稚園全体で幼児の受入体
制を確保しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、港区全体の需給
バランスを図りながら、公
私立幼稚園全体で幼児の受
入体制を確保していきま
す。

教育長室
学務課

(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）

巻末ボックス
表２

①保育施設の充実

待機児童ゼロを継続するため、保育ニー
ズの高い地域を精査しつつ、区立園・私
立園の適正バランスを考慮しながら、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。

32

②認定こども園の必
要性や今後の方向性
についての検討

④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。

32

⑤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。

32

（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

①幼稚園の受入体制
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。

29

③幼稚園の適正規模
の確保

幼児人口が増加する一方で、幼稚園の需
要率は減少傾向にありますが、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、区立幼稚園の適正
規模の確保に取り組みます。

29

②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
的に区立幼稚園園舎等の改築や増築等を
進めます。

29

区立芝浦アイランドこども園の運営状況
や区民ニーズ等を踏まえながら、教育委
員会とも連携し、認定こども園の必要性
や今後の方向性について検討します。

32

引き続き、中之町幼稚園及
び赤羽幼稚園の改築工事を
進めます。

学務課

認定こども園は、就労形態が変わ
り支給認定区分に変更があっても
在園が継続できるなどの区民ニー
ズに対応できる施設として、既存
の芝浦港南地区以外の各地区に１
園ずつの整備を目指すこととしま
した。
なお、設置方法は他の施設種別か
らの移行を優先することとし、原
則、私立の「保育所型」として整
備します。

当初
計画
どお
り

引き続き、幼児人口の推移
や就園状況等に注視し、区
立幼稚園の適正規模を確保
していきます。

教育長室
学務課

令和２年４月に私立認可保育園７
園（まなびの森保育園麻布十番、
麻布十番ちとせ保育園、赤坂山王
保育園、赤坂クレア保育園、うれ
しい保育園白金高輪、ほっぺるラ
ンド高輪二丁目、にじいろ保育園
海岸三丁目）を開設しました。
令和２年７月に私立認可保育園１
園（おはよう保育園 ののあおや
ま）を、令和２年１０月に私立認
可保育園１園（にじいろ保育園竹
芝）を開設しました。
港区保育室については、２園（港
南四丁目保育室、新橋保育室）を
令和３年度中に廃止することを決
定しました。
また、廃止することが決定してい
た南麻布三丁目保育室の廃止時期
を令和６年度末としました。

幼稚園の需要率が減少傾向にある
こと及び人口の増加があまり見込
まれないことを踏まえ、令和２年
度の区立幼稚園定員は、令和元年
度と同数にしました。

当初
計画
どお
り

中之町幼稚園の改築工事を進める
とともに、赤羽幼稚園（仮園舎と
なる小学校）の改築工事を開始し
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

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
務や短時間勤務等により、児童を保育で
きない家庭を対象に、１日8 時間以内で1
か月160 時間を上限に保育を行う、区内
５箇所で実施するみなと保育サポート事
業の充実を図ります。

32

区内５か所で事業を実施しまし
た。令和２年４月から６月まで
は、新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止のため、保護者に対
し、利用自粛をお願いしました。
定期利用保育は延べ13,037人、ス
ポット利用保育は延べ1,823人の
利用がありました。

保育施設の定員に対する空きに鑑
み、付置の要請を控えました。ま
た、急激な保育需要数の変化に対
応するため、既に保育所の付置を
要請した計画についても、開発事
業者への影響を考慮しつつ付置の
取止めについて交渉しました。

当初
計画
どお
り

事業者の事情により令和３
年度中に小規模保育事業
（ウィズブック保育園赤
坂）及び事業所内保育事業
（ポポラー東京表参道園）
を１施設ずつ閉園します。
また、保護者の多様な需要
に対応できる仕組みの確保
に努めます。

保育政策課

令和３年４月に私立認可保
育園３園（sakura保育園六
本木、リトルパルズ保育園
六本木、あい保育園白金
台）を開設します。

令和４年３月末に港南四丁
目保育室及び新橋保育室を
廃止します。

保育政策課

子ども家庭支
援センター

当初
計画
どお
り

各地区１園の整備につい
て、就学前人口の動向や保
育園入園申し込み状況等を
精査した上で、整備地域や
定員設定について慎重に見
極めながら進めます。
なお、１園整備ごとにその
後の区民ニーズへの対応状
況を検証しながら、慎重に
整備の方向性を検討しま
す。

保育政策課

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症
感染防止対策を講じつつ、
引き続き区内５か所で事業
を実施します。
利用者のニーズを把握し、
事業の充実を図ります。

当初
計画
どお
り

引き続き、保育需要数の変
化を注視しながら、取止め
も含めた付置の検討を行い
ます。

保育政策課

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

現在実施している地域型保育事業
を継続しました。

掲載
ぺージ

1 ページ



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】令和３年３月３１日

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

項番

9

10

11

12

13

14

15

16
子ども家庭
支援セン
ター

（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３

令和２年７月に、放課ＧＯ→クラ
ブたかなわだいが開設しました。
また、令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向け、準
備を進めました。

34

時間外保育事業（延
長保育事業）

計画内容

40

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。

①学童クラブ事業の
充実

38

①子育てひろば事業
の推進

37

第３章

（１）
利用者支援事
業

巻末ボックス
表３

（２）
時間外保育事
業（延長保育
事業）

巻末ボックス
表３

（３）
放課後児童ク
ラブ事業（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３

35

①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、ＩＣ
Ｔ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。

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。

①子育て短期支援事
業（ショートステイ
事業）の充実

総定員としては確保できていますが、社
会福祉法人恩賜財団慶福育児会麻布乳児
院は０歳児枠の定員が１名のため、生後
７日～10 か月未満の受入れ拡充につい
て、関係機関と協議します。

36

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

（５）
乳児家庭全戸
訪問事業

巻末ボックス
表３

（６）
養育支援訪問
事業

巻末ボックス
表３

令和２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、1,460件、支所等が訪問した
件数は52件でした。里帰り中の方
には、電話等にて体調等の確認を
行うと同時に、里帰り先の自治体
での訪問利用を勧めました。

①養育支援訪問事業
の充実

項目 計画事業

基本方針

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対
応を図ります。

39

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4 月に開設する
（仮称）子ども家庭総合支援センターに
おいて、新たに子育てひろば事業を実施
します。

乳児家庭全戸訪問事
業

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。

施策内容

進捗
状況

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）

当初
計画
どお
り

40

当初
計画
どお
り

令和３年４月に開設する子ども家
庭センター内において、親子ふれ
あいひろばを開設する予定です。

養育支援訪問事業は10家庭、167
回の利用がありました。うち、食
事支援は30回の利用でした。

当初
計画
どお
り

保育園において認定された保育時間（標
準時間または短時間）を超えて保育を実
施しています。

令和３年４月に東京都済生
会中央病院附属乳児院で
ショートステイ事業を実施
し、10か月未満の定員を拡
充します。

新型コロナウイルス感染症
により、出生数に対する訪
問実施率が減少しているた
め、助産師相談窓口を週３
回から週５回にし電話相談
窓口を充実させます。助産
師会委託実施以外に継続支
援が必要な方には支所保健
師や助産師相談窓口の訪問
を勧めます。

引き続き、児童虐待の未然
防止や早期対応を図れるよ
うにします。

令和３年４月に開設する子
ども家庭センター内におい
て、親子ふれあいひろばを
開設します。

令和３年４月に東京都済生
会中央病院附属乳児院で
ショートステイ事業を実施
し、10か月未満の定員を拡
充します。
産前産後家事・育児支援
サービスでは、産後ドゥー
ラの利用時間を９時間から
15時間に拡充するととも
に、産後ドゥーラ養成講座
受講料の助成を開始し、区
内で活動する産後ドゥーラ
を養成します。

当初
計画
どお
り

ショートステイ事業は1586日、ト
ワイライトステイ事業は488日の
利用がありました。
産前産後家事・育児支援サービス
では、家事支援の受託事業者数を
２事業者増やし、令和３年度から
は計７事業者に委託して実施しま
す。

健康推進課

子ども家庭
支援セン
ター

保育課

子ども家庭
課

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

当初
計画
どお
り

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
保育需要に対応します。

令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向
けて、準備を進めます。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

担当課

令和３年４月に東京都済生会中央
病院附属乳児院でショートステイ
事業を実施し、10か月未満の定員
を拡充する予定です。

Ｒ３年度の実施予定

区立認可保育園・認定こども園
（21園）
私立認可保育園（55園）
港区保育室（13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
ました。

子ども家庭支援センターと「あ
い・ぽーと」の２か所で相談室を
設けて実施しました。令和２年度
の相談件数は、子ども家庭支援セ
ンター1,645件、「あい・ぽー
と」1,453件でした。

2 ページ



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】令和３年３月３１日

２　地域子ども・子育て支援事業の充実

項番 計画内容

第３章

項目 計画事業

基本方針施策内容

進捗
状況

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

担当課Ｒ３年度の実施予定

17

18

19

20

21

22

23

24

病児・病後児保育室の利用申請者
に対して、パンフレット配布等に
より本事業の周知に努めました。

令和２年度申請者数…87件

当初
計画
どお
り

引き続き、本事業の周知・
利用を進め、病児・病後児
保育の充実を図ります。

③訪問型病児・病後
児保育の利用助成

学務課

保育課

②病児・病後児保育
室の利便性の向上

病児保育室４施設、病後児保育室１施設
では、電話により予約受付をしています
が、予約システムの導入などにより、保
護者の利便性を向上します。

43

（９）
一時預かり事
業（幼稚園等
の預かり保育
以外）

巻末ボックス
表３

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

42

令和２年10月に、「みなと母子手
帳アプリ」からあっぴぃの乳幼児
一時預かりの空き状況の照会と予
約ができるよう、システム改修を
行いました。

当初
計画
どお
り

病児保育室５施設、病後児保育室
１施設で、電話及びインターネッ
トによる予約受付を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、電話及びイン
ターネットによる予約受付
を行うと共に、病児・病後
児保育室の利便性の向上に
努めます。

保育課

①一時預かり事業の
推進

定員超過により病児・病後児保育を利用
できない区民のニーズに対応するため
に、既存の施設の定員拡大に努めるとと
もに、新規施設の開設に向け、医療機関
に働きかけを行います。

43

（12）
妊婦健康診査

巻末ボックス
表３

（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）

巻末ボックス
表３

（13）
実費徴収に係
る補足給付を
行う事業

巻末ボックス
表３

①私立幼稚園副食費
に係る補足給付事業
の拡充

多子世帯の経済的な負担を軽減すること
で、子育てしやすい環境を整備するた
め、私立幼稚園の副食費に係る補足給付
事業の対象を第２子以降の子どもまで拡
大します。

46
副食費に係る補足給付事業の対象
を第２子以降の子どもまで拡大し
ました。

当初
計画
どお
り

引き続き、多子世帯の経済
的負担軽減のための補足給
付事業を行っていきます。

教育長室

健康推進課45
妊婦に対して健康診査を実施していま
す。

①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。

妊婦健康診査

44
子育て支援員研修を年２回
実施して協力会員の確保に
努めます。

前年度同様に、医療機関に
委託して妊婦健康診査を実
施し、都外医療機関で受診
した妊婦検診の一部助成も
継続します。令和3年度から
多胎児妊婦の健診費用助成
を拡大します。

