資料５
平成３１年度予算子育て支援施策関係概要
１ 保育定員の拡大【充実】

予算額 694,691 千円

（１）私立認可保育所
小学館アカデミー晴海保育園
※認証保育所から移行

さくらさくみらい 東日本橋

株式会社 小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

株式会社 さくらさくみらい

本園：晴海三丁目6番8号
ｽｶｲﾘﾝｸﾀﾜｰ2階
分園：晴海二丁目104・105番地（地番）
ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ晴海1階

東日本橋三丁目10番20外（地番）

47人 → 78人程度

58人程度

開設時期

平成31年7月（予定）

平成31年10月（予定）

施 設 名

ＥＤＯ日本橋保育園

まなびの森保育園銀座

社会福祉法人 東京児童協会

株式会社 こどもの森

日本橋三丁目15番1および15番10（地
番）

銀座一丁目12番6号（水谷橋公園内）

50人程度

93人程度

平成32年4月（予定）

平成32年4月（予定）

施 設 名
運営事業者

予 定 地

定 員

運営事業者
予 定 地
定 員
開設時期

（２）期間限定型保育事業
実施予定園 ２園
定

員 ７人程度

（３）待機児童を対象とした居宅訪問型保育事業【新規】
対 象 者 認可保育所の入所が待機となっている０歳児～２歳児クラスの児童
利用時間

認可保育所等の保育時間と同様

利用料金

基本保育料：認可保育所の保育料と同額
延長保育料：１時間につき 1,000 円

定

員 10 人程度

２ 水谷橋公園内保育所の整備

予算額 238,940 千円

待機児童の解消を図るため、立体都市公園制度を活用し、水谷橋公園（銀座一丁目 12
番６号）内に保育所を整備する。
開設予定

平成 32 年４月
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３ 桜川保育園の改築等

予算額 981,961 千円

施設の老朽化に対応した改築にあわせて、桜川保育園及び地域密着型特別養護老人ホ
ームなどを整備する。
なお、解体・建設工事期間中は、保育園等を桜川公園内に整備した仮設建物にて運営
する。
（平成 30 年 11 月から平成 33 年１月までの 27 カ月間を予定）
所 在 地 入船一丁目１番 13 号
施設概要

保育園、いきいき館（敬老館）
、 地域密着型特別養護老人ホーム（ショ
ートステイを含む）
、認知症高齢者グループホーム

スケジュール

平成 32 年度 開設（予定）

４ 居宅訪問型保育事業利用に対する補助

予算額

2,880 千円

保育従事者が保護者宅に訪問し、保育を行う居宅訪問型保育事業を利用する保護者に
対し、国の給付対象外となる保育従事者の交通費を一部補助し、保護者負担の軽減を図
る。
補助内容

補助率２／３
上限額 20,000 円／月

５ 私立保育所運営事業者に対する補助【充実】

予算額 987,342 千円

（１）家賃補助

予算額 687,810 千円

安定した保育所運営を継続するため、認可保育所開設後における施設の賃借に要す
る経費の一部補助について補助対象期間を延長する。※平成 41 年度まで
開設日から

上限額（年額）

補助率

1～3年目

4,500万円

7/8

4～5年目

3,500万円

7/8

6～10年目

3,500万円

3/4

11年目以降
（平成41年度まで）

3,500万円 ※

3/4

【充実】

※施設全体の賃借料の年額と公定価格（家賃部分）
との乖離が3倍未満の場合、2,000万円とする

（２）保育士宿舎借上支援事業

予算額 299,532 千円

事業者が保育従事職員の確保および離職防止を図るための宿舎借り上げに要する経
費の一部補助について、補助対象戸数を拡大し、より一層の充実を図る。
対 象 者 私立認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育所、事業所
内保育所に勤務する採用 10 年目以内の保育従事職員
補助内容

補助率７／８
上限額１戸あたり 71,000 円/月
2

６ 保育所等安全対策強化事業【新規】

予算額 35,078 千円

保育所等における児童の安全対策の強化を図るため、区立保育所等に体動センサーを
導入するとともに、私立保育所等に対し、午睡中の安全対策強化に資する機器等の導入
経費の一部を補助する。
区立保育所等 ０歳児クラスに導入
私立保育所等 補助率 10／10
上限額 児童数（０歳児・１歳児）×３万円
７ 子ども子育て応援ネットワークの構築【新規】

予算額 －千円

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、子ども子育て応援ネ
ットワーク（子育て世代包括支援センター事業）を構築する。
保健所・保健センターと子ども家庭支援センター（児童館）において、支援が必要な
妊産婦・乳幼児の情報共有や支援方針について協議するなど、連携を一層強化するほか、
各児童館に国が定める子育て支援員研修を修了した保育士等を配置し、妊産婦や子育て
家庭が気軽に相談できる環境を整備する。
８ 子どもの居場所「プレディ」
【充実】

予算額 453,538 千円

（１）子どもの居場所「プレディ」

予算額 404,818 千円

子どもの健全育成を図るため、保護者の就労状況にかかわらず、放課後などに子ど
もが安全に安心して過ごせる子どもの居場所「プレディ」を開設している。
開 設 校 中央、明石、京橋築地、明正、日本橋、有馬、久松、佃島、月島第一、
月島第二、月島第三、豊海小学校
対

象 区立小学校在籍児童および区内に住所を有する小学校児童

開設時間

平日

放課後～午後7時30分

学校休業日（日曜・
祝日・年末年始を除く）

午前8時30分～午後7時30分

土曜日

午前8時30分～午後6時

※午後５時以降は、保護者の就労など特別な事業がある児童に限る。
利 用 料 無料（ただし、午後６時以降の利用は１回 400 円、月上限 5,000 円）
（２）自主学習支援【新規】

予算額 48,720 千円

プレディ利用時間中に校内の特別教室やランチルームなどを利用して、宿題や自主
学習の補助を行い、学習習慣の定着を図る。
対

象 プレディ利用児童

時

間 午後２時 30 分～午後４時

回

数 月 15 回（週３～４回）程度
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９ 小学校の改築および認定こども園の整備

予算額 3,092,554 千円

児童数の増加への対応とともに施設機能の更新を行い、新しい時代に即した教育環境
の整備や良好な学習空間の確保を図るため、小学校の改築および認定こども園の整備を
行う。
（１）阪本小学校の改築および阪本こども園（仮称）の整備
スケジュール 平成 32 年９月 新校舎開設（予定）
（２）城東小学校の改築
スケジュール

平成 34 年度 新校舎開設（予定）

10 晴海四丁目施設の整備

予算額 270,806 千円

東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会終了後の住宅開発などにより、今後も晴
海地区の人口増加が見込まれることから、晴海四丁目に特別出張所や認定こども園など
を整備する。
施設内容

特別出張所、認定こども園、保健センター、おとしより相談センター、
図書館

スケジュール 平成 35 年度 開設（予定）
11 子ども・子育て支援事業計画の改定

予算額 9,252 千円

平成 30 年度に実施した子育て支援に関するニーズ調査等に基づき、「中央区子ども・
子育て支援事業計画」の策定を行う。
策定予定

平成 32 年 3 月

計画期間

平成 32 年度～平成 36 年度（５年間）
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