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１ 相談 困ったことや悩んでいることがあれば、まずはご相談ください

ひとり親家庭相談

子ども・若者支援センター

すこやか福祉センター等

相談 内容 連絡先

ひとり親

家庭相談

ひとり親家庭に対する支援等（住宅、仕事、生活等）につい

ての相談を母子・父子自立支援員がお受けします。

区役所3階

子ども・子育て支援係

☎3228－8723

総合相談

18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談をお受

けします。どこに相談したら良いか分からない時もまずはご

連絡下さい。

子ども・若者相談課

総合相談係

☎5937－3257

児童虐待

相談

子どもが虐待を受けたのでは？（あざや傷があるのを確認し

た等の明白な場合だけでなく）と疑われる等に関する通報、

相談も迷わずご連絡ください。

児童福祉課

☎5937－3289

相談 内容 連絡先

育児相談

新生児から乳幼児の発達・疾病・栄養等育児に関するさ

まざまな相談を保健師、管理栄養士、歯科衛生士、心理

相談員がお受けします。

中部すこやか福祉センター

☎3367-7788

南部すこやか福祉センター

☎3380-5551

北部すこやか福祉センター

☎3388-0240

鷺宮すこやか福祉センター

☎3336-7111

子育て専門

相談

18歳未満の子どもとその保護者を対象に子どもの発

達、健康、しつけ、友人関係等子育てに関するさまざま

な相談をお受けします。

女性の健康

相談

18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談を

保育士・保健師等専門職員がお受けします。

発達相談
日常生活等における発達が気になるお子さんについて

の相談をお受けします。

女性相談 女性の抱える様々な悩みの相談をお受けします。 ☎3228－5556
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その他相談機関

内容 相談機関 連絡先

生活相談等

① 東京ウィメンズプラザ

② 東京都女性相談センター

③ 東京都ひとり親家庭支援センターはあと

① ☎5467-2455

② ☎5261-3110

③ ☎6272-8720

法律相談
① 東京ウィメンズプラザ

② 法テラス東京（新宿）

① ☎5467-2455

② ☎0570-078374

離婚前後の法律相談 東京都ひとり親家庭支援センターはあと ☎6272-8720

養育費について
① 養育費等相談支援センター

② 東京都ひとり親家庭支援センターはあと

① ☎3980-4108

② ☎6272-8720

「多重責務ホットライン」 (財)日本クレジットカウンセリング協会 ☎0570-031640

一般相談・DV相談 東京ウィメンズプラザ ☎5467-2455

公正証書の作成など 中野公証役場 ☎5318-2255

パートナーからのDV相談

女性のための相談 東京ウィメンズプラザ ☎5467-2455

女性のための相談

男性のための相談

東京都女性相談センター ☎5261-3110

東京ウィメンズプラザ

男性のための悩み相談
☎3400-5313

緊急時 警視庁総合相談センター

☎ #９１１０

☎3501-0110

今暴力を受けているなど

緊急時は 警察 １１０番
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２ 経済的な支援に関すること

(１)手当等

優遇制度：児童扶養手当を受給中の方は水道料金・粗大ごみ処理手数料・区営自転車駐

輪場定期利用料等の免除や都営交通無料乗車券の発行・JR通勤定期券の割引があります。

詳しくは上記担当へ。

（２）医療費助成

手当名 対象者 連絡先

児童育成手当
ひとり親世帯等（父または母が重度障害者の場合含む）でお子

さんを養育している方（年齢制限、所得制限があります）

区役所３階

児童手当係

☎3228-8952

児童扶養手当

ひとり親世帯等（父または母が重度障害者の場合含）でお子さ

んを養育している方（年齢制限、所得制限の他一定の要件に該

当する方は受給できない場合があります）

児童手当
お子さんを養育している保護者のうち、主たる生計の中心者

（恒常的に所得の高い方等）（年齢制限、所得制限があります）

助成費名 対象等 連絡先

ひとり親家庭

医療費助成

ひとり親家庭のお子さんとそのお子さんを扶養している父ま

たは母あるいは養育者の方が保険証を使って医療機関で診療、

調剤を受けたとき保険診療の自己負担分（一部負担金及び入院

時食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を除く）を助

成します（年齢制限、所得制限があります）。

区役所３階

子ども医療助成係

☎3228-3253

子ども医療助成

0歳から18歳（高校生相当年齢）までのお子さんが保険証を

使って医療機関で診療、調剤を受けたとき、保険診療の自己負

担分（入院時食事療養標準負担額を除く）を助成します。
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（３）資金の貸付