令和２年度の利用会員数は801
人、協力会員数は129人でした。

令和２年度妊婦検診の受信数は、
１回目が2,728回、２回目が
27,005回となります。

当初
計画
どお
り

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・
利用を進めるなど、病児・病後児保育の
充実を図ります。

43

①預かり保育の充実 41

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

①病児・病後児保育
室の定員拡大

（10）
病児・病後児
保育事業

巻末ボックス
表３

区立幼稚園全園で預かり保育を実
施しました。
なお、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響により、幼稚園
の臨時休業中等については、預か
り保育の利用自粛を要請しまし
た。

（８）
一時預かり事
業（幼稚園等
の預かり保
育）

巻末ボックス
表３

引き続き、区民にとってさ
らに利用しやすい予約シス
テムの内容を検討し、必要
に応じてシステム改修等を
行っていきます。

子ども家庭
支援セン
ター

保育課

子ども家庭
支援セン
ター

引き続き、区立幼稚園全園
で預かり保育を実施すると
ともに、保育内容等の充実
に努めます。

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
しました。
＜各施設定員＞
あいいく病児保育室…４名
ひまわり保育室…６名
芝浦病児保育室…４名
チャイルドケアばんびぃに病児保
育室…６名
赤坂山王病児保育室…４名
南青山病後児保育室…４名

当初
計画
どお
り

引き続き、区民のニーズに
応じて、既存の施設の定員
拡大に努めるとともに、新
規施設の開設に向け、医療
機関に働きかけを行いま
す。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

3 ページ



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】令和３年３月３１日

３　教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保

項番

25

26

27
教育人事企画
課
保育課

幼稚園指導要録の写し、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
との情報共有を行います。
幼児・児童の交流活動や、
保育・授業の参観、情報交
換会などの機会を通して、
相互理解を図ります。

教育人事企画
課
保育課

当初
計画
どお
り

小学校の学区域毎の保幼小
合同研修会や幼児教育研修
会を開催し、幼児期の教育
及び小学校入門期教育の質
の向上と、保育園・幼稚
園・小学校の連携の充実を
図ります。

(2)
教育・保育の
推進体制

①保育園、幼稚園、
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、小学校での交流・連携を
強化します。

48

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行い
ました。

当初
計画
どお
り

②保幼小合同研修会
等の充実

幼児期の教育から小学校教育への円滑な
接続に向け、小学校の学区域毎の保幼小
合同研修会や幼児教育研修会を開催しま
す。互いの指導の内容や方法を学び合う
ことにより、幼児期の教育の質の向上及
び、保育園、幼稚園、小学校が連携した
就学前教育の取組をさらに推進します。

48

小学校の学区域毎の保幼小合同研
修会や幼児教育研修会を開催し、
幼児期の教育と小学校教育の指導
内容や方法を学び合い、幼児期の
教育及び小学校入門期の教育の質
の向上を図りました。

（1）
教育・保育の
一体的提供

①認定こども園の必
要性や今後の方向性
についての検討【再
掲】

区立芝浦アイランドこども園の運営状況
や区民ニーズ等を踏まえながら、教育委
員会とも連携し、認定こども園の必要性
や今後の方向性について検討します。

47

認定こども園は、就労形態が変わ
り支給認定区分に変更があっても
在園が継続できるなどの区民ニー
ズに対応できる施設として、既存
の芝浦港南地区以外の各地区に１
園ずつの整備を目指すこととしま
した。
なお、設置方法は他の施設種別か
らの移行を優先することとし、原
則、私立の「保育所型」として整
備します。

当初
計画
どお
り

各地区１園の整備につい
て、就学前人口の動向や保
育園入園申し込み状況等を
精査した上で、整備地域や
定員設定について慎重に見
極めながら進めます。
なお、１園整備ごとにその
後の区民ニーズへの対応状
況を検証しながら、慎重に
整備の方向性を検討しま
す。

保育政策課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

第３章
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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】令和３年３月３１日

４　子ども・子育て支援の質の確保

項番

28

29

30

31

32

33

34

35

（１）
子ども・子育
て支援体制の
強化に向けた
環境整備

①保育士の業務負担
軽減の推進【新規事
業】

日常の保育のほか、園児の登降園の管
理、指導計画の作成など多種多様な業務
を行っている保育士の業務負担を軽減す
るため、保育園におけるＩＣＴ化や保育
体制の強化を推進します。

50

私立認可保育園及び認証保育所に
対して、保育業務支援システムの
導入を支援しました。
また、私立認可保育園及び認証保
育所に対して、保育に係る周辺業
務を行う保育支援者の活用を支援
しました。

当初
計画
どお
り

新たに開設する私立認可保
育園等における保育業務支
援システムの導入を支援す
るとともに、保育に係る周
辺業務を行う保育支援者の
活用を支援します。

保育課

保育課

新型コロナウイルス感染症対策と
して、リモート研修等の新たな手
法を取り入れながら、保育士等の
資質の向上に努めました。
また、保育指導員による延べ446
回の巡回や電話相談を通して、区
内の保育施設に対し、保育内容の
指導、助言等を行いました。

施策内容

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

保育政策課
保育課

保育課

保育政策課

保育課

③給食を通じた食育
の推進

令和２年度は、子育て支援員研修
を年２回実施した。地域保育コー
スに49人、地域子育て支援コース
に11人が修了した。

50

未実
施

項目 計画事業

第３章 基本方針

担当課

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。

②地域における子ど
も・子育て支援者の
育成

一時預かり事業や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）、派遣型一時保育事業等、区の子ど
も・子育て支援事業の従事者を育成する
「子育て支援員研修」を実施し、地域に
おいて多世代が子どもと子育てを支援す
る文化を醸成します。

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（仮称）港区児童
福祉審議会の設置
【新規事業】

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。

当初
計画
どお
り

②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、養護と教育を一
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。ま
た、保育指導員による巡回を通して保育
内容の指導、助言、相談を行う等、保育
園の運営を支援します。

49

令和２年第４回港区議会定例会に
おいて、「港区児童福祉審議会条
例」を制定しました。令和３年１
月から３月にかけて、児童福祉、
法律、医療、建築等の多岐にわた
る専門的な知見のある学識経験者
等に委員の就任依頼を行いまし
た。令和３年３月には、港区児童
福祉審議会に設置する部会の運営
を定めた「港区児童福祉審議会部
会設置要綱」を制定しました。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

区民向けに年２回、離乳食講習会
を開催していましたが、コロナ禍
のため、開催できませんでした。
また、離乳食講習会は、保育園で
あそぼう他類似事業があるため、
令和２年度で終了します。

49

子ども家庭
課

子ども家庭
支援セン
ター

計画内容

⑥保育施設における
外遊びの支援

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てプール遊
び、外遊びの場所や運動会の場所を提供
するほか、国公有地の取得などにより代
替園庭としても利用可能な公園等を確保
するなど、保育環境の充実に向け支援し
ます。

⑤保育従事職員の確
保・定着の支援

50

当初
計画
どお
り

④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、幼児教育・保育の
無償化に伴い新たに子育てのための施設
等利用給付の対象となった認可外の保育
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。

50

私立認可保育園及び地域型保育事
業所に対し、基準に基づく運営を
順守しているかを確認し、必要な
指導等を行いました。

当初
計画
どお
り

保育士等キャリアアップ補助事業
や保育士等宿舎借り上げ支援事業
の実施により、私立認可保育園や
認証保育所などにおける事業者に
よる保育従事職員の賃金改善や処
遇改善の取組を支援しました。

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大を防止するため、プール遊
び、外遊びの場所の提供は大きく
制限されましたが、可能な範囲で
提供しました。

50

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

Ｒ３年度の実施予定

（２）
教育・保育等
の質の確保

令和３年４月に、第１回港
区児童福祉審議会を実施し
ます。また、保育部会、里
親・子どもの権利擁護部
会、児童虐待死亡等検証部
会の各部会ごとに所掌する
案件が発生した場合、部会
を開催し、委員の専門的な
知見から意見を伺います。

年２回の子育て支援員研修
を実施します。また、東京
都子育て支援員研修の要綱
を関係機関の窓口で配布し
ます。

引き続き、リモート研修等
を活用しながら、保育士等
の資質の向上に努めます。
また、区内の保育施設に対
して、引き続き保育内容の
指導、助言、相談等を行い
ます。

各園が食育計画に基づき食
育の推進を図る支援を行い
ます。また、食物アレル
ギーや離乳食のすすめ方
等、保育園職員の知識向上
のため、年１回研修会を開
催します。

港区が児童相談所設置市と
なったことに伴い、指導権
限が拡充されました。認可
保育園等と認可外保育施設
に対し、基準に基づく運営
の確保に係る指導等を行
い、保育の質の向上に努め
ます。

引き続き、保育士等キャリ
アアップ補助事業や保育士
等宿舎借り上げ支援事業の
実施により、私立認可保育
園や認証保育所などにおけ
る事業者による保育従事職
員の賃金改善や処遇改善の
取組を支援します。

引き続き、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
施設を活用してプール遊
び、外遊びの場所や運動会
の場所を提供します。

50
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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】令和３年３月３１日

４　子ども・子育て支援の質の確保

項番

施策内容

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

項目 計画事業

第３章 基本方針

担当課計画内容

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

Ｒ３年度の実施予定

36

37

38

39

40

41

42

43

保育課

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

新型コロナウイルス感染症の影響
により、利用時間・人数等を制限
しての運営となりましたが、コロ
ナ禍でも実施可能なプログラムを
模索し、地域における子ども・子
育て支援の拠点としての機能を果
たしました。

当初
計画
どお
り

引き続き、多子世帯への経
済的な負担軽減を実施しま
す。

引き続き公私立幼稚園が連
携して教員の資質向上に取
り組むとともに、私立幼稚
園の運営を支援します。
保護者負担の軽減について
は、入園料に対する補助上
限をさらに１万円引き上げ
３万円とします。

放課後児童支援員認定資格
研修や各種研修を受講し、
指導員一人ひとりの専門性
を高めます。新型コロナウ
イルス感染症の影響が長引
く中、学童クラブ事業内容
の工夫をし、充実を図りま
す。

令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向
け、準備を進めます。

引き続き、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止
に配慮をしながらの運営と
なりますが、これまでの経
験を踏まえたうえで、プロ
グラムの充実や地域とのつ
ながりの強化を図ります。

