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保 育 施 設 の 種 類  

保育施設の分類 

種  類 施設の設置基準等 保育施設名称 設置者 運営者 

認可保育園 
「児童福祉法」に基づき、設備や面積、職員数について、国や東京都
及び区の基準等を満たすとともに、都知事の認可を受け、区が特定
教育•保育施設として確認した施設 

区立認可保育園 区 
区（富久町保育園• 
早稲田南町保育園
分園は民間事業者） 

私立認可保育園 民間事業者 民間事業者 

認定こども園 
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関 
する法律」に基づき、都知事がこども園として認定し、区が特定 
教育•保育施設として確認した施設  

区立認定こども園 区 区 

私立認定こども園 民間事業者 民間事業者 

小規模保育事業
地 

域 

型 

保 

育 

事 

業

 
区の基準に適合し、校舎の一部や民間賃貸物件を活用した少人数の児 
童を対象とする保育事業  

保育ルーム 区 民間事業者 

家庭的保育事業 
区の基準に適合し、家庭的な雰囲気のもと、保育者の居宅において実 
施する保育事業  

保育ママ  区 個人 

事業所内保育事業 
区の基準に適合し、会社等が設置した保育施設において、従業員及び 
地域の児童を対象とする保育事業  

事業所内保育所 事業主 民間事業者 

 
居宅訪問型保育事業

区の基準に適合し、保護者の就労等により保育を必要とする児童を対 
象に、児童の居宅において行う保育事業

 
居宅訪問型保育

（障害児対応型）
（待機児童型）

 民間事業者 民間事業者 

認可外保育施設 

認可保育園の設置基準に準じて東京都が認証した施設 認証保育所 民間事業者 民間事業者 

その他の施設 

企業主導型保育所
 

民間事業者 民間事業者 

院内保育施設 民間事業者 民間事業者 

ベビーホテル 民間事業者 民間事業者 

その他の施設 民間事業者 民間事業者 

この冊子で紹介する保育施設は、新宿区内にある下記の施設です。 

保育施設  申込み先 

区立保育園、私立保育園、区立子ども園、私立子ども園（保育園機能）、保育ルーム、
保育ママ、 事業所内保育所（地域枠）、居宅訪問型保育 

保育課入園•認定係  

認定こども園（幼稚園機能）、事業所内保育所（従業員枠） 各施設 

認証保育所 各施設 

教育•保育給付認定  
認可保育園等の利用を希望する場合は、新宿区から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。認定の申請手続きは、利用を希望する施設等により異なり

ます。 

区は認定申請を受け、保育の必要性の事由（就労や出産、疾病など）によって、下表のとおり保育の必要性等を認定します。認定後「教育・保育給付認定通知書」

を送付します。希望がある場合には「支給認定証」を交付します。 

対象年齢
 

保育の必要性
 

認定区分 利用できる施設等 

満 3 歳以上 

無

 

1 号

 

教育標準時間

 
幼稚園（新制度移行園）※
認定こども園（幼稚園機能）

 

有 2 号 

 
保育標準時間
保育短時間

認可保育園  
認定こども園（保育園機能）、企業主導型保育事業等 

満 3 歳未満 有 3 号 

認可保育園、認定こども園、保育ママ、 

事業所内保育所、 

保育ルーム  

※新制度移行園とは、子ども•子育て支援新制度に移行している園のことをいいます。

認定申請の手続き 

≪幼稚園•認定こども園（幼稚園機能）の場合≫  

直接希望施設に入園の申込みを行い、内定後に「教育•保育給付認定（1号）」を申請してください。  

「教育•保育給付認定通知書」を送付します。  

≪認可保育園•認定こども園（保育園機能）等の場合≫  

認可保育園等の入園申込みが「教育•保育給付認定」の申請を兼ねています。原則として、新たな認定申請の手続きは必要ありません。  

提出された書類により「保育を必要とする事由」と「保育必要量」を認定し、「教育•保育給付認定通知書」を送付します。  

≪企業主導型保育所の場合≫  

直接希望施設に入園の申込みを行い、「教育•保育給付認定（2 号又は 3 号）」を申請する場合は、「保育を必要とする事由」が確認できる書類の提出が必要です。企業主導

型保育所は教育•保育給付認定を受けていなくても利用が可能な施設ではありますが、保育所が保育の必要性の確認を認定を活用して行う場合に保護者から認定申請が

あったときは認定を行います。

 

提出された書類により、「保育を必要とする事由」と「保育必要量」を認定し、「教育•保育給付認定通知書」を送付します。 

保育必要量  

保育必要量は、「最長で保育園等を利用できる時間」です。実際の保育時間は、認定された保育必要量の範囲内で、保護者の就労時間や通勤時間、お子さんの状況等

を踏まえて園長が決定します。 

保育標準時間：基本開所時間内で最長11時間まで 

保育短時間　：基本開所時間内で最長8時間まで（9時から17時まで） 

※基本開所時間（保育短時間の場合は９～17時）を超える利用については、延長保育料がかかります。

施設等利用給付認定[ 幼児教育・保育の無償化 ]

下表の施設・保育サービスを利用している方が幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、区から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 

対象施設• 保育サービス  対象クラス 認定区分 保育を必要とする事由 

幼稚園（新制度未移行園）
 

 
3 ～ 5  歳児クラス 1 号 

認定こども園（幼稚園機能）、 

幼稚園の「預かり保育」 
3 ～ 5  歳児クラス 2 号 •就労（月 48 時間以上）

•妊娠又は出産
•疾病又は心身障害
•同居親族の介護等
•災害復旧活動
•求職活動（起業準備含む）
•通学又は職業訓練

 •区が特に認める場合

認証保育所 

その他の認可外保育施設 ※ 
① 3 ～ 5  歳児クラス
② 0 ～ 2  歳児クラス

（住民税非課税世帯に限る）

 
① 2 号

② 3 号
一時保育、 

定期利用保育、 
病児•病後児保育、 

ファミリーサポート事業 

※所在地の区市町村から「確認」を受けた施設のみ対象です。

認定申請の手続き 

認定申請には、「保育を必要とする事由」が確認できる書類を提出するほか、状況により必要となる書類があります。 

提出書類については、お問い合わせください。 

提出された書類により「保育を必要とする事由」が確認できた場合は、「施設等利用給付認定通知書」を送付します。 

「幼児教育・保育の無償化」については、8ページをご覧ください。 
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教育•保育給付認定  
認可保育園等の利用を希望する場合は、新宿区から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。認定の申請手続きは、利用を希望する施設等により異なり

ます。 

区は認定申請を受け、保育の必要性の事由（就労や出産、疾病など）によって、下表のとおり保育の必要性等を認定します。認定後「教育・保育給付認定通知書」

を送付します。希望がある場合には「支給認定証」を交付します。 

対象年齢
 

保育の必要性
 

認定区分 利用できる施設等 

満 3 歳以上 

無

 

1 号

 

教育標準時間

 
幼稚園（新制度移行園）※
認定こども園（幼稚園機能）

 

有 2 号 

 
保育標準時間
保育短時間

認可保育園  
認定こども園（保育園機能）、企業主導型保育事業等 

満 3 歳未満 有 3 号 

認可保育園、認定こども園、保育ママ、 

事業所内保育所、 

保育ルーム  

※新制度移行園とは、子ども•子育て支援新制度に移行している園のことをいいます。

認定申請の手続き 

≪幼稚園•認定こども園（幼稚園機能）の場合≫  

直接希望施設に入園の申込みを行い、内定後に「教育•保育給付認定（1号）」を申請してください。  

「教育•保育給付認定通知書」を送付します。  

≪認可保育園•認定こども園（保育園機能）等の場合≫  

認可保育園等の入園申込みが「教育•保育給付認定」の申請を兼ねています。原則として、新たな認定申請の手続きは必要ありません。  

提出された書類により「保育を必要とする事由」と「保育必要量」を認定し、「教育•保育給付認定通知書」を送付します。  

≪企業主導型保育所の場合≫  

直接希望施設に入園の申込みを行い、「教育•保育給付認定（2 号又は 3 号）」を申請する場合は、「保育を必要とする事由」が確認できる書類の提出が必要です。企業主導

型保育所は教育•保育給付認定を受けていなくても利用が可能な施設ではありますが、保育所が保育の必要性の確認を認定を活用して行う場合に保護者から認定申請が

あったときは認定を行います。

 

提出された書類により、「保育を必要とする事由」と「保育必要量」を認定し、「教育•保育給付認定通知書」を送付します。 

保育必要量  

保育必要量は、「最長で保育園等を利用できる時間」です。実際の保育時間は、認定された保育必要量の範囲内で、保護者の就労時間や通勤時間、お子さんの状況等

を踏まえて園長が決定します。 

保育標準時間：基本開所時間内で最長11時間まで 

保育短時間　：基本開所時間内で最長8時間まで（9時から17時まで） 

※基本開所時間（保育短時間の場合は９～17時）を超える利用については、延長保育料がかかります。

施設等利用給付認定[ 幼児教育・保育の無償化 ]

下表の施設・保育サービスを利用している方が幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、区から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 

対象施設• 保育サービス  対象クラス 認定区分 保育を必要とする事由 

幼稚園（新制度未移行園）
 

 
3 ～ 5  歳児クラス 1 号 

認定こども園（幼稚園機能）、 

幼稚園の「預かり保育」 
3 ～ 5  歳児クラス 2 号 •就労（月 48 時間以上）

•妊娠又は出産
•疾病又は心身障害
•同居親族の介護等
•災害復旧活動
•求職活動（起業準備含む）
•通学又は職業訓練

 •区が特に認める場合

認証保育所 

その他の認可外保育施設 ※ 
① 3 ～ 5  歳児クラス
② 0 ～ 2  歳児クラス

（住民税非課税世帯に限る）

 
① 2 号

② 3 号
一時保育、 

定期利用保育、 
病児•病後児保育、 

ファミリーサポート事業 

※所在地の区市町村から「確認」を受けた施設のみ対象です。

認定申請の手続き 

認定申請には、「保育を必要とする事由」が確認できる書類を提出するほか、状況により必要となる書類があります。 

提出書類については、お問い合わせください。 

提出された書類により「保育を必要とする事由」が確認できた場合は、「施設等利用給付認定通知書」を送付します。 

「幼児教育・保育の無償化」については、8ページをご覧ください。 
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認可保育園、認定こども園、保育ルーム等の申込み概要 

各施設により、基本開所時間、基本開所時間後の延長保育の実施状況、0歳児保育の実施状況（受入月齢）、給食のアレルギー対応等が異なりま

す。各施設の紹介ページ等によりご確認ください。  

なお、エイビイシイ保育園は夜間就労等をされている方を対象とした保育園ですので、昼間のお仕事等の方はご利用になれません。認定こども園

の幼稚園機能の申込み、利用時間等については、直接園にお問い合わせください。 

申込みに必要な要件  

認可保育園・認定こども園等の申込みには、保育を必要とする認定を受けていることが必要です。 

（1）認可保育園や認定こども園（保育園機能）等の入園要件

次の①から⑥までのいずれかの保育を必要とする事由が必要です。

①
 

 
保護者が外で働いている、または家庭内で家事以外の仕事をしている。

（ひと月あたり 48 時間以上の労働）
 

② 保護者が出産、病気、心身に障害がある。 

③ 保護者が同居する親族の介護、看護をしている。 

④ 保護者が求職活動をしている。 

⑤ 保護者が就学している。 

⑥ その他、特に児童の保育を必要とする事情がある。 

※居宅訪問型保育事業（障害児対応型）については、上記の①～⑥までのいずれかの事由が必要となるほか、お子さんの障害・疾患等により個別のケア

が必要であり、集団保育が著しく困難な状態であることが利用要件となります。   

※居宅訪問型保育事業（待機児童型）については、上記の①～⑥までのいずれかの事由により、3園以上の認可保育園等に申込みをしたにもかかわらず、

入園できなかったことが要件になります。

詳しくは、保育課入園・認定係までお問い合わせください。 

（2）認定こども園（幼稚園機能）の入園要件

区立子ども園の幼稚園機能については、新宿区内に居住していることが入園要件となります。私立認定こども園の幼稚園機能の入園要件については、

直接園にお問い合わせください。 

保育施設入園申込書類の入手

新宿区保育課のホームページから取り出せます。また、保育課入園・認定係（区役所2階）、各特別出張所、新宿区内の認可保育園及び認定

こども園で「令和５年度版新宿区認可保育園等申込みの手引き」を配布しています。 

申込方法  

申込書等の必要事項を記入のうえ、保育課入園・認定係に提出してください。入園希望月により書類の提出締切日が異なります。提出締切日は「令

和５年度版新宿区認可保育園等申込みの手引き」に掲載しています。 

障害のあるお子さんの申込み 

認可保育園・認定こども園（保育園機能）は原則として各園 2名まで、区立子ども園（幼稚園機能）は 2名程度まで受入れています。私立認定こど

も園（幼稚園機能）については、直接園にお問い合わせください。認可保育園・認定こども園（保育園機能）については、利用調整後に、内々定

園で実施する保育観察、入園及び保育環境検討会で集団保育が可能かどうかを判定し、入園を決定します。 

認可保育園・認定こども園は訓練や治療を目的とした施設ではありませんので、就労等保護者の方がお子さんの保育を必要とする事由が必要に

なります。 

保育ルーム・保育ママ・事業所内保育所での受入れは実施していません。

年齢とクラス 

４月1日現在の年齢がその年度のクラス年齢です。年度途中にお誕生日を迎えても変わりません。

0歳児クラスは、施設により受入れ月齢が異なります（入園月1日の満月齢で考えます）。各施設の紹介ページでご確認ください。 

なお、０歳児クラスがない園に限り、０歳児クラスのお子さんであっても離乳食が完了し、幼児食に移行しているお子さんは、満１歳の誕生日を迎

歳児クラスの年齢のお子さんを優先します。 

えた翌月から、１歳児クラスへの申込みをすることができます（「特例１歳」の申込み）。ただし、各施設３名までの受入れで、利用調整の際には、１
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認可保育園、認定こども園、保育ルーム等の申込み概要 

各施設により、基本開所時間、基本開所時間後の延長保育の実施状況、0歳児保育の実施状況（受入月齢）、給食のアレルギー対応等が異なりま

す。各施設の紹介ページ等によりご確認ください。  

なお、エイビイシイ保育園は夜間就労等をされている方を対象とした保育園ですので、昼間のお仕事等の方はご利用になれません。認定こども園

の幼稚園機能の申込み、利用時間等については、直接園にお問い合わせください。 

申込みに必要な要件  

認可保育園・認定こども園等の申込みには、保育を必要とする認定を受けていることが必要です。 

（1）認可保育園や認定こども園（保育園機能）等の入園要件

次の①から⑥までのいずれかの保育を必要とする事由が必要です。

①
 

 
保護者が外で働いている、または家庭内で家事以外の仕事をしている。

（ひと月あたり 48 時間以上の労働）
 

② 保護者が出産、病気、心身に障害がある。 

③ 保護者が同居する親族の介護、看護をしている。 

④ 保護者が求職活動をしている。 

⑤ 保護者が就学している。 

⑥ その他、特に児童の保育を必要とする事情がある。 

※居宅訪問型保育事業（障害児対応型）については、上記の①～⑥までのいずれかの事由が必要となるほか、お子さんの障害・疾患等により個別のケア

が必要であり、集団保育が著しく困難な状態であることが利用要件となります。   

※居宅訪問型保育事業（待機児童型）については、上記の①～⑥までのいずれかの事由により、3園以上の認可保育園等に申込みをしたにもかかわらず、

入園できなかったことが要件になります。

詳しくは、保育課入園・認定係までお問い合わせください。 

（2）認定こども園（幼稚園機能）の入園要件

区立子ども園の幼稚園機能については、新宿区内に居住していることが入園要件となります。私立認定こども園の幼稚園機能の入園要件については、

直接園にお問い合わせください。 

保育施設入園申込書類の入手

新宿区保育課のホームページから取り出せます。また、保育課入園・認定係（区役所2階）、各特別出張所、新宿区内の認可保育園及び認定

こども園で「令和５年度版新宿区認可保育園等申込みの手引き」を配布しています。 

申込方法  

申込書等の必要事項を記入のうえ、保育課入園・認定係に提出してください。入園希望月により書類の提出締切日が異なります。提出締切日は「令

和５年度版新宿区認可保育園等申込みの手引き」に掲載しています。 

障害のあるお子さんの申込み 

認可保育園・認定こども園（保育園機能）は原則として各園 2名まで、区立子ども園（幼稚園機能）は 2名程度まで受入れています。私立認定こど

も園（幼稚園機能）については、直接園にお問い合わせください。認可保育園・認定こども園（保育園機能）については、利用調整後に、内々定

園で実施する保育観察、入園及び保育環境検討会で集団保育が可能かどうかを判定し、入園を決定します。 

認可保育園・認定こども園は訓練や治療を目的とした施設ではありませんので、就労等保護者の方がお子さんの保育を必要とする事由が必要に

なります。 

保育ルーム・保育ママ・事業所内保育所での受入れは実施していません。

年齢とクラス 

４月1日現在の年齢がその年度のクラス年齢です。年度途中にお誕生日を迎えても変わりません。

0歳児クラスは、施設により受入れ月齢が異なります（入園月1日の満月齢で考えます）。各施設の紹介ページでご確認ください。 

なお、０歳児クラスがない園に限り、０歳児クラスのお子さんであっても離乳食が完了し、幼児食に移行しているお子さんは、満１歳の誕生日を迎

歳児クラスの年齢のお子さんを優先します。 

えた翌月から、１歳児クラスへの申込みをすることができます（「特例１歳」の申込み）。ただし、各施設３名までの受入れで、利用調整の際には、１

休園日 

日曜日（キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園・とちょう保育園・保育ルーム・保育ママは土・日曜日）、祝日、年末年始（12月 29 日から１月３日ま

で。ただし、至誠会保育園は 12月 30日から１月４日まで）、その他特別な事情（感染症等）が発生したとき。 

　休園日以外にも、保護者の方のお仕事や、お子さんの健康状態等により、ご家庭での保育をお願いする場合があります。 

園 庭 

敷地内に園庭がない園については、近隣の公園を代替の園庭として指定しています。 

給食とアレルギー対応 

区立園では、食物アレルギーのあるお子さんの食事は、アレルギー反応を起こす原因食品を除いた「除去食」で対応します。また、原因食品に替わ

る代替食品を使って「代替食」を実施する場合もあります。「除去食」「代替食」とも実施できない場合には、家庭から食事を持参していただくこと

があります。 

いずれの場合も、お子さんの状況に応じて、主治医の診断書に基づき、保護者と園の話し合いによって対応の仕方を決めます。 

私立園でも、「除去食」や「代替食」を実施していますので、各園にご相談ください（ご要望に応じられない場合もあります）。 

おむつ  

毎日、その日に使用する紙おむつを持参していただき、使用済みのものは各施設で廃棄処分することとしています。一部、布おむつを使用してい

る等、取り扱いが異なる施設がありますので、詳細は、各施設の紹介ページをご確認ください。 

冷凍母乳 

区立園は、冷凍母乳は対応可能です。私立園は、各施設の紹介ページをご覧ください。 

区立保育園、区立子ども園の0歳児の保育時間 

生後6か月まで 8:30～17:00

生後6か月の翌日から

満1歳の誕生日から  基本開所時間帯

※私立園については、各園にお問い合わせください。

延長保育  

就労等でお迎えが基本開所時間を超える場合、延長してお子さんをお預かりします。実施園、実施時間、対象年齢等は、各施設の紹介ページをご確

認ください。保育従事職員の配置上、園ごとに受入年齢や利用定員等があるため申込みされた方全員が利用できるとは限りません。また、基本保育料

とは別に延長保育料がかかります。 

　区立園では、延長保育を利用していないお子さんでも、お迎えが基本開所時間を超えた場合は、１日400円の延長保育料が発生します。 

7:30～18:00
富久町保育園のみ

7:30～18:30

開所時間と保育時間  

基本の開所時間は、園一覧等に掲載しています。実際のお子さんの預かり時間は、認定された保育必要量の範囲内で保護者の就労時間や通勤時間、

お子さんの状況を踏まえて園長が決定します。ただし、区立の保育園・子ども園の０歳児の保育時間は、下表に掲載した時間の範囲内で、保護者の状

況を考慮して園長が決定します。  

なお、基本開所時間を超えてお子さんをお預かりすることはできません（延長保育については次項参照）。お迎えが遅れる場合の対応策を予めお考

えください。「新宿区ファミリー・サポート・センター」では、保育施設までの送迎を含めお迎えに間に合わない場合等の援助活動を行っています。詳

細は71ページをご覧ください。 
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保育料 

認可保育園、認定こども園、保育ルーム等の月額の基本保育料は、保護者（世帯状況に応じてその他の扶養義務者も含む）の特別区民税所得割額とお子さんのクラス

年齢によって決定します。各施設の保育料については10・11ページの「保育料表」をご覧ください。 

なお、基本保育料は、下表のとおり年度の途中で算定根拠である区（市町村）民税額の対象年度が変わるため、9月分から変更となる場合があります。 

また、税額が更正された場合は、更正されたことが分かった月の翌月から保育料が変更となる場合があります。 

※夜間保育所（エイビイシイ保育園）については夜間保育料となります。

※保育料のお支払いは、原則として口座振替となります。

※私立認定こども園、保育ママ、事業所内保育所、居宅訪問型保育事業については、直接園または事業者等にお支払いいただきます。

幼児教育•保育の無償化  

令和元年10月から、3 ～ 5 歳児クラスの子どもの認可保育園や認定こども園、幼稚園等の「基本保育料」が無償化されたことに加え、待機児童対策の観点から、

「保育の必要性」の認定を受け、認証保育所等を利用している場合は、その利用料も、上限額の範囲内で無償化の対象とされました。認定こども園（幼稚園機能）や

幼稚園の預かり保育も「保育の必要性」の認定を受けている場合は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。  

また、区では、国の制度に合わせて、東京都の支援策を活用し、区独自に上乗せした費用負担を行って、子育て世帯の経済的負担軽減を拡充しています。 

（1）認可保育園、認定こども園等の「基本保育料」

・対象児童：3～ 5  歳児クラスの子ども

※無償化の対象となるための手続きは不要です。

※延長保育料や教材費、行事費、PTA会費等は無償化の対象外です。

※利用中の幼稚園が、新制度に移行した園に該当するかどうかは、各園にお問い合わせください。

（2）認定こども園（幼稚園機能）や幼稚園の「預かり」の保育料

•  保護者のいずれもが「保育の必要性」の事由（「就労」、「就学」等）に該当していること。

•  幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定」の申請を行い、認定を受ける必要があります。

対象児童 3 ～ 5 歳児クラスのお子さん 

無償化の範囲 「預かり保育」の保育料のうち、日額単価（450円×利用日数（月額 11,300円まで）） 

無償化の対象条件 利用前に『施設等利用給付認定』を受けていること 

認定の申請 
手続きが必要です。 

（施設等利用給付認定申請を行い、『保育の必要性』が確認できる場合に無償化の対象となります。） 

※幼稚園等で「預かり保育」を実施していない、または「預かり保育」が十分な水準ではない場合（平日の教育時間を含む提供時間が8時間未満、または年間開

　所日数200日未満）は、認可外保育施設等の利用料についても幼児教育・保育の無償化の対象となる場合があります。（上限額は「預かり保育」の範囲内） 

保育料 保育料の算定根拠 

令和５年4月分から8月分まで 令和４年度 区（市町村）民税額 

令和５年9月分から令和6年3月分まで 令和５年度 区（市町村）民税額 

保育施設 無料となる利用料等 

認可保育園  
認定こども園（保育園機能） 

・基本保育料
・給食費（区独自の助成）

認定こども園（幼稚園機能）、幼稚園（新制度移行園）
 

・基本保育料
・入園料（区立園のみ）
・給食費（条件に該当する場合のみ副食費が免除となります。

詳しくは 12ページをご覧ください。）

幼稚園（新制度未移行園） 
・基本保育料

（上限額：月額32,000円）
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（３）認可外保育施設等の「保育料（利用料）」

• 対象施設、事業：認証保育所、認可外保育施設、一時保育、定期利用保育、病児•病後児保育、ファミリーサポート事業

※所在地の区市町村から「確認」を受けた施設であること。（区内対象施設は新宿区ホームページに掲載しています。）

•  認可保育園や認定こども園等を利用できていない方で、保護者のいずれもが「保育の必要性」の事由（「就労」、「就学」等）に該当していること。

•  無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定」の申請を行い、認定を受ける必要があります。

対象児童 
①3 ～ 5歳児クラスのお子さん
②0～ 2歳児クラスのお子さん（住民税非課税世帯に限る）
※認可保育園、認定こども園（保育園機能）、地域型保育事業、幼稚園等に在籍していない方が対象です。

無償化の範囲
 

利用料のうち 
①月額37,000円まで
②月額42,000円まで

無償化の対象条件
 

利用前に『施設等利用給付認定』を受けていること 

認定の申請
 手続きが必要です。 

（施設等利用給付認定申請を行い、『保育の必要性』が確認できる場合に無償化の対象となります。） 

（4）保育料（利用料）に関する請求

私立認定こども園（幼稚園機能）未移行幼稚園の「預かり保育」の保育料、認可外保育施設等の「保育料（利用料）」は、原則として、保育料を施設（園）に

支払った後に、区へ「施設等利用費（給食費等を除いた保育料相当額）」を請求する必要があります。 

（5）無償化に関する問い合わせ先

【施設等利用給付認定に関すること】

【区立子ども園の預かり保育に関すること】

保育課 入園•認定係（5273-4527）  

【私立認定こども園の預かり保育、認可外保育施設に関すること】  

保育指導課 給付係（5273-4584） 

【幼稚園在園児の施設等利用給付認定に関すること】 

【幼稚園の預かり保育に関すること】 

教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係（5273-3103） 

認可保育園、認定こども園等の基本保育料の負担軽減制度 

区では東京都の事業を利用し、子育て支援策の一環として、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業の基本保育料の負担軽減を実施しています。

詳しくは、保育課入園・認定係までお問い合わせください。  

（1）多子世帯の場合

きょうだい（兄・姉）の数え方に際し、年齢制限はありません。生計を一にする（※）被監護者の兄・姉から数えて、園児が第2子目にあたる場合

原則として手続きは必要ありませんが、同一世帯外に『生計を一にする兄・姉』がいる場合は、保育料多子減免にかかる申立書類や確認書類等の提

 

費等の定期的な送金が行われているお子さんも含みます。

（2）ひとり親世帯、同一世帯に障害児（者）がいる世帯の場合

世帯の区（市町村）民税所得割額が16万円未満の場合で、園児が第1子目にあたる場合は基本保育料が5割減額、第2子目以降にあたる場合は

は基本保育料が5割減額、第3子目以降にあたる場合は全額公費負担となります。 

出が必要です。

※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、就学、療養等の都合上、別居している場合や常に生活費、学費、療養

全額公費負担となります。原則として保育料多子減免にかかる申立書類や確認書類（児童扶養手当証書の写しや障害者手帳の写し等）等の提出が必

要です。 

認証保育所、認可外保育施設の保育料助成 

区では、幼児教育•保育の無償化とは別に、認証保育所や指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用されている方を対象に、保育料の助成を

行っています。制度の詳細は、新宿区のホームページをご覧いただくか、保育指導課給付係（5273-4584）までお問い合わせください。  
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認可保育園・認定こども園（保育園機能）・事業所内保育所（土曜実施）基本保育料表（月額） 
★入園した児童の世帯の課税状況に応じて費用の一部を負担していただきます。 ＊一般保育所（ｴｲﾋﾞｲｼｲ以外）  

※ 生活保護世帯等とは、生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯をいう。  
1 住宅借入金等特別控除や寄付金控除等は、保育料の計算では控除対象外となるため、必ずしも税額と一致するとは限りません。 
2 第 3 子以降のお子さんの基本保育料は、全額公費負担となります。  
3 住民税が未申告の方は、基本保育料が最高階層（最高額）となる場合があります。 
4 ３～５歳児クラスについては、無償化の対象となるため、基本保育料が無料となります。

夜間保育所（エイビイシイ保育園）基本保育料表（月額） 
★入園した児童の世帯の課税状況に応じて費用の一部を負担していただきます。

※ 生活保護世帯等とは、生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯をいう。  
1 住宅借入金等特別控除や寄付金控除等は、保育料の計算では控除対象外となるため、必ずしも税額と一致するとは限りません。 
2 第 3 子以降のお子さんの基本保育料は、全額公費負担となります。  
3 住民税が未申告の方は、基本保育料が最高階層（最高額）となる場合があります。 
4 延長保育料については、各園にお尋ねください。延長保育料における第 2 子、第 3 子の減額はありません。