（４）受験生チャレンジ支援貸付事業

（５）その他の各種奨学金制度

事業名 貸付対象等 連絡先

学習塾等受講料

貸付金

中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方の一定所得以下の世

帯に対し、お子さんが対象となる年度の4月から受験までの学習

塾等費用を貸し付けます。
中野区社会福祉

協議会

☎

5380-5775

高等学校等受験

料貸付金

中学3年生又はこれに準ずる方の一定所得以下の世帯に対し、学

校教育法に規定の高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学

校受験料を貸し付けます。

大学等受験料貸

付金

高校3年生又はこれに準じる方の一定所得以下の世帯に対し、学

校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校受験料

を貸し付けます。

制度名 対象校種 連絡先

中野区教育振興会

奨学金
高校全日制・定時制

中野区教育振興会

☎3228-5544

生活福祉資金
高校、高専、専修学校(高等課程・専門課程)、短大、

大学 中野区社会福祉協議会

☎5380-5775
ヒカリ興業奨学基金 高校、大学等

日本学生支援機構

奨学金

高校、高専、短大、大学、専修学校(高等・専門課程)、

大学院、法科大学院、海外の大学・大学院

※私大医･歯･薬･獣医学部増額可

在学する学校へ

東京都母子及び父

子福祉資金貸付

都内に6か月以上在住の母子・父子家庭で、20歳未満のお子さ

んを扶養している方（ただし、就学支度資金・修学資金は6か

月以上お住まいでなくても対象）が経済的に自立して生活がで

きるよう、必要な資金の貸付を行います。貸付は、相談と申請

書類の審査により決定します（相談や審査の結果、お貸しでき

ない場合があります）。

区役所３階

子ども・子育て支援係

☎3228-8723

※要事前相談 支払いや契約の前に（学費は入学試験の1か月前）担当へ電話連絡

を。
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（６）生活保護

東京都育英資金

貸付事業
高校、高専、専修学校(高等課程・専門課程)

在学の学校・（公財）

東京都私学財団

☎5206-7929

東京都私立高校等

授業料軽減助成事業

高校全日制(一部の定時制含む)、高専、専修学校(高等

課程)、特別支援学校高等部

（公財）東京都私学財

団

☎5206-7925

私立高等学校等入学

支度金貸付事業

本制度のある中等教育学校後期課程、高校、高専、専

修学校(高等課程三年制)
入学する学校へ

国の教育ローン
高校、高専、大学、大学院、短大、専修学校、特別支

援学校高等部、外国の高校・大学、職業能力開発校等

(株)日本政策金融公庫

教育ローンコールセンター

☎0570-008656

交通遺児育英会奨学

金

(交通遺児のために)

高校、高専、短大、大学、大学院、専修・各種学校

（公財）交通遺児育英

会

☎0120-521286

☎35560773

あしなが奨学金、私立

学校入学一時金(病・

災害等遺児のために)

高校、高専、短大、大学、大学院、専門・各種学校
あしなが育英会

☎0120-77-8565

介護福祉士・社会福祉

士修学資金
介護福祉士または社会福祉士の養成施設

（入学後、在学の養成

校へ）東京都福祉人材

センター修学資金係

☎5211-2911

東京都看護師等

修学資金

都内の保健師・助産師・看護師及び准看護師を養成し

ている専門学校(通信制含む)・大学(短大・大学院含)・

高校(衛生看護科)