当初
計画
どお
り

教員の資質向上に向けて、公私立
幼稚園が連携して幼児教育研修会
を実施しました。
特別支援アドバイザーや幼稚園カ
ウンセラーの派遣、運営経費の補
助により私立幼稚園の運営を支援
しました。
私立幼稚園の入園料に対する補助
上限を前年度から１万円引き上げ
２万円とするなど、保育料の補助
とあわせて保護者負担の軽減を図
りました。

全ての学童クラブ事業において、
放課後児童支援員を配置していま
す。
先駆的なプログラムに関しては、
コロナ禍における実施内容の工夫
をし、学童クラブ事業の質の向上
を図りました。

私立認可保育園等に対して防災備
蓄物資の整備を支援するととも
に、指導検査・訪問指導を通じて
避難訓練の実施を推進しました。
また、警察などの関係機関と連携
し、区内23か所にキッズ・ゾーン
を設定するとともに、園外活動時
における安全体制の強化を支援し
ました。

教育長室
学務課

保育課

教育長室
学務課

教育長室
教育人事企
画課

子ども家庭
課

子ども家庭
課

子ども家庭
課

⑩幼稚園保育料等の
多子世帯への負担軽
減の拡充

多子世帯の経済的な負担を軽減すること
で、子育てしやすい環境の整備を一層推
進するため、私立幼稚園保育料や区立幼
稚園の子育てサポート保育料（年間利
用）等に対し実施している多子世帯への
負担軽減について、これまで小学校３年
生までの兄や姉からとしていた子どもの
数え方を見直し、年齢にかかわらず最年
長の子どもを第１子とし、第２子以降の
負担軽減を実施します。

51

51

幼児教育充実のため、公私立幼稚園等が
企画段階から連携して研修会を実施する
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、保護者
の負担軽減と公私較差の解消を図るた
め、引き続き保育料及び入園料に対する
補助金を交付します。

⑦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避
難訓練を実施するとともに、施設の防災
備蓄物資の整備を推進するなど、施設の
災害対応能力の向上を図ります。また、
園外活動時の安全確保を推進するため、
警察などの関係機関と連携しキッズゾー
ン等の安全対策に取り組むとともに、園
外活動時における安全体制の強化を支援
します。

⑨保育園保育料等の
第２子以降無料の拡
充

③地域における児童
の健全育成機能の強
化

子ども中高生プラザ、児童館等は、幼児
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。

52

教員への防災講習や幼児へ
の防災教育の実施や敵的な
防災訓練等を通じて、これ
まで以上に災害対応能力の
向上を図ります。
また、私立幼稚園に対し
て、引き続き安全対策経費
補助事業を実施します。

第２子以降の保育料等の無
償化を継続します。

私立幼稚園保育料及び区立幼稚園
の子育てサポート保育料（年間利
用）に関わる多子世帯への負担軽
減について、これまで小学校３年
生までの兄や姉からとしていた子
どもの数え方を見直し、令和２年
度から、年齢に関わらず最年長の
子どもを第１子とし、第２子以降
の負担軽減を実施しました。

当初
計画
どお
り

⑪私立幼稚園への支
援及び連携の充実

①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を定める条例」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。

52

51

当初
計画
どお
り

⑧幼稚園における安
全確保の推進

各幼稚園において、マニュアルを活用し
た防災訓練や防犯訓練を定期的に実施す
るなど、自然災害対策や防犯対策の強
化、充実を図るとともに、警察などの関
係機関と連携し、登降園時等における安
全対策を推進します。また、私立幼稚園
に対して、防犯カメラ設置などに係る経
費を補助することで、私立幼稚園の安全
対策を支援します。

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

51

令和２年４月から、最年長の子ど
もの年齢にかかわらず、２人目以
降の子どもの保育料及び給食費を
無料としました。

就学前の子どものいる子育て家庭の保育
料負担の軽減を図り、２人目以降の子ど
もを望む家庭が子育てしやすい環境を整
備することで、港区から少子化対策を一
層推進するため、最年長の子どもを第１
子とし、第２子以降の保育園保育料を無
料とします。また、３歳児クラス以上の
給食費についても、同様とします。

51

引き続き、私立認可保育園
等に対して防災備蓄物資の
整備を支援するとともに、
指導検査・訪問指導を通じ
た避難訓練の実施を推進し
ます。各地区総合支所など
と連携しキッズ・ゾーンを
運用・管理するとともに、
園外活動時における安全体
制の強化を支援します。

各園の環境に応じて、様々な想定
のもと、関係機関と連携して防
災・防犯訓練を実施するととも
に、安全対策を推進しました。
また、私立幼稚園に対して、安全
対策経費補助事業を実施し、防犯
カメラ設置等安全対策に必要な経
費の一部を補助しました。

令和２年７月に放課ＧＯ→クラブ
たかなわだいが開設しました。令
和４年４月の放課ＧＯ→クラブし
ばはまの開設に向け、準備を進め
ました。

（３）
就学児童の居
場所づくりに
おける質の確
保

②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。また、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。

52
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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】令和３年３月３１日

４　子ども・子育て支援の質の確保

項番

施策内容

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

項目 計画事業

第３章 基本方針

担当課計画内容

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

Ｒ３年度の実施予定

44

45

46

47
④幼稚園における子
育て支援事業の充実

幼稚園の運営にあたっては、地域におけ
る幼児期の教育のセンターとして、家庭
で子育てを行っている未就園児の保護者
に対し、園庭の開放や子育ての相談、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。

52

令和２年度は各幼稚園で「未就園
児の会」を合計103回実施しまし
た。新型コロナウイルス感染拡大
による休園期間等もあり、昨年度
と比較して実施回数が減少しまし
たが、各園において感染拡大防止
に努めながら、事業を実施するこ
とができました。

当初
計画
どお
り

令和３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、「未就園児の会」を
通して、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。

学務課

双子、三つ子など多胎児の子育て家庭に
対し、出産費用助成の増額、港区コミュ
ニティバス無料乗車券の追加交付、派遣
型一時保育・一時預かり事業における２
人目以降の利用料金の無償化など支援を
充実します。

52

令和２年４月から、派遣型一時保
育及び一時預かり事業において２
人目以降の利用料金を無償とする
制度を開始しました。出産費用助
成においては、限度額に対する加
算額を、多胎の場合子どものうち
一人を除いた子ども一人につき40
万円に増額しました。コミュニ
ティバス無料乗車券については、
多胎児産婦は子の数に応じた枚数
を発行するよう事業を拡大しまし
た。

当初
計画
どお
り

子ども家庭
課
子ども家庭
支援セン
ター

③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とともに、
「園庭開放」、「保育園であそぼう」な
どの事業を実施します。

52

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、受け入れを中止
した期間がありましたが、再開後
は定員を設け感染拡大防止策を講
じて実施しました。育児相談や遊
ぶ場の提供を行い、在宅子育て家
庭の育児不安の解消を図るための
支援を行いました。

当初
計画
どお
り

引き続き、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
を提供するとともに、「園
庭開放」、「保育園であそ
ぼう」などの事業を実施し
ます。

保育課

（４）
子育て家庭へ
の支援

①子育て家庭に対す
る支援

妊産婦の社会参加及び子育て支援を目的
として交付している港区コミュニティバ
ス無料乗車券の利用範囲を家族（子ども
の父、祖父母、兄弟）まで拡大し、子育
て家庭の外出支援を強化します

52

港区コミュニティバス無料乗車券
の利用範囲を家族（子どもの父、
祖父、兄弟）まで拡大し、子育て
家庭の外出支援を強化しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、妊産婦の社会参
加及び子育て支援を目的と
し、拡大した利用範囲で港
区コミュニティバス無料乗
車券を交付します。

子ども家庭
課

②多胎児の子育て家
庭に対する支援の充
実

派遣型一時保育及び一時預
かり事業においては、引き
続き２人目以降の利用料金
を無償とします。また、産
前産後家事・育児支援サー
ビスでは、多胎妊娠家庭の
利用料金を減額します。出
産費用助成及びコミュニ
ティバス無料乗車券におい
ては引き続き拡大した内容
で支援を行っていきます。
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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】令和３年３月３１日

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

項番

48

49

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

①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、保育コンシェルジュ
の活用など、情報提供や相談体制を強化
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。

54

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
しました。

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

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

②保育施設の１歳児
定員の拡大

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歳児の受入れを行い、保育需要
に柔軟に対応します。

54

私立認可保育園等７施設で、空き
クラスを活用した１歳児定員拡大
事業を実施しました。
待機児童が解消され、本事業の利

⽤率が低下していることや、空き

クラスを確保できる私⽴認可保育

園が減っており、事業を継続する
ことが困難であることを踏まえ、
令和２年度末をもって事業を廃止
しました。

当初
計画
どお
り

事業廃止 保育課

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ま
す。
また育児休業明け入所予約
の枠を60名から105名に拡大
をします。

保育課

当初
計画
どお
り

掲載
ぺージ
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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】令和３年３月３１日

６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

項番

50

51

52

53

54

55

56

子ども家庭
支援セン
ター

令和３（2021）年４月の開設にむ
け、区立母子生活支援施設「メゾ
ン・ド・あじさい」開設準備室と
して入所者を迎え入れる体制を整
えています。

当初
計画
どお
り

区立母子生活支援施設「メ
ゾン・ド・あじさい」に入
所した母子の保護及び生活
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。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

当初
計画
どお
り

ワンストップでの総合的な
支援体制を整備します。

①児童相談所の設置
による迅速かつきめ
細かな援助の実現
【新規事業】【再
掲】

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

（２）
児童虐待防止
対策等の充実

令和３（2021）年４月に児童相談所を設
置し、児童福祉司、児童心理司、保健
師、医師、弁護士等がチームを組み、児
童虐待などの養護相談、非行相談、障害
相談等の子どもと家庭の問題に対応しま
す。迅速に安全確認、調査、相談を行
い、必要に応じ、一時保護、里親委託、
施設入所等を行います。子ども家庭支援
センターや地域の関係機関と連携し、子
どもと家庭の状況に応じた切れ目のない
きめ細かな援助を行います。

①児童相談所の設置
による迅速かつきめ
細かな援助の実現
【新規事業】

令和３（2021）年４月に児童相談所を設
置し、児童福祉司、児童心理司、保健
師、医師、弁護士等がチームを組み、児
童虐待などの養護相談、非行相談、障害
相談等の子どもと家庭の問題に対応しま
す。迅速に安全確認、調査、相談を行
い、必要に応じ、一時保護、里親委託、
施設入所等を行います。子ども家庭支援
センターや地域の関係機関と連携し、子
どもと家庭の状況に応じた切れ目のない
きめ細かな援助を行います。

