
 令和元年 教育委員会  
                                     

    第１９回   定例会 議事日程  
 

                 令和元年１１月１２日（火）午後３時 

 

第１ 報 告 

  【 子育て推進課 】 

   (１) 認可保育所整備・運営事業者募集の概要 

【 児童・家庭支援センター 】 

  （１）千代田区虐待防止キャンペーン 

  （２）千代田区子育て短期支援事業、一時預かり事業 運営事業者の決定 

  （３）麹町地区私立学童クラブ運営事業者募集の結果 

 

第２ その他 

  【 子ども総務課 】 

  （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（11月20日号）掲載事項 

 



 

 

認可保育所整備・運営事業者募集の概要について 
 

１ 公募の主旨 

  待機児童ゼロ達成のために認可保育所の開設を継続する必要があることから、第１期、

第２期で応募のなかった麹町地域について第３期公募を実施する。 

 

 

２ 公募スケジュール 

内 容 期 間 等 

公募開始・公募要項の公表 令和元年 11月 12日（火） 

質 問 書 の 提 出 期 限 令和２年１月 10日（金） 17時まで 

質 問 回 答 日 

区ホームページで適宜回答を公開します。 

最終回答日を以下とします。 

令和２年１月 17日（金） 

応募申込書類の提出期限 令和２年１月 31日（金）17時までに持参 

運営企画書類の提出期限 令和２年２月 21日（金）17時までに持参 

第 一 次 審 査 令和２年３月上旬 

第 二 次 審 査 令和２年３月中旬 

保 育 事 業 者 選 定 令和２年３月下旬 

 

３ 公募の要件 

定  員 50名以上 開 設 時 期 令和３年 10月１日 

  

麹町地域 

一ツ橋一丁目、九段南一丁目、九段北一～四丁目、 

富士見一～二丁目、飯田橋一～四丁目、 

平河町一・二丁目、麹町一丁目、麹町六丁目 

麹町二～五丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、

六番町、九段南二～四丁目 

１所 

程度 

実績要件 

令和元年 11 月１日現在、次の①～⑨の都県で児童福祉法（昭

和 22 年法律第 164号）第 35 条第４項の認可を受けて設置した

保育所、認定こども園（保育所型）または東京都認証保育所Ａ

型を直営で３年以上運営している法人 

①東京都 ➁神奈川県 ③埼玉県 ④千葉県 ⑤群馬県 

⑥栃木県 ⑦茨城県 ⑧静岡県 ⑨山梨県 
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経済基盤 

① 保育所の年間事業費の 12 分の１以上に相当する資金を、

普通預金等により保有していること。 

➁ １年間の賃借料に相当する額と 1,000 万円（１年間の賃

借料が 1,000 万円を超える場合には当該 1 年間の賃借料相

当額）を基本とする資金を普通預金等により保有している

こと。 

③ 決算期が３期以上経過し、かつ、直近３年間の会計期間

で連続して損失を計上していないこと。 

④ 直近期の会計期間で債務超過になっていないこと。 

   

４ 地域への説明 

  運営企画書の提出までに、下記の方法等により地域への事前説明を行う。 

 （１） 説明範囲 

      ・保育所の計画物件（既存物件の場合に限る）の入居者 

   ・保育所の計画予定地の同一区画内に存する建物の入居者 

   ・計画予定地と５メートル以内の幅員の公道又は私道を挟んで向かい合う敷地に存す

る建物の入居者 

    ※可能なかぎり、所有者へも情報提供するよう努めること。 

 （２） 説明方法 

     説明方法は、面談を原則とし、面談ができない場合は、次の内容を記した資料を

配布すること。 

   ・公募に応募すること 

    ※応募の段階であり、設置者・運営者として選定されない場合がある旨を必ず記載

すること。 

   ・施設名称（仮称） 

   ・開設に係る法人担当者氏名・連絡先 

   ・建設予定地住所、フロア 

   ・建物の概要 

   ・定員（各歳児別、総合計） 

   ・駐車場の有無 

   ・駐輪スペースの有無（台数も記載すること） 

 