第１子 第２子 第２子

A 0円 0円 0円 A

B 0円 0円 0円 B

C1 1,900円 950円 900円 C1

C2 1円以上5,000円未満 2,400円 1,200円 1,150円 C2

C3 5,000円以上50,000円未満 3,100円 1,550円 1,500円 C3

D1 50,000円以上53,000円未満 6,700円 3,350円 3,250円 D1

D2 53,000円以上70,000円未満 8,300円 4,150円 4,050円 D2

D3 70,000円以上86,000円未満 9,400円 4,700円 4,600円 D3

D4 86,000円以上123,000円未満 15,400円 7,700円 7,550円 D4

D5 123,000円以上160,000円未満 19,100円 9,550円 9,350円 D5

D6 160,000円以上185,000円未満 21,500円 10,750円 10,550円 D6

D7 185,000円以上210,000円未満 23,600円 11,800円 11,550円 D7

D8 210,000円以上220,000円未満 25,500円 12,750円 12,500円 D8

D9 220,000円以上240,000円未満 27,500円 13,750円 13,500円 D9

D10 240,000円以上260,000円未満 29,200円 14,600円 14,350円 D10

D11 260,000円以上270,000円未満 31,000円 15,500円 15,200円 D11

D12 270,000円以上280,000円未満 32,500円 16,250円 15,950円 D12

D13 280,000円以上290,000円未満 34,200円 17,100円 16,800円 D13

D14 290,000円以上300,000円未満 35,700円 17,850円 17,500円 D14

D15 300,000円以上310,000円未満 37,200円 18,600円 18,250円 D15

D16 310,000円以上320,000円未満 38,500円 19,250円 18,900円 D16

D17 320,000円以上330,000円未満 40,000円 20,000円 19,650円 D17

D18 330,000円以上370,000円未満 43,400円 21,700円 21,300円 D18

D19 370,000円以上400,000円未満 48,900円 24,450円 24,000円 D19

D20 400,000円以上470,000円未満 53,700円 26,850円 26,350円 D20

D21 470,000円以上540,000円未満 57,500円 28,750円 28,250円 D21

D22 540,000円以上650,000円未満 61,800円 30,900円 30,350円 D22

D23 650,000円以上760,000円未満 66,100円 33,050円 32,450円 D23

D24 760,000円以上870,000円未満 70,400円 35,200円 34,600円 D24

D25 870,000円以上 74,700円 37,350円 36,700円 D2573,400円

階
層
区
分

52,700円

56,500円

60,700円

64,900円

69,200円

36,500円

37,800円

39,300円

42,600円

48,000円

27,000円

30,400円

31,900円

33,600円

35,000円

28,700円

18,700円

21,100円

23,100円

25,000円

3,000円

6,500円

8,100円

9,200円

15,100円

0円

0円

保育短時間

1,800円

2,300円

階
層
区
分

各月初日の在籍児童の属する世帯の
特別区民税の額（Ａ階層を除く）

０歳児～２歳児

第１子

生活保護世帯等　※

特別
区民税額

4～8月分
保育料は
令和4年度
区民税額

9～3月分
保育料は
令和5年度
区民税額

特別区民税非課税

保育標準時間

特別区民税均等割のみ課税

特別区民税所
得割の額が次
の区分にあた

る世帯

第１子 第２子

A 0円 0円 A

B 0円 0円 B

C1 1,900円 950円 C1

C2 1円以上5,000円未満 2,500円 1,250円 C2

C3 5,000円以上50,000円未満 3,200円 1,600円 C3

D1 50,000円以上53,000円未満 7,000円 3,500円 D1

D2 53,000円以上70,000円未満 8,700円 4,350円 D2

D3 70,000円以上86,000円未満 9,800円 4,900円 D3

D4 86,000円以上123,000円未満 16,100円 8,050円 D4

D5 123,000円以上160,000円未満 20,000円 10,000円 D5

D6 160,000円以上185,000円未満 22,500円 11,250円 D6

D7 185,000円以上210,000円未満 24,700円 12,350円 D7

D8 210,000円以上220,000円未満 26,700円 13,350円 D8

D9 220,000円以上240,000円未満 28,800円 14,400円 D9

D10 240,000円以上260,000円未満 30,600円 15,300円 D10

D11 260,000円以上270,000円未満 32,500円 16,250円 D11

D12 270,000円以上280,000円未満 34,000円 17,000円 D12

D13 280,000円以上290,000円未満 35,800円 17,900円 D13

D14 290,000円以上300,000円未満 37,400円 18,700円 D14

D15 300,000円以上310,000円未満 39,000円 19,500円 D15

D16 310,000円以上320,000円未満 40,300円 20,150円 D16

D17 320,000円以上330,000円未満 41,900円 20,950円 D17

D18 330,000円以上370,000円未満 45,500円 22,750円 D18

D19 370,000円以上400,000円未満 51,200円 25,600円 D19

D20 400,000円以上470,000円未満 56,300円 28,150円 D20

D21 470,000円以上540,000円未満 60,300円 30,150円 D21

D22 540,000円以上650,000円未満 64,800円 32,400円 D22

D23 650,000円以上760,000円未満 69,300円 34,650円 D23

D24 760,000円以上870,000円未満 73,800円 36,900円 D24

D25 870,000円以上 78,300円 39,150円 D25

階
層
区
分

０歳児～２歳児階
層
区
分

各月初日の在籍児童の属する世帯の
特別区民税の額（Ａ階層を除く）

生活保護世帯等　※

特別
区民税額

4～8月分
保育料は
令和4年度
区民税額

9～3月分
保育料は
令和5年度
区民税額

特別区民税非課税

特別区民税均等割のみ課税

特別区民税所
得割の額が次
の区分にあた

る世帯

保育標準時間
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階層

区分 

各月初日の在籍児童の属する世帯の

特別区民税の額（Ａ階層を除く） 

0 ～ 2  歳児クラス 

保育標準時間 保育短時間 

第 1 子 第 2 子 第 1 子 第 2 子 

A 生活保護世帯等 ※ 0 円 0 円 0 円 0 円 

B 

4～8 月分

保育料は

令和 4 年度

区民税額 

9～3 月分

保育料は

令和 5 年度

区民税額 

特別区民税非課税世帯 0 円 0 円 0 円 0 円 

C1 特別区民税均等割のみの課税世帯 1,500 円 750 円 1,400 円 700 円 

C2 

 

 

 

特別区民税

所得割額 

１円以上 5,000 円未満 1,900 円 950 円 1,800 円 900 円 

C3 5,000 円以上 50,000 円未満 2,500 円 1,250 円 2,400 円 1,200 円 

D1 50,000 円以上 53,000 円未満 5,400 円 2,700 円 5,300 円 2,650 円 

D2 53,000 円以上 70,000 円未満 6,700 円 3,350 円 6,500 円 3,250 円 

D3 70,000 円以上 86,000 円未満 7,600 円 3,800 円 7,400 円 3,700 円 

D4 86,000 円以上 123,000 円未満 12,400 円 6,200 円 12,100 円 6,050 円 

D5 123,000 円以上 160,000 円未満 15,400 円 7,700 円 15,100 円 7,550 円 

D6 160,000 円以上 185,000 円未満 17,400 円 8,700 円 17,100 円 8,550 円 

D7 185,000 円以上 210,000 円未満 19,100 円 9,550 円 18,700 円 9,350 円 

D8 210,000 円以上 220,000 円未満 20,600 円 10,300 円 20,200 円 10,100 円 

D9 220,000 円以上 240,000 円未満 22,200 円 11,100 円 21,800 円 10,900 円 

D10 240,000 円以上 260,000 円未満 23,600 円 11,800 円 23,100 円 11,550 円 

D11 260,000 円以上 270,000 円未満 25,100 円 12,550 円 24,600 円 12,300 円 

D12 270,000 円以上 280,000 円未満 26,300 円 13,150 円 25,800 円 12,900 円 

D13 280,000 円以上 290,000 円未満 27,700 円 13,850 円 27,200 円 13,600 円 

D14 290,000 円以上 300,000 円未満 28,900 円 14,450 円 28,400 円 14,200 円 

D15 300,000 円以上 310,000 円未満 30,100 円 15,050 円 29,500 円 14,750 円 

D16 310,000 円以上 320,000 円未満 31,100 円 15,550 円 30,500 円 15,250 円 

D17 320,000 円以上 330,000 円未満 32,400 円 16,200 円 31,800 円 15,900 円 

D18 330,000 円以上 370,000 円未満 35,100 円 17,550 円 34,500 円 17,250 円 

D19 370,000 円以上 400,000 円未満 39,600 円 19,800 円 38,900 円 19,450 円 

D20 400,000 円以上 470,000 円未満 43,400 円 21,700 円 42,600 円 21,300 円 

D21 470,000 円以上 540,000 円未満 46,500 円 23,250 円 45,700 円 22,850 円 

D22 540,000 円以上 650,000 円未満 50,000 円 25,000 円 49,100 円 24,550 円 

D23 650,000 円以上 760,000 円未満 53,500 円 26,750 円 52,500 円 26,250 円 

D24 760,000 円以上 870,000 円未満 57,000 円 28,500 円 56,000 円 28,000 円 

D25 870,000 円以上 60,500 円 30,250 円 59,400 円 29,700 円 

階層

区分 

各月初日の在籍児童の属する世帯の

特別区民税の額（Ａ階層を除く） 

0 ～ 2  歳児クラス 

保育標準時間 保育短時間 

第 1 子 第 2 子 第 1 子 第 2 子 

A 生活保護世帯等 ※ 0 円 0 円 0 円 0 円 

B 

4～8 月分

保育料は

令和4 年度

区民税額 

9～3 月分

保育料は

令和5 年度

区民税額 

特別区民税非課税世帯 0 円 0 円 0 円 0 円 

C1 特別区民税均等割のみの課税世帯 1,600 円 800 円 1,500 円 750 円 

C2 

 

 

 

特別区民税

所得割額 

１円以上 5,000 円未満 2,100 円 1,050 円 2,000 円 1,000 円 

C3 5,000 円以上 50,000 円未満 2,700 円 1,350 円 2,600 円 1,300 円 

D1 50,000 円以上 53,000 円未満 5,800 円 2,900 円 5,700 円 2,850 円 

D2 53,000 円以上 70,000 円未満 7,300 円 3,650 円 7,100 円 3,550 円 

D3 70,000 円以上 86,000 円未満 8,200 円 4,100 円 8,000 円 4,000 円 

D4 86,000 円以上 123,000 円未満 13,500 円 6,750 円 13,200 円 6,600 円 

D5 123,000 円以上 160,000 円未満 16,800 円 8,400 円 16,500 円 8,250 円 

D6 160,000 円以上 185,000 円未満 18,900 円 9,450 円 18,500 円 9,250 円 

D7 185,000 円以上 210,000 円未満 20,700 円 10,350 円 20,300 円 10,150 円 

D8 210,000 円以上 220,000 円未満 22,400 円 11,200 円 22,000 円 11,000 円 

D9 220,000 円以上 240,000 円未満 24,200 円 12,100 円 23,700 円 11,850 円 

D10 240,000 円以上 260,000 円未満 25,600 円 12,800 円 25,100 円 12,550 円 

D11 260,000 円以上 270,000 円未満 27,200 円 13,600 円 26,700 円 13,350 円 

D12 270,000 円以上 280,000 円未満 28,600 円 14,300 円 28,100 円 14,050 円 

D13 280,000 円以上 290,000 円未満 30,000 円 15,000 円 29,400 円 14,700 円 

D14 290,000 円以上 300,000 円未満 31,400 円 15,700 円 30,800 円 15,400 円 

D15 300,000 円以上 310,000 円未満 32,700 円 16,350 円 32,100 円 16,050 円 

D16 310,000 円以上 320,000 円未満 33,800 円 16,900 円 33,200 円 16,600 円 

D17 320,000 円以上 330,000 円未満 35,200 円 17,600 円 34,600 円 17,300 円 

D18 330,000 円以上 370,000 円未満 38,100 円 19,050 円 37,400 円 18,700 円 

D19 370,000 円以上 400,000 円未満 43,000 円 21,500 円 42,200 円 21,100 円 

D20 400,000 円以上 470,000 円未満 47,200 円 23,600 円 46,300 円 23,150 円 

D21 470,000 円以上 540,000 円未満 50,600 円 25,300 円 49,700 円 24,850 円 

D22 540,000 円以上 650,000 円未満 54,300 円 27,150 円 53,300 円 26,650 円 

D23 650,000 円以上 760,000 円未満 58,100 円 29,050 円 57,100 円 28,550 円 

D24 760,000 円以上 870,000 円未満 61,900 円 30,950 円 60,800 円 30,400 円 

D25 870,000 円以上 65,700 円 32,850 円 64,500 円 32,250 円 

保育ルーム・事業所内保育所（土曜未実施）、保育ママ 基本保育料表（月額） 
★利用児童の世帯の課税状況に応じて費用の一部を負担していただきます。 

※ 生活保護世帯等とは、生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯をいう。 
1 住宅借入金等特別控除や寄付金控除等は、保育料の計算では控除対象外になるため、必ずしも税額と一致するとは限りません。 
2 第 3 子以降のお子さんの基本保育料は、全額公費負担となります。  

    
4 保育ルームえどがわ園の3 ～ 5  歳児クラスについては、無償化の対象となるため、基本保育料が無料となります。

 

居宅訪問型保育事業（障害児対応型）基本保育料（月額） 居宅訪問型保育事業（待機児童型）基本保育料（月額） 
★利用児童の世帯の課税状況に応じて費用の一部を負担していただきます。 ★利用児童の世帯の課税状況に応じて費用の一部を負担していただきます。

※ 生活保護世帯等とは、生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯をいう。
1 住宅借入金等特別控除や寄付金控除等は、保育料の計算では控除対象外になるため、必ずしも税額と一致するとは限りません。 
2 第 3子以降のお子さんの基本保育料は、全額公費負担となります。
3　住民税が未申告の方は、基本保育料が最高階層 （最高額）となる場合があります。

    

4   居宅訪問型保育事業（障害児対応型）の 3 歳児クラスから5 歳児クラスについては、基本保育料が無料となります。 

3   住民税が未申告の方は、基本保育料が最高階層（最高額）となる場合があります。

第1子 第2子 第1子 第2子 第1子 第2子

A 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 A

B 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 B

C1 1,000 円 500 円 1,700 円 850 円 1,600 円 800 円 C1

2C円050,1円001,2円001,1円002,2円006円002,1満未円000,5上以円１2C

3C円053,1円007,2円004,1円008,2円008円006,1満未円000,05上以円000,53C

1D円000,3円000,6円001,3円002,6円007,1円004,3満未円000,35上以円000,051D

2D円057,3円005,7円058,3円007,7円001,2円002,4満未円000,07上以円000,352D

3D円052,4円005,8円053,4円007,8円004,2円008,4満未円000,68上以円000,073D

4D円000,7円000,41円051,7円003,41円009,3円008,7満未円000,321上以円000,684D

5D円056,8円003,71円058,8円007,71円009,4円008,9満未円000,061上以円000,3215D

6D円057,9円005,91円059,9円009,91円005,5円000,11満未円000,581上以円000,0616D

円057,01円005,12円059,01円009,12円000,6円000,21満未円000,012上以円000,5817D D7

円006,11円002,32円058,11円007,32円005,6円000,31満未円000,022上以円000,0128D D8

円005,21円000,52円057,21円005,52円000,7円000,41満未円000,042上以円000,0229D D9

D10 240,000円以上260,000円未満 14,900 円 7,450 円 27,100 円 13,550 円 26,600 円 13,300 円 D10

D11 260,000円以上270,000円未満 15,800 円 7,900 円 28,800 円 14,400 円 28,300 円 14,150 円 D11

D12 270,000円以上280,000円未満 16,600 円 8,300 円 30,200 円 15,100 円 29,600 円 14,800 円 D12

D13 280,000円以上290,000円未満 17,400 円 8,700 円 31,800 円 15,900 円 31,200 円 15,600 円 D13

D14 290,000円以上300,000円未満 18,200 円 9,100 円 33,200 円 16,600 円 32,600 円 16,300 円 D14

D15 300,000円以上310,000円未満 19,100 円 9,550 円 34,500 円 17,250 円 33,900 円 16,950 円 D15

D16 310,000円以上320,000円未満 19,700 円 9,850 円 35,800 円 17,900 円 35,100 円 17,550 円 D16

D17 320,000円以上330,000円未満 20,400 円 10,200 円 37,200 円 18,600 円 36,500 円 18,250 円 D17

D18 330,000円以上370,000円未満 22,100 円 11,050 円 40,300 円 20,150 円 39,600 円 19,800 円 D18

D19 370,000円以上400,000円未満 25,100 円 12,550 円 45,400 円 22,700 円 44,600 円 22,300 円 D19

D20 400,000円以上470,000円未満 27,400 円 13,700 円 49,900 円 24,950 円 49,000 円 24,500 円 D20

D21 470,000円以上540,000円未満 29,400 円 14,700 円 53,400 円 26,700 円 52,400 円 26,200 円 D21

D22 540,000円以上650,000円未満 31,500 円 15,750 円 57,400 円 28,700 円 56,400 円 28,200 円 D22

D23 650,000円以上760,000円未満 33,800 円 16,900 円 61,400 円 30,700 円 60,300 円 30,150 円 D23

D24 760,000円以上870,000円未満 36,000 円 18,000 円 65,400 円 32,700 円 64,200 円 32,100 円 D24

D25 870,000円以上 38,200 円 19,100 円 69,400 円 34,700 円 68,200 円 34,100 円 D25

階
層
区
分

生活保護世帯等　※

特別
区民税額

4～8月分
保育料は
令和4年度
区民税額

9～3月分
保育料は
令和5年度
区民税額

特別区民税非課税

特別区民税均等割のみ課税

特別区民税所
得割の額が次
の区分にあた

る世帯

0～2歳児クラス
階
層
区
分

家庭的保育者

保育短時間 保育標準時間

各月初日の在籍児童の属する世帯の
特別区民税の額（Ａ階層を除く）

保育ルーム・事業所内保育所（土曜未実施）

2歳児クラスまで

保育短時間
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区立子ども園（幼稚園機能）給食費・預かり保育料 

★私立園は園によって異なります。直接園にお問い合わせください。

（１）給食費

日額 200 円 

月額 4,000 円 

※月額とは、平日分（月曜日から金曜日まで）の金額です。土曜日・休業日に預かり保育を利用した場合の給食費は、別途、預かり保育料と合わせて

納付いただきます。

※次の①～③のいずれかに該当する場合、平日分（月曜日から金曜日まで）の利用における給食費は無料となります。

①生活保護世帯等、区（市町村）民税非課税世帯または均等割のみが課税世帯

②世帯の区（市町村）民税所得割額が 1 円以上 77,100 円以下の場合

③小学校 3 年生までの兄姉から数えて在園するお子さんが第 3 子以降に該当する場合

（２）預かり保育（日額）

「預かり保育」の無償化の対象となるためには、「預かり保育」の利用前までに『施設等利用給付認定』を受けていることが必要です。認定申請の手続きに

ついては、5 ページをご覧ください。 

預かり保育の内容 

金 額 

右記以外の世帯 生活保護世帯等、区（市町村）民税非課税

世帯または均等割のみが課税世帯 預かり保育料 給食費 おやつ代 

月曜日～金曜日の午後３時から午後４時30分まで 
100 円 

（月額上限1,600 円）

100 円 

（月額上限1,600 円）
0 円 

土曜日（午前８時３０分から午後５時までの間で８時間以内） 300 円 200 円 100 円 
200 円 

（給食費相当額のみ徴収） 
休業日（午前９時から午後３時まで） 400 円 200 円 

休業日（午前９時から午後４時３０分まで） 400 円 200 円 100 円 

※「土曜日」、「休業日」に預かり保育を利用する場合は、就労等の要件が必要です。 
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新宿区 認可保育園・認定こども園 一覧表 
園名（50 音順）

掲載 受入月齢
ページ （～以上）

所在地 電話番号 定員
基本開所時間

※空欄はすべて7:30 ～18:30
延長保育

大久保第一保育園 14 57日 大久保3-11-1 3203-0346  116 7:15 ～18:15 1時間 

高田馬場第二保育園 15 57日 高田馬場1-4-17 3209-1433  105 7:15 ～18:15 1時間 

長延保育園 15 57日 市谷長延寺町8 3260-1335  74  1時間 

富久町保育園 16 43 日 富久町22-21 3357-7720  164  3 時間 

戸山第二保育園 16 57日 戸山2-18-101 3203-2385  111  1時間 

中落合第二保育園 17 57日 中落合2-7-24 3952-7165  136 7:15 ～18:15 1時間 

西早稲田保育園 17 57日 西早稲田1-9-30 3209-5294  79  1時間 

東五軒町保育園 18 57日 東五軒町5-24 3269-6820  174 7:15 ～18:15 1時間 

百人町保育園 18 57日 百人町2-18-21 3367-4991  85 7:15 ～18:15 2 時間 

弁天町保育園 19 57日 
（仮園舎）早稲田町78（区立鶴巻南公園内） 
（新園舎）弁天町50（牛込保健センター等併設） 3268-1337  148 1時間 

早稲田南町保育園 19 57日 早稲田南町50 3203-7848  78  1時間 

早稲田南町保育園分園 20 57日 早稲田南町36 3204-5201  143  1時間 

（仮称）アイグラン保育園落合 21 43 日 上落合1-5-2 羽場ビル 6908-7381  117  2 時間 

（仮称）アイグラン保育園西新宿 21 1歳クラス 西新宿6-11-3 D タワ－西新宿2 F  6258-1098  46 2 時間 

アスク神楽坂保育園 22 57日 
（0 ～1歳児）矢来町98-1スキップビル1F  
（2～5 歳児）矢来町89-2 

5225-6933 
5206-4250 79 2 時間 

アスク北新宿保育園 22 57日 北新宿2-4-11 5338-2511 81 2 時間 

アスク新宿南町保育園 23 1歳クラス 南町20-3 5225-2166  89 2 時間 

アスク薬王寺保育園 23 1歳クラス 市谷薬王寺町51 5362-7177  74 2 時間 

クオリスキッズおおくぼ保育園 27 57日 百人町2-22-6 5937-0418  60 2 時間 

グローバルキッズ愛住町園 27 57日 愛住町6 6380-6798  80 2 時間 

グローバルキッズ神楽坂園 28 57日 神楽坂4-8 神楽坂プラザビル1F  3269-8011  60 2 時間 

グローバルキッズ西落合保育園 28 57日 西落合3-19-9 3952-5600  96 2 時間 

グローバルキッズ西新宿園 29 57日 西新宿5-5-1 6383-3793  51 2 時間 

グローバルキッズ若葉園 29 57日 若葉1-9 3353-2002  42 2 時間 

獅子吼保育園 30 1歳クラス 中井2-8-6 3951-0759  80 7:15 ～18:15 1時間 

至誠会保育園 30 43 日 河田町10-13 3341-4677  160 7:00 ～18:00 2 時間 

下落合そらいろ保育園 31 6 か月 中落合2-7-5 1F  3565-5050  80 2 時間 

小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園 31 57日 新小川町4-11 5206-3722  60 2 時間 

新栄保育園 32 43 日 百人町3-21-14 6304-0241  148 2 時間 

新宿こだま保育園 32 43 日 中落合4-25-19 5988-7807  105 2 時間 

新宿成子坂愛育園 33 57日 西新宿6-7-39 3342-6907  130 7:15 ～18:15 1時間 

新宿三つの木保育園もりさんかくしかく 33 43 日 大京町29 6457-4455  80 2 時間 

太陽の子新小川町保育園 34 57日 新小川町1-8 こだまビル2 F  5579-2348  64 2 時間 

東京母子愛育会保育園 34 8 か月 北新宿4-21-14 3369-6005  100 1時間 

にじいろ保育園高田馬場西 35 57日 高田馬場1-24-16 内田ビル１F  6302-1073  24 2 時間

にじいろ保育園市谷加賀町 35 57日 市谷加賀町2-4-18 6280-7391 66 2 時間

 

にじいろ保育園高田馬場東 36  1歳クラス 高田馬場1-16-26 6205-6338  72 2 時間 

にじいろ保育園高田馬場南 36 57日 大久保3-8-4 新宿ガーデンタワーアネックス2F  6457-6991  20 2 時間 

にじいろ保育園西早稲田 37 1歳クラス  6273-9227  67 2 時間 

にじいろ保育園四ツ谷 37 1歳クラス

西早稲田1-2-2

四谷1-6-1 コモレ四谷2 F  6709-9123  30 2 時間

1 時間

 

        フロンティアキッズ曙橋 40 1歳クラス
（本園）河田町3-29 プラウドフラット新宿河田町1F 5379-1680
（分園）河田町3-16 6273-0886 

70 7:00 ～18:00 2 時間 

フロンティアキッズ新宿 41 57日 新宿6-27-56 新宿スクエアビル2 F 3208-2744  7:00 ～18:00 2 時間 

保育所まぁむ高田馬場駅前園 41 57日 高田馬場3-1-5 花川第2 ビル1・2 F  6279-1105

48

75 2 時間 

ぽけっとランド市ヶ谷保育園 42 1歳クラス 市谷船河原町1 市ヶ谷エスワンビル2・3 F 5227-7520 110 2 時間 

ほっぺるランド牛込 42 57日 北山伏町1-2 6265-0841  115 2 時間 

ほっぺるランド神楽坂 43 57日 榎町43-1 ユニゾ神楽坂ビル2・3 F  5227-6798  122 2 時間 

ほっぺるランド上落合 43 57日 上落合1-15-13 6908-8415  116 2 時間 

ほっぺるランド北新宿 44 1歳クラス 北新宿3-9-20 5937-2960  72 2 時間 

ほっぺるランド新大久保 44 57日 大久保1-16-20 6380-3920  57 2 時間 

ほっぺるランド早稲田鶴巻町 45 57日 早稲田鶴巻町575-1 早稲田鶴巻町パーク・ホームズ1F  3235-5008  60 2 時間 

ポピンズナーサリースクール市ヶ谷 45 57日 払方町19-1 エムジー市ヶ谷ビル2・3 F 5946-8670  80 2 時間 

ポピンズナーサリースクール四ッ谷 46 1歳クラス 市谷本村町2-10 ストリーム市ヶ谷3 F  

 

5225-2015  61 2 時間

（仮称）ポピンズナーサリースクール西新宿 47 57日 西新宿5-801  3447-2102 60 2 時間

 

（本園）西新宿7-18-1   TOMOEビル2 F  
（分園）西新宿7-18-5 VORT 西新宿ビル1F  

5937-5581 

5937-1185 
ルーチェ保育園西新宿 46 57日 65 7:15 ～18:15 2 時間 

あいじつ子ども園 48 57日 北町17 3266-0189 186 1時間 

大木戸子ども園 49 57日 四谷4-17 3358-1431 219 1時間 

（乳児園舎）中井1-8-12 
（幼児園舎）上落合3-1-6 

3361-7000 
3227-2048 

おちごなかい子ども園 49 57日 128 1時間 

（乳児園舎）北新宿2-3-7 
（幼児園舎）北新宿2-11-1 

3369-5855
3227-2118

柏木子ども園 50 57日   121 1時間 

北新宿子ども園 50 57日 北新宿3-20-2 3365-0225 116 7:15 ～18:15 1時間 

しなのまち子ども園 51 57日 信濃町20 3357-6853 116 1時間 

戸山第一子ども園 51 57日 戸山2-26-101 3202-7879 110 1時間 

西落合子ども園 52 57日 西落合1-31-24 3954-1064 115 1時間 

西新宿子ども園 52 57日 西新宿4-35-5 3299-7727 140 1時間 

四谷子ども園 53 57日 四谷2-6 5369-3775 167 2 時間 

大久保わかくさ子ども園 54 43 日 大久保1-4-1 6265-9990 119 2 時間 

しんえい子ども園  もくもく 54 43 日 高田馬場4-36-12 5332-5544 161 7:00 ～18:00 2 時間 

しんじゅくいるまこども園 55 43 日 戸山1-21-1 6302-1221 143 2 時間 

新宿せいが子ども園 55 43 日 下落合2-10-20 3954-4190 177 2 時間 

ChaCha Children Higashitoyama  56 43 日 戸山2-34-101 5155-4321 170 7:00 ～18:00 2 時間 

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう 56 43 日 富久町14-1 6380-0414 164 2 時間 