56

他自治体の児童相談所に職員を派
遣し、児童相談所業務のノウハウ
の習得を行いました。
児童福祉司及び児童心理司につい
ては、法定以上の人数を配置しま
した。
東京都児童相談センターに職員を
派遣し、ケースの引継ぎを行いま
した。

当初
計画
どお
り

令和３年４月１日に児童相
談所を開設しました。
児童のあらゆる相談に、児
童福祉司、児童心理司、一
時保護所職員、医師等の専
門職がチームを組み、迅速
に対応します。
新規相談受付については、
子ども家庭支援センターと
共に全ケースをリスク評価
し、対応機関を決定しま
す。

児童相談課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

（１）
（仮称）港区
子ども家庭総
合支援セン
ターの整備

②区立母子生活支援
施設の設置による母
子保護の推進【新規
事業】

令和３（2021）年４月に開設する区立母
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。

56

②ＤＶ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民間団体に対し
て、活動資金の一部を補助します。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。

57

ＤＶ被害者支援活動補助金として
区内で活動する１団体に対して運
営費の補助を実施しました。ＤＶ
加害者更生プログラムの利用に係
る経費の一部を１件助成しまし
た。

57

令和２年５月19日に港区いじめ問
題対策連絡協議会を、令和２年７
月２日、11月13日、令和３年２月
５日に港区教育委員会いじめ問題
対策会議を開催し、港区のいじめ
の現状から今後のいじめ対策につ
いて協議を行いました。

③子ども家庭支援セ
ンターへの家庭相談
機能の統合による支
援の充実

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。

56

統合に向けて、ワンストップで総
合的に支援できる体制の整備と移
転後の連絡先案内がスムーズに行
われるようリーフレット等を作成
しました。

③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、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。

57

子どもを守る地域ネットワーク巡
回支援事業において、公私立保育
園・幼稚園や公立小中学校、児童
館等196か所を344回訪問し、課題
や不安を抱える家庭の情報を収集
して早期の支援につなげました。
医療機関と連携した保護者支援プ
ログラムについては、個別のＣＡ
ＲＥプログラムや、トラウマイン
フォームドケアに基づく心理面接
等を延べ318回実施し、より専門
性の高い個別対応を継続的に実施
しました。

当初
計画
どお
り

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。

④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。

令和３年５月18日に港区い
じめ問題対策連絡協議会
を、令和３年７月２日、11
月12日、令和４年２月３日
に港区教育委員会いじめ問
題対策会議を開催する予定
です。

他自治体の児童相談所に職員を派
遣し、児童相談所業務のノウハウ
の習得を行いました。
児童福祉司及び児童心理司につい
ては、法定以上の人数を配置しま
した。
東京都児童相談センターに職員を
派遣し、ケースの引継ぎを行いま
した。

教育人事企
画課

引き続き被害者支援活動補
助金及びＤＶ加害者更生プ
ログラム利用助成金の活用
を周知し、活用を促しま
す。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお

り

令和３年４月１日に児童相
談所を開設しました。
児童のあらゆる相談に、児
童福祉司、児童心理司、一
時保護所職員、医師等の専
門職がチームを組み、迅速
に対応します。
新規相談受付については、
子ども家庭支援センターと
共に全ケースをリスク評価
し、対応機関を決定しま
す。

児童相談課

子ども家庭
支援セン
ター

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

56
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６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

項番

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容
掲載

ぺージ
現況（Ｒ３年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

57

58

59

60

61

（３）
社会的養護体
制の充実

令和２年度は新型コロナウィルス
感染症の影響により、東京弁護士
会共催の、いじめ・児童虐待防止
講演会「もがれた翼パート27」、
10月のみなと区民まつりが中止に
なりました。講演会や区民まつり
で配布予定だった、区民向けのパ
ンフレットを支所や保育園、幼稚
園、小中学校で配布し、小中学生
対象に「みなと子ども相談ねっ
と」のマスクケースを配布しまし
た。また、11月にライオンズクラ
ブと共催で「東京タワーオレンジ
リボン大作戦」で東京タワーをオ
レンジリボンカラーにライトアッ
プし、いじめ・児童虐待の啓発を
行いました。
さらに、東京都児童相談センター
と「港区養育体験発表会」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の発表
とともに、里親の講演会を行い、
周知・啓発を行いました。

当初
計画
どお
り

NPO法人、キスポート財団、
地域等と連携し、児童虐待
防止推進月間に、新型コロ
ナ感染症対策を講じたうえ
で、区民向けイベントを実
施します。
10月から「いじめ・児童虐
待防止」のためのリーフ
レットの配布や、デジタル
サイネージ、Twitter等の
SNSを活用し、児童虐待防止
の啓発活動の充実を図りま
す。

子ども家庭
支援セン
ター

令和３年４月に子ども家庭
総合支援センターが開設。
専門相談ダイヤルの設置や
家庭相談係と迅速な連携を
行い相談体制の充実を図り
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
研修等の受講等により専門
性を高め、人材育成の強化
を図ります。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお
り

医療機関と連携し、要支援
母子に対して、ショートス
テイ事業を実施します。
また、子どもへのかかわり
方に悩んでいる保護者に対
して、グループや個別のＣ
ＡＲＥプログラム、トラウ
マインフォームドケアに基
づく心理面接を実施しま
す。個別対応が必要な保護
者や保護者自身が虐待を受
けてきた等で病理が重い
ケースに対して、専門的ス
キルのある心理士が、より
専門性の高い個別対応を継
続的に実施します。

子ども家庭
支援セン
ター

子どもと子育てに関するあらゆる相談に
対応するため、保護者向けの「子育て相
談ねっと」の実施等専門相談体制を強化
します。令和３（2021）年４月に開設予
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
研修等の受講等により専門性を高め、人
材育成の強化を図ります。

①里親登録の拡大と
支援の充実による家
庭養護の推進【新規
事業】

里親制度の効果的な周知や広報活動を実
施し、里親登録の拡大に努めます。ま
た、里親が安定した養育ができるよう相
談支援体制を整備し、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。

58

職員を東京都児童相談センターに
派遣し、引継ぎを行いました。
民間フォスタリング機関と連携
し、より充実した里親支援体制を
構築するための調整を行いまし
た。

当初
計画
どお
り

民間フォスタリング機関の
ノウハウを活用し、より丁
寧な里親家庭への支援と積
極的な制度周知、広報活動
を展開を行います。
また、夜間休日の里親から
の相談を受け付けます。

児童相談課

⑦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。
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、施設で従事
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。

57

11月は児童虐待防止月間であるこ
とを踏まえ、広報みなと11月11日
号に「子どもの権利」についての
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たり、アン
ケートを実施し、子ども自身が相
談できる相談先や方法を周知しま
した。
新型コロナウィルス感染症の影響
で、８月に実施予定だった、いじ
め・児童虐待防止講演会は中止に
なりました。

⑤子ども家庭支援セ
ンターの相談体制の
充実

⑥地域住民に対する
虐待対策啓発活動の
推進

子どもの安全を守るため、地域住民が関
心を持ち、虐待の未然防止や早期発見な
ど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。

⑧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。

58

産後要支援母子ショートステイ事
業は、１組の母子が７日間利用
し、要支援家庭を対象とした
ショートステイ事業は、４名の児
童が延22日利用しました。
医療機関と連携した保護者支援プ
ログラムは、グループ制の保護者
支援プログラムＣＡＲＥを年３回
実施し、専門的スキルのある心理
士が個別のＣＡＲＥプログラム
や、トラウマインフォームドケア
に基づく心理面接等を延べ318回
実施しました。

57

57

相談体制の充実を図るため「こど
もの相談ねっと」に加え、令和２
年度９月から新たに「おとなの子
育て相談ねっと」を開始しまし
た。匿名により24時間メール相談
受付が可能となりました。職員の
専門性を高めるため、児童福祉司
資格の取得や専門研修の受講を実
施しました。

当初
計画
どお
り

「子どもの権利条約につい
て」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ス
クールに配布するととも
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。

子ども家庭
支援セン
ター

当初
計画
どお
り
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項番

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容
掲載

ぺージ
現況（Ｒ３年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

62

63

64

65

66

67

68

69

58

令和３（2021）年４月の開設にむ
け、区立母子生活支援施設「メゾ
ン・ド・あじさい」開設準備室と
して入所者を迎え入れる体制を整
えています。

当初
計画
どお
り

区立母子生活支援施設「メ
ゾン・ド・あじさい」に入
所した母子の保護及び生活
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。

子ども家庭
支援セン

ター

令和３年度から港区で区内の乳児
院等の設置認可や指導監督等が実
施できるよう、東京都から事務の
引き継ぎを行いました。

設置認可に当たっての手続の整理
や、指導検査を実施するに当たっ
ての基準の整備などを行いまし
た。

当初
計画
どお
り

港区内にある２か所の乳児
院について、指導検査を実
施する予定です。

児童養護施設、自立援助
ホーム等の利用実態を詳細
な調査を行います

③家族再統合に向け
た支援の充実【新規
事業】

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
う児童と家庭への援助を行うとともに、
地域ぐるみでの支援体制を構築します。

児童相談課

当初
計画
どお
り

子どもの状態を的確に評価
し、子どもの意向も十分に
考慮した上で、必要に応じ
て施設への措置や里親への
委託を行います。
社会的養護の施設や里親等
で暮らす子どもたちに児童
福祉司、児童心理司が訪問
し、生活状況を確認し、一
人ひとりの意向を丁寧に聞
き取ります。

児童相談課

（４）
ひとり親家庭
支援の充実

①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。

59

離婚時に取り決めた養育費の確実
な履行を支援するための養育費保
証利用助成は６件の相談がありま
したが、実施に結び付きませんで
した。面会交流コーディネート事
業は３件の実績となりました。

当初
計画
どお
り

養育費保証利用助成と面会
交流コーディネート事業の
利用をわかりやすく説明し
利用率を上げます。

子ども家庭
支援セン
ター

59
自立支援を行っているＮＰＯ法人
等と打合せを重ね、連携体制を整
えました。

当初
計画
どお
り

自立支援が必要な児童がい
た際は、施設職員等と連携
し、その児童に必要な支援
を検討し、一人ひとりに応
じた支援をＮＰＯ法人等を
活用し、組み立てていきま
す。

⑤社会的養護の施設
の適正な運営の確保
【新規事業】

58

家族再統合に向けた関わり方をど
のように進めていくか体制につい
て検討しました。
また、家庭復帰に向けての調整や
家庭復帰後の訪問等を行う会計年
度職員「家庭復帰支援員」を採用
しました。

当初
計画
どお
り

家庭復帰支援員、担当児童
福祉司が中心となり、関係
機関や家庭内の調整を段階
的に対応していきます。

児童相談課

58

子ども家庭
課

児童相談課

児童養護施設や里親のもとで生活する児
童の自立について、地域の中で孤立する
ことなく安心して生活することができる
よう、関係機関が連携し、安心して相談
できる機関と場所を設けるなど支援体制
を整えます。

