出産・子ども・教育
出
母子健康手帳
健康推進課健康増進係

ネウボラ面接（妊婦面接）
☎5803-1961

妊娠された方は、保健サービスセンター・

保健サービスセンター
保健サービスセンター本郷支所

☎5803-1807
☎3821-5106

保健サービスセンター本郷支所、区民サー

妊娠中のさまざまな不安を軽減し、安心して出産を迎え

ビスコーナーへ妊娠届を提出すると、
「母

ていただくために、保健師・助産師が妊婦の方全員と面接し、

子健康手帳」
「母と子の保健バッグ」が交

情報提供と必要に応じたサポートを行います。また、育児用

付されます。

品などが入った育児パッケージを渡しています。保健サービ

バッグには、妊婦健康診査の受診票（都

出産・子ども・教育
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産

スセンター・保健サービスセンター本郷支所で実施。

内の指定医療機関で受診可）、妊婦歯周疾患検診受診票（区
内の指定医療機関で受診可）や出生通知票が入っています。

出産育児一時金
国保年金課国保給付係

☎5803-1193

▼出

産

国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に支給し
ます。妊娠85日以上の死産（医師の証明書が必要）でも支
給します。
なお、出産した方が国民健康保険に加入する前の健康保
険に本人として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内の出
産の場合は、前の健康保険から支給を受けることができます。
申請期間は出産日の翌日から2年間です。
※医療機関等への直接支払制度あり。詳細は出産を予定し
ている医療機関等または国保年金課国保給付係へ。
※国民健康保険の加入者以外の方が出産したときは、加入
している健康保険に問合せください。

保健サービスセンター
保健サービスセンター本郷支所

☎5803-1216

出産費用を支払うことが困難な妊産婦（要件あり）に対し、
助産施設においての出産費用に関する援助を行います。

産後3か月以内で体調不良や育児不安等がある産婦と乳
児に対し、助産院等で産後の心身ケアと育児技術の習得支
援等を行います。
※妊娠8か月以降、管轄の保健サービスセンター窓口にて事
前の利用登録申請が必要です。

乳児院
東京都児童相談センター

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）
☎5803-1805
☎3821-5106

生後4か月までの全てのお子さんのご家庭を、助産師また
は保健師が訪問します。お子さんが生まれたら、
「母と子の
保健バッグ」に入っている出生通知票を提出してください。
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☎5937-2314

保護者のいない場合や保護者による養育が困難な乳児を
預かります。

健康推進課健康増進係

☎5803-1961

未熟児で出生時の体重が2,000g 以下の場合や医師が入
院養育を必要と認めた場合、指定の医療機関に入院すると
費用が公費負担となります（保護者の所得税額等により費
用徴収あり）。

保健サービスセンター
保健サービスセンター本郷支所

☎5803-1807
☎3821-5106

未熟児養育医療

入院助産
生活福祉課相談係

宿泊型ショートステイ事業

男性不妊検査費用一部助成

不妊治療

男性不妊検査（精液検査および内分泌検査の両方）を受

☎5803-1961

健康推進課健康増進係

けた方に対し、1万円を限度に助成します（配偶者の年齢制

不妊治療（体外受精および顕微授精）を受け、東京都特定

限あり）。

不妊治療費助成を受けた方に対し、1年度あたり10万円を
限度に助成します。

特定不妊治療費融資あっせん・利子助成
不妊治療（体外受精および顕微授精）を行う方に対し、1回
の治療につき50万円以内で5回を限度に融資あっせんし、利
子の一部を助成します。

母と子のための学級・健診・相談

保健サービスセンター
保健サービスセンター本郷支所

☎5803-1805
☎3821-5106

以下の学級・健診・相談を行っています。
分

対象・内容
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受付日時・方法など
保健サービスセンター本郷支所