５ 前回公募との変更点 

  ・第１期、第２期で応募のなかった麹町地域のみ第３期として再度公募を実施する。 

  ・開設時期は公募スケジュールを考慮し、令和３年 10月１日とする。 

   



すべての暴力と虐待をなくすために、11月1日～12月10日は、千代田区の虐待防

止強化期間です。地域の皆さんの、温かいまなざしや、優しい声かけなどのご協力

お願いします。様々なイベントを実施しますので、ぜひご参加ください。

秋葉原駅で先着4000名様にグッズをプレゼント！！

11月18日(月)10時から秋葉原駅乗り換え通路、中央口改札、昭和通り口改札で街頭キャ

ンペーンを実施します。今年度は、すべての虐待と暴力をなくすために児童・高齢者・障

害者の虐待防止、女性に対する暴力防止をかかげ街頭キャンペーンを行います。

警視庁シンボルマスコット「ピーポくん」とそのファミリー、東京都児童虐待防止マス

コット「おせっかい君」も来ます。

区内小学生が「僕たち私たちの大好きな人

を紹介します！！」

11月中、区内の小学生が書いた作品を千代田区

役所1階に掲示します。今回の千代田区虐待防

止強化期間の案内も掲示します。

ち

子育て応援‼見守り隊
～みんなで応援‼千代田っこ～

子ども110番、子育て世帯の

日頃の声かけや見守りを地域の

企業やお店とおこなっています。

協力店の目印はステッカーです。

千代田っこホットライン
～24時間365日対応します～

千代田区にお住いの18歳未満の子どもと家族

の子育て全般に関する相談をお受けします。

☎３２５６－８１５０

児童虐待防止講演会・養育家庭体験発表会

アンガーマネジメント

～子どもとの関わりの中で～

子育ては決して楽しいことばかりではありません。

「怒らない、叱らない」と思っていても、なかなかう

まくいかない事もあるのではないでしょうか？どうし

たら良いか、一緒に考えましょう

日時：11月13日(水)13時～1６時

対象：区在住の方、関心のある方40名(申し込み順)

場所：神田さくら館7階研修室(神田司町2-16)

＊入口は神田公園側から見て一番右側です

講師：モワンヌ前田未希氏(アンガーマネジメント

ファシリテーター。)

ちよだ 千代田区子育て応援‼キャラクター

千代田っこトレイン君

困った子どもや家族を見つけると

すぐにかけつける。

電車の中に、子ども達が元気に

なるものをたくさんのせている。

まま

ぱぱ

千代田っこままトレイン

千代田っこぱぱトレイン
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入場無料！！ 

千代田区在住または関心のある方 

先着４０名（申し込みは下記まで

お願いします） 

１１月児童虐待防止推進月間（千代田区オレンジリボンキャンペーン） 

令和元年１１月１３日（水）１３時～１６時 

千代田区神田さくら館 7階研修室 

千代田区神田司町２－１６ （入口は神田公園側から見て一番右側） 

（神田駅・淡路町駅・小川町駅 各徒歩５分） 

 

＜お申し込み・お問い合わせ＞ 

千代田区立児童・家庭支援センター 子ども家庭相談係 

📞 ５２９８－５５２１ 月～土（祝日除く） ９：００～１７：００ 

 

 

第１部 １３：００ 養育家庭体験発表会 

お子さんを預かって育てている里母さんに体験談をお話し

いただき、養育家庭制度の説明をします。 

第２部 １４：００ 児童虐待防止講演会 

アンガーマネジメント 

～子どもとの関わりの中で～ 

養育家庭（養育里親）とは？ 

都内には、いろいろな事情で、親と一緒に暮らすことのできない子ども

たちがいます。家庭のぬくもりを必要としている子どもたちを養子縁組を

目的とせずに、一定期間、ご家庭に迎えて養育していただくご家庭のこ

とです。 

講師：モワンヌ前田未希氏 

アンガーマネジメントファシリテーター。社

会人や子育て中の親向けに、アンガーマ

ネジメントの講座や個人アドバイス等を行

っています。 

子育ては、決して楽しいことばかりではあ

りません。「怒らない、叱らない」と思って

いても、なかなかうまくいかないこともあ

るのではないでしょうか。どうしたら良い

か、一緒に考えましょう。 

～プログラム～ 



 