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう分園  57 43 日 新宿5-3-13 6380-6437 48 2 時間 

認定こども園新宿ベアーズ 57 57日 西新宿5-25-11 エイジーエス西新宿ビル1・３F  6276-5431 92 2 時間 

※1 各園の詳細については、各園のページをご覧ください。 
※2 私立保育園、私立子ども園における0 歳児クラスの保育時間は、各園にお問い合わせください。  
※3 至誠会保育園、ぽけっとランド市ヶ谷保育園、富久ソラのこども園ちいさなうちゅう分園は、受入れ人数を掲載しています。

ニチイキッズ曙橋保育園 38 57日  
（0 ～2 歳児）市谷台町1-3 モデラート1 F  
（3 ～5 歳児）愛住町22 第3 山田ビル1 F  

5366-5127 
65 2 時間 

5367-0196 

八幡神社愛育園 38 上落合1-26-191歳クラス  3368-3939 76  

原町みゆき保育園 39 43 日 原町2-43 3356-2663 160 2 時間 

ぴっころきっず西早稲田 39 1歳クラス 西早稲田3-9-14  3209-2267 63 7:00 ～18:00 2 時間 

二葉南元保育園 40 43 日 南元町４ 3351-3819 110 7:00 ～18:00 2 時間 

ウィズブック保育園中落合 24 57日 中落合3-21-10 6914-4960 66 7:00 ～18:00 2 時間 

エイビイシイ保育園 24 43 日 
（本園）大久保2-11-5 
（分園）大久保2-16-1 

3232-9633 90 11:00 ～22:00 13 時間 

オルト保育園 25 43 日 高田馬場3-40-3 5332-7081 122 2 時間 

キッズガーデン新宿西落合 25 1歳クラス 西落合2-7-16 伊勢光ビル2・3 F  6908-1723 80 2 時間 

キッズタウン下落合保育園 26 57日 下落合1-9-10 3365-1332 131 2 時間 

きゃんばす東新宿保育園 26 新宿7-16-81歳クラス  6380-3460 50 2 時間 
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建物 1,321㎡
園庭 583㎡ 歌舞伎町１-４-１ 

病後児
保育 

休日
保育 

延長
2時間 

生後
43日 しんじゅく保育園 

延長保育の有無と延長時間 休日保育を実施している園 庭園の欄になしと記載されている施設は、
近隣の公園を代替の園庭として指定して 
います。 

(3209）1111 

保育園・子ども園紹介ページの見方 
例 

区立認可保育園 

保護者の就労等により保育を必要とする就学前までのお子さんをお預かりし、「養護と教育」を一体的に行うこ

《１》認可保育園

とを目的とした施設です。区立は区が設置・運営（富久町保育園及び早稲田南町保育園分園は公設民営）しており、
私立は民間事業者（社会福祉法人・宗教法人・学校法人・株式会社）が設置・運営しています。ご利用の申込みは
区立・私立ともに保育課入園・認定係で受け付けます。 

区立認可保育園 

お  お  く  ぼ だいいち 

大久保第一保育園 
生後
57日 

延長
1時間 

大久保3-11-1 
（区営住宅内） 

建物 658.43㎡
園庭 845.35㎡ 

一般電話 (3203)0346 
子育て相談専用  (3203)0562 

★開 設 昭和3１年8月 

★基本開所時間 7:15～18:15

★延長保育 １時間 19:15まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員25名 

副都心線 西早稲田駅(徒歩３分） 

西武新宿線・東西線・ＪＲ山手線 

高田馬場駅(徒歩10分)  

都バス 新宿スポーツセンター入口(徒歩１分) 

★平面図

★最寄り駅

玄関 

食事室 室  便所   室 

2 
歳
児

1 
歳
児
室 医務室 受入室 

0 
歳
児
室

調
乳
室

沐
浴
室

沐浴倉庫 便所 
洗
濯
室

便所 

倉庫 
5歳児室 

事務室 3
歳 
児

厨
房4歳児室 

この園の受入れ可能日・月齢
またはクラス年齢 病児・病後児保育を実施している園 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 11 21 21 21 21 21 116 

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 

★園の特徴

駅から近く、隣接する戸山公園（大久保地区）をはじめとする

緑豊かな環境にあり、四季折々の季節を感じながら、戸外遊び

を保育の重点においています。

★園の保育方針

・「あしたもくるね」今日の楽しさが明日の期待につながる保

育園を目指しています。

・一人一人を丁寧に受けとめながら、心身ともに健やかな成長

を育んでいます。

★こんな行事があります

運動会・なかよし発表会・ほおずき会（祖父母の方と一緒に遊びます） 

おたのしみ会（職員主催の人形劇、合奏など年２回）

★よく散歩に行く公園

都立戸山公園（大久保地区・箱根山地区）・西戸山公園

諏訪公園など

クラス別定員・在籍職員の職種
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洗濯室 

厨房 

玄関 

２歳児室 

１歳児室 

医務室  

事務室  

ベット室  ０歳児室 

   

４歳児室 ３歳児室 ５歳児室 

★クラス別定員・在籍職員の職種

区立認可保育園 

高田馬場第二保育園 
生後
57日 

延長
１時間 

高田馬場1-4-17
（高田馬場第二児童館等併設） 

建物 617.72㎡
園庭 430.55㎡ 

一般電話 (3209)1433 
子育て相談専用 (3209)1720 

★開 設 昭和47年4月 

★基本開所時間 7:15～18:15 

★延長保育 １時間 19:15まで（対象:１歳児クラス以上） 

30名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 16 20 20 20 20 105 

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 

★園の特徴

築山のある園庭では、季節ごとに木の実や花を楽しみながら、自然に触

れることができます。また、年齢に合わせて全身を使った遊びを十分に

経験できます。

★園の保育方針

保育目標

•元気な子ども
•思いやりのある子ども

•自分で考えて行動できる子ども 東京メトロ東西線 高田馬場駅(徒歩5分) 
笑顔で挨拶をかわしあい

みんなが ほっと（なごみ）

　　　　　ほっと（安心でき） 

　　　　　ほっと（ゆったり）できる保育園をめざしています 

★こんな行事があります

夏まつり・運動会・コスモス会（おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぶ会） 

お楽しみ会・大きくなった会（発表会）・わくわくランド 

子育て支援事業「ほいくえんであそぼう！」 

区立認可保育園 

ちょうえん 

長延保育園 
生後
57日 

延長
１時間 

市谷長延寺町8 
(都営住宅内） 

建物 416.69㎡
園庭 692.72㎡ 

一般電話 (3260)1335 
子育て相談専用 (3260)1348 

★開 設   昭和41年12月 

★基本開所時間  7:30～18:30 

★延長保育  １時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員20名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 13 13 13 13 13 74 

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 

ＪＲ中央線•都営新宿線   市ヶ谷駅(徒歩8分)  

東京メトロ有楽町線•南北線 市ヶ谷駅(徒歩4分) 

都バス 市谷田町（徒歩6分） 

★園の特徴

豊かな自然に恵まれた環境の保育園です。四季折々の移り変わりを

感じながら広い庭でのびのび遊べます。

★園の保育方針

「心も体も元気な子ども」「豊かに感じる心をもつ子ども」「自分

で考えて意欲的に遊ぶ子ども」を目標に保育をすすめていきます。

★こんな行事があります

ちょうえんまつり•運動会•おたのしみ会•発表会   など

★よく散歩に行く公園

都立外濠公園•中根坂東公園•納戸児童遊園•北の丸公園•加賀公園

市谷亀ヶ岡八幡宮•東郷公園

★よく散歩に行く公園

都立戸山公園・諏訪の森公園・甘泉園公園・箱根山

西早稲田児童遊園（ぐるぐる公園）

JR山手線・西新宿線 高田馬場（徒歩10分） 

副都心線 西早稲田駅(徒歩5分) 

都バス 高田馬場二丁目(徒歩3分) 

★平面図

★最寄り駅

遊戯室

 

★平面図

★最寄り駅

玄関 厨房 

２歳児室 ０歳児室 

に
じ
の
へ
や 

１歳児室 職員室 3歳児室５歳児室 

受入室 

調乳室 沐浴室 洗濯室 便所 便所 
４歳児室 

★クラス別定員・在籍職員の職種

た か だ の ば ば だ い に

調
乳
室

沐
浴
室

受
入
室
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★休日保育

★一時保育(専用室型)

★平面図

区立認可保育園（公設民営） 

とみひさちょう 

富久町保育園 
生後
43日 

延長
3時間 

休日
保育 

富久町22-21  
(富久町児童館併設) 

建物 988.96㎡
園庭 100㎡ (3357）7720 

★開　設 平成15年4月  

★運営法人 社会福祉法人 新栄会 

★基本開所時間 7:30～18:30  

★延長保育 1時間   19:30まで 2時間   20:30まで  

3時間   21:30まで 

定員40名（対象:満1歳以降から ※ただし離乳食完了児） 

★クラス別定員・在籍職員の職種

その上で、子どもの自発性を尊重し、主体性を培うと共に、協同的な活動を展
開し、対話を用いて人と関わる力を養います。なお具体的な方針は以下の3 つ
です。 

・個別性に配慮し人格形成に努め、子どもの自己肯定感を重視します。
・思考の芽生えを対話により育てていきます。
・家族と地域と共に子どもの成長を支えます。

★こんな行事があります

運動会、とみっちょファミリーデー、遠足、おとまり会、子ども会など

※0歳クラス24名のうち、4名は10月入園枠
※3歳児クラスの定員のうち、5名は地域型保育事業の連携施設とし

ての優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠
に開放できる場合があります。

園長、主任、副主任、保育士、看護師、調理、栄養士、用務、事務

★園の特徴

区立園の運営を「指定管理者制度」の下、民間企業である社会福祉法
人新栄会が受託している、いわゆる公設民営の園です。
当園では、区立園最長の「延長保育（3 時間、21:30 まで）」を実施
しているほか、区内で3 園だけが行っている「休日保育（日・祝日、
年末年始を除く）」の実施園でもあります。

★よく散歩に行く公園

中富久児童遊園・余丁町公園・さくら公園・抜弁天北公園・住吉公園・

天神山公園など

１階 ２階 

都営新宿線   曙橋駅   (徒歩12分) ★園の保育方針

「子どもから出発する保育Ⓡ」。これが当園の保育を端的に表すことばです。
大人の都合に子どもを合わせるのではなく、『保育者はまず子どもを良く
観察し、子どもの今を理解することから保育を始めよう』という私たち
の思いを込めた造語（社会福祉法人新栄会の登録商標）です。 

都営大江戸線   若松河田駅（徒歩12分） 

東京メトロ副都心線   東新宿駅（徒歩12分） 

東京メトロ丸ノ内線   新宿御苑前駅（徒歩12分） 

区立認可保育園 

と や ま だ い に 

戸山第二保育園 
生後
57日 

延長
1時間 

戸山2-18-101 
(都営住宅18号棟内） 

建物 599.36㎡
園庭 838.31㎡ 

一般電話 (3203)2385 
子育て相談専用 (3203)1279 

★開 設 昭和47年9月 

★基本開所時間   7:30～18:30 

★延長保育   １時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上） 

                                            定員20名 

副都心線・都営大江戸線 東新宿駅(徒歩10分) 

都営大江戸線 若松河田駅(徒歩12分) 
園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） JR山手線 新大久保駅(徒歩15分) 

東京メトロ東西線   早稲田駅（徒歩15分） ★園の特徴

自然に恵まれた広い園庭で、思いきり体を動かし、生き生きと遊べ

る環境です。梅・ぶどう・柿・みかんなど実のなる木があり季節

の変化を肌で感じることが出来ます。

都バス 新宿ここ・から広場前(徒歩1分) 

大久保通り(徒歩6分) 

★園の保育方針

・友達と関わり、意欲的に遊ぶ子

・やさしく、たくましい心をもつ子

・話をきき、考えて行動できる子

子ども一人一人の気持ちを大切にし、保護者や地域の方々に信

頼される、居心地の良い保育を心掛けています。 

★こんな行事があります

わくわくまつり、運動会、大きくなった会

あそぼう会、誕生会（毎月）

★よく散歩に行く公園

箱根山・都立戸山公園全域

ランチルーム

４・５歳児室 
3歳児室 

倉庫 
２歳児室 

厨房 

０歳児室(1) 事務室 

室 

１歳児室 

一時保育室 ０歳児室(2) 

1歳児便所 受入 沐浴室 調乳室 

洗
濯
室 

★平面図

★最寄り駅

０歳児室 

調乳 洗濯 玄関 
受入室便

所 
食事室 厨房 

教 
材
庫 

便
所 

沐浴室 ５歳児室 

医務室
事務室 

１歳児室 ２歳児室 ３歳児室 ４歳児室 

★最寄り駅

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 24 25 25 30 30 30 164 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 14 17 20 20 20 20 111 
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★クラス別定員・在籍職員の職種

★クラス別定員・在籍職員の職種

★平面図

区立認可保育園 

なかおちあいだ い に 

中落合第二保育園 
生後
57日 

延長
1時間 

中落合2-7-24 
(中落合子ども家庭支援センター等併設) 

建物 867.95㎡
園庭 847.6㎡ 

一般電話 (3952)7165 
子育て相談専用 (3952)8901 

★開 設 昭和53年4月 

★基本開所時間 7:15～18:15  

★延長保育 １時間 19:15まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員35名  

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 17 23 24 24 24 24 136 

※0歳クラス17名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託） 

★よく散歩に行く公園

西坂公園・せせらぎの里・おとめ山公園・かば公園・ 

落合中央公園・下落合公園・やよい児童遊園・みつば児童遊園・

戸塚公園・野鳥の森公園 

★園の特徴

・高台の静かな住宅街の中にあり、緑に囲まれた広い園庭で思い切り身体を

動かし、伸び伸びと遊べる環境です。

・園庭には四季折々の草花や実のなる木があり、自然に親しみ触れ合う機会

を大切にしています。

・地域の小学校と連携し、就学への滑らかな接続を図ります。

★園の保育方針

●めざす子ども像「心も体も健康な子」

１.「心も体もたくましい子」、２.「自分で考えやってみようとする子」、

３.「心豊かな子」

子ども一人一人の育ちを大切に、肯定的な見方・言葉がけを行い、子ども

自身が愛されていることを感じながら、心も体も満たされ健やかに育ちあ

える保育を目指します。

 

西武新宿線 下落合駅(徒歩5分) 

★こんな行事があります

夏まつり・運動会・ひなたぼっこの会（発表会）・誕生会（毎月）

保護者主催のおちパパ

区立認可保育園 

に し  わ  せ  だ 

西早稲田保育園 
生後
57日 

延長
1時間 

西早稲田1-9-30 
(都営住宅内） 

建物 409.17㎡
園庭 513.84㎡ 

一般電話 (3209)5294 
子育て相談専用 (3208)1205 

★開 設 昭和46年8月

★基本開所時間 7:30～18:30 

★延長保育  １時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上）  

定員20名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 12 13 15 15 15 79 

※3歳クラスの定員のうち、2名は地域型保育事業の連携施設として

の優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に開

放できる場合があります。

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 東京メトロ東西線 早稲田駅(徒歩7分) 

★園の特徴

早稲田の杜に囲まれ、自然が豊かです。

散歩コースが豊富で園庭の日当たりは良好です。

アットホームな保育園です。

★園の保育方針

・子ども一人一人が安心して園生活を送り、

力いっぱい遊べる心と体を育てます。

・異年齢児の交流を大切に、思いやりや親しみの

気持ちを育てます。

★こんな行事があります

夏まつり・運動会・発表会・おたのしみ会

フルーツバスケットの会(近隣の保育園や幼稚園との交流)

杜の子ひろば(子育て支援) など

★よく散歩に行く公園

大隈庭園・江戸川公園・箱根山・鶴巻南公園

都立戸山公園(アスレチック広場)

都電荒川線 早稲田駅(徒歩５分) 

都バス  早稲田(徒歩２分) 

都バス  早大正門(徒歩２分) 

★最寄り駅

下処理室 

倉 
庫 

事務室 厨房 

洗濯室 
便所 倉庫 

玄関 ４歳児室 
職員 

調  受入室  沐浴室 便所 便所

乳 

室 

０歳児室 １歳児室 ２歳児室 ３歳児室 ５歳児室 

★平面図

★最寄り駅

厨房 玄関     ０歳児室 
ホール ５歳児室 

調
乳
室 

１歳児室 

沐
浴
室 

２歳児室 ３歳児室 ４歳児室 

教材庫 医務室 

便所 便所 洗濯室 便所沐浴室 
事務室 
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延長
1時間 

生後
57日 保育園 

んちょう 

玄関 保健室 
調
乳
室

厨房
便所 事

務
室 

受
入 

倉
庫室

浴  所

沐  便

便所 

受入室 

便所

4歳児室 

5歳児室3歳児室
 

２歳児室

★クラス別定員•在籍職員の職種

★開設

★平面図

区立認可保育園 

東五軒町5-24

（東五軒町児童館併設）

昭和40年11月 

7:15～18:15 

１時間 19:15まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員３８名 

※0歳クラス24名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託） 

区立認可保育園 

ひゃくにんちょう 

百人町保育園 
生後
57日 

延長
2時間 

百人町2-18-21 
(百人町児童館・地域交流館等併設) 

建物 544.77㎡
園庭 338.94㎡ 

一般電話 (3367)4991 
子育て相談専用  (3367)1696 

★開 設 昭和50年2月

★基本開所時間 7:15～18:15 

★延長保育   1時間  19:15まで 2時間  20:15まで 

（対象:1歳児クラス以上） 定員20名 

★平面図

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 12 16 16 16 16 85 

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 

★園の特徴

交通の便がよく、家庭的で居心地のよい保育園です。

小さな園庭に樹があり、花が咲き、野菜を育て、季節の変化を肌で感じ

ます。

★園の保育方針

めざす子ども像『心も身体も健康な子ども』

・元気に遊べる子ども

・話を聞くことができ、考えられる子ども

・思いやりがあり、友だちと仲良くあそべる子ども

★こんな行事があります

子どもの日や七夕、お月見、節分、ひなまつりなどの伝承行事

運動会・お楽しみ会・大きくなった会•遠足

子育て支援事業（親子のハッピータイム・一緒に遊ぼう会 他）

★よく散歩に行く公園

百人町ふれあい公園・西戸山公園•都立戸山公園全域・北柏木公園

箱根山・北新宿公園・落合中央公園•せせらぎの里

★最寄り駅 ＪＲ山手線 新大久保駅(徒歩5分)

ＪＲ総武線  大久保駅(徒歩5分) 

都バス 新大久保(徒歩4分) 

一般電話  

子育て相談専用  (3269)6822

(3269)6820

 

建物 １,182.23㎡ 
園庭    362.36㎡ 

★こんな行事があります

誕生日会・運動会・芋煮会・発表会・おたのしみ会・作品展など

★よく散歩に行く公園

江戸川公園・小石川後楽園・矢来町公園・赤城児童遊園

★園の特徴

・1，2号館の2棟が隣接している大規模保育園です。1号館は0，1歳児、2号

　館は2～5歳児の保育を行っています。0歳児から就学まで一貫とした養護と

　教育を行い「生きる力の基礎」を育みます。 

・近隣には、新小川公園・東五軒公園・白銀公園などいくつも公園があり、運

　動発表、年齢発達に合わせた園外活動も楽しんでいます。 

・地域の幼稚園や小学校等と連携し、就学への就学滑らかな接続を図ります。

・健康な生活を営む力を身につけるために、「食」に関する知識を取得し、栽

　培物や収穫物など楽しい体験ができる環境を整えていきます。

★園の保育方針

・一人一人の子どもの気持ちを受容し、共感しながら子どもとの継続的な信頼

　関係を築きます。 

・子どもが主体的に活動し、自信を持って生活や遊びができるように適切に働

　きかけていきます。 

・友たちとの関りを通して、様々な体験を重ねながら自分の気持ちを調整する

　力を養っていきます。 

・家庭と連携しながら発達に応じた適切な支援を行い、お子さんの様子を細や

　かにお知らせしていきます。 

★最寄り駅 JR中央線・総武線 飯田橋駅(徒歩13分) 

東京メトロ東西線・有楽町線・南北線・都営大江戸線 飯田橋駅(徒歩13分) 

東京メトロ東西線 神楽坂駅（徒歩12分） 有楽町線 江戸川橋駅(徒歩13分) 

都バス 東五軒町(徒歩7分) 都バス 東京新宿メディカルセンター前（徒歩7分） 

★基本開所時間

★延長保育

0歳児室

１歳児室

★クラス別定員•在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 24 30 30 30 30 30 174 
11

4

3
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★クラス別定員・在籍職員の職種

★クラス別定員・在籍職員の職種

区立認可保育園 

べんてんちょう 

弁天町保育園 
生後
57日 

延長
1時間 

仮園舎 早稲田町78(区立鶴巻南公園内) 

新園舎 弁天町50(牛込保健センター等併設) 建物 926.93㎡ 

一般電話 (3268)1337
 

子育て相談専用 (3268)1331
(5272)0165

 

※弁天町保育園は、令和6年8月まで区立鶴巻南公園内の仮園舎で保育を行います。

★開 設    昭和28年6月

★基本開所時間     7:30～18:30 

★延長保育  １時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上）  

定員20名 

★よく散歩に行く公園

鶴巻南公園・牛込弁天公園・矢来公園・漱石公園・早稲田公園

江戸川公園・白銀公園・戸山公園

1階 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 23 25 25 25 25 25 148 

※0歳クラス23名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託） 

★園の特徴

緑に囲まれた仮園舎で、季節の変化を感じながらのびのびと遊びます。

子ども達が遊びを楽しめる環境を大切にします。

★園の保育方針

・子どもが安心して過ごせる環境をつくり、一人ひとりの子どもを

大切に受け入れます。

・保護者と子育ての楽しさを共有しながら、「心も身体も健康な子ど

2階 

東京メトロ東西線 

 

早稲田駅(徒歩1分) 

も」「感性豊かな子ども」「意欲的に行動し、遊び込める子ども」

を育てていきます。

★こんな行事があります

作品展・赤とんぼの会(園児と祖父母との交流会)・運動会

なかよし発表会・弁天ひろば(地域の子育て支援)

フルーツバスケットの会（近隣の保育園・幼稚園との交流）など

都営大江戸線 牛込柳町駅(徒歩11分) 

都バス 榎町地域センター(徒歩5分) 

区立認可保育園 

わ せ だ み な み ち ょ う  

早稲田南町保育園 
生後
57日 

延長
1時間 

早稲田南町50    
(早稲田南町児童館等併設) 

建物 514.07㎡
園庭 301.97㎡ 

一般電話 (3203)7848 
子育て相談専用 (3203)7563 

★開 設   昭和48年4月  

★基本開所時間      7:30～18:30 

★延長保育   １時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員20名 

★平面図

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 10 14 15 15 15 78 

※0歳クラス9名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 
★最寄り駅 東京メトロ東西線 早稲田駅(徒歩2分) 

★園の特徴

東西線早稲田駅より徒歩2分の利便性に優れた保育園です。定員数が

少ない小さな保育園ではアットホームな雰囲気が子どもたちを温か

く迎えます。

毎月、異年齢保育「げんきっこ会」を行っています。園周辺の様々な公   

園で、季節の変化を全身で味わいながら遊んでいます。  

★園の保育方針

〇考えたり試したりしながら夢中になって遊べる子どもを育てます。

〇周囲の自然や様々な人々と触れ合う中で、自分で考えて行動ができる

子どもを育てます。 

★こんな行事があります

夏まつり・ふれあい会(敬老会)・おおきくなった会(発表会)・運動会・

フルーツバスケットの会（近隣の保育園や幼稚園との交流）・

おひさまひろば（子育て支援事業）・なかよしリサイクル

★よく散歩に行く公園

都立戸山公園(アスレチック広場)・箱根山・鶴巻南公園

江戸川公園・漱石公園・大隅庭園

都バス  馬場下町(徒歩7分) 

★最寄り駅

★平面図 調乳室 

沐浴室 

0歳児室
いちご組 

0歳児室
つくし組 

0歳児
受入室 

誰でも
トイレ 

廊下 1歳児室 
もも組 

調理室 職員室 
玄関 

1歳児
受入室 

1歳児室 
さくらんぼ組 

3～5歳児
トイレ

廊下 

遊戯室 5歳児室 4歳児室 3歳児室 

2歳児
トイレ 

2歳児室 

倉庫 洗濯室 便所 便所 
便所 倉庫 

便所 
玄関 

５歳児室 遊戯室
沐浴室 受入 

４歳児室 ３歳児室 事務室 

２歳児室 １歳児室 ０歳児室 

調乳   厨房 
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★平面図

区立認可保育園（公設民営） 

わ せ だ み な み ち ょ う  

早稲田南町保育園分園 
生後
57日 

延長
1時間 

早稲田南町36 
建物 973.60㎡
園庭 478.45㎡ 

（3204）5201 

★開 設 平成28年４月 

★運営法人 株式会社プロケア 

★基本開所時間  7:30～18:30

★延長保育  １時間 19:30まで（対象：１歳児クラス以上）   

定員20名 

★園の特徴

・早稲田駅から徒歩5分と交通の便がよいだけでなく、園周辺の多様

な公園で季節の変化を全身で味わえます。

・広い園舎と広い園庭でのびのびと遊ぶことができます。

★よく散歩に行く公園

都立戸山公園、箱根山、鶴巻南公園、早稲田公園

しらゆり児童遊園、大隅庭園

1階 

２階 

★園の保育方針

・子どもの発達の状況にあわせた保育を行います。

・生活や遊びを通して養護と教育を実践していきます。

・保護者との子育ての大切さを認め合える関係作りを基に、子どもの

基本的生活習慣など年齢に応じた関わり方を伝える等、子育て支援

をおこないます。

★最寄り駅 東京メトロ東西線  早稲田駅（徒歩５分）

★こんな行事があります

遠足、七夕会、夏祭り、プール遊び、敬老のお祝い、運動会、

保育参観懇談会、おたのしみ会、新年子ども会、節分、ひなまつり

便所 
玄関

遊戯室 調理室 

倉庫 

5歳児室 
4歳児室 3歳児室 

誰でも
トイレ 

事務室 

倉庫 
便所 

便所 

受入室  調乳室  0歳児室

2歳児室 1歳児室 
沐浴室 
便所 

倉
庫

洗
濯
室

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 18 20 24 27 27 27 143 

※０歳児クラス18名のうち、3名は10月入園枠
※3歳児クラスの定員のうち、3名は地域型保育事業の連携施設として

の優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に開放 

できる場合があります。

園長、主任、保育士、看護師、栄養士、調理、事務、用務 
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★クラス別定員・在籍職員の職種

★共通事項

★共通事項

私立認可保育園 

おちあい 

（仮称）アイグラン保育園落合 
生後
43日 

延長
2時間 

上落合1-5-2 

羽場ビル 
建物 814.67㎡
園庭 なし 

（6908）7381 

★開設 平成30年４月 

★設置主体 株式会社アイグラン 

★こんな行事があります

入園おめでとう会、七夕まつり、夏まつり、運動会、遠足、クリスマス等

★基本開所時間 7:30～18:30 

 ★延長保育 1時間 19:30まで 2時間 20:30まで

（対象：全クラス） 

八幡公園、落合中央公園、せせらぎの里

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 12 18 18 23 23 23 117 

※３歳児クラスの定員のうち、５名は地域型保育事業の連携施設としての

優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に開放できる

場合があります。

園長、保育士、看護師、調理 

★園の特徴

私たちは子ども達に「自分の夢を自分の力で実現できる人」になって

欲しいと願っています。そして、そのためには次のことが必要だと考えています。

・いろいろなことへ興味を持ち、自分で考えてやってみる気持ちを持つこと

・思いやりの気持ちを持って楽しく仲間と関わることができること

・安心できる「心の基地」があること

★園の保育方針

自主性を育てます。

個性を大切にします。

思いやりの気持ちが育つ、「心の基地」をめざします。

自然との触れ合いを大切にします。

★最寄り駅 東京メトロ東西線 落合駅（徒歩5分）

私立認可保育園 

にししんじゅく 

（仮称）アイグラン保育園西新宿 
1歳児
クラス 

延長
2時間 

西新宿6-11-3 Dタワー西新宿2F  
建物 231.41㎡
園庭 なし 

(6258）1098 

★開設 令和３年４月 

★設置主体 株式会社アイグラン 
入学おめでとう会、七夕まつり、夏まつり、運動会、遠足、クリスマス会等

★基本開所時間 7:30～18:30 

1時間 19:30まで 2時間 20:30まで

(対象：全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 10 10 10 46 

園長、保育士、調理 

新宿中央公園

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食可、代替食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 詳しくはお問合せください 