第1～3金曜

第1～3火曜（8月・1月を除く）

平日の母親学級に参加できない方

年3回

年1回

両親学級

初めてのお子さんが生まれるご夫婦／妊婦体験・育児実習

年12回

年12回

妊婦健診

妊娠の届出をした方／血圧測定、尿検査など

母親学級
母親学級
（土曜1回制）

第一子妊娠中の方／妊産婦体操・育児実習など

都内指定医療機関で受診
年3回
第1・2・4火曜

6・9か月児／健康診査など
乳幼児健診

1歳6か月児／歯科健診・心理相談など

経過観察健診 身長・体重等の発育面で心配のある乳幼児（予約制）

9：00 ～ 10：00

第1・3水曜

9：00 ～ 10：00

都内指定医療機関で受診
第1・3金曜

1歳6か月児／健康診査など
3歳児／歯科健診・健康診査など

産

プレママクッキング 妊娠した方／妊娠中の食生活について講義・調理実習（予約制）
4か月児／健康診査、保健指導など

▼出

保健サービスセンター

9：00 ～ 10：00

第2木曜・
偶数月第4木曜

9：00 ～ 10：00

区内指定医療機関で受診
第1・3火曜

13：30 ～ 14：30

第4水曜・
奇数月第2水曜

9：00 ～ 10：00

第1木曜

9：00 ～ 10：00

第1・3水曜

9：00 ～ 9：30

乳幼児発達
健診

発育・発達などで心配のある乳幼児（予約制）

第3火曜

9：00 ～ 10：00

第1火曜

13：15 ～ 14：30

アレルギー
相談

15歳未満で小児ぜんそくや湿疹等のアレルギー症状のある
方（予約制）

第4水曜

13：30 ～ 14：00

第3木曜

9：30 ～ 10：00

第1木曜他

10：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00

第2水・金曜

10：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00

離乳食講習会 5・6か月児、7・8か月児／離乳食の進め方・作り方（予約制）

出産・子ども・教育

区

幼児食講習会 1歳児／幼児食の進め方・試食（予約制）

年4日 午前・午後

歯科保健相談 歯や口の中のことで心配のある乳幼児（予約制）

木曜（年40回） 13：00 ～ 14：30 木曜（年28回） 13：00 ～ 14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満で歯が生え始めたお子さんと保護者

木曜（年24回）

9：45 ～ 10：25
10：45 ～11：25

木曜（年12回） 14：00 ～ 14：50

※相談・健診などの日時等は変更する場合あり、詳しくは区報等を参照。
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子 ど も
子どもの手当

☎5803-1701

子育て支援課児童給付係

下記対象児童を扶養している方。いずれの手当も所得制限があります。
手当名

対

象

手当額
3歳未満の児童
月額15,000円
3歳以上小学校修了前の児童
第1子・第2子
月額10,000円
第3子以降
月額15,000円
中学生の児童
月額10,000円
所得制限限度額以上 月額5,000円

児童手当

中学校修了前（15歳到達後最初の3月31日まで）の児童

育成手当

離婚等（父または母の死亡・重度の障害・生死不明等）により、ひとり親家庭等に養育され
月額
ている18歳到達後最初の3月31日までの児童

出産・子ども・教育
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児童扶養手当

障害手当

13,500円

離婚等（父または母の死亡・重度の障害・生死不明等）により、ひとり親家庭等に養育され 児童1人 月額10,180円〜43,160円
ている18歳到達後最初の3月31日までの児童（中度以上の障害を持つ場合は20歳まで）。 児童2人 月額15,280円〜53,350円
ただし、公的年金（国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く）を受けている場合は差額を 以降1人につき3,060円〜6,110円加算
支給します。所得により支給手当額が決まります。
（物価スライドで改定の場合あり）
心身に一定程度以上（愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1・2級、脳性マヒまたは進行性筋
月額15,500円
萎縮症）の障害のある20歳未満の児童。心身障害者等福祉手当との併給はできません。

特別児童扶養 「身体障害者手帳」、
「愛の手帳」1〜3級（度）程度の障害または左記と同程度の精神障害・ 1級
手当
疾病がある20歳未満の児童。施設に入所している児童は該当しません。
2級

月額52,500円
月額34,970円

▼子ども

文京区子育て支援事業コールセンター☎5803-1288

子どもの医療費助成
子育て支援課児童給付係

児童虐待の防止
☎5803-1701

子ども家庭支援センター 児童相談係・相談専用

☎5803-1109

乳・◯
子 医療証）
乳幼児および義務教育就学児医療費助成（◯

中学生までの子ども（15歳到達後最初の3月31日まで）
が医療機関にかかった場合、保険診療による医療費の自己
負担分を助成します。所得制限はありません。
親 医療証）
ひとり親家庭等医療費助成（◯

