
・包装フィルム・シー
　ルなど
・ボタン電池
・口に入るサイズ
　の玩具
・スーパーボール
・ミニトマト
・ピーナッツ

・6か月頃から何でも口に入れるよう
になります。“物をつかむ”→つかん
だら“口に入れる”子どもの手の届く
場所には危険な物は置かない。

・食事は、年齢にあったサイズ形状に
して、食べ歩き・寝ながら食べはしな
い。

・お風呂
・水遊び
・バケツの水

子どもは何でも口に入れま
す。日頃から、子どもの手の
届く場所にある物をチェッ
ク。
トイレットペーパーの芯
（39mm）を通る大きさのも
のは飲み込む危険性あり。

・子どもだけの入浴
・自分の更衣中、浮き輪で
　浴槽に入れる。

・入浴時、水遊び中は決して目を離さ
　ない。
・目と鼻が覆われてしまうと1cmの水
　でも危険（溺れてしまいます。）

窒息誤飲

・炊飯器
・味噌汁・スープ
・アイロン
・花火

・やけどの恐れのあるものは手の届く
　所に置かず配置を考える。
　電気ポット等はチャイルドロックのか
　かるものを。
・子どもを抱えたままの調理、熱いもの
　の飲食には要注意。

・炊飯器の蒸気
・テーブルの上の味噌汁
見えないところに手をのばす
テーブルのクロスを引っ張る。
・アイロン（触る。たおす。）

やけど

おぼれ

・家庭内のドア
・エレベーターの扉
・自動車のドア

・子どもの手や足は大人よ
り小さく、狭い隙間に入る
ので要注意。

・ドアの開閉時は、子どもがどこにい
　るか確認。
　ドアの蝶番には、指はさみ防止グッ
　ズ等でカバーを。
・エレベーター、エスカレーター付近
　では遊ばせない。

・ベランダの踏み台
・ベビーベッド
・自転車の補助いす
・抱っこひもからの
　すり抜け

・ベランダには、物を置かない。
・ベビーベットの柵は必ず上まで上げ
　る。
・自転車に子どもを載せたまま場所を
　離れない。
・抱っこで前かがみになるときは手を
　添える。

・子どもは、高いところが
　好き。
　窓際やベランダに子ども
　が登れるようなものは置
　かない。

転落

挟まれ

チェック危ないもの・場所 こんなことに気を付けましょう

（ ）

医
療
機
関

子育て支援の

資料編です。

ご活用ください。

親と子が地域とふれあいながら、健やかに育っていくよう、
文京区には、子育てを支援する施設がいろいろあります。

上手に活用するために、文京区のマップをぜひチェックしてください。

INDEXINDEX

資料編資料編

P92
P92
P92
P93
P93

P93
P94
P95
P95
P96
P97

文京区の子育て情報  
ぜん息児水泳教室  
まるごと子育て応援事業  
子育て支援講座  
子育て応援とうきょうパスポート事業  
シングルママ・シングルパパ
くらし応援ナビ Tokyo  
防災情報  
妊産婦・乳児救護所  
（非常持ち出し品の例）  
ひとり親の方のために  
経済的援助の必要な方のために  

P98
P100
P102
P103
P103

P104
P105
P106
P108

離乳食（中期・完了期）とおやつの紹介  
文京区の公園  
おすすめスポット6  
文京区イベント情報  
すくすく子育て情報  
民生委員・児童委員／
主任児童委員の活動は  
編集後記  
文京シビックセンター案内  
育休パパの過ごし方  
文京区施設マップ　
B-ぐる路線図・時刻表

STOP !  子どもの事故
　子どものまわりは危険がいっぱい。知っておけば防ぐことができる事故があります。
　子どもの目の高さで危険がないかチェックしてみましょう。

注意
～新型コロナウイルス感染拡大防止のために置かれている除菌剤で～
誤飲・目に入る等の事故が増加しています。お子さんが誤飲しな
いよう、手の届くところに除菌剤があるときは気をつけましょう。
また、店舗等の入所時、アルコール除菌剤を使用する時には、お
子さんの顔の近くで噴射しないよう気をつけましょう。
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各種イベントや子育てなど区からの
さまざまな情報を配信します。

LINE公式アカウント公式Facebook公式Twitter

（協賛ステッカー） （デジタルパスポート）

資
料
編

資
料
編

文京区の子育て情報
　区報ぶんきょうの毎月25日号に休日医療及び地域子育てス
テーション事業の案内を掲載しています。

　区ホームページには、妊娠・出産から手
当・助成などの子育て支援事業、保育園
への入園手続きや学校教育の取組など
を掲載しています。

ぜん息児水泳教室
　４歳（4月2日現在）～小学5年生で気管支ぜん息等に
かかっているお子さんを対象に年2回開催します。水泳
を通じて心身の鍛練と呼吸機能の改善を図ります。

予防対策課 保健予防係
☎5803-1225
シビックセンター８階南側

まるごと子育て応援事業
　区内在住・在勤の保護者を持つ未就学児を対象に、区立屋外スポーツ施設を開放します。

子育て支援講座
　グループワークを通して、子育ての楽しさを再発見し
てみませんか？
　講座の案内は、区報やホームページ等でお知らせし
ます。

　18歳未満のお子さんがいる世帯や妊娠中の方がいる世帯を対象に、協賛店として登録
している飲食店や施設等において、乳幼児連れの外出サポート（粉ミルクのお湯やおむつ
替えスペースの提供等）や商品の割引などのサービスを提供しています。サイトやアプリ
から入手できるデジタルパスポートを提示することで利用できます。

子育て応援とうきょうパスポート事業

東京都福祉保健局
少子社会対策部計画課
☎5320-4115

東京都福祉保健局少子化対策部育成支援課
☎5320-4125

　東京で暮らすひとり親とそのお子さんが安心して生活できるようサポートします。
（https://www.single-ouen-navi.metro.tokyo.lg.jp/）

シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビ Tokyo

後楽公園
少年野球場

☎3811-4507
（小石川運動場）

六義公園運動場 ☎3947-4438

親子すくすく教室（スポーツ教室）
対象：3歳以上
親子で参加する教室です。

後楽公園
少年野球場
※１期６回,年4期
　実施予定

スポーツ振興課
☎5803-1850

あおぞらすくすく広場（施設開放）
親子で自由に遊べます。
事前申込み不要当日直接会場へ
お越しください。

問い合わせ先開催場所開催場所名　称名　称 開催期間
原則毎週水曜日
９：00～１３：00
原則毎週金曜日
９：00～１2：00

 5月～ 6月 全4期
 9月～ 10月 1期各6回
11月～ 12月 火曜日
 1月～ 2月 10：40～11：40

スポーツ振興課
☎5803-1850
シビックセンター１７階北側

文京区
施設マップ
参照

文京区ホームページは
こちらからご覧ください。

詳細は、東京都の子育て情報サイト
「とうきょう子育てスイッチ」をご覧ください。
（https://kosodateswich.metro.tokyo.lg.jp/）

