
新規事業一覧

１のびのび子育て！

（１）教育・保育の提供体制の充実

育児休業取得に対する在園児

 在園期限 延長

出産後に育児休業を取得する際、上の子が在

園   期間 2歳 達  年度末     

ことにより、保護者が育児休業を取得しやすくし

ます。

事業の実施に向けて検討を進めます。 保育課

（３）教育・保育・子育て支援サービスの質の向上・充実

指導検査体制の強化

保育施設の質（安全性）の確保を図るため、

区独自に保育の安全性を中心とした保育内容

検査 行    

保護者が安心して子どもを預けられるように、着実に

事業を実施します。
育成課

（４）子育て世帯への経済的支援

認可保育園 私立幼稚園   教育 保育施

設のほか、障害児通所施設に通う就学前児童

  食材料費 補助  保護者 経済的 負

担を軽減します。

所管課

       利用支援事業
着実 事業 実施  子育 家庭  支援 行 

ます。

子育て支援課

取組の方向事業名 事業概要

食材料費 保護者負担軽減
着実 事業 実施  子育 家庭  支援 行 

ます。

子育て支援課

障害福祉課

障害者施設課

０   ２ 歳児   入所保留通知 所持 

ている児童に対し、東京都が認定したベビー

    事業者 利用  自宅  保育 行 

ます。

事業名 事業概要 取組の方向 所管課

事業名 事業概要 取組の方向 所管課
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２すこやか子育て！

（１）母子 健康    推進

（２）相談支援体制の充実

長期    就学 就労等 社会参加   

       状態等   若者  人間関

係 仕事 孤独 将来  不安   様々 悩

  持 若者 支援     相談窓口 設

置します。

妊娠初期 個別 面接（    面接） 行

い、一人ひとりの状況にあわせた出産直後まで

のサポートプラン「 飾区ゆりかごプラン」を作成

  必要 支援 行    

乳幼児健康診査 産前 産後 母子 支  

様々 事業 医療機関 連携  就学期前 

  継続的 支援等 行    

子ども応援課

新生児聴覚検査費助成

産婦 心身 健康状態 確認  適切 支

援をするため、産婦健康診査に係る費用を一

部助成します。

   産後 健康管理 授乳   不安 抱

  母子 対   心身    授乳指導 育

児支援 行 産後  事業 実施      

安心して子育てができるよう支援します。

先天性聴覚障害   子   早期 発見

  適切 療育        新生児 対象

とした聴覚検査の費用の一部を助成します。

産後ケア体制の整備

事業名 事業概要 取組の方向

保健センター

子ども家庭支

援課

妊娠届出時に、ゆりかご面接を実施し、面接内容

に応じた支援計画「ゆりかごプラン」を作成し、妊娠

時   不安低減 図       保健     

ゆりかご保健師が子育て支援拠点施設に出向き、

気   母子 個別 支援 相談 妊産婦 子育

て世帯に対する支援を実施していきます。

産婦健康診査事業の実施に向けて検討を進めま

す。また、産後ケア事業を着実に実施します。

新生児聴覚検査 実施率 向上 目指    

   必要 方 早期 適切 支援       

保健センター

地域保健課

育成課

子ども家庭支

援課

ゆりかご 飾

若者支援体制 整備
本人又はその家族等からの相談を受け、関係機関

 連携  適切 支援 行    

所管課

保健センター

子ども家庭支

援課

事業名 事業概要 取組の方向 所管課
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４あんしん子育て！