保険診療による医療費の全部または一部自己負担分を助
成します。所得制限があります。
対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童（中度以上
の障害を持つ場合は20歳まで）を監護するひとり親家庭お
よび父または母に重度の障害がある両親家庭。

文京区子育て支援事業コールセンター☎5803-1288

子ども家庭支援センター
☎5803-1282

子どもと家庭に関する相談（児童虐待に関する相談を含む）
一般相談／月〜金曜、午前9時〜午後5時
専門相談／一般相談後に、相談内容に応じて心理士・小児科
医・弁護士等の相談も利用できます。

ぴよぴよひろば（親子ひろば）シビックセンター5階
月〜金曜、午前10時〜午後4時（7・8月は午前10時〜午後5時）
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東京都児童相談センター☎5937-2314
新宿区北新宿4-6-1
夜間・休日緊急連絡先☎5937-2330
児童相談所全国共通ダイヤル☎189

保育所案内アプリ
幼児保育課入園相談係

子ども家庭支援センター児童相談係

対象／3歳未満の子どもと保護者

児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、生命の安全にかかわ
ることもある深刻な問題です。怒鳴り声や泣き声、学校に行っ
ていない等、兆候はさまざまです。
「おかしいな」と思ったら
迷わずにご連絡ください。連絡された方が特定されないよ
う秘密は守ります。

☎5803-1190

自宅から近い保育所の情報や、入所申込の手続き、必要
書類等、保育所入所のために必要となる情報を調べること
ができます。

保育園・グループ保育室
幼児保育課入園相談係

病児・病後児保育事業
☎5803-1190

保護者の就労や病気などの理由により保育を必要とする
児童を、保護者に代わって預かり、保育します。所定の受付
期間に申込を受付、選考により入園を決定します。
（4月入園

子育て支援課子育て支援推進担当

☎5803-1256

病中または病気回復期の子どもを一時的に預かります。利
用には事前の登録が必要です。

については11月上旬頃区ホームページ等に掲載予定）

対象／区内在住で、病中または病気回復期にあり、家庭で保
育できない生後4か月～小学3年生の子ども

区内の保育園 ➡ P147

保坂病児保育ルーム  ☎5976-0641

白山5-27-12 月～金曜、午前8時30分～午後5時30分
（祝日、12/29～1/3、医療機関休業日等を除く）

文京区保育ママ
幼児保育課入園相談係

☎5803-1190

仕事を持つ保護者に代わって乳幼児を、子育て経験があ
り保育士等の資格をもつ家庭的保育者（文京区保育ママ）
が保育します。

る家庭の就学前児童を預かります。区立保育園（柳町保育
園・根津保育園・お茶の水女子大学こども園の3園を除く）17
園で実施。

を問わず就学前児童を預かります。区立保育園（柳町保育
園・根津保育園・お茶の水女子大学こども園の3園を除く）17
園で実施。

件あり。）

訪問型病児・病後児保育 利用料助成
☎5803-1256

生後４か月～小学校３年生の子どもの保護者が、ベビーシッ
ターの派遣等による病児・病後児保育サービスを利用したと
きに、利用料の一部を助成します。

子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成
子育て支援課子育て支援推進担当

☎5803-1256

一定所得以下の世帯が子育て支援サービスを利用したと
きに、利用料の一部を助成します。

一時保育事業
☎5803-1256

満1歳から小学校就学前の子どもを一時的に預かり保育
します。利用には事前の登録が必要です。なお、子どもが当
日病気等の場合には預かることができません。

キッズルーム目白台  ☎5395-9143

目白台3-18-7（目白台総合センター1階）

キッズルームシビック  ☎5803-1396

シビックセンター3階

キッズルームかごまち  ☎3945-0272
本駒込2-29-6（駕籠町小学校内）

ファミリー・サポート・センター等
ファミリー・サポート・センター

☎3812-3043

地域の中で子育ての援助を行いたい方（提供会員）と受
けたい方（依頼会員）が、助け合いながら子育てをする会員
組織の相互援助活動です。
提供会員／原則として20歳以上の方（事前講習会あり）
依頼会員／区内在住の生後4か月からおおむね12歳以下の
子どもの保護者

