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みんなの公園
区内にある約150の公園の中で、
子育て世代の皆さんがおすすめ
する公園を紹介します。

2・3ページ 
公園特集

区では、安心して子どもを産み育てられるよう、さまざまな子育てメニューを用意しています。
お子さんの成長過程やご家庭の状況に合わせてご利用ください。
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緑豊かな空間で遊びや交流を通じて心身を育む公園は、子育てには欠かせない場です。
区内には個性豊かな公園が数多くありますが、その中でも読者モニターが選ぶ、子育て中
のパパやママにおすすめの公園をコメントとあわせて紹介します。

②東品川海上公園
天王洲運河沿いにある広々とした公園。アイル橋をはさんで北側には大きなクジラのす
べり台や幼児向けの遊具、ボードウオークがあり、南側には芝生の上で遊べる屋上庭園
のほか、噴水広場があります。オランダ生まれの絵本の主人公「ミッフィー」の姿を表
した花壇や遊具のある「ミッフィーお花のひろば」も人気です。

⑤鮫洲運動公園
子どもたちのアイデアをもとに企画設計された大人気の公園。ウッドチップを敷き詰めた
スペースに大型遊具があったり、チョークでお絵描きもできるスペースがあったりと、ユ
ニークな発想が随所に見られます。テーブルやベンチが充実しているところも好評です。

⑫御成橋公園
ジャングルジムと吊り橋、すべり台が一体化したウッド遊具が人気で、つかまり立ちの
赤ちゃんから小学生まで幅広く利用しています。地面がエリアによって、芝、タイル、
砂地と分かれているのも特徴。園内は緑豊かで、お花見スポットとしても知られています。

③子供の森公園
恐竜の森をモチーフに7体の恐竜が置かれた通称「かいじゅう公園」と呼ばれる遊戯型
公園。園内には、有料の子ども専用野球場や、小・中学校の夏休み期間中に1日6回シャ
ワーがでる「水のモニュメント」のほか、ターザンロープや平均台などアスレチック要
素のある遊具もあります。

⑥しおじ公園
高低差のある芝生の上に幼児用（3〜６歳）と児童用（6〜12歳）の大型複合遊具があり、
幅広い世代の子どもたちの遊びの場となっています。のんびりと散策できる緑道部分に
は小さな林があり、自然探索や虫取りなども楽しめます。

⑬池田山公園
高低差のある地形を生かした池泉回遊式の公園です。池周辺の散策道は、梅、椿

つばき

、つつじ、
花菖

しょうぶ

蒲、紫
あ じ さ い

陽花、紅葉など、四季折々の花々を愛
め

でたり、触れたりできる癒やしの散歩コー
ス。親子で自然を満喫できます。また、大きめの砂場もあり、砂遊びも楽しめます。

お花のひろば
にあるミッフィー
の花壇が
大好きです。

© Mercis bv

木のチップのいい
匂いがします。ア
スレチックが面白
い。
チョークを使って
地面に落書きが
できます。

遊歩道では林か
ら虫の声が聴こ
え、気持ちよく歩
けます。

公園の場所が小学校
や幼稚園から近く、い
ろんな世代の子ども
たちと交流が持てま
す。

大型の遊具があり、楽し
めます。
桜の時期は、お花見が
できる憩いの空間です。

荏原地区

大崎地区
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①東品川公園
園内には子どもたちのアイデア
を取り入れたユニークな遊具
が設置されているほか、道路
標識や横断歩道のあるサイクリ
ングコースに加え、テニスコー
ト、弓道場もあり、交通公園・
運動公園としての機能を持ちあ
わせています。また、明治30
年に「阪鶴鉄道」がアメリカの
ピッツバーグから購入したSLが
展示されており、中に入って遊
ぶこともできます。

④しながわ区民公園
しながわ水族館や屋外プール、
少年野球場、デイキャンプ場な
どが併設された、区立公園では
最大規模の総合公園。園内は桜
の広場、スポーツの広場、遊び
の広場、潮の広場に分かれてお
り、中でもプレイパーク「しな
がわこども冒険ひろば」がある
遊びの広場は、子どもたちが自
然に触れ自由な発想で思いきり
遊べる場として、人気のエリア
です。

⑪しながわ中央公園
区役所の前にある大きな公園。
園内には幼児向けの遊具がある
広場、健康遊具を設置したトリ
ムの広場、多目的広場、芝生の
広場に分かれています。特に子
育て世代に好評なのが芝生の
広場。赤ちゃんが芝生の上で
ハイハイしたり、夏は幼児が水
遊びを楽しんだりしています。

所在地／東品川3−14−9　交通／新馬場駅から徒歩約８分、青物横丁駅から徒歩約９分

所在地／勝島3−2−2　交通／立会川駅・大森海岸駅から各徒歩約5分
所在地／西品川1−27−14
交通／下神明駅から徒歩約5分、大井町駅から徒歩約8分

お気に入りはココ！

お気に入りはココ！
お気に入りはココ！

１歳児でも楽しめる
遊具がたくさんあり
ます。

たくさんの遊具があ
るのがいい。ふわふ
わドームがお気に入
りです。

遊具であそんでい
ると、新幹線を見る
ことができます。

サイクリングコー
スで自転車の練習
ができるところが
魅力です。子ども
用の貸し出し自転
車があるのも便利
です。

しながわこども冒険
ひろばは最高！ プレ
イワーカーの方がい
ろいろな遊びを子ど
もに教えてくれます。

芝生が手入れされ
ているので、ヨチヨ
チ歩きの歩行練習
に良いです。

所在地／東品川２−6−22、東品川3−9−21
交通／天王洲アイル駅から徒歩約8分、新馬場駅から徒歩約10分

所在地／東大井1−4−11
交通／鮫洲駅から徒歩約４分、青物横丁駅から徒歩約6分、品川シーサイド駅から徒歩約8分

所在地／東五反田2−15−20
交通／大崎駅から徒歩約4分、五反田駅から徒歩約8分

所在地／北品川3−10−13　交通／新馬場駅から徒歩約10分

所在地／八潮5−8−1、八潮5−6−9　交通／大井競馬場前駅から徒歩約10分
所在地／東五反田5−4−35
交通／五反田駅・目黒駅から各徒歩約15分

お気に入りはココ！

お気に入りはココ！

お気に入りはココ！

息子が魚好きな
ので、大きな鯉
を見ることを目
的に、園内の散
歩を楽しんでい
ます。

お気に入りはココ！

お気に入りはココ！

⑦文庫の森
江戸時代は肥後熊本藩細川家の下屋敷、明治時代は三
井財閥の所有地だった歴史ある公園。既存の池や常緑
樹を生かした散策道、広い芝生があり、子育て世代は
もちろん、さまざまな世代に親しまれる地域の憩いの場
となっています。

⑧戸越公園
肥後熊本藩細川家の下屋敷の庭園跡を利用し造られた公
園。園内は大名庭園の面影が色濃く残る回遊式庭園となっ
ており、四季折々の花々や植栽の美しさが評判です。ど
んぐり拾いや庭園の森探検など、散歩がてら自然と触れ
合う遊びも楽しめます。

⑨東中延公園
「ブーブー公園」の通称で親しまれている公園。小さ
い公園ながら、さまざまなコンビカーや砂場道具など
を自由に使って遊べるため、多くの親子連れが利用
しています。ブランコやすべり台などの遊具も低く作
られており、幼児でも楽しく遊べるのが特徴です。

たくさんのコ
ンビカーが
あるのは魅
力的。遊具
も幼児が遊
ぶのに最適
です。

所在地／東中延2−10−2
交通／中延駅から徒歩約2分、荏原中延駅から徒
歩約4分

季節ごとの花 が々美しい絶好の
撮影スポット。花によって撮影
時期も分かり思い出も鮮明にな
ります。

芝生があるので0歳の子どももハイハイ
ができます。ピクニックも楽しめます。

所在地／文庫の森　豊町1−16−23・戸越公園　豊町2−1−30　交通／戸越公園駅から徒歩約5分

⑩荏原南公園
大型遊具やミストのでる岩場、砂
場など、幼児から小学生まで楽し
める遊具があり、連日子どもたち
が公園内を遊びまわっています。
園内には、キャッチボール場が設
置されており、親子でキャッチボー
ルを楽しむ姿も見られます。

所在地／荏原6−16−4
交通／西小山駅から徒歩約8分、旗の台駅から徒歩約9分

幼児用のすべり
台のスペースは
フワフワなゴム
チップ。転んで
も安心です。

お気に入りはココ！

お気に入りは
ココ！

お気に入りは
ココ！

お気に入りはココ！

大井・八潮地区

みんなの公園
公園特集

品川地区
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日＝日時・期間  場＝会場・場所  内＝内容  講＝講師  人＝対象・定員  ￥＝費用・料金  参＝参加方法  申＝申込方法  問＝問い合わせ  ＝E-mail  HP＝ホームページ（http://  https://）

・休止中の事業については 休止中  でお知らせしています

妊娠・出産
 妊産婦ネウボラ相談

●妊産婦相談
妊娠届け出をした区内在住の妊婦の方に対して、助産師・
保健師などが「妊産婦ネウボラ相談員」として面談し、
区の子育てサービスの紹介のほか、困りごとや相談内容
に応じたサポートプランを作成します。初回の妊娠中の
面談で、お祝い品（出産育児用品カタログギフト）を贈
呈します。
※保健センターは予約制。
※健康課は妊娠届け出時にのみ相談できます。
場 問 品川・大井・荏原保健センター
健康課保健衛生係（☎5742−6745 Fax5742−6883）
●産後全戸電話相談
母親の体調の変化が大きく育児不安が高まる産後2週間
〜1カ月頃、保健センターから電話します。育児の相談に
も応じます。
問 品川・大井・荏原保健センター

 マタニティクラス（母親学級）
▶︎品川・大井・荏原保健センター
妊娠28週以降の初産婦の方が対象のクラスです。食生活、
お口の健康管理、お産の流れや準備などについて学びま
す（要予約）。

 二人で子育て（両親学級）
　　�父親学級として、初めて父親になる方を対象に一部

内容を変更して開催
▶︎品川・大井・荏原保健センター
パートナー（妊娠22週以降）が出産を控えた初めて父親
になる方が対象です。もく浴実習、妊婦ジャケットなど
を体験します。毎月広報しながわなどで募集します。

