
発行／港区　発行部数112，000部　編集／子ども家庭支援部子ども家庭支援センター　〒108－8315　港区三田1－4－10

子育て特集号
平成30年
（2018年）7.11

㈹
℻ 

http://www.city.minato.tokyo.jp

　区では、区民の皆さんが安心して出産・子育てができるよう、親子の生
活と健康づくりを支援するため、さまざまな子ども・子育て支援サービス
を行っています。ぜひご活用ください。

あなたの子育てを
サポートします

あなたの子育てを
サポートします

２面：子どもを預けたい
３面：相談したい

４・５面：子育てを支援します
　　６面：年齢別子育てサポート表
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子ども家庭支援センター子育て支援係� ☎6400－0090
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乳幼児一時預かり

子どもを預けたい

場所 対象 利用時間 費用 申し込み期日 問い合わせ

あっぴぃ港南

4カ月～就学前のお子さん
※�区外在住者でも利用で
きます

午前8時30分～午後6時30分
（年末年始を除く）

5時間以内（1時間単位）

月～土曜
1時間当たり500円

日曜、祝日
1時間当たり600円

利用希望日の1カ
月前の同日～前日

（　　　　）区外在住者は
3日前～前日

あっぴぃ港南
☎6712－0688

あっぴぃ新橋 あっぴぃ新橋
☎5425－7525

あっぴぃ麻布 あっぴぃ麻布
☎5114－9900

あっぴぃ西麻布 あっぴぃ西麻布
☎5467－7175

あっぴぃ芝浦 あっぴぃ芝浦
☎5730－3253

あっぴぃ赤坂 あっぴぃ赤坂
☎3475－3900

あっぴぃ白金台 あっぴぃ白金台
☎6450－4249

みなと子育て応援
プラザPokke

4カ月～就学前のお子さん
�※�区外在住者でも利用で
きます

午前7時15分～午後8時15分
4時間まで2000～3000円
4時間以上1時間当たり
500～700円追加

利用希望日の1カ
月前～2日前の正
午

みなと子育て応援
プラザPokke

☎6435－0411

子育てひろば
「あい・ぽーと」

2カ月～小学6年生
※�区外在住者でも未就学
児は可
　小学生は保護者が在勤・
　在学者の場合のみ可

未就学児
午前7時30分～午後9時

小学生
午後4時30分～9時

未就学児
1時間当たり原則として800円
小学生
1時間当たり原則として500円
（早朝・夜間、日曜、祝日は
割り増しがあります）

利用希望日の1カ
月前～前日の正午

子育てひろば
「あい・ぽーと」

☎5786－3250

保護者の社会参加やリフレッシュ等、理由を問わずお子さんをお預かりします。

一時保育
場所 対象 利用時間 費用 申し込み期日 問い合わせ

芝浦アイランドこども園

4カ月～就学前のお子さん
※区内在住者のみ

午前7時15分～午後6時15分で
必要な時間、月8日以内
（日曜、祝日、年末年始を除
く）

1日3000円
（5時間以内は1500円）

利用希望日の1カ月前
～2日前
（初回は1週間前まで
に事前面接が必要）

芝浦アイランドこども園
☎5443－2530

神明保育園 神明保育園
☎6809－1099

たかはま保育園 たかはま保育園
☎5781－0255

南青山保育園
ぱんだるーむ

5月～翌年2月で、月8回以内
午前9時30分～午後4時
（土・日曜、祝日、年末年始
を除く）�
※�保育園の行事等と重なると
きは、お断りする場合があ
ります。

1日3000円
（5時間以内は1500円）

利用希望日の1カ月前
～前日午後5時
（初回は事前登録が必
要）

南青山保育園
☎3401－5047

南麻布保育園
たんぽぽるーむ

南麻布保育園
☎3442－5907

飯倉保育園
いちごるーむ

飯倉保育園
☎3583－5805

愛星保育園

午前7時～午後8時15分（8時間
以内で、延長可、土曜は午後
6時まで）で原則月8回以内
※�4カ月～1歳未満は午前9時
～午後5時

1日1600～3000円
（8時間超過は、1時間当
たり400円追加）
※別途食事代あり

利用月前月の1～7日
※8日以降は要相談

愛星保育園
☎3441－5410

受付時間　月～金曜
午前10時～午後5時

ベネッセ港南保育園

午前7時～午後6時（日曜、祝
日、年末年始を除く）で一時
保育は原則8回以内
※�4カ月～1歳未満は午前8時
～午後6時
※�緊急一時保育は1カ月以内
　午後10時まで