いきいきサービス（社会福祉協議会）  ☎5800-2941
妊産婦の方に対し一時的な家事支援を行っています。

ショートステイ・
トワイライトステイ事業
☎5803-1256

保護者が入院や出産、就労等の理由により、一時的に子ど
もを自宅で保育することが困難になったときに区が指定す
る福祉施設において、夜間の時間帯または泊まりで子どもを
お預かりします。

護者に補助金を支給します。
（「保育の必要性」の認定等要

サービス詳細➡ P64

子育て訪問支援券事業
子育て支援課子育て支援推進担当

☎5803-1256

ベビーシッターサービスの提供を希望する2歳未満の乳
幼児がいる家庭を対象に「子育て訪問支援券」を交付し、区
が指定した事業者のベビーシッターサービス等を一定の負
担で利用できる事業です。
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▼子ども

☎5803-1189

緊急一時保育事業の定員に空きがある場合に、利用要件

子育て支援課子育て支援推進担当

45

認証保育所または認可外保育施設に通っている園児の保

子育て支援課子育て支援推進担当

リフレッシュ一時保育事業

子育て支援課子育て支援推進担当

認可外保育施設等の保育料補助
出産・子ども・教育

☎5803-1189

保護者や家族の病気、出産などにより一時的に保育に困

幼児保育課幼児保育係

本郷1-1-19 月～金曜、午前8時～午後6時
（祝日、12/29～1/3、医療機関休業日等を除く）

幼児保育課 施設給付・私立幼稚園係 ☎5803-1823

緊急一時保育事業
幼児保育課幼児保育係

順天堂病後児ルーム「みつばち」  ☎3813-5810

児童館

青少年プラザ（b－lab）

児童青少年課児童係

☎5803-1188

開館時間／月～土曜、午前10時～午後6時（午後0時〜1時は
除く、土曜は午後5時まで）
健全な遊びや行事を通じて、子どもたちの健やかな成長
を図るための施設です。遊具や図書も備え、心身ともに健康
に育つよう、指導員が援助・指導しています。乳幼児・小学～
高校生が登録後、利用できます。乳幼児は保護者同伴で、幼
児クラブ等、午前中にご利用ください。

育成室
出産・子ども・教育
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区内初の中高生向け施設として、文化・スポーツ、学習支援
等のイベントを実施しています。
開館時間／午前９時～午後９時（中学生の利用は午後８時まで）
休館日／12/29〜1/3、保守点検日（年1回程度）
利用できる方／区内在住・在学の中学生および高校生（在勤
の中高生世代を含む）
※ホールおよび音楽スタジオは、区内在住・在学・在勤の一
般の方（大人）も利用可（有料）。

区内の児童館 ➡ P148

児童青少年課児童係

☎5800-2731

湯島4-7-10

☎5803-1188

保護者の就労や疾病などで昼間家庭で適切な保護を受け
られない児童の保育をします。対象は、小学1～3年生で下
校時～午後6時30分（土曜は午後5時まで）、定員40人程度。

申込方法／施設窓口または b-lab 公式ホームページ
http://b-lab.tokyo/
※ホームページからの申込は、中高生のみ可。
※土・日・休日、夏休み等の長期休業期間および平日の午後Ⅱ
・
夜間は、中高生のみ利用可。
※中高生の施設使用料および附帯設備使用料は無料。