 すこやかサポート（育児支援ヘルパー）
出産前や出産退院後に、体調不良などにより日常生活に
支障があり、ほかにお子さんを養育する方がなく、育児・
家事の援助を受けられない方をサポートします。
日 出産予定日1カ月前=上限5日
出産退院後1年以内=上限10日
※午前9時〜午後6時で連続4時間以内。事前登録が必要
です。
￥ 1時間410円
問 家庭あんしんセンター

 すくすく赤ちゃん訪問
生後4カ月未満の赤ちゃんがいる家庭に、助産師・保健
師などが伺います。育児の心配ごとなどへのアドバイス
や子育て支援サービスを案内します。
問 品川・大井・荏原保健センター（訪問に関すること）
健康課保健衛生係（☎5742−6745 Fax5742−6883）

妊娠〜就学前
 多胎児移動経費補助事業

3歳未満の多胎児のいる家庭に対し、母子保健事業を利
用する際の移動経費を補助します。詳しくはお問い合わ
せください。
問 品川・大井・荏原保健センター

 子育てネウボラ相談
保健師・看護師・保育士などの資格をもった「子育てネ
ウボラ相談員」が子育て全般の相談に応じたり、子育て
サービス情報の提供、他機関の紹介などを行い、希望者
にはサポートプランを作成します。
申電話か直接、東品川・三ツ木・水神・大井倉田・平塚・
旗の台・冨士見台・ゆたか・八潮児童センターに予約
問 子ども家庭支援センター

 産後の家事・育児支援の
　 ヘルパー等の利用助成
区と提携した家事・育児支援のヘルパーの利用に対して、
サービス利用費の一部を助成します。
人 区内在住の出産した方で、生後1歳（多胎児家庭は妊
娠中から生後3歳）になるまでの乳幼児を育児中の方（プ
ランニングは産前も対象）
助成内容／支援サービス＝1時間2,700円
プランニング（事業者との打ち合わせ）＝1回限り1,000円

対象 上限時間
① 第一子 60時間
② 第二子以降で出生時に上の兄姉が3歳未満 180時間
③  ②以外で保育サービス等（保育園やベビー

シッター利用支援事業）を利用していない
お子さん＊

20時間

＊多胎児家庭の上限時間はお問い合わせください
問 子ども家庭支援センター

 しながわっ子 子育てかんがるープラン
子育て相談員が、妊娠期から就学前までのお子さんを対
象とした子育て支援事業の紹介や情報提供を行い、子育
て相談を通して乳幼児期の子育てプラン作成のお手伝い
をします（要予約）。
人 妊娠中の方、就学前のお子さんの保護者
問 保育課保育教育担当

 チャイルドステーション
区立保育園（公設民営を除く）、幼稚園、児童センターな
どが、気軽に相談や交流、情報交換できる場「チャイル
ドステーション」となり、子育てを支援しています。
　　現在は、授乳・おむつ交換・トイレ利用のみ
問子ども育成課育成支援係
保育課施設・運営係

 子育て体験　　休止中

▶︎区立保育園・幼稚園（公設民営保育園を除く）
区内在住で、保育園・幼稚園に通っていない就学前のお
子さんと保護者・祖父母、妊産婦の方などを対象に、区
立保育園・幼稚園で保育体験や子育て相談、園庭の開放
を行います。季節の行事などにも参加できます。詳しく
は区ホームページで実施内容をご確認いただき、希望園
へお申し込みください。実施する場合は、本紙21日号で
もご案内します。
問 実施園、保育課施設・運営係

「しながわネウボラネットワーク」
事業です。

電話番号などは施設案内10・11ページをご覧ください

●募集方法などの記載がないものは、直接各施設へお問い合わせください。

●�今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、掲載内容が変更となる場合があります。最新の情報は区ホームページに掲載していますので、ご確認いただくか
お問い合わせください。

は、子どもを安心して産み育てる
ためのサポートを行う仕組みです。妊娠届け出
後から就学前まで、各関係機関が連携しながら
相談やサポートを行います。
※「ネウボラ」とは、フィンランド語でアドバイス（neuvo）
の場（la）という意味です。

しながわネウボラネットワーク

相 談

コロナ禍において、子どもを産み育てる家庭を支
援するため、育児用品などを提供します。
人 3年4月1日〜5年3月31日に出産し、出生日に
都内に住民票がある世帯
※3年1月1日〜3月31日までの間に出産された方
はお問い合わせください。
※出生時の住民票が品川区にある方は、保健セ
ンターより郵送でご案内を送付します。
問 品川保健センター

東京都出産応援事業（3・4年度限定事業）

　品川区役所で出生届を
提出した方に区独自の記
念用出生届（実際の届け
出としては使用不可）を
配布しています。
　子どもの命名に込めた思いやメッセージ、成長記
録などが書き込めるほか、家族の写真、赤ちゃんの
手形・足形を残すためのスペースもあります。なお、
実際に届け出に使える出生届の用紙は、区ホームペー
ジからダウンロードできます。ぜひご活用ください。
問 戸籍住民課（☎5742－6657 Fax5709－7625）

記念用出生届

しながわパパママ応援サイト・アプリ
妊娠、出産、育児に役立つ子育て支援情報や施設マップなど、妊娠期か
ら子育て中の保護者が知りたい区の子育て情報を発信しています。

いきいきあんしん子育てガイド
お子さんの年齢に応じて、気を付け
たい点や行政の手続き、相談窓口な
どを紹介している小
冊子です。親子健康
手帳（母子健康手帳）
と一緒にお渡しするほ
か、区ホームページ
にも掲載しています。

©2021 SANRIO CO., LTD. 
APPROVAL NO. L627364

区の子育て情報はこちらから入手できます

問 子ども育成課（☎5742－6720 Fax5742－6351）

HP city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/

●�パソコンサイト
はこちらから

●�スマートフォン等
アプリはこちら
から

iPhone端末はこちら

マタニティマーク 親元近居支援事業
三世代すまいるポイントマタニティマークは、妊婦で

あることを知らせるマークで
す。妊娠初期は、赤ちゃんの
成長とお母さんにとって大切
な時期です。このマークをつ
けている方を見かけたら、思
いやりのある心遣いをお願いします。マタニティマー
クは親子健康手帳（母子健康手帳）交付の際にお渡
ししています。
問健康課保健衛生係

（☎5742−6745 Fax5742−6883）

品川区内に住む親と近居か同居することになった
ファミリー世帯に、転入・転居にかかった費用の一
部を「三世代すまいるポイント」（上限10万〜15
万ポイント）として交付します。ポイントは区内共
通商品券などと交換できます。転入・転居の翌月
から3カ月目の末日まで申し込めます。
※申し込みの要件など、詳しくは区ホームページや
住宅課で配布する募集案内をご覧ください。
問住宅課住宅運営担当

（本庁舎6階☎5742−6776 Fax5742−6963）
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・新型コロナウイルス感染症に伴う一時的な変更については　　赤色でお知らせしています

問障害者支援課障害者相談支援担当（本庁舎3階☎5742−6711…Fax3775−2000）発達・療育に関わる相談・支援

  産後ケア事業
育児に不安のある方に対して、母体や乳児のケアや育児
相談に助産師が対応します。
●日帰り型
区内のホテルでの約4時間のケアです。育児に不安のある
方を対象に、ホテルの一室を利用してケアを行います。
日 月〜金曜日午前11時〜午後3時
場 第一ホテル東京シーフォート（東品川2−3−15）
人 区内在住で、産後4カ月未満の母子
￥ 4,000円　※減免制度あり。
申 利用希望日の前月1日から（日曜日、祝日の場合は月
初めの開庁日）
○詳しくは産後ケア日帰り型受付（東京医療保健大学）
☎5421−2081へお問い合わせください（受付時間：午
前9時30分〜午後4時30分）。
※年度途中で実施場所変更の可能性があります。
●訪問型
助産師の訪問による乳房ケアや授乳指導などを、産婦
1人につき1回受けられます（1時間程度）。
人 区内在住で、産後6カ月未満の母子
￥ 1,000円　※減免制度あり。
○詳しくは産後ケア訪問型受付（東京医療保健大学）☎
5421−2081へお問い合わせください（受付時間：午前
9時30分〜午後4時30分）。
●宿泊型
家族などから十分な支援が受けられない方に、指定医
療機関に宿泊して、産後の母体や赤ちゃんの健康状態の
チェック、授乳指導などのケアを実施します。
場 ①NTT東日本関東病院 ②昭和大学病院 ③東京品川病
院 ④聖路加助産院マタニティケアホーム
※出産から引き続き利用する場合は2泊3日まで。
※④に転院して利用する場合は3泊4日まで。
人 区内在住で、産後9週までの初産の母子
※家族などから支援がないなどの条件あり。
※保健センターで面談による事前申し込み（予約制）が必要。
￥ 1泊10,000円　※減免制度あり。
問 品川・大井・荏原保健センター
●電話授乳相談
母乳や授乳のことなどに関する相談に助産師が電話で対
応します。
日 月〜土曜日午前9時30分〜午後4時30分
相談電話／5421−2083（東京医療保健大学）

   歯科衛生相談　
▶︎品川・大井・荏原保健センター
2歳のお子さんを対象に、歯科医師による歯科健診と相
談を行います。また、別日には歯科衛生士によるフッ化
物（フッ素）塗布などの予防処置（希望者、有料）を行
います。

  むし歯撃退教室
保健センターの歯科衛生士によるむし歯予防と歯磨き
レッスンの教室を年1回開催しています。
①0歳からのむし歯予防
②1歳からの奥歯磨き
場 各児童センター
問 品川・大井・荏原保健センター

  発達健診
▶︎品川・大井・荏原保健センター
乳幼児の心身の発達に関して、専門医が相談に応じます。

  心理相談
▶︎品川・大井・荏原保健センター
ことばが遅い、落ち着きがない、だだをこねるなどの対
応の相談に心理相談員が応じます。

  小児健康相談
▶︎品川・大井・荏原保健センター
体重が増えない、身長が気になるなどお子さんの健康に
関する相談や育児の心配ごとに、小児科医、保健師、栄
養士などが応じます。

0〜18歳
  子育てなどの相談

▶︎子ども家庭支援センター
0歳から18歳までのお子さんに関する相談に応じます。
お子さんを連れて相談できる部屋もあります。電話相談
も受け付けています。
▶︎家庭あんしんセンター
様々な子育て相談に応じます。子育て家庭に対し、交流
の場の提供や各種子育て講座を開催しています。
▶︎子育て応援課ひとり親相談係
家庭相談、ひとり親家庭の就労や自立支援などの相談に
応じます。
▶︎ぷりすくーる西五反田
地域拠点として、様々な子育て相談に加え、区内の子育
て支援情報も提供します。相談員が個別相談に対応でき
る部屋もあります。
▶︎品川・大井・荏原保健センター
心と体の健康に関する相談や、地域の方の要望に沿った
健康の話をする出張健康学習も行っています。
▶︎東京都品川児童相談所
緊急性・専門性の高い相談を中心に受け付け、区と連携
し、支援にあたります。