★園の特徴

私たちは子ども達に「自分の夢を自分で実現できる人」になって欲しいと願っ

ています。そのためには次のことが必要だと考えています。

・いろいろなことへ興味を持ち、自分で考えてやってみる気持ちをもつこと

・思いやりの気持ちを持って楽しく仲間と関わることができること

・安心できる「心の基地」があること

★園の保育方針

自主性を育てます。

個性を大切にします。

思いやりの気持ちが育つ、「心の基地」をめざします。

自然との触れ合いを大切にします。
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅（徒歩4分） 

★よく散歩に行く公園

★こんな行事があります

★よく散歩に行く公園

★平面図

3F 

倉庫         便所 
階段

5 歳保
育室 

4 歳保育室 
3 歳保育室 

EV 

倉庫 

1F 
階段 

事務室 調理室 

エントランスホール  

自転車
置き場  

EV 
前室 

2F 
沐浴室  階段 

0 歳児保育室 

便所 1 歳児保育室 

EV 

2 歳児
保育室 

倉
庫

調乳室 

倉
庫 

２F

★最寄り駅

★平面図

4歳児室 

5歳児室 
・  

3歳児室 2歳児室 トイレ  1歳児室 

多目的
トイレ

トイレ  更衣室 事務室兼倉庫 

ス  
ン  
ラ  
ト  
ン  
エ  

給食室 

冷凍母乳 不可 

アレルギー アレルゲン除去食可、代替食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 詳しくはお問い合わせください 

★延長保育
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 ト
イ
レ前室 厨房 

廊下 

屋外避難階段 

1 歳児
保育室 

乳児用トイレ  

調乳室 UT 

0 歳児
保育室 

倉庫 

玄関 

事
務
室 

レ  
イ  
ト  検収室 

倉庫 

★共事項通

★平面図

私立認可保育園 

か ぐ ら ざ か  

アスク神楽坂保育園
生後
57日 

延長
2時間 

(0～1歳児）矢来町98-1スキップビル1F
(2～5歳児）矢来町89-2 

建物（0～1歳児）128.47㎡ 
（2～5歳児）405.47㎡ 

園庭 なし 

0～1歳児 ( 5225 )6933 
2～5歳児 ( 5206 )4250 

★開設 平成29年４月 

★設置主体　　　株式会社日本保育サービス 

★基本開所時間 7:30～18:30

★延長保育 1時間  19:30まで  2時間  20:30まで 

（対象：全クラス） 

（０～１歳児） （２～５歳児） 

屋外避難階段 

★園の特徴

閑静な住宅街にあり、晴れた日には屋外遊戯スペースや散歩に出て身体を充分に

動かして遊んでいます。 

★最寄り駅 0～1歳児

１階 ２階 ３階 
★園の保育方針

一人ひとりに心をかけ、愛情を注ぎ、成長に合わせたきめ細やかな保育を行うこ

とで、変化の激しいこれからの社会を生き抜くための、“生涯にわたる生きる力 

の基礎”を育みます。 

★こんな行事があります

クッキング•お誕生会•夏祭り•運動会•ハロウィンパーティー•クリスマス会

生活発表会•遠足 等  

東京メトロ東西線    神楽坂駅（神楽坂出口より徒歩3分） 
都営大江戸線 牛込神楽坂駅（徒歩5分） 

2～5歳児 
東京メトロ東西線 神楽坂駅（神楽坂出口より徒歩4分） 
都営大江戸線 牛込神楽坂駅（徒歩4分） 

★よく散歩に行く公園

あさひ児童遊園•白銀公園•赤城児童遊園•赤城神社  

私立認可保育園 

き た し ん じ ゅ く  

アスク北新宿保育園
生後
57日 

延長
2時間 

北新宿2-4-11 
建物 542.25㎡
園庭 91.85㎡  

（5338）2511 

★開設 平成31年４月 

★設置主体 株式会社日本保育サービス  

★基本開所時間 7:30～18:30 

 ★延長保育  1時間 19：30まで 2時間 20：30まで
（対象：全クラス） 

★クラス別定員•在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 15 15 15 15 15 81 

園長、保育士、調理、看護師 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食   可、代替食   可

おむつ 持ち込み   ※忘れた場合は貸し出し 

入園時購入物 帽子、スモック、Tシャツ   ※希望者のみ 

1 階 

★園の保育方針

地域の方とのつながりを大切に、子どもたちが楽しく伸び伸び毎日過ごし、

家庭のような温かい保育園を作っていきます。 

★こんな行事があります

一人ひとりに心をかけ、愛情を注ぎ、成長に合わせたきめ細やかな保育を行うこ

とで、変化の激しいこれからの社会を生き抜くための、“生涯にわたる生きる力

の基礎”を育みます。 

★最寄り駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅（徒歩10分）

★よく散歩に行く公園

クッキング•お誕生会•夏祭り•運動会•ハロウィンパーティー•クリスマス会

生活発表会•遠足 等  

どんぐり公園、北新宿公園   他 

★よく散歩に行く公園

★平面図

3歳児
保育室 

幼児
トイレ  

2歳児
保育室 

洗濯場

トイレ  

EV 

玄関 

事務室 

倉庫 

EV 

トイレ  

前室 

調理室 

トイレ 休
憩
室

相談室 

倉庫    ト  
レ  

検収室 

イ

0歳児
保育室 

ト 幼 

1歳児
保育室 

レ用 

トイレ  
調 事 
理    玄関    務 
室 室 

イ児 

5歳児
保育室 

幼児
トイレ  

4歳児
保育室 

洗濯場 

トイレ  

EV 

★共通事項

2 階

倉庫 

廊下 

バルコニー  

5 歳児
保育室 

4 歳児
保育室 

3 歳児
保育室 

2 歳児
保育室 

相談室 

トイレ

配膳室 幼児用トイレ  UT 幼児用
トイレ  

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食   可、代替食   可

おむつ 持ち込み   ※忘れた場合は貸し出し 

入園時購入物 帽子•Tシャツ•スモック ※希望者のみ

 
園長、保育士、調理、看護師 

★クラス別定員•在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 10 15 15 15 15 79 
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★クラス別定員•在籍職員の職種

★クラス別定員•在籍職員の職種

私立認可保育園 

しんじゅくみなみちょう 

アスク新宿南町保育園
1歳児
クラス 

延長
2時間 南町20-3 

建物 579.09㎡
園庭 66.95㎡

建物  452.51㎡
園庭  99.45㎡

 
(5225）2166 

★開設 平成26年４月 

★設置主体　　　株式会社日本保育サービス

★基本開所時間 7:30～18:30

★延長保育 1時間   19:30まで   2時間   20:30まで 

（対象: 全クラス） 

園長、保育士、調理 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可、代替食可

おむつ 持ち込み   ※忘れた場合は貸し出し 

入園時購入物 帽子•スモック•防水シーツ   ※希望者のみ  

★子育て支援

園庭開放をします。地域の未就園児の方を行事に招待します。

詳しくはお問い合わせ下さい。 

3 階 

★園の特徴

閑静な住宅街にある園です。晴れた日には園庭や散歩に出て身体を充分

動かし遊んでいます。

リトミック•英語 •体操教室のプログラムを行います。

★園の保育方針
1 階 2 階 

一人ひとりに心をかけ、愛情を注ぎ、成長に合わせたきめ細やかな保育

を行うことで、変化の激しいこれからの社会を生き抜くための、“生涯

にわたる生きる力の基礎”を育みます。

★こんな行事があります
お誕生会•夏祭り•運動会•ハロウィンパーティー•クリスマス会•
生活発表会•遠足 など

★よく散歩に行く公園

なんど児童遊園•中町公園•納戸町公園•あさひ児童遊園

山伏公園•白銀公園
都営大江戸線   牛込神楽坂駅（徒歩6分） 

私立認可保育園 

クラス

延長
2時間 

★開設  　平成30年４月 

★設置主体  　株式会社日本保育サービス 

★基本開所時間 7  30～18 30 

★延長保育    1時間 19：30まで 2時間 20：30まで 

  (対象：全クラス) 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 10 10 18 18 18 74 

※3歳児クラスの定員のうち、8名は地域型保育事業の連携施設 

としての優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の 

入園枠に開放できる場合があります。 

園長、保育士、調理 

★園の特徴

児童館や地域ささえあい館が併設しており、様々な方々との交流の機会を大切にし、子

どもたちの心と身体の成長を促していきます。 

★園の保育方針

一人ひとりに心をかけ、愛情を注ぎ、成長に合わせたきめ細やかな保育を行うこと

で、変化の激しいこれからの社会を生き抜くための、“生涯にわたる生きる力の基

★子育て支援

ひだまりクラブという保育所体験があります。

詳細はHPか園にお問い合わせ下さい。

礎”を育みます。 

★こんな行事があります。 

クッキング・お誕生日会・夏祭り・運動会・ハロウィンパーティー・

生活発表会・遠足　等  

★よく散歩に行く公園 

加賀公園、牛込弁天公園　他  

★平面図

★最寄り駅

★共通事項

★平面図

1 歳児室 

調乳 玄関 
事務室 EV 

調理室 

3 歳児室 
洗濯室 EV 倉庫 

2 歳児室 

倉庫 

4 歳児室 
EV 

5 歳児室 

★最寄り駅

幼児 
トイレ

洗濯室 トイレ 
乳児 

トイレ 

倉庫 
休憩室 

事務室 
玄関 

3～4歳児 
保育室 

5歳児 
保育室 

ワゴン室 前 ト 

2歳児 
保育室 

1歳児 
保育室 

室 イ 
レ 

厨房 

★共通事項

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 18 18 19 19 89 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食 可、代替食 可

おむつ 持ち込み ※忘れた場合は貸し出し

帽子・Tシャツ・スモック・防水シーツ　　※希望者のみ

 

入園時購入物 

都営新宿線 曙橋駅(徒歩8分) 

都営大江戸線 牛込柳町駅(徒歩5分) 
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★クラス別定員・在籍職員の職種

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 12 12 12 14 66 ★平面図

１F ２F ３F

私立認可保育園 

生後
57日

 延長
2時間 

514.95 
園庭 なし 

）4960 

★開設   　　　　令和２年４月 

★設置主体  　　 株式会社アイ・エス・シー

★基本開所時間 7:00～18:00

★延長保育 　 1時間 19：00まで 2時間 20：00まで  
（対象：全クラス）  

園長、主任、保育士、栄養士、看護師 

★園の特徴

1.オリジナル絵本の読み聞かせから広がる体験活動（withBookプログラム）

に力を入れています

2.パパママも子育てを学んで一緒に成長し、子育てをもっと楽しくすることを 

目指しています 

３.子育てに頑張るパパママに寄り添い支援するために、先生たちも学びます 

都営大江戸線 落合南長崎駅（徒歩5分） 

私立認可保育園 

エイビイシイ保育園
生後
43日 

延長
朝7時間
夜13時間 

(本園) 大久保2-11-5 
(分園) 大久保2-16-1 

建物 (本園)341.29㎡
(分園)146.90㎡ 

園庭 なし 
(3232）9633 

※エイビイシイ保育園は夜間保育園です。夜間の就労等（内定可）をされている方のお子さんを入所対象としています。

 

★開設 平成13年４月  

★設置主体 社会福祉法人 杉の子会 

★基本開所時間 11:00～22:00

★延長保育 11:00以前、22:00以降 ※1時間単位

（対象:全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 15 15 15 15 15 90 

園長、主任、保育士、保健（看護）師、栄養士（調理）、用務、事務

 
★園の特徴と保育方針

働きながらの子育てを応援しています。

多様な職業と緊急性に対応します。

24時間体制の認可保育園です。

エイビイシイには決められた１日の生活リズムがあります。

家庭にいるのと同じように食事をし、入浴し、遊び、夜は９時

には就寝します。

★こんな行事があります

お花見・親子遠足・運動会・田植え/稲刈り遠足・お泊まり保育

クリスマス会・餅つき大会・節分・ひなまつり　など

(4・5歳クラスは貸切バスで毎月、遠足に行きます) 

★よく散歩に行く公園

都立戸山公園・西大久保児童遊園・大久保北公園

東京メトロ副都心線 東新宿駅(徒歩5分) 

都営大江戸線    東新宿駅(徒歩7分) 

ＪＲ山手線 新大久保駅(徒歩7分) 

都バス 大久保通り(徒歩2分) 

屋外階段調理室 便所 

0歳児室 

玄関 

分園１階 

★共通事項

あおぎり児童遊園、あかね公園、南長崎スポーツ公園、やよい自動遊園

★よく散歩に行く公園

★最寄り駅

事務室 
階段 

EV 

1歳児室 
0歳児室 

トイレ

一時 
保育室 トイレ

EV 
2歳児室 

階段 

調理室 
階段 

トイレ

3歳児室 

EV 

4歳児室 5歳児室 

★最寄り駅

★平面図

多目的 
保育室 

調理室 

準備室  便所 
便所 

4・5歳児室 

本園１階 

屋外階段  玄関 

便所     収納 

1歳児室 

分園２階 

ポーチ 玄 
関 

事務室兼医務室 

ポーチ 

調乳 便所

0歳児室 

本園地下１階 

★共通事項

バルコニー 

3歳児室 

本園２階 

2歳児室 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可 代替食応相談

おむつ 紙（園指定無、持ち込み） 

入園時購入物 詳しくはお問合せください 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可 代替食可

おむつ 紙・布 可(園指定 無)  貸しおむつ 有(無料) 

入園時購入物 無 

★園の保育方針 

・ビジョン 

「子育てにかかわる保護者や人の成長」と「豊かな心と言葉を持つ子どもたち

の育成」を実現し、人を大切にする社会を目指す 

・運営理念 

1．すべての子どもには、無限の可能性があります。私たちは、それを引き出

し 「その子らしさと自ら伸びるチカラ」を育みます。 

2.私たちは、「子育てに頑張る保護者様や家族の成長」に、寄り添い支援する 

存在であり続けます。 

★こんな行事があります 

入園式、進級式、こどもの日、親子遠足、保育参観、運動会、クリスマスパー 

ティーほか 

ウィズブック保育園中落合
なかおちあい
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病後児
保育室 

事務所 

アトリエ  0・1歳児室  2歳児室  
トイレ   一時保育室 

多目的室 

吹抜 
EV 

3 階 3・4・5歳児室 トイレ  3・4 ・5歳児室

トイレ

EV 
吹抜 

ランチルーム  ランチルーム厨房 

プール    プレイ  

トイレ
スペース  コーナー

倉庫 
洗
濯
室 

休憩室 

  WC  

2 歳児 

2 階
受付 

1 歳児 

相談室 

コーナー

3 階
受付 

倉庫 

更衣室

WC  
相談 

厨房 

3 歳児 
ト
イ
レ  

4 歳児 

5 歳児 

ト
イ
レ  

倉庫 

★クラス別定員•在籍職員の職種

★最寄り駅

私立認可保育園 

オルト保育園 43日
延長生後  
２時間 保育

休日
 
病後児
保育 

3-40-3
 
 

 

★開設  平成22年４月 

★設置主体　　　　社会福祉法人 新栄会  

★基本開所時間 7:30～18:30※満6か月まで8:30～17:00 

満6か月の翌日から7:30～18:00

満1歳から通常の開所時間帯  

★延長保育　　　　1時間 19：30まで 2時間 20：30まで

（対象:全クラス ※ただし離乳食完了児） 

 

 

1 階 2 階

 ★休日保育  

★病後児保育

★一時保育（専用室）

私立認可保育園 

しんじゅくにしおちあい 

キッズガーデン新宿西落合
1歳児
クラス 

延長
2時間 

西落合2-7-16 
伊勢光ビル2、3F  

建物 661.58㎡ 
園庭 なし

建物 1,764.60㎡
園庭 247.82㎡

 
（6908）1723 

★開設 平成31年４月 

★設置主体  株式会社Kids Smile Project 

★基本開所時間 7:30 ～ 18:30 

★延長保育　　　　1時間 19：30まで 2時間 20：30まで 
（対象：全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 16 16 16 16 16 80 

施設長、主任、保育士、栄養士、調理 

★園の特徴

「みんなが輝く社会のために」 

保育園は「子どものために」「保護者のために」「地域のために」存在します。保護

者が子どもを授かった喜びや共に生きる幸せを感じることのできる子育て支援

を行います。また、日本初の認可保育園向け教育プログラム「K ID’S 

PREP.PROGRAM」を導入し、「教えない幼児教育」をテーマとして6歳までに身

につけたい５つのチカラを育んでいきます。 

★園の保育方針     

１．生きる力の基礎を育む。
２．様々な人との関わりを深め、人への信頼感と自己の主体性の形成を促す。
３．様々な環境との相互作用を通じて、豊かな心情•意欲•態度の形成を促す。

★平面図 2F 3F
 

調乳室  

定期利用
一時保育利用
緊急一時利用 

ト
イ
レ

都営大江戸線    落合南長崎駅（徒歩９分） 

★こんな行事があります

入園式、七夕、運動会、ハロウィンパーティー、クリスマス発表会、節分、
ひな祭り、卒園式 など 

★よく散歩に行く公園

西落合公園、哲学堂公園、西落合東公園、あかね公園    ほか

★平面図

★共通事項

★最寄り駅

★共通事項

E
V

 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 紙・布 可（園指定無） 

入園時購入物 無 
※0歳児クラス15名のうち、3名は10月入園枠

園長、主任、保育士、看護師、調理、栄養士、用務、事務 

★クラス別定員•在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 20 21 22 22 22 122 

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食可 代替食可 

おむつ 紙（園指定無）   布（応相談） 

入園時購入物 詳しくは保育園に直接お問い合わせください 

★園の特徴
コミュニケーションの輪が広がる空間として、園の中心に広場があります。

子どもの主体性を尊重し、培うと共に、協同的な活動を展開し、集団の中

で人と関わる力を養います。また、季節を感じる保育や食育にも力を入れ

てます。

★園の保育方針

～子どもから出発する保育～

・個別性に配慮し人格形成に努め、子どもの自己肯定感を重視します。

・思考力の芽生えを対話により育てていきます。

・家族と地域と共に子どもの成長を支えます。

★こんな行事があります。

・いもほり遠足、運動会、オルト展 等

・保護者参加の行事（運動会・オルト展・クラス懇談会・個人面談保育

参加等）

・保育の中で伝統文化や季節行事に触れていきます。

★よく散歩に行く公園

戸塚公園、せせらぎの里、落合中央公園、高田馬場公園、北柏木公園

西武新宿線 下落合駅(徒歩5分) 

東京メトロ東西線・西武新宿線・JR山手線 高田馬場駅（徒歩13分） 

（5332）7081
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廊下 

3歳児室  2歳児室  

収納 

相談室 

エレ 

ベーター  

多目的
トイレこどもトイレ  バルコニー  廊下 

ホール

1歳児室  

こども
トイレ

事務室 厨   房 

おとな
トイレ

前室 
調理師
更衣室 

調理師
トイレ  

エレ 

ベーター  

★共通事項

私立認可保育園 

しもおちあい 

キッズタウン下落合保育園
生後
57日 

延長
2時間 

下落合1-9-10 
建物 1230.18㎡ 
園庭 なし (3365）1332 

★開設　　　　　　平成29年４月 

★設置主体　　　　社会福祉法人こうほうえん 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

 
★０歳児クラスの保育時間    ・57日から生後６ヶ月まで … 8:30から17:00まで

・生後６か月の翌日から………7:30から18:00まで
・満１歳の誕生日から…………7:30から18:30まで

★延長保育      １時間   19:30まで ２時間   20:30まで 
（対象：１歳児クラスから） 

 

★園の特徴

1 園舎から電車が見えます。 
2 保育園のとなりは図書館でペッパー君が出迎えてくれます。 
3「今日も楽しかった！」「明日が楽しみ！」と思える笑顔があふれる保育園です。

たずさ    ともそだ 

子どもを真ん中に、保護者・地域の方・職員が手を携えて共育てをしていきます。 

★園の保育方針

「生きる力の基礎」をつちかいます。 

・よく遊ぶ子（体） ・やさしい子（徳） ・よく考える子（知）

を保育・教育方針とし、自己有用感・自己肯定感を育みます。

ＪＲ山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線 高田馬場駅（徒歩7分） 

西武新宿線 下落合駅（徒歩５分） 

★こんな行事があります

入園・進級祝い会 夏祭り おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぶ会   運動会お

楽しみ会 卒園式 遠足 伝承行事等

★よく散歩に行く公園

せせらぎの里公園・おとめ山公園・落合中央公園・西坂公園・神田川沿い遊歩道等

私立認可保育園 

ひがししんじゅく 

きゃんばす東新宿保育園 
1歳児
クラス 

延長
2時間 

新宿7-16-8 
建物 298.66㎡
園庭 なし 

(6380）3460 

★開設　　　　　　令和３年４月 

★設置主体　　　　株式会社ナーサリープラットフォーム

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間   19:30まで   2時間   20:30まで 

（対象：全クラス） 

東大久保

抜弁天北公園・天神山児童遊園・西大久保児童公園

児童遊園・戸山公園・戸山ハイツ内公園

1階 2階 

3階

★園の特徴

・閑静な住宅街に位置しております。

・毎日近隣の公園で身体を動かし遊びます。

・英語、珠算、ITによるアクティブラーニング教育等、多彩なプログラム

を導入。

★園の保育方針

１、創造的な思考を促すために、子ども自身が自由な発想で学びたいことを選

び挑戦できる教育を提供します。 

２、見る、考える、行動する事で自分を表現し、作り出す力を養う保育を実践

します。 

３、保護者や地域と連携し、安心安全を第一に考えながら、社会性・優しさ・

思いやりを育み、ありがとうやごめんなさいを言える姿を目指します。 

★最寄り駅   都営大江戸線・東京メトロ副都心線   東新宿駅（徒歩６分）

★こんな行事があります

入園式・遠足・夏祭り・運動会・クリスマス会・卒園式

★平面図

★よく散歩に行く公園

★最寄り駅

廊下 

ELV 
ホール

玄関 

トイレ

事務室 医務室 ピロティ  

1歳児保育室  

EV 
EV 

相談室 調
乳

沐
浴

トイレ  

厨房 
0歳児保育室  

テ
ラ
ス  

遊戯室 

EV EV

廊下 

おあそびテラス  2歳児保育室  

トイレ トイ レ

会議・
応接室 

ELV 
ホール

3歳児保育室  

4歳児保育室  

トイレ

5歳児保育室  

バルコニー  

★平面図

★共通事項

こどもトイレ  

廊下 

5歳児室  4歳児室  

収納 

休憩室
兼 

更衣室 

収納 

エレ 

ベーター  

 
倉庫 

おとな
トイレ  

バルコニー  

１階 ２階 

冷凍母乳 要相談 

アレルギー アレルゲン除去食、代替食対応

おむつ 紙・布可 

入園時購入物 無 

冷凍母乳 対応不可（0歳児保育を実施していない為） 

アレルギー アレルゲン   除去食可   代替食可

おむつ 紙おむつ   ※持ち込み 

入園時購入物 園帽子、セキュリティカード他

※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。

園長、主任、保育士、栄養士、調理 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 10 10 10 10 10 50 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

定員 15 20 24 24 24 24 131 

園長、副園長、保育士、看護師、管理栄養士、調理（委託）、事務 
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★クラス別定員•在籍職員の職種

★共通事項

私立認可保育園 

クオリスキッズおおくぼ保育園
生後
57日 

延長
2時間 

百人町2-22-6 
建物　364.09㎡
園庭 なし 

（5937）0418 

★開設   平成31年４月 

★設置主体     株式会社クオリス  

★基本開所時間 7:30～18:30 

★延長保育     1時間  19:30まで  ２時間  20:30まで 

（対象：全クラス） 

百人町ふれあい公園、戸山公園

1F 2F 3F 

★園の特徴

クオリスキッズでは通常保育に加え、英語やリトミックなどのカリキュラムを導入し

ています。『遊びの中で伸び伸びと楽しく学べる』をコンセプトにし、園児に負担を

かけずに楽しく学習できるよう心がけています。また食事についても、食に対する興

味や関心を持てるよう充実した食育プログラムを実施しています。 

★園の保育方針

豊かな人間性をもった子どもを育成すること

①子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる行き届いた環境を提供する。

②人とのかかわりを大切にし、人に対する愛情と信頼感を育てる。

③自然や社会への興味や関心を育て喜んで話したり、聞いたりする。

★最寄り駅  JR中央線   大久保駅（徒歩3分）

★こんな行事があります

運動会•夏まつり•生活発表会•遠足等

私立認可保育園 

あいずみちょうえん 

グローバルキッズ愛住町園 
生後
57日 

延長
2時間 愛住町6 

建物 575.97㎡
園庭 なし 

(6380）6798 

★開設　　　　　　平成30年４月 

★設置主体　　　　株式会社グローバルキッズ 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間　19:30まで　　2時間　20:30まで  

（対象：全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 14 15 15 15 15 80 

園長、主任、保育士、調理、看護師 

1F 2F 3F 

★園の特徴 

平成30年4月開園

木のぬくもり溢れる園舎でのあたたかい保育

月に１回、英語あそび、体操教室を専門の講師を招いて

行っています。

★最寄り駅   東京メトロ丸ノ内線   四谷三丁目駅（徒歩2分）

★園の保育方針

豊かに生きる力を育てる

•元気でたくましい子ども •思いやりのある子ども

•自分で考える子ども •明るくのびのびとした子ども

★こんな行事があります

入園式•夏まつり•運動会

発表会• 卒園式  他   季節の行事

★よく散歩に行く公園

愛住公園、三栄公園、よつやひろば、大木戸児童遊園

★平面図

★平面図

★よく散歩に行く公園

1 歳児室 

0 歳児室 

入口 
事務室 

階
段

駐
輪
場

調乳室 

ト多
イ目
レ的 

収納 沐
浴
室 

廊
下

EV 

階段 

テ
ラ
ス

EV 

階
段

トこ
イど
レも  2・3 歳児室  

手洗い 
手
洗
い

前室 

階段 
調理室 

EV 

階
段

4・5 歳児室  

トこ
イど
レも  

階段 
手
洗
い  

避屋
難内
階 
段 

EV 事務室  バギー置場 緑
地 

調理室 
前室 玄関         ポーチ 

ホール 
職員 

調理師
トイレ  洗濯室 トイレ 倉庫

 

収納 

屋       
沐浴室 

外
避
難
階

0 歳児室 ピロティ  

段 
調
乳
室 

緑地 

避屋
難内
階 
段 

EV 

2 歳児室 

収納 
廊下 収 

職員
トイレ  

子どもトイレ 納
 

収
納

1 歳児室 

屋外 
避難階段 

避屋
難内
階 
段 

EV 

3 歳児室 

収納 
ホール 

誰でも
トイレ  

子ども 収納
 

トイレ  
収納 

4・5 歳児室  

屋外 
避難階段 

★共通事項

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー 除去食可   代替食可 

おむつ 紙可・布要相談 

入園時購入物 ※詳しくはお問い合わせください

園長、主任、保育士、栄養士、看護師 

★クラス別定員•在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 11 11 11 11 60 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（持ち込み）、おむつ定額サービス有 