子育て短期支援事業、一時預かり事業 運営事業者の選定結果 
 

賃貸物件を活用し 、子育て短期支援事業及び一時預かり事業を運営する事業者を、公募

によるプロポーザル方式で募集し、選定しました。 
 

１ 採否を決定した日 

  令和元年11月７日 
 

２ 選定委員の構成 

 ・委員長 子ども部長 

 ・委員  学識経験者（児童養護）、学識経験者（財務）、 

子ども総務課長事務取扱子ども部参事、児童・家庭支援センター所長 
 

３ 選定事業者 

  事業者 社会福祉法人 福田会 児童養護施設 広尾フレンズ 

  所在地 渋谷区広尾４－２－１２ 

  代表者 施設長 土屋 學 
 

４ 事業内容 

  実施場所 千代田区神田司町２－５ デルックス神田大手町７階（裏面地図参照） 

  定 員  ５名程度 

事業名 事業概要 

子育て

短期支

援事業 

ショートステイ

事業 

保護者が疾病又は出産で入院するときなどで児童を養育するこ

とが困難な場合に、宿泊で一時的に預かる。対象:2歳～小学生 

要支援家庭ショ

ートステイ事業 

保護者が強い育児疲れ等、精神上、身体上の課題があると判断

され、児童を養育することが困難な場合に、宿泊で児童を一時

的に預かる。対象:2歳～中学生 

トワイライト 

ステイ事業 

保護者が仕事等で、児童を養育することが困難な場合に、夜間

の時間帯に一時的に預かる。対象:2歳～小学生 

一時預かり事業 保護者が通院、学校行事、リフレッシュ等で家庭での養育が困

難な場合に一時的に預かる。対象:2歳～小学校就学前 

 

５ 開設予定時期 

  令和２年１月下旬 
 

６ 選定結果一覧表（600 点満点、配点の６割以上で選定）  

評価項目 配点 
(120点×5人) 

得点 

① 財務状況  60  60 

② 実施体制 140 134 

③ 経験・専門性  80  76 

④ 提案内容 210 177 

⑤ プレゼンテーション 110  95 

合計 600 542 

教 育 委 員 会 資 料 

令 和 元 年 1 1 月 1 2 日 

児童･家庭支援センター 



 