●障害者支援課障害者相談支援担当
障害のあるお子さんについての発達支援や家族支援など
全般的な相談窓口です。

●発達障害・思春期サポート事業「ら・るーと」　（上大崎1−20−12 ☎5793−7081 Fax5793−7189）
小学4年生以上の発達障害児と保護者からの思春期に抱える悩みなどの相談に応じたり、本人の居場所づ
くりや仲間づくりを支援します。

●品川児童学園（児童発達支援センター）
児童発達支援（☎6718−4461 Fax6718−4465）
児童の発達に合わせて、早期から支援を行います。
人 ①主に知的や全般的な発達に支援が必要な就学前の児童
②社会性の発達に支援が必要なおおむね3歳〜就学前の児童

●インクルーシブひろばベル
（戸越6−16−14
☎6421−5785 Fax6421−5786）
医療的ケアが必要なお子さんが安心安
全に過ごせる場を提供し、子育てに関
する相談支援を行います。

相
談

支
援

放課後等デイサービス（☎6718−4462 Fax6718−4465）
人 社会性の発達に支援が必要な小学1〜4年生の児童
※保育所等訪問支援も実施しています。
�※民間の児童発達支援や放課後等デイサービスについては
障害者支援課障害者相談支援担当へお問い合わせください。子ども発達相談室（☎6718−4460 Fax6718−4465）

就学前のお子さんを対象にした発達に関する相談窓口です。

自立・就労をめざす母子家庭のお母さ
ん、父子家庭のお父さんに対して、専
門の就労相談員が就労相談に応じま
す。個々の状況・ニーズに合わせて、
ハローワークへの同行など、きめ細か
い支援を行います。
人 区内在住で、児童扶養手当受給者（受
給を見込まれる方も含む）か、同程度
の所得水準の方など
問 子育て応援課ひとり親相談係

子育て中の再就職や、家庭と仕事を両立させる働き方のコツな
どについて、キャリアカウンセラーに相談できます。応募書類
の添削や面接指導なども可能です。
日 月・金曜日午前10時〜午後5時
火〜木曜日午後1時〜5時
※祝日・年末年始を除く。　※時間は1回50分。
場 中小企業センター（西品川1−28−3）
※詳しくは www.shinagawa-shigoto.jp/をご覧いただくか
お問い合わせください。
問 商業・ものづくり課（☎5498−6352 Fax5498−6338）

ひとり親家庭就労相談 就業相談（予約制）
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・休止中の事業については 休止中  でお知らせしています

問子育て応援課手当・医療助成係（☎5742−6721・9174…Fax5742−6387）

問保健予防課保健予防係（本庁舎7階☎5742−9152…Fax5742−6013）

子どもに関する各種手当・医療費の助成

予防接種

医療費の助成や各種手当の支給を行っています。所得制限などについては、お問い合わせください。

名　称 対　象 手当・助成（月額）
子どもすこやか

医療費助成 中学3年生修了まで（15歳の誕生日後、最初の3月31日まで）の児童 保険診療の自己負担分

高校生等の入院
医療費助成 高校生相当の年齢（18歳の誕生日後、最初の3月31日まで）にある児童 保険診療の自己負担分

ひとり親家庭等
医療費助成

18歳まで（18歳の誕生日後、最初の3月31日まで）の児童を養育しているひとり親家庭の方
※児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで、0歳から15歳までは子どもすこやか医療費で助成 保険診療の自己負担分の一部または全額

児童手当 中学3年生修了まで（15歳の誕生日後、最初の3月31日まで）の児童を養育している方
児童

１人に
つき

3歳未満 15,000円
3歳〜小学生修了（第1・2子） 10,000円
3歳〜小学生修了（第3子以降） 15,000円
中学生 10,000円
所得制限以上（〜4年5月分）   5,000円
所得制限以上上限未満（4年6月分〜）   5,000円
所得上限以上（4年6月分〜）   0円

児
童
育
成
手
当

育成手当
18歳まで（18歳の誕生日後、最初の3月31日まで）で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方
①父母が離婚　②父か母が死亡・生死不明　③父か母に1年以上遺棄　④婚姻によらない出生
5父か母が法令により1年以上拘禁　6父か母に重度の障害がある　⑦DVにより保護命令が発令された

児童1人につき13,500円

障害手当 20歳未満で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方
①「愛の手帳」1〜3度程度　②「身体障害者手帳」1・2級程度　③脳性まひ・進行性筋萎縮症 児童1人につき15,500円

児童扶養手当
18歳まで（18歳の誕生日後、最初の3月31日まで）で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方
①父母が離婚　②父か母が死亡・生死不明　③父か母に1年以上遺棄　④婚姻によらない出生
5父か母が法令により1年以上拘禁　6父か母に重度の障害がある　⑦DVにより保護命令が発令された

申請者
の所得
により

児童1人の場合43,070円〜10,160円
児童2人の場合10,170円〜5,090円加算
3人目以降1人増すごとに6,100円〜3,050円加算

特別児童
扶養手当

20歳未満で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方
①「愛の手帳」1〜3度程度　②「身体障害者手帳」1〜3級程度
③精神障害か内部障害で①②に相当する障害と認められる場合

重度（1級）52,400円、中度（2級）34,900円

妊娠・出産
問健康課保健衛生係（☎5742−6745…Fax5742−6883）

 一般不妊治療医療費助成
医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法・薬物療
法・人工授精などの一般不妊治療にかかる医療費の自己
負担額を助成します（上限5万円）。支給要件があります
ので、詳しくはお問い合わせください。

 特定不妊治療費助成
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療にかかる治療費
の一部を助成します。制度の変更や支給要件があります
ので、詳しくはお問い合わせください。

 妊婦健康診査・新生児聴覚検査
妊婦健康診査の助成を14回、超音波検査と子宮頸

けい

がん
検診と新生児聴覚検査の助成を各1回実施しています。
都内契約医療機関で指定の項目を検査した場合、公費負
担の対象となります。健診・検査受診票は妊娠届を提出
した方に交付します。

 里帰り妊婦健診費等助成
区内在住の妊婦が里帰りなどにより、都外の医療機関等
で受診し、妊婦健診受診票、妊婦超音波検査受診票、妊
婦子宮頸がん検診受診票や新生児聴覚検査受診票を使用
できなかった場合に、健診・検査費用の一部を助成しま
す（上限あり）。詳しくはお問い合わせください。

 妊婦のための歯科健診
妊娠中に1回、区内契約歯科医院で無料で歯科健診を受
診できます。受診票は妊娠届を提出した方に交付します。

 ママのための歯科健診
産後1年以内に1回、区内契約歯科医院で無料で歯科健
診を受診できます。受診票は区の乳児健診の際にお渡し
します。

区の保育料の助成・給付制度を紹介します 12ページをご覧ください。

電話番号などは施設案内10・11ページをご覧ください助 成

 定期予防接種
区内在住のお子さんは、DT（ジフテリア、破傷風）2期や日本脳炎2期＊1、ヒ
トパピローマウイルス（子宮頸がん、女子のみ）＊2などの定期予防接種を無料
で受けられます。接種時期にご案内と予診票を送付します。
＊1   平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれで、日本脳炎ワクチンを4回未接種

の方は、特例で20歳の誕生日前日まで無料で受けられます。
＊2   平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれで、ヒトパピローマウイルス感染症

（子宮頸がん）予防接種（HPVワクチン）を未接種の女性は、特例で令和7年
3月31日まで無料で受けられます。

 任意予防接種（区内契約医療機関のみ）
●…MR（麻しん・風しん混合）予防接種費用の助成
MRワクチンは1期を1歳、2期を小学校就学の前年度に定期接種します。区内在
住の18歳以下で、MRワクチンの定期接種を逃してしまった方は、無料で受けら
れます（助成は1回のみ）。
※区が発行する予診票が必要です。親子健康手帳（母子健康手帳）を持って保
健予防課または保健センターへお越しください。
●インフルエンザ予防接種費用の助成
区内在住の小・中学生のお子さんが10月1日〜翌年1月31日にインフルエンザの
予防接種を受ける際に1,000円を助成します（12歳以下は2回まで。13歳以上は
1回のみ）。

 定期予防接種
　区内在住のお子さんは、Hib（ヒブ）、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、四種混合（ジ
フテリア、百日せき、破傷風、ポリオ）、BCG、MR（麻しん・風しん混合）、水痘（水ぼうそう）、
日本脳炎1期の定期予防接種を無料で受けられます。接種時期にご案内と予診票を送付しま
す。
　なお、里帰り出産などのため23区外の医療機関で接種を希望する方は、事前申請が必要
です。詳しくは区ホームページをご覧ください。

 任意予防接種（区内契約医療機関のみ）
●…流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）予防接種費用の一部助成
区内在住の1歳から小学校就学の前年度末までのお子さんが流行性耳下腺炎（おたふくか
ぜ）ワクチンを接種する際に3,000円を助成します（2回まで）。1歳のお子さんにご案内を
送付します。
●…MR（麻しん・風しん混合）予防接種費用の助成
MR1期（1 〜2歳誕生日前日まで）の接種を逃してしまったお子さんは、無料で受けられます。
※区が発行する予診票が必要です。親子健康手帳（母子健康手帳）を持って保健予防課ま
たは保健センターへお越しください。
●インフルエンザ予防接種費用の助成
区内在住の1歳〜就学前のお子さんが10月1日〜翌年1月31日にインフルエンザの予防接種
を受ける際に1,000円を助成します（2回まで）。

0歳〜就学前 小・中・高生以上
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・新型コロナウイルス感染症に伴う一時的な変更については　　赤色でお知らせしています

0歳〜就学前
 親育ちワークショップ

▶︎児童センター
親同士の交流を通して、親としての不安や迷い、悩みを
話し合い、子育ての楽しさを発見するためのワークショッ
プです。
※対象年齢は各館にお問い合わせください。
問 子ども育成課育成支援係