入園時購入物 詳細はお問い合わせください 
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調
理
室

エント
ランス 

事務室 

★共通事項

私立認可保育園 

かぐらざかえん  

グローバルキッズ神楽坂園 
生後
57日 

延長
2時間 神楽坂4-8 神楽坂プラザビル1F  

建物 357.99㎡ 
園庭 なし 

(3269）8011 

★開設　　　　　　平成29年４月 

★設置主体　　　　株式会社グローバルキッズ

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間　19:30まで　　2時間　20:30まで 

（対象：全クラス）  

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 11 11 11 11 60 

園長、保育士、調理、看護師 

★園の特徴

平成29年4月開園

担任は決まっているが、全職員で全園児を看ることを信条としている。

明るく、優しい雰囲気の保育 ★最寄り駅   JR総武線   飯田橋駅（徒歩7分）

東京メトロ東西線   神楽坂駅（徒歩7分） 

★園の保育方針

豊かに生きる力を育てる

・元気でたくましい子ども

・自分で考える子ども

・思いやりのある子ども

・明るくのびのびとした子ども

都営大江戸線   牛込神楽坂駅（徒歩5分） 

★こんな行事があります

入園式・遠足・夏まつり・運動会

クリスマス・新年子ども会・ひなまつり・卒園式

★よく散歩に行く公園

白銀公園・寺内公園・若宮公園・津久戸八幡神社など

私立認可保育園 

にしおちあい

グローバルキッズ西落合保育園 
生後
57日 

延長
2時間 西落合3-19-9 

建物　616.10㎡
園庭　　 260㎡ （3952）5600 

★開設　　　　　　平成27年４月 

★設置主体　　　　株式会社グローバルキッズ 

★基本開所時間　　7:30～18:30   

★延長保育　　　　1時間　19:30まで　　2時間　20:30まで 
（対象：全クラス） 

★よく散歩に行く公園

西落合北公園・はらっぱ公園・哲学堂公園・スポーツ公園

江原公園・水の塔公園・ひばり児童遊園

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 15 18 18 18 18 96 

園長、主任、保育士、調理、看護師 

★園の保育方針

豊かに生きる力を育てる

・一人ひとりの気持ちを大切に受け止める保育

・それぞれの良い所をのばす保育

・認められることで自信の持てる保育

★こんな行事があります

入園式・遠足・子どもの日お祝い会・いもほり（5歳児）・夏祭り・プラネタリウム・運動会

クリスマス・発表会・新年子ども会・節分・ひなまつり・卒園式

1階 2階

 

都営大江戸線   落合南長崎駅(徒歩9分) 

★平面図

0歳児室 沐浴室 
廊 

調理室 
 

廊下 

洗濯
シャワー室

誰でも
トイレ

下 

医務室 

事務室 
玄関

1歳児室 

2歳児室 3歳児室 
収納

収納 

バギー
置場 

4・5歳児室 

子ども
トイレ 

子ども
トイレ 

収納 

前室 
調乳室 収納 

★共通事項

★平面図

5歳児 3歳児 
ＷＣ ＷＣ  

4歳児 2歳児 

★最寄り駅

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（持ち込み）、おむつ定額サービス 

入園時購入物 詳細はお問い合わせください 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可

 

おむつ

 

紙（持ち込み）、おむつ定額サービス

 

入園時購入物

 

詳細はお問い合わせください

1歳児 

ＷＣ 

0歳児 

★園の特徴

・木のぬくもり溢れる園舎。

・子ども達が興味を持ち、驚きと興奮と感動を持って発見できるよう

な活動を目指し、主体性や創造性を伸ばしていけるよう関わりを続

けていきます。

・乳児クラスは温かく見守ってくれる、支えになる人が側にいてくれ

るという安心感を大切にした担当制保育を行っています。

・保護者様のご負担軽減としておむつお届け定額サービスございます。

（ご希望の方）

・専門知識と豊かな指導経験を兼ねそろえた専門講師による活動も取

り入れています。
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★クラス別定員•在籍職員の職種

★最寄り駅

私立認可保育園 

にししんじゅくえん 

グローバルキッズ西新宿園 
生後
57日 

延長
2時間 西新宿5-5-1 2F 

建物 341.86㎡
園庭 なし

園庭　　　なし

 
(6383）3793 

★開設　　　　　　平成30年４月 

★設置主体　　　　株式会社グローバルキッズ 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間　19:30まで　　2時間　20:30まで 

（対象：全クラス） 

★園の特徴

子ども達の未来のために

木のぬくもり溢れる園舎でのあたたかい保育

★最寄り駅   都営大江戸線   西新宿五丁目駅（徒歩6分）

★こんな行事があります

入園式•遠足•夏まつり•運動会•誕生日会

クリスマス•ひなまつり•大きくなった会•卒園式

★よく散歩に行く公園

新宿中央公園•淀橋けやきばし公園

私立認可保育園 

57日
生後 延長

2時間 
建物　281.58㎡

 

★開設　　　　　　平成29年４月 

★設置主体   　　　株式会社グローバルキッズ 

★基本開所時間　　7:30～18:30  

★延長保育　　　　1時間　19:30まで　　2時間　20:30まで 

(対象：全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 7 7 7 7 7 7 42 

園長、主任、保育士、調理、看護師 

★平面図

事務室 

0 歳児室 
廊下 

収納 
幼児トイレ 

4・5 歳児室 3 歳児室    2 歳児室 
1 歳児室 

収納 

洗濯・ 
シャワー室 

幼児
トイレ 

職員
トイレ 

倉庫 

調理師用
トイレ 

沐浴室 
収納 収納 

調乳室 収納 
玄関 

調
理
室
前
室

調理室 

★共通事項

★平面図

収納 
収
納 

調理室 配膳室 

0歳児室 
調
乳
室 

2歳児室 
廊下 

廊下・階段 前
室 

誰でも
トイレ 

子ども
トイレ 

廊下・階段 ト誰   
子ども イで 

レも トイレ 

沐浴室
子ども
トイレ 

1歳児室 
玄関 

事務室
医務室 3歳児室 4・5歳児室 

収納 
収  収 
納  納 

収納     洗 
濯    階段・廊下 
室 

★共通事項

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（持ち込み）、おむつ定額サービス有 

入園時購入物 詳細はお問い合わせください 

★クラス別定員•在籍職員の職種

園長、保育士、調理、看護師 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 9 9 9 9 9 51 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（持ち込み）、おむつ定額サービス有
 

入園時購入物 詳細はお問い合わせください

 

★園の特徴

子ども達の未来のために

学びを生み出す保育

★園の保育方針

豊かに生きる力を育てる

・元氣でたくましい子ども ・思いやりのある子ども

・自分で考える子ども ・明るくのびのびとした子ども

★こんな行事があります

入園式・進級式・卒園式・季節の行事・運動会・遠足・誕生日会

ほか

★よく散歩に行く公園

よつや児童遊園・三栄公園・外濠公園・みなみもと町公園・若葉公園

若葉東公園・四谷見附公園・コモレ四谷

•子どもの持つ力を信じ、一緒に育ちあう

•ありのままの姿を受け入れ、思いに寄り添い認めていく

•一人ひとりの成長、発達を把握し、興味や関心、好奇心を引き出していく

★園の保育方針 

東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅 赤坂方面口(徒歩6分) 

JR中央線・総武線 四ツ谷駅 2番出口（徒歩6分） 

１階 ２階

３階

(3353）2002
わかばえん

グローバルキッズ若葉園
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３歳児室 

事務室 

玄関 園 庭 

厨房 

便所 
５歳児室 ４歳児室 

★平面図

私立認可保育園 

し    し    く 

獅子吼保育園 
1歳児
クラス 

延長
１時間 

中井2-8-6 
建物 415.80㎡
園庭 310㎡ 

(3951）0759 

★開設　　　　　　　昭和30年５月 

★設置主体　　　　　宗教法人  獅子吼会  

★基本開所時間　　　7:15～18:15  

★延長保育　　　　　1時間　19:15まで（対象: 全クラス） 

１階

★園の特徴

閑静な住宅地の中の緑に恵まれた保育園。

中井駅に近く、通勤にも便利です。

• 子ども達が毎日、楽しく園に来られるよう、毎月さまざまな行事・
企画を行っています。

• 乳幼児期は子どもの心や体の基礎を作る大切な時期です。

• 心身ともにすこやかに育つ事を願っています。

★園の保育方針

・子ども一人ひとりに愛情をそそぎ、各々の能力を最大限に発揮させる。
・豊かな人間性を持った子どもを育成する。

・保護者から信頼され、また、地域に愛される保育園を目指す。

★こんな行事があります

花まつり・遠足・ぼんおどり・七夕まつり・お泊り保育・運動会・
たけのこ掘り・バイキング・発表会・もちつき会・お別れ遠足・
収穫祭・節分・おわかれ会・園外保育・おいも掘り・お楽しみ会・
正月伝承あそび会・サッカー教室・クッキング教室など

★よく散歩に行く公園

中井東公園・落合中央公園・西落合公園・せせらぎの里

落合公園・哲学堂公園・上落合西公園・西坂公園   など30か所以上 

２階 

西武新宿線  中井駅(徒歩3分) 

都営大江戸線 中井駅(徒歩7分) 

都営大江戸線 落合南長崎駅(徒歩8分) 

東京メトロ東西線 落合駅(徒歩10分) 

私立認可保育園 

し せいかい 

至誠会保育園 
生後
43日 

延長
2時間 

河田町10-13 
建物 1,369.39㎡ 
園庭 446㎡ 

(3341）4677 

★開設   昭和48年4月  

★設置主体 社会福祉法人 至誠会 

★基本開所時間   7:00～18:00

※年末年始のお休みは、12/30～1/4です。

★延長保育      １時間   19:00まで ２時間   20:00まで 

（対象:1歳児クラス以上） 

★クラス別受入数・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

受入数 15 25 30 30 30 30 160 

※0歳クラス15名のうち、3名は10月入園枠

園長、主任、保育士、看護師、調理（栄養士含む）

★園の特徴

仕事と育児の両立を応援します。

園児の心身の健やかな発育を助長し、ひとりひとりを大切に、

保護者と一体となって保育いたしております。

健康管理、生活環境の充実にも細やかな配慮をしております。

★こんな行事があります

春秋の親子遠足・いも掘り遠足・運動会

会食会（七夕・七五三・お別れ）・劇団を呼んでの観劇

お泊まり保育・クリスマス会・お買い物ごっこ

他日本の伝統文化にちなんだ行事

★よく散歩に行く公園

抜弁天北公園・わかまつ児童遊園・箱根山・アスレチック公園

余丁町児童遊園・都立戸山公園・住吉公園・余丁町東児童遊園

都営大江戸線 若松河田駅(徒歩2分) 

都営新宿線 曙橋駅(徒歩15分) 

都バス   河田町(徒歩5分) 

テラス 

１・２歳児室 

便所 

ホール１・２歳児室 

★平面図

★最寄り駅

★共通事項

★最寄り駅

★共通事項

アレルギー アレルゲン除去食可

冷凍母乳 対応不可（0歳児保育をしていないため） 

おむつ 紙（園指定無）貸しおむつ無 ※おしり拭き持参 

入園時購入物 
帽子890円（全クラス） 

（3歳児クラス以上） 
体操着3,600円 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食可（応相談）

おむつ 紙（園指定無）   貸しおむつ無   ※おしり拭き持参 

入園時購入物 

(2歳児クラス以上) 通園カバン   1,947円 

(3歳児クラス以上) 体操服 上2,156円   下1,595円 

赤白帽子 520円 

★クラス別定員・在籍職員の職種

園長、主任、保育士、栄養士 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 17 16 16 16 80 

3歳
ホール 2歳

事務室 厨房

玄関ホール
便
所観察室

保
育
室

ベ
ラ
ン
ダ玄関

玄関

倉
庫

EV

1歳

0歳
吹き抜け

0歳0
歳

保
育
室

医
務
室

調
乳
室

洗
濯
室4歳5歳

2階1階
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私立認可保育園 

しもおちあい 

下落合そらいろ保育園 
生後

６か月 

延長 
2時間 中落合2-7-5 1F  

建物 583.26㎡
園庭 なし 

（3565）5050 

★開設　　　　　　平成29年５月 

★設置主体　　　　社会福祉法人幌北学園 

★基本開所時間　　7：30～18：30 

★延長保育　　　　18 : 30～20 : 30（対象：1歳児クラス以上） 

（夕食の提供は幼児食移行後からとなります） 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳  １歳  ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9  14  14 14 14 15 80 

園長、主任、保育士、調理、看護師 

★園の特徴

西武新宿線   下落合駅より徒歩3分の位置にある6階建てビルの1階に平成29

年5月開園しました。園舎には曲線を多く取り入れ、木のぬくもりと開放感が

あふれています。子どもたちの好奇心をくすぐる室内遊具や園庭には砂場と

プールを完備し、のびのびと家庭的で温かい保育を行っています。製作あそ

びやたくさんの行事の他、専任講師による体育あそびなどにも取組んでいます。

★最寄り駅   西武新宿線 下落合駅（徒歩３分）

★園の保育方針

たくさんの好奇心のタネをまき、「一生ワクワク生きていく子」を育む保育を実
践しています。
一人ひとりに寄り添い、一緒に考えることを大切にしています。
また「カリキュラム」として英語あそび、体育あそび、食育活動を積極的に
行っています。

★こんな行事があります

なつまつり、運動会、発表会の他、たなばた、ひなまつり、ハロウィン、

クリスマスなど季節行事も多く取り入れています。

★よく散歩に行く公園

かば公園、みどり公園、せせらぎの里、下落合公園など

私立認可保育園 

しょうがくかん いいだばし 

小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園 
生後
57日 

延長
2時間 

新小川町4-11 
建物 504.70㎡
園庭 なし （5206）3722 

★開設 平成31年４月 ★共通事項
  

★設置主体 株式会社小学館アカデミー

  
★基本開所時間 7:30～18:30 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 11 11 11 11 60 

園長、保育士、看護師、栄養士、事務 

★園の特徴

「あったかい心をもつ子どもに育てる」を保育理念に掲げ、50年に渡り積み重ねた

1 階 
砂場 入口 

建物入口 門扉 

3 階 
エレベーター

ホール

EV 

自
転 
車 

幼児教育ノウハウを取り入れた「楽習保育」を提供しています。子どもたちの「楽しい！」 置 

という気持ちを大切にしながら、「あそび・せいかつ」を通して「まなび」につながる
場

子どもたちの健やかな“こころ”と“からだ”を育む保育を心がけています。

★園の保育方針

小学館アカデミー保育園「8つの基本方針」

・「思いやり」の気持ちを大切にします。・「生きる力」を大切にします。

・「主体性」を大切にします。・「好奇心」が伸びる環境を大切にします。

・「経験」「体験」を大切にします。・一人ひとりの「得意」を大切にします。

★最寄り駅  JR、東京メトロ各線、都営大江戸線   飯田橋駅（徒歩10分）

・「ことば」の美しさ、楽しさを大切にします。・「地域との関わり」を大切にします。

★こんな行事があります

入園式・卒園式、季節の行事（異文化体験含む）、運動会、お誕生日会、保健行事、

保育参加・保護者会 ほか

★よく行く散歩に行く公園 

新小川公園   白銀公園   ほか

★クラス別定員・在籍職員の職種

★共通事項

★平面図

★平面図

洗濯室

幼児トイレ
乳児室（0歳） 

おひるね 
コーナー 

    調乳室
沐浴室 トイレ 

エレベーター

医務コーナー
職員室 

給湯室 多目的  
遊戯トイレ ホール 

廊下 
ホール 図書コーナー  

ホール 

階段 

保育室（2歳） 

階段 
廊下 保育室 

（5 歳） 
保育室 

（3・4 歳） 調理室 プール 

ほふく室 
（1 歳） 

アプローチ 検査ホール 
砂場 

スロープ 

階段 外避難

物
品
庫

創作 コ
ーナー 

園児トイレ

EV 
乗用 

EV 
寝台 

コーナー 
職員 

医務室
コーナー 

2 歳児 
1 歳児
保育室 

調乳室 

0 歳児 

倉庫 

EV 

保育室 乳
児
ト
イ
レ 

浴
室 

相談室 

沐  保育室   事務室 
入口 

エントランス  
スロープ

ホール

保育室    保育室 
トイレ  

保育室 
5 歳児 4 歳児  幼児 3 歳児 ルーフ 

バルコニー

バルコニー 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙おむつ（保護者持参） 

入園時購入物 カラー帽子

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食応相談

おむつ 紙（園指定無、持ち込み） 

入園時購入物 ※詳しくはお問い合わせください

★延長保育 1時間 19:30まで 2時間 20:30まで 

 (対象：満1歳以降から) 
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トイレ  

5歳 

3・4歳  

0・1歳児 
保育室 

玄関 

キッチン
誰でも 
トイレ

病後児保育室 

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

しんえい 

新栄保育園 
生後
43日 

延長 
2時間 百人町3-21-14 

建物 1,283.67㎡ 
園庭 118.14㎡ 

（6304）0241 

満6か月の翌日から7:30～18:00

１時間   19:30まで 2時間   20:30まで 

（対象：全クラス   ※ただし、離乳食完了児（約1歳3か月）から） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 21 21 21 25 30 30 148 

※0歳クラス21名のうち、3名は10月入園枠

園長、主任、保育士、看護師、調理、栄養士、用務、事務

★一時保育(専用室)

★園の特徴

・回遊性のある園舎、季節を感じられる園庭で異年齢の子どもたち
が関わりあいながら主体的に遊び、学ぶことができます。

★園の保育方針

～子どもから出発する保育～
・個別性に配慮し人格形成に務め、子どもの自己肯定感を重視します。
・思考力の芽生えを対話により育てていきます。
・家族と地域と共に子どもの成長を支えます。

★こんな行事があります

・なつまつり、運動会や保育展など、保護者参加行事

・保育の中で伝統文化や季節行事に触れていきます。

★よく散歩に行く公園

西戸山公園・戸山公園・北柏木公園・百人町ふれあい公園・
高田馬場公園・落合中央公園他

2階 
トイレ  

2歳 
一
時
保
育 

テ
ラ
ス  

JR山手線   新大久保駅(徒歩5分) 

JR総武線   大久保駅(徒歩7分) 

私立認可保育園 

しんじゅく 

新宿こだま保育園 
生後
43日 

延長
2時間 

病後児
保育 中落合4-25-19 

建物 774.23㎡
園庭 277.3㎡ 

(5988）7807 

★開設　　　　　　平成23年４月 

★設置主体　　　　社会福祉法人   呉竹会 

★基本開所時間　　7:30～18:30（満1歳以上から）
※生後6か月までは   8:30～17:00
生後6か月以上から満1歳未満は    7:30～18:00

★延長保育　　　　1時間   19:30まで   　2時間   20:30まで 
（対象:全クラス   ※ただし離乳食完了児）  

1階 2階 ★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 12 15 18 20 20 20 105 

※0歳クラス12名のうち、3名は10月入園枠

園長、主任、保育士、栄養士、看護師、調理、事務

★一時保育（専用室）

★病後児保育

★園の特徴

子どもたちの、主体的な活動や関わりを大切にしています。発達に合
わせた遊びのゾーンを用意し子どもたちが自ら選んで遊びこめる環境
を整えています。

★園の保育方針

＜保育方針：「じりつと協力」＞

・自発的な活動を保障できる保育（自立）

・多様な人と関わる力を育てる保育（協力）

・一人ひとりの特性に応じた保育（個性）

・主体的な活動をかなえることができる保育（自律）

・子どもを取り巻く環境を大切にした保育（人・物・空間的）

★こんな行事があります

入園式・ウォークラリー・夕涼み会・運動会・生活発表会・成長展・卒園式

★よく散歩に行く公園

西落合公園・あかね公園・落合公園

西武新宿線    中井駅（徒歩約10分） 

東京メトロ東西線 落合駅（徒歩15分） 

都営大江戸線 落合南長崎駅（徒歩6分） 

都バス 落合南長崎（徒歩6分） 

0歳 

園庭 
1歳 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス  事務所 

トイレ  
食
室

給 トイレ  

★最寄り駅

★共通事項

★平面図

★最寄り駅

2歳児 
保育室 

3・4・5歳児 
保育室 

一時保育室 

ランチルーム

1階 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙・布可（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園までお問い合わせください

★開設 昭和49年４月 ★共通事項

★設置主体 社会福祉法人   新栄会 冷凍母乳 対応可 

★基本開所時間 7:30～18:30 アレルギー アレルゲン除去食可

※満6か月まで8:30～17:00 おむつ 紙・布可 

満1歳から通常の開所時間帯 入園時購入物 希望制   ベッドシーツ、体操着   他 

★延長保育 ★平面図
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私立認可保育園 

しんじゅくなるこざか     あいいくえん 

新宿成子坂愛育園 
生後 
57日 

延長 
1時間 

西新宿6-7-39 
建物 644.28㎡
園庭 290.14㎡ 

(3342）6907 

★開設　　　　　　昭和24年9月 

★設置主体   　　　社会福祉法人   弘全院  

★基本開所時間      7:15～18:15  

★延長保育　　　　1時間   19:15まで（対象:満１歳以降から）  

★平面図

１階 ２階 ３階 

★園の特徴と保育方針

地下鉄丸ノ内線西新宿駅の近く。通勤に便利です。

１   健康を図る

２   思いやりを育てる

３   やる気を育てる

★こんな行事があります

春の遠足･夏祭り･お泊まり保育会･秋の遠足･運動会･もちつき大会

クリスマスのつどい･人形劇･発表会･一日動物園･園外保育の日

七五三･節分   など 
東京メトロ丸ノ内線   西新宿駅(徒歩３分) 

★よく散歩に行く公園

新宿中央公園

都バス   東京医大病院(徒歩２分) 

私立認可保育園 
しんじゅくみっつのき 

新宿三つの木保育園
もりさんかくしかく 

生後
43日 

延長
2時間 大京町29 

建物  1,141.54㎡ 
園庭 166.41㎡ 

(6457）4455 

★開設　　　　　　平成23年10月 

2 階 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 12 12 14 14 14 14 80 

園長、保育士、栄養士、看護師、事務 
階 4 階 

事務室 
トイレ

★園の特徴
「大きなおうち」を理念とした家庭的な雰囲気の保育園です。

【園の主な特徴】

○家庭と同様に温かく清潔な環境で落ち着いて過ごせること

○園舎の至るところに子どもの気づきを大切にしたデザインがあること

○園の各階に屋外遊戯場があり、また、園舎外にも専用の遊び場があり、

子どもたちの外遊びの環境が整っていること

○食育に力を入れており、畑での栽培やクッキングをしていること

○笑顔いっぱいで過ごすことを大切にしていること
JR総武線 千駄ヶ谷駅（徒歩6分） 

JR総武線 信濃町駅（徒歩6分） 

応    相 
接     談     階段 
室    室

 

★園の保育方針

保育方針＝「生きる力」「思いやり」「夢」「学びに向かう力」を育む。

家庭的な雰囲気の中で、子どもたちは、クラス単位ではなく、一人ひとり

の発達に合わせた生活をします。そのため、日常的に異年齢の関わりがあ

ります。また、運動プログラムやキッズダンス、異文化交流、スポーツプ

ロジェクトの活動を取り入れ、毎月、外部の講師が指導を行います。

都営大江戸線   国立競技場駅（徒歩4分） 

★よく散歩に行く公園
大京公園・もとまち公園・新宿御苑・大番児童遊園

都内に24ヶ所ある姉妹園と園児同士の交流も行います。

毎月の誕生日会は、保護者も参加しながら、子どもの成長を祝います。

毎年テーマを設定し、それに沿った物語性のある行事を行います。

★こんな行事があります

★共通事項

★平面図

★最寄り駅

★設置主体　　　　社会福祉法人 東京児童協会

★基本開所時間　　7:30～18:30 

1 階 

3歳児室 

庭園  
4歳児室   事 

5歳児室   室 

エントランス 階段  

務 

0歳児室 

ト  

レ 

2歳児室    階段 

1歳児室   イ  

3

ランチ 調理室 

ルーム 

階段 

★共通事項

厨房 

玄関 

便所 

５歳児室 

４歳児室 

３歳児室 

１歳児室 

調乳室 

０歳児室 

便所 

沐浴室 

２歳児室 

倉庫 

事
務

医 室

務 
室 

園長室 
便所 倉庫 

ホール

便所 

控室 

★最寄り駅

（対象:1歳児クラス以上）  

★延長保育　　　　1時間　19:30ま で 　 2時 間 　 20:30まで

0歳児クラスの保育時間は月齢によって異なります。 
0ヵ月～6ヵ月 8：30～17：00 
6ヵ月を迎えた翌日～12ヵ月 7：30～18：00 
1歳の誕生日を迎えたら 7：30～18：30 

※ 0 歳児クラス
在籍中は延長保
育対象外です

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食応相談

おむつ 紙(園指定無)   貸しおむつ無 

入園時購入物 
（３歳児クラス以上） 

体操服上・下   3,900円 

※0歳クラス15名のうち、3名は10月入園枠

園長、保育士、看護師、調理、栄養士、用務

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 19 24 24 24 24 130 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可 代替食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 無 
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私立認可保育園 

たいよう こ しんおがわまち 

太陽の子 新小川町保育園 
生後 
57日 

延長 
2時間 新小川町1-8 こだまビル2F  

建物 416.22㎡ 
園庭 なし （5579）2348 

★クラス別定員•在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 12 12 12 12 64 

園長、保育士、調理、看護師 

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食可

おむつ 紙（園指定無、保護者持参） 

入園時購入物 カラー帽   ※希望者のみ

※保育園準備物   口拭きタオル、食事用エプロンは園で用意します。

★園の特徴
オリジナルダンスのプログラム　こころとからだをつなぐ「ダンストーン」オノマトペダンス

の実施。

　オノマトペから動きをつくる…ダンスが生まれる

　動きからオノマトペをつくる…表情が生まれる

　誰でも表情豊かに踊ることができるそれが…オノマトペダンス

ダンスの原石DanStoneを集めてオノマトペダンスを踊ろう

★最寄り駅   JR、東京メトロ各線、都営大江戸線   飯田橋駅（徒歩7分）

★園の保育方針

のびのび　すくすく　にこにこ
　・安心できる人間関係の中で、多様性を尊重します
　・こころの動く体験と深い対話で学びのプロセスを大切にします
　・子どもの「やりたい」から始まる保育環境をデザインします
　・学び続け、専門性を発揮するチーム保育を行います

★こんな行事があります

お誕生日会•七夕会•夏祭り•運動会•七五三•クリスマス会•お正月•節分• 
ひな祭り•発表会など 

★よく散歩に行く公園 

新小川公園、後楽公園、白銀公園、寺内公園

私立認可保育園 

とうき ょう ぼ し あ い いく か い  

東京母子愛育会保育園 
生後
8か月 

延長
1時間 

北新宿4-21-14 
建物 493.46㎡
園庭 319.96㎡ 

(3369）6005 

★開設　　　　　　昭和23年７月 

★設置主体　　　　社会福祉法人 東京母子愛育会 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間　19:30まで（対象:全クラス） 

冷凍母乳 応相談 

アレルギー アレルゲン除去食可・代替食応相談

おむつ 紙・布可(園指定無) 貸しおむつ無 

入園時購入物 レンタル可（３歳児以上）園服・体操シャツ・

体操パンツ　※乳児部食事用エプロンは、園で

ご用意致します。

 

★その他

ホームページをご覧下さい。

http://toubo931.com/

1階  

厨房 トイレ
 5歳

 

遊戯室 

★園の特徴と保育方針 

略称「東京母子」または「東母」と呼ばれています。

•きれいな心 •やさしい心  •ゆたかな心

★こんな行事があります

春の遠足•たなばた•お泊まり会•秋の遠足•いもほり遠足•運動会

いもに会•クリスマス会発表会•おもちつき•まめまき

おわかれ会•卒園発表会  など

★園の見学について

毎週金曜日の午前10時半よりお願いしています。電話にてご予約く

ださい。 

事務室 廊

医務室
 

下

玄関

 

2階 給湯室 

ベランダ  

3歳 4歳
 

廊下 玄関
 

トイレ  

    
    
   室 2歳 

乳児室
 

ＪＲ総武線･都営大江戸線 東中野駅(徒歩10分) 

関東バス 新宿消防署(徒歩５分) 

★共通事項

★共通事項

★平面図
倉
庫

2歳児 
（12名）  

3～5歳児  
（各クラス12名）  

調理室 

ホール  

事務兼 
医務ス ペース  

0歳児室 
（6名）  

1歳児室 
（10名）  

倉庫 

トイレ  
相談室 EV 

トイレ 
多機能 

トイレ

★設置主体　　　　HITOWAキッズライフ株式会社

★基本開所時間　　7:30～18:30 

（対象：1歳児クラス以上）  

★延長保育　　　　1時間  19:30まで   2時間   20:30まで 

★平面図

★最寄り駅

★開設　　　　　　平成28年6月

乳
児
室 

   

★クラス別定員•在籍職員の職種

園長、保育士、栄養士、看護師、事務 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 15 18 21 20 20 100 

調
乳

- 34 -

私
立
認
可
保
育
園



★平面図

私立認可保育園 

たかだのばばにし 

にじいろ保育園高田馬場西 
生後
57日 

延長 
2時間 

高田馬場1-24-16 

内田ビル1F 

建物 235㎡ 
園庭 なし 

（6302）1073 

★開設　　　　　　平成27年４月  

★設置主体　　　　ライクキッズ株式会社

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間 19:30まで   2時間 20:30まで  

（対象：全クラス）※ただし、離乳食完了児 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 6 6 6 24 