（１）子育て家庭が暮らしやすい環境の整備

（２）子どもの安全の確保

妊産婦・乳幼児を対象とした避

難所の設置

災害時において、妊産婦や乳幼児を抱えた保

護者が安心して避難生活を過ごせるよう、妊産

婦・乳幼児を対象とした避難所の設置等を検

討します。

避難所の設置等にあたっての課題を検討するため、

関係機関 協議 行    具体的 検討 進  

いきます。

危機管理課

地域保健課

育成課

事業名 事業概要 取組の方向 所管課

かつしか子ども応援事業

家庭の経済状況や養育環境など様々な事情

を有する子どもが、家庭や学校以外で安心して

過ごすことができる場を提供します。

   保護者 子育  悩  不安 応  養

育支援  学習等 意欲 喚起  支援 行

うとともに、高校生世代の中途退学未然防止

    支援 中学卒業後進路未決定者 

高校中退者 学 直  就学支援   行 

ます。

様々な事情を有する子どもに寄り添い、自己肯定

感 高     働    行     子   健

   成長 社会的 自立 支援       

子ども応援課

事業名 事業概要 取組の方向 所管課

緊急性の高いものから順次、撤去・改修を進めま

す。

小・中学校、幼稚園、旧学校、保育園・児童

館、地区センター等の公共施設を調査し、傾き

 亀裂   塀 撤去工事 実施      

今後も公共施設の安全確保を図るため、区内

 不適合    塀 万年塀     順次 

撤去・改修を進めます。

公共施設のブロック塀等の撤

去・改修

施設管理課

営繕課
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５みんなで子育て！

（１）確  学力 体力向上 向  子   育成

（２）家庭・地域による子どもの育ち支援

事業名 事業概要 取組の方向 所管課

来日直後等で、日常の学校生活で使う日本

語や生活習慣についての指導が必要な児童・

生徒 対  日本語 初期指導 行     

ごステップアップ教室」を運営します。

また、小学校２校、中学校１校に設置した日

本語学級において、授業に必要な日本語の指

導 行    

    日本語 理解 十分   児童 生徒

及びその保護者と教職員との間の意思疎通を

支援     通訳派遣   行    

これからの社会をたくましく生き抜くことができる

人材を育成することをめざし、「英語によるコミュ

      能力  育成   環境 整備  

        得   資質 能力 十分 発

揮できる取組みを実施します。

放課後 長期休業中等  学校図書館 学習 

ンターとして開放し、児童・生徒が自学自習できる

学習環境    行    

指導室

学務課

子ども応援課

社会生活を営む上で、様々な困難や事情を有

  区内 子   若者 対象 支援 行 地

域活動団体 対  活動 立上  係 経費

や運営経費の一部を補助し、活動を支援しま

す。

子   若者活動団体支援

日本語指導の充実

日本語の習得が必要な児童・生徒に対する日本語

指導の充実を図り、児童・生徒が早期に通常の教

科     学習理解 日本 生活習慣 習得 

できるよう支援します。

かつしかグローバル人材育成事

業（英語によるコミュニケーショ

 能力育成）

学習センターの整備

放課後の学校図書館を活用し、児童・生徒が

学習  場 提供 行  自学自習 見守 

ができる人材を配置することで、学習習慣に対

する意欲が保てるようにします。

また、学校司書を活用した授業における学校

図書館 活用 行  学校司書 配置時間

数を増やすことで、ブックトークや書評合戦等の

取組  行    

中学校では、イングリッシュキャンプや中学生海外派

遣、英語に関する検定の助成等、外国語に関する

学習意欲 高  取組  行       小学校

では、イングリッシュデーを設定し、外国語及び外国

語活動を積極的に公開します。

指導室

学校教育支援

担当課

地域活動団体  連携 深  子   若者 自立

や健やかな育成を図ります。

事業名 事業概要 取組の方向 所管課
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６つながる子育て！

（１）児童虐待防止対策の推進

事業名 事業概要 取組の方向 所管課

児童相談所の設置

令和５年度 目標 児童相談所 設置  

子どもの安全を守るための一時保護、法的対

応等の介入的対応、保護者に代わって子ども

の養育をする社会的養護まで、区が一貫して

対応するための体制を強化していきます。

子どもに関わる全ての機関が連携して、児童虐待の

撲滅に向けた取組みをより一層進めていきます。

児童相談所設

置準備担当課
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