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子育て・教育
出産と育児

　区内在住の方で妊娠したことがわかったら、各保健センター
または区役所東棟3階母子保健係へ届出をしてください。「母子
健康手帳」や「妊婦健康診査受診票」などの入った「母と子の保健
バッグ」をお渡しするほか、保健師など専門職がご相談や母子保
健・子育て支援サービスをご案内する「ゆりかご面接」を行います。

　区内在住の初産の妊婦の方や父親になる方で、仕事などで
平日に参加できない方のために、土・日曜日に母親学級・パパマ
マ学級を開催します。パパママ学級は開催日現在24週から36
週6日までの方が対象です。
　申し込み先および申し込み方法は、「母と子の保健バッグ」の
中にあるご案内をご覧ください。区ホームページにも掲載して
います。

休日母親学級・パパママ学級
子ども家庭部管理課母子保健係　妊娠の届出の際に「妊婦健康診査・妊婦超音波検査・妊婦子宮

頸がん検診受診票」および「新生児聴覚検査受診票」をお渡しし
ます。都内の委託医療機関で使用できます（一定金額を上限に
助成するもので、指導内容や検査項目により自己負担が発生し
ます）。受診票が使用できない助産院や都外の医療機関で受診
した場合は、費用の助成があります。出産後1年以内に各保健セ
ンター・区役所東棟3階母子保健係で助成の申請をしてください。
　妊婦歯科健康診査は、妊娠の届出のときにお渡しした受診票
により区内指定歯科医療機関で妊娠中に1回受診できます。費
用は無料です。
　また、産婦健康診査は区内指定医療機関で、出産後8週以内
に1回受けることができます。

妊産婦健康診査・新生児聴覚検査
子ども家庭部管理課母子保健係、各保健センター

妊娠の届出・ゆりかご面接
子ども家庭部管理課母子保健係、各保健センター 　区内在住の妊婦の方や父親になる方を対象に、妊娠中から

産後の生活や育児についての知識を習得するための講義や実
習、および妊婦の方同士の情報交換などを通じた子育ての仲
間づくりを行います。
　各保健センターへ要予約。予約状況により、初産の方が優先。
託児サービスはありません。
※荻窪保健センターの母親学級は初産の方のみが対象です。

平日母親学級・パパママ学級 各保健センター

産前・産後支援ヘルパー
子ども家庭部管理課地域子育て支援係

対　象
　区内在住で、育児・家事を手伝ってくれる人がいない方で、次
に該当する方
産前：妊娠中の方
産後：出産後、退院した翌日から1歳未満の子を養育中の方
　産前・産後の家事や育児の支援が必要な家庭をヘルパーが
訪問して、お母さんや赤ちゃんの身の回りの世話や育児相談を
行うサービスです。利用料は所得に応じて自己負担があります。

産後ケア事業 子ども家庭部管理課母子保健係

対　象
　区内在住の産後6カ月未満の母子で、出産後の身体の回復
や体調に不安がある方や、育児に不安や負担感がある、または
不安な気持ちが強い方
　産後にお母さんと赤ちゃんの健康状態の確認や疲労回復ケ
ア、乳房ケア、母乳やミルクのあげ方についてのアドバイス、沐
浴の練習、育児相談などが受けられます。申請方法等は、区ホー
ムページをご覧ください。
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助成などの種類 内　容 問い合わせ

出産費用の援助
（入院助産）

生活保護世帯、住民税非課税世帯、または前年分の所得税額が8,400円以下で、健康保険法な
どの出産一時金が40万4千円未満の世帯の妊婦の方に、指定の病院で出産するのに必要な費
用を公費負担します（一部徴収金を求める場合があります）。

各福祉事務所

妊娠高血圧症候群
などの医療費助成

区内在住で、妊娠高血圧症候群などにより入院治療を要する妊産婦を対象に、入院費用の医療
保険の自己負担分を助成します。申請には、一定の基準があります。

各保健センター

不妊相談・特定不
妊治療費助成

妊娠や不妊について、保健師や専門相談員が相談に応じます。特定不妊治療（男性不妊治療を
含む）を終了し、東京都の特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた方を対象に、医療費の
一部を助成します。申請には、一定の基準があります。

