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保護者の就業形態等の多様化に応じた教育・保育の形態が選べ、どの教育・保育施設で

も子どもたちがのびのび成長できるよう良好な環境を整えます。 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

待機児童ゼロ対策（保育園・学童クラブ）

私立保育所等整備補助（私立保育所）（P31） 1,201,589 2,110,104 △ 908,515

私立保育所等整備補助（私立学童クラブ）（P42） 150,982 150,982 0

保育所用地の整備（P31） 新規 91,752 0 91,752

保育園事業運営 239,906 232,706 7,200

こども園事業運営 136,974 136,146 828

民間事業者支援（保育園）

私立保育所等運営補助（P33）
拡充
独自

2,876,075 2,312,100 563,975

地域型保育事業運営補助（P33）
拡充
独自

622,478 584,970 37,508

認証保育所等運営補助（P33）
拡充
独自

1,179,123 1,129,187 49,936

民間事業者支援（学童クラブ）

いずみこどもプラザ運営補助（P40）
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 102,862 79,744 23,118

富士見わんぱくひろば事業運営（P40）
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 124,570 94,212 30,358

放課後子ども教室（P40） 拡充 143,296 117,632 25,664

学校内学童クラブ（P40） 拡充 219,339 186,740 32,599

私立学童クラブ運営補助（P42） 拡充 556,975 364,473 192,502

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

●多様な保育ニーズに対応した、教育・保育施設を整備・供給・活用することで、待機児

童ゼロを継続している。 

●区立・民間園が、同水準の教育・保育を提供し、小学校との連携・交流をしている。 

●児童施設の計画的な改築整備や大規模改修が進められ、子どもたちを育む環境が整って

いる。 

 

保護者の多様なライフスタイルに応じた子育てができる
環境を整えます【ちよだみらいプロジェクト施策の目標 22・34】 1 



 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

児童施設の整備

四番町保育園・児童館等の整備（P44） 1,021,097 41,900 979,197

その他

就園奨励補助（P46） 拡充 46,566 14,746 31,820

次世代育成支援計画の策定（P46） 7,263 7,668 △ 405

認可外保育施設保育料補助（P47） 新規 23,460 0 23,460

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額



▶子育て推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 私立保育所等整備関連事業 
 1,293,341 千円※ 

( 2,110,104 千円) 

 1 私立保育所等整備補助（私立保育所）  1,201,589 千円 

新規 2 保育所用地の整備  91,752 千円 

    ※の額は、１～2の合計  

区内における保育需要に応え、待機児童ゼロの継続をめざします。 

「千代田区次世代育成支援計画」による保育の供給計画に基づき、区内の保育需

要の高い地域に私立認可保育所を整備する保育所設置運営事業者に対し、保育所整

備に関する経費の支援を行っています。 

平成 31 年度は、私立認可保育所 5 園（平成 31 年 10 月開設 1 園、平成 32 年

度開設 4 園）、の開設準備を進めます。 

さらに、保育所開設の用地確保が困難な中においても高まる保育需要に対応する

ため、区有地（旧高齢者センター跡地）を活用し保育所用地とするため、既存建物

を取り壊すなど該当用地を整備します。 

加えて、保育に携わる人材の確保を支援するため、私立保育所を開設する事業所

に対し、開設前の人材確保に要する経費を補助し、保育サービスの向上と適正な人

材配置を支援しています。 

POINT 保育所整備を推進し、区民の保育需要に応えます 

○平成 31 年度に新たに開設される私立保育所 

 

【千代田せいが保育園】<認可保育所> 平成 31 年 4 月開設※ 

① 所 在 地 神田岩本町 15 番地７ 

② 運営事業者 社会福祉法人省我会 

③ 定 員 51 名 

④ 開 所 時 間 基本保育時間 7：30～18：30 

延長保育時間 18：30～20：30 

 

【ベネッセ内神田保育園】<認可保育所> 平成 31 年 4 月開設※ 

① 所 在 地 内神田二丁目 1 番 13 号 

② 運営事業者 株式会社ベネッセスタイルケア   

③ 定 員 60 名 

④ 開 所 時 間 基本保育時間 7：30～18：30 

         延長保育時間 18：30～20：30 

 

【（仮称）神田美倉保育園】<認可保育所> 平成 31 年 10 月開設 

① 所 在 地 神田美倉町 10 番地 

② 運営事業者 社会福祉法人尚徳福祉会 

③ 定 員 72 名 

④ 開 所 時 間 基本保育時間 7：30～18：30 

         延長保育時間 18：30～20：30 

  （※４月開設の２園に係る整備補助は、平成 30 年度予算で実施） 



 
○平成 32 年度に新たに開設される私立保育所 

 
【（仮称）平河町ちとせ保育園】<認可保育所> 平成 32 年 4 月開設 

① 所 在 地 平河町二丁目 25 番 3 号 

② 運営事業者 社会福祉法人ちとせ交友会 

③ 定 員 75 名 

④ 開 所 時 間 基本保育時間 7：30～18：30  

  延長保育時間 18：30～20：30  

 

【（仮称）あい・あい保育園三番町園】<認可保育所> 平成 32 年 4 月開設 

① 所 在 地 三番町 14 番地 6 

② 運営事業者 株式会社ｇｌｏｂａｌ ｂｒｉｄｇｅ 

③ 定 員 50 名 

④ 開 所 時 間 基本保育時間 7：30～18：30  

  延長保育時間 18：30～20：30  

 

 

【神田地区】<認可保育所> ２ヶ所 

● 開設時期 平成 32 年度中 

● 定 員 70 名程度 

 

 

○その他私立保育所整備計画 

 

【旧高齢者センター跡地（神田地区）】<認可保育所>  

● 開設時期 平成 34 年度中 

● 定 員 80 名程度 

  



▶子ども支援課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
私立保育所等への運営補助 

 4,677,676 千円※ 

( 4,026,257  千円) 

拡充 １ 私立保育所等運営補助  2,876,075 千円 

拡充 ２ 地域型保育事業運営補助  622,478 千円 

拡充 ３ 認証保育所等運営補助  1,179,123 千円 

    ※の額は、１～3の合計  

 区は、「子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例（Ｐ36参照）」に基

づき、子ども・子育て支援新制度では支援対象施設とならない認証保育所等の認可

外保育園も含めた、区が関わるすべての保育施設において、区立保育園・幼稚園と

同水準の教育・保育や園庭利用など、等しく良好な子育て環境が確保されるよう、

区内の私立保育所に対する補助をさらに拡充して、入所児童の処遇の向上と保育所

運営の健全化を図るとともに、保護者の就業形態等の多様化に応じた教育・保育の

形態が選べ、どの教育・保育の形態でも子どもたちがのびのび成長できるような良

好な環境を整えます。 

また、区内には私立認可保育所９園、保育所型認定こども園１園、地域型保育事 

業８事業、認証保育所 10園があり、平成 31年度は４月に私立認可保育所が２

園、事業所内保育事業が２園、10月に私立認可保育所が１園新たに開設されます。 

さらに、私立保育所に対しては、運営費の補助や家賃補助、栄養士・看護師配置

経費補助、園外活動・地域活動事業補助、保育士処遇改善補助等を行うとともに、

認証保育所を利用している保護者には、認可保育所の保育料よりも概ね２割安くな

るよう区が補助する制度に加え、同５割安くなる認証保育所等単願申請制度があり

ます。 

このように、さまざまな補助を行っていますが、保育の質の向上を図るために、 

平成 31年度はさらに新たな補助項目を追加して、保育士の処遇改善や確保に関す

る支援を強化します。 

 

POINT 新たな補助項目で保育の質の向上を図ります 

① 派遣職員人件費助成 

  保育施設の運営事業者が派遣職員の雇用に係る費用につき、派遣会社への

手数料相当分を補助率 1／2で補助 

②災害時宿泊補助 

  災害等が起きた際に翌日の開園に備えるため、保育士が保育施設近辺の宿

泊施設に宿泊するための経費を補助 

 



POINT 
私立保育施設の質の確保・人材確保支援のための 

区独自・上乗せ補助一覧 

 
補助項目 支援の種別 補助内容 補助額

①地域活動事業加算 経営安定化支援

地域の自然、人材、行事などを積極的
に活用した、子どもの豊かな生活体験
や、地域の子育て支援に資する活動に
係る経費補助

年額300,000円限度

②東京都社会福祉協
議会加入加算

経営安定化支援
東京都社会福祉協議会が主催する様々
な研修に参加することを目的として、
同会に加入するため必要な経費補助

入会経費全額

③園外保育加算 経営安定化支援
園外保育実施に係る施設利用料及び移
動手段に係る経費補助

園外保育１回あたり100,000円限度

④給与等処遇改善事
業実施加算（保育士
等の処遇改善加算）

人材確保
処遇改善支援

施設に在職する常勤職員（保育士、調
理員、栄養士、看護師）の処遇改善に
資するための経費補助

国・都制度に上乗せして区独自で
１人月額30,000円

⑤基準外職員配置加
算

経営安定化支援
職員配置の基準を超えて保育士を配置
する場合に加配に係る経費補助

加配職員の勤務１時間あたり1,300円

⑦ＡＥＤ設置加算 経営安定化支援
保育所にＡＥＤを設置するに際して賃
借に要した経費および、ＡＥＤの維持
に係る消耗品等に要した経費補助

①賃借経費月額6,600円限度
②維持経費年額3,300円限度

⑧アレルギー児対応
加算

経営安定化支援
除去食を提供する必要がある乳幼児の
保育を実施している場合に当該乳幼児
に係る経費補助

１人あたり月額78,000円

⑨外国人児童受け入
れ加算

経営安定化支援
外国人児童を受け入れている場合に、
受入態勢の整備に係る経費補助

１人あたり月額91,000円

⑩０歳児保育対策加
算

経営安定化支援
０歳児の職員配置基準を超えて保育士
を配置する場合に、加配に係る経費補
助

０歳児に対する基準を超えた加配職員
１人あたり年額4,000,000円

⑪幼児国際教育事業
加算

経営安定化支援
入所児童が英語に親しむ場を設けるた
め英語講師の派遣を依頼した場合、当
該派遣に係る経費補助

派遣費用１回あたり6,000円

⑫保育運営費 経営安定化支援
保育所運営に際して、要する光熱水費
に係る経費補助

保育所面積１㎡あたり年額6,400円

⑬一時保育事業加算 経営安定化支援 一時保育事業に要する経費補助
①0歳児１日あたり10,000円
②１～２歳児１日あたり8,000円
③３歳児以上１日あたり7,000円