区報ぶんきょう

文京区ホームページ

公式SNS（Twitter・Facebook・LINE）

子ども家庭支援センター
☎5803-1894
シビックセンター5階

10

18

10
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各種イベントや子育てなど区からの
さまざまな情報を配信します。

LINE公式アカウント公式Facebook公式Twitter

協賛ステッカー デジタルパスポート

資
料
編

資
料
編

文京区の子育て情報
　区報ぶんきょうの毎月25日号に休日医療及び地域子育てス
テーション事業の案内を掲載しています。

　区ホームページには、妊娠・出産から手
当・助成などの子育て支援事業、保育園
への入園手続きや学校教育の取組など
を掲載しています。

ぜん息児水泳教室
　４歳（4月2日現在）～小学5年生で気管支ぜん息等に
かかっているお子さんを対象に年2回開催します。水泳
を通じて心身の鍛練と呼吸機能の改善を図ります。

予防対策課 保健予防係
☎5803-1225
シビックセンター８階南側

まるごと子育て応援事業
　区内在住・在勤の保護者を持つ未就学児を対象に、区立屋外スポーツ施設を開放します。

子育て支援講座
　グループワークを通して、子育ての楽しさを再発見し
てみませんか？
　講座の案内は、区報やホームページ等でお知らせし
ます。

　18歳未満のお子さんがいる世帯や妊娠中の方がいる世帯を対象に、協賛店として登録
している飲食店や施設等において、乳幼児連れの外出サポート（粉ミルクのお湯やおむつ
替えスペースの提供等）や商品の割引などのサービスを提供しています。サイトやアプリ
から入手できるデジタルパスポートを提示することで利用できます。

子育て応援とうきょうパスポート事業

東京都福祉保健局
少子社会対策部計画課
☎5320-4115

東京都福祉保健局少子化対策部育成支援課
☎5320-4125

　東京で暮らすひとり親とそのお子さんが安心して生活できるようサポートします。
（https://www.single-ouen-navi.metro.tokyo.lg.jp/）

シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビ Tokyo

後楽公園
少年野球場

☎3811-4507
（小石川運動場）

六義公園運動場 ☎3947-4438

親子すくすく教室（スポーツ教室）
対象：3歳以上
親子で参加する教室です。

後楽公園
少年野球場
※１期６回,年4期
　実施予定

スポーツ振興課
☎5803-1850

あおぞらすくすく広場（施設開放）
親子で自由に遊べます。
事前申込み不要当日直接会場へ
お越しください。

問い合わせ先開催場所開催場所名　称名　称 開催期間
原則毎週水曜日
９：00～１３：00
原則毎週金曜日
９：00～１2：00

 5月～ 6月 全4期
 9月～ 10月 1期各6回
11月～ 12月 火曜日
 1月～ 2月 10：40～11：40

スポーツ振興課
☎5803-1850
シビックセンター１７階北側

文京区
施設マップ
参照

文京区ホームページは
こちらからご覧ください。

詳細は、東京都の子育て情報サイト
「とうきょう子育てスイッチ」をご覧ください。
（https://kosodateswich.metro.tokyo.lg.jp/）

区報ぶんきょう

文京区ホームページ

公式SNS（Twitter・Facebook・LINE）

子ども家庭支援センター
☎5803-1894
シビックセンター5階
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防災対策
資料編資料編

防災課
☎5803-1179
シビックセンター
1５階北側

施設名施設名対象者対象者
大塚1-5-2
小日向1-26-13
目白台1-19-10
本郷1-26-3

跡見学園女子大学
貞静学園短期大学
日本女子大学（新泉山館）
東洋学園大学1号館

住所住所

妊婦・０歳児およびその母親

資
料
編

資
料
編

防災情報
　深夜だったり、通勤途中だったり、学校にいたり…地震は家族がそ
ろっているときに起きるとは限りません。地震のときにどう行動すべ
きか、日頃から話し合いましょう。

事前に家族で
話し合おう

非常食や毛布の他に、新生児のミルクや紙おむつ等の物資を備蓄しています。備蓄

①身の安全を守るため、
　部屋の中の安全チェックを

地震に備えてまずは「自助」

•家具等の転倒・移動・落下防止
•ガラスの飛散防止
•避難経路の確保（安全に避難で
きるように、部屋の出入り口や廊
下には家具類など物を置かない）

③避難する場所の確認
•避難所（区立小・中学校等33か所）
　自宅が倒壊などの被害を受けたり、そのおそれがある場合に避難します。
　毛布や非常食等が備蓄されており、一時的に生活ができる施設です。
•緊急避難場所（7か所）…一時的に火災等から身を守る広い場所です。
•妊産婦・乳児救護所（4か所）…妊婦・0歳児およびその母親に必要な食糧や救援
物資の配給、情報の提供を行う施設です。

②家での備蓄・非常持ち出し品の準備
　「あなたにとって、ないと生活できない
物」が必要な物です。
　携帯電話、予備の眼鏡やコンタクトレン
ズ、乳幼児のミルク、離乳食、紙おむつな
ど、自分や家族にとって必要な物を確認
し、推奨7日分（最低3日分）備えましょう。

　区内で震度5弱以上の地震が発生した場合に、区災害対策本部の決定により、原則災害
発生の日から最大7日間、区内にある大学や助産師会等の協力により救護所を開設しま
す。

妊産婦・乳児救護所

●妊産婦・乳児救護所として指定している施設

※妊婦・0歳児およびその母親のケアは、助産師会等から派遣される助産師、看護師、医師等が行います。

文京区
施設マップ
参照

～お子さん用に～
ママバッグが非常袋！
中身を補充して、

持ち出しやすい所に!!

