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１－１－１ 子ども総合窓口運営

子育て環境が多様化、複雑化している状況の中で、子どもの成長過程に応じた切れ目のない支援を充実さ

せ、孤立感や養育不安を解消することを目的とし、子育て家庭のニーズに応じたきめ細やかなサービスや情

報の提供などを行う。

子ども総合窓口は、子育てに関するサービスの総合窓口として、平成 16年４月に開設した。

保育園、学童クラブの申し込みや児童関連手当など各種手続きの受付をワンストップで行うとともに、子

育て手続きに関連したお話を伺い、適切な相談機関につないでいるほか、各種の情報やサービスの提供など

を行っている。

平成 28年 10月から開始した窓口業務委託では顧客対応の迅速化を図っており、また、子育てコンシェル

ジュについても、潜在的な利用者ニーズを把握し、適切なサービス情報の提示や担当案内等を進め顧客対応

の向上を目指している。

申請手続等 ①保育園・幼稚園の入園、学童クラブの利用

②児童手当、子どもの医療費助成

③一時保育などの子育てサービスの利用

④母子家庭等自立支援給付などのひとり親家庭支援

⑤私立幼稚園等保護者補助

⑥妊娠届、母子健康手帳の交付 など

相 談 子育て手続きに関連したお客様のお話を伺い、相談内容に応じた適切な窓口へとつなぐ。

情 報 提 供 ①子育てサークルの紹介、子育てに関する講座やイベント

②子どもの施設や子育てサービスの制度の紹介や利用の案内 など

「なかの子育て応援メール」登録者に対し、子育てに対する負担や不安、孤立感解消を目的に、妊娠期や

出産後の乳幼児の月齢に応じた適切なアドバイスや区の子育てに関する支援情報を配信している。子育て世

帯のニーズに応えるため令和３年８月１日からＬＩＮＥ配信を開始した（メール配信は令和３年 12月 31日

で終了）。

（事業実績）

登録件数 ＬＩＮＥ配信開始前 3,499件（令和３年７月 31日時点）

ＬＩＮＥ配信開始後 1,605件（令和４年３月 31日時点）

配信回数 月齢・年齢に応じて毎日から月５～６回

１－１ 子ども施策調整
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１－２－１ 児童手当

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育して

いる方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児

童の健やかな成長に資することを目的として支給する手当。

１ 対象者 中学校第３学年修了前の児童がいる世帯（所得制限あり）

２ 手当額 ３歳未満 月額 15,000円

３歳以上小学校修了前（第１子、２子） 月額 10,000円

３歳以上小学校修了前（第３子以降） 月額 15,000円

中学生 月額 10,000円

特例給付 月額 5,000円

３ 令和３年度支給実績 延児童数 341,486人

事業開始 昭和 47年１月

根拠法規 児童手当法、児童手当法施行細則

１－２－２ 児童育成手当

ひとり親家庭の児童（育成手当）、又は障害をもった児童（障害手当）に対して児童育成手当を支給するこ

とにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、区条例に基づき支給する手当。

１ 手当を受けられる人

区内に住所があり、次の児童を扶養している父母もしくは養育者で、前年の所得が所得限度額未満の人

（１）育成手当 18歳到達の年度末までの児童で、次のいずれかの状態にある児童

①父母が離婚した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が重度の障害（身体障害者手帳１・２級）を有する児童

④父または母が生死不明である児童

⑤父または母に１年以上遺棄されている児童

⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

⑦父または母が法令により１年以上拘禁されている児童

⑧母が婚姻によらないで出生した、父と生計を同じくしていない児童

（２）障害手当 20歳未満で、障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童

①「愛の手帳」１・２・３度程度の児童

②「身体障害者手帳」１・２級程度の児童

③脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童

２ 手当額

（１）育成手当 児童１人につき月額 13,500円

（２）障害手当 児童１人につき月額 15,500円

１－２ 児童手当
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事業開始 昭和 49年６月

根拠法規 中野区児童育成手当条例

中野区児童育成手当条例施行規則

１－２－３ 児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親）の生活の安定

と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当。

１ 手当を受けられる人

区内に住所があり、次のいずれかに該当する 18歳に達した日以降の最初の３月 31日までの児童（一定

以上の障害の状態にある場合は 20歳未満）を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしく

は父母に代わってその児童を養育している方で、前年の所得が所得限度額未満のもの

※扶養義務者（同居）の所得制限あり

①父母が離婚した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が重度の障害（身体障害者手帳１・２級程度）を有する児童