 ぷちマリン 品川保健センター
 みつまたっこくらぶ 大井保健センター
 たんぽぽクラス 荏原保健センター

生後2〜4カ月の赤ちゃんとお母さんの集いです。生まれ月
ごとに集まるので、話も弾んで、子育て仲間がみつかります。

 まりんツインズ 品川保健センター
 みつまた・ふたごっこ 大井保健センター
 ツインキッズ 荏原保健センター

ふたごの赤ちゃんとお母さんの集いです。参加者同士の
交流、情報交換などを行います。ふたごを妊娠している
方も参加できます。

 親子のひろば
▶︎児童センター
児童センターで0〜3歳の年齢別に実施しています。親同
士の交流や情報交換など、子育ての新しい発見が待って
います。

 親子サロン
児童センター（東中延を除く）にある、乳幼児専用の部屋
です。ゆったりと自由に過ごせます。
※東中延児童センターでも乳幼児親子の利用はできます。
問子ども育成課育成支援係

 ポップンルーム（地域交流室）
①荏原保健センター内（荏原2−9−6）
②北品川第二保育園内（北品川3−7−43）
③平塚ゆうゆうプラザ（平塚2−10−20）
④ぷりすくーる西五反田内＊（西五反田3−9−9）
＊子育て相談は午前9時〜午後6時
主に在宅で子育て中の方が、親子で自由に遊べる部屋です。
乳幼児と保護者の方が対象です。保育士などが見守って
いるので、安全・安心です。子育てに関する相談も気軽に
できるほか、季節の行事や地域交流なども行っています。
　　�利用を制限する場合があります。詳しくは区ホーム

ページをご覧ください
日 ①②月〜金曜日午前10時〜午後4時
③月〜土曜日午前9時〜午後4時30分
④月〜土曜日午前9時30分〜午後4時30分
問①〜③保育支援課開設・計画担当
④保育課保育教育担当

 フラっと広場
▶︎家庭あんしんセンター
親子で自由に遊べる部屋を開放しています。乳幼児向け
のおもちゃと絵本を用意しています。
日 月〜金曜日午前10時〜正午、午後1時〜3時

0〜18歳
 児童センター

幅広い年代の子どもたちが利用できる最も身近な施設で、
区内に25館＊あります。0〜18歳のお子さんと保護者が
参加できる事業を行っていますので、ご利用ください。
＊一本橋児童センターは4・5年度改築のため休館
　　�事前の予約や登録が必要。詳細は〈しながわパパマ

マ応援サイト・アプリ（4ページ参照）〉をご覧いた
だくかお問い合わせください

問 子ども育成課育成支援係

 サンデー子育てサポート
▶︎東品川・滝王子・平塚・旗の台・ゆたか・八潮
　児童センター
日曜日・祝日に児童センター6館を開館しています。親
子のふれあいの場としてご利用ください。
日 日曜日・祝日午前9時〜午後6時

 こども冒険ひろば（プレイパーク）
「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、子どもの「やっ
てみたい」を応援します。泥んこ遊びや火おこし体験な
ど、子どもだけでも親子でも思う存分遊べる場です。

　　�受付票の記入が必要。詳細は区ホームページをご覧
いただくかお問い合わせください

問 子ども育成課育成支援係

名称 住所 時間 休園日

しながわ
こども
冒険ひろば

勝島3－2
（しながわ
区民公園内）

午前10時30分～
午後5時30分

木・金曜日
（祝日を
除く）

北浜こども
冒険ひろば

北品川2－28
（北浜公園内）

午後2時～6時＊
（第1・3水曜日は
午前11時から）

日曜日
祝日

＊冬季期間は時間を変更する場合があります

電話番号などは施設案内10・11ページをご覧ください子育 輪 ●募集方法などの記載がないものは、直接各施設へお問い合わせください。

…ティーンズプラザ
児童センターのうち9館（東品川・東大井・中
原・滝王子・平塚・東中延・冨士見台・ゆたか・
八潮）は、中・高生の活動を支援する「ティー
ンズプラザ」として、通常午後6時までの開館
を、週2回午後7時まで延長しています。
　　事前に登録が必要
問 子ども育成課育成支援係

…青少年地域貢献活動支援事業
中学生以上の青少年が様々なボランティア活
動を「しながわ役立ち隊」として、企画・実
践します。
問 子ども育成課庶務係

…赤ちゃんとのふれあい事業
小・中・高生が赤ちゃんと交流し、保護者の
方から育児の話を聞きます。赤ちゃんをいと
おしく思う心を養い、命の大切さ、育児の楽
しさについて学びます。
問 子ども育成課育成支援係

…ジュニア・リーダー教室
学校や地域で活躍できるリーダーを育成しま
す。小学4年〜高校3年生の子どもたちが年
間の集団活動を通して、野外活動技術や友だ
ちとの関わりについて学びます。毎年2月中
旬に広報しながわなどで募集します。
問 子ども育成課庶務係

主に小学生を対象とした体験学習を通じて親子が交流することの
できる機会を作り、子を持つ親の子育て支援を行います。
問子ども育成課育成支援係

おもちゃの病院では、ボランティアの方がこわれたおもちゃを無料
で修理します。
※来場者は1回2人まで。修理するおもちゃは1回2点まで。
日土曜日午後1時〜3時
※祝日・年末年始・月2回程度はお休み。
場問消費者センター（西品川1−28−3
中小企業センター4階☎6421−6136 
Fax6421−6132）

親子交流支援事業

どうしてる？おもちゃの修理

青少年の活動を応援します

子育て交流サロン「すきっぷひろば」
　 乳幼児親子の交流と子育て相談の場とし

て、子育て交流サロンを開設しています。

離乳食・幼児食レッスン
　 月齢に合った調理形態や栄養バランスに

ついて学びます。調理のデモンストレー
ションがあり、離乳食・幼児食の悩みの
相談もできます。

ママのリフレッシュタイム
　 ヨガロマを通じ、子育て中のママにリフ

レッシュしてもらう講座です。

産後ママのセルフケア
　 助産師によるグループワークや講話、産

後の体にやさしい簡単な運動などのセル
フケアの実習を行います。

アレルギーなどのおしゃべり会・講演会
　 アレルギー疾患の子どもを持つ親同士や

興味のある方との情報交換、子ども同士
の交流、専門家による講演会です。

・内容や開催日・開催場所、申込方法など詳しくは〈しながわパパママ応援サイト・アプリ（4
ページ参照）〉をご覧ください。

子育て交流の場

子ども食堂子ども食堂
子ども食堂は、子どもがひとりでも入れ
る食堂です。地域ボランティアやNPO
の方が自宅でひとりで食事をとる子ど
もたちへ、みんなで食べる楽しさや温
かさを提供したいと活動しています。詳
しくはお問い合わせください。
問しながわ子ども食堂ネットワーク事
務局（品川ボランティアセ
ン タ ー 内 ☎5718−7172 
Fax5718−0015）
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・休止中の事業については 休止中  でお知らせしています

 認可保育園
▶︎区立・私立保育園
保護者が就労しているなどの理由で保育を必要とす
るお子さんを預かります。申請締切日などについては
お問い合わせください。
▶︎延長保育・夜間保育
保育園の基本開園時間は月〜土曜日の午前7時30分
〜午後6時30分ですが、保護者が勤務などで在園児
の迎えが間に合わない場合に、延長保育・夜間保育
を行っています。
早朝延長保育＝午前7時〜7時30分（12園）
　　　　　　　午前7時15分〜7時30分（1園）
　　　　　　　午前7時20分〜7時30分（1園）
延 長 保 育＝午後6時30分〜7時30分（全園）
夜 間 保 育＝ 午後7時30分〜8時（14園）
　　　　　　　午後7時30分〜8時30分（68園）
　　　　　　　午後7時30分〜9時（1園）
　　　　　　　午後7時30分〜10時（6園）
問保育課入園相談担当

 認証保育所
認可外保育施設のうち、都で定めた施設基準などを満
たし、都が認証した主に3歳児未満のお子さんを保育
する施設です。一定の条件を満たした方に保育料の一
部を助成しています。また、そのほかの認可外保育施
設についても、保育料の一部を助成する制度がありま
す。助成については12ページをご覧ください。
※入園申し込みについては各園にお問い合わせください。
問保育支援課開設・計画担当

 短時間就労対応型保育室
▶︎南大井・伊藤・荏原・北品川第二・二葉つぼみ保育園
パート就労者や自営業などの家庭で、短時間の保育
を継続的に必要とする乳幼児を預かります。
日月〜土曜日午前9時〜午後5時
人次の全てにあてはまる方

・保育認定において短時間認定を受けること
・午前9時〜午後5時の開園時間内の送迎が可能であること
定員／各園1〜3歳児10人程度
問保育課入園相談担当

 休日保育
▶︎区立大井・中延保育園、私立そらのいろ保育園
　休日に保護者が就労のため保育を必要とする場合
に、満4カ月〜就学前の健康なお子さんを預かります。
日曜日・祝日の午前7時30分〜午後6時30分に利用
でき、利用日の1カ月前から3日前の午後5時まで、区
立保育園か保育課窓口で受け付けます。詳しくは保
育課にお問い合わせください。
　私立保育園は受付方法や利用要件が異なります。詳
しくは保育支援課か実施園にお問い合わせください。
￥1日2,000円　※保育認定を受けている方は、一部を
除き利用料が発生しません。
問区立＝保育課施設・運営係
　私立＝保育支援課私立支援担当

 年末保育
▶︎区立保育園
年末に保護者が就労のため保育を必要とする場合に、
満4カ月〜就学前の健康なお子さんを預かります。午
前7時30分〜午後6時30分に利用できます。詳しく
は11月頃に広報しながわなどでお知らせします。
￥1日2,000円
問保育課施設・運営係

 家庭的保育事業・小規模保育事業
保護者が就労しているなどで保育を必要とする3歳児
未満のお子さんを、少人数・小規模の家庭的な環境で
預かります。利用方法などはお問い合わせください。
家庭的保育事業=定員5人以下
小規模保育事業=定員6〜19人
問保育課入園相談担当

 育児休業明け入園予約制度
▶︎区立保育園等36園（幼保一体施設、一部の園を除く）
区内在住で、お子さんが1歳になる誕生日の前日かそ
れ以降まで、法律に基づく育児休業を取得し、職場復
帰をする保護者が、復帰月からの入園をあらかじめ申
請できる制度です。
申請期限／出生月の翌月末日（最終開庁日）
問保育課入園相談担当

 一時保育
○区立保育園（一部を除く）
保護者が通院・入院や出産などで保育を必要とする場合に、保
育園で一時的に満4カ月〜就学前のお子さんを預かります。利
用可能な期間・時間についてはお問い合わせください。一部の
私立保育園でも実施しています。
￥1日2,000円（区立保育園）
問区立=保育課入園相談担当、私立=各私立保育園

