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＊ 事業の概要のみを記載しています。
＊ 内容等変更されることがあります。区報・ＨＰで最新の情報をご確認ください。
＊ 要件、自己負担の有無、毎年申請が必要か否か等詳細は、担当・問い合わせ先にご確認ください。
＊ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業内容等が変更される場合があります。

文京区

表中の略語説明：
（申）＝問い合わせ先と異なる申込先、（所）＝所在地、（シ）＝文京シビックセンター
＊表中の年末年始とは、12 月 29 日から 1 月 3 日のことです。

Ⅰ.各種相談窓口等

※窓口により相談時間が異なりますので、事前に確認ください。

相談項目

相談内容

相談(申込み)先・相談場所

子どもと家庭に関する
相談

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)
経済的な困りごとや生活上のさまざまな悩みを抱えてい

子ども応援サポート室

る子育て世帯の相談窓口。電話やメールで受付。(夜間や
土日祝日は留守番電話にて相談を受付)
メールは、随時受付

育児相談

個別健康相談

・保健サービスセンター
03-5803-1807（シ）８階北側
師、栄養士、歯科衛生士による相談(電話または面談)
・保健サービスセンター本郷支所
03-3821-5106
産前産後の母親のからだのことや、家族の健康等の心配事
（所）千駄木 5-20-18
について、保健師による相談(電話または面談)

ついて、電話または面談での相談(平日 9:00～17:00、
土曜日については要問合せ)
子どもの発達や教育についての悩みや心配事の相談に、

総合相談室(面接相談)

様々な専門職(心理、言語、運動機能等)が対応

【予約制】

【予約受付】月曜～金曜日、第 2・第 4 土曜日(祝日、
年末年始を除く)8:30～17:15

電話教育相談・

来所できない方のための電話による子どもの教育等につ

いじめ電話相談

いての相談。24 時間受付、年中無休、匿名での相談可

民生委員・児童委員/

子育てや児童問題の相談・個別援助や子育てサロンの開

主任児童委員

催、地域の関連機関との連携など
子どもの利益を守るための法律的な内容(離婚、養育費、

子どもの最善の利益を守 面会交流等)についての専門の弁護士による面接相談。
る法律専門相談
毎月第 2・第 4 火曜日、第 3 木曜日実施 【予約受付】
【予約制】
平日 9:00～17:00、毎月 20 日(20 日が閉庁日に当る場
合は、その直前の開庁日)9:00 から翌月分の電話予約開始

法律相談
【予約制】

人権身の上相談

青少年相談

子ども家庭支援センター
相談専用電話：03-5803-1900
メールでの相談は、区ホームページの
相談専用メールフォームより受付

健康、発育、授乳、離乳食、歯等の心配事について、保健

保育園長等による乳幼児の子育てに関する様々な悩みに

乳幼児子育て相談

子ども家庭支援センター児童相談係
03-5803-1109（シ）５階

（申）各区立保育園 （根津保育園を除く）
幼児保育課幼児保育係
03-5803-1189（シ）12 階南側
教育センター
03-5800-2594
（所）湯島 4-7-10
教育センター
電話教育相談：03-5800-2595
いじめ電話相談：03-5800-2596
福祉政策課地域福祉係（事務局）
03-5803-1202（シ）11 階北側
子ども家庭支援センター家庭支援係
03-5803-1894（シ）５階
※相談場所：男女平等センター相談室
本郷 4-8-3

法律全般にわたる無料法律相談。火曜、金曜日、第 2・
第 4 月曜日 13:00～16:00 【予約受付】前日(月曜の
場合は前週の金曜)9:00 から電話予約開始
近隣とのトラブル、いじめ問題や名誉き損など人権侵害
に関する相談。第 3 月曜日 13:00～16:00
青少年の非行防止と健全育成を目的とした相談。毎週水
曜日 13:00～16:00
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広報課広聴・相談担当
03-5803-1129（シ）14 階南側相談
室