小児慢性特定疾病
の医療費助成

区内在住で、膠原病、慢性心疾患、内分泌疾患など対象疾病の診断を受けた18歳未満の方を対
象に、医療保険を使って治療した場合に医療費の自己負担分を助成します。

保健指導票の交付 生活保護世帯または住民税非課税世帯の妊産婦・乳児（生後1カ月）を対象に、指定医療機関で
の診察・保健指導の一定項目の費用を公費負担します。

養育医療の給付 区内在住で、出生時体重2,000g以下または身体機能が未熟な新生児に対し、医師が指定医療
機関での入院治療が必要と認めた場合、医療費を公費負担します。

自立支援医療（育
成医療）の給付

保護者が区内在住で、身体に障害を有するか、医療を行わないと将来障害を残す恐れがあり、手
術などにより改善が見込まれる18歳未満の児童を対象に、指定医療機関で治療を受ける際の
医療費を助成します。保護者の住民税額によっては、該当しない場合もあります。

療育給付 保護者が区内在住で、結核によって長期の入院治療が必要な18歳未満の児童を対象に、医療
費の給付および学習や療養生活に必要な物品の支給を行います。

杉並保健所
保健予防課

健診名 場　所
4カ月児健診 各保健センター
6・9カ月児健診 都内契約医療機関
1歳6カ月児健診 各保健センターおよび契約医療機関
3歳児健診 各保健センター

　赤ちゃんが生まれた全家庭へ、保健師や助産師が訪問し、育
児相談などを行います。
　また、必要に応じて乳幼児の訪問指導も行います。

　乳幼児の健康、子育ての悩みなど電話や来所、訪問による相
談を随時受け付けています。
　毎月1回、「子育て相談・子育て交流会」を実施しています。生
後1カ月くらいから5、6カ月まで利用できますので、身体測定・
子育てに関する情報交換・仲間づくりの場としてご利用ください。
身体測定については1歳の誕生月まで利用できます。要予約。

　該当される方には健康診査のお知らせをお送りします。

　赤ちゃんの発達に合わせた離乳食の進め方、作り方などの実
演や講義を行います。5・6カ月からの離乳食講習会と9カ月か
らの離乳食講習会の2種類があり、予約制です。詳しくは各保
健センターへお問い合わせください。

すこやか赤ちゃん訪問 育児相談

乳幼児健康診査

離乳食講習会

各保健センター 各保健センター

各保健センター

各保健センター

出産と育児に関する助成、給付など
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予防接種の種類 回数 法で定められた
接種対象月年齢 標準接種年齢 接種間隔など 予診票郵送予定時期