④父または母が生死不明である児童

⑤父または母に１年以上遺棄されている児童

⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

⑦父または母が法令により１年以上拘禁されている児童

⑧母が婚姻によらないで出生した、父と生計を同じくしていない児童

２ 手当額

（１）児童１人の場合 所得額に応じ月額 43,070円（全額支給）、43,060円～10,160円（一部支給）

（２）児童２人目の加算額 所得額に応じ月額 10,170円（全部支給）、10,160円～ 5,090円（一部支給）

（３）児童３人目以降の１人あたり加算額 所得額に応じ月額 6,100円（全部支給）、6,090円～ 3,050

円（一部支給）
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事業開始 昭和 37年１月

根拠法規 児童扶養手当法

中野区児童扶養手当法施行細則

１－２－４ 特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を養育する父母もしくは養育者に手当を支給することに

より、障害児の福祉の増進・生活の向上に寄与する。支給に関する事務について、区が一部委任されており、

認定は都知事が行うが、窓口は区となっている。

１ 手当を受けられる人

精神または身体に中程度以上の障害を有する 20歳未満の児童を扶養している父母もしくは養育者で

前年の所得が所得限度額未満のもの

※扶養義務者（同居）の所得制限あり

２ 手当額

①１級認定 １人につき月額 52,400円

②２級認定 １人につき月額 34,900円

３ 手当受給者数 158人（令和４年３月 31日現在）

事業開始 昭和 39年７月

根拠法規 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
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１－３－１ 子ども医療費助成

０歳から中学３年生までのお子さんの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分（食事療

養標準負担額を除く）を助成している（医療証を発行し、その医療証を医療機関等の窓口に健康保険証と一

緒に提示することにより助成）。

１ 対象者

15歳に達した日以降の最初の３月 31日までの子どもを養育している保護者で、次の要件を満たす者

①子どもが区内に住所を有すること

②子どもが健康保険制度に加入していること

※対象とならない者

・子どもが生活保護を受けている者

・子どもが児童福祉施設（母子生活支援施設を除く）などに入所している者

２ 助成の範囲

保険診療の自己負担分。

※食事療養標準負担額は除く。

事業開始 昭和 47年 10月（平成 27年７月 13日改正）

根拠法規 中野区子どもの医療費の助成に関する条例

中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

１－３－２ ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分（高齢者の医療の確保に関

する法律に準じた一部負担金及び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く）を助成している（医

療証を発行し、その医療証を医療機関等の窓口に健康保険証と一緒に提示することにより助成）。

１ 対象者

ひとり親家庭等の児童（18歳になった年の年度末まで、一定の障害がある者は 20歳の誕生日の前日ま

で）とその児童を扶養している父または母、あるいは養育者で次の要件を満たす者

①区内に住所を有すること

②健康保険制度に加入していること

※対象とならない者

・生活保護を受けている者

・児童が児童福祉施設（母子生活支援施設を除く）などに入所している者

・申請者及び扶養義務者の所得が、次表の額以上の者

１－３ 子ども医療助成
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(単位：千円)

※令和４年３月３１日現在（対象は令和２年中の所得金額）

２ 助成範囲 

保険診療の自己負担分。 

※住民税課税世帯は高齢者の医療の確保に関する法律に準じた一部負担金及び食事療養標準負担額また 

は生活療養標準負担額を除く。非課税世帯は食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を除く。

（単位：件）

事業開始 平成２年４月（平成 27年７月 13日改正） 

根拠法規 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 

     中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則 
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１－３－３ 出産・育児支援の推進

子ども総合窓口では、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳及び母と子の保健バッグ（出生通知票、

妊婦健康診査受診票、妊婦超音波健康診査受診票等を含む）を交付している。手帳とバッグの内容の説明に

加え妊娠や出産・育児への心配や不安がないかについて聞き取り、必要時に子ども医療助成係の職員が対応、

すこやか福祉センターの支援につなげている。

（単位：件）

すこやか福祉センターの３・４か月児健康診査で、子どもの成長を楽しみながら記録し、気になることが

ある時には相談機関がわかるサポートファイルを配布している。

妊娠を望む区民や不妊に悩む区民に対し、専門的な相談及び情報交換の機会を提供する。

・不妊専門相談

妊娠や不妊等について、産婦人科医へ個別相談する。

・ほっとピアおしゃべり会

不妊体験のあるピアカウンセラーを交え、情報交換を行う。

妊娠を望む区民に対し、産婦人科医又は泌尿器科医が、妊娠及び不妊について保健指導を行う。

事業開始 サポートファイルの全出生児への配付 平成 25年６月

不妊相談支援事業 平成 29年７月

妊娠相談保健指導事業 平成 29年６月
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根拠法規 母子手帳の交付：母子保健法第９条、第 10条、第 15条、第 16条、