事業名
法制度についての
情報提供

事業内容

担当・問い合わせ先

法的トラブルを抱えて困った時、内容に応じて法制度や
相談機関等を紹介。月曜～金曜日 9:00～21:00、土曜
日 9:00～17:00(ただし年末年始、日曜、祝日を除く)

日本司法支援センター
法テラス・サポートダイヤル
0570-078374
IP 電話からは、03-6745-5600

（１）ひとり親家庭になるとき、なった時の暮らしの悩み、
子育ての不安などの電話相談。通年 9:00～16:30

生活相談

（２）養育費についての相談。通年 9:00～16:30
来所による相談は要予約

養育費相談
離婚前後の法律相談
面会交流支援

（３）離婚前後の法律相談(来所による相談)。要予約
通年 9:00～16:30
（４）面会交流の支援について。通年 9:00～16:30
※（１）～（４）いずれも年末年始を除く

東京都ひとり親家庭支援センター
はあと
（１）03-5261-8687
（２）～（４）03-5261-1278
（所）新宿区神楽河岸１－１
セントラルプラザ５階

※月曜日・水曜日（祝・休日を除く）は 9：00～19：30
養育費や面会交流に関するさまざまな悩みを、電話やメ
ールで相談可能

養育費と面会交流の
相談

電話は、平日(水曜日を除く)10:00～20:00、水曜日
12:00～22:00、土曜日・祝日 10:00～18:00
メールは、随時受付(回答はパソコンより送信。受信可能

養育費相談支援センター
0120-965-419
携帯からは、03-3980-4108
メールアドレス：info@youikuhi.or.jp

な環境設定が必要)
家族・職場・地域での人間関係、交際相手やパートナーか
らの暴力、SOGI(性的指向と性自認)や性(性被害)に関する

男女平等センター
相談室【予約制】

こと。自分自身の生き方などの相談(カウンセリング)
月曜日 10:00～16:00(受付は 15:00 まで)、水曜日
14:00～20:00(受付は 19:00 まで)、金曜日 10:00～

男女平等センター相談室
03-3812-7149
（所）本郷 4-8-3

20:00(受付は 19:00 まで)
※祝日、全館休館日、12/28～1/4 を除く
男女平等センター相談室と同様の相談を「LINE」や

男女平等センター相談室 「Twitter」から相談可能。
（SNS 相談）
火・木・土曜日 14：00～20：00（受付は 19：30 ま

男女平等センター相談室（SNS 相談）
LINE/ Twitter
ID「＠bunkyo＿soudan」

で）※祝日、12/28～1/4 を除く

文京区配偶者暴力相談
支援センター

DV に関する相談や支援機関の紹介、DV 被害者相談の証
明書発行等

文京区配偶者暴力相談支援センター
電話相談：03-5803-1945

配偶者や交際相手からの暴力、セクシュアルハラスメン

暮らしの中で抱える様々
な悩み相談及び配偶者等
からの暴力被害の相談
（配偶者暴力相談支援セ
ンター）

ト、夫婦・親子の問題、生き方など様々な悩み相談。
（1）一般相談：毎日 9:00～21:00(ただし年末年始を除
く)
（2）男性のための悩み相談:毎週月曜日、水曜日 17:00
～20:00、土曜日 14：00～17：00(ただし祝日、年末

東京ウィメンズプラザ
（1）一 般 相 談 : 03-5467-2455
（2）男性のための悩み相談
：03-3400-5313

年始を除く)

配偶者からの暴力被害の

女性からのさまざまな相談や夫や恋人からの暴力に対す

相談等（配偶者暴力相談

る相談。月曜～金曜日 9:00～20:00(ただし年末年始、祝

東京都女性相談センター

支援センター）

日を除く)

電話相談：03-5261-3110
生活福祉課相談係

母子・父子・女性相談

配偶者との死別あるいは離婚などによる生活や就労上な
どの、母子・父子家庭の悩みの相談、母子生活支援施設へ
の入所、夫や恋人からの暴力の相談(緊急避難などの相談
も含む)