2時間以内800円
2～4時間以内1500円
4～6時間以内2200円
6時間超過は1時間当たり
400円追加
※別途食事代あり

利用月前月の5日～利
用日の10日前
（緊急一時保育は、利
用日の前日の午後4時
まで）

ベネッセ港南保育園
☎5783－5874

受付時間　月～金曜
午前10時～午後4時

ご家庭で保育している人が一時的に家庭で保育ができない場合に、お子さんをお預かりします。

区立保育園の緊急一時保育
場所 対象 利用時間 費用 申し込み期日 問い合わせ

各区立保育園・
芝浦アイランドこども園

区内在住で認可保育園等
に入園していない4カ月～
就学前のお子さん

午前7時15分～午後6時15分の
間で必要な時間
（平日のみ延長保育利用可）
1日単位で1カ月以内（日曜、
祝日、年末年始を除く）

1日3000円
（5時間以内は1500円）
延長保育1時間当たり400
円

利用希望日の1週間前
～前日午後5時15分

各区立保育園・
芝浦アイランドこども園

☎欄外参照

保護者の出産や疾病等、やむを得ない理由で一時的に日中お子さんの保育ができない場合に
お預かりします。

入　園 区には、保育園、幼稚園、認定こども園、みなと保育サポートがあります。詳しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。

幼稚園
　区立幼稚園は、区内在住で、保護者等が送り迎
え可能であれば入園の申し込みをすることができ
ます。

　私立幼稚園の入園手続きは、各幼稚園にお問い合わせくだ
さい。区内に区立幼稚園は12園、私立幼稚園は14園あります。

認定
こども園

　保育園と幼稚園の機能
や特長を併せ持ち、区内在
住等の0～5歳のお子さん

の保育と教育を一体的に行います。

◆区立保育園・芝浦アイランドこども園◆　麻布☎5545－7135　白金☎3441－5076　青山☎3401－1723　こうなん☎3450－3800　飯倉☎3583－1786
南麻布☎3442－8068　伊皿子坂☎3444－7601　南青山☎3401－1650　西麻布☎3409－4924　芝☎3455－4669　高輪☎3449－1641　本村☎3444－2385
赤坂☎3583－2156　芝公園☎3438－0435　台場☎5500－2360　芝浦アイランドこども園☎5443－2530　神明☎6809－1099　たかはま☎5781－0255
しばうら☎3452－5200　東麻布☎3584－3811