中野区母子保健法施行規則第３条

妊娠相談保健指導事業：中野区妊娠相談保健指導事業実施要綱

１－３－４ 母子保健医療助成

母子保健医療は、乳幼児や妊産婦の疾病や障害について、その医療費等を助成することにより母子の健康

の保持、増進を図る。相談、申請の受理等は各すこやか福祉センター及び子ども総合窓口で実施。

医師が入院養育を必要と認めた未熟児に対して、指定医療機関において必要な医療の給付を行っている（所

得に応じて一部自己負担あり）。

対象者

指定養育医療機関に入院し、次の①又は②に該当する中野区在住の新生児

①出生時体重が 2,000グラム以下のもの

②生活力が薄弱であって、運動不安・けいれん、チアノーゼ、呼吸数の異常、嘔吐、血性吐物・血性便、

強い黄疸等の症状を示すもの

※給付件数は、給付認定者の診療延月数、年度は前年度の３月から当該年度の２月まで

体に障害のある 18歳未満の児童、又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すおそれのある 18歳未満

の児童に対し、指定医療機関において機能の回復に必要な医療の給付を行っている（所得に応じて一部自己

負担あり）。

《対象となる障害区分》

①肢体不自由 ②視覚障害 ③聴覚・平衡機能障害 ④音声・言語・そしゃく機能障害

⑤心臓障害 ⑥腎臓、呼吸器障害 ⑦小腸機能障害 ⑧肝臓機能障害

⑨その他の先天性内臓機能障害 ⑩ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

※給付件数は、給付認定者の診療延月数、年度は前年度の３月から当該年度の２月まで

骨関節結核、又はその他の結核にかかっている 18歳未満の児童に対し、指定医療機関に入院させて専門的

な医療の給付を行う（所得に応じて一部自己負担金あり）とともに、その間に必要な日用品と学校教育を受

けるのに必要な学用品の給付を行っている。
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妊娠高血圧症候群及びその関連疾患、糖尿病及び妊娠糖尿病、貧血、産科出血、心疾患で入院医療を必要

とする妊産婦に、その療養に要する医療費を助成している（ただし食事代は自己負担）。

対象要件（①又は②）

①前年分総所得税額が 30,000円以下の世帯に属するもの

②入院見込み期間が 26日以上のもの

小児慢性特定疾病にかかった 18歳未満の児童（18歳に達した時点で既に医療券の交付を受けていて、引

き続き医療を受ける場合は 20歳に達するまで）に対して、入院・通院に要した医療費（医療保険を適用した

自己負担額）を助成する。

※令和３年度まで東京都が実施。令和４年度より、中野区に児童相談所が設置されたことに伴い、事務が

移管された。

対象疾患 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、

糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、

先天異常、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

（単位：件）

在宅での生活に日常生活用具が必要な小児慢性特定疾病児童に必要な用具の給付を行う。
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身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対し、言語獲得の促進、よりよいコミュニケーショ

ンの確保を目的として、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する。

経済的理由により、保健指導を受けるのが困難な妊産婦・乳児に対して、委託医療機関において必要な検

査を無料で受けられるよう保健指導票を交付する。

対象要件 ①生活保護世帯の妊産婦・乳児

②住民税非課税世帯の妊産婦・乳児

東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている夫婦に対し、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）

及び男性不妊治療にかかった保険適用外の医療費（文書料等を除く）の一部について助成する。

東京都不妊検査等助成事業の承認決定を受けている夫婦に対し、医療費（文書料等を除く）の一部につい

て助成する。

事業開始 自立支援医療（育成医療）給付 昭和 29年（平成 12年４月１日より東京都から事務移管）

養育医療給付 昭和 33年

療育給付 昭和 34年（平成 12年４月 1日より東京都から事務移管）

妊娠高血圧症候群等の医療費助成 昭和 39年

小児慢性特定疾病の医療費助成 昭和 48年（令和４年４月１日より東京都から事務移管）

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 平成 23年

保健指導票の交付 昭和 24年
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中等度難聴児発達支援事業 平成 26年１月