※災害が発生しても、自宅が安全な場合は自宅で生活ができるよう、各家庭で備えましょう。

非常持ち出し品の例

26

27

28

29

災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板

　「171」をダイヤルし、メッセージ
を録音、再生するサービスです。

●災害用伝言ダイヤル171（NTT）　
　携帯電話のインターネット接続
サービスを使い安否情報などを登
録し、携帯電話やパソコンなどでメッ
セージを確認できるサービスです。

●災害用伝言板（携帯各社）

□現金（公衆電話用の10円硬貨も）
□通帳類・証書類・キャッシュカード
□免許証・健康保険証・身分証明書
□救急セット
　（ガーゼ・包帯・ばんそうこう・
　傷薬・目薬・風邪薬・胃腸薬など）
□各自の常備薬
□飲料水・食糧・水筒
□粉ミルク、哺乳瓶
□非常食（乾パン・缶詰など）
□着替え・手袋（軍手など）
□雨具
□洗顔用具・タオル・歯磨きセット
□携帯ラジオ（予備電池）
□懐中電灯（1人1個、予備電池）

□笛
□ヘルメット
□万能はさみ・ナイフ
□ポリ袋・ビニール袋
□ポケットティッシュ・ウエットティッシュ
□筆記用具
□携帯電話用充電ケーブル及び
　モバイルバッテリー
□携帯用トイレ
□予備の眼鏡・コンタクトレンズなど

確認して □ しましょう

　災害時には電話の規制が行われることが考えられます。その際の
安否確認の手段として、NTTや携帯各社が災害時に提供するサー
ビスがあります。使い方を覚え有効に活用しましょう。

参照：文京区ホームページ→防災・まちづくり・
環境→防災・防犯→緊急避難場所・避難所

※防災地図もご覧ください。
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防災対策
資料編資料編

防災課
☎5803-1179
シビックセンター
1５階北側

施設名施設名対象者対象者
大塚1-5-2
小日向1-26-13
目白台1-19-10
本郷1-26-3

跡見学園女子大学
貞静学園短期大学
日本女子大学（新泉山館）
東洋学園大学1号館

住所住所

妊婦・０歳児およびその母親

資
料
編

資
料
編

防災情報
　深夜だったり、通勤途中だったり、学校にいたり…地震は家族がそ
ろっているときに起きるとは限りません。地震のときにどう行動すべ
きか、日頃から話し合いましょう。

事前に家族で
話し合おう

非常食や毛布の他に、新生児のミルクや紙おむつ等の物資を備蓄しています。備蓄

①身の安全を守るため、
　部屋の中の安全チェックを

地震に備えてまずは「自助」

•家具等の転倒・移動・落下防止
•ガラスの飛散防止
•避難経路の確保（安全に避難で
きるように、部屋の出入り口や廊
下には家具類など物を置かない）

③避難する場所の確認
•避難所（区立小・中学校等33か所）
　自宅が倒壊などの被害を受けたり、そのおそれがある場合に避難します。
　毛布や非常食等が備蓄されており、一時的に生活ができる施設です。
•緊急避難場所（7か所）…一時的に火災等から身を守る広い場所です。
•妊産婦・乳児救護所（4か所）…妊婦・0歳児及びその母親に必要な食糧や救援物
資の配給、情報の提供を行う施設です。

②家での備蓄・非常持ち出し品の準備
　「あなたにとって、ないと生活できない
物」が必要な物です。
　携帯電話、予備の眼鏡やコンタクトレン
ズ、乳幼児のミルク、離乳食、紙おむつな
ど、自分や家族にとって必要な物を確認
し、推奨7日分（最低3日分）備えましょう。

　区内で震度5弱以上の地震が発生した場合に、区災害対策本部の決定により、原則災害
発生の日から最大7日間、区内にある大学や助産師会等の協力により救護所を開設しま
す。

妊産婦・乳児救護所

●妊産婦・乳児救護所として指定している施設

※妊婦・0歳児およびその母親のケアは、助産師会等から派遣される助産師、看護師、医師等が行います。

文京区
施設マップ
参照

～お子さん用に～
ママバッグが非常袋！
中身を補充して、

持ち出しやすい所に!!

※災害が発生しても、自宅が安全な場合は自宅で生活ができるよう、各家庭で備えましょう。

非常持ち出し品の例

26

27

28

29

災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板

　「171」をダイヤルし、メッセージ
を録音、再生するサービスです。

●災害用伝言ダイヤル171（NTT）　
　携帯電話のインターネット接続
サービスを使い安否情報などを登
録し、携帯電話やパソコンなどでメッ
セージを確認できるサービスです。

●災害用伝言板（携帯各社）

□現金（公衆電話用の10円硬貨も）
□通帳類・証書類・キャッシュカード
□免許証・健康保険証・身分証明書
□救急セット
　（ガーゼ・包帯・ばんそうこう・
　傷薬・目薬・風邪薬・胃腸薬など）
□各自の常備薬
□飲料水・食糧・水筒
□粉ミルク、哺乳瓶
□非常食（乾パン・缶詰など）
□着替え・手袋（軍手など）
□雨具
□洗顔用具・タオル・歯磨きセット
□携帯ラジオ（予備電池）
□懐中電灯（1人1個、予備電池）

□笛
□ヘルメット
□万能はさみ・ナイフ
□ポリ袋・ビニール袋
□ポケットティッシュ・ウエットティッシュ
□筆記用具
□携帯電話用充電ケーブル及び
　モバイルバッテリー
□携帯用トイレ
□予備の眼鏡・コンタクトレンズなど

確認して □ しましょう

　災害時には電話の規制が行われることが考えられます。その際の
安否確認の手段として、NTTや携帯各社が災害時に提供するサー
ビスがあります。使い方を覚え有効に活用しましょう。

参照：文京区ホームページ→防災・まちづくり・
環境→防災・防犯→緊急避難場所・避難所

※防災地図もご覧ください。
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区内在住で「保育の必要性」の認定を受けた園
児の保護者（要件あり）（P67）

幼児保育課 
施設給付・私立幼稚園担当
☎5803-1823

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

ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不
安などのご相談に応じます。

東京都ひとり親家庭
支援センターはあと
☎6272-8720

死別・離婚等による生活や就労上の悩みごとを
受け付けています。（P73）

生活福祉課
☎5803-1216

母子・父子・女性相談
（緊急避難等の相談含む）

生活相談

養育費の取り決めや離婚前後の親権・婚姻費
用・慰謝料・財産分与などの法的な相談、面会
交流の支援（収入等一定要件あり）等

東京都ひとり親家庭
支援センターはあと
☎6272-8720

子どもの利益を守るための法律的な相談（養
育費等）を専門弁護士が受けます。（P71）

子ども家庭支援センター
（予約）☎5803-1104

子どもの最善の利益を守る
法律専門相談

養育費相談・離婚前後の法律相談
面会交流支援

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）（P15・P20）

子育て支援課
児童給付係（コールセンター）
☎5803-1288

経済的自立と子どもの福祉を図るための各種
資金の貸付

生活福祉課
☎5803-1216母子及び父子福祉資金

児童扶養手当・児童育成手当
ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭の就労に関する相談・キャリア
アップ支援・職業紹介等を行います。