（入学後、在学してい

る養成校へ）東京都医

療政策部医療人材課看

護担当

☎5320-4444

高等教育の修学支援

制度

大学、短大、高等専門学校、専門学校の授業料・入学

金の免除、減免 および 給付型奨学金の支給

在学している学校へ。

または日本学生支援機

構JASSO HPへ

生活保護

活用すべき資産などが無く、傷病や失業などで収入が

途絶えたり、努力しても収入が基準に満たない方に、

法で定められた最低限度の生活を保障します。

区役所2階

生活相談係

☎3228-8927
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３ 仕事や資格取得に関すること

（１）仕事探し

(２)就職のための勉強

機関 内容 連絡先

就労相談

必要に応じてハローワーク新宿、中

野就職サポートにおつなぎします

区役所3階 子ども・子育て支援係

☎3228-8723

中野就職サポート・・・ハローワーク新宿の就職支援ナビゲーターによ

る就労支援等をおこなっています

ハローワーク新宿 求職申込み、求人情報検索職業相談
[就 業 相 談]☎5325-9593

[雇用保険失業給付]☎5325-9580

マザーズハローワーク東京
子育て中の方を含めすべての女性

の就職を支援します
☎3409-8609

はあと飯田橋
ひとり親家庭の就業相談、就業支

援、職業紹介、各種講習会等
☎3263-3451

東京しごとセンター
すべての年齢層の求職者対象、セミ

ナー、求人情報職業紹介等
☎5211-1571

機関 内容 連絡先

職業能力開発センター

新たに職業に就かれる・求職中・転職を希望して

いる方を対象に、就職に向けて職業に必要な知

識・技能を勉強していただくための施設です。

中央・城北職業能力開発

センター

☎5800-2611

求職者支援訓練

雇用保険を受給できない方に職業訓練を実施・収

入要件等により職業訓練の受講を容易にするた

めの給付金あり。就職支援も実施しています。

ハローワーク新宿西新宿庁舎

35歳以上☎5325-9593

34歳以下☎5909-8609
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（３）資格取得のための給付・貸付