　区内在住・在勤等
で、保護者が就労・
疾病等の理由で保

育ができない0～5歳のお子
さんをお預かりします。

保育園
　区内在住で、保護者
が短時間勤務等によ
り児童を保育できな

いご家庭を対象に、1日8時間以内、1カ
月160時間を上限に保育を行います。

みなと保育
サポート
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相　談

相談したい

相談名 相談内容 相談日時 申し込み・問い合わせ

来
所
・
電
話

助産師による
母子保健相談窓口

妊娠中から産後の身体や心、授乳や育児のこと
等

月・水・金曜
（午前9時～午後5時、祝日の場合
は翌日※ただし、土・日曜、年末
年始は除く）

健康推進課地域保健係　　☎3455－4431

子どもと子育てについて
の総合相談

子どもと子育ての総合相談
虐待の相談・通告の窓口
（訪問による相談を受け付けています）

月・水・金・土曜
（午前9時～午後5時）
火・木曜
（午前9時～午後7時）

子ども家庭支援センター相談担当
☎6400－0091

☎6400－0092（相談専用ダイヤル）

家庭相談
夫婦・親子・親族の間で生じるさまざまな問題、
離婚や離婚後の問題、子の監護や面会交流、認
知等の問題についての相談

火・金曜（予約制）
（午後1時～5時）

子ども家庭課家庭相談センター
☎3578－2436

ひとり親家庭相談
ひとり親家庭の各種貸し付けやさまざまな相談。
また、ひとり親家庭の就労に関する資格取得等
の情報提供

月～金曜（午前9時～午後5時）配偶者等からの暴力相談 配偶者等からの暴力についての相談。相談員に
よる援助・助言の他、必要に応じた保護

女性相談 女性相談員による女性の生活・職業等の問題に
ついての相談

教育相談 学校生活・友達関係・親子関係等

来所相談（予約制）
　月～金曜（午前9時～午後5時）
電話相談
　月～金曜（午前9時～午後7時）
　土曜（午前9時～午後5時）

教育センター
来所相談　　　　　　　　☎5791－5682
電話相談　　　　　　　　☎5791－5681

保健相談
（健康推進課地域保健係、
各総合支所保健師）

子どもと親の健康相談や育児相談等 月～金曜（午前8時30分～午後5時）

健康推進課地域保健係　　☎6400－0084
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区　　　　　　　　　☎3578－3161
麻布地区　　　　　　　　☎5114－8822
赤坂地区　　　　　　　　☎5413－7276
高輪地区　　　　　　　　☎5421－7085
芝浦港南地区　　　　　　☎6400－0022

栄養士による相談 子どもの食事・離乳食等

月～金曜
（午前10時～正午、午後2時～4時） 保育課保育支援係　　　　☎3578－2476

月～金曜(午前9時～午後5時) 健康推進課健康づくり係　☎6400－0083

区立保育園
子育て相談電話

保育士・看護師による育児相談等
（妊娠中から） 月～金曜（午前9時～午後5時）� 各区立保育園・芝浦アイランドこども園

子育て相談電話　　　　　　☎欄外参照

お子さんの
発達についての相談

発達に心配のある子どもの相談 月～金曜（午前9時～午後5時）� 発達支援センター相談室　☎3441－5260

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

電
話
・
メ
ー
ル

妊娠相談
思いがけない妊娠・予定外の妊娠にとまどって
いる人、妊娠中の体調のこと、出産費用が心配
な人、妊娠に関する悩みや疑問の相談

月～土曜（午前10時～午後10時）
（1月1日を除く）

東京都福祉保健局
少子社会対策部家庭支援課
　　　　　　　　　　　　☎5339－1133

東京都ホームページの相談フォームに必
要事項を入力の上、メール送信

妊娠相談ほっとライン �検索�

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

みなと
子ども相談ねっと

18歳未満の子ども自身による悩みや不安の相談
（パソコン・スマートフォン・携帯電話からいつ
でも相談できます）

いつでも（24時間受け付け）
※�2～3日(遅くとも1週間以内）で
回答します。

みなと子ども相談ねっと
https://minato.kodomosoudan.net

子ども家庭支援センター相談担当
　　　　　　　　　　　☎6400－0091・2

来
所
の
み

母子メンタルヘルス相談 母親自身の心の問題の相談（専門医による相談） 月2回（予約制、保育あり）

健康推進課地域保健係　　☎6400－0084

グループお母さんの時間 育児や家庭でのつらい気持ちを語り合い、分か
ち合う集いの場 月1回（予約制、保育あり）

すくすく育児相談 子どもの発達・発育・食事・歯・しつけや子ど
もの心理・母親自身等の相談 月1回（予約不要）

訪
問

妊婦訪問 妊娠中の身体や心のこと等 月～金曜（午前9時～午後5時）

産婦訪問 産後、母子の身体や心のこと等 月～金曜（午前9時～午後5時）

ママの健康相談 出産後1年未満の母の体調や母乳・卒乳のこと等 月～金曜（午前9時～午後5時）

◆区立保育園・芝浦アイランドこども園子育て相談電話◆　麻布☎3583－0648　白金☎3441－5022　青山☎3401－5041　こうなん☎3450－5004　飯倉☎3583－5805
南麻布☎3442－5907　伊皿子坂☎3444－5404　南青山☎3401－5047　西麻布☎3407－5031　芝☎3455－5039　高輪☎3449－5047　本村☎3444－5087
赤坂☎3583－5107　芝公園☎3438－0595　台場☎5500－5097　芝浦アイランドこども園☎5443－7337　神明☎5733－6822　たかはま☎5781－0255
しばうら☎5232－1130　東麻布☎3584－3811
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子育てを支援します