東京都ひとり親家庭
支援センターはあと飯田橋
☎3263-3451

就職の際に有利で生活の安定が図れる資格・
技能を習得するための給付金を支給

生活福祉課
☎5803-1216

自立支援教育訓練給付金
高等職業訓練促進給付金

仕事探し

住環境改善等のために区内の民間賃貸住宅に転
居する時転居費用及び家賃差額を助成（要件あり）
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）

（申）福祉住宅サービス
11階北側
☎5803-1238

福祉政策課福祉住宅係
11階北側
☎5803-1220

すまいる住宅登録事業

ひとり親世帯移転費用等助成

不動産業界団体から推薦を受けた民間の不動産
店を「住まいの協力店」として区に登録し、ひとり
親世帯に対して、適切な民間賃貸住宅情報を提供
区と協定を締結した民間保証会社が、入居者との保証
委託契約に基づき、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）

すみかえサポート事業

住まいの協力店制度

ひとり親世帯の方も申込みできます。詳細は
HPをご覧ください。

東京都住宅供給公社
都営住宅募集センター
☎3498-8894

小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭を
対象に、区が指定した事業者のベビーシッター
を所得に応じた負担額で利用できます。（P49）

子育て支援課
子育て支援推進担当
☎5803-1256

ひとり親家庭
子育て訪問支援券事業

都営住宅

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯から
出る粗大ごみについて処理手数料を免除します。

文京清掃事務所
☎3813-6661

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯の
水道料・下水道料の一部を免除します。（一定
の要件あり）

水道局文京営業所
☎5840-8021水道・下水道料金の一部免除

粗大ごみ処理手数料免除

児童扶養手当受給世帯のJR通勤定期乗車券が
3割引きになります。また、世帯員のうち1人に限
り都営交通全区間の無料乗車券を交付します。

子育て支援課
児童給付係（コールセンター）
☎5803-1288

JR定期券割引・
都営交通無料乗車券

事業内容事業内容 担当・問い合わせ先事業名事業名
病気や失業などいろいろな事情で生活に困っ
たときは、ご相談ください。

生活福祉課 相談係
☎5803-1216

離職・廃業をした日から２年以内、またはやむを
えない休業等により、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、
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
☎5803-1917住居確保給付金

生活に困った時

婚姻によらないひとり親の方
認可保育園の保育料を減額（要件あり）

幼児保育課 入園相談係
☎5803-1190

緊急一時保育事業、リフレッシュ一時保育事業
の利用料の減額

幼児保育課 幼児保育係
☎5803-1189

子育て支援事業
利用者負担軽減

子育て支援事業
利用料等助成制度

認可保育園の保育料
の減額

一時保育事業、ファミリー・サポート・センター
事業、病児・病後児保育事業、子育て訪問支援
券事業、訪問型病児・病後児保育事業の利用
料の助成（要件あり）（P68）

子育て支援課 子育て支援推進担当
☎5803-1256

「入園時追加補助金」「施設等利用費」「保護者
負担軽減補助金」（P67）
（「子育てのための施設等利用給付認定」を受
ける必要あり）

幼児保育課 
施設給付・私立幼稚園担当
☎5803-1823

私立幼稚園等園児の
保護者負担軽減補助金

「子育てのための施設等利用給付認定」を受け
る必要あり

幼児保育課 
施設給付・私立幼稚園担当
☎5803-1823

国立幼稚園等園児の
施設等利用給付

経済的な理由によって就学させることが困難な児童
の保護者に新入学用品費を入学前に支給（要件あり）

教育委員会学務課学事係
☎5803-1295

区内在住の児童扶養手当、就学援助受給世帯
等に定期的に食品等を配付します。

子育て支援課
子育て支援係（コールセンター）
☎5803-1288

子ども宅食プロジェクト

就学援助

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

福祉住宅サービス
☎5803-1238

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。抽せん方式及びポイ
ント方式の募集を各年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
☎3498-8894

都営住宅

区営住宅

妊娠から子育てに必要な費用、介護に必要な
費用のほか、育児介護休業中の生活費にご利
用いただける東京都の融資制度です。（P12）

東京都産業労働局
雇用就業部労働環境課
☎5320-4653

寡婦控除、ひとり親控除（適用要件あり） 税務課 課税第一・二係
☎5803-1154～5

特別区民税・都民税
（住民税）の適用制度

東京都中小企業
従業員生活資金融資制度
子育て・介護支援融資
（すくすく・ささえ）

寡婦控除、ひとり親控除（適用要件あり） 小石川税務署 ☎3811-1141
本郷税務署 ☎3811-3171所得税の適用制度

事業内容事業内容 担当・問い合わせ先事業名事業名

資
料
編

ひとり親の方のために 経済的支援の必要な方のために
シングルママ・シングルパパ
くらし応援ナビ Tokyo（P93）

資
料
編
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区内在住で「保育の必要性」の認定を受けた園
児の保護者（要件あり）（P67）

幼児保育課 
施設給付・私立幼稚園担当
☎5803-1823

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

ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不
安などのご相談に応じます。

東京都ひとり親家庭
支援センターはあと
☎6272-8720

死別・離婚等による生活や就労上の悩みごとを
受け付けています。（P73）

生活福祉課
☎5803-1216

母子・父子・女性相談
（緊急避難等の相談含む）

生活相談

養育費の取り決めや離婚前後の親権・婚姻費
用・慰謝料・財産分与などの法的な相談、面会
交流の支援（収入等一定要件あり）等

東京都ひとり親家庭
支援センターはあと
☎6272-8720

子どもの利益を守るための法律的な相談（養
育費等）を専門弁護士が受けます。（P71）

子ども家庭支援センター
（予約）☎5803-1104

子どもの最善の利益を守る
法律専門相談

養育費相談・離婚前後の法律相談
面会交流支援

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）（P15・P20）

子育て支援課
児童給付係（コールセンター）
☎5803-1288

経済的自立と子どもの福祉を図るための各種
資金の貸付

生活福祉課
☎5803-1216母子及び父子福祉資金

児童扶養手当・児童育成手当
ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭の就労に関する相談・キャリア
アップ支援・職業紹介等を行います。

東京都ひとり親家庭
支援センターはあと飯田橋
☎3263-3451

就職の際に有利で生活の安定が図れる資格・
技能を習得するための給付金を支給

生活福祉課
☎5803-1216

自立支援教育訓練給付金
高等職業訓練促進給付金

仕事探し

住環境改善等のために区内の民間賃貸住宅に転
居する時転居費用及び家賃差額を助成（要件あり）
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）

