
板橋区の現状について

１　区立私立幼稚園・保育所等の施設数と在籍児童数

【概　要】

板橋区の総人口は５３７，６６８人（平成２５年４月１日現在）

●　０歳から５歳までの乳幼児数は２４，９９５人（全人口の４．６％）

●　保育所は、施設数９５か所（区立４３か所・私立５２か所）　定員８，８７１人（平成２５年４月現在）

●　幼稚園等は、施設数３７か所（区立２か所・私立３５か所）　定員７，７２３人（平成２５年５月現在）

保育所、幼稚園等の入所者は下表のとおり１６，１９５人　乳幼児の６４．８％はいずれかの施設等を利用。

No 施設数 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

1 2 58 66 124

2 34 2,011 2,162 2,129 6,302

3 1 5 11 9 25

4 43 276 558 696 770 798 803 3,901

5 52 403 722 883 950 940 917 4,815

6 21 104 216 170 57 36 36 619

7 2 5 13 13 25 30 37 123

8 2 4 10 5 19

9 3 29 27 56

在宅 47名 34 61 41 136

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ ７施設 18 37 20 75

合計 844 1,646 1,855 3,818 4,035 3,997 16,195

4,378 4,255 4,221 4,040 4,085 4,016 24,995

※ 在籍児童数・乳幼児人口（人）は平成25年4月1日現在。ただし、No.１～３は平成25年5月１日現在。
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幼稚園や保育所等が教育と保育の両方の機能を提供するとともに、子育て支援事業を行う施設。

おおむね産休明けから３歳未満のお子さんを保育する施設で、区はその運営に対する助成をしてい

る。

区の空施設等を活用し、待機児童の多い１、２歳児を委託による保育をする。なお、待機児童が一

定程度解消した時点で、事業を終了する時限的な保育施設。

昼間、お勤めなどで（産休明けから3歳未満児）の保育ができない保護者に代わって、家庭福祉員が

自宅の一部を開放して保育をしている。

このほかに複数の家庭福祉員が公設の施設で保育を行っているベビールームがある。

幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。満3歳から小学

校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があり、私立幼稚園については、補助金制度があ

る。

保護者の就労（求職中を含む）、病気、介護などの理由で、家庭で子どもを保育できない場合に、

日々保護者の委託を受けて保育をすることを目的とする。

東京都の保育制度によるもので、１３時間開所と０歳児からの保育を基本とした、民間事業者によ

る保育施設。
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２　地域における主な子育て支援事業の利用状況等

No. 事業名 対象者 事業概要

1 子どもなんでも相談 子育て世代の保護者等 子ども本人や保護者から子どもに関するあらゆる相談を、児

童虐待予防の視点に立ち、迅速な対応や早期解決を図る目的

として実施。

【相談実績】　　　　　（相談方法）

　開設日数：293日　　　   電話：13,907件

　件数：18,823件　　　　 面接：604件

　１日平均：64.2件            訪問：1,796件

　　　　　　　　　　　　  その他：2,516件

2 育児支援ヘルパー派遣

事業

出産予定１か月前から出

産後1歳未満の乳児がい

る家庭

家事の補助や、育児疲れ・養育不安を軽減するための育児援

助を必要とする場合に育児支援ヘルパーを派遣し親の要望に

合わせて支援を行う。

【利用実績】

　登録人数：287人

　延利用人数：624人

　延利用時間：1,346時間

地域子育て支援拠点事

業

① 0・1・2ひろば

① 親子交流サロン「0・1・2（お いっち に）ひろば」で、

３歳未満の幼児を遊ばせながら、育児相談などを受けること

ができる。

【利用実績】

　いたばし０・１・２ひろば　12,316人

　なります０・１・２ひろば　10,767人

② 森のサロン ② 大学との協働により、その特色を活かし、「まなび」を

テーマとした各種講座、大学教職員との育児相談、学生の企

画によるイベント、近隣の小中学校生や高齢者との交流、父

親向けサロン、リフレッシュ保育など実施

【利用実績】

　森のサロン　延利用者数：14,284人

一時保育 主に就学前の幼児 保護者が就労、通院、研修、育児疲れなどで、家庭での保育

が一時的に困難となった場合に、一時的に保育を実施。

【実績】

　公立 計3か所

　私立 計8か所

幼稚園預かり保育推進

事業

※ 幼稚園設置者 ※ 私立幼稚園設置者への補助等により、各種預かり保育事業

を促進する。

※ 私立幼稚園全園で実施
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4
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No. 事業名 対象者 事業概要