 オアシスルーム（生活支援型一時保育）
主に在宅で子育てをする保護者が買い物や通院などの用件を
済ませる間、一時的にお子さんを預かります。事前登録が必
要です。詳しくは利用希望施設にお問い合わせください（4
年秋頃から、1回の利用登録で共通利用可とする予定）。
　　利用を制限する可能性があります
① 伊藤児童センター内 （西大井6－13－1☎3771－7225）
② 小関児童センター内 （北品川5－8－15☎3449－8227）
③ 東五反田児童センター内

（東五反田5－24－1☎3443－6101）
④ 西中延児童センター内 （西中延3－8－5☎3783－2891）
⑤ 北品川児童センター内 （北品川2－7－21☎3471－2363）
⑥ ぷりすくーる西五反田内

（西五反田3－9－9☎5759－8061）
⑦ 荏原保健センター内 （荏原2－9－6☎3783－2101）
⑧ 北品川第二保育園内 （北品川3－7－43☎5460－6065）
⑨ ものづくり創造センター内

（大井4－29－22☎3776－7111） 
⑩ 品川区役所第三庁舎内＊ （広町2－1－36☎5742－3086）
⑪ 平塚ゆうゆうプラザ （平塚2－10－20☎5751－7147）
⑫ 戸越 （戸越6－8－4☎3787－7701）
人生後4カ月〜就学前のお子さん（定員あり）
時間／①〜⑤・⑨⑪⑫午前9時〜午後6時
⑥⑦⑧⑩午前8時30分〜午後5時30分
￥1時間500円　※弁当・おやつ・ミルクは持参。
＊区役所に手続き等で来庁する場合、事前登録なしで、空き
があれば2時間まで預かり可
問保育支援課開設・計画担当

0歳〜就学前
 ベビーシッター 一時預かり利用助成

人 区内在住で、いずれかにあてはまる0〜5歳児（満6
歳になる年度の3月31日まで）の保護者
※認可保育園等に在籍していても利用できます。
①日常生活の突発的な事情や社会参加などにより、一
時的に保育を必要とする方（保護者の残業や病気、自
己実現、学校行事など、幅広い理由が対象）
②ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

（保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します）
助成利用上限／児童1人につき、年度あたり144時間
※多胎児（双子など）の場合は、児童1人につき年度あ
たり288時間。
助成額／
午前7時〜午後10時：1時間上限2,500円
午後10時〜翌日午前7時：1時間上限3,500円
対象事業者など／東京都が定めるベビーシッター利用
支援事業（一時預かり利用支援）認定事業者かつ区の
求める要件を満たすベビーシッター
問 保育支援課開設・計画担当

 認定こども園
▶︎区立一本橋・五反田・旗の台・北品川第二保育園
　私立石井こども園、私立Gakkenこどもえん
　私立空のはねこども園はたのだい
　私立はぐはぐキッズこども園中延
　私立ポピンズナーサリースクール西五反田
保育園機能とあわせて、3〜5歳児クラス（区立は4・5
歳児クラス）に、保護者の就労の有無を問わない短時
間利用児の受け入れ枠があります。保育と教育を一体
的に行い、あわせて地域における子育て支援を行う施
設です。
問 区立=保育課入園相談担当
　 私立=保育支援課私立支援担当

 認定こども園短時間利用の預かり保育
　認定こども園短時間利用者のうち、保護者が就労して
いる在園児等を対象に預かり保育を実施しています。
　また、保育の必要があると認定を受けた場合には預か
り保育利用料が一部無償化されます。
問 保育課施設・運営係

 就学前乳幼児教育施設
▶︎ぷりすくーる西五反田
保育園と幼稚園相互の特色を生かした保育と教育を継続的、
一体的に行うことで乳幼児の健全な育成を図る施設です。
問 保育課入園相談担当、ぷりすくーる西五反田

施設種別 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

認可保育園　＊ 保育園

認定こども園 保育園

幼保一体施設
（年齢区分型） 保育園 区立幼稚園

幼保一体施設
（並列型） 保育園

就学前乳幼児
教育施設 保育園 幼児教育部門

家庭的保育事業
小規模保育事業

家庭的保育事業
小規模保育事業

幼稚園
私立幼稚園

区立幼稚園

認証保育所　＊ 認証保育所

保育を必要とする要件の審査がある施設
どなたでも利用できる施設（定員あり）

短時間

区立幼稚園

品川区の乳幼児施設

＊  認可保育園は0・3・4・5歳児、認証保育所は3・4・5
歳児の受け入れ枠のない園あり

在宅で子育てしている方へ働きながら子育てしている方へ

電話番号などは施設案内10・11ページをご覧ください預
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電子＝区ホームページから電子申請可　 DL＝申請書などは区ホ−ムペ−ジからダウンロ−ド可　⃝費用の記載がないものは無料　⃝対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

・新型コロナウイルス感染症に伴う一時的な変更については　　赤色でお知らせしています

 幼稚園
区立幼稚園は2年保育、私立幼稚園は3年保育を中心に
園児を受け入れています。
問 区立=保育課入園相談担当、私立=各私立幼稚園

 幼稚園の預かり保育
　区立幼稚園の在園児を対象に、全園で預かり保育を実施
しています。また、ほとんどの私立幼稚園でも実施してい
ます。
　保育の必要があると認定を受けた場合には、預かり保
育利用料が一部無償化されます。
問 区立=保育課施設・運営係、私立=各私立幼稚園

 幼保一体施設
保育園と幼稚園を同じ建物内か隣接する施設内で一体的に
運用することで、保育と教育を総合的に提供する施設です。

問 保育課入園相談担当

 病児保育
▶︎病児保育チャイルドサンタ
　（小山3−1−2☎5725−8573）
▶︎病児保育室…ひだまり
　（南大井3−16−11☎5762−5272）
▶︎病児保育室…森のおうち
　（上大崎3−3−1☎5798−4141）
▶︎病児保育室…こころキッズケア
　（中延2−6−4☎6421−6332）
生後6カ月〜就学前のお子さんが病気の時に、医療機関
か保育園併設の保育室で一時的に預かり、保護者の就労
を支援します。月〜金曜日午前8時30分〜午後6時で、
保育園・幼稚園などの在園児が対象です。
￥ 1日2,000円
※利用する施設に事前登録が必要です。また病状により
利用できない場合があります。
※一部のご家庭に対し、利用料の助成を実施しています。
問 保育課施設・運営係

 病後児保育
▶︎区立西五反田・西大井・清水台保育園
　私立どんぐり保育園
お子さんが病気の回復期になったものの、集団保育がま
だ困難で、保護者が就労で保育ができない場合に預かり
ます。月〜土曜日午前7時30分〜午後6時30分で、保育
園・幼稚園などの在園児が対象です。
※どんぐり保育園は、午前8時30分〜午後6時。
￥ 1日2,000円
※認可保育園の園児は無料。
※一部のご家庭に対し、利用料の助成を実施しています。
問 保育課施設・運営係

0〜15歳
 ショートステイ

保護者の疾病・出産などによる入院、出張、冠婚葬祭、
育児疲れなどで一時的にお子さんを養育することができ
ない場合、宿泊で預かります。
●乳幼児ショートステイ
▶︎子ども家庭支援センター
人 生後5日〜1歳未満のお子さん1人
￥ 1泊2日6,000円、以降1日3,000円
※詳細はお問い合わせください。
●子どもショートステイ
▶︎家庭あんしんセンター
人 1歳〜9年生（中学3年生）のお子さん5人
￥ 1泊2日6,000円、以降1日3,000円

共通
※アレルギー食の対応はしていません。
※事前に登録が必要です。
※利用日の3日前までに手続きが必要です。

 トワイライトステイ
▶︎家庭あんしんセンター
保護者が仕事などにより帰宅時間が遅くなる時に、短
時間預かります。
日 午後5時〜10時
人 1歳〜9年生（中学3年生）のお子さん20人
￥ 1日1,200円（夕食代込）
※区内保育園・幼稚園・小学校へのお迎えは別途300円。
※アレルギー食の対応はしていません。
※事前に登録が必要です。
※利用日の3日前までに手続きが必要です。

 ファミリー・サポート
子どもの世話をお願いしたい時に地域の方がお手伝いをし
ます。子どもを預けたい人（依頼会員）と援助できる人（提
供会員）の会員組織で、アドバイザーが活動を調整します。
区内を2地区に分けて2カ所のファミリー・サポート・セン
ターで活動しています。事前に登録が必要です。提供会
員として活動していただける方もご連絡ください。

小学生
 すまいるスクール

小学生の児童が利用できる、学校施設（区立小学校・義
務教育学校）の中にある放課後などの居場所です。
利用日／月〜土曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間／学校がある日＝放課後〜午後7時
学校が休みの日＝午前8時15分〜午後7時
※事前に登録が必要です。
※利用する月ごとに「利用希望予定表」の事前提出が必要
です。
※午後5時以降は延長利用とし、保護者の就労などの理
由が必要です。また、午後6時以降は1〜3年生が利用で
きます。
利用料／午後5時まで＝月250円
午後6時まで＝月3,250円
午後7時まで＝月4,250円
※午後5時を超えて延長利用する児童に間食を提供します。
※午後6時を超えて帰宅する場合は保護者などのお迎え
が必要です。
問 子ども育成課放課後サポート担当

愛称

年
齢
区
分
型

0〜3歳児が保育園、4・5
歳児が幼稚園で、保育園児
は、希望すれば4歳児に進
級する際に併設幼稚園に入
園することができます

二葉すこやか園
・二葉つぼみ保育園＊
・二葉幼稚園
御殿山すこやか園
・五反田第二保育園
・御殿山幼稚園

並
列
型

0〜5歳児の保育園と4・5
歳児の幼稚園を一体的に
運用します
※併設する幼稚園への優
先入園は行いません

第一日野すこやか園
・西五反田第二保育園
・第一日野幼稚園
のびっこ園台場
・台場保育園
・台場幼稚園
平塚すこやか園
・荏原西第二保育園
・平塚幼稚園
八潮すこやか園
・八潮南保育園
・八潮わかば幼稚園