（申）福祉住宅サービス
11階北側
☎5803-1238

福祉政策課福祉住宅係
11階北側
☎5803-1220

すまいる住宅登録事業

ひとり親世帯移転費用等助成

不動産業界団体から推薦を受けた民間の不動産
店を「住まいの協力店」として区に登録し、ひとり
親世帯に対して、適切な民間賃貸住宅情報を提供
区と協定を締結した民間保証会社が、入居者との保証
委託契約に基づき、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）

すみかえサポート事業

住まいの協力店制度

ひとり親世帯の方も申込みできます。詳細は
HPをご覧ください。

東京都住宅供給公社
都営住宅募集センター
☎3498-8894

小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭を
対象に、区が指定した事業者のベビーシッター
を所得に応じた負担額で利用できます。（P49）

子育て支援課
子育て支援推進担当
☎5803-1256

ひとり親家庭
子育て訪問支援券事業

都営住宅

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯から
出る粗大ごみについて処理手数料を免除します。

文京清掃事務所
☎3813-6661

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯の
水道料・下水道料の一部を免除します。（一定
の要件あり）

水道局文京営業所
☎5840-8021水道・下水道料金の一部免除

粗大ごみ処理手数料免除

児童扶養手当受給世帯のJR通勤定期乗車券が
3割引きになります。また、世帯員のうち1人に限
り都営交通全区間の無料乗車券を交付します。

子育て支援課
児童給付係（コールセンター）
☎5803-1288

JR定期券割引・
都営交通無料乗車券

事業内容事業内容 担当・問い合わせ先事業名事業名
病気や失業などいろいろな事情で生活に困っ
たときは、ご相談ください。

生活福祉課 相談係
☎5803-1216

離職・廃業をした日から２年以内、またはやむを
えない休業等により、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、
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
☎5803-1917住居確保給付金

生活に困った時

婚姻によらないひとり親の方
認可保育園の保育料を減額（要件あり）

幼児保育課 入園相談係
☎5803-1190

緊急一時保育事業、リフレッシュ一時保育事業
の利用料の減額

幼児保育課 幼児保育係
☎5803-1189

子育て支援事業
利用者負担軽減

子育て支援事業
利用料等助成制度

認可保育園の保育料
の減額

一時保育事業、ファミリー・サポート・センター
事業、病児・病後児保育事業、子育て訪問支援
券事業、訪問型病児・病後児保育事業の利用
料の助成（要件あり）（P68）

子育て支援課 子育て支援推進担当
☎5803-1256

「入園時追加補助金」「施設等利用費」「保護者
負担軽減補助金」（P67）
（「子育てのための施設等利用給付認定」を受
ける必要あり）

幼児保育課 
施設給付・私立幼稚園担当
☎5803-1823

私立幼稚園等園児の
保護者負担軽減補助金

「子育てのための施設等利用給付認定」を受け
る必要あり

幼児保育課 
施設給付・私立幼稚園担当
☎5803-1823

国立幼稚園等園児の
施設等利用給付

経済的な理由によって就学させることが困難な児童
の保護者に新入学用品費を入学前に支給（要件あり）

教育委員会学務課学事係
☎5803-1295

区内在住の児童扶養手当、就学援助受給世帯
等に定期的に食品等を配付します。

子育て支援課
子育て支援係（コールセンター）
☎5803-1288

子ども宅食プロジェクト

就学援助

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

福祉住宅サービス
☎5803-1238

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。抽せん方式及びポイ
ント方式の募集を各年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
☎3498-8894

都営住宅

区営住宅

妊娠から子育てに必要な費用、介護に必要な
費用のほか、育児介護休業中の生活費にご利
用いただける東京都の融資制度です。（P12）

東京都産業労働局
雇用就業部労働環境課
☎5320-4653

寡婦控除、ひとり親控除（適用要件あり） 税務課 課税第一・二係
☎5803-1154～5

特別区民税・都民税
（住民税）の適用制度

東京都中小企業
従業員生活資金融資制度
子育て・介護支援融資
（すくすく・ささえ）

寡婦控除、ひとり親控除（適用要件あり） 小石川税務署 ☎3811-1141
本郷税務署 ☎3811-3171所得税の適用制度

事業内容事業内容 担当・問い合わせ先事業名事業名

資
料
編

ひとり親の方のために 経済的支援の必要な方のために
シングルママ・シングルパパ
くらし応援ナビ Tokyo（P93）
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料
編
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じゃがいも・さつまい
も・かぼちゃ等（大き
目のさいの目に切る）
と茹でたひき肉を一緒
にだし汁で煮てしょう
ゆ少々で味付けし、水
溶き片栗粉でとろみを
つけます。

【作り方】
①小麦粉とベーキングパウダーをふる
　いにかける。
②卵・牛乳・砂糖をよく混ぜ合わせ①
　を加えて混ぜる。
③アルミカップに入れ、15分～20分蒸す。
※干しぶどう、チーズ、かぼちゃ、さ
　つまいもなど入れてみましょう。

資料編資料編
離乳食紹介（離乳中期・完了期）と
おやつの紹介

【材料】
小麦粉………………100ｇ
ベーキングパウダー…3ｇ
卵………………………1個
牛乳…………………60㏄
砂糖…………………40ｇ

7～8個分

お子さんの様子

ポイ
ント
！

ポイ
ント
！

蒸しパンそぼろ煮

【作り方】
①マカロニを茹でる。
②きな粉と砂糖をよく混ぜ合わせ、①にふ

りかける。
※きな粉をフライパンでから炒りすると香

ばしくなります。

【材料】
マカロニ………………50ｇ
砂糖……………大さじ1½
きな粉…………大さじ１弱

子ども4人分

マカロニきな粉かけ

【作り方】
①バターを軟らかくしておく。
②食パンを4等分に切る。
③①とグラニュー糖を混ぜ合わせて②にぬ

る。
※軽く焼いてもおいしいです。

【材料】
食パン(8枚切り)……2枚
バター…………………6ｇ
グラニュー糖…小さじ１弱

子ども4人分

シュガーバターパン

おなじみメニューからの取り分け方法

～離乳食を作ってみましょう！～
離乳中期  生後7～8か月頃

・食べ物に合わせて、上手に噛み方を変える練習をしています。
・自分で持って一口量をかじり取り歯ぐきでカミカミします。
・むら食い、遊び食べ、散らかし食べが目立つようになります。