5 養育支援訪問事業 乳児及び保護者 子ども家庭支援センターや健康福祉センターで出生前後の早

期に把握した要支援家庭に訪問し、家庭の状況に応じた支援

を行い、虐待の未然防止を図る。（子育てスタート支援事

業）

6 フゔミリー・サポー

ト・センター事業

生後43日から9歳未満の

児童

保護者の疾病、残業、地域活動等で子どもの一時的な保育が

必要となった場合に、保護者に代わって子どもの世話をする

者（援助会員）と保護者（利用会員）を結び、育児支援を行

う住民相互の援助活動。

【実績】

　会員数及び利用状況

　　援助会員：226人

　　利用会員：5,606人

　　利用件数：13,694件

　　利用時間：22,659時間

7 延長保育事業 在園児 就労等の理由により保育が困難な保護者の就労を支援するた

め、通常保育時間外の保育を行う。

【実施園】

　区立26園

　私立47園

　うち2時間延長園：区立1園／ 私立22園

8 病児・病後児保育事業 区内在住、満1歳から就

学前児童

病気の回復期（病後児）または回復期でない（病児）児童

で、医療機関による入院加療等の必要はないが、安静を要す

るため、保育園、幼稚園に通園できないときに、区が委託す

る医療機関で預かる。また、一部病児保育室では、看護師が

保護者に代わり保育園や幼稚園等に迎えに行き、診察後、保

育する。

【病児・病後児保育室計3か所　（各施設定員　６名）】

　板橋区立医師会病院

　帝京大学医学部付属病院

　いわた病院

9 子育て短期支援事業

① ショートステイ

① 0歳から12歳の児童 ① 保護者の出産、病気、家族の介護のために、一時的に子ど

もの養育が困難になった場合に、保護者に代わって２歳以上

は区が指定する児童福祉施設、２歳未満は区登録里親宅にお

いて宿泊付で養育する。

【実績】

　２～12歳：156人　日帰り・延570日／宿泊・延389日

　２歳未満：34人　日帰り・延91日／宿泊・延25日

② トワイライトステ

イ

② 2歳から12歳の児童 ② 仕事等により保護者の帰宅が夜間になる場合に、午後４時

から午後10時まで児童福祉施設で養育

【利用実績】

　54人　延162日
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No. 事業名 対象者 事業概要

10 妊婦健康診査 妊婦 都内契約医療機関で健康診査を実施する。また、21年度か

ら、妊婦超音波検査1回分の助成について、35歳以上の年齢

制限を撤廃して実施している。

【実績】

　受診人数

　　1回目　4,620件

　　2回目以降　延43,520件

11 乳児家庭全戸訪問事業

① こんにちは赤ちゃ

ん訪問

① 生後1か月半から３か

月までの乳児及び保護者

（全戸訪問）

① 乳児を抱える全ての家庭を訪問し、ブックスタート（絵

本）の配布や、子育て支援に関する情報提供を行うととも

に、親子の心身の状況や養育環境などを把握し、支援が必要

な家庭に対しては、適切なサービス提供に結びつける。

【実績】

　訪問件数4,398件

② 新生児訪問指導・

産後うつ対応の充実

② 産婦生後28日以内の

新生児、養育上必要があ

ると認められる生後120

日以内の乳児

② 新生児と産婦を対象に、保健師または委託助産師が家庭訪

問し相談支援を行う。産婦に対しては、産後うつ等のハイリ

スク者を把握するため、出生通知票に簡易な質問票を取り入

れる。さらに、新生児訪問時にスクリーニング票を用いて相

談・支援の充実を図る。

【実績】

　助産師　延1,747件

　保健師　延   900件

12 板橋区版放課後対策事

業「あいキッズ」

小学校1年生から6年生 区立全小学校（52校）で｢放課後子ども教室」と｢学童クラ

ブ」を一体的に運営する板橋区版放課後対策事業「あいキッ

ズ」を実施する。

【実施校】

　33校で実施（平成25年度）

13 児童館 18歳未満の児童と保護

者等　児童館利用者

区内３８館で実施。遊びを通じて地域の児童の健全育成を図

る。

【利用状況】

　利用者延数：916,070人（平成24年度）

※児童館のあり方を検討 平成27年度に向けて地域における

子育て拠点として再構築を検討している。
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