機関 内容 連絡先

母子家庭等自立支

援教育訓練給付金

事業

20歳未満の子どもを扶養し児童扶養手当を受給中又は同等

の生活水準の母子・父子家庭の父母の方で、就業につながる

能力開発のために教育訓練指定講座を受講するとき、講座修

了後に入学金、教材費等の一定割合の教育訓練給付金を支給

します（審査有）。

区役所3階

子ども・子育て支援係

☎3228-8723

申込み：講座の申込み前に事前相談と申請が必要（申請は原則講座申込み手続き

の2週間前まで）です。

対象講座：厚生労働省ホームページでご確認ください。

母子家庭等高等職

業訓練促進給付金

等事業

20歳未満の子どもを扶養し、児童扶養手当を受給中又は同等

の生活水準にある母子・父子家庭の母父の方で就職に有利な

資格を取得するため、養成機関で6か月以上の修業をし、資

格の取得が見込まれる場合、高等職業訓練促進給付金を支給

します（審査有）。

区役所3階

子ども・子育て支援係

☎3228-8723

※事前相談が必要です（担当まで電話で予約を）。

対象資格：看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、

保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理

師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

ひとり親家庭高等

職業訓練促進資金

貸付事業

中野区母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支

給対象者の方に、入学時の入学準備金、修了し資

格を活かした仕事に就く際の就職準備金を貸付

けます（一定期間東京都内で従事した場合返済免

除有り、審査有）。

中野区社会福祉協議会

貸付担当 ☎5380-5775

事業の問合せ：東京都社会福

祉協議会貸付担当

☎3268-7173

区での高等職業訓練促進給付金の相談時に、子ども・子育て支援係（母子・父子自立支援員）

へ。 ※実際の手続きは中野区社会福祉協議会になります。



- 11 -

４．子育て支援・保育等に関すること

区役所3階

子育て

サービス係

☎
3228-5612

子ども・若者

支援センター

☎

5937-3257

（１）家事援助サービス

（２）育児支援サービス

事業名 内容 連絡先

子育て家庭ホーム

ヘルプサービス

区内在住の小学校6年生までの児童を扶養しているひ

とり親の方、その他の子育て家庭で一定の要件を満た

した時に、ご家庭にホームヘルパーを派遣します。（事

前登録制・所得に応じて利用料金がかかります）。

区役所3階

子育てサービス係

☎3228-5612

ほほえみサービス

何らかの事情で家事援助が必要な方と援助をしたい方

が会員となり、依頼者宅で家事援助を行います（年会

費、利用料有料）。

中野区社会福祉協議会

☎5380-0753

家事・育児支援

サービス

センターに登録している経験豊かな会員が、家事、育

児のお手伝いをします（利用料有料）。

中野区シルバー人材セン

ター ☎3366-7971

事業名 内容 連絡先

子どもショートステイ

生後43日目から中学3年生までのお子さんを、保護者の方の

入院・出張・親族の看護等止むを得ない事情で養育できない

場合、児童福祉施設で宿泊を伴いお預かりします（所得に応

じて利用料がかかります）。

トワイライトステイ

3歳～小学６年生のお子さんを、保護者の仕事・病気等の理

由で17時～22時の間一時的に世話ができないとき、児童福

祉施設でお預かりします。（事前登録必要、利用料有料）

一時保育

健康で集団生活が可能な生後57日～就学前のお子さんを区

内の一時保育専用保育室のある保育園等で9時から17時の

間一時的にお預かります（事前登録必要、利用料有料）。

短期特例保育

家庭で育児をしている保護者が、入院・出産・親族の付添看

護などで日中児童の世話ができないとき、一時保育実施園で

お預かりします（所得に応じて利用料がかかります）。

実施施設など詳細は中野区ホームページをご覧いただくか、連絡先へご相談ください

休日保育

健康で集団保育が可能な区内在住の認可保育園等在園の8か

月以上、または区内在住1歳以上のお子さんを、保護者の休日

就労、または病気・出産等で入院、冠婚葬祭等で家庭で保育で

きないとき、お預かりします（12月29日～1月3日を除く全

日曜・祝祭日）。（事前登録必要、利用料有料、就労利用は無料）

区役所3階

保育システム

係

☎

3228-3259
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（３）認可保育施設等入園相談（認可保育所、認定こども園、地域型保育事業等）

病児・病後児保育

病気の回復期または回復期に至らない状態のため集団保育等

が困難な期間、ご家庭で保育できないときで、他に保育する方

がいない場合、専用室のある施設で、生後６か月（病児保育は

満1歳）から６歳（小学校就学前）までで、一定の要件を満た

すお子さんを一時的にお預かりします（事前登録必要、所得に

応じて利用料がかかります）。

区役所3階子育

てサービス係

☎

3228-5612

年末保育

区内在住の認可保育園等在園の8か月以上のお子さん、または

区内在住1歳以上のお子さんを12月29・30日に保護者の就

労、入院、通院、介護等止むを得ない事情で、ご家庭での保育

が困難な場合、日中保育園でお預かりします（利用料有料）。

ファミリー・サポート

区内在住の0～18歳までのお子さんの子育ての援助を受けた

い方と、援助を行いたい方が会員となり仕事や用事でお子さん

の世話ができないときや、保育園への送迎などをする相互援助

活動。一般援助活動と特別援助活動（急な残業や病児の預かり）

があります（会員登録必要、利用料有料）。

中野区社会福

祉協議会

☎

5380-0752

自主グループによ

る一時預かり等

「自主グループによる一時預かり」「児童館」「乳幼児親子の居場所づくり」は

中野区ホームページをご覧ください

まちなかサロン 中野社会福祉協議会中野ボランティアセンターへ ☎５３８０－０２５４

区分 内容 連絡先

認可保育所
区立園、私立園とも国の設置基準を満たした施設で、保育

の内容は、原則同じです。
区役所3階

保育入園係

☎3228-8960

認定こども園 保育園機能と幼稚園機能を一体的に提供する施設です。

〈地域型保育事業〉

認可家庭的保育事業

0～2歳児までのお子さんを保育士等の資格等がある者が

自宅等でお預かりする制度です。給食の提供は連携施設よ

り搬入しています。

〈地域型保育事業〉

認可小規模保育事業

0～2歳児までのお子さんを保育士等の資格等がある者

が、小規模（定員６～１９人）な環境で保育を行います。

Ａ型（全員保育士）、Ｂ型（保育士５割以上）の２種類の

園があります。
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（４）その他の保育施設または認可外保育施設