⑭栄養士配置経費加
算

経営安定化支援
施設に栄養士を配置する場合に係る経
費補助

施設ごとに１月あたり240,100円限度

区独自

区上乗せ

区独自

区独自

区独自

区独自

区上乗せ

区独自

区独自
区上乗せ

区独自

区上乗せ

区独自

研修参加費用の総額
ただし、常勤職員１人あたり年額
50,000円限度

該当職員の検便検査に要した経費に２
分の１を乗じて得た額
※１人あたりの検査基準月額は、
1,500円限度

健康診断費用の総額
ただし、職員１人あたり年額４0,000
円限度

人材確保
処遇改善支援

区独自

区独自

⑥職員待遇加算 区独自
職員の研修や健康診断など職員の待遇
を向上させるための経費補助



 

 

補助項目 支援の種別 補助内容 補助額

⑮看護師等配置経費
加算

経営安定化支援
施設に看護師又は保健師を配置する場
合に係る経費補助

施設ごとに１月あたり331,900円限度

⑯事務職員配置経費
加算

経営安定化支援
書類作成等の事務を行い保育士の業務
負担を減らすため、施設に事務職員を
配置する場合に係る経費補助

施設ごとに１月あたり130,000円限度

⑰子育て支援事業実
施加算
※認定こども園のみ

経営安定化支援
子育て支援事業の実施に要する経費補
助

年額7,200,000円

⑱宿舎借上げ支援事
業

人材確保
処遇改善支援

区内に勤務する保育士の
宿舎借上げに係る経費を上乗せ補助

国・都制度に上乗せして区独自で区内
在住保育士の補助限度額を130,000円
とする。
※ 区外在住の場合補助限度額82,000
円

⑲認証保育所等区民
加算

経営安定化支援
認証保育所等で千代田区民を受け入れ
た場合の補助

①０歳児～２歳児、１か月１児童につ
き10,000円
②３歳児～５歳児、１か月１児童につ
き30,000円

⑳奨学金返済支援助
成

人材確保
処遇改善支援

奨学金を返済しながら区内の保育施設
に勤務する保育士に対する助成

1人につき１月あたり20,000円限度

㉑派遣職員人件費助
成

経営安定化支援
（新規）

派遣職員を雇用する場合に係る経費の
うち派遣会社への手数料分を補助

1人につき１月あたり43,330円限度

㉒災害時宿泊補助
経営安定化支援

（新規）

災害時に翌日の開園に備えるため保育
施設近辺の宿泊施設に宿泊するための
経費を補助

1人につき１回あたり10,000円限度区独自

区独自

区独自
区上乗せ

区独自

区独自

区独自

区独自

区上乗せ

区独自



POINT 
子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例 

に基づく取組み 

区は、すべての子どもの最善の利益が実現され、産み育てることに優しく、健

やかに育成される環境を確保するために、「子どもが健やかに育つための環境の確

保に関する条例」を制定しました。就学前の子どものいる世帯において、等しく

良好な子育て環境が享受できるよう保護者や事業者に対して支援を行います。 

私立保育所の開設準備経費として、開設経費の補助や保育人材確保のための経

費を補助します。 

運営補助としては、看護師、栄養士、事務職員等に対する補助や保育従事職の

宿舎借上げに対する補助を拡大し、保育人材の確保、定着率の向上、園長や保育

士の負担軽減を図り、保育の質の確保につなげます。 

子育ての不安感の緩和や子育てに関する支援の場として、子育てひろばを麹町

地区に設置し、施設独自の一時預かり保育なども実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



条例に基づく主な取組み 31年度予算額

千円

○私立保育所等整備補助（私立保育所）
⇒私立認可保育所5施設の開設準備経費を事業者に補助します。

1,201,589

○保育所用地の整備
⇒区有地等を保育所用地として活用するため、既存建物を取り壊す等該当用地を整備
します。

91,752

○私立保育所等運営補助
⇒私立保育所への支援を強化するとともに、平成31年度は4月に2園と10月に1園
が新たに開設されるため、その運営費を補助します。

2,876,075

○地域型保育事業運営補助
⇒小規模保育事業者・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育事業を実施する
　事業者へ運営経費を補助します。平成31年度は事業所内保育事業が4月に2園新
　たに開設されるため、その運営費を補助します。

622,478

○認証保育所等運営補助
⇒新たに下記の補助項目を追加し、認証保育所等の区民利用者を増やします。
　・派遣職員人件費助成
　・災害時宿泊補助

1,179,123

○公立・私立園の連携強化
⇒公立・私立保育所連携の保育士対象研修の実施と、保育の質や保育環境向上につ
　いて支援を行うアドバイザーが各園に巡回指導を行います。

3,197

○保育所等指導・監査
⇒保育所等の運営が適正に行われているか指導・監査します。

1,090

○サービス評価制度の推進
⇒区内保育・教育サービス事業の第三者評価活用によるサービスの質向上を図りま
　す。

550

○保育士奨学金返済支援助成
⇒区内の保育施設の人材確保・定着を推進し、保育の質や量を確保するするため
　に、保育士の奨学金の返済を助成します。

24,480

○子育てコーディネーター事業
⇒子育てに関する保護者の悩みについての相談やニーズに応じて適切な保育サービ
　スの情報を提供します。

10,360

○一時（いっとき）預かり保育
⇒小学校就学前までの乳幼児を児童館等で一定時間の預かり保育をします。

13,580
（※１）

○いずみこどもプラザ運営補助、富士見わんぱくひろば事業運営
⇒いずみこどもプラザ、富士見わんぱくひろばで児童館的機能（子育てひろば・幼
　児クラブ等）や、拡大型一時預かり保育を運営するための支援を行います。

227,432
（※２）

○地域子育て支援事業運営補助
⇒地域子育て支援施設である、子育てひろば「あい・ぽーと」麹町で、子育てひろ
　ば事業（幼児向けプログラム等）、地域交流事業、一時預かり保育を運営するた
　めの支援を行います。

64,334

○子ども発達センター
⇒児童一人ひとりの発達状況に応じて、臨床心理士や作業療法士などの専門職員が
　指導を行います。

91,459

○ファミリー・サポート・センター、千代田子育てサポート
⇒預かり保育のコーディネート事業を実施するとともに、地域における子育てや家
　族を支援する人材の養成を行います。

21,854

○子ども在宅サービス、要保護児童等支援事業
⇒一時的な養育困難家庭に対し、施設での短期入所預かりや、産前産後・未就学児
　童を持つ家庭への訪問による家事・育児の支援を行います。

48,685
（※２）

○障害児通所給付事業
⇒児童福祉法に規定される日常生活動作の指導や集団適応訓練等を行う障害児通所
　サービスの利用について、相談・調査・受給者証の交付を行います。

73,978

〇重症心身障害児等在宅レスパイト事業
⇒在宅で生活を送る重症心身障害児の自宅で訪問看護師が児童のケアをするととも
　に健康を守ります。また、家族の休養や介護負担の軽減を図ります。

7,260

※１　いずみこどもプラザ、富士見わんぱくひろば、ポピンズキッズルーム一番町、グローバルキッズ飯
　　田橋保育ルーム、「あい・ぽーと」麹町の一時預かり保育にかかる予算は別途計上しています。