＊短時間保育室から併設の幼稚園への優先入園はできません

地区 施設 住所 問い合わせ

荏原
大崎

平塚ファミリー・
サポート・
センター

平塚2−12−2
家庭あんしん
センター内

☎ 5749−1033
Fax5749−1036

品川
大井
八潮

大井ファミリー・
サポート・
センター

大 井1−14−1
社会福祉協議
会内

☎ 5718−7185
Fax5718−1274

問保育課保育教育担当安心して入学するための「保幼小の連携」

子育て交流ルーム子育て交流ルーム

　NPO法人「ふれあいの家—おばちゃんち—」が、地
域の子育てを支援する活動を行っています。
　保護者がリフレッシュなどのため、また短時間の就労
で定期的に一時保育が必要な時に、0歳〜就学前のお子
さんを預かります。月〜土曜日午前9時〜午後5時の必
要な時間に利用できます。

品川宿おばちゃんち
（北品川2−19−6☎・Fax5463−6458）

昭和通りおばちゃんち
（西中延2−18−1☎・Fax5749−3212）

　品川区の全ての子どもたちが等しく質の高い保育・教育を受け、
小学校・義務教育学校前期課程（以下、「小学校」）へ入学するため
の基礎をしっかりと身に付けられるよう、0歳児からの保育・教育
の充実に取り組んでいます。
　その取り組みの一環として、保育園・幼稚園と近隣の小学校が連
携・協力し、園児が学校環境に慣れ親しむ機会をつくり、学校生活
に期待や意欲を持って就学できるよう「保幼小ジョイント事業」を
実施しています。

主
な
取
り
組
み
内
容

・保育園児・幼稚園児と小学生の
交流
・保育園児・幼稚園児と小学校教
職員の交流
・小学校教職員と幼稚園教諭、保
育士の交流
・小学校の校長や教職員を講師と
した保育園・幼稚園での研修

4 〜6カ月児の保護者を対象に、離乳食を開始するポイントや進め方に
ついて、平日のほか土曜日にも講座を開催しています。

園児の保護者や在宅で子育てをしている方などを対象に、離乳食・乳幼
児食のポイントや給食の紹介を行っています。実演や試食を交えた講習
会を、各園で年1・2回開催します。開催日などはお近くの保育園にお問
い合わせください。

「食」の魅力を伝え、「食」を中心に子育てを楽しむことをお手伝いして
います。また、保健センターと連携して、保護者向けの講座などを実施
しています。
　　�現在は、食事・おやつをとること、調理ができません

　食育　
離乳食教室

品川・大井・荏原保健センターほか

保育園での食育
区立保育園

食からの子育て支援
児童センター

休止中

区立の保育園（公設民営を除く）、幼保一体施設
に通う園児の保護者が、自分の子どものクラスで
保育士の体験ができます。詳しくはお問い合わせ
ください。
問 保育課施設・運営係

1日保育士体験 休止中
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No. 保育園名 所在地 電話
1 ●一本橋＊1 大井2－25－1 3775－4351
2 伊藤 西大井6－13－1 3771－2211
3 荏原 荏原2－16－18 3781－5331
4 荏原西 荏原4－16－11 3783－6361
5 ●荏原西第二 荏原4－5－22 3781－8917
6 大井＊2 東大井6－14－16 3761－8798
7 大井倉田 大井4－11－8 3776－8539
8 大崎 大崎5－2－1 3492－6265
9 北品川 北品川2－7－21 3471－4907
10 ●北品川第二 北品川3－7－43 5781－3881
11 源氏前 中延4－14－19 3783－8744
12 ●五反田 東五反田2－15－6 3445－4534
13 ●五反田第二 北品川5－3－1 5795－1522
14 小山台 小山台1－3－8 3710－4415
15 品川＊3 東大井5－8－12 3471－0506
16 清水台 荏原7－8－3 3784－0519
17 水神 南大井6－2－15 3761－0321
18 滝王子 大井5－18－1 3775－4861
19 ●台場 東品川1－8－30 3472－8823

20 中延 西中延1－6－16 3784－3405
中延1－11－15 （分園）

21 中原 小山1－4－1 3492－5188
22 西大井 西大井1－1－1 3774－5315
23 西五反田 西五反田3－9－10 3493－0075
24 ●西五反田第二 西五反田6－5－6 3493－7288

25 西品川 西品川3－16－35 3493－1333
西品川3－16－28 （分園）

26 西中延 西中延3－8－5 3783－1856
27 ●旗の台 旗の台5－19－5 3784－1903
28 東大井＊4 東大井1－22－16 3471－1190
29 東五反田 東五反田5－24－1 3447－0663
30 東品川 東品川1－34－9 3472－5805
31 東中延 東中延2－5－10 3785－0418
32 平塚 平塚2－2－3 3785－6770
33 冨士見台 西大井6－1－15 3785－7833
34 二葉 二葉1－4－25 3782－6786
35 ●二葉つぼみ 二葉1－3－40 3785－3423
36 三ツ木＊5 西品川1－9－18 3491－8593
37 南大井 南大井3－7－4 3761－6543
38 南ゆたか 豊町4－17－21 3781－3601
39 八潮北 八潮5－1－3 3799－0531
40 八潮西 八潮5－4－16 3799－0777
41 ●八潮南 八潮5－6－32 3799－2424
42 八ツ山 東品川1－2－15 3472－4661
43 ゆたか 豊町1－18－15 3786－0738
44 ひがしやつやま 北品川1－16－4 6712－9250
45 ほうさん 豊町3－5－31 6421－5617

46 ぷりすくーる
西五反田 西五反田3－9－9 5759－8081

47 アイ 東品川1－36－11 6712－1418

48 AIAI NURSERY
大崎 大崎2－1－1 6420－0589

49 あいのもり 大井1－16－2 3772－7571
50 青物横丁えほん 東品川4－8－8 6433－3012
51 アスク南大井 南大井6－22－7 5767－9700
52 アソシエ旗の台 旗の台6－29－14 6421－5184

53 アソシエ東大井
公園 東大井3－1－11 6423－1286

54 アンジェリカ
はまかわ 東大井3－18－2 6404－8447

55 アンジェリカ東品川 東品川4－8－8 6433－3065
56 ●石井こども園 小山2－6－15 3781－3666

57 ウィズブック保育
園荏原 荏原6－12－15 6451－3480

58 ウィズブック保育
園西五反田 西五反田3－8－8 5747－9917

59 ウィズブック保育
園武蔵小山 小山4－4－7 6426－8763

60 ウィズブック保育
園武蔵小山パルズ 小山4－14－10 6451－3846

No. 保育園名 所在地 電話

61 えがおの森保育園・
かつしま 勝島1－6－32 5493－3100

62 大井町えほん 東大井5－21－9 6450－0363
63 大崎ひまわり 大崎3－1－9 3495－7600

64 大空と大地のなー
さりぃ大森駅前園 南大井6－16－16 6450－0121

65 大空と大地のなー
さりぃ東五反田園 東五反田4－7－20 6459－3802

66 ●Gakkenこども
えん 西五反田2－11－8 6431－1300

67 Gakkenほいくえ
ん大崎 大崎3－6－32 5436－8231

68 Gakkenほいくえ
ん旗の台 旗の台3－3－20 6451－3467

69 キッズガーデン
北品川 北品川6－7－22 6721－6006

70 キッズガーデン
五反田駅前 西五反田1－29－2 6417－3691

71 キッズガーデン
品川上大崎 上大崎4－5－37 6431－9273

72 キッズガーデン
品川洗足 小山7－11－6 6426－4084

73 キッズガーデン
品川西五反田

西 五 反 田8－10－
21 6417－0327

74 キッズガーデン
品川豊町 豊町5－13－15 6426－6371

75 キッズガーデン
西品川 西品川2－22－2 6417－3733

76 キッズガーデン
南大井 南大井6－26－2 6423－0641

77 キッズタウン
にしおおい 西大井2－5－21 5718－1332

78 キッズラボ中延園 戸越6－15－5 6426－1731

79 クオリスキッズ
大井町 大井3－17－11 6429－8344

80 クオリスキッズ
大井町第2 大井3－26－7 5728－9871

81 くりのき 南品川4－1－11 6433－1358

82 グローバルキッズ
荏原町 中延5－2－1 3788－0404

83 グローバルキッズ
大崎園 北品川5－9－15 5423－5655

84 グローバルキッズ
立会川園 南大井1－8－23 6423－0032

85 グローバルキッズ
戸越園 戸越5－14－23 3786－0808

86 グローバルキッズ
中延園 中延4－5－7 3788－1525

87 グローバルキッズ
西大井園 西大井6－6－2 5742－8525

88 こころしながわ
えばら 中延2－6－4 6421－6311

89 こころしながわ
おおいまち 南品川6－3－4 6712－0791

90 こころしながわ
なかのぶ 二葉4－2－13 6421－5751

91 こころしながわ
ひがしおおい 東大井1－3－6 6433－0777

92 こころしながわ
ふどうまえ 西五反田5－6－38 6421－7961

93 こころしながわ
むさしこやま 小山5－9－16 6426－2825

94 こどもヶ丘保育園
小山園 小山3－7－16 6426－7671

95 このえ中延 中延6－1－19 6451－3790

96 さくらさくみらい
北品川 北品川1－28－10 6433－3578

97 さくらさくみらい
御殿山 北品川3－6－1 6433－9393

● 認定こども園　● 幼保一体施設（年齢区分型）　● 幼保一体施設（並列型）　※No.1～43は区立、No.44～46は公設民営、No.47～144は私立です。

No. 保育園名 所在地 電話

98 さくらさくみらい
東大井 東大井2－11－4 6423－1900

99 さくらさくみらい
東品川 東品川4－9－20 6810－4839

100 さくらさくみらい
武蔵小山 荏原3－1－18 6451－3917

101 さんさん森の保育
園大井町 南品川6－15－22 6712－1773

102 さんさん森の
保育園戸越公園

豊町3－2－13 6433－1919
豊町4－2－5 （分園）

103 しなおおコスモ 大井1－31－1 3777－2323
104 品川大和 小山4－3－9 6426－7788
105 そらのいろ 西品川1－28－14 3784－7534

106 ●空のはねこども
園はたのだい 旗の台2－6－7 6426－2040

107 太陽の子西五反田 西五反田7－19－1 5747－9447
108 太陽の子南品川 南品川5－3－10 5715－7707
109 宝 西五反田4－11－18 3492－3872

110 チャイルドマイン
ダ－小山台東 小山台1－25－10 6303－4671

111 チャイルドマイン
ダー平塚荏原 平塚2－14－1 6426－1185

112 TKチルドレンズ
ファーム上大崎校 上大崎3－14－35 5422－9798

113 とうかいどう 南品川1－2－11 5479－2201
114 とごしの杜 平塚2－18－19 5788－5757
115 どんぐり＊6 南品川2－9－25 3471－1673
116 なぎさ通り 南品川2－15－6 3471－2317