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス

1価
（ロタリックス）

1回目
2回目 2回 6週0日～

24週0日になるまで 生後2カ月～3カ月 27日以上の間隔をあける

「定期予防接種予診票
（ 冊子 ）」を、生後3カ
月になるまで

5価
（ロタテック）

1回目
2回目
3回目

3回 6週0日～
32週0日になるまで 生後2カ月～4カ月 それぞれ27日以上の間隔をあ

ける（※1）

B型肝炎 3回 1歳になるまで 生後2カ月～9カ月
27日以上の間隔で2回接種後、
1回目の接種から139日以上の
間隔をあけて1回（3回目）接種

Hib感染症
（※2）

初回
3回 生後2カ月～

5歳になるまで

生後2カ月～7カ月 それぞれ27日～56日の間隔
をあける

追加
1回

3回目接種終了後、7カ月～
13カ月の間に接種

小児の
肺炎球菌感染症
（※2）

初回
3回 生後2カ月～

5歳になるまで

生後2カ月～7カ月 それぞれ27日以上の間隔を
あける

追加
1回 生後12カ月～15カ月 3回目接種終了後、60日以上

の間隔をあける
4種混合（DPT-IPV）

（ジフテリア・百日せき）・破傷風・ポリオ

初回
3回 生後3カ月～

7歳6カ月になるまで

生後3カ月～1歳 それぞれ20日～56日の間隔
をあける

追加
1回

3回目接種終了後、
1年～1年6カ月の間

BCG（結核） 1回 1歳になるまで 生後5カ月～8カ月
MR　第1期
（麻しん風しん混合） 1回 生後12カ月～

24カ月になるまで
水痘
（水ぼうそう） 2回 生後12カ月～

3歳になるまで 生後12カ月～15カ月 2回目接種は、1回目接種終了後、
6カ月から12カ月の間隔をあける

日本脳炎�第1期
初回
2回 生後6カ月～

7歳6カ月になるまで

3歳 6日～28日の間隔をあける

追加
1回 4歳 2回目接種終了後、おおむね

1年の間隔をあける
MR�第2期
（麻しん風しん混合） 1回 小学校就学前1年間 接種対象年度の前年

度末（3月末）
日本脳炎�第2期 1回 9歳～13歳未満 9歳 9歳誕生月の前月末
2種混合（DT）
（ジフテリア・破傷風） 1回 11歳～13歳未満 11歳 11歳誕生月の前月末

HPV
（ヒトパピローマウイ
ルス）

3回
小学校6年生～
高校1年生に相当する
年齢の女子

中学1年生

● サーバリックスを接種する場合
　 1回目の1カ月後に2回目、1回

目の6カ月後に3回目を接種
● ガーダシルを接種する場合
　 1回目の2カ月後に2回目、1回

目の6カ月後に3回目を接種

保健予防課または各
保健センターへお問
い合わせください。

※1 「ロタウイルスは1価（ロタリックス）または5
価（ロタテック）のどちらかを同じ種類で最
後まで接種します。
有効性は同等と考えられています。

※2 「Hib感染症」「小児の肺炎球菌感染症」の接
種回数は、接種開始月齢により異なります。
また、接種時期を逸脱した場合には、接種
回数が変更になります。

「不活化ポリオ」の接種回数などについては、
保健予防課または各保健センターへお問
い合わせください。
転入された方などには、各保健センターま
たは区役所子ども家庭部管理課母子保健
係で予診票をお渡ししています。
母子健康手帳をお持ちの上、最寄りの窓口
までお越しください。

子どもの定期予防接種 杉並保健所保健予防課、各保健センター
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助成などの種類 内　容 問い合わせ

医
療
費
助
成

乳幼児と義務教育
就学児の医療費助成

中学校修了前（15歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の児童を養育している
保護者の方に、児童が保険証を使って病院などで診療・調剤などを受けたときの、保
険診療に係る自己負担分を助成します。所得制限はありません。

子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
☎5307-0785

ひとり親家庭などの
医療費助成

18歳に達する日以後の最初の3月31日までのひとり親家庭などの児童（中度以上
の障害を有する場合は20歳未満）とその児童を養育している父または母（あるいは
養育者）が、保険証を使って病院などで診療・調剤などを受けたときに、保険診療に
係る自己負担分を助成します。ただし、申請者・同居の扶養義務者などに所得制限が
あります。また、生活保護を受けているときや、その他医療費が公費で賄われている
ときは対象になりません。申請者または扶養義務者などのいずれかが住民税を課
税されている方は、一部自己負担があります。

各
種
手
当

児童手当・特例給付

中学校修了前（15歳に達する日以後の
最初の3月31日まで）の児童を養育して
いる方に、手当を支給します。所得制限
限度額以上の方が受給者となる場合は、
特例給付となります。