物件名 デルックス神田大手町（千代田区神田司町２－５） 

児童・家庭 

支援センター 

神田公園 

外 

堀 

通 

り 



教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

11 12 火 13:00～ パン教室 あい・ぽーと麹町

15:00～ 教育委員会　◎ 教育委員会室（区役所） 教育委員出席

18:30～ 青少年委員会第７回定例会 ４０１会議室

11 13 水 指導課訪問　◎ 千代田幼稚園 教育委員出席

10:00～ ベビママの会 富士見わんぱくひろば

10:45～ よちよちタイム（親子ヨガ） 四番町児童館

11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

13:00～ 養育体験発表会 児童・家庭支援センター

14:00～ 児童虐待防止講演会 児童・家庭支援センター

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

14:10～ 薬物乱用防止教室 九段中等教育学校

11 14 木 指導課訪問　◎ 九段中等教育学校 教育委員出席

9:45～ 合同子ども会 麹町学園　大築アリーナ

10:30～ リトミッククラブ 西神田児童センター

11 15 金 11:00～ 離乳食・幼児食講座 あい・ぽーと麹町

11 16 土 9:00～ 学校説明会③（願書配布開始） 九段中等教育学校

13:00～ わんぱくまつり 神田児童館

14:00～ 学校保健会大会 カスケードホール 教育委員招待

11 17 日

11 18 月 指導課訪問　◎ 和泉小学校 教育委員出席

10:00～ リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

10:00～ 虐待防止キャンペーン JR秋葉原駅 区長・教育長

11 19 火 10:00～ ACTすこやか子育て講座 富士見わんぱくひろば

11:00～ なかよしタイム（親子リズム講座） 一番町児童館

13:00～ パン教室 あい・ぽーと麹町

11 20 水 指導課訪問　◎ 千代田小学校 教育委員出席

10:45～ よちよちタイム（健康管理） 四番町児童館

10:45～ よちよちタイム（ベビー体操） 神田児童館

13:45～ 一輪車講習会① 神田児童館

14:00～ おやこdeえいご あい・ぽーと麹町

11 21 木 10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

10:30～ リトミッククラブ 西神田児童センター

15：30～ 千代田区立中学校生徒海外交流教育　派遣団結団式　◎ 401会議室 教育委員出席

11 22 金

11 23 土

11 24 日 9:00～ 日曜開放 神田児童館
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教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

11 25 月 10:00～ 親子ヨガ あい・ぽーと麴町

指導課訪問 ふじみこども園 教育委員出席

10:30～ リフレッシュダンス① 神田児童館

11 26 火 10:00～ ACTすこやか子育て講座 富士見わんぱくひろば

10:00～ なかよしタイム（親子リズム講座） 一番町児童館

10:30～ ベビーダンス 西神田児童センター

13:30～ 藍カフェライヴ あい・ぽーと麹町

15:00～ 教育委員会　◎ 教育委員会室（区役所） 教育委員出席

11 27 水 千代田区立中学校生徒海外交流教育　派遣（～１２月6日） 英国・ロンドン・ウエストミンスター市

10:45～ よちよちタイム（ベビーマッサージ） 四番町児童館

よちよちタイム（司書さんによるブックスタートフォローアップ②） 神田児童館

11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

13:45～ 一輪車講習会② 神田児童館

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

11 28 木 10:30～ リトミッククラブ 西神田児童センター

11 29 金 13:00～ よちよちタイム特別講座「ママ＆ベビーヨガ」 一番町児童館

11 30 土 9:00～ 親子バスハイク 四番町児童館

13:00～ にじまつり 西神田児童センター

13:15～ ゲーム村２０１９ いずみこどもプラザ

12 1 日

12 2 月 10:00～ リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

10:30～ リフレッシュダンス② 神田児童館

12 3 火 10:00～ ACTすこやか子育て講座 富士見わんぱくひろば

10:15～ 親子体操 西神田児童センター

11:00～ なかよしタイム（親子リズム講座） 一番町児童館

12 4 水 10:00～ 校園長会 教育委員会室

14:00～ ＹＥＮ　ＴＯＷＮ　ＦＯＯＬＳによるクラウニングシアター 神田児童館

14:00～ 芸術造形研究所コラボ企画 西神田児童センター

14:00～ おやこdeえいご あい・ぽーと麹町

18:30～ 地球市民講座「ポーランドを知ろう」 区役所４階会議室 教育委員招待

12 5 木 10:00～ ベビママの会 神田児童館

10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

10:30～ リトミッククラブ 西神田児童センター

11:00～ よちよちタイム（ふれあいうたあそび） 一番町児童館

12 6 金 11:00～ ベビーマッサージ 富士見わんぱくひろば

11:00～ 離乳食・幼児食講座 あい・ぽーと麹町
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開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