特定不妊治療費助成事業 平成 31年４月

不妊検査等助成事業 平成 31年４月

根拠法規 養育医療給付：母子保健法第 20条、中野区母子保健法施行規則

中野区未熟児養育事業実施要綱

自立支援医療（育成医療）給付：障害者総合支援法第６条、中野区障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援する法律施行細則、中野区自立支援医療

（育成医療）事業実施要綱

療育給付：児童福祉法第 20条、中野区療育給付事業実施要綱

妊娠高血圧症候群等の医療費助成：中野区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱

小児慢性特定疾病の医療費助成：中野区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要綱

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業：中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付

事業実施要綱

中等度難聴児発達支援事業：中野区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

保健指導票の交付：母子保健法第 10条、中野区母子保健法施行規則

特定不妊治療費助成事業：中野区特定不妊治療費助成金交付要綱

不妊検査等助成事業：中野区不妊検査等助成金交付要綱
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１－３－５ 妊婦健康診査

全妊婦を対象に 14回分の妊婦健康診査受診票を交付、一定金額を上限として助成する。

《健康診査の内容》

初 回 問診・体重測定・血圧測定・尿検査（糖・蛋白定性）・血液検査・血液型（ＡＢＯ型、

Ｒｈ（Ｄ）型）・貧血・血糖・不規則抗体・ＨＩＶ抗体（平成 28年度～）・梅毒血清

反応検査・Ｂ型肝炎（ＨＢｓ抗原検査）・Ｃ型肝炎（平成 30年度から初回に変更）・

風疹抗体価検査

２回目以降 問診・体重測定・血圧測定・尿検査・保健指導に加えその他選択項目（貧血・クラミ

ジア抗原・ＨＴＬＶ－１抗体・経膣超音波・血糖・Ｂ型溶連菌・ＮＳＴ）から１項目

超音波検査 １回

子宮頸がん検診 １回

（単位：件）

むし歯や歯肉炎等にり患しやすいと言われる妊産婦に対し、歯科健康診査を委託医療機関で実施し、妊産

婦の歯科衛生の向上を図る（受診期間出産後１年後まで）。

事業開始 妊婦超音波検査 平成８年 10月

妊婦子宮頸がん検診 平成 28年４月

妊婦歯科健康診査 昭和 55年７月

根拠法規 母子保健法第 13条、中野区妊婦健康診査実施要綱、中野区妊産婦歯科健康診査実施要綱

中野区里帰り等妊婦健康診査助成要綱
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１－３－６ 乳幼児健康診査委託

月齢や年齢に応じた健康診査を実施、発育・発達のチェックを行うとともに、疾病や障害の早期発見・早

期治療に結びつける。健康診査の結果に応じて、保健・栄養指導を実施するほか、医療機関での治療等を勧

奨する。

※平成 23年度より、乳幼児健診は子ども教育部と地域支えあい推進部（各すこやか福祉センター）で分担

して実施している。

１ 子ども教育部 医療機関への健診委託事務（乳幼児精密健康診査、６か月児・９か月児健康診査、

１歳６か月児健康診査）３歳児健康診査（一部）

２ 地域支えあい推進部各すこやか福祉センター すこやか福祉センターで実施する健診

（３か月・３歳児健診）及び医療機関で実施する健診の結果や未受診者の管理等

健康診査の結果、診断の確定のために精密な検査の必要があると判断された者に対し、専門医療機関の協

力を得て精密検査を行い、健診の強化を図っている。

（単位：人）

６か月児（対象６～７か月児）及び９か月児（対象９～10か月児）の乳児を対象に、契約医療機関で健康

診査を実施している。
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１歳６か月児を対象に、契約医療機関にて１歳６か月児健康診査を実施している。

１歳６か月児を対象に、契約医療機関にて１歳６か月児歯科健康診査を実施している。

すこやか福祉センターで実施する３歳児健康診査を受診できなかった者を対象に、３歳児健康診査を実施

している。令和２年度から契約医療機関に委託している。

３歳児を対象に、３歳児歯科健康診査を実施している。令和２年度から契約医療機関に委託している。

乳歯から永久歯に生えかわる時期である５歳児（年度内に５歳になる児童）を対象に指定歯科医療機関で

の健康診査及びフッ化物塗布を実施し、むし歯予防及びかかりつけ歯科医定着を推進する。

５月～11月を受診期間としている。

（単位：人）
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新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期治療を図り、聴覚障害による音声言語の発達への影響を最