港区出産・子育て応援メール

子ども家庭支援センター子育て支援係
� ☎6400－0090

問い合わせ

　毎日、胎児の様子や妊婦さんへの食事・生活
のアドバイスをお届けします。

　出産後のお子さんの成長の様子やお世話の仕
方、授乳・離乳食のこと等、子育てに役立つ情
報を定期的に配信します。妊娠時に登録した人
も、出産後に再登録が必要です。

対象
　区内在住で、妊婦とその家族および3歳
未満のお子さんの保護者とその家族
費用

　登録・配信は無料です(通信費は自己負
担)。
登録方法
　左の二次元コードを読み取って空メール
を送信してください。

産前 産後産後メール

産前 産後産前メール

妊
娠
中

出
産
後

みんなと里親プロジェクト　全ての子どもに家庭のぬくもりを

子ども家庭課児童相談所設置準備担当� ☎3578－2177
子ども家庭支援センター相談担当� ☎6400－0091

問い合わせ

　私たちの身近な地域には、保護者の家出・
離婚・病気等、さまざまな事情で親と一緒に
暮らせない子どもたちがいます。
　このような子どもたちが、温かい家庭で安
心して育つことができるように、実親に代
わって、家庭に迎え入れて育てる仕組みが里
親制度です。
　区では、一人でも多くの子どもたちが家庭
的な雰囲気の中で生活できるよう、里親制度

への理解を広げるさまざまな活動をしていま
す。
　里親制度を知りたい、里親の種類や要件を
知りたい、里親になりたい、特別養子縁組を
検討したい等の相談がある場合はお気軽にお
問い合わせください。

産前産後家事・育児支援サービス

○産前産後家事・育児支援サービスについて
子ども家庭支援センター子育て支援係� ☎6400－0090
○ひとり親ホームヘルプサービスについて
子ども家庭課家庭相談センター� ☎3578－2436

問い合わせ

　妊娠中または出産直後に日常生活にお困りの家庭に対して、ホームヘルパーまたは産前産後の母子専門
の支援員が訪問し家事または育児支援（産後ドゥーラ）を行います。

　事業所からヘルパーが訪問し、調理（下ごしらえ程度）・掃除・洗
濯・買い物等の一般的な日常生活に必要な家事の支援を行います
（育児や保育施設への送迎等は対象外です）。

家事支援 産後ドゥーラ

対　象
　区内在住で、妊婦および出産後120日以内
で日常生活にお困りの家庭
単胎妊娠の人
　妊娠中および出産後120日以内に合計96時
間（そのうち産後ドゥーラは9時間まで）
多胎妊娠の人
　妊娠中および出産後1年以内に合計200時
間（そのうち産後ドゥーラは18時間まで）

申し込み
　郵送または直接、利用申請書に必要事項
を明記の上、母子健康手帳（表紙と住所・氏
名の記入欄があるページ計2ページ）の写し
を、子ども家庭支援センターへ。
　詳しくは、お問い合わせください。

訪問時間
2時間 3時間 4時間

家事支援料金 1500円 2250円 3000円

産後ドゥーラ 2000円 3000円 4000円

※�住民税非課税世帯は半額、生活保護受給世帯は
　無料で利用できます。

　産前産後の母子専門の支援員が訪問し、調理等家事、育児や相談
等産前産後の生活全般の支援を行います（保護者不在時の、保育のみ
の利用はできません）。

※�ひとり親家庭の場合は「ひとり親ホームヘルプサービス（家事支援・育児支援）」
をご利用いただける場合があります。

支援内容

利用料金

◆各子育てひろば等◆　あっぴぃ新橋☎5425－7525　あっぴぃ麻布☎5114－9900　あっぴぃ西麻布☎5467－7175　あっぴぃ港南☎6712－0688　
あっぴぃ港南四丁目☎5796－8862　あっぴぃ芝浦☎5730－3252　あっぴぃ台場☎5520－9061　あっぴぃ赤坂☎3475－3900　あっぴぃ白金台☎6450－4249　
子育てひろば「あい・ぽーと」☎5786－3250　みなと子育て応援プラザPokke☎6435－0411
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（仮称）港区子ども家庭総合支援センターを平成33年４月に開設します