1 子育て推進課 ひとり親家庭等医療費助成　現況届の提出を ひとり親家庭等医療費助成の現況届について
期限12月2日(月)ま
で

2
児童・家庭
支援センター

子育てサポートが受けられる利用会員登録説
明会

自宅へ子育て・家族支援者を派遣し、宿泊や
病後児の保育なども行う、千代田子育てサ
ポート事業の利用会員登録説明会

12月13日(金)10時
30分～11時30分

あい・ぽーと麹町
NPO法人
あい・ぽーとス
テーション

3
児童・家庭支
援センター

オリンピックを目指そう！！
①早く走れる走り方②バドミントンがすきに
なるバドミントン入門

①12月7日(土)②12
月21日(土)いずれ
も14時～16時

西神田児童セン
ター3階

4
児童・家庭支
援センター

YEN TOWN FOOLSによるクラウニングシアター
「びり」と「ブッチィー」の2人の道化師によ
るパフォーマンスショー

12月4日(水)14時～
15時

神田児童館

5
児童・家庭支
援センター

観劇会
劇団こがねむしによる人形劇「てんとう虫は
落ち葉のふとん」「ネズミのすもう」

12月11日(水)15時
～15時50分

四番町児童館

6
九段中等教育
学校経営企画
室

九段中等教育学校吹奏楽部　第11回ウィン
ターコンサート

九段中等教育学校吹奏楽部によるオリジナル
曲、アンサンブル発表、ポップスなど盛りだ
くさんに演奏

12月22日(日)14時
～(開場13時30分)

九段中等教育学校 九段中等教育学校

7 文化振興課
図書フロア企画展示「劇場・映画の街　千代
田」

劇場・映画の街としての千代田区を紹介
～令和2年1月17日
(金)

日比谷図書文化館 日比谷図書文化館

「広報千代田」
11月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）　16件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者会場

1

Administrator
テキストボックス
教育委員会資料令和元年11月12日子 ど も 総 務 課 



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

「広報千代田」
11月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）　16件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者会場

8 文化振興課
10代のためのプレミアム・コンサート　ス
ウェーデン放送合唱団

世界トップレベルの合唱団で、世界の名曲を
聴く、世界にひとつだけのプログラム

11月27日(水)19時
～20時45分

紀尾井ホール(紀尾
井町6-5)

(公財)ソニー音楽
財団

9 文化振興課 第14回ちよだジュニア文学賞大賞発表
10月26日に授賞式で表彰したジュニア文学賞
受賞者を発表

10
生涯学習・ス
ポーツ課

生涯学習団体1日公開講座 サークル体験会(12
月)

九段生涯学習館などで活動する区民サークル
の開催

九段生涯学習館 九段生涯学習館

11
生涯学習・ス
ポーツ課

朗読で味わう文学
～作品世界へ出かけよう～

朗読の基礎を学び、参加者同士の対話を通
し、作品世界を深く味わう。

1月9日・23日、2月
6日・20日、3月5日
いずれも木曜19時
～20時30分

九段生涯学習館 九段生涯学習館

12
生涯学習・ス
ポーツ課

クレー射撃及びライフル射撃シュミレー
ター・イベント

東京2020大会採用種目「射撃」の体験イベン
ト

12月15日(日)10時
～12時、13時～17
時

スポーツセンター
弓道場

東京都銃砲火薬商
保安協会

13
生涯学習・ス
ポーツ課

区のスポーツ施策を推進するスポーツ推進委
員を募集

スポーツ推進委員の募集
応募締切＝12月20
日(金)
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開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

「広報千代田」
11月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）　16件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者会場

14
生涯学習・ス
ポーツ課

短期苦手教室～マット運動＆鉄棒～
マット運動と鉄棒に苦手意識を持つ幼児・小
学生を対象に短期苦手教室を開催する①幼児
②小学生

12月26日(木)・27
日(金)・28日(土)
①9時～10時20分②
10時40分～12時

スポーツセンター スポーツセンター

15
生涯学習・ス
ポーツ課

和洋女子大学　公開講座
生涯学習に係る公開講座を周知し、受講生を
募集する

12月7日(土)14時～
15時30分

和洋女子大学(九段
北1-12-11)

和洋女子大学

16
生涯学習・ス
ポーツ課

親子水泳教室
3歳以上の幼児と保護者を対象に、親子水泳教
室を行う

1月11日～2月29日
の毎週土曜(全8
回)10時～10時50分

スポーツセンター スポーツセンター
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