小限に抑えるため、妊婦健康診査受診票とともに、新生児聴覚検査受診票を交付、一定額を上限として検

査費用を助成する。

（単位：人）

妊娠中又は出産後３か月未満の妊産婦が、区内の契約医療機関（小児科医）に育児に関する相談をするこ

とにより、妊産婦の育児の不安の軽減を図り、早期からの子どものかかりつけ医づくりにつなげる。

事業開始 ６か月児健康診査 昭和 47年 10月

９か月児健康診査 昭和 49年 10月

１歳６か月児健康診査 昭和 52年

３歳児健康診査 昭和 36年

出産前及び出産後小児保健指導 平成 15年

５歳児歯科健康診査 平成 25年７月

新生児聴覚検査 平成 31年４月

根拠法規 母子保健法第 12条、第 13条

中野区妊婦・乳幼児精密健康診査実施要綱、中野区６か月児・９か月児健康診査実施要綱

中野区出産前及び出産後小児保健指導実施要綱、中野区乳幼児健康診査実施要綱

中野区新生児聴覚検査実施要綱、中野区５歳児歯科健康診査実施要綱
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１－４－１ 一時的な預かりサービス

乳幼児を養育している保護者が一時的に保育できない時、他に保育する者がいない場合に保護者に代わって

日中の保育を行う。なお、利用要件により、「短期特例保育」「一時保育」の２種類がある。

１ 実施方法 ①専用室型保育園 区立直営園（２園）・私立保育園等（13園）（私立保育園等は補助事業）

※令和４年４月１日から私立保育園の実施園１園増加

②欠員利用型保育園（専用室型区立直営園を除く区立直営園８園）

２ 短期特例保育

（１）対象者 区内在住の生後 57日～小学校就学前の健康な子ども

（２）利用要件 ①保護者が病気、出産等で入院する場合

②保護者が親族の入院のため付き添い看護をする場合

③保護者が死亡、行方不明等で不在になった場合

④保護者が災害復旧に従事する場合

⑤その他、短期特例保育が必要と判断される場合

（３）保育時間 基本時間 午前８時 30分～午後５時

延長時間 午前７時 30分～午前８時 30分、午後５時～午後６時

※欠員利用型保育園の延長時間については、１歳以上の児童のみ対応

（４）利用可能日 祝・休日、年末年始を除く月～土曜日 ※欠員利用型保育園は土曜日の利用不可

（５）利用期間 原則として１か月以内

（６）利用申請 利用開始日の前日正午までに利用要件のわかる書類を持参し、区役所３階子ども総合

窓口または各すこやか福祉センターで申請

※延長時間は１時間あたり 250円。ただし、裁判員制度等での利用の場合は０円
その他給食代 300円、おやつ代 100円程度は別途

３ 一時保育

（１）対象者 区内在住の生後 57日～小学校就学前の健康な子ども

（２）利用要件 ①保護者が育児疲れを解消する場合 ②保護者がボランティア活動に参加する場合

③保護者が就職活動をする場合 ④引越し等で子どもがいると危険な場合

⑤保護者が冠婚葬祭に出席する場合 ⑥その他

（３）保育時間 午前９時～午後５時

（４）利用可能日 祝・休日、年末年始を除く月～土曜日

（５）利用期間 月５日以内（区立保育園は２園合わせて月５日）

１－４ 子育てサービス
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（６）利用申請 事前に利用登録（電子申請・区役所３階子ども総合窓口・各すこやか福祉センター）を行