利用時間および使用料

申込は各育成室で受付けています。
区内の育成室 ➡ P148

使用料（一般）

まるごと子育て応援事業

▼子ども

スポーツ振興課

☎5803-1850

施設名

面積

午後
夜間
午前
9:00～12:30 13:00～16:30 17:00～20:30

ホール

142㎡

2,500円

後楽公園少年野球場や六義公園運動場を子どもと保護者
の遊び場として開放します。

使用料（一般）

利用できる方／就学前児と区内在住・在勤の保護者

午前
9:00～
12:00

午後Ⅰ
12:30～
15:30

午後Ⅱ
16:00～
18:00

施設名

面積

後楽公園少年野球場

音楽スタジオＡ

36㎡

1,200円

利用日時／水曜

音楽スタジオB

12㎡

400円

申込方法／当日直接施設へ
利用料／無料
午前9時～午後1時

六義公園運動場
利用日時／金曜

午前9時～正午

※天候や大会等により、中止となる場合あり。
※初回利用時に登録が必要。

夜間
18:30～
20:30

附帯設備使用料
附帯設備

使用料（一般）

ドラムセット
アコースティックギター
エレキギター
ベース

200円

電子ピアノ
シンセサイザー
液晶プロジェクター
音響装置

600円

※附帯設備1回の使用単位は、施設の使用単位の午前・午後、また
は午後Ⅰに対応。
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子育てひろば（地域子育て支援拠点）
保護者と就学前の乳幼児が、一緒に安心して遊びながら、楽しい一時を過ごす施設です。子育てについて気軽にご相談ください。
所在地

施設名

電話

担当

子育てひろば西片

西片1-8-15

☎3812-2575

子育てひろば汐見

千駄木2-19-23

☎3828-0880

子育てひろば水道

水道1-3-26（水道保育園内）

☎3812-2345

幼児保育課幼児保育係
☎5803-1189

子育てひろば千石

千石1-4-3（千石児童館内）

☎3941-3931

児童青少年課児童係
☎5803-1188

子育てひろば江戸川橋

小日向2-16-15（文京総合福祉センター3階）

☎5940-2909

子育て支援課子育て支援係
☎5803-1353

こまぴよのおうち

本駒込5-11-6

☎5809-0756

こそだて応援まちぷら

本郷3-9-5NK 本郷ビル4階

☎6874-2108

さきちゃんち petit

白山2-14-17

子育て支援課子育て支援係
☎5803-1353

子育て支援課子育て支援推進担当
☎5803-1256

子育て情報提供

子育て支援課子育て支援推進担当

子育てガイド（冊子版・電子ブック版）

☎5803-1256

子育て応援メールマガジン

主に妊娠中の方から小学校入学前までのお子さんをお持
ちの保護者を支援するため、子育てに関する情報をわかり

きるように、おなかの赤ちゃんの様子や産後の子どもの成長
の様子、区の子育てサービス情報等を、成長に合わせた時期

電子ブック版二次元コード

■

https://lg.airlibro.jp/book/
view_html5.php?id=399

にメールマガジン形式でお届けしています。

登録方法／下記に空メールを送ってください。一両日中に
確認メールが届きます。
産前二次元コード

■

産後二次元コード

■

bunkyo@reg.kizunamail. bunkyo_kosodate@reg.
kizunamail.com
com

（2020年度版見本）

※電子ブック版は毎年夏頃に最
新年度版に更新されます。
※この配信は、NPO 法人きずなメール・プロジェクトとの協
働で実施しています。

文の京 街景色
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▼子ども

やすく掲載しています。

妊婦や乳幼児の保護者の方が安心して出産や子育てがで

出産・子ども・教育
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☎080-8012-4848

教
区立幼稚園

育
国立・私立幼稚園等園児の保護者負担軽減補助

☎5803-1190

幼児保育課入園相談係

幼児保育課 施設給付・私立幼稚園係

☎5803-1823

毎年11月初旬に翌年度4月入園児を募集します。区内在

国立・私立幼稚園および幼稚園類似の施設に就園してい

住の3〜5歳児が対象となります。
※申込、利用に関することは、直接幼稚園に問合せください。
区内の幼稚園 ➡ P145

学務課学事係

☎5803-1190

幼児保育課入園相談係

在園児を対象に、午前8時から午前9時まで、および教育

出産・子ども・教育

課程終了後から午後6時まで保育します。
※申込、利用に関することは、直接幼稚園に問合せください。
区立幼稚園 ➡ P145

☎5803-1295

入学する年の初めに就学通知書を送付します。小学校は
住所によって就学先を指定しています。中学校は就学先を
選択できます。
下記の場合は、申し出てください。
就学通知書が届かないとき