・家族と一緒に食事をする楽しさを知らせましょう。
・濃い味・香辛料・消化の悪いものには気をつけましょう。
・大人と同じ味付けでは濃すぎます。薄めてあげましょう。

～離乳食の仕上げの時期です～
離乳完了期  生後12～18か月の頃

保育園の人気のおやつ
ハンバーグの具
カレー
肉じゃが

肉団子にして下茹でし、スープや牛乳で煮込む。
カレールーを入れる前に具を取り分け、牛乳やホワイトソースで煮る。
煮詰める前にやわらかくなった具を取り分け、だし汁を足して薄味で煮る。

５･

６
か
月
頃

７･

８
か
月
頃

９
〜
11
か
月
頃

Q 魚を食べにくそうに吐き出し、食べてくれません。

魚などのたんぱく質食品は加熱すると固まるので、パサパサしがちで
す。スープやだし汁で水分を多くし、なめらかになるように、水溶き
片栗粉でとろみをつけましょう。つぶし野菜や、大根おろしと一緒に
煮ても、食べやすくなります。

A

Q モグモグしないで丸飲みしているみたい。

モグモグできるように、ゆっくり口に運んであげましょう。小さく切
りすぎても、丸飲みにつながります。大きさは3mm角くらいから始
め、慣れてきたら5mm角くらいに徐々に進めていきましょう。

A

Q 野菜が苦手で、吐き出したり、無理に口に入れると泣きだします。

この時期の子どもの味覚は敏感で、野菜の苦みや酸味を好みません。ま
た、野菜の繊維質は歯の発達の十分でない子どもには、噛み切ることが
できません。無理強いせず、ペースト→きざみ→スティック状と、形態
や雰囲気を変えたり、味付けを変えたりして少しずつ慣らしていきまし
ょう。

A

小さめのさいの目に切った豆腐と茹でて3～
5mm程度に切った野菜をだし汁で煮て水溶
き片栗粉でとろみをつけます。

豆腐のくず煮
茹でたうどんを5mm位の長さに切り、やわら
かく茹で3～5mm程度に切ったにんじん、玉
ねぎ、ほうれん草などの野菜と一緒にだし汁
でくたくたに煮ます。

うどんのくたくた煮

野菜は子どもの舌で十分つぶせるようやわらかく茹でます。
調味料は使用せず、だしと素材の味を生かしましょう。

食べが悪い場合はほんの少量の塩やしょうゆ、みそで味付けします。

資
料
編

資
料
編

離乳食の悩み &Q A
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じゃがいも・さつまい
も・かぼちゃ等（大き
目のさいの目に切る）
茹でたひき肉を一緒に
だし汁で煮てしょうゆ
少々で味付けし、水溶
き片栗粉でとろみをつ
けます。

【作り方】
①小麦粉とベーキングパウダーをふる
　いにかける。
②卵・牛乳・砂糖をよく混ぜ合わせ①
　を加えて混ぜる。
③アルミカップに入れ、15分～20分蒸す。
※干しぶどう、チーズ、かぼちゃ、さ
　つまいもなど入れてみましょう。

資料編資料編
離乳食紹介（離乳中期・完了期）と
おやつの紹介

【材料】
小麦粉………………100ｇ
ベーキングパウダー…3ｇ
卵………………………1個
牛乳…………………60㏄
砂糖…………………40ｇ

7～8個分

お子さんの様子

ポイ
ント
！

ポイ
ント
！

蒸しパンそぼろ煮

【作り方】
①マカロニを茹でる。
②きな粉と砂糖をよく混ぜ合わせ、①にふ

りかける。
※きな粉をフライパンでから炒りすると香

ばしくなります。

【材料】
マカロニ………………50ｇ
砂糖……………大さじ1½
きな粉…………大さじ１弱

子ども4人分

マカロニきな粉かけ

【作り方】
①バターを軟らかくしておく。
②食パンを4等分に切る。
③①とグラニュー糖を混ぜ合わせて②にぬ

る。
※軽く焼いてもおいしいです。

【材料】
食パン(8枚切り)……2枚
バター…………………6ｇ
グラニュー糖…小さじ１弱

子ども4人分

シュガーバターパン

おなじみメニューからの取り分け方法

～離乳食を作ってみましょう！～
離乳中期  生後7～8か月頃

・食べ物に合わせて、上手に噛み方を変える練習をしています。
・自分で持って一口量をかじり取り歯ぐきでカミカミします。
・むら食い、遊び食べ、散らかし食べが目立つようになります。

・家族と一緒に食事をする楽しさを知らせましょう。
・濃い味・香辛料・消化の悪いものには気をつけましょう。
・大人と同じ味付けでは濃すぎます。薄めてあげましょう。

～離乳食の仕上げの時期です～
離乳完了期  生後12～18か月の頃

保育園の人気のおやつ
ハンバーグの具
カレー
肉じゃが

肉団子にして下茹でし、スープや牛乳で煮込む。
カレールーを入れる前に具を取り分け、牛乳やホワイトソースで煮る。
煮詰める前にやわらかくなった具を取り分け、だし汁を足して薄味で煮る。

５･

６
か
月
頃

７･

８
か
月
頃

９
〜
11
か
月
頃

Q 魚を食べにくそうに吐き出し、食べてくれません。

魚などのたんぱく質食品は加熱すると固まるので、パサパサしがちで
す。スープやだし汁で水分を多くし、なめらかになるように、水溶き
片栗粉でとろみをつけましょう。つぶし野菜や、大根おろしと一緒に
煮ても、食べやすくなります。

A

Q モグモグしないで丸飲みしているみたい。

モグモグできるように、ゆっくり口に運んであげましょう。小さく切
りすぎても、丸飲みにつながります。大きさは3mm角くらいから始
め、慣れてきたら5mm角くらいに徐々に進めていきましょう。

A

Q 野菜が苦手で、吐き出したり、無理に口に入れると泣きだします。

この時期の子どもの味覚は敏感で、野菜の苦みや酸味を好みません。ま
た、野菜の繊維質は歯の発達の十分でない子どもには、噛み切ることが
できません。無理強いせず、ペースト→きざみ→スティック状と、形態
や雰囲気を変えたり、味付けを変えたりして少しずつ慣らしていきまし
ょう。

A

小さめのさいの目に切った豆腐と茹でて3～
5mm程度に切った野菜をだし汁で煮て水溶
き片栗粉でとろみをつけます。

豆腐のくず煮
茹でたうどんを5mm位の長さに切り、やわら
かく茹で3～5mm程度に切ったにんじん、玉
ねぎ、ほうれん草などの野菜と一緒にだし汁
でくたくたに煮ます。