※２　事業経費には、小学校以上の対象児童にかかる経費も含んでいます。



【参考：区内の保育施設定員一覧＜平成31年４月１日＞】

＜認可保育所（区立保育園・私立保育園）＞ （人）

＜区立こども園＞ （人）

＜認定こども園＞ （人）

＜幼保一体施設＞ （人）

長時間 短時間 長時間 短時間 長時間 短時間

9 12 15 20 15 20 15 20 15 141

3 3 1 － － － － － － 7

12 20 23 25 25 28 22 28 22 205

3 2 1 － － － － － － 6

27 37 40 45 40 48 37 48 37 359

基本保育
時間

延長保育

7:30～
18:30

18:30～
19:30

7:30～
18:30

18:30～
19:30

１歳児ク
ラスから

１歳児ク
ラスから

小　　計

5歳児

計

いずみこども園

いずみこども園（要する枠）

ふじみこども園

3歳児 4歳児

ふじみこども園（要する枠）

施設名 0歳児 1歳児 2歳児

長時間 短時間 長時間 短時間 長時間 短時間

15 17 18 19 10 19 10 19 10 137
7:30～
18:30

18:30～
21:00

全歳児

15 17 18 19 10 19 10 19 10 137

基本保育
時間

延長保育
4歳児 5歳児

計

グローバルキッズ
飯田橋こども園

小　　計

3歳児
施設名 0歳児 1歳児 2歳児

長時間 短時間 長時間 短時間 長時間 短時間

千代田幼稚園 － － － 10 15 10 15 10 15 75
7:30～
18:30

18:30～
19:30

全歳児

マミーズエンジェル
千代田保育園

10 － － － － － － 20
7:30～
18:30

18:30～
19:30

全歳児

昌平幼稚園 － － － 10 15 10 15 10 15 75
7:30～
18:30

18:30～
19:30

全歳児

小学館アカデミー
昌平保育園

5 10 10 － － － － － － 25
7:30～
18:30

18:30～
19:30

全歳児

20 20 30 20 30 20 30 195

基本保育
時間

延長保育

昌
平
幼
保

一
体
施
設

小　　計 25

3歳児 4歳児 5歳児

計

千
代
田
幼
保

一
体
施
設 10

区分 施設名 0歳児 1歳児 2歳児

麹町保育園 6 18 18 18 20 20 100 7:30～18:30 18:30～19:30
１歳児ク
ラスから

神田保育園 12 17 20 22 24 25 120 7:30～18:30 18:30～19:30
１歳児ク
ラスから

西神田保育園 12 15 18 18 18 18 99 7:30～18:30 18:30～19:30
１歳児ク
ラスから

四番町保育園 11 14 16 18 19 19 97 7:15～18:15 18:15～20:15
１歳児ク
ラスから

アスク二番町保育園 12 16 18 18 18 18 100 7:30～18:30
7:00～7:30

18:30～21:00
全歳児

ポピンズナーサリースクール一番町 9 12 13 14 16 16 80 8:00～19:00
7:30～8:00

19:00～21:00
全歳児

ほっぺるランド西神田 9 10 12 13 13 13 70 7:30～18:30
7:00～7:30

18:30～21:00
１歳児ク
ラスから

グローバルキッズ飯田橋園 18 24 24 24 24 24 138 7:30～18:30 18:30～21:00 全歳児

あい保育園東神田 9 10 11 11 11 11 63 7:15～18:15 18:15～20:15 全歳児

クレアナーサリー市ヶ谷 9 12 12 15 15 15 78 7:30～18:30 18:30～20:30
１歳児ク
ラスから

神田淡路町保育園大きなおうち 9 18 18 18 18 18 99 7:15～18:15 18:15～20:15
1歳児ク
ラスから

グローバルキッズ六番町園 6 10 11 11 11 11 60 7:30～18:30 18:30～20:30 全歳児

二番町ちとせ保育園 12 14 14 20 20 20 100 7:30～18:30
7:00～7:30

18:30～20:30
全歳児

千代田せいが保育園 6 7 8 10 10 10 51 7:30～18:30 18:30～20:30
全歳児
（０歳児は幼
児食から）

ベネッセ内神田保育園 6 8 10 12 12 12 60 7:30～18:30 18:30～20:30
満１歳を迎
えた翌月か
ら

146 205 223 242 249 250 1315

私
立
保
育
園

4歳児 5歳児

区
立
保
育
園

区分 施設名 0歳児 1歳児

小　　計

計 基本保育時間 延長保育2歳児 3歳児



＜地域型保育事業　事業所内保育事業＞ （人）

＜地域型保育事業　小規模保育事業＞ （人）

＜地域型保育事業　家庭的保育事業＞ （人）

＜地域型保育事業　居宅訪問型保育事業＞ （人）

＜認証保育所＞ （人）

＜区補助対象保育室＞ （人）

＜区緊急保育施設＞ （人）

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
保育時間

※延長保育込み

2 17 5 8 40 7:00～22:00

6 11 8 1 26 7:30～20:30

3 6 8 8 34 7:30～22:00

6 6 9 8 40 7:30～22:00

4 5 5 5 25 7:30～22:00

4 6 6 6 34 8:00～21:00

7 9 7 3 30 7:30～20:30

5 13 12 4 34 7:00～20:00

6 12 12 35 7:00～20:00

3 9 9 21 7:30～21:00

46 94 319

キッズスクウェア丸の内永楽ビル

保育室「愛の園」

小　　計 179

キッズスクウェア永田町

ココファン・ナーサリー神田万世橋 5

0

ココファン・ナーサリー霞が関

小学館アカデミー神保町保育園

ピノキオ幼児舎番町園

施設名

保育園ドルチェ

キッズスクウェア丸の内東京ビル

マミーズエンジェル神田駅前保育園

8

0

11

6

12

4

0

9

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
保育時間

※延長保育込み

5 4 6 5 26 7:15～20:15

5 7 9 5 40 7:30～20:30

10 11 15 66

ひまわり育児室

ハイブリッドマムプリスクールナーサリー
千代田富士見

小　　計 30

施設名

6

14

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
保育時間

※延長保育込み

9 12 12 40 7:30～20:30

9 12 12 40

施設名

グローバルキッズ神田駅前保育園 7

小　　計 7

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

－ － － 45

－ － － 45

施設名

居宅訪問型事業 45

小　　計 45

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 基本保育時間

1 2 2 － － － 5 7:30～18:30 18:30～21:00 全歳児

アソシエナーサリー霞が関 1 2 2 － － － 5 7:30～18:30 18:30～21:00 全歳児

（仮称）グローバルキッズ霞ヶ関園 0 2 3 － － － 5 7:30～18:30 18:30～21:00
１歳児ク
ラスから

1 3 3 － － － 7 7:30～18:30 18:30～19:30 全歳児

3 9 10 － － － 22

延長保育

（仮称）ゆうてまち保育園

小　　計

施設名

厚生労働省５号館保育室

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 基本保育時間

－ － － 5 9:00～17:00

－ － － 5 9:00～17:00

－ － － 10

あい・ぽーと小さな家東神田 5

小　　計 10

―

施設名 延長保育

あい・ぽーと小さな家飯田橋 5 ―

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 基本保育時間

1 4 5 － － － 10 9:00～17:00

1 4 5 － － － 10

施設名 延長保育

小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町

小　　計

―

　定　　員　　合　　計 2,518人



▶児童・家庭支援センター 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 学校施設を活用した放課後事業 
 590,067 千円※ 

( 478,328  千円) 

拡充 1 放課後子ども教室  143,296 千円 

拡充 ２ 学校内学童クラブ  219,339 千円 

拡充 ３ いずみこどもプラザ運営補助  102,862 千円 

拡充 ４ 富士見わんぱくひろば事業運営  124,570 千円 

    ※の額は、１～4の合計  

 区は、放課後の子どもの安全かつ健やかな活動場所として学校施設を活用し、総

合的な放課後対策を実施しています。 

 

１ 放課後子ども教室 

  授業が終わった後も引き続き、子どもが在籍する学校で「学び」「遊び」「体験

活動」ができるようにするものです。平成 31 年度は、九段小学校及びお茶の水

小学校において、新たに学校長期休暇中でも実施します。さらに、「学び」「遊

び」「体験」のプログラムの充実を図ります。 

 

２ 学校内学童クラブ 

就労等により保護者が日中家にいない子どもを預かり、生活の場を提供すると

ともに、子どもたちの成長を促します。 

平成 30 年度に引き続き学校内学童クラブを運営する民間事業者を支援すると

ともに、人材確保定着支援事業として、民間の児童福祉施設等で働いている常勤

職員・非常勤職員が職場復帰する見込みで産休・育休を取得する場合に、代替職

員の給与等を一定額補助する制度を実施し安定的な運営を図ります。 

平成 31 年度は、常勤職員に対する給与等の処遇改善として、施設長等に加算

金を増額支給するとともに家賃補助を行い、人材定着によるスキルアップ及びサ

ービスの向上を図ります。 

 

３ いずみこどもプラザ、富士見わんぱくひろば 

いずみこどもプラザでは、施設内のちよだパークサイドプラザの集会室を利用

し、引き続き学童クラブの待機児童ゼロの維持を目指します。また、富士見わん

ぱくひろばでは、１階地域交流室を富士見わんぱくひろばの各事業で優先的に利

用することで、待機児童ゼロの維持及び地域交流室の有効活用を図ります。 

さらに、両施設ともに０歳～18 歳までを対象とした「児童館的機能」を有し、

乳幼児を一定時間預かる「拡大型一時預かり保育」を引き続き実施しています。 

平成 31 年度は、常勤職員に対する給与等の処遇改善として、施設長等や一時

預かり保育従事者等に加算金を増額支給するとともに家賃補助を行い、人材定着

によるスキルアップ及びサービスの向上を図ります。 



POINT 区内の学童クラブ一覧（平成 31年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区内の学童クラブ一覧＜平成31年4月1日＞】

所在地 定員 保育時間

西神田2-6-2
（西神田コスモス館内）

50人

外神田3-4-7
（昌平童夢館内）

50人

四番町5-8
（四番町児童館仮施設内）

47人

一番町10
（一番町児童館内）

42人

アフタースクールさくら 70人

アフタースクールさくら第二 55人

アフタースクールこうじ町
麹町2-8
（麹町小学校内）

60人

アフタースクール番町 38人

アフタースクール番町第二 38人

(仮称)お茶の水小学校内学童クラブ
神田猿楽町1-1-1
（お茶の水小学校内）

60人

九段小学校アフタースクール
三番町16
（九段小学校内）

60人

いずみ学童クラブ１ 34人

いずみ学童クラブ２ 54人

富士見わんぱくひろば学童クラブ 70人

富士見わんぱくひろば第二学童クラブ 40人

二番町こどもクラブ
二番町2-1
二番町ＴＳビル4階

70人

ポピンズアフタースクール一番町
一番町10-8
一番町ウエストビル2階

50人

グローバルキッズ飯田橋学童クラブ１ 50人

グローバルキッズ飯田橋学童クラブ２ 50人

麹町こどもクラブ
麹町3-2-3
エヌワンビル2階～3階

45人

キッズクラブ神田
内神田1-10-9
MⅡビル1F

60人

東神田らる学童クラブ
東神田1-6-4
ロイジェント東神田１F

40人

1,133人

※学童クラブは、育成料が月額4,000円（ただし、当分の間2,000円）とおやつ代（月額1,500円）が掛かります。

※私立学童クラブ（7クラブ）で行う夜間保育では、別途、育成料（月額3,000円）及び夕食代（1食あたり500円）が掛かります。

＊基本保育
 ・放課後～17：00
 ・土曜8：00～17：00
 ・学業休8：00～17：00
＊早朝保育
（学校長期休業期間のみ実施）
 ・7：00～8：00
＊夕方保育
 ・17：00～19：00
＊夜間保育
 ・19：00～21：00

富士見2-14-36
富士見ＷＥＳＴビル4階

合　　　計

民
間
学
童
ク
ラ
ブ

学
校
内
学
童
ク
ラ
ブ

神田司町2-16
（千代田小学校内）

＊基本保育
 ・放課後～17：00
 ・土曜8：15～17：00
 ・学業休8：15～17：00
＊夕方保育
 ・17：00～19：00

六番町8
（番町小学校内）

神田和泉町1
（ちよだパークサイドプラザ内）

＊基本保育
 ・放課後～17：00
 ・土曜8：15～17：00
 ・学業休8：15～17：00
＊夕方保育
 ・17：00～19：00

富士見1-10-3
（富士見みらい館内）

＊基本保育
 ・放課後～17：00
 ・土曜8：00～17：00
 ・学業休8：00～17：00
＊夕方保育
 ・17：00～19：00

私
立
学
童
ク
ラ
ブ

名　　称

区
立
学
童
ク
ラ
ブ

西神田学童クラブ

＊基本保育
 ・放課後～17：00
 ・土曜9：00～17：00
 ・学業休8：15～17：00
＊夕方保育（月～金のみ実施）
 ・17：00～19：00

神田学童クラブ

四番町学童クラブ

一番町学童クラブ



▶児童・家庭支援センター 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 私立学童クラブへの補助 
 707,957 千円※ 

( 515,455  千円) 

 1 私立保育所等整備補助（私立学童クラブ）  150,982 千円 

拡充 ２ 私立学童クラブ運営補助  556,975 千円 

    ※の額は、１～2の合計  

年々増加する小学６年生までの入所希望に応えるため、新たな私立学童クラブの

整備により待機児童ゼロの継続をめざすとともに、学校周辺で 21 時まで実施する

私立学童クラブの運営を支援することで、保護者の就労支援の充実を図ります。 

平成 31 年度も引き続き、民間が運営する学童クラブ事業や拡大型を含む一時預

かり保育等事業の運営実施について支援を行っていきます。 

 