生活に困った時

経済的な相談

戸籍の届出について

03-5803-1216（シ）９階北側

生活福祉課相談係
03-5803-1216（シ）9 階北側

届書の書き方説明、養育費取り決めに関するパンフレット
配布
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戸籍住民課戸籍係
03-5803-1183（シ）２階北側

Ⅱ.生活の支援
（１）手当・助成・援助
事業名

事業内容

担当・問い合わせ先

児童扶養手当
児童育成手当
ひとり親家庭等医療費
助成

区内に住民登録があり、受給要件に該当する児童を扶養し
ているひとり親家庭等の保護者に支給・助成(所得制限等
あり)

子育て支援課児童給付係
（シ）５階南側
コールセンター 03-5803-1288

15歳到達後の最初の 3 月31日までの児童の養育者に

児童手当・特例給付

支給(受給者の所得、支給対象児童の年齢によって支給
月額に相違あり)

（２）就労支援
事業名

事業内容

担当・問い合わせ先

自立支援教育訓練給付金 就労をより効果的に促進するため、就職の際に有利で生活
の安定が図れる知識・技能を習得するひとり親家庭の母お

高等職業訓練促進給付金 よび父に、給付金を支給
子育てと両立しやすい仕事の相談・紹介のほか、早期就職

仕事探し

希望者に対する担当制によるきめ細やかな就職支援
キッズスペースがあり、子連れでの利用が可能
平日 8:30～17:15(土曜・日曜・祝日休み)
ひとり親家庭の就業に関する相談(履歴書の書き方、面接
について)や職業の紹介等。来所による相談は要予約
（1）はあと飯田橋
①月曜・水曜・金曜・土曜・日曜日 9:00～16:30

仕事探し

②火曜・木曜日 9:00～19:30
（2）はあと多摩
①月曜・水曜・木曜・土曜・日曜日 9：00～17：30
②火曜・金曜日 9：00～19：30
※（1）
（２）面接相談は月曜～土曜日(日曜日は電話相談
のみ)
出産や育児等で離職し再就職を希望する女性の就職活動

仕事探し

を支援。キッズスペースがあり、子連れでの来所可
月曜～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～17:00
日曜・祝日・年末年始は休業

生活福祉課相談係
03-5803-1216（シ）９階北側

ハローワーク池袋マザーズコーナー
03-5911-8609 部門コード 47#
（所）豊島区東池袋 3-1-1
サンシャイン 60 ビル 3 階
東京都ひとり親家庭支援センター
（1）はあと飯田橋
03-3263-3451
（所）千代田区飯田橋 3-10-3
東京しごとセンター7 階
（２）はあと多摩
042-506-1182
（所）立川市曙町 2-8-30
立川わかぐさビル 4 階
女性しごと応援テラス
03-5211-2855
（所）千代田区飯田橋 3-10-3
東京しごとセンター内

（３）貸付
事業名
母子及び父子福祉資金

事業内容
ひとり親家庭の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を
図るために、無利子または低利子で各種資金を貸付け
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担当・問い合わせ先
生活福祉課相談係
03-5803-1216（シ）９階北側

Ⅲ.住まいの支援

事業名

事業内容

担当・問い合わせ先

高齢者・障害者・ひとり 住環境改善等の理由により区内の民間賃貸住宅へ転居し
たとき、移転費用および家賃差額を助成(要件あり)
親世帯移転費用等助成

すまいる住宅登録事業

ひとり親世帯の入居を拒まない民間賃貸住宅を区に登録
し、住宅に困窮するひとり親世帯に紹介（要件あり）
不動産業界団体から推薦を受けた民間の不動産店を「住ま

住まいの協力店制度

いの協力店」として区に登録し、ひとり親世帯に対して、 （申）福祉住宅サービス
適切な民間賃貸住宅情報を提供
03-5803-1238（シ）９階南側
区と協定した民間保証会社が、入居者との保証委託契約に