117 にじいろ保育園
大崎 大崎5－4－3 6417－0486

118 にじいろ保育園
勝島 勝島3－2－2 6450－0447

119 にじいろ保育園
南大井 南大井1－16－6 6404－8875

120 西大井えほん 西大井6－7－1 6809－9421

121 ニチイキッズ
むさしこやま 小山3－15－1 6421－5602

122 日本音楽学校 豊町2－16－12 5702－0034

123 ●はぐはぐキッズ
こども園中延 中延3－13－16 3783－8989

124 はぐはぐキッズ二葉 二葉4－3－8 3782－8989

125 花房山目黒駅前
保育園333 上大崎3－1－1 6721－7331

126 東戸越 戸越4－1－10 3781－5363
127 不動前えほん 西五反田3－12－12 6421－7621
128 ベネッセ大崎広小路 大崎4－1－2 5719－3893

129 ほっぺるランド
東五反田 東五反田1－2－25 6447－7545

130 ほっぺるランド
東品川 東品川3－25－9 6810－3670

131 ポピンズナーサリー
スクール大井町 二葉1－12－18 5751－2031

132 ポピンズナーサリー
スクール勝島 勝島1－6－5 5763－5748

133 ●ポピンズナーサ
リースクール西五反田 西五反田8－10－8 5436－2181

134 まなびの森保育園
大崎広小路 西五反田1－21－8 5434－1044

135 まなびの森保育園
品川シ－サイド 東品川4－11－36 6451－4505

136 まなびの森保育園
西大井 西大井1－4－1 3778－2223

137 みずなら 東品川3－21－10 5781－3707
138 緑の家 大井7－4－18 3776－4073
139 みどりの丘 西大井4－19－11 6303－7091
140 みらいく旗の台園 旗の台3－2－9 6451－3461
141 みらいく東大井園 東大井4－12－11 6810－3025
142 みらいく東品川園 東品川3－26－21 6712－1577
143 モニカ荏原中延園 東中延1－6－2 6421－6740
144 八潮中央＊7 八潮5－10－60－101 3799－1152

＊1　4年4月頃から仮移転予定。仮移転先：豊町3－5－31
＊2　 5年3月頃から仮移転予定。仮移転先：東大井3－4－4

（仮移転に伴い、休日保育は4年12月まで）
＊3　 5年1月から大井保育園で実施している休日保育は品川

保育園に変更

＊4　4年9月頃まで仮移転中。仮移転先：東大井3－4－4
＊5　5年3月頃まで仮移転中。仮移転先：豊町2－1－30
＊6　病後児保育室は、南品川2－9－13
＊7　4年4月下旬から仮移転予定。仮移転先：八潮5－8－41

施 設 案 内 二葉すこやか園（二葉つぼみ保育園、二葉幼稚園）
御殿山すこやか園（五反田第二保育園、御殿山幼稚園）
第一日野すこやか園（西五反田第二保育園、第一日野幼稚園）

のびっこ園台場（台場保育園、台場幼稚園）
平塚すこやか園（荏原西第二保育園、平塚幼稚園）
八潮すこやか園（八潮南保育園、八潮わかば幼稚園）

幼保一体施設
の愛称

保 育 園
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No. 幼稚園名 所在地 電話
1 伊藤 西大井5－22－8 3775－8028
2 ●御殿山 北品川5－3－1 5795－1523
3 城南 南品川2－8－21 3471－7584
4 ●第一日野 西五反田6－5－6 3493－7264
5 ●台場 東品川1－8－30 3472－8378
6 浜川 南大井4－3－14 3761－6395
7 ●平塚 荏原4－5－22 3781－8913
8 ●二葉 二葉1－3－40 3785－9560
9 ●八潮わかば 八潮5－6－32 3799－1542
10 あけぼの 大井5－10－12 3776－5093
11 アライアンス 小山4－4－13 3786－0379
12 エトワール 南品川5－12－4 3474－7321
13 荏原学園旭 中延5－6－18 3781－4915
14 大井うさぎ 大井7－1－5 3776－6549
15 大崎 大崎3－11－1 3491－5731
16 品川翔英 西大井1－6－13 3774－1151
17 亀田 中延6－1－3 3783－7211
18 品川教会附属 北品川4－7－40 3443－1725
19 鈴ヶ森めばえ 南大井2－4－1 3761－8086
20 専修 西五反田6－11－5 3492－2300
21 洗足うさぎ 荏原7－18－15 3781－6215
22 帝京にしき 旗の台6－5－30 3781－8576
23 戸越 戸越1－21－15 3785－4968
24 日本音楽学校 豊町2－16－12 3786－1711
25 ひまわり 小山6－10－11 3781－4227
26 文教大学付属 旗の台3－2－17 3781－2798
27 八潮 東品川3－24－8 3471－2450

※No.1～9は区立、No.10 ～27は私立です。

No. 施設名 所在地 電話
1 アスク不動前保育園 西五反田4－1－10 5759－8015

2 ウィズブック保育園天王洲
＊1 東品川2－5－5 6671－9396

3 うみのくに保育園とごし 戸越1－19－18 6426－2692
4 こぐま保育園 旗の台2－7－17 3783－0880
5 こっこる＊2 西五反田2－10－8 5740－6971
6 さくら大崎保育園 大崎2－9－4 5745－5500
7 鮫洲かがやき保育園 東大井1－9－27 3450－8400
8 しながわがくどうえん 戸越1－21－14 3781－4871

9 小学館アカデミー
アトレ大井町保育園 大井1－1－1 5718－3301

10 小学館アカデミー
おおさき駅前保育園 大崎1－2－3 5719－5595

11 小学館アカデミー
むさしこやま保育園 小山3－27－5 5749－3755

12 太陽の子東五反田保育園 東五反田1－6－3 6721－9863
13 たんぽぽ保育所東大井園 東大井2－12－19 3765－2511

14 TKチルドレンズファーム
東大井校 東大井3－18－13 5969－8992

15 パレット保育園・不動前 西五反田5－12－1 5719－1149
16 東大井かがやき保育園 東大井2－13－13 3298－0303
17 ひよこの家保育園 大崎4－6－3 5437－5536
18 BunBu学院Jr戸越園 戸越5－4－3 6451－3655

19 ポピンズナーサリー
スクール東五反田 東五反田2－10－1 5475－2110

20 ポピンズナーサリー
スクール東品川 東品川4－12－12 5796－2103

21 めだか保育園 東大井3－22－2 3761－3477
22 ユニバース・ナーサリー大森 南大井6－28－10 6423－0756
23 ゆらりん東品川保育園 東品川3－7－10 6433－2822
24 ルーチェ保育園南品川 南品川2－4－7 5460－5420
＊1　5年4月に認可保育園へ移行予定
＊2　5年4月に認定こども園へ移行予定

＊1　 改築のため休館
＊2　 4年9月頃まで仮移転中。仮移転先：東大井3－

4－4

施設名 所在地 電話
家
庭
的

内山盛予 西品川2 3491－7359
林とし子 南品川2 6433－0701

小
規
模

ウィズブック保育園
大森海岸＊ 南大井2－4－12 6759－2740

うみのくに保育園
なかのぶ 戸越6－14 －4 6426－6516

うみのくに保育園
ふどうまえ 西五反田5－6－30 6420－3220

おうち保育園
おおいまち 東大井6－11 －9 3764－9223

おうち保育園
ごたんだ 東五反田2－16 －2 6277－1563

五反田せせらぎ
保育園 西五反田2－18 －3 6420－0251

こどもヶ丘保育園
大井町園 大井1－48 －9 6809－9951

サニーチャイルド
とごし 平塚1－13－9－101 6426－1222

No. センター名 所在地 電話
1 一本橋＊1 大井2－25－1 3775－4352
2 伊藤 西大井6－13－1 3771－1311
3 後地 小山2－9－19 3785－5033
4 大井倉田 大井4－11－34 3776－4881
5 大原 戸越6－16－1 3785－5128
6 北品川 北品川2－7－21 3471－2360
7 小関 北品川5－8－15 3449－1676
8 水神 南大井5－13－19 3768－2027
9 滝王子 大井5－19－14 3771－3885
10 中延 西中延1－6－16 3781－9300
11 中原 小山1－4－1 3492－6119
12 西中延 西中延3－8－5 3783－1875
13 旗の台 旗の台5－19－5 3785－1280
14 東大井＊2 東大井1－22－16 3471－1070
15 東五反田 東五反田5－24－1 3443－1629
16 東品川 東品川1－34－9 3472－5806
17 東中延 東中延2－5－10 3785－0419
18 平塚 平塚2－2－3 3786－2228
19 冨士見台 西大井6－1－8 3785－7834
20 三ツ木 西品川2－6－13 3491－1005
21 南大井 南大井3－7－13 3761－4148
22 南品川 南品川4－5－28 3450－5043
23 南ゆたか 豊町4－17－21 3781－3577
24 八潮 八潮5－10－27 3799－3000
25 ゆたか 豊町1－18－15 3786－0633

施設名 所在地 電話

小
規
模

サニーチャイルド
にしおおい 二葉2－21－6 6327－0584

しいのみ保育園 南品川2－15－14 6433－1604
チャイルドマインダー
荏原中延 中延2－5－10 6426－6510

チャイルドマインダー
西五反田

西五反田
3－13－14－101 6417－9677

チャイルドマインダー
武蔵小山 小山2－16－10 6451－3893

ナーサリーおひさま 旗の台5－14－4 6421－5978
はぐはぐキッズ
荏原町 中延5－6－9 6314－6560

はぐはぐキッズ
西大井 西大井2－4－6 6417－1748

保育ルームC
ク ロ ー バ ー
lover

西小山園Ⅰ・Ⅱ
小山6－8－13 1階 6426－7890

星のおうち戸越銀座 平塚2－5－12 6451－3520
まちの保育園えばら 荏原4－8－11 6426－4192
めるへんキッズ戸越 豊町1－4－9 6426－7013＊ 5年4月から9年3月まで仮設園舎での保育を予定

家 庭 的 保 育 事 業 ・ 小 規 模 保 育 事 業

そ の 他 の 施 設

認 証 保 育 所 児 童 セ ン タ ー幼 稚 園

区
役
所
の
窓
口
一
覧

●保育課（第二庁舎7階）Fax5742－6350
　　保育教育担当☎5742－3087
　　施設・運営係☎5742－6724
　　入園相談担当☎5742－6725
●保育支援課（第二庁舎7階）Fax5742－9178
　　開設・計画担当☎5742－6039
　　私立支援担当☎5742－6723