● 支給月額（児童1人につき）
　0～3歳未満　15,000円（一律）
　 3歳～小学校修了前　10,000円（第3

子以降の場合15,000円）
　※ 18歳に達する日以後の最初の3月

31日までの児童のうち、上から第1
子、第2子…と数えます。

　中学生　10,000円（一律）
　特例給付の場合　5,000円（一律）

児童扶養手当

18歳に達する日以後の最初の3月31日（中度以上の障害を有する場合は20歳未満）
までで次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母（あるいは養育者）
に手当を支給します。
①父母が離婚した後、父または母と生計を異にしている ②父または母が死亡してい
る ③父または母が重度の障害（おおむね身障2級以上）を有している ④父または母
が生死不明である ⑤父または母に1年以上遺棄されている ⑥父または母が裁判所
からのDV保護命令を受けている ⑦父または母が法令により1年以上拘禁されて
いる ⑧婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にしている
ただし、申請者・同居の扶養義務者などに所得制限などがあるほか、受給開始から5
年経過などにより、以降の手当が半額になる場合があります。

児童育成手当

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭な
どの父または母（あるいは養育者）に手当を支給します。ただし、支給要件や所得制
限などがあります。
● 支給月額（児童1人につき）　13,500円

児童育成手当
（障害手当）

20歳未満の①愛の手帳1～3度 ②身体障害者手帳（1級・2級） ③脳性麻痺または
進行性筋萎縮症の心身障害児を養育している方に支給します。ただし、所得制限な
どがあります。

障害者施策課
障害者手当・医療係特別児童扶養手当

20歳未満の①身体障害者手帳1～3級（4級の一部） ②愛の手帳1～3度程度 ③日
常生活に著しい制限を受ける精神障害、発達障害、体の障害、内臓の障害または疾
患がある児童を養育している方に支給します。所得制限などがあります。

障害児福祉手当
20歳未満の心身障害児で、精神や身体に重度の障害（愛の手帳1度程度または身体
障害者手帳1級程度）があるため、常時介護が必要な方に支給します。ただし、所得
制限などがあります。

※医療費助成を受けるには、医療証の申請手続きが必要です。
※各種手当を受けるには、認定請求などの手続きが必要です。

杉並子育て応援券 子ども家庭部管理課子育て応援券担当

　妊婦の方には産前・産後をサポートするサービスを利用できる「ゆりかご券」、就学前の子どもがいる家庭には、ひととき保育、子育
て講座など有料の子育て支援サービスに利用できる「杉並子育て応援券」を交付します（所得制限はありません）。
※申し込み方法や交付冊数などの詳細は、区公式ホームページ・杉並子育て応援券ガイドブックをご覧ください。

医療費助成と手当

出
産
と
育
児
／
医
療
費
助
成
と
手
当

２１１１杉並区4(SG330)行政最終前半.indd   96 2021/10/12   8:59:14



子
育
て
・
教
育

97

保育と子育て支援

　日中、保護者が就労などでお子さんの保育ができない場合に、
保護者に代わって保育を行います。
　区内に区立・私立を合わせて179園の保育園があります。保
育園により受け入れのできる年齢や定員、保育時間などが異な
ります。入園についての相談は区役所保育課または子どもセ
ンターで受け付けます。
　詳細は、区役所保育課、子どもセンター、区内保育園で配付
している「保育施設利用のご案内」をご覧ください。また、区ホー
ムページでも紹介しています。

認可保育所

家庭福祉員（保育ママ）

グループ保育室

子供園・幼稚園保育課保育相談係

保育課保育支援係

保育課保育支援係

保育課保育相談係

地域型保育事業所 保育課保育相談係

　杉並区が定める基準を満たした認可施設で、小規模保育事
業所、事業所内保育事業所（地域枠）、家庭的保育事業所、居宅
訪問型保育事業があり、0歳から2歳児まで（一部居宅訪問型保
育事業は5歳児まで）の児童をお預かりしています。

認証保育所 保育課保育相談係

　東京都が定める基準を満たした保育施設です。産休明けか
ら保育を行います。申し込み等詳細は、各施設に直接お問い合
わせください。

対　象
　保護者が就労などの理由で昼間、他に面倒を見てくれる人
がいない生後7週目から2歳児までの乳幼児。
　保育士・教員などの資格を有する区民グループに区が運営
委託した認可外の保育施設です。お申し込みはグループ保育
室へ直接ご相談ください。
P51参照