●

幼保一元化施設・柳町こどもの森
☎5803-1190

幼児保育課入園相談係

柳町こどもの森は、区立柳町幼稚園・柳町保育園において、

▼教

就学前の乳幼児期に、1歳児から5歳児まで一貫した方針に

育

基づき、発達段階に応じた教育・保育を実施する幼保一元化
施設です。
施設名称

対象年齢

区 分

外国籍の方で、区立小・中学校への入学を希望する場合

●

学校選択制度（中学校）
学務課学事係

☎5803-1295

区立中学校は、入学する中学校を選ぶことのできる学校

4・5歳児

実施内容

希望校調査票を送付します。

保育所保育を実施します。
基本保育

柳町幼稚園

国・都・私立の小・中学校に入学するとき

●

選択制度を実施しています。秋に、小学６年生の保護者に、

柳町保育園 1〜3歳児

幼稚園教育を実施します。

上記基本保育のほか、その前後
長時間保育 の時間、土曜・長期休業中（夏休
み等）に保育を実施します。

柳町幼稚園の基本保育児は、他の区立幼稚園と同時に入

●

園児を募集します。
柳町保育園および柳町幼稚園の長時間保育児の入園申込

●

は、他の保育園と同時に受付けます。
保育園の入園受付 ➡ P45
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必要性」の認定等要件あり）

小・中学校新入学

区立幼稚園の預かり保育
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る園児の保護者に施設等利用費等を支給します。
（「保育の

特別支援学級
教育指導課特別支援教育担当

☎5803-1298

固定制の特別支援学級は小学校に7校（知的・情緒）、中学
校に4校（知的）あります。通級制の特別支援学級は小学校
に1校（難聴・言語学級）あります。また、全小・中学校に特別
支援教室（発達障害等）があります。

小・中学校の転入学

私立学校入学支度金
☎5803-1295

学務課学事係

住民登録異動手続き後、前の学校で発行の在学証明書、
教科書給与証明書をご持参ください。
区立小・中学校 ➡ P146

就学援助
☎5803-1295

学務課学事係

東京都私学財団入学支度金担当

都内に居住し、入学支度金制度がある都内の私立の高等学
校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含
む）、高等専門学校または専修学校高等課程（三年制）に入学
する生徒の保護者に、入学時に必要な費用のうち25万円を無
利息で、入学先の学校が貸付けする制度です（貸付要件あり）。

私立高等学校等授業料軽減助成

経済的な理由で就学することが困難な児童・生徒の保護者に、
学用品費や給食費等の経費の一部を援助します（所得制限あり）。

☎5803-1291

教育総務課庶務係

私立高校等入学支度資金融資あっせん

利子・保証料
全額区が負担

返済方法
６か月据え置き後40月以内の
元金均等返済

緊急支援奨学資金（私立中学校）
☎5803-1291

教育総務課庶務係

私立中学校に通う生徒の保護者が家計の急変等により学
費の支払が困難になった場合に、保護者に対して奨学資金
の貸付けを行うものです（貸付要件あり）。

29,000円

利

子

無利子

返済方法
貸付終了後９年以内で月賦償還

青少年委員
教育総務課地域教育支援担当

☎5803-1306

小学校区20人、中学校区10人の計30人の青少年委員が、
学校と地域をつなげる役割を担い、青少年の健全育成を目
的とした活動を行っています。

中学・高校を卒業していない方
中学校夜間学級

東京都教育庁地域教育支援部義務教育課  	☎5320-6752

■  

通信教育

千代田区立神田一橋中学校通信教育課程 	 ☎3265-5961

■  

中学校卒業程度認定試験

東京都教育庁地域教育支援部義務教育課 	 ☎5320-6752
文部科学省生涯学習推進課  	
☎5253-4111

■  

■  

全日制・定時制・通信制高校
東京都教育相談センター  	

■  

☎3360-4175

高等学校卒業程度認定試験

文部科学省生涯学習推進課  	
☎5253-4111
■  東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課  	☎5320-6743
■  

高等学校等就学支援金

東京都育英資金
東京都私学財団育英資金担当

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）
に進学または在学する学生・生徒に対して、奨学金の貸付けを行
うものです（貸付要件あり）。申込は、在学する学校を通じて行
います。問合せは在学または進学する予定先の奨学金担当へ。