園長、保育士、看護師、栄養士、調理 

★園の特徴

平成27年開園の園です。木のぬくもりを感じられる室内となってお
り、園運営含め、陽だまりのように温かい保育園を目指してまいり
ます。

★園の保育方針

こども理念：のびやかに育て   だいちの芽
保育方針：みとめ愛、みつめ愛、ひびき愛、（信頼、安定、共感）

★こんな行事があります

入園式、七夕祭り、夕涼み会、お誕生会、運動会、発表会、卒園式

★よく散歩に行く公園

戸山公園・ベルサール高田馬場・諏訪神社・高田馬場公園・

西戸山公園   他

★接続園

当園は、年齢上限があるため、４歳児クラス以降の保育先として「に
じいろ保育園高田馬場東」を接続園としています。
詳しくは、令和５年度版「新宿区認可保育園等申込みの手引き」を
ご覧ください。

JR山手線 高田馬場駅(徒歩3分) 

厨房 ０歳児保育室 

調乳室 

ロッカー 

洗濯室 
沐浴室 

事務室 

３歳児保育室 
玄関 エントランス 

EV 

園児用便所 
多目的
トイレ 

★共通事項

★最寄り駅

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。

★平面図

１階

２階

私立認可保育園 

いちがやかがちょう  

にじいろ保育園市谷加賀町 
生後
57日 

延長 
2時間 

市谷加賀町2-4-18 
 

建物 529.59㎡ 
園庭 なし 

（6280）7391 

★開設　　　　　　令和４年10月 

★設置主体　　　　ライクキッズ株式会社

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間 19:30まで   2時間 20:30まで 

（対象：全クラス）

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 12 12 12 12 12 66 

園長、主任、保育士、看護師、調理員、栄養士 

★園の特徴

●安全でおいしい給食・充実した食育活動をします
●木のぬくもりのある、心安らぐ保育室で裸足で生活します
●充実した保育運営マニュアルのもと、「良質な保育」の提供をします
●臨床心理士による巡回相談を行います

★園の保育方針

●子ども理念「のびやかに育て　だいちの芽」

●保育方針「みとめ愛・みつめ愛・ひびき愛」

★こんな行事があります

親子遠足・七夕の集い・夏まつり・運動会・発表会など

★よく散歩に行く公園

加賀公園

都営大江戸線　牛込柳町駅（徒歩7分）

★共通事項

★最寄り駅

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。

0歳児室

5歳児室 4歳児室

幼児
トイレ

（3〜5歳児用）
幼児トイレ
（1・2歳児用）

3歳児室 2歳児室 1歳児室

相談室

厨房

倉庫

倉
庫

EV

EV

WC

WC

事務室

玄関

ホール

バギー
置場

食品庫

洗濯
コーナー

更
衣
室

休
憩
室

検
収
室

沐
浴
室

だ
れ
で
も

ト
イ
レ

哺
乳
室

便
所

１
・
２
歳
児
保
育
室
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私立認可保育園 

たかだのばばみなみ 

にじいろ保育園高田馬場南 
生後 
57日 

延長 
2時間 

大久保3-8-4 
新宿ガーデンタワーアネックス2F  

建物 231.65㎡ 
園庭 なし (6457）6991 

★開設　　　　　　平成28年6月 

★設置主体　　　　ライクキッズ株式会社

★基本開所時間　　7:30～18:30  

★延長保育　　　　1時間 19:30まで 2時間 20:30まで  

（対象：全クラス）  

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

定員 5 5 5 5 20 

園長、保育士、栄養士、看護師 

★園の特徴

平成28年６月開園しました。

陽だまりのように温かい保育園を目指してまいります。

★園の保育方針

子ども理念：のびやかに育てだいちの芽

保育方針：みとめあい、みつめ愛、ひびき愛（信頼、安定、共感）

★こんな行事があります

入園式、七夕、夏まつり、クリスマス会、豆まき、ひな祭り、うんどう会 

春秋ピクニック、お月見会、お正月会

★よく散歩に行く公園

・戸山公園 ・きんもくせい公園 ・ベルサール高田馬場

・高田馬場公園 ・諏訪神社

★最寄り駅 JR山手線 高田馬場駅   戸山口より（徒歩7分） 

西武新宿線 高田馬場駅（徒歩7分） 

2歳児
保育室 

前室 

玄関 
ホール 

1歳児
保育室 

園
トイレ

児 用 

調乳室 

3歳児
保育室 

付室 

0歳児
保育室 

 
沐浴室 レ 

イ 
ト 

倉庫洗濯室

厨房 

レ 
イ 
ト  医務 

コーナー 
事務室 

置場 
バギー 
ホール 
EV 

EV 

★共通事項

★平面図

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園指定無し） 

入園時購入物 詳しくは保育園に直接お問い合わせください 

食品庫

私立認可保育園 

たかだのばばひがし 

にじいろ保育園高田馬場東
1歳児
クラス 

延長
2時間 

高田馬場1-16-26 
建物 438.61㎡
園庭 77.85㎡ 

(6205）6338 

★開設        平成27年11月 

★設置主体 ライクキッズ株式会社

★基本開所時間 7:30～18:30 

★延長保育 1時間 19：30まで 2時間 20：30まで 

（対象:全クラス） 

★クラス別定員・在籍職員の職種

★平面図
1階 2階 

ｸﾗｽ 

定員

０歳    １歳 ２歳

12 12

３歳 ４歳

12 18

５歳 合計

18 72

園長、主任、保育士、栄養士、調理 

★園の特徴

平成27年開園の園です。

園運営含め、陽だまりのように温かい保育園を目指してまいります。

★園の保育方針

こども理念：のびやかに育て   だいちの芽

保育方針：みとめ愛、みつめ愛、ひびき愛（信頼、安定、共感）

★こんな行事があります

入園式、うんどう会・夏まつり、親子遠足、発表会、クリスマス、
お楽しみ会、卒園式等

★よく散歩に行く公園

戸山公園、諏訪神社、諏訪公園、西戸山公園、おとめ山公園    他多数

★最寄り駅 東京メトロ東西線 高田馬場駅（徒歩5分）

★共通事項

調理室 

廊下 

園児用便所 

玄関 
1歳児保育室 

２歳児保育室 

EV 
事務室 

園児用便所 

廊下 5歳児 
保育室 

3歳児保育室 4歳児保育室 

EV 

３階 

屋上園庭 

園児用
便所 

便所 

EV 

冷凍母乳 対応不可（0歳児保育をしていないため） 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。
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私立認可保育園 

よつや  

にじいろ保育園四ツ谷 
1歳児
クラス 

延長
2時間 四谷1-6-1 コモレ四谷2F  

建物 214.14㎡
園庭 なし 

(6709）9123 

★開設　　　　　　令和2年6月 

★設置主体　　　　ライクキッズ株式会社

★基本開所時間　　7:30～18:30 

 

★延長保育　　　　1時間   19:30まで　2時間   20:30まで 
（対象：全クラス） 

★園の特徴
2020年6月開園
陽だまりのように暖かい保育園を目指してまいります。

★園の保育方針

子ども理念：のびやかに育てだいちの芽

保育方針：みとめ愛、みつめ愛、ひびき愛（信頼、安定、共感）

★こんな行事があります

入園式、七夕、夏祭り、クリスマス会、豆まき、ひな祭り、うんどう会

春秋ピクニック、お月見会、お正月会 ★最寄り駅   JR・東京メトロ南北・丸ノ内線   四ツ谷駅（徒歩3分）

★よく散歩に行く公園

外濠公園（園から徒歩2分）

園長、保育士、栄養士、調理員、非常勤 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

定員  10  10  10  30 

★共通事項

★平面図

出入口 

事
務
所
兼

エホ
ー
ル

ン
ト
ラ
ン
ス 厨房 

2～3歳児
保育室 

園児 
トイレ

1歳児
保育室 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園指定無し） 

入園時購入物 詳しくは保育園に直接お問い合わせください 

私立認可保育園 

に し わ せ だ 

にじいろ保育園西早稲田 
1歳児
クラス 

延長
2時間 西早稲田1-2-2 

建物 456.81㎡
園庭 なし 

(6273）9227 

★開設　 　　　　　令和2年4月 

★設置主体　　　　ライクキッズ株式会社

★基本開所時間　　7:30～18:30 

 ★延長保育　　　　1時間 19:30まで 2時間 20:30まで

（対象：全クラス）  

★園の特徴

2020年4月開園
陽だまりのように暖かい保育園を目指してまいります。

★園の保育方針

子ども理念：のびやかに育てだいちの芽

保育方針：みとめ愛、みつめ愛、ひびき愛（信頼、安定、共感）

★こんな行事があります

入園式、七夕、夏祭り、クリスマス会、豆まき、ひな祭り、うんどう会

春秋ピクニック、お月見会、お正月会

★よく散歩に行く公園

甘泉園公園（園から徒歩8分）

2階 

3階 

★最寄り駅   東京メトロ東西線   早稲田駅（徒歩4分）

★共通事項

★平面図

1階 
出入口 

他テナント 

園児用
トイレ 1歳児保育室 

出入口 事務室 

休憩室 
厨房 多目的  EV 

WC 

5歳児
保育室 

4歳児
保育室 

園児用トイレ 

3歳児
保育室 

2歳児保育室 

園児用
トイレ 

EV 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園指定無し） 

入園時購入物 詳しくは保育園に直接お問い合わせください 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 10 12 15 15 15 67 

園長、保育士、栄養士、調理員、非常勤 
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私立認可保育園 

はちまんじんじゃあいいくえん 

八幡神社愛育園 
1歳児
クラス 

延長
1時間 

上落合1-26-19 
建物 366.18㎡
園庭 252㎡ (3368）3939 

★開設    昭和32年3月 

★設置主体    宗教法人   月見岡八幡神社 

★基本開所時間  7:30～18:30 

園長、主任、保育士、調理 

★園の特徴と保育方針

鎮守の森で自然がいっぱい、おひさまいっぱいの中、四季を感じながら

元気いっぱいあそんでいます。

外部講師による体操、和太鼓、ECC（英語教室）をはじめ、文字や数

字に親しむことも多く取り入れたバランスの良い保育をし、様々な経

験を通して自分らしさを発見できる子どもを育てることを目標として

います。

★こんな行事があります

七夕・お祭り（太鼓・エコ工作展）・運動会・園外保育・ゆうぎ会

お山開き・なわとび大会・おもちつき・まめまき・楽器演奏会   など

★よく散歩に行く公園

園庭の豊かな自然で遊んでいます。

★クラス別定員・在籍職員の職種

★平面図

１階 ２階 

 

西武新宿線   下落合駅(徒歩7分) 

東京メトロ東西線   落合駅(徒歩7分) 

都営大江戸線   中井駅(徒歩8分) 

★最寄り駅

１歳児室 ２歳児室  
玄関 

５歳児室 ３歳児室 ４歳児室 

トイレ 

厨房 

★共通事項

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食応相談

おむつ 紙・布可(園指定無)   貸しおむつ無 

入園時購入物 (３歳児クラス以上)園服3,730円・カバン1,600円 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 14 16 18 14 14 76 

私立認可保育園 

あけぼのばし 

ニチイキッズ曙橋保育園
生後 
57日 

延長 
2時間 

（0～2歳児）市谷台町1-3 モデラート1F  

（3～5歳児）愛住町22 第 3山田ビル1F  

建物（0～2歳児）208.37 ㎡  
（3～5歳児）139.61 ㎡  

園庭 なし  

（0～2歳児） （5366）5127 

（3～5歳児） （5367）0196 

★開設　　　　　　平成28年4月 

★設置主体　　　　株式会社ニチイ学館 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間   19:30まで　2時間   20:30まで 

（対象：満１歳以降から） 
 

★延長保育　　　　  1時間   19:30まで

（対象：全クラス） 
 

（0～2歳児） （3～5歳児） 

★園の特徴

曙橋駅から近く、園児の送り迎えに便利な場所にあります。

アットホームな雰囲気で、園児もスタッフもみんな仲のいい保育園です。

★園の保育方針

『おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。』

日々の遊びや学びの中で「やさしく、つよく生き抜く力」を育みます。

★こんな行事があります

入園・進級式、こどもの日、七夕祭り、夏祭り、敬老の日、

運動会、勤労感謝の日、クリスマス会、節分、お別れ会 など

★よく散歩に行く公園

①愛住公園・津の守坂児童遊園・三栄公園

②住吉公園・富久さくら公園

★最寄り駅 都営新宿線 曙橋駅（徒歩3分） 

都営バス 曙橋（徒歩3分） 

★平面図

トイレ  

トイレ

  事務室 

調理室 

★共通事項

冷凍母乳 対応不可  

アレルギー

おむつ 紙（園指定無）   貸しおむつ有（実費）  

入園時購入物 帽子（1歳児クラス以上）  

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

定員 6 11 12 12 12 12 65

園長、主任、保育士、看護師、栄養士、調理、事務

 

アレルゲン除去食可
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和室

教材室

★平面図

私立認可保育園 

に し わ せ だ 

ぴっころきっず西早稲田 
1歳児
クラス 

延長
2時間 西早稲田3-9-14 

建物 402.43㎡
園庭 なし 

(3209）2267 

★開設 令和2年4月 

★設置主体 株式会社プライムツーワン 

★基本開所時間 7:00～18:00 

★延長保育   1時間   19:00まで   ２時間   20:00まで 

（対象：全クラス） 

★園の特徴

JR・東西線、高田馬場駅 副都心線、西早稲田駅都電荒川線、面影橋4路線3駅使用可能
な場所にあり、一時保育なども行っています。日々の生活の中リズムを整え楽しく健康に
過ごし、一人ひとりの成長を保護者の皆さんと一緒に喜び合い、安心してお預け頂けるよ
うに心がけています。笑顔のあふれる暖かい保育園です。幼児クラスでは文字やかず・英
語など、楽しんで身につくよう幼児教育を行っています。 

★園の保育方針

『いっぱい遊んですくすく育て～心もからだもたくましく育ちあう子ども～』
を保育目標とし、「食事・睡眠・遊び」を大切にし基本的生活習慣の自立や自
主性を養います。

★こんな行事があります

お誕生会・保護者会(給食試食会)・夏まつり・敬老の日交流会
運動会・クリスマス発表会・卒園式 など

★よく散歩に行く公園

甘泉園公園・西早稲田児童遊園・高田第三公園   など

1F 

3F 

★最寄り駅 都電荒川線

 

2F 

 

 

面影橋駅（徒歩2分） 

東京メトロ副都心線   西早稲田駅（徒歩11分） 

物入 
 

保育室 
1歳児 EV トイレ 事務室

沐浴室 医務室 

廊下 
引き戸 

防 

下
足
入

下 
火 足 

2歳児
保育室 

トイレ 玄関 入 
扉 

れ

4歳児
保育室 

幼児用
トイレ

廊下 

5歳児
保育室 

バルコニー 

収納 

洗濯室 
防
火
扉 

防
火
扉 

多目的
トイレ 

物
入 EV 

物
入

物入れ 

厨房 
倉
庫

検収室 廊下 
物入 

防 倉 
火

 

3歳児
保育室 

扉 庫 

バルコニー 

幼児用
トイレ

流し EV 
バルコニー 

★共通事項

冷凍母乳 対応不可（0歳児保育をしていないため） 

アレルギー アレルゲン除去食   可

おむつ 持ち込み 

入園時購入物 お問い合わせください 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 11 13 13 13 13 63 

施設長、保育士、調理、事務 

★共通事項

(3356）2663

私立認可保育園 

はらまち 

原町みゆき保育園 
生後 
43日 

延長
2時間 

休日
保育 

病後児
保育 

原町2-43 
建物 1,320.67㎡ 
園庭 582.85㎡ 

★開設  平成16年4月 

★設置主体  社会福祉法人  幸会(さいわいかい) 

★基本開所時間  7:30～18:30（満1歳以上から） 

※生後6か月までは8:30～17:00

生後6か月以上から満1歳未満は8:30～17:30

★延長保育 1時間   19:30まで 2時間   20:30まで  

（対象：満1歳以上  ※ただし離乳食完了児） 

★こんな行事があります

入園式・運動会・お泊り保育・親子遠足・七夕集会・夏祭り・

祖父母と遊ぼう会・焼芋会・発表会・お楽しみ会・もちつき会・

節分集会・ひな祭り集会・作品展・卒園式 など

★よく散歩に行く公園

原町公園・水野原児童遊園・戸山公園・牛込弁天公園 など

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 24 25 30 27 27 27 160 

※0歳クラス24名のうち、4名は10月入園枠
園長、副園長、主任、保育士、看護師、

調理、栄養士、用務、事務

★休日保育

★病後児保育

★一時保育（専用室型）

★原町みゆきひろば（地域子育て支援センター原町みゆき）

★園の特徴

大江戸線牛込柳町駅西口より徒歩1分の所にあり、寺院と学校の間の静かな

環境にあります。園庭は十分に走り回れる広さがあり、一部芝生になって

います。

★園の保育方針

・乳幼児では、家庭的な雰囲気の中で個々を大切に、ひとりひとりの情緒の

安定をはかり、その発育・成長を豊かなものとなるよう保育する。

・幼児組では、個々の育ちを保障しながら生活や遊びを広げ、音楽絵画造形

体育活動を系統的に取り入れ、育ち合う力と育て合う心を大切に保育する。

都営大江戸線  牛込柳町駅(西口 徒歩1分) ★最寄り駅

★平面図

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 対応可 

おむつ 紙（園で購入） 

入園時購入物 無（園服・園帽・体操着・体操帽等貸与） 

- 39 -

私
立
認
可
保
育
園



1歳児室
事務室兼
医務室  

2歳児室 

1歳児室 

★クラス別定員・在籍職員の職種

あけぼのばし 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 10 14 14 16 16 70 

私立認可保育園 

フロンティアキッズ曙橋 
1歳児
クラス 

延長
2時間 

（本園）河田町3-29 プラウドフラット新宿河田町1F  

（分園）河田町3-16 

建物 （本園）136.35㎡
（分園）259.00㎡ 

園庭 なし 

（本園）(5379）1680 

（分園）(6273）0886 

★開設 令和2年4月 

★設置主体 株式会社フューチャーフロンティアーズ 

★基本開所時間 7:00～18:00 

★延長保育 1時間 19:00まで 2時間 20:00まで 

（対象：全クラス） 

園長、保育士、調理  

★園の特徴

モンテッソーリ教育メソッドに基づいたプログラムにより一人ひとり 本園 
の発達段階に適切な生活環境と教育機会を提供しています。
グローバル教育では、英語に触れ多様性を受け入れる力を育てます。
また食育にも力を注いでいます。

★園の保育方針

子どもを尊重し、子どもの自主性を育て感性豊かな子どもを育てる

★こんな行事があります
親子ピクニック・七夕の会・夏まつり・運動会
ハロウィン・クリスマス会 など

★よく散歩に行く公園

水野原児童遊園・住吉公園

医務室  　トイレ 

分園 

★最寄り駅   都営大江戸線   若松河田駅（徒歩６分）

★平面図

★共通事項

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。

4・5歳児室  3歳児室 

トイレ  
スタッフ
ルーム 調理室 

遊戯室 トイレ  

 

事務室 

検収室 

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

ふ た ばなんげん 

二葉南元保育園 
生後
43日 

延長 
2時間 

南元町4 
建物 1,409.7㎡
園庭 371.34㎡ 

(3351）3819 

★開設 昭和26年12月 

★設置主体 社会福祉法人  二葉保育園 

★基本開所時間 7:00～18:00 

★延長保育  1時間 19:00まで 2時間 20:00まで 
（対象：満1歳以降から ※ただし離乳食完了児） 

1階  

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 18 18 20 20 19 110 

※0歳児クラス15名のうち3名は10月入園枠

園長、主任、保育士、看護師、栄養士

★一時保育（専用室型）

★定期利用保育
2階  

★園の特徴

明治33年設立の地域に根ざした保育園です。

平成26年に改築し、広々とした園舎で心身の発達を保障します。屋上には

遊技場や家庭菜園の場所もあり、プールも設置されています。大・小2つの

ホールを活用し、行事や雨天時に多様な取り組みができます。乳児クラスは

2グループ少人数の保育、幼児は異年齢交流も行っています。給食は安心・安全 

に配慮し、料理保育を積極的に行っています。

3階  
★園の保育方針

創設者の想い（キリストの愛）を大切にすべての子どもの健康と生きる力を

育てます。

★こんな行事があります

七夕集会・敬老集会・運動会・芋ほり・お店屋さん・クリスマス祝会・節分等

★よく散歩に行く公園

みなみもと町公園・もとまち公園・若葉東公園 ＪＲ総武線 信濃町駅(徒歩７分) 

★育児相談随時、園庭開放あり

ＪＲ中央線・総武線 四ツ谷駅(徒歩１２分) 

★平面図

★最寄り駅

事務室 

事務室 会議室 

応接室 トイレ EV トイレ 

遊戯ホール 

物入 物入 

事務室 トイレ 調理室 

EV 

トイレ 

玄関 小ホール 

4 才児
保育室 

3 才児
保育室 

5 才児
保育室 

洗濯室 

トイレ 
1 才児保育室 0 才児保育室 

2 才児
保育室 

沐浴 トイレ 

EV 

物入 

物入 洗濯室 
職員室 

★共通事項

冷凍母乳 対応可（満１歳まで） 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食可

おむつ 紙 (園指定無) 

入園時購入物 散歩用カラー帽（１歳児クラス以上） 
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建物 276.28㎡
園庭 　 なし花川第2ビル1・2F

 
 

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

定員 6  13  14  14  14  14 75 

私立認可保育園 

★開設　　　　　　平成28年４月 ★ 

★設置主体　　　　株式会社WITH 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

園長、保育士、看護師、調理 

5 
延長 
2時間 

生後 
57日 

★最寄り駅

★平面図

共通事項 

2階

 

子ども用トイレ EV 

ト誰
イで
レも 玄関   

ホール 

0 歳児室 1 歳児室 2 歳児室 乳
母
車 

事務室 
置

 場 

1階
子ども用トイレ 

EV 

玄関   
ホール 

3 歳児室 4・5 歳児室 物
置

 

調理室

 

物
置

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

冷凍母乳 

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に問い合わせください

★こんな行事があります 

お誕生日会・夏祭り・クリスマス会・運動会・生活発表会

その他にも様々な行事があります。 

★よく賛否に行く公園 

おとめ山公園・みやた児童公園

 

★園の特徴 

高田馬場駅にとても近く、商店街の中にある小さな保育園です。 

園児一人ひとりを愛情と責任を持って保育し人権を大切にしています。 

また保育者と保護者が一体となり子どもたちの成長を見守っています。 

外でたくさん体を動かし、「子どもたちに出来ることは 

何でもさせてあげたい」という思いから様々な取り 

組みを行っています。お子様にとって大事な時期に計 

画的に知育や運動遊びを取り入れています。また、ネ 

イティブスピーカーによる英語教室や書き方教室も 

取り入れています 

天気が良い日は戸外活動を基本としていきます。 

★園の保育方針 

JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線 高田馬場駅（徒歩2分） 

た か だ の ば ば え き ま え え ん

★延長保育　　　　1時間 19:30まで　2時間 20:30まで 

（対象： 満１歳 以降から）

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

しんじゅく  

フロンティアキッズ新宿
生後
57日 

延長 
2時間 

新宿6-27-56 

新宿スクエアビル2F  

建物 280.78㎡
園庭 なし 

(3208）2744 

★開設 平成31年4月 

★設置主体 株式会社フューチャーフロンティアーズ 

★基本開所時間 7:00～18:00 

★延長保育  1時間 19:00まで 2時間 20:00まで 

（対象：全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 8 8 8 8 8 8 48 

園長、保育士、調理、看護師 

★園の特徴

モンテッソーリ教育メソッドに基づいたプログラムにより一人ひとりの発

達段階に適切な生活環境と教育機会を提供しています。

グローバル教育では、英語に触れ多様性を受け入れる力を育てます。

また食育にも力を注いでいます。

★園の保育方針

子どもを尊重し、子どもの自主性を育て感性豊かな子どもを育てます。

★最寄り駅

都営大江戸線・東京メトロ副都心線  東新宿駅  A3出口（徒歩２分）

★こんな行事があります

親子ピクニック・七夕の会・夏まつり・運動会

ハロウィン・クリスマス会 など

★よく散歩に行く公園

抜弁天北公園・東大久保公園・富久さくら公園  など

★平面図
玄関 

スタッフ
ルーム

スタッフ
ルーム

3～5歳児室  0歳児室 

2歳児室 

調乳室 

ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

トイレ

検収室 
1歳児室 

調理室 

医 事
務 務
室 室

兼 

★共通事項

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。
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★クラス別定員・在籍職員の職種

園
児
用

 

沐

★共通事項

私立認可保育園 

うしごめ 

ほっぺるランド牛込 
生後 
57日 

延長 
2時間 

北山伏町1-2 
建物 776.64㎡
園庭  なし 

(6265）0841 

★開設 平成29年4月 

★設置主体  株式会社テノ．コーポレーション 

★基本開所時間 7:30～18:30 

★延長保育  1時間 19:30まで  2時間  20:30まで 

（対象：1歳児クラス以上） 

★よく散歩に行く公園

あさひ児童遊園・納戸町公園・山伏公園・矢来公園

なんど児童遊園 ほか

※3歳児クラスの定員のうち、1名は地域型保育事業の連携施設として 2 階 

の優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に開放
できる場合があります。

園長、保育士、看護師、調理、事務 

★園の特徴

牛込神楽坂駅から徒歩5分の利便性の高い立地。都心ながら、2階部分

 
2歳児室  

屋上園庭 

3 階 

ト
イ
レ

1歳児室  

にテラス園庭を（126.20㎡）設置。外遊び、豊富な行事、0歳児から 

5歳児までの一貫した保育プログラムで、園児の豊かな心を育んでまい 

ります。 

★園の保育方針

収納 

前室

0歳児室
 

収納
 

誰でも
トイレ

 

調乳室 事
務
室
兼

医
務
室

 

浴

 

室

 

前室 

エレベーター
 

安全な環境の中で、身体的、精神的発達が得られる保育を提供します。

★こんな行事があります

入園式、卒園式、季節の行事各種、運動会、遠足、お誕生日会、

伝統文化を体験する行事、町会行事 ほか

★最寄り駅  都営大江戸線  牛込神楽坂駅 （徒歩5分）

★平面図

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 12 20 20 21 21 21 115 

収納 

倉
 厨房 

5歳児室 庫

 

洗 
 

ト
イ
レ 

濯
 

室 
前室 

収納  収納 エレベーター  

4歳児室  3歳児室  

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食応相談

おむつ 紙（園指定無）  貸しおむつ無 

入園時購入物 
散歩用カラー帽子 
ピアニカの吹き口（3 歳児クラス以上） 

園
児
用

ト
イ
レ

★クラス別受入数・在籍職員の職種

★共通事項

★平面図

私立認可保育園 

い ち が や 

ぽけっとランド市ヶ谷保育園 
1歳児
クラス 

延長
2時間 

市谷船河原町1 
市ヶ谷エスワンビル2・3F  

建物 840.36㎡
園庭 なし (5227）7520 

★開設　　　　　　平成26年4月 

★設置主体　　　　学校法人   三幸学園 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間   19:30まで   2時間   20:30まで 

（対象: 全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

受入数 20 22 22 23 23 110 

園長、保育士、栄養士、調理、事務 

★園の特徴
保育理念は「個を受容し、共感するなかで主体性を育む。」

遊びも自分で選べる環境を用意し、子どもの自主性や能力を引き出す
保育を大切にしています。また、栄養士を配置し、アレルギー食への
対応や食育も重視しております。

★園の保育方針
・ひとりひとりの個性、発達、能力、思いを大切にする保育を行う
・個々の発達（成長過程）に合った、体験、経験ができる環境を作る
【保育目標（めざす子ども像）】

○自分の意思（思い）を伝えられる子（主体的）
○自分で判断し行動できる子（問題解決能力）
○他者の気持ちを感じ取れる子（やさしさ、思いやり）

○自分を信じることができる子（自己肯定感）

★こんな行事があります
入園式・夏祭り・敬老の日会・作品展・運動会・クリスマス会・発表会・
豆まき・ひなまつり・卒園式 など
≪季節の行事を取り入れ、それぞれの行事のもつ意味や目的などを伝え、