子ども家庭支援センター
子育て中の人が集う子

育て支援の拠点として、
子育てをテーマにした多様なイベ
ントの開催や子育てを支援する人

子育てコーディネーター

育児サポート子むすび　（ファミリーサポートセンター事業）

子育て支援員研修

　子育てコーディネーターは、子育てに関する悩みや不安をお聞きし、
情報収集の手伝いを行います。必要な場合は、適切な専門機関や行政
サービスにつなぎます。

　育児サポート子むすびは、子育ての手助けが必要な人（利用会員）と手助けができる人（協力会員）を結び、
地域全体で子どもの成長を支える住民相互の助け合い活動です。

　区では、区内で活動する「港区子育て支援員」の養成を目的とした研修を実施しています。子育て
や職場での豊かな人生経験を生かしたいと考えている人の参加をお待ちしています。

ところ ��
（1）子ども家庭支援センター
（2）子育てひろば「あい・ぽーと」

対　象
�　区内在住・在勤で育児サポート
を必要とする0歳～小学6年生のお
子さんの保護者
活動時間 ��
�　月～日曜午前7時～午後8時
※�1回の活動は、原則2時間以内で
す。
※�依頼内容や依頼時間によっては、

対　象 ��
　地域の子ども・子育て支援等の
仕事に関心があり、原則として港
区の子ども・子育て支援事業等に
従事することを希望する人。また
は既に従事している人
募集人数 ��
　年間120人（予定）

港区社会福祉協議会ボランティ
ア・地域活動支援係
�☎6230－0284　FAX6230－0285

問い合わせ

子育てひろば「あい・ぽーと」
� ☎5786－3250

問い合わせ

子ども家庭課児童相談所設置準
備担当　� ☎3578－2177

問い合わせ

お受けできない場合や協力会員
が見つからない場合があります。
サポート料金
　1時間800円（その他、協力会員
の交通費や、子どもの食事・おや
つ代は利用会員の負担）
活動内容 ��
　保育施設等への送迎や時間外の
保育、保護者の通院等外出時の保

費　用 ��
　無料（テキスト代・実習器具は
実費負担）
研修内容 ��
　基本研修、地域保育コース、地
域子育て支援コース等
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。

　区内の家庭が生き生きと子育てを楽しむことができ、全ての子どもたちの未来を守るために、
子ども家庭支援センター、児童相談所、母子生活支援施設の複合施設として整備します。

と　き ��
（1）�月・水・金・土曜：午前10時～午後5時
火・木曜：午前10時～午後7時

（2）�月・火・木・土曜：午前10時～午後5時
水・金曜：午前10時～午後7時

私たちが 

子育てコーディネーター です

●入山�眞知子さん●
　私たちは「寄り添う」�を活動のキーワードとして、
子育てについて1人で悩むことがないように、施設
を利用する人からさまざまな相談を受けています。

●勝倉�光夫さん●
　コーディネーターという役目に、とてもやりがいを感じ、子どもた
ちからも元気をもらっています。お気軽にお声掛けください。

子育てひろば「あい・ぽーと」� ☎5786－3250
子ども家庭支援センター子育てコーディネーター相談室
� ☎6400－0094

問い合わせ

各施設
の役割

のネットワークづくりの支援を行
います。また、どんな相談にも寄
り添うコーディネーターや、ひと
り親支援や女性の就労等、子ども
と家庭に関する相談に幅広く対応
します。
児童相談所
　子どもに関する問題のうち、児
童福祉司、医師、弁護士等による
専門的な知識や援助、技術が必要

な相談に対応します。
　一時的に親と暮らせない子ども
が生活する、一時保護所も併設し
ます。
母子生活支援施設
　さまざまな事情から養育が困難
になった母子家庭が入所し、安定
した生活と自立を支援していきま
す。

育等
申し込み �
�　利用会員・協力会員ともに、事
前に会員登録が必要です（無料）。
事前連絡の上、直接、港区社会福
祉協議会へ。
※�協力会員は、「港区子育て支援
員研修」または、「育児サポート
子むすび協力会員養成講座」の