うどんのくたくた煮

野菜は子どもの舌で十分つぶせるようやわらかく茹でます。
調味料は使用せず、だしと素材の味を生かしましょう。

食べが悪い場合はほんの少量の塩やしょうゆ、みそで味付けします。

資
料
編
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編

離乳食の悩み &Q A
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所在地 施　設 おすすめポイント施設名

　
※2022年度は の再整備工事を行っています。

文京区の公
園

春日1-15 春は桜がきれいで花壇もあります。
幼児用シート付きブランコもあります。礫川公園

後楽1-6 大小2つのすべり台があります。後楽公園
小石川3-20 （トイレ無し） ブランコとすべり台があります。井上公園

小石川5-9 木陰の多い、テニスコートと大きなすべり
台のある公園です。竹早公園

白山1-27 （トイレ無し）
ふね型の複合遊具があり、ふね公園の愛
称で親しまれています。幼児用シート付き
ブランコもあります。

丸山新町公園

千石1-4 クライミングや切り株を模した大型すべり台
や幼児用シート付きブランコなどがあります。千石公園

千石4-23 汽車を模した遊具や、ボールを使用する
ことが出来るスペースがあります。文京宮下公園

大塚3-26 キャッチボール場のある公園です。大塚窪町公園

大塚3-30 彫刻、滝、遊具などが楽しめる公園です。窪町東公園

大塚3-29
スポーツセンター隣接の広い公園です。
じゃぶじゃぶ池や広いひろばがあります。
2019年3月に全面リニューアル

教育の森公園

大塚4-49 広いひろばがあります。公園内にみどり
の図書室と集会所があります。大塚公園

ベ …開閉式ベビーベッド 幼 …幼児用便座チ …トイレ内にベビーチェア 授 …授乳スペース

ベ　チ　幼

所在地 施　設 おすすめポイント施設名

ベ　チ　幼

ベ　チ　授

ベ　授

ベ　チ　幼

ベ　チ　幼

ベ　チ　幼

新花公園

関口2-1 神田川沿いにある遊歩道のような公園で
す。桜並木があり春は桜を楽しめます。江戸川公園

千駄木3-4 起伏に富んだ地形を活かした公園です。須藤公園

本郷2-7
地球儀や砂場・バラ園があります。ベンチ
の数が多いです。親子で森林浴を楽しみ
ながらお散歩ができます。

本郷給水所公苑

目白台1-19･20
芝生の斜面があります。ヨチヨチ歩きから、
ワンパクまで大きな空の下でのびのびと遊
べます。公園内スポーツ施設等は有料です。
（問合せ：☎3941-6153）

目白台運動公園

目白台1-1
細川家下屋敷の庭園跡地を活かした、池泉回遊
式庭園です。集会室「松聲閣」に無料の展望室と
休憩室があります。（問合せ：☎3941-2010）

肥後細川庭園

湯島2-31 クジラを模した大型すべり台や幼児用
シート付きブランコなどがあります。

本駒込6-16 六義園に隣接する公園で、アスレチック
遊具があります。六義公園

本駒込5-17 （トイレ無し） 斜面で遊べる遊具（すべり台）がありま
す。様々な植物も楽しめます。富士前公園

本駒込4-35 本物の都電があります（乗車不可）。夏に
なるとじゃぶじゃぶ池に水が張られます。

神明都電
車庫跡公園

大塚1-8 グラウンドがあり、様々な遊具もあります。新大塚公園

丸山新町公園
千石公園 大塚窪町公園

富士前公園
新大塚公園

目白台運動公園
新花公園

須藤公園

文京区内の公園一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ベ　チ　幼

ベ　チ

ベ　チ

ベ　チ　幼

ベ　チ

ベ　チ　幼

ベ　チ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

18
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☎5803-1252
利用料：無料（スポーツ施設・併設施設等有料）
みどり公園課19階北側

文京区
施設マップ
参照
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所在地 施　設 おすすめポイント施設名

　
※2022年度は の再整備工事を行っています。

文京区の公
園

春日1-15 春は桜がきれいで花壇もあります。
幼児用シート付きブランコもあります。礫川公園

後楽1-6 大小2つのすべり台があります。後楽公園
小石川3-20 （トイレ無し） ブランコとすべり台があります。井上公園

小石川5-9 木陰の多い、テニスコートと大きなすべり
台のある公園です。竹早公園

白山1-27 （トイレ無し）
ふね型の複合遊具があり、ふね公園の愛
称で親しまれています。幼児用シート付き
ブランコもあります。

丸山新町公園

千石1-4 クライミングや切り株を模した大型すべり台
や幼児用シート付きブランコなどがあります。千石公園

千石4-23 汽車を模した遊具や、ボールを使用する
ことが出来るスペースがあります。文京宮下公園

大塚3-26 キャッチボール場のある公園です。大塚窪町公園

大塚3-30 彫刻、滝、遊具などが楽しめる公園です。窪町東公園

大塚3-29
スポーツセンター隣接の広い公園です。
じゃぶじゃぶ池や広いひろばがあります。
2019年3月に全面リニューアル

教育の森公園

大塚4-49 広いひろばがあります。公園内にみどり
の図書室と集会所があります。大塚公園

ベ …開閉式ベビーベッド 幼 …幼児用便座チ …トイレ内にベビーチェア 授 …授乳スペース

ベ　チ　幼

所在地 施　設 おすすめポイント施設名

ベ　チ　幼

ベ　チ　授

ベ　授

ベ　チ　幼

ベ　チ　幼

ベ　チ　幼

新花公園

関口2-1 神田川沿いにある遊歩道のような公園で
す。桜並木があり春は桜を楽しめます。江戸川公園

千駄木3-4 起伏に富んだ地形を活かした公園です。須藤公園

本郷2-7
地球儀や砂場・バラ園があります。ベンチ
の数が多いです。親子で森林浴を楽しみ
ながらお散歩ができます。

本郷給水所公苑

目白台1-19･20
芝生の斜面があります。ヨチヨチ歩きから、
ワンパクまで大きな空の下でのびのびと遊
べます。公園内スポーツ施設等は有料です。
（お問合せ：☎3941-6153）