すみかえサポート事業

福祉政策課福祉住宅係
03-5803-1220（シ）11 階北側

基づき、賃貸人に対して滞納家賃などの債務を保証。また、
初回保証料の一部を助成(要件あり)

住み替え相談会

区営住宅

区内の民間賃貸住宅に住み替えを希望する方を対象に、住
み替え相談会を開催
区内に引き続き１年以上居住し、住宅に困っている所得の
低い世帯に(その他要件あり)賃貸住宅を提供
国の特定優良賃貸住宅制度に基づき建設された住宅を区

区立住宅

が買い取り、中堅所得者ファミリー世帯向けに提供。世帯
収入に応じた家賃の軽減(要件あり)

住環境課管理担当
03-5803-1374（シ）18 階北側

住宅に困っている収入の少ない方に対し低額な家賃で賃
貸する住宅。抽せん方式(資格を満たす世帯に優遇抽せん
制度あり)及びポイント方式(住宅困窮度の高い順に住宅

都営住宅

をあっせん)の募集を各年２回実施。その他、毎月募集と電
話申込みによる随時募集を実施
いずれも世帯構成・年齢・所得等に要件あり

東京都住宅供給公社
都営住宅募集センター
03-3498-8894
（所）渋谷区神宮前 5-53-67
コスモス青山 3 階

9:00～18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
離職・廃業をした日から２年以内、またはやむを得ない休

住居確保給付金

業等により、収入を得る機会が減少している方のうち、住
宅を失っている方または、又は失うおそれのある方を対象
として、原則３か月間家賃相当額を支給。

生活福祉課自立支援担当
（住居確保給付金）
03-5803-1917（シ）９階北側

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭の方、または

母子生活支援施設

何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準
じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設
夫や恋人などから暴力を受け、身の危険を感じている女性

母子・女性緊急一時保護 や母子家庭に対して、安全を確保するための場所の提供お
よび必要な保護・援助
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生活福祉課相談係
03-5803-1216（シ）９階北側

Ⅳ.お子さんを預けたいときの支援
（１）預け先
事業名
区立・私立保育園・
地域型保育事業

事業内容
保護者の就労や病気等の理由により、保育を必要とする未
就学の児童を、保護者に代わって預かり、保育する
※保育する年齢は園によって異なる
就労している保護者に代わり、有資格で育児経験のある保

保育ママ

担当・問い合わせ先

育ママが、自宅等で家庭的雰囲気のもとに 0～3 歳未満の

幼児保育課入園相談係
03-5803-1190（シ）12 階南側

児童を保育する

区立グループ保育室

保護者の就労や病気等の理由により、保育を必要とする 0
～2 歳未満の児童を、保護者に代わって預かり、保育する
保護者の就労や病気等の理由により、保育を必要とする未

認証保育所

就学の児童を、保護者に代わって預かり保育する、東京都
独自の基準を満たす保育施設
保護者の就労や病気等の理由により、保育を必要とする未

認可外保育施設

（申）各施設
幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
03-5803-1823（シ）12 階南側

就学の児童を、保護者に代わって預かり保育する、認可外
保育施設

区立幼稚園

私立幼稚園

緊急一時保育
（区立保育園）

リフレッシュ一時保育
（区立保育園）

区内民間保育施設の
一時保育

区内在住の 3～5 歳児が対象。毎年 11 月に翌年度入園児
を募集

3～5 歳児が対象。毎年 11 月に翌年度 4 月入園児を募集
※園によっては満３歳児クラスあり

（申）各私立幼稚園
幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
03-5803-1823（シ）12 階南側

保護者の病気や出産等の理由により、緊急に子どもの保育
が必要となった時に一時的に利用可能
※事前に利用園での面接あり
緊急一時保育の定員に空きがある場合に、利用の理由を問