１ 私立学童クラブ整備 

  平成 30 年度は、平成 31 年４月に開設する「キッズクラブ神田」「東神田らる

学童クラブ」の 2 か所を整備しました。平成 31 年度は、神田地区に定員 40 名

程度の保育園併設型学童クラブと、麹町地区に定員 60 名程度の私立学童クラブ

２か所の整備をめざします。 

 

２ 私立学童クラブ等運営補助 

 区内には、保育園を併設した私立学童クラブが４か所、平成 30 年度に整備し

た施設を含めて、単独の私立学童クラブが 3 か所あり、計７か所となります（Ｐ

41 参照）。平成 31 年度は、運営に要する支援や障害児対応にかかる経費を充実

し学童クラブの質の向上をめざします。また、引き続き学童クラブや拡大型を含

む一時預かり保育等で従事する常勤職員に対する処遇改善として、給与及び家賃

について加算金を支給し、人材定着によるスキルアップ及びサービスの向上を図

ります。 

 

３ 私立学童クラブ内で実施している事業 

 「ポピンズアフタースクール一番町」では一時預かり保育を、「グローバルキッ

ズ飯田橋学童クラブ」では拡大型一時預かり保育を実施しています。今後も引き

続き預かり保育のサービスの向上をめざし、一時預かり保育に関する支援を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 私立学童クラブ事業等の運営経費補助一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助項目 補助内容

①処遇改善実施加算
（常勤職員の処遇改善加算）

施設に在職する常勤職員（指導員、保育士）の処遇改善に資するための
経費補助
・給与等加算額　１人月額　30,000円【増額】
・家賃等加算額　１人月額　80,000円（上限）【新規】

②人材確保・定着支援補助事業
学童クラブ等に従事する常勤及び非常勤職員を対象とし、産休・育休・
介護に要する休業者の代替職員の経費補助
・1人月額　 200,000円限度

③学童クラブ事業運営経費補助

指導員給与相当人件費、教材費をはじめ事業に係る経費、施設維持管理
経費（家賃、光熱水費等）などの運営に要する経費補助
・施設外活動経費　１施設　200,000円【新規】
・緊急対応宿泊費　１泊　　  10,000円程度【新規】

④学童クラブ障害児指導に係る経
費補助

障害児指導に係る加算経費補助
・6か月　1,050,000円

⑤一時預かり保育事業(拡大型含む)
実施に係る運営経費補助

保育士等の給与相当人件費及び利用者のサービス向上に資するため活動
事業費の経費補助



▶子ども施設課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 四番町保育園・児童館等の整備 
 1,021,097 千円 

( 41,900  千円) 

 四番町保育園・児童館等施設は築 38年が経過し、設備全体の経年劣化や躯体の

老朽化が進んでいるため、隣接する四番町図書館・四番町アパート等も含めた一体

的な施設整備を行います。 

 新たな施設は、安全・安心をベースとし子育て機能の拡充と住みよい住環境の実

現をコンセプトに、バリアフリー・ユニバーサルデザインへの配慮とともに、自然

エネルギー・再生可能エネルギー利用の促進など、環境に配慮した施設をめざしま

す。 

 平成 31年度は実施設計を完了し、既存施設の解体工事及び新築工事に着手しま

す。 

 

施設整備の概要 （仮称）四番町公共施設 

●所在地 ●延床面積 ●階数 

四番町１、11 約 12,360㎡ 地上 12階、地下１階 

●整備費（設計を含む） ●開設予定  

約 10,318百万円 平成 36年度  

●主な機能 

四番町保育園、四番町児童館、四番町図書館、区営住宅、職員住宅、 

区民集会室、防災備蓄倉庫 

●整備スケジュール 

 平成 29年度 基本構想、基本設計 

 平成 30年度 基本設計、実施設計 

 平成 31年度 実施設計 

平成 31～36年度 工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POINT 
安全・安心をベースとした、子育て機能の拡充と住みよい住環境を 

実現します 

●震災に強く安全性の高い施設を目指します。 

 

【新施設の階構成（案）】 

 
 

フロア 施設 主な特長 

７～12階 区営住宅 
プライバシー、セキュリティに

配慮 

５～６階 職員住宅 
ニーズの高い単身用住宅も合

わせて整備 

４階 
 

児童館 
 

児童館：乳幼児室や音楽スタジ

オの新設 

保育園：園児定員 100 名、病

後児保育室の新設 

図書館：児童館と連携し、子ど

もの成長に合わせた

機能の充実 

３階 

保育園 

２階 

図書館 

１階 区民集会室 

地下１階 防災備蓄倉庫 保育園給食調理室 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

就園奨励補助 

 

 46,566 千円 

拡充 ▶子育て推進課 ( 14,746  千円) 

 

 幼児教育の円滑な実施に資するため、所得状況に応じた保護者の経済

的負担の軽減を目的に、私立幼稚園の入園料および保育料を補助する事

業です。 

平成 31年 10月からは、段階的に進めてきた幼児教育無償化を、所

得状況に応じることなく全世帯型とし、公平性の観点から利用者負担額

（国の定める基準）を上限とした、月額 25,700円までを補助する事業

となる予定です。 

 

 平成 31年９月まで  平成 31年 10月から 

主な 

対象者 

生活保護世帯、住民税所

得割課税額 211,200

円以下の世帯及び小学 1

～3年生の兄・姉を有す

る園児のいる世帯 

 

園児のいる全世帯 

所得 

制限 
所得制限あり  所得制限なし 

補助額 
年額 62,200円～ 

308,000円 

 

 

月額 25,700円（予定） 

（年額 308,400円） 
 

次世代育成支援計画の策定 

 

 7,263 千円 

 ▶子育て推進課 ( 7,668  千円) 

 

 区は、平成 17年に「千代田区次世代育成支援行動計画」、平成 22年

に「千代田区次世代育成支援行動計画（後期）」、平成 27年に「千代田

区次世代育成支援計画」を策定し、保育所、こども園、幼稚園、学童ク

ラブの充実に加えて、母子保健、教育の充実など、妊娠期を含む子育て

世代や０～18 歳までの子どもの成長を見通した切れ目のない支援体制

の充実を図ってきました。 

平成 31年度は現計画が最終年度を迎えるため、平成 30年度に実施

したニーズ調査などの結果に基づき、子ども・子育てニーズ量の推計を

行うほか、事業量の検討、人口推計、パブリックコメントなどを実施し、

平成 32年度を初年度とする次期５か年計画を策定します。 

  

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

認可外保育施設保育料補助 

 

 23,460 千円 

新規 ▶子ども支援課 ( ―  千円) 

 

 国が平成 31年 10月からの実施を予定している幼児教育無償化を受

けて、これまで保育料補助の対象にしていなかった認可外保育施設の保

育料を新たに補助することで、保護者の負担を軽減します。 

 対象及び補助上限額は、3～5歳児は月額 37,000円、住民税非課税

世帯の 0～2 歳児は月額 42,000 円で、いずれも保護者の就労等で保

育を必要としていることが要件です。 

 



 

 
 

妊娠・出産から子育てまで継続した支援を行い、子育てに関する不安が少なく、次世代を

担う子どもたちが健やかに成長できるまちづくりをめざします。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

子ども・子育てに関する総合相談／児童の虐待防止・早期発見

子育てコーディネーター事業 10,360 14,135 △ 3,775

要保護児童等支援事業（P50） 新規 43,836 0 43,836

子育てひろば（P53） 4,465 4,598 △ 133

地域子育て支援事業運営補助（P53） 拡充 64,334 64,486 △ 152

障害児ケアプラン（P52）
新規
独自

20,222 0 20,222

妊娠・出産から育児まで切れ目のない母子保健サービス

乳幼児健康診査（P107） 拡充 33,634 27,012 6,622

出産・子育て支援 7,713 7,844 △ 131

不妊治療助成 11,000 15,250 △ 4,250

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

31予算額 30予算額

2 

●子育て支援や児童相談の機能強化により、保護者が安心して育児ができ、児童虐待が防

止されている。 

●妊娠・出産、子育ての切れ目のないサービスにより、子どもが心身共に健康に成長して

いる。 

●次世代育成に関する手当や助成制度により、育児の経済的負担が軽減されている。 

 

安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ 
地域づくりを進めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 23】〔105 ページに再掲〕 



 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

子どもを支援するための給付

児童手当等の支給（P54） 独自 904,608 918,285 △ 13,677

こども医療費助成（P55） 独自 375,841 351,674 24,167

その他

いずみこどもプラザ運営補助（再掲）（P40）
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 102,862 79,744 23,118

富士見わんぱくひろば事業運営（再掲）（P40）
※児童館的機能、一時預かり保育分も含む

拡充 124,570 94,212 30,358

子ども発達センター「さくらキッズ」（P56） 独自 91,459 91,445 14

重症心身障害児等支援事業（P51） 新規 81,560 0 81,560

園外活動支援事業（P57） 独自 14,520 9,927 4,593

保育士奨学金返済支援助成（P57） 24,480 21,600 2,880

社会福祉協議会支援（P91） 拡充 194,632 226,145 △ 31,513

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み 新規

拡充
独自

31予算額 30予算額



▶児童・家庭支援センター 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 要保護児童等支援事業 
 43,836 千円 

( ―  千円) 

     

  共働き世帯の増加や核家族化が進み、身近に相談ができる人がいないため、育

児に悩みストレスを抱えた保護者が増えています。また、こうした状況に起因し

た児童虐待も増加し社会問題化する中で、適切な支援やショートステイなどサー

ビスの提供を行います。 

 

１ 放課後の居場所づくり事業 

  さまざまな問題を抱える家庭の要保護児童へ居場所の提供を行い、継続的な見

守りから保護者を含めた生活全般の援助や専門的支援につなげていく必要があり

ます。 

平成31年度は、宿題などをみる学習支援と食事の提供を行い、児童の生活支援

の向上を図るとともに、保護者の養育支援に取り組みます。また、保護者にとっ

てのレスパイト（一時的休息）も兼ねることで家族の負担軽減に努めます。 

 