ったうえで、子育てサービス係へ電子申請または電話で申請

※私立保育園等は、園の自主事業として実施のため、直接園に利用登録・申請

（７）利用料金 １時間あたり 600円、その他給食代 300円、おやつ代 100円は別途

（単位：人）

事業開始 昭和 51年（一時保育としての事業開始は平成 17年度開始）

根拠法規 中野区一時保育事業実施要綱 中野区一時保育事業費補助金交付要綱 東京都一時預かり事業

実施要綱



－106－

子どもが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時期に、専用保育室のある

施設において一時的に預かることにより、子育てと就労等の両立を支援する。

１ 実施方法 委託により実施

（１）病児保育 総合東京病院

（２）病後児保育 仲町保育園病後児保育室、聖オディリアホーム乳児院

２ 対象者 生後６か月（病児は満１歳）～小学校就学前までの以下の利用要件全てに該当する子ども

３ 利用要件

（１）区内在住の児童、または区外在住で区内の認可保育園・認定こども園（第２号・第３号認定）に通園し

ている児童

（２）医療機関による入院加療の必要が無く、症状の急変の恐れが無い（病児）または安静の確保に配慮する

必要がある（病後児）

（３）病児保育または病後児保育の利用が可能であると医師が認めている

（４）保護者が勤務の場合、病気・出産等により入通院、家族の介護等の理由により、家庭で育児を行うこと

が困難であり、かつ他に育児を行う者がいない

４ 利用可能日 土曜日、祝・休日、年末年始を除く月～金曜日

５ 保育時間 （１）総合東京病院 午前９時～午後５時

（２）仲町保育園病後児保育室 午前８時～午後６時

（３）聖オディリアホーム乳児院 午前８時 30分～午後６時

６ 利用期間 １回の利用で、原則として７日間まで

７ 利用定員 （１）総合東京病院 １日３人

（２）仲町保育園病後児保育室 １日６人

（３）聖オディリアホーム乳児院 １日２人

８ 利用申請 事前に利用登録を行ったうえで、利用の際は直接施設に申請

※利用にあたっては医師連絡票が必要

（単位：人）

※病児保育事業は令和２年５月 13日から令和４年５月１日現在休止中

事業開始 乳児院への委託 平成 15年６月

仲町保育園病後児保育室 平成 18年 10月

（平成 26年４月直営から委託へ変更、令和３年４月から民間施設を賃貸借して実施）

総合東京病院への委託 平成 29年５月

根拠法規 中野区病児・病後児保育事業実施要綱、 東京都病児保育事業実施要綱

※ひとり親世帯は半額
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保護者が就労、親族の介護・看護、その他やむを得ない事情により、年末に児童の保育が困難となり、かつ、

同居の親族の中に当該児童を保育する者がいない場合、当該児童の保育を実施し、子育てを支援する。

１ 実施方法 毎年度区内４か所の認可保育所等で実施。実施園は年度により異なる

（公設民営園、私立保育園等は委託により実施）

２ 対象者 12月 30日現在で、次のいずれかに該当し、健康で集団保育が可能な未就学児

（１）区内在住で、認可保育所・認証保育所・認定こども園（第２号・第３号認定）・地域型保育事業（認

可小規模保育事業・認可家庭的保育事業）を利用している、生後８か月以上の子ども

（２）区外在住で、区内の認可保育所・認定こども園（第２号・第３号認定）を利用している生後８か月以

上の子ども

（３）上記（１）以外で、区内在住の満１歳以上の子ども

３ 利用要件 保護者が年末に、就労、親族の介護・看護、冠婚葬祭などの事情で家庭において保育が困難

な場合

４ 保育時間 午前７時 15分～午後６時 15分

５ 利用期間 12月 29・30日（曜日に関係なく毎年２日間実施）

６ 利用定員 各施設とも 29日は 35人（うち０歳児５名）程度、30日は 25人（うち０歳児は３名）程度

（定員超過の場合、抽選）

７ 利用申請 申込期間中に、年末保育利用申込書を持参し、区役所３階子ども総合窓口、または各すこや

か福祉センターで申請（郵送・電子申請も可）

８ 利用料金 子ども１人１日あたり 3,000円（ひとり親世帯は半額）

令和３年度実施園

弥生保育園、宮園保育園、あけぼの保育園、七海保育園

事業開始 平成 13年度

根拠法規 中野区年末保育事業実施要綱
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１－４－２ ファミリー・サポート事業