（申）各施設
幼児保育課幼児保育係
03-5803-1189（シ）12 階南側

わず、一時的に利用可能
※事前に利用園での面接あり

技能修得、通院、看護、リフレッシュ等のために、就学前
児童を対象に一時保育を実施

利用理由を問わずに満１歳から小学校就学前の子どもが
利用可能

一時保育事業

幼児保育課入園相談係
03-5803-1190（シ）12 階南側

※事前登録が必要
①キッズルームシビック （シ）３階北側
②キッズルーム目白台

（所）目白台 3-18-7

③キッズルームかごまち （所）本駒込 2-29-6
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（申）各施設
幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
03-5803-1823（シ）12 階南側
（申）各施設
①キッズルームシビック
03-5803-1396
②キッズルーム目白台
03-5395-9143
③キッズルームかごまち
03-3945-0272
子育て支援課子育て支援推進担当
03-5803-1256（シ）５階南側

事業名

事業内容

担当・問い合わせ先

病中又は病気回復期の生後４か月から小学校３年生の子
どもを、やむを得ない事由により家庭で保育することがで
きない時に利用可能※事前登録が必要
＜病児・病後児保育＞

病児・病後児保育事業

保坂病児保育ルーム

（所）白山 5-27-12

東京都立駒込病院病児・病後児保育室「ろびん」
（所）本駒込 3-18-22 都立駒込病院保育棟 2 階
＜病後児保育＞
順天堂病後児ルーム「みつばち」
（所）本郷 1-1-19
緊急かつ一時的に子どもの保育ができなくなった時に、
宿泊を伴う保育や夜間の預かりを実施。乳幼児ショート

子育て支援課子育て支援推進担当
03-5803-1256（シ）5 階南側

ステイ事業と子どもショートステイ事業があり、対象年
齢等が異なる

ショートステイ（宿泊預
① 乳幼児ショートステイ
かり）
・トワイライトス
二葉乳児院（所）新宿区南元町４番地
テイ（夜間預かり）事業
※原則生後６０日から３歳未満

②子どもショートステイ・トワイライトステイ
文京総合福祉センター（所）小日向 2-16-15
※２歳から小学６年生
保護者の就労や疾病などで、昼間家庭で適切な保護を受
けられない小学 1～3 年生の保育をする(心身に特別な配

育成室

慮を要する児童は、状況により小学 6 年生まで延長保育
をする)

（申）各施設
※住所地により申込み施設の指定あり
児童青少年課児童係
03-5803-1188（シ）20 階北側

（２）訪問型支援
事業名

事業内容

担当・問い合わせ先

２歳未満の乳幼児がいる家庭に、区が指定した事業者の

子育て訪問支援券事業

ベビーシッターサービスを、一定の負担料金で利用でき
る「子育て訪問支援券」を交付
小学６年生以下の児童がいるひとり親家庭に、区が指定

ひとり親家庭子育て
訪問支援券事業

した事業者のベビーシッターサービスを、所得に応じた

子育て支援課子育て支援推進担当
03-5803-1256（シ）5 階南側

負担で利用できる「ひとり親家庭子育て訪問支援券」を
交付
※事前登録が必要
地域の中で子育ての援助を受けたい方と援助を行いたい

文京区社会福祉協議会ささえあいサポ
ート係（ファミリー・サポート・センタ
ファミリー・サポート・ 会員組織の相互援助活動。保育施設等の保育開始前、また
ー）
センター事業
は保育終了後に子どもを預かる等、主に仕事と育児の両立
03-3812-3043
に必要な援助
（所）本郷 4-15-14 区民センター4 階
方が、登録して会員になり、助けあいながら子育てをする

※サポート対象は 4 ヶ月から小学 6 年生まで

産前・産後サポート

文京区社会福祉協議会ささえあいサポ
ート係（いきいきサービス）
がある方を対象に、食事の支度や片付け、洗濯や掃除、買
03-5800-2941
い物等(条件あり) を実施
（所）本郷 4-15-14 区民センター４階
妊婦または３歳未満の乳幼児がいる方で日常生活に困難

いきいきサービス

※子どもの世話は対象外
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（Ⅳ.お子さんを預けたいときの支援のつづき）
（３）利用料の助成
事業名
訪問型病児・病後児
保育利用料助成