対　象
　保護者が就労などの理由で昼間、他に面倒を見てくれる人
がいない生後7週目から2歳児までの乳幼児。
　適切な資格と設備を持っている保育経験者宅等にて保育し
ます。保育課で家庭福祉員をご案内します。お申し込みは、家
庭福祉員へ直接ご相談ください。

区立子供園
　入園募集は、毎年11月初旬に行います。定員に空きがあれ
ば随時募集しています。お子さんに特別な支援が必要な場合
はご相談ください。
　区立子供園は平成22年4月に開設した区独自の幼保一体化
施設です。3歳から5歳までの短時間・長時間保育の幼児がと
もに生活します。

私立幼稚園等園児保護者補助金
　私立幼稚園などに通園する園児の保護者に対して入園料の
補助金を交付します。

　保育所入所待機児を解消するための緊急対策として、区が
整備した認可外の保育施設です。施設により受け入れのできる
年齢や定員が異なります。詳細は、区役所保育課、子どもセン
ター、区内保育園で配布している「保育施設利用のご案内」を
ご覧ください。

保育室・定期利用保育事業
保育課保育相談係
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ふれあい保育 各区立保育園（公設民営園含む）

　区立保育園（公設民営園含む）で保育園生活を体験し、職員
が子育てのアドバイスをします。各保育園に直接ご相談ください。
P48参照

　育児不安などの相談の受け付け、育児講座の開催など、子育
てのサポートをします。各子育てサポートセンターへ直接ご相
談ください。
P54参照

相談・啓発事業（子育てサポートセンター）
各子育てサポートセンター

子どもショートステイ
杉並子ども家庭支援センターゆうライン（相談専用窓口）

　保護者が病気・出産、育児疲れなどで一時的にお子さん（0歳
から12歳：小学生まで）を養育できない時に区内の児童養護施
設、乳児院で宿泊でお預かりします。
　子ども家庭支援センターゆうラインにご相談ください。
P60参照

緊急一時保育 保育課保育支援係

対　象
　保護者が出産・入院などの理由で一時的に他に面倒を見てく
れる人がいない生後4カ月から就学前の健康な乳幼児。
　区立保育園（公設民営園含む）でお預かりします。保育課保
育支援係にご相談ください。

　乳児期から就学前の児童（施設によって月齢が違います）の
保護者の通院などの用事やリフレッシュのときに、お子さんを1
時間単位でお預かりします。
　登録・予約は各施設へ直接ご連絡ください。

ひととき保育・つどいの広場
子ども家庭部管理課地域子育て支援係

 乳幼児親子が気軽に立ち寄れる「つどいの広場」
を同時開設している施設もあります。
P52参照

一時保育
各子育てサポートセンター、一時保育実施私立保育園

対　象
　6カ月から就学前の児童（一時保育実施私立保育園は施設に
よって異なります）。
　ご家庭で育児をしている方が、お子さんを預けて用事を済ま
せたいときに、1時間単位でお子さんをお預かりします。各子
育てサポートセンターおよび一時保育実施私立保育園へ直接
予約してください。
P48参照（一時保育実施私立保育園）
P54参照（子育てサポートセンター）

一時預かり（子ども・子育てプラザ）
子ども家庭部管理課地域子育て支援係

　6カ月から就学前の児童の保護者の通院などの用事やリフレッ
シュのときに、お子さんを1時間単位でお預かりします。
　登録・予約は一時預かりを実施している子ども・子育てプラザ

（和泉・天沼・成田西・高円寺）へ直接ご連絡ください。
P52参照

病児保育 保育課保育支援係

対　象
　保護者が就労しており区内在住で区内外を問わず保育施設
や幼稚園に在籍する生後5カ月から就学前の乳幼児。保護者
が就労しており区外在住で区内の保育施設や幼稚園に在籍す
る生後5カ月から就学前の乳幼児。
　病気やケガの病状安定期から回復期に区が委託する医療機
関等で預かります。事前登録は保育課保育支援係（郵送可）あ
るいは各病児保育室で受け付けします。予約申し込みは各病
児保育室へお問い合わせください。
P52参照
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杉並区社会福祉協議会訪問育児サポーター
　0歳のお子さんのいる家庭を区民サポーターが3回まで訪問
し、お話を聞いたり、育児の仕方を一緒に考え、一緒に行います。
杉並区社会福祉協議会に委託しています。