※�この研修は受講者を「子育て支
援員」として認定するものであ
り、終了後の雇用先を紹介およ
び保証するものではありません。

どちらかの研修の受講後の登録
になります。詳しくは、お問い
合わせください。

子
育
て
コ
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ィ
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タ
ー
が
子
育
て
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で

保
護
者
・
お
子
さ
ん
と
交
わ
る
様
子

　南青山5丁目の3200平
方メートルの土地に、地
上4階建ての施設を開設

します。

施設の
概要
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子ども家庭支援センター子育て支援係� ☎6400－0090

す
こ
や
か
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長
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子
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０歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小学校 中学校

こんにちは赤ちゃん訪問
お子さんの体重測定や育児相談、産後の体調相談、母子保健サービスの
紹介をします。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

はじめての離乳食教室
5カ月頃のお子さんがいる保護者を対象に、離乳食の始め方について、
調理実演を交えて話をします。
◇健康推進課健康づくり係　☎６４00－008３

歯並び・かみ合わせ相談
３歳～小学生のお子さんを対象に区内の矯正歯科専門医が相談を実施し
ています。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

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

うさちゃんくらぶ
２～３カ月の初めてのお子さん（第1子）と保護者のつどいを実施してい
ます。　◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

ブックスタート
1歳の誕生日までのお子さんに、本との出合いのために、絵本を差し上
げます。　◇図書文化財課学校支援担当　☎３４３7－６６２1
バースディ
歯科健診

就学前のお子さんの誕生月前後に歯科健診を実施しています（３歳は３歳児健診で実施します）。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

子育て講演会 乳幼児の育児や健康についての講演会を実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

たんぽぽクラブ ３カ月～４歳くらいまでのお子さんと保護者のための交流の場です。児童館等で、地域の民生委員・児童委員
が交流のお手伝いをしています。　◇保健福祉課福祉活動支援係　☎３５78－２３79

保育園で
あそぼう

保育園に入園していないお子さんと保護者を対象に一緒に遊べる時間を設けています。園児と一緒に遊んだり、保育園の行事に
参加することもできます。　◇各区立保育園・芝浦アイランドこども園　☎２面欄外参照

未就園児の会
（幼稚園）

主に就学前のお子さんと保護者を対象に子ども同士が一緒に遊べる時間を設けています。園児と一緒に遊んだり、幼稚園の行事に参加することも
あります。　◇各区立幼稚園　☎欄外参照

子育てひろば 乳幼児親子が気軽に楽しめ、ゆったり過ごすことができる場所です。友達づくりや情報交換、各
種講座も実施しています。　◇各子育てひろば等　☎４面欄外参照

保育園・認定こ
ども園等

保護者が就労・疾病等の理由で保育できない0～５歳児をお預かりします。
詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

乳幼児一時預かり ２面参照
一時保育 ２面参照
区立保育園の緊急一時保育 ２面参照

みなと
保育サポート

パートタイム勤務や短時間勤務等により、児童を保育できない家庭を対象に、原則として1日8時間以内で1カ月1６0時間を上限に保育を行
います。
◇各みなと保育サポート（詳しくは、港区ホームページをご覧ください）、子ども家庭支援センター子育て支援係　☎６４00－0090

出産費用助成
出産費用（分娩費および入院費等６0万円を限度）から出産育児一時金等を差し引いた
額を助成します。　◇子ども家庭課子ども給付係　☎３５78－２４３３

出産育児一時金　国民健康保険に加入している人が出産したとき
に、出生児1人につき４２万円を支給します。
◇国保年金課給付係　☎３５78－２111（内線２６４0～２）
出産育児一時金の直接支払制度　入院時に医療機関等で手続きを行
うことにより、退院時に出産育児一時金４２万円を差し引いた額の支払
いで済みます。　◇国保年金課給付係　☎３５78－２111（内線２６４0～２）

ショートステイ 保護者の仕事や入院等により育児ができない時に、宿泊で６泊7日までお預かりします。
◇麻布乳児院について　子ども家庭支援センター　☎６４00－0090　◇みなと子育て応援プラザPokke　☎６４３５－0４11

子ども医療費
助成

中学校修了前（1５歳に到達後の最初の３月３1日まで）のお子さんが健康保険による診療・調剤を受けた時の医療費の自己負担分を助成します。
◇子ども家庭課子ども給付係　☎３５78－２４３0