子育て支援事業
利用者負担軽減助成

多胎児家庭サポーター
事業利用料助成

事業内容

担当・問い合わせ先

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(対象年齢:生後
４ヵ月～小学校３年生)
一定所得以下の世帯が一時保育事業、子育て訪問支援券
事業等の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

子育て支援課子育て支援推進担当
03-5803-1256（シ）5 階南側

多胎児養育家庭がベビーシッターサービスや家事支援サ
ービス等を利用したときに、利用料の一部を助成（対象
年齢:０歳から２歳）

Ⅴ.お子さんの教育の支援

事業名

事業内容

私立幼稚園等園児の
保護者負担軽減補助金

「入園時追加補助金」
、
「施設等利用費」
、
「保護者負担軽

認可保育園保育料の
減額

婚姻によらないひとり親の方で要件を満たした場合、認

認可外保育施設を利用す
る保護者に対する保育料
補助制度

区内在住であり、区から「保育の必要性」の認定を受け

減補助金」がある(「保育の必要性」の認定等要件あり)

可保育園保育料を減額

た、認証保育所または認可外保育施設に通っている園児
の保護者を対象とした補助制度

担当・問い合わせ先
幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
03-5803-1823（シ）12 階南側

幼児保育課入園相談係
03-5803-1190（シ）12 階南側

幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
03-5803-1823（シ）12 階南側

経済的な理由によって就学させることが困難な児童・生

就学援助

徒の保護者に、学用品費や給食費等の経費の一部を援助
(所得制限あり)

学校給食費補助

育成室保育料の減免

教育委員会学務課学事係
03-5803-1295（シ）20 階南側

ひとり親家庭等の要件を満たす保護者に、給食費を補助
（所得制限あり）

要件を満たした場合、育成室保育料を減額または免除

私立中学校等に通う生徒の保護者が、世帯収入の急激な

緊急支援奨学資金貸付け

減少によって学費の支払が困難になった場合に、奨学資
金(2.9 万円/月)を無利子で貸付け(その他要件あり)

-7-

児童青少年課児童係
03-5803-1188（シ）20 階北側

教育委員会教育総務課庶務係
03-5803-1291（シ）20 階南側

事業名

奨学資金給付

事業内容

担当・問い合わせ先

就学援助補助対象世帯(生活保護受給世帯を除く)に対
し、奨学資金(公立 6 万円、私立１０万円)を給付(その他
要件あり)
私立高等学校等に入学する生徒の保護者で、経済的に困

入学支度資金融資
あっせん制度

難な方を対象に、取扱金融機関による入学に必要な資金
(40 万円以内)の融資をあっせんし、区が利子・保証料
を全額助成(その他要件あり)

教育委員会教育総務課庶務係
03-5803-1291（シ）20 階南側

就学援助補助対象世帯(生活保護受給世帯を除く)で、中

中学生学校外学習費用
助成金

学２年生又は３年生の生徒の保護者に対し、学習塾授業
料等にかかる費用(上限額/年:５万円(２年生)、10 万円
(３年生) )を助成(その他要件あり)
子どもたちの学力向上、学習の習慣づけを目指し、放課

放課後等学習支援事業

後等課外に学習指導を行います。
学習支援ボランティアが、国語・算数/数学・理科・社

教育委員会教育総務課地域教育支援担当
03-5803-1306（シ）20 階南側

会・英語を指導します。
中学３年生、高校３年生に学習塾費用と受験料を一定所

受験生チャレンジ支援
貸付事業

得以下の世帯へ貸付け(進学した場合は、返済免除)
※中学３年生で学習塾費用を申請する場合、
「中学生学
校外学習費用助成金」の交付を受けている方は対象外と

文京区社会福祉協議会総務係
03-3812-3040
（所）本郷 4-15-14 区民センター４階

なります。

（申）入学しようとする学校
・事業概要についての問い合わせ
（公財）東京都私学財団
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
入学支度金担当 03-5206-792８
都内の私立高等学校等のうち、入学支度金貸付制度のあ