２ 子どもショートステイ事業 

 保護者の疾病や育児の悩み等の理由により、児童の養育が一時的に困難となっ

た場合に短期間児童を預かる「ショートステイ事業」は、区外の乳児院、児童養

護施設に加え、平成30年度からは協力家庭を募り実施しています。 

  平成31年度は、児童養護施設で実施してきた部分を見直し、区内において定員

を拡大するとともに、特に支援が必要な家庭も気軽に利用ができ、多様な子育て

ニーズに応える形で新たに実施します（下記参照）。 

  この事業により、育児に悩んでいたり疲れていたりする保護者に対し、それら

を解消するための支援を充実するとともに児童虐待の未然防止を図ります。 

  対  象：２歳～小学生（２歳未満は、今後も乳児院で実施） 

  実施事業：①ショートステイ（原則24時間365日預かります） 

       ②トワイライトステイ（午後10時まで預かります） 

       ③一時預かり保育（昼間の時間帯に就学前の児童を預かります） 

  定  員：５名程度 

 

POINT 放課後の居場所づくり事業の特徴 

児童虐待等により支援が必要な家庭の児童を対象とし、学習支援と食事提供を

一体的に行います。また、児童虐待防止の観点で、日頃の児童の様子を見守り、子

どもが楽しく過ごせる場所の提供と保護者への養育支援につなげていくことが特

徴です。 

 



▶児童・家庭支援センター 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 重症心身障害児等支援事業 
 81,560 千円 

( ―  千円) 

      

区内には、児童福祉法のサービスである児童発達支援事業所が 2か所、放課後等

デイサービス事業所が３か所あります。しかし、重度・重症心身障害児や医療的ケ

アを必要とする児童、特別支援学校や特別支援学級に通学する障害児、また、発達

障害児等の受け入れを十分に支援できる体制・設備を備える事業所はなく、他区の

施設を利用する児童もいます。 

現状を踏まえ、重度・重症心身障害児等が身近な地域で支援を受けられるよう、

障害特性や発達状況を踏まえた専門的な指導の提供、保護者へのサポート等を行う

ことのできる民間事業者に対して補助を行い、通所支援事業を提供するための体制

の確保を図ります。 

平成 31年度は、児童発達支援と放課後等デイサービスを実施する事業者を選

定、事業所を開設し、重度・重症心身障害児や医療的ケアを必要とする児童の受入

れを実施します。 

 

 

 

POINT 主な開設・運営経費補助一覧 

補助項目 補助内容 

①開設前家賃補助 事業所借り上げのための開設前賃借料を補助します。 

②施設整備補助 子ども達が安心して過ごすことのできる場を用意するた

め、施設の整備に係る費用を補助します。 

③人件費 医療的ケアの行える看護師、リハビリや生活訓練を行え

る理学療法士等の人員補助を行います。 

④送迎費 障害児の通所手段を確保するため、車両代や人件費等の

補助を行います。 

⑤賃借料 良好な環境の施設を提供するため、家賃補助を行います。 

⑥その他 保険料等の補助を行います。 
 

 



▶児童・家庭支援センター 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 

独自 
障害児ケアプラン 

 20,222 千円 

( ― 千円) 

     

 障害のある子どもが健やかに成長し、保護者とともに地域で安心して暮らしてい

くためには、障害等に対する地域や周囲の人びとの理解と見守りに加え、妊娠期か

ら成人に至るまでのライフステージに応じた切れ目のない支援を享受できる環境の

整備が重要です。 

 区では、障害児のライフステージに応じたプラン(障害児ケアプラン)を作成するこ

とにより、個々の障害児のその時その時の状況に応じた、最適なサポートメニュー

やサービスのプランニングを行い、それらを保護者の方へ提案・提示することで、

将来に対する不安を取り除き、地域での安心した暮らしを支援します。 

障害児ケアプランでは、専門の職員が個に応じたサービス等のプランを作成する

ほか、随時、プランの見直しや相談にも応じ、また、必要なサービスの充実も図っ

ていきます。 

平成 31 年度は、障害児一人ひとりの情報を集約したうえで、適切なサービスの

コーディネートを行い、妊娠期から 18 歳までの切れ目ない支援を提供する体制を

整えます。 

 

 

POINT 妊娠期から 18歳まで切れ目のない支援につなげる取組み 

１ 障害児ケアプランの作成 

   障害児ケアプランは、妊娠期から 18 歳までの一貫したプランニングを行う

ことにより、個に応じたサービスの提供や充実を図り、障害児に関する切れ目

のない支援を実現します。 

 

２ 関係機関との連携 

 作成した障害児ケアプランは保護者の同意に基づき、障害児が在籍する幼稚

園や保育園、小・中学校他、利用する医療・療育機関等との情報の共有や提供

を行う他、必要に応じてケース会議を行います。 

 

３ 各種サービスの充実 

   平成 31 年度は、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、児童福祉法に

基づく障害児通所支援サービスの利用申請に必要な「障害児支援利用計画」の

作成も行います。 

 

  



▶児童・家庭支援センター 
平成 31 年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
地域子育て支援事業 

  68,799 千円※ 

( 69,084  千円) 

 １ 子育てひろば  4,465 千円 

拡充 ２ 地域子育て支援事業運営補助  64,334 千円 

    ※の額は、１～2の合計  

 区は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場として子育てひろばを設置

し、地域の子育て支援機能を総合的に推進し充実させることで、児童及び家庭の福

祉向上を図っています。 

 

１ 子育てひろば 

区内の児童館等では、０歳から３歳までの親子を中心に、地域の子育て親子が集

い、交流の場として子育てひろばを設けています。子育てひろばでは、親子向け各

種プログラムの実施や、子育てに関する悩みなどの相談を受け、育児不安の解消に

努めるなど、いつでも気軽に相談できる機会や場、子育て情報を提供し、子育て支

援機能の充実を図っています。 

 

２ 地域子育て支援事業運営補助 

子育てひろば「あい・ぽーと」麹町では、子育てひろばを中心に、地域の方々が

集える地域交流室やカフェを設け、子育て親子と世代の違いを超え、趣味など多種

の交流を通し、地域全体でかかわる子育て支援を図っています。 

独自の一時預かり保育は、区内在住者に限らず利用ができ、年末年始を除き毎日

運営しています（登録・予約が必要）。平成 31 年度は、民間が運営する子育てひろ

ばで従事する職員に対し、給与等の処遇改善として加算金を増額支給し、人材定着

によるスキルアップ及びサービスの向上を図ります。 

 

POINT 子育てひろば「あい・ぽーと」麹町の実施事業 

子育てひろば「あい・ぽーと」麹町は、0～2 歳児を対象とした小規模保育室を 

備えた、子育て支援施設として、次の事業を実施しています。 

【施設概要】 

所在地 千代田区三番町 7 番地 

 

 

 

 

 

 

 

開設日時

　月曜～土曜日　（祝日、年末年始除く）　１０時～１６時３０分

   毎日　（１２月３１日～１月３日を除く）   ７時３０分～２１時

藍カフェ 　月曜～土曜日　（祝日、年末年始除く）   １１時～１７時

地域交流室  （にじ） 　月曜～土曜日　（祝日、年末年始除く）   １０時～１６時３０分

子育てひろば （なないろ）

一時預かり保育  （こみち）

地域交流

実施事業



▶子育て推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 児童手当等の支給 
 904,608 千円※ 

( 918,285  千円) 

 1 児童手当  787,653 千円 

独自 2 次世代育成手当  116,955 千円 

    ※の額は、１～2の合計  

 妊娠・出産から子育てまで継続した支援を行うことで、次代の社会を担う児童の

健やかな成長をサポートするため、０歳から中学校修了（15歳になる年度の 3月

31日）までの児童を対象に「児童手当」を支給しています。 

また区では、妊娠時から高校生相当年齢（18歳になる年度の 3 月 31日）まで

の支援が、児童の健全育成の観点から不可欠と考えており、「児童手当」の支給対象

となっていない妊娠時と高校生相当年齢の子どもへの支給を、所得制限のない「次

世代育成手当」として、東京 23区で唯一、独自に支給しています。 

 

POINT 児童手当と次世代育成手当を支給します 

○児童手当（国制度）と次世代育成手当（区独自）の関係 
妊娠時 

（第 20週以降） 
未就学 小学生 中学生 高校生 

次世代育成手当
【区独自手当】 
誕生準備手当 
45,000円 

児童手当（国制度） 
所得制限未満 
・3歳未満児童１人につき月額 15,000円 
・3歳以上小学校修了までの児童第 1・2子 

１人につき月額 10,000円 
第3子以降 1人につき月額15,000円 

・中学生１人につき月額 10,000円 

次世代育成手当
【区独自手当】 
児童１人につき 
月額 5,000円 

 
児童手当（国制度） 
所得制限以上 
・児童 1人につき一律月額 5,000円 

 

 



▶子育て推進課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 こども医療費助成 
 375,841 千円※ 

( 351,674  千円) 

 １ 乳幼児医療費助成  159,478 千円 

 ２ 義務教育就学児医療費助成  162,384 千円 

独自 ３ 高校生等医療費助成  41,708 千円 

 ４ こども医療費助成事務費  12,271 千円 

    ※の額は、１～4の合計  

 保護者と子どもが共に区内に住所を有し、国内の健康保険に加入していることを

条件に、次代を担う子どもの健やかな育成と保健の向上を図るため、所得制限なし

で医療費助成を行い、子育て世帯をサポートします。 

これまで区は、「0歳から 18歳まで」が子ども支援の対象との基本認識のもと、

東京都制度より 1年早く平成 5年に区独自の乳幼児医療費助成を開始し、平成 19

年 10月には中学生まで対象を拡大しました。さらに、平成 23年４月から高校生

相当年齢まで対象を拡大し、医療費助成を実施しています。 

なお、入院医療費に加え通院による医療費も助成対象とした高校生等医療費助成

は東京 23区でも独自の制度であり、平成 24年 10月からは区内の医療機関で医

療証を提示すれば、保険適用後の医療費自己負担分の支払いはありません。 

 

POINT ０歳から 18歳までの児童等を対象に医療費を助成します 

○制度の概要 

 

助成制度 

 

乳幼児医療費助成 

 

義務教育就学児医療費助成 

 

高校生等医療費助成 

【区独自】 

 

対象年齢 未就学児 

（０歳～６歳） 

小・中学生 

（７歳～15歳） 

高校生相当 

（16歳～18歳） 

 

 

給付方法 

 

 

現物給付 

（医療証提示・医療機関窓口での支払い不要） 

区内医療機関：現物給付 

（医療証提示） 

区外医療機関：償還払い

（医療機関窓口で精算

後、区へ還付請求） 

 

所得制限の有無 

 

所得制限なし 

 

 



▶児童・家庭支援センター 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 
子ども発達センター 

「さくらキッズ」 

 91,459 千円 

( 91,445  千円) 

      