国・公・私立を問わず、高等学校等に通う一定の収入額未

☎5206-7929

生徒と保護者が都民で、高等学校・専修学校（高等課程）ま
たは、都内にある高等専門学校・専修学校（専門課程）に在学
し勉強意欲のある生徒が対象となります（貸付要件あり）。

満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるための支援金を
支給します（受給要件あり）。
問合先
公立学校について／

東京都都立学校教育部高等学校教育課
私立高等学校について／

東京都私学就学支援金センター

☎5320-6744
☎5206-7814
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育

私立の高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校
の高等部を含む）、高等専門学校または専修学校の高等課程
に入学する生徒をもつ保護者で、経済的にお困りの方に、支
度金の取扱金融機関による融資をあっせんする制度です（要
件あり）。

日本学生支援機構（旧日本育英会）

▼教

☎5803-1291

教育総務課庶務係

月 額

☎5206-7925

出産・子ども・教育

経済的理由で高等学校（中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部を含む）、高等専門学校または専修学校
の高等課程への進学、または、在学が困難な生徒を対象とし
た給付金です（給付要件あり）。
給付金：公立＝60,000円 私立＝100,000円
（入学時の1回に限り、一括して給付）。

40万円以内

東京都私学財団授業料軽減助成金担当

私立の高等学校等に在学する生徒および保護者が、いずれも都民
であり、一定の基準に該当する場合対象となります（所得制限あり）。

文京区奨学資金

融資額

☎5206-7926

教育支援資金の貸付

☎3812-3040

社会福祉協議会総務係

教育支援資金 限度額
高等学校
専修学校
（高等課程）
教育支援費
（月額標準額）
就学支度費
（入学時のみ該当）

35,000円

大

60,000円

実際の学費に応じた金額を限度額の範囲で貸付。
未払いである修学期間のみを貸付の対象。

学

65,000円

貸付月額は在学期間中、同額での適用。
特に必要な場合、1.5倍額まで貸付。

●

●

●

●

500,000円以内
入学する学校の入学金を、限度額の範囲で貸付。

●

受験生チャレンジ支援貸付

未払いの場合のみ貸付の対象。

●

☎3812-3040

社会福祉協議会総務係

学習塾などの費用や高校・大学などの受験について貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもへの支援を目的とし
た貸付です。
※対象となる学校へ入学した場合、免除申請書の提出により返済が免除されます。

出産・子ども・教育
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短期大学
専修学校
（専門課程）

高等専門学校

資金使途
学習塾等受講料貸付金
受験生チャレンジ支援貸付事業
受験料貸付金

▼教

教育センター
湯島4-7-10

育

教育センター総合相談室

対象となる学校の受験料

中学３年生
高校３年生
中学３年生
高校３年生

200,000円
200,000円

27,400円（上限）
80,000円（上限）

談

母子・父子・女性相談 ➡ P36
子育てに関する相談 ➡ P37

こどもの発達や教育に関する悩み、心配事のご相談を専
門のスタッフがお受けしています。

青少年相談 ➡ P37

発達および教育に関する相談☎5800-2594 ➡ P37
電話教育相談☎5800-2595 ➡ P37
いじめ電話相談☎5800-2596 ➡ P37

お子さんの健康・救急に関する相談 ➡ P39

児童発達支援（そよかぜ）

幼児対象の集団適応訓練等を行う障害児通所支援事業です。

放課後等デイサービス（ほっこり）

小学生対象の生活能力の向上のために必要な訓練を含め
た集団療育を行う障害児通所支援事業です。

障害児相談支援事業

障害児通所支援を利用するときなどの障害児相談支援
事業です。

教育支援センター（ふれあい教室） ☎3816-5347

長期に学校を欠席している小学４年生〜中学生を対象に
学校復帰を含めた児童・生徒の社会的自立を促すことを目
的に、相談・学習支援を行います。

科学事業

児童・生徒を対象に、自然科学教室やパソコン教室などを
開催しています。
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年度の４月から受験までの学習塾
等の費用

相
☎5800-2591

貸付限度額

男女平等センター相談室 ➡ P37
子どもの総合相談 ➡ P40
幼児・児童・生徒の教育相談 ➡ P40