入学支度金貸付事業

る学校に入学する生徒の保護者(都内在住)の方に、入学

就学支援金制度は、都内の私立高等学校等に在学する生
徒を対象に、その在学期間に応じて最大で 36 か月(私立
高等学校の定時制・通信制等に在学の場合は 48 か月)に

（申）在籍する学校
・事業概要についての問い合わせ
学び直し支援金制度は、高等学校等を中途退学し再び都
（公財）東京都私学財団
内の私立高等学校等で学び直す場合、高等学校等就学支
東京都私学就学支援金センター
援金の支給が終了しても、一定条件のもとで継続して授
03-5206-7814
わたり、授業料の一部を国が支援する制度(要件あり)

私立高等学校等就学支援
金・学び直し支援金制度

業料の支援を行う制度(要件あり)

いずれも授業料の一部に充てる費用として、学校が受け
取る

私立高等学校等授業料
軽減助成金事業

私立高等学校等に通う生徒の保護者(都内在住)の経済的
負担を軽減するために、授業料の一部を助成する制度
(要件あり)

私立高等学校等に通う生徒の保護者(都内在住)の授業料

私立高等学校等
奨学給付金事業

以外の教育費負担を軽減するために、授業料以外の教育
に必要な経費の一部を助成する制度(要件あり)。生活保
護生業扶助受給世帯及び区市町村民税所得割額の非課税
世帯が対象
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（公財）東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター
授業料軽減助成金担当
03-5206-7925

（公財）東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター
奨学給付金担当
03-5206-7925

（Ⅴ.お子さんの教育の支援のつづき）
事業名

事業内容

高等学校等就学支援金・
学び直し支援制度

就学支援金制度は、都立学校等に在学する生徒を対象
に、最大 36 か月(定時制及び通信制の課程においては
48 か月)にわたり、授業料を国が支援する制度(要件あ
り)。
学び直し支援金制度は、高等学校等を中途退学し再び都
立学校等で学び直す場合、高等学校等就学支援金の支給
が終了しても、一定条件のもとで継続して授業料の支援
を行う制度（要件あり）
いずれも生徒の授業料として、学校が受け取る

担当・問い合わせ先

高等学校等就学支援金が所得要件により対象外となる世

多子世帯における都立学
校授業料等支援事業

帯のうち、保護者の扶養する２３歳未満の子が３人以上
いる世帯に対し、授業料を１/２減額する制度（要件あ
り）
。
国公立高等学校等に通う生徒の保護者(都内在住)の方の

東京都国公立高等学校等
奨学のための給付金事業

東京都教育庁都立学校教育部
高等学校教育課
03-5320-7862
（所）新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
東京都庁第二本庁舎北側 15 階

授業料以外の教育費負担を軽減するために、授業料以外
の教育に必要な経費について支援する制度(要件あり)。
生活保護受給世帯又は都道府県民税所得割及び区市町村
民税所得割が非課税の世帯が対象
各学校が指定する選択的な教育活動への参加機会を確保

東京都立学校等
給付型奨学金事業

することを目的として、必要な経費の一部を保護者に代
わり、東京都が支払う制度。都内の国公立高等学校、中
等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部に在学し、
所得要件を満たす世帯に属する生徒が対象

高等学校等
就学支援金事業
（東京都立産業技術高等
専門学校）

東京都立産業技術高等専門学校に在学する学生(第３学年
まで)を対象に、最大 36 か月にわたり、授業料を国が支
援する制度(要件あり)。就学支援金は学生の授業料の一
部に充てる費用として、学校が受け取る
東京都立産業技術高等専門学校に通う学生(第３学年ま

東京都立産業技術高等
専門学校奨学のための
給付金事業

で)の保護者(都内在住)の方の授業料以外の教育費負担を
軽減するために、授業料以外の教育に必要な経費の一部
を助成する制度(要件あり)。生活保護受給世帯又は都道
府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額の非課税世
帯が対象