平成24年12月に開設した子ども発達センター「さくらキッズ」は、区独自に小

学１年生までの児童を対象に、子どもの発達に関しての気がかりなことや心配なこ

とについて相談に応じる身近な子育て施設です。 

発達障害児や知的障害児、肢体不自由児等への専門的な療育指導をはじめ、児童

一人ひとりの発達の状況に応じて、臨床心理士や作業療法士などの専門職員が行う

指導により児童の成長・発達を促し、その能力を最大限に伸ばすことをめざしてい

ます。同時に、保護者への子どもの発達に関するアドバイスや助言を行うほか、保

護者同士の交流や情報交換の場を積極的につくることで、保護者への支援を行って

います。 

平成 31 年度も引き続き、発達についての相談に応じるとともに、専門的な療育

指導を行い、児童の発達支援を推進します。 

 

 

POINT 療育指導プログラムの概要 

 

 

 

● 運 動・・・理学療法士が首すわりからお座り、はいはい、立つ、歩くなどの運動

について、遊びを通じて支援します。 

● 言 語・・・言語聴覚士が発音の間違いや、吃音、言葉の数が増えないなどの相談

に応じ、言葉のやり取りや発語について支援します。 

● 心 理・・・臨床心理士等が「落ち着きがない」「こだわりが強い」等、子どもの

発達特性に応じて得意・不得意を明確にして、コミュニケーションや

言葉の理解・概念学習の支援をします。 

● 作 業・・・作業療法士が手先の不器用さや運動のぎこちなさについて、ハサミや

箸などの机上の活動や、感覚と運動の統合訓練を通して支援します。 

 

 

 

     コミュニケーション、社会性、情動・行動の調整、言語、認知などについて、小

集団での活動を通して支援し、友達とのやり取りや集団参加の力を育てます。 

●  指 導 員：保育士、心理士、作業療法士、音楽療法士等 

●  実  施：低年齢から小学１年生までの年齢別にグループを構成 

        １グループ１０人程度の少人数指導（全１０グループ） 

●  活動内容：学びの時間・・・「手先の操作」や物の「見分け・作る」「ことばの学

習」などを行います。 

遊びの時間・・・「身体交流活動」「対人交流活動」のほか、「造形遊

び」や「運動あそび」「音楽活動」等を行います。 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

園外活動支援事業  14,520 千円 

独自 ▶子ども支援課 ( 9,927  千円) 

 

 区は、増大する保育需要に対応するため、民間保育所の誘致により保

育所の整備を行っています。しかし、新たに区内で保育所を開設する場

合、保育所に専用の園庭を設置することが困難な状況で、近隣の公園や

児童遊園などを園庭の代わりとして利用しています。 

園庭のない私立認可保育所等が、代替園庭として利用しているすべて

の公園や戸外活動先の児童遊園について、園児たちが安心して安全に遊

ぶことができるよう、公園・児童遊園等を見守るパトロール要員を配置

しています。 

平成 31年度は、区による私立認可保育所等の園外活動時の送迎バス

の借り上げを年間で実施し、近隣の公園だけでなく、より遠方への戸外

活動の実施が可能になるよう支援していきます。 

保育士奨学金返済支援助成 

 

 24,480 千円 

 ▶子ども支援課 ( 21,600  千円) 

 

区は、近年、就学前の子どもの数が増え、急激に保育需要が高まっ

ています。特に、23区内では、新規保育所が大幅に増加し、保育士の

確保が難しい現状のなかで、質の高い保育が安定かつ継続的にされる

よう、区内の保育施設の人材確保・定着に対する独自の支援策を実施

しています。 

区内の保育施設で保育士として就業中の方の奨学金の返済を支援す

ることで、区内の保育施設に保育士が継続して勤務できるような環境を

整え、保育の質の向上に繋げていきます。 

平成 31年度は、新規開設園の増に伴い、助成対象者が増える見込み

です。 

 



 
 

個に応じた指導の充実を図るとともに、多様な人間関係の中で、他者を思いやり、相手の

立場に立って考えられる力を育むため、心の教育を充実します。 
 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

心の教育の推進／多様な体験活動の充実／子どものいじめ防止対策

心の教育の推進（P59） 独自 7,506 9,379 △ 1,873

個に応じた指導の充実

個に応じた指導の充実（P61） 100,616 127,044 △ 26,428

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

●多様な人と関わる経験や自然体験、社会体験等から学んだ事を活かし、思いやりの心や

規範意識のある人材が育っている。 

●特別な支援が必要な子どもに適切な支援体制が整備され、誰に対しても分け隔てなく、

互いの立場を尊重した、共生の理念を持った人材が育っている。 

他者を思いやり、人との関係をより良く築く力を共に 
育む教育を進めます【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 25】 
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▶指導課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 心の教育の推進 
 7,506 千円 

( 9,379 千円) 

  いじめ防止プロジェクト  7,365 千円 

  社会体験・インターンシップ  91 千円 

  親子で学ぶ「情報モラル」  50 千円 

     

ＩＣＴ技術の発展などにより社会状況が急激に変化し、人と人との関わりが希薄に

なる中で、21世紀を生きる子どもたちには、他者と意見を交わし理解し合い、より良

い人間関係を築いていくことが求められます。そこで区は、心の教育コーディネータ

ーや臨床心理士等の専門家と連携しながら、親子を対象とした取組みを推進し、心の

教育の充実を図っています。 

 

１ いじめ防止プロジェクト 

  社会問題となっているいじめ問題について、「千代田区いじめ防止等のための基

本条例」に基づき、子どもたちのＳＯＳを見逃さず、学校・家庭・地域が共に手

を携え、未然防止・早期発見・早期対応に向けたいじめ防止プロジェクトの取組

みを進めていきます。 

 

２ 社会体験・インターンシップ 

 中学２年生を対象に実施する「社会体験・インターンシップ」では、地域社会の

様々な人々との関わりを通して、自己の生き方を考え、自己を確立する基礎を育て

ることを目的として、多くの地域の方々の協力のもとに、職場体験を実施していき

ます。 

 

３ 親子で学ぶ「情報モラル」 

 情報モラルの育成に向けては、携帯電話会社等と連携し、最新の事例を活用しつ

つ親子が共に学べる「情報モラル」教室を実施します。また、ＳＮＳ使用に関する

家庭ルールである「ＳＮＳ我が家ルール」づくりを一層啓発していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【いじめ対策関連事業 主な取組み】 

 未然防止のために 早期発見・早期対応のために 

子
ど
も 

  

学
校
教
職
員 

  

家
庭
・
地
域 

  

 

POINT 専門家と連携し、いじめ等の未然防止･早期発見･早期対応に努めます 

○【独自】「いじめ・悩み相談ホットライン」 

いじめに関する子どもからの相談は、昼間より夜間に多い傾向にあります。

そこで、「いじめ・悩み相談ホットライン」を 24 時間 365 日対応とし、子

どもたちのＳＯＳを迅速にキャッチできるようにしています。 

○【独自】「スクール・カウンセラー」 

   臨床心理士等の専門家を、小・中学校だけではなく、区独自で区立保育園・

こども園・幼稚園、児童館・学童クラブ、幼保一体施設にも派遣し、幼児・児

童・生徒や教職員・保育士等に対して継続的に心理的な支援を行うことによ

り、いじめ・不登校・児童虐待等の未然防止や状況改善による解決を図ります。 

○【独自】「スクールライフ・サポーター」 

小学校に地域人材を派遣し日常的に児童と交流を図り、社会性や人間性を育

むとともに、いじめに繋がるような問題の未然防止や早期発見に繋げます。 

○【独自】「スクールソーシャルワーカー」 

社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有したスクールソーシャルワー

カーを、各学校に派遣し、学校との相談体制を確立するとともに、その専門的

な知識・技能等を用いて保護者への働きかけ、関係機関とのネットワークを構

築して、子どもや家庭を支援するコーディネーターの役割を果たします。 

○【独自】「全児童生徒を対象としたアンケート調査の実施」 

  学校生活における意欲・満足度等を測るアンケートを全学級で実施し、学級

になじめていない子どもを発見し、いじめの未然防止、早期発見に努めます。 

○「健全育成サポートチーム」 

   いじめや虐待などの生活指導上の問題等の解決に向けて、弁護士等の専門

家・学校・教育委員会・関係機関等が連携して対応します。 

 

【独自】スクール・カウンセラーの派遣と教育相談 

【独自】スクールライフ・サポーターの派遣（小学校） 

 
【独自】フレンドシップ・サポートの実施 

 

【独自】いじめ・悩み相談ホットライン 

 
【独自】いじめ防止啓発物品の配布 

 

【独自】いじめ・悩み相談レターの配布 

間） 

 

【独自】心の教育コーディネーターの派遣 

 

学校等対策支援チーム 

間） 

 
健全育成サポートチーム 

 
教員の意識向上（職員研修） 

間） 

 【独自】スクールソーシャルワーカーの派遣 

間） 

 

【拡充】家庭・地域等への理解・啓発・協力 

 

親子で学ぶ「情報モラル」 

 

【独自】全児童・生徒へ意欲・満足度等を測るアンケートを実施 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

個に応じた指導の充実 

 

 100,616 千円 

 ▶学務課、指導課 ( 127,044  千円) 

 

 児童・生徒数の増加や障害の多様化などに伴い、個に応じたきめ細や

かな指導・支援体制が必要となっています。 

区立保育園・こども園・幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校に心

理等の専門家を派遣し、特別な支援が必要な児童等の状況を把握し、適

切な指導・支援方法について教職員や保護者に助言します。 

特別な支援を要する児童、日本語指導を必要とする外国人児童等に対

する支援として学習・生活支援員を配置します。加えて、日本語指導教

室を開設し、指導員が在籍校へ訪問指導を行います。 

 



 

 
 

社会の変革に対応するため、国際教育の一層の推進に努め、学力・体力の向上を図るとと

もに、各学校の実情を活かした特色ある教育の充実を図ります。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

きめ細かな指導の推進／健康・食育・体力向上プランの推進／伝統文化理解教育の推進

特色ある教育活動（P63） 独自 65,114 64,737 377

ＩＣＴ教育の推進（P65） 独自 294,679 324,292 △ 29,613

食器の整備（中学校・中等教育学校）（P69） 新規 11,246 0 11,246

国際教育の推進

国際教育の推進（P67） 独自 45,070 45,409 △ 339

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

●基礎的な学力と体力を有し、困難な課題にあっても、協働しながら、主体的・創造的

に、問題解決できる人材が育っている。 

●国内外で外国人等に対して、積極的にコミュニケ―ションを図り、日本の魅力を紹介

することができる共生の理念のある人材が育っている。 

 