区内の乳児院、母子生活支援施設等の適
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。また、区内における児
童養護施設、自立援助ホーム等の施設の
必要性について調査、検討を行います。

当初
計画
どお
り

令和３年４月から定員を20
名に拡大し、引き続き医療
的ケア児・重症心身障害児
を対象とした放課後等デイ
サービス事業を実施しま
す。

障害者福祉
課

②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、集団保育を行います。

59

障害児や個別的指導児に対する巡
回指導を行う園を増やし、専門家
のアドバイスを受け適切な保育が
できる体制を整えました。通常園
では、障害や疾病のある児童に合
わせた職員配置を行いました。元
麻布保育園医療的ケア児・障害児
クラスでは、８名の児童を受け入
れ、個々に合わせた支援を行いま
した。

当初
計画
どお
り

引き続き巡回指導や保育士
向けの研修、児童発達支援
センターの保育所等訪問支
援事業等を活用し、保育士
の障害児理解を深め、障害
児や配慮を必要とする児童
への支援を促進します。ま
た、児童に合わせた職員配
置を行い、安心安全な保育
体制の確保を継続します。
元麻布保育園医療的ケア
児・障害児クラスにおいて
も、引き続き個々に合わせ
た支援を行います。

保育課

①医療的ケア児・重
症心身障害児の放課
後対策の充実【新規
事業】

医療的ケア児・重症心身障害児の放課後
や長期休業中に、個々の児童の状況に応
じた発達支援を行うために、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、安全・安心な活動拠点の充実を図り
ます。

59

医療的ケア児・重症心身障害児を
対象とした放課後等デイサービス
事業を障害保健福祉センター内に
令和２年12月から開設しました。

利用定員：５名

（５）
障害児施策の
充実

⑥施設退所後等の自
立を支援【新規事
業】

④区立母子生活支援
施設の設置による母
子保護の推進【新規
事業】【再掲】

令和３（2021）年４月に開設する区立母
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児童のニーズに応
じた社会的養護の充
実【新規事業】

乳児院、児童養護施設等の社会的養護の
施設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
の児童のニーズに応じた支援を行いま
す。また、社会的養護の施設や里親等で
暮らす子どもたちの権利が擁護され安心
して生活できるよう支援を行います。

58

東京都児童相談センターに派遣し
た職員が区の児童が入所している
児童養護施設等に訪問し、児童の
状況を確認しました。また、令和
３年４月に区児童相談所が開設
し、区の児童福祉司が担当になる
ことを説明しました。

11 ページ



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】令和３年３月３１日

６　特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実

項番

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容
掲載

ぺージ
現況（Ｒ３年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

70

71

72

73

74

75
⑧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、区立児
童発達支援センター等と連携し、幼少期
からの就学相談をさらに充実していきま
す。現在、区立小学校に在籍する児童１
人に対し校内で医療的ケアを行うため
に、看護師（臨時職員）を配置していま
す。医療的ケアが必要な幼児・児童・生
徒の通園・通学に関して、看護師の配置
等、その子どもの状況に応じた支援策を
検討します。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、多様な教育を充実していきま
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。

60

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
した。
令和３年度から、看護師の外部委
託化し、医療的ケアが必要な幼
児・児童・生徒の通園・通学に必
要な支援がこれまで以上に実施で
きるようにしました。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、既存の支援体制に加え、令和
２年度に中学校における難聴通級
指導学級を開設したほか、高輪地
区に特別支援学級が開設できるよ
う東京都と協議し、令和３年度よ
り開設できるようになりました。

当初
計画
どお
り

区立小中学校の特別支援教
室の利用や学習支援員の配
置について、東京都の改訂
ガイドラインに則り、児
童・生徒一人ひとりの渉外
の種類や程度、発達の状況
に応じたきめ細かな教育が
実施できるようにします。
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、台場地区に特別支援
学級が開設できるよう東京
都と協議します。

教育人事企
画課

⑦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。また、自宅に看護師等を派
遣し、家族に代わり一定期間、医療的ケ
ア及び日常生活上の介護を行い、家族の
介護負担を軽減します。今後も、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

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
しました。

実利用者数：４名、延利用日数：
269日

当初
計画
どお
り

引き続き、区立児童発達支
援センター重症心身障害児
通所事業を実施します。

障害者福祉
課

当初
計画
どお
り

引き続き、昨年度と同じ定
員数で区立児童発達支援セ
ンター障害児通所支援事業
を実施します。

児童発達支援事業１日定
員：82名
放課後等デイサービス事業
１日定員：10名

障害者福祉
課

⑥総合的な相談支援
窓口の充実

児童発達支援センターでは、地域療育の
中核施設として、保護者からの児童の成
長発達に関する相談を受けるとともに、
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。また、成人後も切れ目なくサービス
提供できるよう障害者総合相談支援セン
ター機能と連携し、地域包括ケアシステ
ムの構築を踏まえながら、相談支援体制
を強化します。

60

児童発達支援センターにおいて、
地域療育の中核施設として、総合
相談（児童福祉法のサービス外の
区単独事業として）を実施し、関
係機関と連携し、障害児やその家
族を支援しました。
また、障害者総合相談支援セン
ターと連携し、相談支援事業所連
絡協議会において、相談支援事業
所が支援している事例を共有し、
連携や支援に関する助言を行い、
地域の相談支援の体制強化に寄与
しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、児童発達支援セ
ンターにおいて、地域療育
の中核施設として、総合相
談（児童福祉法のサービス
外の区単独事業として）を
実施し、関係機関と連携
し、障害児やその家族を支
援します。
また、障害者総合相談支援
センターと連携し、相談支
援事業所連絡協議会におい
て、相談支援事業所が支援
している事例を共有し、連
携や支援に関する助言を行
います。

障害者福祉
課

⑤児童発達支援セン
ターにおける支援体
制の充実

令和２（2020）年４月に開設した区立児
童発達支援センターでは、就学前の児童
を対象として、児童発達支援センターへ
通う日々通所の定員を拡充するととも
に、保育園との併用通所や、外出が難し
い児童に対し居宅に訪問して療育を実施
します。学齢児に対しては、放課後等デ
イサービスを行うなど、障害児の個別の
発達段階や特性に応じた効果的な療育の
充実を図ります。

60

③幼稚園における特
別支援教育の充実

特別な配慮を必要とする幼児に対して、
専門的知識・技能を有する特別支援アド
バイザーが公私立幼稚園を訪問し、幼児
の観察等を通して、教員、保護者への指
導・助言を行います。また、区立幼稚園
における介助員の配置や障害児を受け入
れる私立幼稚園に対する経費の補助を行
うことで、幼児一人ひとりの教育的ニー
ズに応じた教育環境・内容・方法の充実
を図ります。

60

私立幼稚園に対し専門アドバイ
ザーを派遣し、幼児に対する指
導・助言を教員、保護者に向けて
行いました。また、障害児の受け
入れを行っている私立幼稚園に対
し、経費の補助を行いました。
・区立幼稚園には、特別支援アド
バイザーが計56回公私立幼稚園を
訪問またはリモート相談を行い、
教員、保護者への指導・助言を行
いました。また、介助員を計58名
配置しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、様々な障害を持
つ幼児が通う私立幼稚園に
対し支援を行うことで、幅
広い教育環境の充実に取り
組みます。
区立幼稚園においても引き
続き、特別支援アドバイ
ザーの訪問や介助員の配置
を通して、幼児一人ひとり
の教育的ニーズに応じた教
育環境・内容・方法のさら
なる充実を図ります。

教育長室
学務課
教育人事企
画課

障害のある児童が地域の中でいきいきと
過ごせるよう、子ども中高生プラザ、児
童館等のバリアフリー化を図るととも
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。
また、障害のある児童に適切な支援を行
えるよう、医師・カウンセラーによる巡
回指導を充実するとともに、職員研修を
実施します。

60

新型コロナウイルス感染症の影響
により規模を縮小しての実施とな
りましたが、医師やカウンセラー
による巡回指導を行い、障害のあ
る子どもが児童館等で快適に過ご
せる体制を整えました。

当初
計画
どお
り

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、適切に職員の配
置をし、障害のある児童が
地域の中でいきいきと過ご
せる体制を整えます。

子ども家庭
課

区立児童発達支援センター障害児
通所支援事業（児童発達支援、放
課後等デイサービス、居宅訪問型
児童発達支援、保育所等訪問支
援）を実施しました。

児童発達支援事業１日定員：82名
放課後等デイサービス事業１日定
員：10名

④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

12 ページ



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。 【基準日】令和３年３月３１日

７　ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

項番

76

77

78

79

80

81

82

実施人数；２名
利用実績が年々減少していたた
め、令和２年度末で事業を廃止し
ます。

当初
計画
どお
り

実施予定なし 人事課
①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。

62

（３）
区職員のワー
ク・ライフ・
バランスの取
組

港区ワーク・ライフ・バランス推
進企業認定証交付式に合わせてシ
ンポジウムを開催し、ロールモデ
ルとなる企業の好事例をパネル
ディスカッションや取組発表を通
して紹介しました。
区内企業を対象に、ワーク・ライ
フ・バランスや女性のキャリアデ
ザインをテーマに出前講座を実施
しました。

当初
計画
どお
り

港区ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業認定証交付式
に合わせてシンポジウムを
開催し、基調講演や企業の
事例共有等、ワーク・ライ
フ・バランスの取組促進に
向けた啓発を行います。
区内企業を対象に女性の活
躍とキャリア形成やワー
ク・ライフ・バランス推進
をテーマとした出前講座の
実施を募ります。

総務課

労働関係法令等やワーク・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
ス特集号を機会を捉えて配付する
とともに、区広報紙やホームペー
ジを活用し、情報発信しました。

当初
計画
どお
り

労働関係法令等やワーク・
ライフ・バランスに関する
制度等について周知しま
す。

総務課

事業の募集パンフレットを
区内中小企業2,200社に郵送
配布し、区広報紙やホーム
ページ等で周知を行い、６
月末日まで推進企業の募集
を行います。

総務課

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、男性の介護支援奨励金を交付しま
す。

62

各種奨励金を交付しました。
　子育て支援奨励金12社
　配偶者出産休暇制度奨励金７社

　介護支援奨励金１社
　男性の子育て支援奨励金６社
　男性の介護支援奨励金１社
計27社

当初
計画
どお
り

奨励金の交付を通して、中
小企業における仕事と家庭
の両立を支援します。

認定企業数は、新規認定５社、更
新企業６社、その他認定継続中の
企業54社と合わせて合計65社とな
りました。
事業募集パンフレットを区内中小
企業2,200社に郵送配布するほ
か、産業振興課主催のワーク・ラ
イフ・バランスセミナーで当事業
を２回説明しました。また、広報
紙、区HP、男女平等参画情報誌
（Oasis）等でこの事業を広く周
知しました。
男性向けの講座として第１回「男
性と介護」第２回「男性と育児」
を実施し、介護と仕事、育児と仕
事、それぞれの両立を考えるきっ
かけとなる講座などを行いまし
た。