　おおむね10歳までのお子さんの短時間の預かりや保育園等
への送迎などについて、援助を希望する利用会員と援助を提
供する協力会員との相互援助事業です。杉並区社会福祉協議
会に委託しています。

ファミリー・サポート・センター
杉並ファミリー・サポート・センター

　子どもの成長と子育てを応援するつどいの広場です。
　乳幼児を連れていつでも気軽に遊べ、ゆったりと自由に過ご
せます。
　また、幼児の一時預かりも行っています。対象については、一
時預かり（子ども・子育てプラザ）をご覧ください。
P52参照（一時預かり〈子ども・子育てプラザ〉）
P53参照（子ども・子育てプラザ）

対　象
　0歳～18歳の子どもとその保護者（未就学児は大人の付き
添いが必要です）
　これから子育てをはじめる方（妊娠中の方とそのパートナー）

子ども・子育てプラザ
児童青少年課児童館運営係

　文化や芸術、スポーツなどの自主的な活動を通して、いきい
きと交流できる、中・高校生のための居場所です。

児童青少年センター（ゆう杉並）
児童青少年課事業係

利用時間
　午前9時～午後9時。ただし、小学生は午後5時まで、中・高校
生は午後7時まで、午後7時～9時はグループ（登録団体）によ
る占用利用および高校生の学習利用時間（日曜日、祝日は午後
5時まで。なお、第1・3・5月曜日は、サンカードによる親子など
の利用日です。子どものみの利用はできません）。

休館日
　第2・4月曜日、祝日の場合は翌日、12/28～1/4 学童クラブ 児童青少年課児童館運営係

対　象
　学童クラブは、保護者が就労などにより昼間留守になる家庭
の小学生を対象とした、放課後の生活の場です。入会にあたっ
ては、保護者の就労状況などの入会要件があります。

申し込み
　各学童クラブへ直接ご相談ください。
P54参照

児童館 児童青少年課児童館運営係

対　象
　0歳～18歳（未就学児は大人の付き添いが必要です）

利用時間
　月～金曜日：午前10時～午後6時
　土・日曜日：午前9時～午後5時
　ただし、日曜日（一部の児童館は月曜日）は、サンカードによる
親子などの利用日です。子どものみの利用はできません。利用
については、各児童館へお問い合わせください。
P53参照

休館日
　第2月曜日、祝日（こどもの日や日曜日と重なる日を除く。
一部児童館は、例外あり）、12/28～1/4

　子どもたちが、いつでも誰でも気軽に利用できる身近な居
場所です。遊びや自主的な活動を通して、子どもたちが心身と
もに健やかに成長できるよう支援しています。

利用時間
　月～金曜日：午前9時～午後6時
　土・日曜日：午前9時～午後5時

休業日
　毎月第1日曜日、12/29～1/3、祝日
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入学手続き

転校手続き

学務課学事係

学務課学事係

小・中学校
　入学する学校は、お住まいの住所によって、通学区域が定め
られています。小・中学校の就学対象者には、入学する学校を
指定する「就学通知書」を12月中旬までにお送りします。
　また、小学校の就学対象者には、9月末に「就学時健康診断の
お知らせ」をお送りします。
　私立・都立・国立学校へ入学するときは、入学する学校の入学
許可証または承諾書（合格通知書は不可）をお持ちの上、学事
係または最寄りの区民事務所へお届けください。

就学援助 学務課就学奨励担当

就学費の援助
　国公立の小・中学校に通学する児童・生徒の世帯の所得状況
により、学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援
助します。

　転入、転居によって通学区域が変わるときは、それまで通学
していた学校から受け取った「在学証明書」、「教科用図書給与
証明書」を持参し、区民課区民係または最寄りの区民事務所で
転入（居）届の手続きを行い、「転入学通知書」を受け取ってくだ
さい。新しく入る学校に、上記3つの書類を提出し、転校手続き
を済ませてください。ただし、他の区市町村に転出する場合は、
手続きが異なる場合がありますので、転出先の区市町村教育
委員会にお問い合わせください。