グローバル社会で活躍する資質・能力を育て、主体的・協働 

的・創造的に生きる力を身に付ける質の高い教育を進めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 26】 
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▶指導課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 特色ある教育活動 
 65,114 千円 

( 64,737  千円) 

  特色ある教育活動  49,974 千円 

  部活動の推進  8,400 千円 

  伝統行事の継承  6,740 千円 

      

各学校の実情を活かした特色ある教育活動を展開するため、学校・園が独自の企画

を作成・提案し、教育委員会が提案を審査・決定した上で実施する事業です。 

 

１ 特色ある教育活動 

 歴史・文化の知識や技能を持った地域住民やＮＰＯ法人、企業、教育機関が集

積する本区ならではの特性を活かし、専門家や地域人材等を指導者として迎える

ことで、さまざまな教育プログラムを展開し、子どもに21世紀の地域・社会を

担う力を育むとともに、各学校・園の創意工夫を凝らした魅力と特色ある学校づ

くりを推進します。 

また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を、子どもたちの人

生にとってまたとない重要な機会と捉え、オリンピック・パラリンピック教育と

して、様々なスポーツや日本や他国の伝統文化に触れさせ、国際社会に貢献し、

地域の担い手となる人材の育成を目指します。 

 

２ 部活動の推進 

 部活動等の振興を図るため、学校と専門家が連携して、スポーツや文化・芸術

の分野における専門家を講師として招へいすることで、児童・生徒の意欲や技術

力の向上、個性の伸長、社会性の育成を図るとともに、教員の負担を軽減してい

きます。 

 

３ 伝統行事 

   地域の学校・園として、その地域や学校の伝統を大切に守り、引き継いでい

かなければなりません。地域との連携を図り、各学校・園が長年に渡って行っ

ている伝統的な行事を継承していきます。 

  



 

POINT オリンピック・パラリンピック教育を推進します 

〇 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の経験が、子どもたち

一人ひとりにとって、その後の人生の糧となるような掛け替えのないものと

なるようオリンピック・パラリンピック教育を推進していきます。 

〇 オリンピック・パラリンピック教育を教育課程に明確に位置づけ、「千代田

区教育委員会が提唱する５つの視点」に基づき、各学年の年間指導計画を作

成して教育活動を展開していきます。カリキュラムマネジメントの考え方に

基づき、各教科等で年間 35時間を実施します。 

〇 特色ある教育活動や東京都教育委員会のオリンピック・パラリンピック教育

の推進事業を活用したオリンピアン・パラリンピアンを招へいする活動、国

際教育の推進など、さまざまな手段により取組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 心の教育（ボランティアマインド） 

② 共生社会（障がい者理解） 

③ スポーツ志向 

④ 伝統文化（日本人としての自覚と誇り） 

⑤ 国際理解（豊かな国際感覚） 

５つの視点 

 

 

１ 自らの目標をもって自己を肯定し、自らのベストをめざす意欲と

態度を備えた人 

２ スポーツに親しみ、「知」、「徳」、「体」の調和のとれた人 

３ 日本人としての自覚と誇りをもち、自ら学び行動できる国際感覚

を備えた人 

４ 多様性を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平和と発展に貢献

できる人 

オリンピック・パラリンピック教育を通して育成したい人間像 



▶指導課、九段中等教育学校経営企画室 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 ＩＣＴ教育の推進 
 294,679 千円※ 

( 324,292  千円) 

 １ 小学校管理分  179,008 千円 

 ２ 中学校管理分  46,733 千円 

 ３ 中等教育学校管理分  68,938 千円 

    ※の額は、１～３の合計 

区では、新たな時代を生き抜く人材の育成に向け、ＩＣＴ（情報通信技術、

Information and Communication Technology）教育の環境整備に努め、平成

30年度には、コンピューター教室のパソコンやタブレット型ＰＣの更新を行いまし

た。これらを活用し、児童・生徒一人ひとりが個に応じた学習や、共に教え合い学

び合う協働学習を実践していきます。 

情報化教育推進校に位置付けている神田一橋中学校では、引き続き１人１台のタブ

レット型ＰＣを活用した協働学習を実施していきます。九段中等教育学校では、高度

情報処理能力や考える力を育成することのできるＩＣＴ教育環境を整備していきま

す。 

また、ＩＣＴサポーターを配置して、ＩＣＴを活用した授業の指導補助や、学習

資料の作成・活用、情報モラルの研修など、効果的なＩＣＴ教育の実践を計画的に

支援していきます。 

今後も、新しい学習指導要領の目標を達成できるよう、国の方針等を踏まえ、全

児童・生徒に１人１台情報端末を配備できるように準備を進めていくとともに、こ

れまでの活用状況等の検証を行い、より効果的に活用していきます。 

 

【各校の教育環境整備状況】 

児童・生徒 
端末台数 

デスクトップ・ノート・タブレット型ＰＣ 

神田一橋中学校 
220 台 

（１人１台体制） 

他の小・中学校 
（９校） 

１校 80～160 台 
（計 1,390 台） 

九段中等教育学校 280 台 

合計 1,890 台 

ＬＡＮ運用 
教材類 

・協働学習に活用できる授業支援システムを導入 

・全校で教員用デジタル教科書を導入 

施設・設備・備
品類 

・全普通教室・特別教室に電子黒板機能のあるプロジェクターを

配置済 

・全普通教室・特別教室に最新の無線ＬＡＮ機器整備済 

 



 

POINT 
ＩＣＴ教育を通じて児童・生徒が共に学び合う協働学習の環境を整え

ます 

Ｑ 児童・生徒は、ＩＣＴ教育によって、なぜ共に学び教え合えるのですか？ 

Ａ ＩＣＴ機器を活用すると、学び合いの各場面において、個人やグループの考

えを全体で共有したり、他の児童・生徒の考え方をもとに、自らの考えを深め

たりすることが容易にできるようになります。また、プレゼンテーションソフ

トを利用して発表する活動も容易に行うことができ、資料作成力・判断力・表

現力等の育成を図ることができます。 

 このように、ＩＣＴ教育では、教員が多数の児童・生徒に対して一斉に指導

する「一斉学習」、個々の習熟度に応じて学習する「個別学習」の他に、児童・

生徒間で学び合う「協働学習」を、今まで以上に効果的に進めていくことがで

きます。 

Ｑ タブレット型ＰＣを導入することで、どのような利便性があるのですか？ 

Ａ ①簡単に持ち運べるので、教室内外で活用できます。（移動性） 

②指やペンで直感的に思う通りの操作ができます。（操作性） 

③複数のタブレット型ＰＣを並べて、見比べることができます。（供覧性） 

④パソコン、デジタルカメラ、ノートなど様々な器具として活用できます。

（機能性） 

⑤簡単に学習の記録を残すことができます。（記録性） 

Ｑ 子どもがタブレット型ＰＣを利用する機会が増えることで、インターネッ

ト依存症など子どもたちへの影響が心配です。学校教育の中でどのように対

応していますか？ 

Ａ 児童・生徒には授業の中で、インターネット依存症により健康被害が起きる

ことやネット上での友達づきあい等を指導し、正しい機器利用の仕方やマナ

ーを身に付けさせます。 

また、どの教職員でも情報モラルについての指導ができるよう、校内で研修

を行うほか、各校の情報教育主任教諭に対しては、専門家によるＩＣＴ機器の

活用方法や情報モラルの研修を行います。 

  さらに、児童・生徒やその保護者に対して、情報モラルについて共通に認識

すべきこと等について、専門家の話を聞く機会を提供し、インターネットを使

用する上での注意点などの意識啓発を行います。 

Ｑ 各校の教職員は、ＩＣＴ機器を使った教育活動に慣れているのでしょう

か？  

Ａ 研修を重ね習熟している教職員もいますが、不慣れな

教職員もいます。そこで各校に配置したＩＣＴサポータ

ーを活用し、ニーズに応じた個別研修会を月 1 回程度実

施するとともに、夏休みなどの長期休業中にＩＣＴ機器

の活用スキルの向上を目的とした研修を行っています。 

 



▶指導課 
平成 31 年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 国際教育の推進 
 45,070 千円 

( 45,409 千円) 

  国際教育の推進  37,294 千円 

  中学生海外派遣・受入  7,776 千円 

      

広く国際教育を推進し、子ども達の国際的な視野を広め、豊かな国際性を育成す

ることを目的として、ＡＬＴ（外国語指導助手：Assistant Language Teacher）

を幼稚園・こども園・保育園・小学校・中学校に派遣します。 

平成32年度には、小学校の学習指導要領の改訂が予定されており、３・４年生は

週１回で年間35時間の外国語活動を行い、５・６年生は週２回で年間70時間の

「教科型」の英語を行うことになっています。改訂による時間増への対応として、

平成30年度から短時間（モジュール）学習を導入しています。そのための教材・カ

リキュラムとして外国語教育短時間学習教材「ＳＷＩＴＣＨ ＯＮ」を活用し、指

導を行っていきます。段階的に指導時数を増加するとともに、区としてカリキュラ

ムや指導案、教材の整備を行っていきます。各校の国際教育担当教員等で構成され

る「国際教育推進協議会」では、年間をとおして指導法等に関する研修を行いま

す。これに加え、夏季休業中に全教員を対象に、指導法等の研修を行っていきま

す。 

中学校・中等教育学校の生徒を対象に、年１回英語検定の検定料を助成し、生徒

自身の英語能力の客観的な把握や学習意欲の向上につなげていきます。 

平成28年度に作成した、千代田区の伝統や文化・自然などを英文とともに紹介し

た小冊子「千代田っ子のおもてなし（Welcome to Chiyoda）」を活用し、千代田区

に対する理解を深めるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大

会を控え、千代田区に多くの外国の方々が訪問された際には、千代田区を紹介でき

るようになることを目指します。 

中学生の海外派遣・受入事業では、英国のウエストミンスター市に区立中学校の

生徒を派遣するとともに、ウエストミンスター市立学校の生徒を受け入れることに

より、国際的視野を広げ、友好親善を図ります。また、意欲や資質が充分であって

も経済的な理由で参加をためらう生徒が出ないよう、保護者負担の軽減を図ってい

きます。 

小学生においては、平成 30 年度に引き続き、東京都教育委員会が進める国際教

育事業「Tokyo Global Gateway」を活用した校外学習を、各小学校で年 1 回実施

し、国際理解教育の推進を図っていきます。 

 