主体的に参加できるように働きかけてます。≫ 

★よく散歩に行く公園

若宮公園・東郷公園・白銀公園・納戸町公園・中町公園・外堀公園

★最寄り駅

JR総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線  市ヶ谷駅

（各出口より徒歩6～10分）   JR

総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・東西線 飯田橋駅 

（各出口より徒歩6～10分） 

3 階 

トイ レ
廊下 

5 歳児室 3 歳児室 階段 4 歳児室 

遊戯室 

2 階 

保健室 

廊下 事務室 

2 歳児室 1 歳児室 誰でも 
トイレ

玄関 階段 

ト イ レ

調理室 

冷凍母乳 対応不可（0歳児保育をしていないため） 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食応相談

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 詳しくは法人までお問い合わせください 
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★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

生後
57日 

延長 
2時間 

建物 742.42㎡
園庭 なし 

★開設　　　　　　平成30年5月 

★設置主体　　　　株式会社テノ．コーポレーション 

★基本開所時間　　7:30～18:30

★延長保育　　　　1時間 19:30まで　2時間 20:30まで 

（対象：1歳児クラス以上） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 12 16 16 24 24 24 116 

1F 2F 3F 

★園の特徴

下落合から徒歩2分の利便性の高い土地。

都心ながら、夏場の水遊びスペースを敷地内に用意。

外遊び、豊富な行事で、園児の豊かな心を育んでまいります。

★園の保育方針

安全な環境の中で、身体的、精神的発達が得られる保育を提供します。

★こんな行事があります

入園式、卒園式、季節の行事各種、運動会、遠足、お誕生日会、

伝統文化を体験する行事、町会行事 ほか

★よく散歩に行く公園 

せせらぎの里 ほか

★平面図

1 歳児室 

子供用
トイレ 

廊下 

2 歳児室 

職員用
トイレ 

倉庫 

洗濯室 

EV 

収納 

前室 
収納 

4 歳児室 
3 歳児室 

収納 収納 

廊下 

5 歳児室 

子供用
トイレ

収納 

EV 

子供用
トイレ 

沐浴室 

調乳室 厨房 

収納 

だれでも 

前室         
トイレ 

廊下 

玄関 
階段下 

バギー置場 バギー
置場 

下足コーナー 

事務医療室 

EV 

0 歳児室 

★最寄り駅

★共通事項

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食応相談

おむつ 紙（園指定無）  貸しおむつ無 

入園時購入物 
散歩用カラー帽子 
ピアニカの吹き口（3歳児クラス以上） 

※3歳児クラスの定員のうち、8名は地域型保育事業の連携施設としての 

優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に開放できる

場合もあります。 

園長、保育士、看護師、調理 

西武新宿線 下落合駅（徒歩2分） 

かみおちあい

（6908）8415

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

かぐらざか 

ほっぺるランド神楽坂 
生後

57日 

延長
2時間 

榎町43-1 
ユニゾ神楽坂ビル2・3F

建物　873.42㎡
園庭 なし (5227）6798 

★開設 平成26年4月 ★共通事項

★設置主体 株式会社テノ．コーポレーション 

★基本開所時間 7:30～18:30

★延長保育 1時間 19:30まで  2時間  20:30まで 

（対象：１歳児クラス以上） ★平面図 2階

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 15 17 17 32 32 122 

園長、保育士、看護師、栄養士、事務 

★園の特徴
神楽坂駅、江戸川橋駅、早稲田駅の3駅利用可能な利便性の高い
立地条件。
外遊び、豊富な行事、０歳児から5歳児までの一貫した保育プ
ログラムで、体験する、感じる、身体を動かすことで、健康と
豊かな心を育んでまいります。

★園の保育方針

安全な環境の中で、身体的、精神的発達が得られる保育を提供します。

★こんな行事があります

入園式、卒園式、季節の行事各種、運動会、遠足、お誕生日会、

伝統文化を体験する行事 ほか

★よく散歩に行く公園

★最寄り駅 東京メトロ東西線

東京メトロ東西線 

神楽坂駅（2番矢来口より徒歩7分） 

早稲田駅（徒歩9分） 

矢来公園、榎町公園、漱石公園、牛込弁天公園、鶴巻南公園    ほか 東京メトロ有楽町線  江戸川橋駅（徒歩9分） 

４歳児室 ５歳児室 

３歳児室 

便所 

廊下 調理室 

便所 

EV ホール  

バギー
置き場 EV EV 

EVホール     玄関 １歳 ２歳 
児室 児室 

沐浴室 

便所 
洗濯室 相談室 事務室 調理室 

２歳児
前室 

１歳児前室 

 ０歳児前室

吹抜 

０歳

児室 

バギー
置き場 EV EV 

3階

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食応相談

おむつ 紙（園指定無）  貸しおむつ有（申し込み者のみ） 

入園時購入物 
散歩用カラー帽子 
ピアニカの吹き口（4歳児クラス以上） 

玄
関

事
務
室
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建物 395.71㎡
園庭 なし 

私立認可保育園 

園長、保育士、看護師、調理、事務 

 

 

しんおお くぼ 生後

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ

定員

大久保1-16-20 
延長
2時間 57日

★最寄り駅

★平面図

1階 2階 3階

沐 
通    調理室 

浴   調 路 
室  乳 

室 

0歳児室 

外庭 

収
納

サロン エントランス 

バギー置き場 
授
乳
室

事務室
医務室 多目的

トイレ
倉
庫

テラス
配  
膳  
室 

3歳児室 

トイレ

廊下 倉
庫 

倉
庫

配  
膳  
室 

1歳児室 

トイレ
2歳児室 

廊下 

収
納

★共通事項

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可  代替食応相談

おむつ 紙（園指定無）  貸しおむつ無 

入園時購入物 散歩用カラー帽子 

★開設　　　　　　平成29年4月 

★設置主体　 　　株式会社テノ．コーポレーション 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間 19:30まで　2時間 20:30まで 

（対象：1歳児クラス以上）  

★園の特徴 
平成29年4月に東京都認証保育所から認可保育所に移行した保育園 

です。 

新大久保駅から徒歩4分の利便性の高い土地。 

一棟全てを保育園として利用。都心ながら、夏場の水遊びスペースを 

敷地内に用意。 

様々な活動や遊びを通して園児の豊かな心を育んでまいります。 

★園の保育方針 

安全な環境の中、身体的、精神的発達が得られる保育を提供します。 

★こんな行事があります 

入園式、おゆうぎ会、季節の行事各種、親子レクリエーション、遠足、 

お誕生日会、伝統文化を体験する行事 他 

★よく散歩に行く公園 

西大久保公園、小泉八雲公園、戸山公園 ほか 

JR 山手線 新大久保駅（徒歩4分） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

12 15 15 15 57

(6380) 3920

 

★接続園 

当園は、年齢上限があるため、４歳児クラス以降の保育先として「ほっぺるラン

ド北新宿」を接続園としています。詳しくは、令和５年度版「新宿区認可保育園

等申込みの手引き」をご覧ください。

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

きたしんじゅく  

ほっぺるランド北新宿 
1歳児
クラス 

延長 
2時間 北新宿3-9-20 

建物 486.01㎡
園庭 なし 

（5937）2960 

★開設　　　　　　平成30年4月 

★設置主体　　　　株式会社テノ．コーポレーション 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間　19:30まで　2時間　20:30まで 

（対象：1歳児クラス以上） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 6 10 25 25 72 

園長、保育士、調理 

1F 2F 3F 

★最寄り駅  JR中央線 大久保駅 （徒歩6分）

★こんな行事があります

入園式、卒園式、季節の行事各種、運動会、遠足、お誕生日会、

伝統文化を体験する行事 ほか

★よく散歩にいく公園

北新宿公園   ほか 

★平面図

バギー置場 
事務室 ホール

応接室兼
医務室 

収納
 

倉庫 

EV ホール 

2歳児室 
通路 EV 

1歳児室 調理前室 

子供用 保管庫 
洗濯室 調理室 

収納 トイレ 

屋外避難階段 

トイレ 調理員 

収納
コーナー テラス

4歳児室 
通路 

EVホール EVホール 

EV 

通路 
子供用
トイレ 

誰でも 

子供用トイレ 
収   トイレ

3歳児室 
納 収納 

 

5歳児室 

EV 

植栽（食育） 

★共通事項

冷凍母乳 対応不可（０歳児保育をしていないため） 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食応相談

おむつ 紙（園指定無）   貸しおむつ無 

入園時購入物 
散歩用カラー帽子 
ピアニカの吹き口（3歳児クラス以上） 

安全な環境の中で、身体的、知能、精神的発達が得られる保育を
提供します。  

★園の特徴

大久保駅から徒歩6分の利便性の高い立地。

外遊び、豊富な行事で、園児の豊かな心と個性を育んでまいります。

★園の保育方針
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★平面図

払方町19-1

エムジー市ヶ谷ビル2・3F

延長 
2時間 

生後 
57日 

０歳児室 

０歳児室 

２

▼

歳児室

医務室

 トイレ 

１歳児室 

5歳児室 

遊戯室 

トイレ 

トイレ 

トイレ 

トイレ 
トイレ

★よく散歩に行く公園

★共通事項

私立認可保育園 

★開設　　　　　　平成27年7月 

★設置主体　　　　株式会社ポピンズエデュケア

★基本開所時間　　7:30～18:30 2

（対象：全クラス）  

園長、保育士、看護師、調理 

★園の特徴・保育方針

・お子様一人ひとりの才能と個性を伸ばし、人間性豊かで創造性に富む人間を
育成してまいります。

・寛容な人間、聡明で愛情深い人間、探究心の旺盛な人間、グローバルな社会
で活躍できる人間を保育目標とし、人生で最も重要な時期の人間教育を目指
します。

・様々な可能性を秘めたお子様たちに真の人間教育（エデュケア）を行います。
このエデュケアを実践するために、ポピンズアプローチという独自の手法で
お子様たちの成長を支援します。

・食べることを通じ様々な経験ができるよう、食育にも力を注いでおります。

★こんな行事があります

入園を祝う会・夏祭り・ハロウィン・遠足・運動会・生活発表会
クリスマス・卒園式 など

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 園指定無し 

入園時購入物 無 

3
 

★最寄り駅 東京メトロ南北線・有楽町線 市ヶ谷駅（徒歩9分） 

JR総武線 市ヶ谷駅（徒歩15分） 

都営大江戸線  牛込神楽坂駅（徒歩10分） 

いちがや

ポピンズナーサリースクール市ヶ谷

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ

定員

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

12９ 14 15 15 15 80

(5946）8670 
建物 570.06㎡

園庭 なし 

★延長保育　　　　1時間：19:30まで　2時間20:30まで 

なんど児童遊園、納戸町公園 

エレベーター
ホール

エレベーター
ホール

調理室

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

わ せ だ つるまきちょう 

ほっぺるランド早稲田鶴巻町 
生後
57日 

延長 
2時間 

早稲田鶴巻町575-1 

早稲田鶴巻町パーク・ホームズ1F  
建物 331.80㎡
園庭 なし 

(3235) 5008 

★開設　　　　　　平成30年4月 

★設置主体　　　　株式会社テノ．コーポレーション 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間 19:30まで　2時間 20:30まで 

（対象：1歳児クラス以上） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 15 15 15 15 60 

園長、保育士、看護師、調理 

★園の特徴

2018年４月に東京都認証保育所から認可保育所に移行した保育園です。

江戸川橋駅から徒歩４分の利便性の高い立地。

子ども主体の活動や保育者とのゆったりとした関りを大切にするアットホームな保育園です。

英語の時間やかがくじっけん遊びなど多彩な保育カリキュラムで子どもたちの豊かな想像

力や創造力、好奇心を育んでまいります。

★接続園

当園は、年齢上限があるため、４歳児クラス以降の保育先として「ほっぺるランド神楽坂」

を接続園としています。詳しくは、令和５年度版「新宿区認可保育園等申込みの手引き」

をご覧ください。

★園の保育方針

安全な環境の中で、身体的、精神的発達が得られる保育を提供します。

★最寄り駅   東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 （徒歩4分）

★こんな行事があります

入園式、巣立ちの会、季節の行事各種、運動会、遠足、お誕生日会、

伝統文化を体験する行事、町会行事 ほか

★よく散歩に行く公園

やまぶき児童遊園・鶴巻南公園・大隈庭園   ほか

★共通事項

★平面図

子供用
トイレ 調理室 

子供用
トイレ 
誰でも
トイレ 

事務室
兼 

医務室 

2歳児室 

1歳児室 
0歳児室 

収納 棚 

玄関 

バギー置場 

 

 

沐浴室 

3歳児室 

棚 

調理員トイレ  
収納 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食応相談

おむつ 紙（園指定無）  貸しおむつ無   おむつ定額サービス有 

入園時購入物 散歩用カラー帽子 

収 納

収納

調乳室
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★クラス別定員・在籍職員の職種

調理室 
収納

私立認可保育園 

にししんじゅく  

ルーチェ保育園西新宿
生後

57日 

延長

2時間 

（本園）西新宿7-18-1　TOMOEビル2F 

（分園）西新宿7-18-5　VORT西新宿ビル1F 

本園建物 167.69㎡
分園建物 199.28㎡
園庭　　　　 なし 

(本園)（5937）5581 

(分園)（5937）1185 

★開設

★設置主体

★基本開所時間

★延長保育

令和3年10月 

株式会社ルーチェ

7：15～18：15 

1時間 19：15まで 2時間 20：15まで

 （対象：1歳児クラス以上）

施設長、保育士、看護師、調理員、栄養士 

★園の特徴

平成21年設立、令和3年10月に東京都認証保育所から認可保育

所に移行した保育園です。

木漏れ日が溢れる3本のシンボルツリー。白とグリーンを基調と

した明るい室内で過ごします。

専属の講師によるスペシャルカリキュラムや生演奏など、本物に

触れ、ご家庭と連携しながら、子どもたちに「生きるチカラ」の基 

礎を身につけていきます。

★園の保育方針

子どもと共に笑い、子どもと共に感じ、子どもと共に成長する保育

「心身ともに丈夫で健康な子」「素直で思いやりのある子」

「創造的表現のできる子」

★こんな行事があります

入園式・親子遠足・夏祭り・運動会・発表会・卒園式など、保護者 

参加の行事 

本園 2階 

★最寄り駅

分園 1階 

 

3歳児保育室 

トイレ
 

沐浴

4・5歳児保育室 

 
サブ玄関 

誕生会・避難訓練・身体測定は毎月季節ごとの行事など 
都営大江戸線新宿西口駅（徒歩 本園/3分 分園/4分）

★共通事項

沐浴 
脱衣室 

玄関      トイレ 

手洗 

2歳児保育室 
手洗 

1歳児保育室 

バルコニー 

トイレ 
0歳児保育室 

EV 
★平面図

玄関 事務室 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食  代替食可

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 ※詳しくは保育園に直接お問い合わせください。

クラス 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

定員 5 12 12 12 12 12 65 

★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

よ つ や 

ポピンズナーサリースクール四ッ谷 
1歳児
クラス 

延長
2時間 

市谷本村町2-10 
ストリーム市ヶ谷3F

建物 430.40㎡
園庭 なし 

(5225）2015 

★開設　　　　　　平成26年4月 

★設置主体　　　　株式会社ポピンズエデュケア 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　1時間　19:30まで   2時間   20:30まで

（対象: 全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 10 12 13 13 13 61 

施設長、主任、保育士、栄養士、看護師 

★園の特徴・保育方針

・お子様一人ひとりの才能と個性を伸ばし、人間性豊かで創造性に富む人間を
育成してまいります。

・寛容な人間、聡明で愛情深い人間、探究心の旺盛な人間、グローバルな社会
で活躍できる人間を保育目標とし、人生で最も重要な時期の人間教育を目指
します。

・様々な可能性を秘めたお子様たちに真の人間教育（エデュケア）を行います。
このエデュケアを実践するために、ポピンズアプローチという独自の手法で
お子様たちの成長を支援します。

・食べることを通じ様々な経験ができるよう、食育にも力を注いでおります。

★こんな行事があります

入園を祝う会・夏祭り・ハロウィン・遠足・スポーツデー・生活発表会
クリスマス・卒園式 など

★よく散歩に行く公園

外濠公園、三栄公園

JR中央線・東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅（徒歩7分）

JR総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線 市ヶ谷駅 

（徒歩7分） 

★最寄り駅

★平面図

応接室 バギースペース 

保育室 保育室 

保育室 保育室 保育室 

トイレ 

トイレ
キッチン

倉庫 

吹抜け 

EV EV 

収納 

倉庫 

★共通事項

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 園指定なし（園で購入もできます） 

入園時購入物 なし 

- 46 -

私
立
認
可
保
育
園



★クラス別定員・在籍職員の職種

私立認可保育園 

にししんじゅく 

（仮称）ポピンズナーサリースクール西新宿  
生後
57日  

延長
2時間 

西新宿5-801
建物 401.97㎡
園庭 なし 

(3447）2102（本部） 

★設置主体　　　　　株式会社ポピンズエデュケア（令和5年4月認可予定） 

★基本開所時間　　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　　1時間　19:30まで   2時間   20:30まで

　　　　　　　　　　（対象: 全クラス） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 96  12 12 12 60 

園長、保育士、看護師、調理  

★園の特徴・保育方針

・お子様一人ひとりの才能と個性を伸ばし、人間性豊かで創造性に富む人間を
育成してまいります。

・寛容な人間、聡明で愛情深い人間、探究心の旺盛な人間、グローバルな社会
で活躍できる人間を保育目標とし、人生で最も重要な時期の人間教育を目指
します。

・様々な可能性を秘めたお子様たちに真の人間教育（エデュケア）を行います。
このエデュケアを実践するために、ポピンズアプローチという独自の手法で
お子様たちの成長を支援します。

・食べることを通じ様々な経験ができるよう、食育にも力を注いでおります。

★こんな行事があります

入園を祝う会・夏祭り・ハロウィン・遠足・運動会・生活発表会
クリスマス・卒園式 など

★よく散歩に行く公園

新宿中央公園

東京メトロ丸ノ内線　中野坂上駅（徒歩5分）西新宿駅（徒歩6分）

都営大江戸線　西新宿五丁目駅（徒歩9分）都庁前駅（徒歩9分）

 

★最寄り駅

★平面図

★共通事項

冷凍母乳 対応可

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 園指定なし（園で購入もできます） 

入園時購入物 無  

沐浴

倉庫

相談室
兼

医務室

スタッフ
ルーム

エントランス

保育室　（１才）

保育室　（０才）

授乳室

ユーティリティ

スタッフ
トイレ

スヌーザー
ルーム

洗濯室 保育室

（２才）

保育室

（５才）

保育室　（３才、４才）

PS EPS

前室

洗面

キッチン トイレ

機械室
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地
域
交
流
館

子
一般電話

育て相談専用 (3267)3950
(3266)0189

★クラス別定員• 在籍職員の職種

《２》認定こども園

　幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、就学前までの子どもの教育・保育を行う施設です。幼児クラスでは、保育園機能

利用のお子さん（保護者の就労等による教育・保育給付２号認定）と幼稚園機能利用のお子さん（教育・保育給付１号

認定）を 一緒に教育・保育しています。区立は区が設置・運営し、私立は社会福祉法人が設置・運営しています。

　ご利用の申し込みは、区立・私立ともに保育園機能利用は保育課入園・認定係、幼稚園機能利用は直接各園で受け付

けます。

　入園後に利用する機能（保育園機能利用⇔幼稚園機能利用）の変更を希望する場合は改めて申込みが必要です。 

区立子ども園 

★開 設 平成22年4月 

★基本開所時間 7:30～18:30 

★延長保育 1時間 19:30まで (対象：  1歳児クラス以上） 

 定員30名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 10 18 18 20 30 30 

幼稚園機能 30 30 60 

計 10 18 18 20 60 60 186 

園長、副園長、主任、保育教諭、看護師、調理（委託）、用務（委託） 

★園の特徴

・0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。
・就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

・隣接した愛日小学校と連携し就学への滑らかな接続を計ります。

・在園児だけではなく、遊び場開放や専用室型一時保育など地域の子育て家庭

を応援します。

☆ 遊び場開放（ことりクラブ）…毎週火曜日、未就園児を対象に親子で利用
ができます。

☆ 専用室型一時保育…専用室での一時保育を行います。

★園の保育・教育方針

・一人一人にふさわしい環境の中で心身ともに健康で人間性豊かな子どもを育てる。

・明るく元気な子・意欲的に遊ぶ子・よく考えて行動する子

・やさしい心をもつ子

★こんな行事があります
入園式・親子遠足（4・5歳児）・遠足・プール遊び・運動会・こども会

卒園式・誕生会（毎月）・避難訓練（毎月）・安全指導（毎月）

★よく散歩に行く公園

あさひ児童遊園・納戸町公園・なんど児童遊園・中町公園・白銀公園

矢来公園

建物 1,137.95㎡ 
園庭 789.77㎡ 

北町17延長 
1時間 

生後 
57日  

★最寄り駅

★平面図

都営大江戸線 牛込神楽坂駅(徒歩5分) 

東京メトロ東西線 神楽坂駅(徒歩10分) 

都バス 牛込北町（徒歩5分） 

あいじつ子ども園

126
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区立子ども園 

幼児 小会議室トイレ  

遊戯室     
玄 

階段 
調 職 
理 員 
室 室 

受入室 

関 
ホール だれでも 幼児トイレ 階段 

トイレ  
倉庫 

3歳児室     4歳児室 5歳児室 

★平面図
一時 
保育室 トイレ  一時保育室 

地下１階  B1玄関 

調理室 

おお  き  ど  

大木戸子ども園 
生後
57日 

延長
1時間 四谷4－17 

建物 2,723.99㎡ 
園庭 644.36㎡ 

一般電話 (3358)1431 
子育て相談専用 (3358)6794 

一時保育室専用 (3359)4212 

★開　設　　　　　　平成25年4月 

★基本開所時間　　　7:30～18:30  

★延長保育　　　　　１時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員35名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

保育園機能 29 36 37 37 37 37 213

幼稚園機能 3 3 6

計 29 36 37 37 40 40 219

★クラス別定員•在籍職員の職種

※0歳児クラス29名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託）

★よく散歩に行く公園

新宿御苑•愛住公園•三栄公園•四谷ひろばグランド•花園公園

大木戸児童遊園• 若葉公園•さくら公園•南元町公園•外苑•外濠

★園の特徴

•  0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。

•  就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな心と社会

性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

•  花園小学校、四谷第六小学校、四谷小学校と連携をし、就学への滑らかな接続を図り

ます。

•  一時保育（専用室型）やにじのひろば（子育て支援事業）を実施し、地域の子育て家

庭を応援します。

•  新宿御苑や遊歩道など、身近で豊かな自然の中で季節を感じ、五感を使って遊びます。

☆一時保育…専用室での一時保育を行います。

 

東京メトロ丸ノ内線   四谷三丁目駅(徒歩７分) 

☆定期利用保育 都バス 四谷四丁目(徒歩３分) 

★園の保育•教育方針

•  一人ひとりの子どもの「生きる力の基礎」をはぐくみ、人間性豊かに育ちあえる子

ども園を目指します。

•心も体もたくましい子、豊かに感じる子、自分で考えてやってみようとする子を保

育•教育 目標にしています。

★こんな行事があります

入園式• 親子遠足（4•5歳児）•遠足•プール遊び•運動会•大きくなった会

卒園式•誕生会（毎月）

区立子ども園 

おちごなかい子ども園 
生後 
57日 

延長
１時間 

乳児園舎 中井1－8－12（中井児童館併設） 
幼児園舎 上落合3－1－6（落合第五小学校併設） 

建物286.44㎡ 園庭164.80㎡

建物585.56㎡ 園庭133.67㎡ 

乳児園舎　　　（3361）7000 
幼児園舎　　　（3227）2048 
子育て相談専用（3361）1296 

★開　設　　　　　平成24年4月 

★基本開所時間　　7:30～18:30

★延長保育　　　　1時間 19:30まで（対象：1歳児クラス以上）  

定員20名 

★よく散歩に行く公園
落合公園•みなか児童公園•上落合公園•せせらぎの里•西落合公園

•哲学堂公園•上落合西公園•上高田台公園•近隣の神社や小路

※３歳児クラスの定員のうち、2名は地域型保育事業の連携施設としての
優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に開放できる 
場合があります。

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託） 

幼児園舎 

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。
• 就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな心と 

社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

• 遊びや生活経験を通し、保育者や友だちと相互関係を築き、育ち合う中で、生 き

る力を育みます。

• 併設の落合第五小学校と連携をし、就学への滑らかな接続を図ります。

•

近隣の公園などで、四季折々の自然に触れたり、体を十分に動かしたりして遊 び
ます。

在園児だけでなく、専用室型一時保育やさくらんぼクラブ等で子育て家庭を支援 

し、地域に開かれた子ども園を目指します。

☆ 一時保育…専用室での一時保育を行います。
☆ 定期利用保育

西武新宿線 中井駅（徒歩3分） 

都営大江戸線 中井駅（徒歩5分） 

東京メトロ東西線 落合駅（徒歩10分） 

★園の保育方針

「豊かな心をもち、明るく元気な子ども」
豊かな人間性や社会性を育み、子ども一人ひとりに自信と肯定感をもたせ、 

健やかに育ち合える子ども園を目指します。

１．元気な子 ２．よく考える子 ３．やさしい子

★こんな行事があります

•親子遠足•夏まつり•運動会•いも煮会•発表会等

★平面図

★最寄り駅

１階 ２歳児室A １歳児室A スペース

２歳児室B 

２歳児室C １歳児室C １歳児室B ０歳児室B ０歳児室A 

遊戯室 
倉庫 

２階 ５歳児室A ４歳児室B ４歳児室A 

５歳児室B 

３歳児室C ３歳児室B ３歳児室A 職員室      ２F玄関 

★最寄り駅

乳児園舎 
0 

児   室 
室 

沐
浴

歳   乳 
調  

調理室 階段 洗濯室
乳児  
トイレ   1歳児室 

職員室 
室 

0歳児室 
受入室  玄関 

2歳児室 

乳児トイレ  
一
時
保
育
室 

★クラス別定員• 在籍職員の職種

ｸﾗｽ

保育園機能

幼稚園機能

計

０歳

12

１歳 ２歳 ３歳

18 18 20

12 18 18 20

４歳 ５歳 合計

20 20 108

10 10 20

30 30 128

便
所便

所

４
歳
ト
イ
レ

職
員
ト
イ
レ

便
所
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区立子ども園 

厨房 

トイレ 
２歳児室 

職員室 

玄関 

０歳児室 

ト

イ

レ 

調
乳
室 

受
入
室

１歳児室 

倉庫 

４歳児室 ３歳児室 

洗濯室 

５歳児室 

遊戯室 
幼児
トイレ 

職員
トイレ 

★クラス別定員・在籍職員の職種

★クラス別定員・在籍職員の職種

★平面図

かしわぎ 

柏木子ども園 
生後 
57日 

延長
１時間 

乳児園舎 北新宿2-3-7 (柏木地域センター併設) 

幼児園舎 北新宿2-11-1 (柏木小学校併設） 

建物579.68㎡ 園庭212.11㎡
建物333.70㎡ 園庭257.80㎡ 

乳児園舎 （3369）5855 
幼児園舎 （3227）2118 
子育て相談専用（3369）1062 

★開　設　　　　　平成23年４月 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　１時間 19:30まで（対象：１歳児クラス以上）     
定員20名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 15 18 18 18 18 18 105 

幼稚園機能 8 8 16 

計 15 18 18 18 26 26 121 

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託）

★よく散歩に行く公園

神田川遊歩道・北新宿公園・新宿中央公園・北柏木公園

《 

《乳児園舎》

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育・教育を行います。
• 就学前の子どもが同じ環境で保育・教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅（徒歩9分） 

都営大江戸線 中野坂上駅（徒歩１０分） 

ＪＲ総武線   大久保駅（徒歩１０分） 
• 遊びや生活を通して子ども相互の学びあいや育ちあいの場を広げ、生きる力

を育みます。

• 併設の柏木小学校と連携し、就学への滑らかな接続を図ります。

• 地域に開かれた子ども園として、地域の子育て家庭を支援していきます。

☆ 一時保育…専用室での一時保育を行います。

☆ 定期利用保育

都・西武バス 成子坂下（徒歩３分） 

★園の保育方針
人間尊重の精神に基づき、心も体も健康で人間性豊かな子どもを育てます。

• 心も体もたくましい子

• 自分で考え、やってみようとする子

• 豊かに感じる子

• 家庭と子ども園における生活の連続性を大事に、園生活が充実できるよ
うにしていきます。

★こんな行事があります

夏まつり・お楽しみ会・運動会・のびのび会（発表会）・誕生会

区立子ども園 

きたしんじゅく 

北新宿子ども園 
生後 
57日 

延長
１時間 

北新宿3-20-2    
(北新宿子ども家庭支援センター等併設) 