子どもの疾病へ
の医療費助成

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

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

トワイライト
ステイ

保護者が仕事等で夜間に保育できないとき、夕食を提供し、お子さんをお預かりします。
◇みなと子育て応援プラザPokke　☎６４３５－0４11

幼稚園　３～５歳児が入園することができます。詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。
預かり保育　通常の保育終了後も在園児をお預かりします。
◇区立幼稚園　学務課学校運営支援係　☎３５78－２779
◇私立幼稚園　詳しくは、各私立幼稚園へお問い合わせください。

派遣型一時保育 理由を問わず、子育て・家庭支援者が自宅等に出向き、一時的な保育を行います。　◇子育てひろば「あい・ぽーと」　☎５78６－３２５0
育児サポート子むすび ５面参照

ふたごの会 ふたご（多胎）のお子さんと保護者の交流および情報交換のつどいを２カ月に1回実施しています。妊娠中の人もご参加いただけます。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

なかよし会 ダウン症のお子さんと保護者の交流および情報交換のつどいを年６回実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

ぷちとまとの会 おおむね２000グラム以下で生まれたお子さんとその保護者の交流および小講座を年３回実施しています。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

乳幼児のつどい 乳幼児と保護者が親子で楽しく遊ぶ事業を実施しています。
◇各児童館・子ども中高生プラザ・児童高齢者交流プラザ・飯倉学童クラブ　☎欄外参照

児童館・子ども
中高生プラザ等

遊戯室、図書室、工作室等の設備があり、乳幼児～高校生（飯倉学童クラブおよび子どもふれあいルームは乳幼児～小学生）が自由に遊べる施設です。乳幼児と保護者が
ゆっくりと過ごせる乳幼児ルームや乳幼児向けの遊具もそろっています。また、さまざまなつどいや行事も行っています。
◇各児童館・子ども中高生プラザ等　☎欄外参照

みなとっこ
（地域在宅子育
て支援制度）

家庭で育児をしている人（妊娠中から３歳の誕生日を迎えた最初の３月３1日まで）を対象に、近くの
保育園をかかりつけ保育園として登録すると、保育園からお便りが届く他、育児相談や親子イベン
トに参加することができます。　◇各区立保育園・芝浦アイランドこども園　☎２面欄外参照

Helloママサロン
・のんびりサロン

1～３カ月のお子さんと保護者の交流と助産師によ
る母体ケア、ベビーケア、母乳等の個別相談を実施
しています。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

予防接種 定期予防接種のお知らせを対象年齢に合わせてお送りします。　◇保健予防課保健予防係　☎６４00－0081

産前産後家事・育児支援サービス ４面参照
すこやかちゃんフッ素塗布
４～６歳のお子さんに対するフッ素塗布・歯科健診
を実施医療機関で行っています。
◇健康推進課地域保健係　☎６４00－008４

放課GO→、
放課GO→
� クラブ

　学校施設を活用し、放課後等に子
どもたちが安全・安心に活動でき
る居場所づくりを行っています。
　放課GO→クラブでは、学童クラ
ブ事業も実施しています。
◇各放課GO→、放課GO→クラブ

学童
クラブ

　保護者の就労・疾病等
の理由により保護を受け
られない児童をお預かり
します。
◇各児童館・子ども中高
生プラザ、放課GO→ク
ラブ等

◆児童館等◆　飯倉学童クラブ☎3583－6355　青山☎3404－5874　豊岡☎3453－1592　高輪☎3449－1642　白金台☎3444－1899　台場☎5500－2363　子どもふれあい
ルーム☎5467－7176　◆子ども中高生プラザ等◆　神明☎5733－5199　麻布☎5447－0611　赤坂☎5561－7830　高輪☎3443－1555　港南☎3450－9576　芝浦アイラン
ド児童高齢者交流プラザ☎5443－7338　◆区立幼稚園◆　赤羽☎3452－0246　本村☎3446－3677　南山☎3408－4785　麻布☎3583－1858　中之町☎3405－7619　青南
☎3402－0758　高輪☎3447－3356　三光☎3444－4233　白金台☎3443－5666　港南☎3471－7347　芝浦☎3452－0574　にじのはし☎5500－2577

年齢別子育てサポート表


