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令和４年（2022年）7月21日（木曜日） No.１５０８区のおしらせ 7 月 2 1 日号

　10月１日（土）に新たに「クオリス
キッズ月島保育園」と「さくらさくみ
らい　勝どき」の２園を開設します。
　保育園概要・定員は別表１・２の
とおりです。
　開設に当たり、10月入園・転園・

延長保育の申し込みを受け付けます。
　対象・申し込み方法などは別表
３・４のとおりです。
逢保育課保育入園係
　☎（３５４６）９５８７

　令和４年度の一般会計補正予算が、
６月に開かれた第２回区議会定例会
で可決されました。
　今回の補正予算は、別表５のとお
りです。
別表5　一般会計の補正額
補正予算額 補正後の予算額

18億1,186万
8千円

1,266億3,023万
1千円

主な内容
東京湾大華火祭の再開に向けた基礎
調査 （4,945千円）
　平成27年度を最後に休止している
「東京湾大華火祭」について、再開に
向けた検討を進めるため、観覧会場
や会場周辺の警備計画などの基礎調
査を行います。
育ちの相談・サポート機能などの充
実に向けた施設の再編整備
 （537,155千円）
　郷土天文館が本の森ちゅうおうへ
移転することに伴い、跡スペースを
活用し、子どもと子育て家庭に対す
る総合的な相談・支援体制や障害
者・児などに対するサービス提供体
制の強化など、育ちの相談・サポー
ト機能などの充実を図るため、周辺
の既存施設も含めた施設の再編整備
を行います。

感染症患者搬送費用の増額
 （30,000千円）
　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、感染症患者の搬送件数
が想定を上回って推移していること
などから、予算を増額します。
新型コロナウイルスワクチン接種
（４回目接種） （710,046千円）
　新型コロナウイルスワクチン接種
について、４回目接種の実施に要す
る経費を計上します。
住民税非課税世帯等に対する臨時
特別給付金 （342,564千円）
　新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中、さまざまな困難に
直面した方々を支援することを目的
として、令和４年度に新たに対象と
なった住民税非課税世帯などに臨時
特別給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金 （34,601千円）
　コロナ禍において物価高騰などに
直面する生活困窮者などへの支援と
して、緊急小口資金などの特例貸付
を利用できない世帯に対して支給す
る「新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金」の申請期限を延
長します。
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以
外分） （125,000千円）

　新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中で、物価高騰などに
直面する低所得の子育て世帯に対し、
生活の支援を行うことを目的として
子育て世帯生活支援特別給付金を支
給します。
学校給食費の補助 （16,315千円）
　令和４年度からの学校給食費の引
き上げ相当額を全額補助することに
より、保護者の負担軽減を図ります。
インフレスライド条項などの適用に
伴う工事費の増額 （11,242千円）

　技能労働者の確保・育成のための
労働市場の実勢価格を適切・迅速に
反映するため、本年３月１日現在工
期中かつ２カ月以上工期が残ってい
る工事および本年３月１日以降に契
約を締結する工事で、旧労務単価を
適用して予定価格を積算しているも
のについて、インフレスライド条項
などを適用し、工事費を増額します。
逢財政課財政担当
　☎（３５４６）５２５５

　「あかちゃん天国」は、親子のふれ
あいと交流の場を提供するとともに、
子育てに関するさまざまな情報提供
や相談を行うことを目的とした「ひ
ろば」です。
　親子で楽しく過ごしていただける
よう、絵本や乳幼児用おもちゃを用
意しています。交流を通して、友達
づくりの場としても活用できます。
　また、日々の子育てに役立つ各種
講座の開催や、栄養士による食事相
談日も設けています。
　利用料は無料、予約の必要はあり
ませんので、お気軽にご利用くださ
い。
開設日時
　祝日・年末年始を除く毎日
　午前９時～午後５時

対　象
　区内在住の０歳から３歳になった
最初の３月31日までの乳幼児とその
保護者、妊娠中の方
逢別表６のとおり

補正予算のあらまし
18億1,186万8千円を増額補正

別表１
名　称 クオリスキッズ月島保育園 さくらさくみらい　勝どき

所在地 月島3－16－1
アヴェルーナ月島1～3階 勝どき4－8－4

電　話 ☎06(6575)9848　開設準備室 ☎(6457)9539　開設準備室
保育年齢 1～5歳児
開所時間 午前7時30分～午後6時30分
延長保育 午後6時30分～7時30分
休園日 日曜日、祝日・休日、年末年始

別表２　定員 (単位：人)
名　称 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 延長

クオリスキッズ月島保育園 16 12 6 3 3 40 10
さくらさくみらい　勝どき 12 12 7 2 2 35 10
◎ 進級に必要な定員枠を確保するため、令和5年度以降、順次定員を拡大する予
定です。

別表3

申し込み資格 就労または疾病その他の事由により家庭において必要な保育を
受けることが困難、かつ集団保育が可能な子どもの保護者

対象クラス 子どもの生年月日
1歳児 令和2年4月2日～令和3年4月1日
2歳児 平成31年4月2日～令和2年4月1日
3歳児 平成30年4月2日～平成31年4月1日
4歳児 平成29年4月2日～平成30年4月1日
5歳児 平成28年4月2日～平成29年4月1日

別表４
受付期間 8月2日（火）～9月1日（木）　午前8時30分～午後5時

受付場所
区役所6階保育課保育入園係、日本橋・月島特別出張所、
中央区保健所、日本橋・月島保健センター、区内認可保
育園・認定こども園

申し込み方法

・下記提出書類を受付場所に直接持参
　◎ 土・日曜日、祝日を除きます。ただし、区内認可保

育園・認定こども園では土曜日も申し込みを受け付
けます（事前に園への連絡をお願いします）。

　◎ 区内認可保育園・認定こども園についても午後5時ま
での受け付けになります。

・ 下記提出書類を郵送（9月1日必着）
　〒104－8404
　中央区築地1－1－1
　保育課保育入園係

提出書類

入園を希望する方（今
回初めて申し込む方）

① 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入
所申込書
② 保育の必要性を証明する書類（就労証明書、診断書の写
し、母子健康手帳など）

転園を希望する方
①保育所転園申込書
② 保育の必要性を証明する書類（就労証明書、診断書の写
し、母子健康手帳など）

延長保育を希望する方
①月極延長保育申込書
②就労証明書
③直近3カ月の会社を退勤した時間が分かる書類

既に申し込みをしてお
り、希望園・順位を変
更する方

・ 子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼
申請内容変更届

◎その他、必要に応じて課税証明書などの提出をお願いすることがあります。

注意事項

◎ 申し込み方法について詳しくは、「令和４年度保育園のごあんない」を確認して
ください。
◎ 申し込みに関する全ての書類は、申込締め切り日までに提出してください。受
付期間内に提出されない場合は利用調整の対象となりません。
◎ 「クオリスキッズ月島保育園」と「さくらさくみらい　勝どき」に10月入園などで
内定した方には文書で通知します。
◎申し込み内容に虚偽、差異があった場合は、内定を取り消します。
◎ 転園が内定した場合は、元の園には戻れません。内定を辞退した場合、または
内定が取り消しとなった場合は元の園も退園となります。

別表6
問い合わせ先 電話番号

子ども家庭支援センター
「きらら中央」 （3534）2103

築地児童館 （3544）0127

新川児童館 （3553）2084

堀留町児童館 （3661）8937

浜町児童館 （3669）3386

月島児童館 （3533）0885

晴海児童館 （3534）3021

私立認可保育園の新規開設に
伴う入園募集

子育て交流サロン「あかちゃん天国」