東京都立産業技術高等専
門学校給付型奨学金事業
（授業料軽減制度・選択
的学習活動支援制度）

東京都立産業技術高等専門学校に通う学生(第３学年ま
で)を対象に、保護者の経済的な負担を軽減するために、

東京都総務局総務部企画計理課
（大学調整担当）
03-5388-2289
（所）新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
東京都庁第一本庁舎南側 12 階

授業料又は学校が指定する選択的な教育活動に必要な経
費の一部を助成する制度(要件あり)
高等学校等就学支援金事業の対象外となる世帯のうち、

東京都立産業技術高等専
門学校多子世帯支援制度

保護者の扶養する２３歳未満の子が３人以上いる都内在
住の世帯に対し、授業料の一部を支援。東京都立産業技
術高等専門学校本科の第１学年から第３学年まで（入学
後在籍３６か月まで）の学生のいる世帯が対象
都内在住で、高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課

東京都育英資金貸付事業

程・専門課程)に在学する生徒のうち、勉学意欲がありな
がら経済的理由により修学が困難な生徒に、無利息で奨
学金を貸付ける制度(要件あり)
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（公財）東京都私学財団 育英資金課
03-5206-7929
または、在籍する学校に問い合わせ

事業名

事業内容

担当・問い合わせ先

大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)お

日本学生支援機構の
奨学金（貸与型）

よび大学院で学ぶ人を対象とした、国が実施する貸与型
の奨学金。進学前に奨学金の予約をする予約採用、進学
後に奨学金を申し込む在学採用あり。各学校で募集

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し、

日本学生支援機構の
奨学金（給付型）

原則返還する必要がない給付奨学金を支給。貸与奨学金
との併用可。進学前に奨学金の予約をする予約採用、進

貸与・給付・返還に関する問い合わせ
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570－666－301
貸与・給付の手続きスケジュールや、
個別の提出資料に関する相談窓口
在籍する学校

学後に奨学金を申し込む在学採用あり。各学校で募集

Ⅵ.その他

事業名
特別区民税・都民税
（住民税）の適用制度

事業内容
・寡婦控除・ひとり親控除(適用要件あり)
・寡婦・ひとり親非課税制度(合計所得による)
児童扶養手当又は特別児童扶養手当を受給している世帯

粗大ごみ処理手数料の
免除

から出る粗大ごみについて、処理手数料を免除
免除申請書類提出先
・文京清掃事務所 3813-6661（所）後楽 1-7-29

ＪＲ定期券割引

税務課課税第一・二係
03-5803-1154～5（シ）10 階南側
（申）粗大ごみ受付センター
03-5296-7000
[手当証書所持者である旨を申告し
申し込む]

児童扶養手当受給世帯の場合は、ＪＲ通勤定期乗車券が
3 割引
児童扶養手当受給世帯の世帯員のうち、1 人に限り都営

都営交通無料乗車券

担当・問い合わせ先

交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナ

子育て支援課児童給付係
（シ）５階南側
コールセンター 03-5803-1288

ー)の全区間(都バスの一部区間を除く)の無料乗車券を交
付

水道・下水道料金の
一部免除

所得税の適用制度

児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給世帯で、一定の
要件に当てはまる場合は、申請により、水道料金及び下
水道料金について一部免除

ひとり親控除、寡婦控除(適用要件あり)

児童扶養手当又は就学援助受給世帯等に対し、2 か月に

子ども宅食プロジェクト

1 回、企業などから寄せられる食品等を直接自宅まで届け
る
※対象者には申込書を送付。届いていない場合は右記へ
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水道局文京営業所
03-5840-8021
（所）西片 2-16-23
・小石川税務署
03-3811-1141（所）春日 1-4-5
・本郷税務署
03-3811-3171（所）西片 2-16-27
子育て支援課子育て支援係
（シ）5 階南側
コールセンター 03-5803-1288

編集・発行:

文京区子ども家庭部
子ども家庭支援センター

東京都文京区春日一丁目１６番２１号
TEL: 03-5803-1894
FAX:03-5803-1345
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