子育ての援助を行いたい区民等と、子育ての援助を受けたい区民が会員となり、仕事や急な用事で子どもの

世話ができない時に、会員相互が助け合いながら子育てをする相互援助活動

１ 実施方法 中野区社会福祉協議会への委託により実施。中野区社会福祉協議会が事務局として、会員の

登録や相互援助活動の調整などを行う。

２ 対象者

（１）利用会員 区内在住で育児の援助を受けたい者

（２）協力会員 区内または近隣区在住か、区内に在勤・在学の 20歳以上で子育ての援助をしたい者

（３）両方会員 利用会員は同時に協力会員として活動することも可能

※会員になるには、事務局が開催する登録講習会への参加が必要

３ 活動内容

（１）一般援助活動 ①保育園等の開閉所時間前後の預かり

②保育園等への送迎

③仕事の都合、急な用事、リフレッシュ、通院、子どもの習い事への送迎など臨時的

な預かり

（２）特別援助活動 ①病児の預かり（預かりに伴う迎え含む）

②緊急時の預かり（預かりに伴う送迎含む）

４ 利用料金

（１）一般援助活動 月～金曜日の平日 １時間あたり 800円

土・日・祝日、年末年始 １時間あたり 1,000円

※一般援助活動のみの利用は、年会費無料

（２）特別援助活動 １時間あたり 1,200円

年会費 3,000円（児童育成手当受給世帯は１／２減額）

事業開始 一般援助活動 平成 11年９月

特別援助活動 平成 21年４月

根拠法規 中野区ファミリー・サポート事業実施要綱
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１－４－３ 子育て家庭ホームヘルプサービス

子育て家庭が社会の一員として安心・安全に、かつ自立した生活を営み、子どもが健全に成長できるよう支

援する。

１ 実施方法 家政婦紹介所等への委託により実施

２ 対象

（１）区内在住で小学生以下の子どもを扶養し、かつ、親族その他の援助が受けられないひとり親家庭

（２）区内在住で児童が病気の回復期、または回復期に至らない状態のため、家庭での保育ができず、集団保

育等が困難なひとり親家庭以外の子育て家庭

３ 利用要件

（１）保護者または、同居の祖父母の傷病のため、子どもの世話その他日常生活に支障がある場合

（２）子どもが傷病のため、自宅療養する場合で、保護者の勤務等により看護できない場合

（３）保護者が親族等の冠婚葬祭に出席するため、子どもの世話ができない場合

（４）保護者が休日勤務等のため、子どもの世話ができない場合

（５）その他（特に必要があると認める場合）

４ 利用時間 午前７時～午後 10時の範囲内（利用要件により、２時間以上 11時間以内）

５ 利用可能日 派遣可能なヘルパーがいる場合、年間を通じて利用可能

６ 利用申請 事前に利用登録を行ったうえで、利用の際は直接事業者へ申込む

７ 利用料金 所得や住民税課税状況に応じて１時間あたり０～1,250円

８ その他 児童の病気が感染症であったり、家庭の中に感染性の疾病にかかっている方がいる場合、

利用できない。

なお、派遣可能なヘルパーが見つからない場合は、利用できないこともある。

事業開始 平成７年４月

根拠法規 中野区子育て家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱
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１－５－１ ひとり親家庭支援

母子家庭の母及び父子家庭の父が、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した場合、

教育訓練給付金を支給し、自立を支援する。

１ 対象者 次の全ての要件を満たす者

（１）区内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父で、20歳未満の子どもを養育している者

（２）児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の者

（３）教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要と認められる者

（４）過去に本事業を利用していない者

２ 対象講座 （１）雇用保険法の一般教育訓練指定講座

(２) 雇用保険法の特定一般教育訓練指定講座

（３）雇用保険法の専門実践教育訓練指定講座

(４) 就業に結び付く可能性の高い講座で国が別に定めたもの

３ 給付金額 （１）一般教育訓練指定講座または特定一般教育訓練指定講座に本人が支払った入学料及び

受講料の６割相当額（上限 20万円、下限 12,001円）を受講後に支給

(２) 専門実践教育訓練指定講座に本人が支払った入学料及び受講料の６割相当額。ただし

６割相当額が修業年数に 40万円を乗じた額を超えるときは、修業年数に 40万円を乗

じた額（上限 160万円、下限 12,001円）を受講後に支給

（３）雇用保険法による教育訓練給付金の対象となる者は、３（１）（２）の額から雇用保険

法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給

４ 申請方法 教育訓練を申込む前に、事前相談により対象講座の指定を行ったうえで、教育訓練を開始

する。訓練終了後、給付金の支給申請を行う。

事前相談、給付金等申請ともに３階子ども総合窓口

１－５ ひとり親家庭支援
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母子家庭の母及び父子家庭の父が就業に結び付きやすい資格を取得するため、養成機関において修業する