（５）認証保育所等保護者補助金について

区内外の認証保育所や、東京都へ届け出をしているその他認可外保育施設利用者に対し

保育料の一部補助を行っています。補助金のご案内、申請書は区役所、各すこやか福祉セ

ンター、各地域事務所、区内補助対象施設で配布(区のホームページからもダウンロードで

きます。）していますので、補助条件等の詳しい内容はそちらでご確認下さい。

問い合わせ：区役所3階 幼稚園・認可外保育係 ☎3228-8979

（６）幼児教育・保育料の無償化について

幼児教育負担の軽減による少子化対策として、令和元年１０月１日より３歳から５歳ま

でのお子さん及び住民税非課税世帯の０歳から２歳までのお子さんの幼稚園、保育所、認

定こども園などの利用料が無償化されました。詳細な情報や必要な手続きについては、中

野区ホームページをご覧下さい。

問い合わせ：区役所3階 教育・保育支給認定係 ☎3228-5793

〈地域型保育事業〉

認可事業所内

保育事業

事業所の従業員の子どもを保育する施設において、地域の

子どもを受け入れるための定員枠（地域枠）を設けていま

す。

区役所3階

保育入園係

☎3228-8960

〈地域型保育事業〉

認可居宅訪問型保育

事業

主に障害や疾病等により、集団保育が著しく困難な乳幼児

に対して,保育士等が乳幼児の自宅を訪問し１対１で保育

します。

区分 内容 連絡先

認証保育所
東京都が施設・設備や面積、職員配置数など認可保育所に準じた

基準を満たしていると認証した保育施設です。 問合せ・申し込み

は直接、各施設ま

で
その他の

保育施設

ベビーホテル等、東京都や区の認証・認定を受けていない保育施

設で、設置時東京都への届出が必要（都が立入り検査を実施）で

す。

施設名等は中野区ホームページをご覧ください。
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５．住まい等に関すること

（１）母子生活支援施設

様々な解決困難な課題を抱えている18歳未満のお子さんを養育している母子世帯に、

自立に向けた様々な支援を行っています。

連絡先：子ども・子育て支援係（母子・父子自立支援員へ要相談） ☎3228-8723

（２）都営住宅

都営住宅は、都内在住で住宅に困窮し、世帯の所得が一定の基準以下の方を対象とす

る東京都の公的賃貸住宅です。募集日程等は区報、区ホームページ及び東京都住宅供給

公社ホームページでお知らせします。詳細は東京都住宅供給公社都営住宅募集センター

にお問い合わせ下さい。

連絡先：東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ☎3498-8894

（３）区営住宅

区営住宅は、区内に2年以上在住の世帯で住宅に困窮し、世帯の所得が一定の基準以

下の方を対象とする中野区の公的賃貸住宅です。募集日程等は区報、区ホームページで

お知らせします。（原則として年1回９月初めに募集予定です。）

連絡先：区役所9階 住宅課区営住宅 ☎3228-5564

（４）民間賃貸住宅への住み替え

区内の民間賃貸住宅に転居を希望し、自分で住宅を探すことが困難な場合、区住み替

え支援事業協力不動産店の協力のもと、転居希望者に物件の情報提供を行います。区ホ

ームページに住み替え支援協力不動産店名簿が掲載されています。

連絡先：区役所９階 住宅課住宅政策係 ☎3228-5581

（５）連帯保証人、緊急連絡先がない方へ保証料等助成

児童扶養手当受給中の世帯の方が対象です。区内の民間賃貸住宅へ住み替える際の契

約時に、保証人等を立てられず「家賃債務保証」や「緊急連絡先代行サービス」を利用

した場合、費用の一部を補助します。対象となる保障会社などに要件があります。ご利

用前に住宅課へお問い合わせ下さい。

連絡先：区役所９階 住宅課住宅政策係 ☎3228－5581