当初
計画
どお
り

総務課

（２）
事業所への支
援等

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。

62

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
ど労働者の権利に関わる関係法規、各制
度について、周知を図ります。

62

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、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。

62

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に向けて啓発を通
して働きかけます。

61

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12社、配偶者出
産休暇制度奨励金７社、介護支援
奨励金１社、男性の子育て支援奨
励金６社、男性の介護支援奨励金
１社の計27社に交付しました。

当初
計画
どお
り

各種制度の情報提供を図り
ながら、制度活用に向けた
啓発を行います。

総務課

（１）
父親の子育て
への参加の推
進

①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」に掲
載する情報の充実を図ります。

61

「父親手帳」を窓口や保健所で実
施する両親学級で配布し、父親の
子育てへの参加の環境づくりに取
り組みました。

当初
計画
どお
り

引き続き「父親手帳」を窓
口で配布し、また保健所で
実施する両親学級で配布し
ます。また、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防
止に配慮をしながらの運営
となるが、主に父親を対象
としたセミナー等を開催し
父親同士のネットワークづ
くりを支援します。

子ども家庭
支援セン
ター

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容
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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】令和３年３月３１日

８　放課後対策の総合的な推進

項番

83

84

85

86

87

88

89

90 継続して実施します。
子ども家庭
課

新・放課後子
ども総合プラ
ンに基づく取
組等

巻末ボックス
表４

（８）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
延長しました。

65

平成27年度以降、実施していま
す。
平成27年度からの開所時間
平日：放課後～午後7時
長期休業中の平日：午前8時～午
後7時
土曜日：午前8時～午後5時

当初
計画
どお
り

関係課で学童クラブ・放課
ＧＯ→の実施校拡大につい
て検討し、情報交換・共有
を行い、課題解決に取り組
みます。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

（７）特別な配慮を
必要とする児童への
対応に関する方策

障害のある児童が地域の中でいきいきと
過ごせるよう、子ども中高生プラザ、児
童館等のバリアフリー化を図るととも
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。
また、障害のある児童に適切な支援を行
えるよう、医師・カウンセラーによる巡
回指導を充実するとともに、職員研修を
実施します。

65

新型コロナウイルス感染症の影響
により規模を縮小しての実施とな
りましたが、医師やカウンセラー
による巡回指導を行い、障害のあ
る子どもが児童館等で快適に過ご
せる体制を整えました。

当初
計画
どお
り

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、適切に職員の配
置をし、障害のある児童が
地域の中でいきいきと過ご
せる体制を整えます。

子ども家庭
課

（６）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。

65

教育委員会事務局、子ども家庭支
援部、各地区総合支所が連携し、
学童クラブ・放課ＧＯ→実施校拡
大について、検討しました。

当初
計画
どお
り

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

（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

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
室を設け、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。

65

小学校と連携・協力し、区立小学
校内に放課ＧＯ→室及び放課ＧＯ
→クラブ室を設置しました。ま
た、放課後の空き教室、校庭、体
育館等も利用し活動しました。

当初
計画
どお
り

引き続き、小学校と連携・
協力し、専用室のほか、空
き教室の利用についても調
整していきます。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

放課ＧＯ→再開後に、学童
クラブ事業との一体的な活
動をしていきます。

（４）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Ｇ
Ｏ→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。

65
新型コロナウイルス感染症の影響
により、放課ＧＯ→は休止しまし
た。

未実
施

当初
計画
どお
り

令和４年度の放課ＧＯ→ク
ラブしばはまの開設に向
け、準備します。

子ども家庭
課
生涯学習ス
ポーツ振興
課

（３）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。

64

条件が整った小学校に対し放課Ｇ
Ｏ→の実施を検討し、令和２年７
月に放課ＧＯ→クラブたかなわだ
いを開設しました。

Ｒ３年度の実施予定 担当課

（２）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Ｇ
Ｏ→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。

64
令和４年度放課ＧＯ→クラブしば
はまの開設に向け、準備を進めま
した。

当初
計画
どお
り

令和４年度放課ＧＯ→クラ
ブしばはまの開設に向け、
準備を進めます。

子ども家庭
課

（１）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【再掲】

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。

64

令和２年７月に、放課ＧＯ→クラ
ブたかなわだいが開設しました。
また、令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向け、準
備を進めました。

当初
計画
どお
り

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

令和４年４月の放課ＧＯ→
クラブしばはまの開設に向
けて、準備を進めます。

子ども家庭
課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

14 ページ



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。 【基準日】令和３年３月３１日

９　子どもの健全な育成に向けた施策の充実

項番

91

92

93

94

95

96

97

（１）
子どもが健や
かに成長でき
る環境の整備

健康推進課
⑦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
未満の児とその母親が宿泊または日帰り
で滞在できる場を提供し、心身のケア、
母乳や育児等の相談、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。

67

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152回
実施し、1,523件の相談に対応し
ました。

１～４か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
32回実施し、617組、1,237人利用
しました。

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し
た。

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回開催しまし
た。

当初
計画
どお
り

母子保健コーディネーター
（助産師相談窓口）の相談
を平日週３日１人体制から
週５日２人体制で実施し、
訪問に積極的に出られるよ
うにします。感染予防に配
慮しながらデイケア事業を
実施していきます。

⑥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通し
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。子どもたち
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。

67

ビオトープを有している小学校、
保育園、中学校等５施設に対し、
計６回にわたり、専門家を派遣
し、適切な維持管理に関する指導
や観察会の実施による有効活用方
法の提示を行いました。

当初
計画
どお
り

ビオトープを有している教
育施設のうち、希望する施
設に対し、専門家を派遣す
る予定です。

環境課

生涯学習ス
ポーツ振興
課

⑤快適な公衆・公園
トイレの整備

公衆トイレや公園トイレを計画的に整備
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、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。

67

三田綱町児童遊園便所建替工事
　老朽化したトイレをバリアフ
リー対応のトイレに整備しまし
た。

当初
計画
どお
り

一の橋公園便所の設計

公園整備に合わせ、バリア
フリー対応のトイレに整備
するため、設計を行いま
す。

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

④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、子どもの身近で安全な遊び場として
開放します。

67

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
して開放しました。
実施校数：17校
実施回数：182回

当初
計画
どお
り

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。

進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定

③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、
遊びを通して子どもたちの豊かな心身の
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。

67

高輪管内（高輪森の公園）
　年95回開催
高輪管内（亀塚公園）
　年９回開催
芝浦港南管内（港南三丁目遊び
場）
　年17回開催
※コロナの影響により6/3までの
期間は未開催

当初
計画
どお
り

②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。

67

豊岡町児童遊園の整備工事

　区民意見を反映した基本設計、
実施設計に基づき、地域の子供た
ちが安全に遊べる身近な場所にす
る、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
の拠点の一つとすることを目的
に、整備工事を行いました。

当初
計画
どお
り

担当課

（仮）高輪三丁目児童遊園
の整備工事

　区民意見を反映した基本
設計、実施設計に基づき、
地域の子供たちが安全に遊
べる身近な場所にする、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す
ることを目的に、整備工事
を行う予定です。

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

高輪管内（高輪森の公園）
　年154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24回開催

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

①公園の整備

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。

66

本村公園の整備工事

　区民意見を反映した基本設計・
実施設計に基づき、子どもから高
齢者まで安全で快適に公園を利用
できるように整備工事を実施しま
した。

当初
計画
どお
り

一の橋公園の整備工事

　区民意見を反映した基本
設計・実施設計に基づき、
子どもから高齢者まで安全
で快適に公園を利用できる
ように、令和３年度から令
和４年度まで整備工事を実
施する予定です。

土木課
各地区総合
支所まちづ
くり課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
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98

99

100

101

102

103

68

港区青少年対策地区委員会との共
催で実施する予定でした「みなと
キャンプ村」は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止のため、事
業を中止しました。

未実
施

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、不健全図書の調査を行
い関係施設等へ周知を図り
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。

子ども家庭
課

②自主的・創造的な
活動の支援

青少年の健全育成を図るため、各地区青
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、地域の青少年関係団体
の活動を支援します。これらの活動を通
じ、青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。

68

青少年対策地区委員会活動に補助
金の交付や情報提供、共有の場を
設け支援を行いました。
中学校生徒が主体的に実施する防
災訓練を支援しました。

当初
計画
どお
り

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。

（３）地域に
おける子ど
も・子育て支
援の取組

①インターネットの
適正利用の啓発

成長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。

68

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、不健全と書類の
陳列法等々の調査を行い、関係施
設等へ周知しました。
７月の「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」に合わせ、区ホー
ムページでインターネットの適切
な利用について啓発活動を行いま
した。

当初
計画
どお
り

地域ぐるみの子育て環境の
整備を強化するため、新し
い赤坂地区版計画書に基づ
き、事業名を「赤坂・青山
子ども共育事業」と変更し
ます。講座については、地
域で活躍する専門的な技
能・知識を有する人を講師
に迎える等、地域資源をよ
り効果的に活用します。ま
た、親子で参加できる講座
を実施し、多世代交流の機
会を設ける等、講座内容を
工夫します。

赤坂地区総
合支所協働
推進課

令和３年度においても新型
コロナウイルス感染症の感
染防止のため、「みなと
キャンプ村」を中止しま
す。
港区青少年対策地区委員会
と協議し、代替的な取組を
検討し、青少年のリーダー
育成を図ります。

子ども家庭
課

②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】

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。

（２）
青少年の健全
育成のための
支援

子ども家庭
課

③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、青少年が地域活動のリー
ダーとなるよう支援します。

「子ども教育支援教室」事
業では、リモートによるプ
ログラムを引き続き実施し
ます。
「児童の放課後のあそび
場」事業は引き続き休止と
します。
また、令和３年度から「高
輪子どもコミュニティカ
レッジ」に事業名を変更
し、東海大学以外の高輪地
区の大学との連携を検討し
ていきます。

高輪地区総
合支所管理
課

③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
生と協働して取り組みます。

69

「子ども教育支援教室」事業
年９回実施。参加延べ人数68人
（新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、リモートによりプロ
グラムを実施）

「児童の放課後のあそび場」事業
東海大学への入校ができなかった
ため、令和２年度は中止しまし
た。

当初
計画
遅延

①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、「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「子育て支援員」などの地域
の人材を活用して、交流の促進を図りま
す。

68

年34回実施。延312人参加。
開催にあたっては、参加人数を制
限して実施しました。
※令和２年４月～６月まで新型コ
ロナウイルス感染予防のため、中
止しました。また、台風接近によ
り２回中止しました。