場合、高等職業訓練促進給付金等を支給することで、修業期間中の経済的な負担の軽減と、資格取得後の経

済的自立を促進する。

１ 対象者 次の全ての要件を満たす者

（１）区内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父で、20歳未満の子どもを養育している者

（２）児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の者

（３）養成機関において１年以上の養成課程を修業し、資格の取得が見込まれる者

（４）訓練・生活支援給付金等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付金を受けていない者

（５）就業または、育児と修業の両立が困難な者

（６）過去に本事業を利用していない者

２ 対象資格

①看護師 ②准看護師 ③介護福祉士 ④保育士 ⑤理学療法士

⑥作業療法士 ⑦保健師 ⑧助産師 ⑨理容師 ⑩美容師

⑪歯科衛生士 ⑫社会福祉士 ⑬製菓衛生師 ⑭調理師 ⑮その他特に認める資格

３ 給付期間 １年以上の養成機関で修業する場合１年以上４年まで

４ 申請方法 職業訓練開始前に事前相談が必要。

修了支援給付金については、職業訓練修了後 30日以内。

いずれも、申請は３階子ども総合窓口

事業開始 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 平成 18年４月

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 平成 20年８月

根拠法規 中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

中野区母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱
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１－５－２ 母子生活支援施設運営

生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を抱える 18歳未満の子どもを養育している母子世帯に対し、

専用の施設で養育支援や家庭運営支援、就労支援など将来の自立に向けた支援を行う児童福祉法に定められ

た児童福祉施設

１ 実施施設 中野区母子生活支援施設（中野区さつき寮）

２ 管理運営 社会福祉法人共生会が、指定管理者（令和２～６年度）として管理運営

３ 施設概要 鉄筋コンクリート造３階建、延床面積 1,750.52㎡

居室（１ＤＫ）17室、居室（２ＤＫ、障害者対応）２室、事務室、静養室、面会室２室

保育室、学習室、図書コーナー、集会・遊戯室、職員休憩室、

ショートステイ室、トワイライトステイ室

（単位：人）

※上記のほか、心理療法担当等の非常勤職員を配置

１ 母子保護

（１）安定した生活のための居室の提供

（２）母子支援員による自立支援、就労支援

（３）少年指導員による子どもの学習指導、進路等の相談

（４）保育室を設けての乳幼児の保育

（５）母の養育等の相談、助言

（６）退所後の母子に対する相談等のアフターケア

２ 母子及び被虐待児等に対するカウンセリング及び個別対応

３ 入所者の健康管理（健康診断の実施）

４ 関係機関との連携

福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童相談所、子ども家庭支援センター、すこやか福祉センター、

母子福祉団体、公共職業安定所、児童が通園・通学する学校等の関係機関と連携して、入所者の保護及び

生活支援を行う。

５ 特別区間広域利用

区の福祉事務所等が他区の特別区立母子生活支援施設での母子保護が必要と判断したとき、また、他区

の福祉事務所等が中野区母子生活支援施設での母子保護が必要と判断したとき、特別区立間での母子生活

支援施設相互利用を行う。
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１ 子どもショートステイ・トワイライトステイ

（詳細は、Ⅶ子ども・若者相談課１－２－３養育支援サービス参照）

２ 子育て電話相談事業

24時間対応という児童福祉施設の特性を活かし、子育てに関する相談に応じる。

○相談受付時間 通年の午前７時～午後 10時

３ 母子家庭等に対する緊急一時保護事業

区内在住の緊急に保護を要する母子家庭、母子及び女子を一時的に保護する。

○利用期間 13泊 14日まで

４ 母子等一体型ショートケア事業

見守りが必要な母子等が一時的に施設を利用し、子育て及び日常生活に関する相談並びに必要な育児指

導、家事指導等の生活支援を受けることで、母子等の福祉の向上を図る。

○利用期間 原則１回７日まで

（単位：件）

※令和４年度は実施なし

（単位：件）
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事業開始 母子保護 昭和 40年４月 東京都から中野区へ事務移管

ひとり親家庭ホームヘルプサービス電話受付 平成 16年度～令和 3年度

子育て電話相談事業 平成 16年度開始

子どもショートステイ 平成元年開始 平成 22年度から拡充

トワイライトステイ 平成 23年開始

母子家庭等に対する緊急一時保護事業 平成 27年度開始

母子等一体型ショートケア事業 令和２年度開始

根拠法規 児童福祉法

中野区児童福祉法施行規則

中野区母子生活支援施設条例

中野区母子生活支援施設条例施行規則

中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱

中野区母子生活支援施設子育て電話相談事業実施要綱

中野区母子家庭等に対する緊急一時保護事業実施要綱

中野区母子等一体型ショートケア事業実施要綱