　保育所の利用申込や子育て支援サービスの利用相談・情報
提供を行う、身近な地域の子育て支援窓口です。保護者の皆さ
んの子育てをサポートします。

子ども家庭支援センター 子どもセンター
杉並子ども家庭支援センター 子ども家庭部管理課地域子育て支援係

医療費などの支給 学務課学事係

　区立の子供園や小・中学校に通学（通園）する児童・生徒が授
業（保育）中または通学（通園）途中などにケガをしたときには、
日本スポーツ振興センターから医療費などが支給されます。

就学支援相談
　障害のあるお子さんや配慮の必要なお子さんの就学先や教
育的な支援について相談を行っています。
　お子さんにとってどのような教育環境が必要なのか、保護者
の方と一緒に考えていきます。

特別支援学級・特別支援学校
　特別支援学級は、軽度の知的障害、言語障害、難聴、情緒障
害の児童・生徒が対象で、区立小・中学校に設けられています。
　特別支援学校は、中・重度の知的障害、肢体不自由、聴覚障
害、視覚障害の児童・生徒を対象としています。そのうち、知的
障害については、区立済美養護学校があります。

特別支援教育
特別支援教育課就学支援相談係　☎03-5929-9481

　子どもと家庭に関する総合相談を行っています。
●  杉並子ども家庭支援センター
・ ゆうライン（相談専用窓口）
・ 子どもショートステイ（P98参照）
・ 児童虐待の相談・連絡

●  高円寺子ども家庭支援センター
・ 子育てに関する相談・支援
・ 児童虐待の相談・連絡
P53参照

受付時間
　月～金曜日：午前8時30分～午後5時
　　　　　　 （祝日、年末年始を除く）

開設場所
P53参照

学校教育
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　区の取り組みや地域の魅力、イ
ベント情報など、区民の皆さんの
知りたい情報を発信しています。
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貸付などの種類 内　容 問い合わせ

杉並区奨学資金の貸付
区内に在住し、高校（特別支援学校の高等部を含む）、高
専、または専修学校（高等課程）に在学中の方および入
学予定の方で、経済的理由で修学困難である場合に月
額奨学金や入学準備金をお貸しします。

学務課就学奨励担当

東京都育英資金の貸付
都内に在住し、高校、高専または専修学校（高等課程・専
門課程）などに在学中および入学予定の方で、経済的理
由で修学が困難である場合に奨学金をお貸しします。

東京都私学財団
☎5206-7929

日本学生支援機構奨学金の貸付
大学、大学院、短大、専修学校（専門課程）などに入学予
定または在学中の方で、経済的理由で修学が困難であ
る場合に貸与または給付します。

入学先または在学中の学校

私立高校等入学支度金貸付制度
都内に在住し、入学支度金制度のある都内の私立高校
などに入学する生徒の保護者に、入学時に必要な費用
の一部を入学先の学校がお貸しする制度です。

入学先の学校

私立高校等授業料の軽減助成
都内に在住し、私立高校などに通う生徒の保護者を対
象に、授業料の一部を助成します。保護者の年収により、
助成される額が異なります。

入学先（在学中）の学校または
東京都私学就学支援金センター
☎5206-7925

高等学校等就学支援金
都内の高等学校等に在学する生徒に代わり、学校が支
援金を受け取り、授業料の一部に充てる制度です（収入
要件があります）。

【都立】
学校または都高等学校教育課経理担当
☎5320-7862
【私立】
学校または東京都私学就学支援金センター
☎5206-7814

高等学校等就学給付金
都内に在住し、高等学校などに通う生徒の保護者（非課
税世帯）を対象に授業料以外の教育に必要な費用の一
部を助成する制度です。

【都立】
学校または都高等学校教育課経理担当
☎5320-7862
【私立】
学校または東京都私学就学支援金センター
☎5206-7925

奨学金制度など
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