目白台運動公園

目白台1-1
細川家下屋敷の庭園跡地を活かした、池泉回遊
式庭園です。集会室「松聲閣」に無料の展望室と
休憩室があります。（お問合せ：☎3941-2010）

肥後細川庭園

湯島2-31 クジラを模した大型すべり台や幼児用
シート付きブランコなどがあります。

本駒込6-16 六義園に隣接する公園で、アスレチック
遊具があります。六義公園

本駒込5-17 （トイレ無し） 斜面で遊べる遊具（すべり台）がありま
す。様々な植物も楽しめます。富士前公園

本駒込4-35 本物の都電があります（乗車不可）。夏に
なるとじゃぶじゃぶ池に水が張られます。

神明都電
車庫跡公園

大塚1-8 グラウンドがあり、様々な遊具もあります。新大塚公園

丸山新町公園
千石公園 大塚窪町公園

富士前公園
新大塚公園

目白台運動公園
新花公園

須藤公園

文京区内の公園一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ベ　チ　幼

ベ　チ

ベ　チ

ベ　チ　幼

ベ　チ

ベ　チ　幼

ベ　チ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

18

資
料
編

資
料
編

☎5803-1252
利用料：無料（スポーツ施設・併設施設等有料）
みどり公園課19階北側

文京区
施設マップ
参照
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tel:03-3941-6153


 

※新型コロナウイルスの影響で、休園・休所の場合あり 要  事前に問合せ

根津神社

トピックス
・産後の心と体（産後サポート）
産後の心と体は想像以上にダメージを受けてい
ます。
産後の負担を軽減するサポートを積極的に取り入
れましょう。

・赤ちゃん家族の防災グッズ
電気・ガス・水道などのライフラインが止まったと
き、水や食料、着替えなどのほかに、どんなものを
用意しておけばよいのでしょうか。
そんな時に役立つ防災アイテムを
紹介します。

文京区イベント情報2022年度

ステージ・エコ ◎各種資源回収、フードドライブ（未利用食品の回収）など

※11月23日（水・祝）は、文京エコ・リサイクルフェアと同時開催のため10：00～15：00（予定）

実施日：９月4日(日)

時　間：9：30～16：00（原則）
会　場：ギャラリーシビック（文京シビックセンター1階）ほか

「すくすく子育て情報」では、
子育てに役に立つ情報が発信されています。
子育てのヒントや番組・ウェブサイトが紹介されて
いますので、ぜひ、ご活用ください。

実施日：5月13日(金)終了､7月9日(土)､9月10日(土)､11月23日(水・祝)､2月10日(金)
時　間：10：00～正午（原則）
会　場：ギャラリーシビック（文京シビックセンター1階）

子育てフェスティバル2022

◎オンラインによる保育施設紹介や、子育て情報の発信など（予定）

パパ・ママの子育てのお悩み ～NHKのホームページで子育てのヒント～

資
料
編

資
料
編

～少しおおきくなったら、
遠出をしてみませんか？～
　ひろい公園をお散歩したり、アス
レチック、サイクリング、ジャブジャブ
池で遊ぶのも楽しいでしょう。

6

おすすめ
スポット

東京大学大学院
理学系研究科附属植物園

根津神社

六義園

旧岩崎邸庭園

上野恩賜公園　不忍池

上野動物園

国立国会図書館
国際子ども図書館

北の丸公園

科学技術館

パレスサイクリング

飛鳥山公園

新宿御苑

消防博物館

東京おもちゃ美術館

南池袋公園

ベ …開閉式ベビーベッド 幼 …幼児用便座チ …トイレ内にベビーチェア 授 …授乳スペース

文京区白山3-7-1
9：00～16：30

有料☎3814-0138
月曜（祝日の場合翌日）
通年
無休
9：00～17：00（期間により夜間開所）
年末年始／授乳室利用時は事務所まで
9：00～17：00（最終入園16：30）
年末年始　 要 問合せ　
通年
無休
9：30～17：00（最終入園16：00）

9：30～17：00
月曜・祝日・第3水曜・年末年始
※5月5日こどもの日は開館
22：00消灯
無休（国家行事に伴う閉園あり）
工事等のため一部立入禁止あり
10：00～16：50（入館16：00まで）
一部の水曜（学校の長期休
み期間は開館）・年末年始
10：00～16：00

通年
無休
8：00～22：00

木曜・年末年始・特別休館日あり

年末年始

9：30～17：00（入館16：30まで）
月曜・年末年始・館内整備日

9：00～16：00（閉園16：30）
季節により変動あり
月曜（祝日の場合翌平日）
中学生以下無料

10：00～16：00
※完全事前予約制

※指定の日曜日のみ開催（雨天
時・イベント開催時等中止）

月曜（祝日の場合翌日）・
年末年始（12/29～1/1）
※入園方法は公式HPを要確認

文京区根津1-28-9 無料☎3822-0753

文京区本駒込6-16-3 有料☎3941-2222

台東区池之端1-3-45 有料☎3823-8340

台東区上野公園・
池之端三丁目 無料☎3828-5644

台東区上野公園9-83 ※貸ベビーカー有
（有料）

有料☎3828-5171

台東区上野公園12-49 無料☎3827-2053

千代田区北の丸公園
1-1 無料☎3211-7878

千代田区北の丸公園
2-1 有料☎3212-8544

皇居前の祝田橋～平川門 無料☎6409-6923

北区王子1-1-3 無料☎3908-9275

新宿区内藤町11 有料☎3350-0151

新宿区四谷3-10 無料☎3353-9119

新宿区四谷4-20
四谷ひろば内 有料☎5367-9601

豊島区南池袋2-21-1 無料☎3981-1111

ベ チ  幼  授

ベ　チ

所在地 利用料 施　設電　話
開園時間
休日／備考

施設名

ベ

ベ　チ　授

ベ　チ

ベ　授

ベ　チ　幼

あらかわ遊園

9:00～17:00
※事前予約の場合あり。詳
細は公式HPを確認

火曜・年末年始

荒川区西尾久6-35-11 有料☎3893-6003

ベ チ  幼  授

ベ　チ　授

ベ　授

ベ チ  幼  授

ベ　チ　授

※都合により、中止・変更となることがあります。

「すくすく子育て情報」「すくすく子育て情報」

HPはこちら

未▼詳細はHPをご参照ください
http://www.nhk.or.jp/sukusuku/

未

NHKの番組（総合・Eテレ）を
〇放送から１週間
〇パソコンやスマホで
視聴できるサービスです。

ＮＨＫプラスＮＨＫプラス

HPはこちら

▼利用登録が必要です。
https://plus.nhk.jp/info

「ＮＨＫキッズ」は、
おもに３歳から７歳を
対象にしたアプリです。
Eテレからセレクトした
番組の動画が楽しめます。

HPはこちら

▼詳細はHPをご参照ください
https://www.nhk.or.jp/school/kids/

未
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