  



 

POINT  「Tokyo Global Gateway」 の概要 

東京都が平成 30 年９月に青海にオープンした体験型英語学習施設です。 

施設内ではすべて英語が使用され、初心者から上級者

まで、それぞれの習熟度に応じたプログラムに取り組み

ます。 

自ら英語で発話し、相互理解を生むなどの体験を通じ

て、知識の習得だけでなく、学習意欲を育む効果が期待さ

れます。 

 

 

 



 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

食器の整備（中学校・中等教育学校） 

 

 11,246 千円 

新規 ▶学務課 ( －  千円) 

 

 平成 30年度から学校給食の標準献立が実施されたことに伴い、小学

校において給食で使用する食器は、強化磁器の食器に統一しました。こ

れにより、アレルギー食器が一目で確認できるようになり、より安全な

給食提供が可能となったほか、献立の盛付のイメージを各学校の栄養士

が共有できるようになりました。 

平成 31年度は、中学校・中等教育学校についても統一食器（汁椀、

小鉢、大皿、中皿、丼）を整備することにより、更なる標準献立の取組

みを進め、より安全な給食の実施と食育の推進を図っていきます。 

 



 
 

児童・生徒が一日の大半を過ごす教育施設を発育状況にあわせて良好な環境に整えるとと

もに、子どもが安全で健やかに成長できるまちづくりをめざします。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

教育施設の整備

和泉小学校・いずみこども園等施設整備調査検討
（P71）

6,958 3,330 3,628

お茶の水小学校・幼稚園の整備関連事業（P73） 1,249,043 101,677 1,147,366

児童の安全確保の取組み

児童の安全確保対策 2,450 2,459 △ 9

子どもの遊び場確保の取組み

子どもの遊び場確保の取組み（P72）
拡充
独自

84,185 59,561 24,624

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

31予算額 30予算額

●施設の計画的な改築整備や大規模改修が進められ、子どもがのびのびと育ち、学び、成

長できる施設となっている。 

●家庭、学校、地域が密接に連携・協力し、子どもが安心して過ごせる地域となっている。 

●区だけでなく区民や事業者等の様々な人々が、子どもの成長期における外遊びの必要

性や重要性を認識し、その連携・協力のもと、子どもが外でのびのびと遊ぶことのでき

る環境が整っている。 

 

児童・生徒が安全にのびのびと成長できる環境を整え 
ます【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 27】 
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▶子ども施設課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 
和泉小学校・いずみこども園等施設

整備調査検討 

 6,958 千円 

( 3,330  千円) 

      

 和泉小学校、いずみこども園等施設は、昭和 62 年の竣工から築 31 年が経過し

設備等の老朽化が進んでいることに加え、各階での利用動線の混在から安全管理上

の課題を抱えており、早急な機能改善が求められます。 

整備にあたっては、地域の児童数増への対応や少人数教室、特別支援教室の整備

などの今日的な教育環境の課題等を踏まえ、検討を進めていきます。 

 平成 31 年度は、保護者や学校関係者、地域の関係者などで構成される「施設整

備検討協議会」において意見交換・情報共有を行い、整備方針を策定します。 

 

POINT 施設整備に向け、施設整備検討協議会にて検討を進めます 

 

＜現施設の概要＞ 

所 在 地 神田和泉町１番地 
＜現施設＞ 

 

 

 

 

 

敷地面積 3,963.06 ㎡ 

竣工年月 昭和 62 年７月 

構 造 
鉄骨鉄筋コンクリート構造 

地上８階・地下１階 

延床面積 

全体 11,755.38 ㎡ 

和泉小学校 7,861.92 ㎡ 

いずみこども園   705.69 ㎡ 

いずみこどもプラザ   723.93 ㎡ 

ちよだパークサイドプラザ 2,463.84 ㎡ 

 

＜整備スケジュール＞ 

 平成 31 年度  整備方針の策定 

 平成 32 年度～ 設計 

 

 

  



▶子ども総務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
子どもの遊び場確保の取組み 

 84,185 千円 

( 59,561  千円) 

区は、平成 25年４月に「千代田区子どもの遊び場に関する基本条例」を施行しま

した。 

これを受け、区内８か所に子どもの遊び場を確保し、子どもたちが外でのびのびと

遊び、健やかに育つことができるような環境づくりを進めています。 

また、平成 25年 10月から、地域・学校・ＰＴＡ関係者・青少年委員・スポーツ

推進委員などの協力のもと、「子どもの遊び場推進会議」を設置し、遊び場の充実等に

ついて検討を行っています。 

平成 31年 4月には、民間の土地を活用し「くだんしたこどもひろば」を新規開設

します。 

今後も各遊び場の環境や特性を活かしながら、子どもたちに最適な遊び場の確保が

図れるよう多角的に取り組んでいきます。 

POINT 子どもが自由に、好きな遊びをできる場所を作ります 

「子どもの遊び場事業」の実施場所では、道具の貸出しを行い、ボール遊び等

が自由にできます。また、子どもたちの見守りや遊び相手をするプレーリーダー

を配置しています。 

場   所 日   時 

外濠公園総合グラウンド内芝生広場（五番町先） 毎週水曜14時～16時 

和泉公園（神田和泉町１） 
毎週木曜15時～17時 

毎週土曜14時～16時 

東郷元帥記念公園（三番町18） ※公園改修工事期間中は休止 毎週日曜14時～16時 

小川広場フットサルコート（神田小川町３－６） 毎週日曜14時30分～16時30分 

旧今川中学校（鍛冶町２－４－２） 毎週日曜14時～16時 

芳林公園（外神田３－５－18） 毎週日曜10時～12時 

旧永田町小学校（永田町２－19－１） 毎週日曜10時～12時 

ふじみこどもひろば 

（富士見２－14－３ 衆議院九段議員宿舎跡地） 

※プレーリーダーの配置及び遊び道具の貸出しは行っていません。 

毎週土曜、日曜、祝日（休日） 

９時～17時 

 くだんしたこどもひろばは、民間の土地を一時借用して整備した、子どもが遊

べるひろばです。子どもが自由にボール遊び等をできる「ボール遊びエリア」や

バスケットボールのゴールが設置された「ミニバスエリア」があります。毎週土

曜、日曜日には、プレーリーダーを配置して子どもの遊び相手となる「プレーリ

ーダータイム」を実施します。また、ひろばは保育園の代替園庭としても活用し

ます。 

場   所 日   時 

くだんしたこどもひろば 

（九段南１－３－５） 

毎日９時～17時（毎週土曜、日曜14時～

16時はプレーリーダータイム） 
 

 



▶子ども施設課、学務課 
平成31年度予算額 

(前年度予算額） 

 
お茶の水小学校・幼稚園の整備関連

事業 

 1,249,043 千円※ 

( 101,677  千円) 

 １ お茶の水小学校・幼稚園の整備  1,147,250 千円 

新規 ２ お茶の水小学校・幼稚園仮校舎運営  78,320 千円 

新規 ３ お茶の水小学校・幼稚園物品等移設  23,473 千円 

     ※の額は、１～３の合計 

 お茶の水小学校・幼稚園は、老朽化が進んだ小学校校舎の機能更新を図るととも

に、幼稚園仮園舎を校舎に取込み、地域の防災拠点や地域コミュニティの核として

の役割を踏まえた施設整備を進めています。平成 29年 3月に「お茶の水小学校・

幼稚園施設整備検討協議会」を設置し、地域・学校関係者とともに良好な教育環境

の整備に向け、検討を重ねています。 

 

１ お茶の水小学校・幼稚園の整備 

 平成 29年度から基本設計を行い、平成 30年度には実施設計に着手しました。 

平成 31年度は実施設計を完了し、現校舎の解体工事と新校舎の建設工事に着手

します。 

２ お茶の水小学校・幼稚園仮校舎運営 

 平成 31年９月から、工事期間中の仮校園舎として、旧九段中学校へ移転しま

す。仮校園舎を使用する期間は、送迎バスの運行を行う他、徒歩で通学する児童等

のために、通学路上に学童擁護や見守り要員を増員配置し、安全を確保していきま

す。 

３ お茶の水小学校・幼稚園物品等移設 

 夏休み期間中に、現校園舎から仮校園舎へ、什器・備品類の運搬等を実施しま

す。 

 

施設整備の概要 お茶の水小学校・幼稚園 

●所在地 ●延床面積 ●階数 

神田猿楽町１－１－１ 約 13,500㎡ 地上６階、地下２階 

●整備費（設計を含む） ●主な機能 ●開設予定 

約 11,412百万円 小学校、幼稚園、 

学校内学童クラブ 

平成 34年度 

●整備スケジュール 

 平成 29年度 基本設計 

 平成 30年度 基本設計・実施設計 

 平成 31年度 実施設計・工事着工 

平成 31～34年度 工事 

平成 34年度       開設 

 



POINT 教育環境向上と地域コミュニティ拠点として施設整備を行います 

＜お茶の水小学校・幼稚園 新校舎の概要＞ 

Q 新しい施設はどのような施設になりますか。 

A 小学校、幼稚園、学校内学童クラブで構成する施設になります。隣接する錦華

公園との連携にも配慮しています。また、体育館やプール、多目的ホールなど

は、地域の方々の利用も想定した計画となっています。 

併せて、地域の防災拠点としても機能充実を図り、災害時の避難・防災活動が

円滑に行える施設とします。 

 

Q 新校舎の主な階構成を教えてください。 

A １階に幼稚園を配置しています。園庭として利用できるピロティを錦華公園

側に配置し、小学校校庭との一体的な利用も可能となっています。 

学校内学童クラブの専用室を１階と２階に配置します。 

小学校の昇降口と校長室・職員室などの管理諸室は２階に配置します。また、

地域の方の利用も考えた多目的ホールやランチルームを配置しており、体育館

とともに地域の防災拠点となります。 

  ３～５階は、小学校の普通教室・特別教室です。少人数教育、習熟度別教育や

ICT 教育など今日的な教育内容に対応できる充実した設備を整え、また、今後

の子どもの人口推移を考慮したゆとりある施設整備としています。 

  ６階には、プールを配置しています。幼稚園プールとしても利用するため、

可動床とし、さらに一般利用も想定した、動線計画としています。 

地下２階には、体育館、記念室を配置しています。体育館は公式バスケットボ

ールができる広さとなっていて、一般の利用も想定しています。また、体育館は

地域の避難所として利用することを踏まえ、機能の充実を図っています。 

 

お茶の水小学校・幼稚園 完成イメージ図 
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