当初
計画
どお
り

実施回数は年42回を予定し
ており、うち３回はオンラ
インで実施します。
赤坂地区では、年３回土曜
開催を行います。
赤坂地区：27回実施
青山地区：12回実施
オンライン：３回実施

赤坂地区総
合支所区民
課

68

【文化講座】
①親子でチャレンジ！３Ｄモデリ
ング体験　1/24
②家族で確認！防災チェッ
ク！！！～自分と家族の命と健康
を守ろう～　2/21
③おこづかいを上手に使う！貯め
る！マネートレーニング！子ども
向けお金の講座　3/30

【スポーツ講座】
①おうちでおどろう！ダンス講座
3/21

当初
計画
どお
り
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104

105
⑤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・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。

69

年65回実施。参加延べ人数2,057
人（新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため25回中止）
＜計測・相談＞
年55回実施（20回中止）1,904人
＜交流会＞
10回（５回中止）　153人

関係機関連絡会　年１回実施（同
様に１回中止）
出席：21人

当初
計画
どお
り

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。

高輪地区総
合支所区民
課

専門職のプロジェクトチー
ムが身近な地域の児童施設
等に出向き、育児や保護者
の相談に応じて不安の解消
を図るとともに、地域の仲
間づくりを行います。今年
度から、プレママ（妊婦）
相談を開始します。
＜計測・相談＞
・年75回
＜プレママ相談＞
・年24回
＜交流会＞
・年15回
＜関係機関連絡会＞
・年１回

芝浦港南地
区総合支所
区民課

④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。

69

年36回実施、参加延べ人数192人
＜ほっとひといき子育て相談＞
・相談・計測：保護者（71人）、
乳幼児（69人）
＜ぱぱまま育児相談＞
・相談・計測：保護者（31人）、
乳幼児（21人）
※令和２年４月～７月上旬まで新
型コロナウイルス感染予防のた
め、中止しました。
ぱぱまま育児相談については、７
月以降はほっとひといき子育て相
談と同様の内容を実施しておりま
す。

＜ほっとひといき子育てサロン＞
・年３回実施、参加延べ人数18人
・ﾐﾆ講座テーマ：産後ストレッ
チ、歯の話、ベビーマッサージ
・参加者：保護者（９人）、乳児
（９人）
※令和２年４月～12月まで新型コ
ロナウイルス感染予防のため、中
止しました。

当初
計画
どお
り

17 ページ



港区子ども・子育て支援事業計画事業実施状況調査票 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。 【基準日】令和３年３月３１日

１０　子どもの未来を応援する施策の充実

項番

106

107

108

109

110

111

112

113

（２）
生活環境の安
定の支援

（３）
経済的安定の
支援

子ども食堂については、新
たな支援策を検討します。

学習ボランティア養成事業
は令和２年度をもって「廃
止」し、今後は学習支援事
業を通じて人材を確保、育
成等していきます。

子ども家庭
課
生活福祉調
整課

自立支援教育訓練給付金及
び高等職業訓練促進給付金
等の問い合わせに迅速に対
応します。

子ども家庭
支援セン
ター

（４）
地域で子ども
の未来を応援
する体制の整
備 ①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民等に対し
子どもの未来応援施策の理解を促進する
とともに、地域で子どもたちを応援する
人材を確保し、育成します。

72

孤食解消と保護者支援事業とし
て、子ども食堂を運営する個人や
団体に対して支援を行いました。

学習ボランティア養成事業を年２
回開催し、子どもの未来応援施策
の理解を促進しました。

当初
計画
どお
り

③保護者に対する就
労の支援

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。

72

自立支援教育訓練給付金及び高等
職業訓練促進給付金等の問い合わ
せ件数が増加しました。ひとり親
家庭の就職のために港区生活・就
労支援センターを案内しました。

当初
計画
どお
り

②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、就学
援助、各種の手当等の支給や資金の貸付
け等の経済的支援を行います。

72

就学援助では例年通りの申請・認
定に加え、新型コロナウイルス感
染症拡大に伴う前年度所得によら
ない認定の実施をしました。
奨学資金貸付実績　65名

当初
計画
どお
り

就学援助制度は引続き実施
します。

奨学資金の貸付けに加え、
令和３年度から給付による
支援も実施します。

学務課
教育長室

①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】【再掲】

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。

71

離婚時に取り決めた養育費の確実
な履行を支援するための養育費保
証利用助成は６件の相談がありま
したが、実施に結び付きませんで
した。面会交流コーディネート事
業は３件の実績となりました。

当初
計画
どお
り

養育費保証利用助成と面会
交流コーディネート事業の
利用をわかりやすく説明し
利用率を上げます。

子ども家庭
支援セン
ター

引き続き、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止の
ため、時間と人数を一部制
限して実施します。

子ども家庭
支援セン
ター

③相談体制の整備

小学校及び中学校では、学びの未来応援
ケース会議を開催し、養育不安や不登校
など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、生活困窮者自立相
談支援窓口である、港区生活・就労支援
センター事業を通じて、子どもが高校や
大学等への進学後も就業や生活について
の支援を行い、社会的自立まで切れ目の
ない支援体制を構築します。

71

年に３回、学びの未来応援ケース
会議を開催し、養育不安や不登校
など課題がある家庭に対し、ス
クールソーシャルワーカーを年間
467単位（１単位30分）派遣しま
した。

港区生活・就労支援センターで行
う学習相談支援事業利用実績　６
件

当初
計画
どお
り

年に３回、学びの未来応援
ケース会議を開催し、養育
不安や不登校など課題があ
る家庭に対し、スクール
ソーシャルワーカーを派遣
します。

港区生活・就労支援セン
ターの事業にて、子どもの
いる世帯および子ども自身
に対し、学習や進学等に関
する助言や情報提供などを
行います。

②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、子育てひ
ろば事業などを通じて、親の妊娠・出産
期から社会的孤立に陥ることのないよ
う、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。

71

子育てひろば事業は、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止のた
め、利用する時間や人数を一部制
限して実施しました。

当初
計画
どお
り

教育人事企
画課
生活福祉調
整課

①高校生不登校への
支援【新規事業】

不登校について、これまで支援の少な
かった高校生へも支援の対象を広げ、子
どもを身近で支える保護者を対象に、不
登校の現状や家庭での接し方などを理解
し、相談・支援機関の情報に接すること
ができる機会を設けるための理解促進事
業を実施します。なお、引き続き、各
小・中学校へ週１回以上スクールカウン
セラーを配置するほか、各学校からの要
請に応じてスクールソーシャルワーカー
を派遣するなど、学校教育相談体制を充
実し、教育と福祉の両面から、不登校や
虐待などの問題解決を図るとともに、適
応指導教室（つばさ教室）での指導・相
談や、教育センターでの教育相談等の支
援を継続していきます。

71

スクールカウンセラーを各小・中
学校に週１日以上配置しました。
令和２年度の配置の延べ日数は
814日でした。

スクールソーシャルワーカーを学
校からの要請に応じて派遣しまし
た。令和２年度の派遣件数は467
件（30分を１件とします）でし
た。

適応指導教室（つばさ教室）で
は、児童・生徒の状況に応じた相
談、指導・支援を実施しました。
また、学校との連絡会、保護者会
を学期に1回開催しました。

教育センターでは、来所及び電話
での教育相談を実施しました。令
和２年度は、来所相談が233件、
電話教育相談が219件でした。

当初
計画
どお
り

引き続き、各小・中学校へ
週1回以上スクールカウンセ
ラーを配置し、各学校から
の要請に応じてスクール
ソーシャルワーカーを派遣
します。また、適応指導教
室での指導・相談や、教育
センターでの教育相談等の
支援を継続していきます。

教育人事企
画課

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容

①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・生徒や学習等での課題を抱え
ている児童・生徒に対し、学習支援に加
え、生活習慣・育成環境の改善に関する
助言、教育及び就労に関する支援を行い
ます。また、高校生に対しては、中退防
止のための相談・支援を行います。

70

学習支援事業利用実績
　中学生　130人
　高校生　 51人

当初
計画
どお
り

中学生は、学習ボランティ
ア等を講師とする講師１名
につき生徒２名体制で実
施、高校生は講義形式等に
より実施しました。また、
あわせて高校中退防止に向
けた相談及び支援を実施し
ます。

生活福祉調
整課

掲載
ぺージ

現況（Ｒ３年３月末時点）
進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

（１）
教育・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 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。 【基準日】令和３年３月３１日

１０　子どもの未来を応援する施策の充実

項番

第３章 施策内容 基本方針

項目 計画事業 計画内容
掲載

ぺージ
現況（Ｒ３年３月末時点）

進捗
状況

Ｒ３年度の実施予定 担当課

114

115

子ども家庭
課

③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民間企業が
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。

72

子ども食堂運営団体と地域の住
民・民間企業と連携するネット
ワークを推進し、提供物資を子ど
も食堂運営団体へ循環させまし
た。
新型コロナウイルス感染症の影響
により、子ども食堂は規模・回数
を縮小して開催しました。

当初
計画
どお
り

ネットワークを通じ、子ど
も食堂運営団体と、個人・
企業のマッチングを図り、
提供物資を食堂運営団体へ
提供する体制を整えます。
コロナ禍であっても安全・
安心に利用できるよう対策
を取りながら、子ども食
堂・フードパントリー等を
実施し、子どもの孤食解消
を図ります。

子ども家庭
課

②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。

72
企業や大学等と連携し、学習支援
事業のボランティアを養成する講
座を年２回開催しました。

当初
計画
どお
り

引き続き企業や大学等と連
携のうえ、養成講座等を開
催し、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。
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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 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。
【巻末ボックス表１】
１教育・保育施設等の充実

＜計画＞ （人）

2号 2号 2号 2号 2号 2号
(幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児
教育) 教育) 教育) 教育) 教育) 教育)

認定別 2,555 615 2,457 613 2,319 601 2,281 593 2,311 601

合計

特定教育・
保育施設

私学助成
幼稚園

（人）

2号 2号 2号 2号 2号 2号
(幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児 (幼児
教育) 教育) 教育) 教育) 教育) 教育)

認定別 2,882 270

合計

特定教育・
保育施設

私学助成幼
稚園

箇所数 28箇所 28施設

過不⾜（②－①） 456

1号 1号 1号 1号

②
確
保
策

1,706

3,608

1,907

①
利
⽤
者
数

3,152

28箇所

（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）Ｐ28　【教育長室】

＜実績記入＞

幼児教育

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

箇所数 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所 28箇所

1号

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1号

3,613（※）

1,907

過不⾜（②－①） 443 543 693 739 701

②
確
保
策

1,706

3,613（※） 3,613（※） 3,613（※） 3,613（※）

①
⾒
込
み 3,170 3,070 2,920 2,874 2,912

幼児教育
1号 1号 1号 1号

R６年度
2019年度
R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1号 1号
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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 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。
【巻末ボックス表２】
１教育・保育施設等の充実

＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）
R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,983 4,065 4,082 4,116 4,266 3,572
合計 3,970 4,246 4,605 4,810 4,967 5,049 合計 3,970 4,246

特定教育・
保育施設

2,921 3,189 3,430 3,589 3,848 3,953 特定教育・
保育施設

2,921 3,189
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
認可外保育
施設

認可外保育
施設

（保育室・
認証・保育
サポート）

（保育室・
認証・保育
サポート）

263 540 728 851 783 674

【量の見込みと確保策（３号認定）】　　【保育政策課】
＜計画＞ （人）

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
919 3,221 960 3,336 991 3,513 1,022 3,672 1,058 3,810

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）

131 461 111 382 102 261 92 178 97 165

＜実績入力＞ （人）

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
645 2,711

合計 976 3,441 1,050 3,682
特定教育・
保育施設

630 1,959 724 2,251

特定地域型
保育事業

51 251 51 251

認可外保育
施設

（保育室・
認証・保育
サポート）

405 971

【箇所数】　　【保育政策課】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

合計 117 126 130 134 138 143 合計 117 126
特定教育・
保育施設

66 76 80 83 88 93
特定教育・
保育施設

66 76

特定地域型
保育事業

13 13 13 14 14 14
特定地域型
保育事業

13 13

認可外保育
施設

認可外保育
施設

（保育室・
認証・保育
サポート）

（保育室・
認証・保育
サポート）

①⾒込み

②
確
保
策

295 1,231 275 260 1,086

過不⾜（②－①）

275 1,152 275 1,136 260 1,0861,180

R２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

R３年度

過不⾜（②－①）

保育
（2号認定（幼児教

育以外））
①利⽤者数

②
確
保
策

過不⾜（②－①）

1,049 1,057

（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）Ｐ31　　【保育政策課】

保育
（2号認定（幼児教

育以外））
①⾒込み

②
確
保
策

1,049 1,057 1,175 1,221 1,119 1,096

R５年度 R６年度
（3号認定） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

保育 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

①利⽤者数

②
確
保
策

295 1,231

保育施設
等

38 37

過不⾜（②－①）

【量の見込みと確保策（２号認定（幼児教育以外））】

保育施設
等

38 37 37 37 36 36

275 1,180

保育
（3号認定）

R元年度
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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 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

【巻末ボックス表３】
２地域子ども・子育て支援事業の充実
（１）利用者支援事業Ｐ34　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

基本型・特
定型

7 7 7 7 7
基本型・特
定型

7

⺟⼦保健型 1 1 1 1 1 ⺟⼦保健型 1
基本型・特
定型

7 7 7 7 7 7
基本型・特
定型

7 7

⺟⼦保健型 1 1 1 1 1 1 ⺟⼦保健型 1 1

過不⾜
基本型・特
定型

0 0 0 0 0 過不⾜
基本型・特
定型

0

（②－①） ⺟⼦保健型 0 0 0 0 0 （②－①） ⺟⼦保健型 0

（２）時間外保育事業（延長保育事業）Ｐ35　　【保育課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

1,218 1,254 1,288 1,322 1,370 1,196
② 合計 1,229 1,432 1,494 1,538 1,579 1,616 ② 合計 1,229 1,347

確保策 特定教育 確保策 特定教育
保育施設 保育施設
特定地域型 特定地域型
保育事業 保育事業
認可外 認可外
保育施設 保育施設

214 240 250 257 246 151
117箇所 126箇所 130箇所 134箇所 138箇所 143箇所 117箇所 126箇所

（３）放課後児童クラブ事業（学童クラブ事業）Ｐ36　　【子ども家庭課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,089 3,139 3,309 3,454 3,494 2,949
② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519 ② 合計 3,249 3,309

確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768 確保策 低学年 2,599 2,614
⾼学年 650 695 662 694 700 751 ⾼学年 650 695

220 170 160 25 25 360
35箇所 35箇所 36箇所 37箇所 37箇所 37箇所 35箇所 36箇所

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）Ｐ37　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 1,919 1,927 1,929 1,930 1,954 ①実利⽤者数 1,586
②確保策 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 ②確保策 4,550 4,550
過不⾜（②
－①）

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

2,964

箇所数 2箇所 2箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 箇所数 2箇所 2箇所

（５）乳幼児家庭全戸訪問事業Ｐ38　　【健康推進課】
＜計画＞ （回） ＜実績入力＞ （回）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2,961 3,022 3,055 3,082 3,124 2,961 3,022 3,055 3,082 3,124
② 実施数 2,961 3,022 3,055 3,082 3,124 ② 実施数 1,512

確保策 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 助産師19名 確保策 助産師19名 助産師22名
保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名 保健師14名

実施機関 実施機関
委託団体等 委託団体等

0 0 0 0 0 1449

（６）養育支援訪問事業Ｐ39　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

登録世帯 18世帯 19世帯 19世帯 20世帯 20世帯 登録世帯 10世帯
派遣回数 208 214 221 227 233 派遣回数 167
派遣回数 202 208 214 221 227 233 派遣回数 202 208
実施体制 実施体制

0 0 0 0 0 41

（７）地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）Ｐ40　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人回／年） ＜実績入力＞ （人回／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 299,155 301,579 309,789 319,865 329,102 ①実利⽤者数 95,531
②確保策 342,845 347,426 367,426 367,426 367,426 367,426 ②確保策 342,845 347,426
過不⾜（②
－①）

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

251,895

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

①⾒込み

②確保策

①⾒込み

808 1,041 1,090

①⾒込み

②確保策

過不⾜（②－①）
箇所数

①利⽤者数

808

過不⾜（②－①）
箇所数

377 361 374 379 354 350

1,127 1,193 1,234

44 30 30 32 32 32

377 377

925

44 45

①⾒込み

過不⾜（②－①）
箇所数

①⼊会児童数

過不⾜（②－①）
箇所数

過不⾜（②－①）

①⾒込み

実施体制

みなと保健所
東京都助産師会品川港地区分会

過不⾜（②－①）

①⾒込み

実施体制

みなと保健所
東京都助産師会品川港地区分会

過不⾜（②－①）

①利⽤数

②確保策
委託によるヘルパー

過不⾜（②－①）

①⾒込み

②確保策
委託によるヘルパー
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（８）一時預かり事業（幼稚園等の預かり保育）Ｐ41　　【教育長室】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）
幼稚園等
の

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度
幼稚園等
の

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

預かり保
育

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
預かり保
育

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 46,690 45,196 43,001 42,348 42,908 ①利⽤者数 28,203
②確保策 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 59,403 ②確保策 59,403 51,190
過不⾜（②
－①）

12,713 14,207 16,402 17,055 16,495
過不⾜（②
－①）

22,987

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

（９）一時預かり事業（幼稚園等の預かり保育以外）Ｐ42　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 80,963 88,476 95,730 102,989 111,577 ①利⽤者数 48,675
②確保策 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 114,262 ②確保策 114,262 114,262
過不⾜（②
－①）

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

65,587

箇所数 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 18箇所 箇所数 18箇所 18個所

（１０）病児・病後児保育事業Ｐ43　　【保育課】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 6,356 6,540 6,718 6,893 7,146 ①利⽤者数 1,772
②確保策 6,482 6,804 6,804 7,290 7,776 7,776 ②確保策 6,482 6,832
過不⾜（②
－①）

448 264 572 883 630
過不⾜（②
－①）

5,060

箇所数 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所 箇所数 ６箇所 6箇所

（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）Ｐ44　　【子ども家庭支援センター】
＜計画＞ （人日／年） ＜実績入力＞ （人日／年）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183 ①利⽤数 3,026
②確保策 3,369 3,506 3,681 3,882 4,063 4,183 ②確保策 3,369 3,506
過不⾜（②
－①）

0 0 0 0 0
過不⾜（②
－①）

480

（１２）妊婦健康診査Ｐ45　　【健康推進課】
＜計画＞ ＜実績入力＞

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

① 交付 ① 交付
⾒込み 対象者数 ⾒込み 対象者数

受診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回 受診回数 33,977回
② 健診者数 3,286⼈ 3,354⼈ 3,391⼈ 3,421⼈ 3,467⼈ ② 健診者数 2,903

確保策 健診回数 33,977回 34,680回 35,062回 35,373回 35,848回 確保策 健診回数 29,733
実施場所 実施場所
実施体制 実施体制

過不⾜ 健診者数 0⼈ 0⼈ 0⼈ 0⼈ 0⼈ 過不⾜ 健診者数 383
②－① 健診回数 0回 0回 0回 0回 0回 ②－① 健診回数 4,244

（１３）実費徴収に係る補足給付を行う事業Ｐ46　　【教育長室】
＜計画＞ （人） ＜計画＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

①⾒込み 504 504 504 504 504 ①⾒込み 504
②確保策 86 504 504 504 504 504 ②確保策 86 504
過不⾜（②
－①）

0 0 0 0 0
過不⾜（②
－①）

0

実施時期
満36週〜分娩 週に1回

3,286⼈

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

(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

満23週まで 4週間に1回
満24週〜35週 2週間に1回

3,286⼈ 3,354⼈ 3,391⼈ 3,421⼈

都内契約医療機関
医療機関に委託

(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

3,467⼈

検査項⽬

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

都内契約医療機関
医療機関に委託
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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 ※網掛けをしている事業は、再掲の事業です。

【巻末ボックス表４】
８　放課後対策の総合的な推進
（１）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【再掲】　　【子ども家庭課】
＜計画＞ （人） ＜実績入力＞ （人）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

3,089 3,139 3,309 3,454 3,494 2,949
② 合計 3,249 3,309 3,309 3,469 3,479 3,519 ② 合計 3,249 3,309

確保策 低学年 2,599 2,614 2,647 2,775 2,779 2,768 確保策 低学年 2,599 2,614
⾼学年 650 695 662 694 700 751 ⾼学年 650 695

220 170 160 25 25 360
35箇所 35箇所 36箇所 37箇所 37箇所 37箇所 35箇所 36箇所

（２）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P64　　【子ども家庭課】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 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 箇所数 15 16
追加整備の
内容

追加整備の
内容

（区⽴⼩学
校）

（区⽴⼩学
校）

（３）放課ＧＯ→の令和６（2024）年度までの整備計画P64　　【生涯学習スポーツ振興課・子ども家庭課】
＜計画＞ （箇所） ＜実績入力＞ （箇所）

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 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 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 箇所数 17 18
追加整備の
内容

追加整備の
内容

（区⽴⼩学
校）

（区⽴⼩学
校）

①⼊会児童数

過不⾜（②－①）
箇所数

①⾒込み

過不⾜（②－①）
箇所数

区⽴⾼輪台
（仮称）区
⽴芝浦第⼆

区⽴⾼輪台

区⽴⾼輪台
（仮称）区
⽴芝浦第⼆

区⽴⾼輪台
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