●子ども育成課（第二庁舎7階）Fax5742－6351
　　庶務係☎5742－6720
　　育成支援係☎5742－7823
　　放課後サポート担当☎5742－6596
●子育て応援課（本庁舎7階）Fax5742－6387
　　家庭支援係☎5742－6385
　　ひとり親相談係☎5742－6589
　　手当・医療助成係☎5742－9174・6721

施設名 所在地 電話・FAX
子ども家庭支援
センター 二葉1－ 7 －15 ☎6421－5236

Fax6421－5238
品川保健
センター 北品川3－11－22 ☎3474－2000

Fax3474－2034
大井保健
センター 大井2－27－20 ☎3772－2666

Fax3772－2570
荏原保健
センター 荏原2－ 9 － 6 ☎3788－2000

Fax3788－7900
家庭あんしん
センター 平塚2－12－2 ☎5749－1032

Fax5749－1035

品川児童学園 南品川3－7－7
障害児者総合支援施設内

☎6718－4460
Fax6718－4465

東京都品川児童
相談所 北品川3－ 7 －21 ☎3474－5442

　幼児用座席を設けた自転車には、小学校に入るまでの幼児を1人乗せることができます。
さらに運転者は幼児1人を子守りバンドなどで背負って運転できます。
　幼児2人を幼児用座席に同乗させるときは一定の基準を満たした「幼児2人同乗用自転
車」を使わなければいけません。その場合は幼児を背負って運転することはできません。

　東京都内では自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などの損
害を賠償できる保険への加入が義務化されています。
　自転車で他人にけがをさせてしまうと、高額の賠償責任を負う場合があります。保険
内容や保険料は、各保険によって異なりますので、自分に合った保険にご加入ください。

ルールを守りましょう

自転車保険に加入しましょう

子どもを乗せた自転車が停車中に倒れ、子どもが大けがをする事故が多く
発生しています。お子さんを自転車に乗せるときは、決して目や手を離さ
ないでください。

自転車から離れないようにしましょう

自
転
車

安
全
利
用
五
則

❶ 自転車は車道が原則、歩道は例外　
❷ 車道は左側を通行　
❸ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
❹ 安全ルールを守る　
❺ 子どもはヘルメットを着用

自転車安全利用五則を守って安全運転を心がけましょう

お子さんを自転車に乗せるときはお子さんを自転車に乗せるときは 問い合わせ／土木管理課交通安全係（☎5742－7660�Fax5742－6887）

連絡した方の秘密は守られますので、安心してご連絡く
ださい。
問 子ども家庭支援センター（☎6421−5236 Fax6421−5238）
【緊急の場合】
東京都品川児童相談所☎3474−5442

虐待かな？と思ったら

しながわ見守り
ホットライン（24時間）

☎3772−6622
（児童虐待専用）
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問い合わせ／保育支援課開設・計画担当（☎5742−6039…Fax5742−9178）区の保育料の助成・給付制度を紹介します

問い合わせ／広報広聴課
（☎5742−6644…Fax5742−6870）

区内在住で希望する方に、「広報しながわ」
を個別配送しています。詳しくはお問い合わ
せください。
○区ホームページから電子申請もできます。

「広報しながわ」を
個別配送します

スマホで読める！ 
広報しながわデジタルブック配信中！

●10言語で読める【日・英・中（簡体・繁体）・韓・タイ・
　ポルトガル・スペイン・インドネシア・ベトナム】 
●音声読み上げができる ●文字サイズを調整できる
●発行日に配信通知が届く（設定が必要です）

アプリはこちらからインストールできます

「カタログポケット」
▲このアイコンが目印

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育て

に関しまして、ご心配を抱えている方がいらっしゃる

ことと存じます。品川区では、妊娠・出産からの切れ

目ない支援を行っており、相談・サポート体制も整え

ております。本紙をご覧になり、ぜひご活用ください。

　保護者の方が安心して子どもを育て、お子さんが自らの力を伸ばし、健

やかに成長できるよう、引き続き、区民の皆さまの子育てを応援してまい

ります。

品川区長　濱野  健

 認可外保育施設等の保育料助成
●認証保育所
対象／次の全てにあてはまる0〜2歳児

●認可外保育施設（ベビーホテル、その他施設）
施設／東京都から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設
対象／次の全てにあてはまる0 〜2歳児

●ベビーシッター利用者支援事業（事業者連携型）
対象／保育の必要性の認定を受け、認可保育所等の入園申し込みを行い、不承諾となった0〜5歳
児の保護者で次の全てにあてはまる方
①児童と保護者が申請時点で区内に住民票があり、実際に居住している
②産休・育児休業中でない（実際にベビーシッターを利用している期間中）
③引き続き認可保育所等への入所申し込みを行う意思がある
◎所定の手続き後、1時間あたり150円（税込）で利用できます。

 認可外保育施設等（認証保育所含む）の無償化給付
施設／無償化対象施設として施設が所在する市区町村による確認
を受けた施設
対象／3〜5歳児は37,000円まで
0〜2歳児の非課税世帯は42,000円まで
要件／保育を必要とする事由に該当し、認定を受けていること（加
えて0〜2歳児は、住民税非課税世帯であること）
※詳しくは、認可外保育施設については「幼児教育・保育の無償
化における子育てのための施設等利用給付について（認可外保育
施設用）」、認証保育所については「〈認証保育所へお通いの皆様〉
幼児教育・保育の無償化利用料給付について」の案内をご覧くだ
さい。
※案内と必要書類はホームページからダウンロードできます。

 私立幼稚園等の入園料・保育料補助金等
●入園料補助金　
私立幼稚園等に入園した区内在住の園児の保護者で、まだ同種の
補助金を受けていない方へ10万円を限度に助成します。
●保育料補助金
①施設等利用給付（幼児教育・保育の無償化）
子ども・子育て支援新制度の対象とならない、品川区内の全ての
私立幼稚園保育料のうち、月額25,700円まで助成します。区外
の私立幼稚園については、各園にご確認ください。
②園児保護者補助金
施設等利用給付のほか、園児保護者補助金も申請することができ
ます。補助金額は住民税額などにより異なります。
●預かり保育の給付（幼児教育・保育の無償化）
保育の必要性があると認定を受けた場合、利用実態に応じて、月
額11,300円（日額450円）までの範囲で預かり保育の利用料を助
成します。

対象・要件 助成方法
①  児童と保護者が当該月の1日時点で区内に

住民票があり、実際に居住している月
②  認証保育所に当該月の初日より在籍し、

基本保育時間で月160時間以上の月ぎめ
契約により保育を受けた月

③ 認証保育所の保育料を支払っている月

差額助成
認可保育園の標準時間保育料と実際に認証
保育所に払っている基本保育料との差額を
助成（認証保育所基本保育料のうち上限額
66,000円を超えた分は助成対象となりま
せん）

区では、経済的な負担を軽減するため保育料の助成を行っています。ご利用の施設によって、要件や申請書類等が異なりますので、各施設の案内をご覧ください。
※案内と必要書類は区ホームページからダウンロードできます。　※詳しくは各保育施設の制度の案内をご覧ください。

お子さんの健やかな成長を願って

古紙を配合した再生紙を使用しています

問い合わせ／健康課（☎5742−6744…Fax5742−6883）

眼科
応急診療

日・月・水・土曜日、祝日 東邦大学医療センター大森病院（大田区大森西6－11－1） ☎3762－4151

日・火・金・土曜日、祝日 昭和大学病院附属東病院（西中延2－14－19） ☎3784－8383

木曜日（祝日を含む） 荏原病院（大田区東雪谷4－5－10） ☎5734－8000

日曜日・祝日＝午前9時〜翌日午前8時、月〜金曜日＝午後5時〜翌日午前8時、土曜日＝正午〜翌日午前8時
※緊急手術や重症患者対応時は、お待ちいただくか、他院を紹介する場合があります。

※重病の方は119番をご利用ください。
※受付時間は、変更になる場合もありますので、広報しながわや区ホームページでご確認ください。

診療時間

医療機関の24時間案内

お子さんの急な病気に困ったら

小児救急電話相談	 ☎♯8000
　IP電話などは	 ☎5285−8898

平日／午後6時〜翌日午前8時
土・日曜日、祝日、年末年始／
	 午前8時〜翌日午前8時

平日夜間の診療 小児科
（対象：中学生以下）

午後8時〜午後11時（受付は午後10時30分で終了）　※外傷は対応できません。
品川区こども夜間救急室（旗の台1−5−8昭和大学病院中央棟4階☎3784−8181）

土曜日の診療
小児科・内科 第1・3・5土曜日午後5時〜午後10時（受付は午後9時で終了）

品川区医師会休日診療所（北品川3−7−25☎3450−7650）予約制

小児科
（対象：中学生以下）

第2・4土曜日午後5時〜午後10時（受付は午後9時で終了）
品川区こども夜間救急室（旗の台1−5−8昭和大学病院中央棟4階☎3784−8181）

休日・年末年始
の診療

小児科・内科
（固定）

午前9時〜午後10時（受付は午後9時で終了）
品川区医師会休日診療所（北品川3−7−25☎3450−7650）予約制

荏原医師会休日診療所（中延2−6−5☎3783−2355）予約制

小児科・内科（輪番）
歯科、接骨

午前9時〜午後5時（受付は午後4時30分で終了）
実施機関は毎週変わります。広報しながわや区ホームページでご確認ください。

東京都医療機関案内サービス（ひまわり）
☎5272−0303 Fax5285−8080

救急車を呼ぶのを迷ったら
救急相談センター　☎♯7119
IP電話などは	 ☎3212−2323

診療所に行く前に、必ず電話連絡してください。健康保険証・医療証も忘れずに！

対象・要件 助成金額

①  児童と保護者が当該月の初日に、区内に住民票があり、実際に居住して
いる月

②  認可外保育施設に当該月の初日より在籍し、基本保育時間で月160時間
以上の月ぎめ契約で利用し、実際に160時間以上で保育を受けている月

③  認可外保育施設の基本保育料を施設に直接支払っており、滞納していな
い月

④  保育の必要性の認定を受け、認可保育所等の入園申し込みを行ったが、
継続して不承諾となっている月

0歳児=50,000円
1歳児=45,000円
2歳児=40,000円
※年齢は、4年4月
1日時点の満年齢
※基本保育料が上
記金額を下回る場
合、基本保育料と
同額まで助成