建物 931.10㎡
園庭 539.81㎡ 

一般電話 (3365)0225 
子育て相談専用 (3365)1686 

★開　設　　　　　平成25年4月 

★基本開所時間　　7:15～18:15 

 ★延長保育　　　　１時間 19:15まで（対象:１歳児クラス以上） 

定員30名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

保育園機能 11 17 20 20 20 20 108

幼稚園機能 4 4 8

計 11 17 20 20 24 24 116

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託） 

★よく散歩に行く公園

北新宿公園・北柏木公園・しんかいばし公園・百人町ふれあい公園

・神田上水公園・大東橋公園・せせらぎの里・落合中央公園

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育・教育を行います。

• 就学前の子どもが同じ環境で保育・教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

• 淀橋第四小学校と連携をし、就学への滑らかな接続を図ります。

• 広い園庭や隣接の北新宿公園などで、四季折々の自然に触れ、体を十分に動

かして遊びます。

• 地域に開かれた子ども園として、地域の子育て家庭を支援していきます。 ＪＲ総武線 東中野駅（徒歩7分） 

☆ 遊び場開放(にこにこ会)…未就園児親子を対象に、親子で利用できます。 都営大江戸線   東中野駅（徒歩10分） 
ＪＲ総武線   大久保駅（徒歩13分） 

★園の保育・教育方針

「自分や友達が好きな子を育てる」

未来の社会を担う子ども一人ひとりを大切にし「生きる力」の基礎を育みます。

◯心も身体もたくましい子（体）    ◯自分で考えてやろうとする子（知）

◯豊かに感じる子（徳）

関東バス 北新宿（徒歩２分） 

★こんな行事があります

星まつり・運動会・やきいも会・お店屋さんごっこ・発表会・誕生会

★最寄り駅

★平面図

洗濯室 

0 歳児室 

1 歳児室 

幼児園舎》 

3 歳児室 

5 歳児室 

玄関
ホール 

4 歳児室 

調理室 

職員室 教材庫 

押入れ 

トイレ

★最寄り駅

ト
イ
レ

2
歳
児
室

職
員
室

調
理
室

ト
イ
レ
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区立子ども園 

玄関 
職員室 

厨房 

医務室    トイレ
受入室 ４歳児室 

５歳児室 

２歳児室 
１歳児室      ３歳児室 

０歳児室 

★クラス別定員•在籍職員の職種

★平面図

★平面図

しなのまち子ども園 
生後 
57日 

延長 
1時間 

信濃町20
(子ども家庭支援センター等併設) 

建物 839.45㎡
園庭 272.02㎡ 

一般電話 (3357)6853 
子育て相談専用 (3357)5136 

★開 設  　　　　　平成25年4月 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　１時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上）  

定員20名 

★よく散歩に行く公園

信濃町児童遊園（隣接）•若葉公園•三栄公園•絵画館前
新左門児童遊園•みなみもと町公園•神宮外苑•もとまち公園

新宿御苑

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。

• 就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

• 近隣の小学校や幼稚園と連携をし、就学への滑らかな接続を図ります。

• 在園児だけでなく、園庭開放等、地域の子育て家庭を支援していきます。

ＪＲ総武線 信濃町駅（徒歩５分） 

東京メトロ丸ノ内線  四谷三丁目駅（徒歩７分） 

• 周囲は閑静な住宅街で、神宮外苑をはじめ、散歩コースは豊富です。

• 明るく広い保育室や園庭でのびのびと遊びます。

★園の保育•教育方針

子ども一人ひとりに自信と肯定感をもたせ、家庭と子ども園における

生活の連続性を大切に、園生活が充実できるようにしていきます。

•心も体もたくましい子

•豊かに感じる子

•自分で考えやってみようとする子

★こんな行事があります

誕生会•遠足•こすもす会（敬老会）•運動会

大きくなった会（発表会）•作品展など

都バス 左門町（徒歩３分） 

区立子ども園 

と や まだいいち 

戸山第一子ども園 
生後 
57日 

延長 
1時間 

戸山2-26-101 
(都営住宅26号棟） 

建物 613.85㎡
園庭 880.99㎡ 

一般電話 (3202)7879 
子育て相談専用 (3202)7820 

★開　設　　　　　平成25年4月 

★基本開所時間　　7:30～18:30 

★延長保育　　　　１時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上） 

 定員15名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

保育園機能 9 15 18 20 20 20 102

幼稚園機能 4 4 8

計 9 15 18 20 24 24 110

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託）

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。

• 就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次世代を担う子どもを育てていきます。

★よく散歩に行く公園

箱根山・都立戸山公園（アスレチック広場等）・甘泉園公園
抜弁天北公園・江戸川橋公園・鶴巻南公園

★最寄り駅 東京メトロ副都心線   西早稲田駅(徒歩7分) 

• 近隣の小学校と連携をし、就学への滑らかな接続を図ります。 東京メトロ東西線 早稲田駅(徒歩15分) 

• 箱根山や戸山公園などで四季折々の自然に触れたり、体を十分に動かしたり

して遊びます。

★子育て相談、といちっこひろば（子育て支援事業）、一時保育（空き利用型）

などを実施し、地域に開かれた子ども園として子育て家庭を応援します。

都営大江戸線 東新宿駅(徒歩15分) 

JR山手線 高田馬場駅(徒歩20分) 

都バス 新宿コズミックセンター前(徒歩5分) 

都バス 都立障害者センター前(徒歩5分) 

★園の保育•教育方針

• 0歳児から就学前の子どもたちの成長•発達や学びの連続性を踏まえた「生

きる力の基礎」を育む保育•教育を行います。

•  心も体もたくましい子、自分で考えやってみようとする子、豊かに感じる子、

人の話をよく聞き自分の考えや思っていることを表現できる子を保育•教育 

目標にしています。

★こんな行事があります

入園式・親子遠足（４・５歳）・遠足・夏まつり・運動会・秋の収穫パーティー

お楽しみ会・誕生会・保育参観・保育参加・発表会・作品展・卒園式など

★最寄り駅

★クラス別定員•在籍職員の職種

合計

幼稚園機能

計 12 20 20

20 20 112

2 2 4

20 22 22 116

園長、副園長、保育士、看護師、調理（委託）、用務（委託）

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

保育園機能 12 20 20 20

1 室
健

職員室 保

遊戯室
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区立子ども園 

★クラス別定員•在籍職員の職種

★平面図

にしおちあい 

西落合子ども園 
生後
57日 

延長 
1時間 

西落合1-31-24   
(西落合児童館等併設) 

建物 723.52㎡
園庭 283㎡ 

一般電話 (3954)1064 
子育て相談専用 (3954)2044 

★開 設    平成25年4月 

★基本開所時間     7:30～18:30 

★延長保育    １時間 19:30まで（対象:１歳児クラス以上）  

定員25名 

★クラス別定員•在籍職員の職種

合計

★よく散歩に行く公園

西落合公園•哲学堂公園•西落合少年野球場

あかね公園•落合公園•西落合東公園•葛ヶ谷公園

幼稚園機能

計 12 17 18

20 20 107

4 4 8

20 24 24 115

園長、副園長、保育士、看護師、調理、用務（委託）

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。

• 就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

• 園庭や周辺の公園を利用し、虫･草花･木の実など、自然と触れ合う機会を大

切にしていきます。

 

西武新宿線 

 

中井駅(徒歩20分) 
• 地域の小学校と連携をし、就学への滑らかな接続を図ります。

☆遊び場開放（めだかクラブ）や一時保育（空き利用型）などにより、地域の

子育て家庭を応援します。

★園の保育•教育方針

一人ひとりの気持ちを受け入れ、理解し、共感することを積み重ね、築いた

子どもとの信頼関係のもと、生活する力、人とかかわる力、学びの芽生えを

育てていきます。

•心も体も元気な子  •自分も人も好きな子  •よく考える子

★こんな行事があります

入園式•運動会•発表会•交流保育•誕生会•卒園式

都営大江戸線 落合南長崎駅(徒歩15分) 

関東バス   哲学堂公園入口(徒歩10分) 

都バス 西落合1丁目(徒歩10分) 

区立子ども園 

★開 設　　　　　　平成23年4月 

★基本開所時間  7:30 ～18:30 

★延長保育 1時間 19:30まで（対象:1歳児クラス以上）  

定員20名 

ｸﾗｽ 0歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 10 20 20 22 22 22 116 

幼稚園機能 8 8 8 24 

計 10 20 20 30 30 30 140 

園長、副園長、主任、保育教諭、看護師、調理（委託）、用務（委託） 

★よく散歩に行く公園

新宿中央公園

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、様々な体験を通して一貫した保育•教育を

行います。

• 就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな心と社会性

を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

•　隣接の西新宿小学校と連携し、就学への滑らかな接続を図ります。

☆遊び場開放（ひよこクラブ）や一時保育等を実施し、 地域の子育て家庭を支援します。

☆遊び場開放（ひよこクラブ）…毎週金曜日 未就園児を対象に親子で利用できます。

☆ 一時保育…専用室での一時保育を行います。月～土曜の8:30～17:00のうち8時間

以内です。

☆定期利用保育

★園の保育•教育方針

• ０歳児から就学前の子ども たちが同じ環境の中で、豊かな心と社会性を身につけ、

「生きる力の基礎」を培う保育・教育を展開していきます。

• 心も体もたくましい子、豊かに感じる子、自分で考えて遊びこむ子を保育•教育目標
にしています。

都営大江戸線   西新宿五丁目駅（徒歩８分） 

★こんな行事があります

入園式• 親子遠足•遠足•子ども園まつり•運動会•発表会• おたのしみ会・卒園式

誕生会（毎月） 

子育て相談専用 (3377)9351 
(3299)7727 一般電話 建物 1,311.9㎡

園庭 400.69㎡ 西新宿4-35-5(西新宿小学校隣接） 
延長 
1時間 

生後
57日 子ども園 

にししんじゅく 

★平面図
1・2歳 

1歳 トイレ 

児室 
1歳児室 

洗濯室 予備室 
2歳児室 

職員  
トイレ  

トイレ 
だれでも

 

０歳
トイレ
沐浴室

0歳児室 

０歳児     調乳室 倉庫 
受入室 

遊戯室 調理室 

ホール
玄関 

幼児 

５歳児室  4歳児室 
トイレ

3歳児室 

職員室 

★最寄り駅

★最寄り駅

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

保育園機能 12 17 18 20

京王線 初台駅(徒歩7分) 

都庁前駅（徒歩8分） 

京王バス 西新宿小学校(徒歩2分) 

4歳児

2歳児

1歳児

0歳児

5歳児
職員室

遊戯室

3歳児

1階

3階

2階

ランチルーム バルコニー

1歳児

バルコニー

玄関

園長室
トイレ

相談室

トイレ

トイレ

トイレ

洗濯室

階段

階段 EV EV

EV

階段

会議室

バルコニ－

ト
イ
レ

給食
調理室

一時保育室

トイレ
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区立子ども園 

★クラス別定員•在籍職員の職種

よ つ や 

四谷子ども園 
生後 
57日 

延長
2時間 

四谷2-6（四谷小学校併設） 
建物 1.323.16㎡ 
園庭 575.82㎡ 

一般電話 (5369)3775 
子育て相談専用 (5369)3170 

 

★開 設 平成19年4月 

★基本開所時間 7:30～18:30 

★延長保育 1時間   19:30まで   2時間   20:30まで
（対象 :1歳児クラス以上） 
定員20名 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 9 18 20 20 25 25 117 

幼稚園機能 25 25 50 

計 9 18 20 20 50 50 167 

園長、副園長、主任、保育教諭、看護師、用務（委託）、調理（委託） 

★園の特徴

• 0歳児から就学前の子どもの発達を見据え、一貫した保育•教育を行います。

• 就学前の子どもが同じ環境で保育•教育を受けられることを保障し、豊かな

心と社会性を身につけた、次代を担う子どもを育てていきます。

• 併設の四谷小学校と連携をし、就学への滑らかな接続を図ります。

• 在園児だけでなく、つどいのへや、一時保育等地域の子育て家庭を支援しま

す。

• 地域との関係を密にし、人材の活用を図ります。

☆ 遊び場開放（つどいのへや）…未就園児を対象に親子での利用ができます。

★よく散歩に行く公園

若葉東公園•三栄公園•新宿御苑•外濠公園•南元町公園

ＪＲ中央線   四ツ谷駅(徒歩７分) 

講座やイベント、子育て相談を行います。

☆ 一時保育…専用室での一時保育を行います。

★園の保育•教育方針

一人一人にふさわしい環境の中で様々な体験を通し、心身ともに健康で

人間性豊かな子どもを育てます。 

心も体もたくましい子、豊かに感じる子、自分で考え、やってみようと 

する子を目標に子ども達の生活の流れと発達や学びの連続性を大切にします。 

東京メトロ南北線   四ツ谷駅(徒歩７分) 

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅(徒歩7分) 

都営新宿線 曙橋駅(徒歩15分) 

都バス   四谷二丁目(徒歩２分) 

★こんな行事があります

入園式•親子遠足•夏祭り（保護者の会と共催）•運動会•
冬あった会•発表会•卒園式•毎月（誕生会•安全指導•避難訓練など）

★平面図

★最寄り駅

洗濯室

玄関

調理室

医務室

調乳室 WC
0歳児室

一時保育室

遊戯室

5歳児室（1）3歳児室倉庫 4歳児室（1）

沐浴室 受入室

倉庫

受入室

1歳児室 2歳児室

職員室（事務室）

図書コーナー

ホール

WC

WC・沐浴室

つどいのへや

多目的ルーム
ランチルーム

4歳児室（2）

5歳児室（2）
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私立子ども園 

★クラス別定員•在籍職員の職種

★開設　　　　　平成27年4月  

★設置主体　　　社会福祉法人 若草福祉会  

★基本開所時間　7:30～18:30  満6か月まで8:30～17:00

満6か月の翌日から1歳の誕生日まで８:00～17:30 

１歳の誕生日の翌日から7：30～18：30  

★延長時間　　　１時間 19:30まで(1歳の誕生日の翌日から2歳の誕生日まで) 

２時間 20:30まで(2歳の誕生日の翌日から) 

※ただし、幼児食が食べられること。

※0歳クラス15名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、主任、保育士•幼稚園教諭、保育補助

看護師、栄養士、調理、事務、用務

ＪＲ山手線　　　　　　新大久保駅(徒歩10分) 
東京メトロ副都心線　　東新宿駅(徒歩1分) 
都営大江戸線　　　　　東新宿駅(徒歩3分)    

西武新宿線　　　　　　西新宿駅(徒歩10分) 

都バス　　　　　　　　大久保通り(徒歩5分)

私立子ども園 

しんえい子ども園 もくもく 
生後
43日 

延長
2時間 

高田馬場4-36-12 
建物 1,893.35㎡ 

園庭 1,438㎡ 
(5332）5544 

★開設 平成25年4月 

※しんえい子ども園　もくもくは、令和６年３月まで擁壁改修工事が実施され

　ます。工事期間中は、園庭の使用が制限されます。

 

★設置主体 社会福祉法人  新栄会 

★基本開所時間 7:00～18:00  満6か月まで8:30～17:00

満6か月の翌日から7:00～18:00 

★延長時間  1時間 19:00まで 2時間 20:00まで 

（対象: 全クラス  ※ただし、離乳食完了児（約 1 歳 3 か月）から） 

※0歳クラス21名のうち、3名は10月入園枠

園長、主任、保育士、看護師、調理、栄養士、用務、事務

★園の特徴

•  保育と教育の観点から「生きる力の基礎」を育成します。 

•建物は元中学校をリノベーション。内装はふんだんに木材を使用し、

手触りや香りを体験、移動には乳児から階段を利用します。

•広い園庭で思う存分体を動かしてあそび、体力の向上、運動機能を

養います。

☆一時保育（専用室での一時保育を行います。）

☆定期利用保育

★保育•教育方針

～子どもから出発する保育～
•個別性に配慮し、人格形成に努め、子どもの自己肯定感を重視します。

•思考力の芽生えを対話により育てていきます。

•家族と地域と共に子どもの成長を支えます。

★こんな行事があります

•運動会や保育展など、保護者参加の行事

•保育の中で伝統文化や季節行事に触れていきます

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 21 25 25 25 25 25 146 

幼稚園機能 5 5 5 15 

計 21 25 25 30 30 30 161 

建物 952.51㎡
園庭 307.96㎡ 

延長 
2時間 

生後
43日 

おおくぼ  

★平面図

★最寄り駅

ランチテラス 

1階 駐車場 2階 
ランチ 
ルーム 

厨房 

保育室 
一時
保育室 

保育室

 

エントランス 保育室

 

アトリエ

テラス

園庭 テラス

 

★共通事項

★クラス別定員•在籍職員の職種

冷凍母乳 対応可（応相談） 

アレルギー 対応可（応相談） 

おむつ 布の貸おむつ(実費)※子の状態により応相談 

入園時購入物 カラー帽子、布団シーツｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 15 18 18 18 18 18 105 

幼稚園機能 2 6 6 14 

計 15 18 18 20 24 24 119 

★園の特徴

・毎日の当番活動(片付けや食事の準備など)や常設のキッズキッチン

を使ったクッキング活動を通して、協力し合いながら生活する力を育

みます。

・子どもの発達に応じた様々なあそびのゾーンを用意し、遊び込める環

境を大切にします。

・遊（プレイルーム）・食(ランチルーム)・寝(お昼寝の部屋)を分

けることで、子どものペースに合わせて生活し、たのしく遊べる環境

をつくります。

☆一時保育(専用室での一時保育を行います。)

★保育・教育方針

「自分で考え行動し、興味・関心を持ち、思いやりのある」子どもの育

成を目指し、自発的な活動や異年齢を含めた友だち同士の関わりを大切 

にします。 

★こんな行事があります

夕涼み会、運動会、遠足、お楽しみ会(クリスマス会)、

生活発表会、餅つき、節分、ひなまつり

★よく散歩に行く公園

都立戸山公園・小泉八雲記念公園・箱根山・西大久保公園

(6265）9990

給食室 

1階 トイレ

エントランス 
3階 

事務所 ランチルーム トイレ

3歳児室 アトリエ 

トイレ
0、1歳児室 

一時
保育室 

2歳児室 1歳児室 

2歳児室 

午睡室 

★共通事項

★よく散歩に行く公園

落合中央公園•西戸山公園•高田馬場公園•北柏木公園

百人町ふれあい公園•戸山公園•せせらぎ公園など

2階

 

 

ＪＲ山手線

ＪＲ山手線 

 

 

高田馬場駅(徒歩15分) 

新大久保駅(徒歩15分) 

★平面図

★最寄り駅

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 紙•布可  

入園時購入物 希望制  体操着等 

キッズキッチン

4、5歳児室  
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私立子ども園 

★クラス別定員・在籍職員の職種

★クラス別定員・在籍職員の職種

しんじゅくいるまこども園 
生後
43日 

延長
2時間 

病児 
病後児
保育 

戸山1-21-1 
建物 1,263.74㎡ 
園庭 101.13㎡ (6302）1221 

★開設　　　　　平成31年4月 

★設置主体　　　社会福祉法人   いるま保育会 

★基本開所時間　7:30～18:30 ※生後6か月まで   8:30～17:00 

※生後6か月の翌日から   7:30～18:00

※満1歳の誕生日から   7:30～18:30

★延長時間　　　１時間   19:30まで 2時間   20:30まで  
（対象 :1歳児クラス以上） 

定員30名  

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 18 23 24 24 24 24 137 

幼稚園機能 2 2 2 6 

計 18 23 24 26 26 26 143 

園長、主任、保育士・幼稚園教諭、看護師、栄養士、調理、用務、事務 

★一時保育(専用室)

★病児・病後児保育（TEL03-6302-1225）

★園の特徴
子ども一人ひとりの特性に応じ、発達の課題に配慮しながら、子どもが自発的、
意欲的に関われるような環境を用意し、総合的な保育を展開します。
“子どもの遊び＝学び”と考え、子どもたちが自ら課題を見つけ選択し、子ども
同士が関わりながら生きる力を育む保育が特徴です。

★園の保育方針 ★最寄り駅   都営大江戸線 若松河田駅(徒歩10分)
「生き生きと  その子らしく  意欲的で   思いやりのある子」の育成を目指し、
子どもたちが自発的に活動する保育を行います。

★こんな行事があります
子どもの育ちを保護者に伝えるため、地域の文化を伝承するため、親子の触れ合
いと遊びを提案するための行事を行います。

★よく散歩に行く公園

箱根山・都立戸山公園(スズカケの広場)・戸山東公園

東京メトロ東西線   早稲田駅(徒歩15分) 

都バス   国立国際医療研究センター前(徒歩1分) 

私立子ども園 

しんじゅく 

新宿せいが子ども園 
生後
43日 

延長
２時間 下落合2-10-20 

建物 1,462.58㎡ 
園庭 114㎡ 

(3954）4190 

★開設　　　　　平成29年4月 

★設置主体　　　社会福祉法人 省我会

★基本開所時間　7:30～18:30

(幼児食になるまでの預かり時間は8:00～17:30) 

★延長時間　　　1時間 19:30まで 2時間 20:30まで

（対象:満1歳以降から 定員27名 
※ただし、幼児食が食べられること
0歳児クラスは1時間延長のみ）

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 21 30 30 30 30 30 171 

幼稚園機能 2 2 2 6 

計 21 30 30 32 32 32 177 

※0歳クラス21名のうち、3名は10月入園枠

園長、副園長、保育士、保育補助、看護師、栄養士、調理、用務、児童心理士

★一時保育(専用室)

★園の特徴

子どもが遊びを選択できるオープンな室内環境の下で、乳幼児期の発達を 見
通した保育が特徴です。

★園の保育・教育方針

「自分らしく、意欲的で、健康で、思いやりのある子ども」の育成を目指 し、
主体的な活動を保障する保育・教育を行います。

★最寄り駅

東京メトロ東西線･西武新宿線･JR山手線　高田馬場駅(徒歩10分)   

★こんな行事があります

子どもの発達を保護者に伝えるため、日々の保育・教育を厚くするため、親 
子の触れ合う機会をつくるため、地域の文化を伝承するための行事を行い
ます。

★よく散歩に行く公園

おとめ山公園、下落合公園をはじめとする地域の様々な機能を持った公園

★平面図

教材 医務  前室 調理室 

職員室 

エントランス
ポーチ

エントランス 
ホール 

0・1歳児 
保育室 

収 

便所 便所 

ロフト 

保育室   便所  学童事務室 便所 

屋上庭園 
 

保育室 一時保育室 

バルコニー 収 収 

2歳児
保育室 

★平 面 図 
階段 

テラス 

2F 3 歳児
保育室 

プレイ   階段 
コート 5 歳児保育室 4 歳児

保育室 

EV 便所 
便所 

2 歳児
保育室 

1F エントランスホール

保健室 職員室 

EV 
トイレ

階段 
0 ・ 1 歳児保育室 

調理室 倉庫  沐浴室 
便所 調乳室

前室 

トイレ

トイレ

★共通事項

★共通事項

冷凍母乳 対応可（生後６か月頃まで）※ただし、子の状態により個別対応あり 

アレルギー 可能な限り、除去食や代替食対応 

おむつ 紙・布可   貸しおむつ有 

入園時購入物 体操服（3歳クラス以上） 

冷凍母乳 対応可(生後6ヶ月頃まで)※ただし、子の状態により個別対応あり 

アレルギー 可能な限り、除去食や代替食対応 

おむつ 紙・布可 貸しおむつ有 

入園時購入物 
（3歳児クラス以上） 
通園カバンまたはキーホルダー、帽子、体操着 
※詳しくは園にお問い合わせください。

沐浴・便所

3・4・5歳児

3・4・5歳児
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私立子ども園 

倉庫 

保育室 保育室 保育室  

遊戯室 

ランチルーム 

玄関 
スロープ 

収納 トイレ 厨房 

★クラス別定員•在籍職員の職種

事務室 

下足室 

保育室 

保育室 

★クラス別定員•在籍職員の職種

★共通事項

★平面図

★平面図

ちゃちゃ ちるどれん ひがしとやま  

ChaCha Children Higashitoyama  
生後
43日 

延長
2時間 

戸山2-34-101 
建物 1,057.99㎡ 
園庭 873.15㎡ 

（5155）4321 

★開設        平成26年4月  

★設置主体  社会福祉法人 ChaCha Children ＆ Co.

★基本開所時間    7:00～18:00 ※生後6か月まで   8:30～17:00 
※生後6か月の翌日から   7:30～18:00
※満1歳の誕生日から   7:00～18:00

 ★延長時間    1時間 19:00まで（対象:1歳の誕生日当日から）

2時間 20:00まで（対象:1歳児クラスから） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 12 18 20 20 20 20 110 

幼稚園機能 20 20 20 60 

計 12 18 20 40 40 40 170 

※0歳クラス12名のうち、3名は10月入園枠

園長、主任、保育士•幼稚園教諭、看護師、

栄養士、調理、保育補助、事務その他

★園の特徴

・隣接する戸山公園の自然環境を活かし、五感を使って自然に親しみ、

自然への理解を深めます。

 ・部屋の中には様々な遊びのコーナーを用意し、子どもたちが遊びたい
場所で好きな遊びをじっくり遊べる環境を作っています。

・手作りにこだわった保育環境づくり。

☆一時保育（専用室での一時保育を行います。）

★保育方針

・安心、安全、安定した環境の中でひととしての育ちの基盤となる愛着

関係を築く。

・３～５歳児が異年齢のきょうだいグループを作り、遊びや生活を共に

していきます。

・「Education is Empathy～よりよく理解しあうことで世界は

変わる～」のコンセプトの下、多様性を尊重し様々な人や環境
と関わる中で豊かな実体験を通して学びの芽を育む。

・豊かな経験の積み重ねにより、自分•自分の周りすべてのものを
尊重し、共に生きていく心を育てる。

都立戸山公園 

冷凍母乳 対応可（応相談） 

アレルギー 対応可（応相談） 

おむつ 園指定なし・おむつ定額サービス有  

入園時購入物 園帽子 

保育室 保育室 保育室 

トイレ トイレ トイレ

東京メトロ副都心線 東新宿駅（徒歩5分） 
都営大江戸線 東新宿駅（徒歩10分） 

都営バス 戸山ハイツ前（徒歩3分） 

都営バス 大久保通り（徒歩5分） 

私立子ども園 

とみひさ 

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう 
生後
43日 

延長
2時間 

富久町14-1 
建物 1,253.56㎡ 
園庭 なし 

（6380）0414 

★開設  平成27年10月 

★設置主体 社会福祉法人  東京児童協会 

★よく散歩に行く公園

富久さくら公園・新宿御苑・中富久児童遊園・新宿公園・愛住公園・
みょうが坂児童遊園・余丁町公園・大木戸児童遊園

★基本開所時間 7:30～18:30 

※満6か月まで 8:30～17:00 

満6か月の翌日から 7:30～18:00 

満1歳の誕生日から 7:30～18:30 

★延長時間  1時間   19:30まで 2時間  20:30まで 

（対象:満１歳以降から ただし離乳食完了児） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 12 24 24 27 27 27 141 

幼稚園機能 7 8 8 23 

計 12 24 24 34 35 35 164 

※0歳児クラス12名のうち、３名は10月入園枠

園長、副園長、主任、副主任、保育士・幼稚園教諭、看護師、栄養士、事務

1階 
2階 

エントランス

3階 
★園の特徴

「大きなおうち」を理念とした家庭的な雰囲気のこども園です。

園舎のいたるところに、子どもの気づきを大切にしたデザインが溢れています。 

☆一時保育

★園の保育方針

私たちの願いは、家庭とこども園が思いをひとつに、一人ひとりの子どもたちの

笑顔あふれる毎日を実現することです。「生きる力•思いやり•夢•学びに向かう力」の

４つの柱をかかげ、遊びを通じて自主性のある子ども、社会性のある子ども、創造力 

の豊かな子どもを育てます。  

★こんな行事があります

入園式、運動会、発表会、誕生会、卒園式

お楽しみ会（端午の節句、七夕、クリスマス、新年、節分、おひなまつり） 

東京メトロ丸ノ内線  新宿御苑前駅（徒歩8分） 

四谷三丁目駅（徒歩13分） 

東京メトロ副都心線•都営新宿線 新宿三丁目駅（徒歩10分） 

都営新宿線 曙橋駅（徒歩11分） 

★共通事項

★よく散歩に行く公園

★最寄り駅

エント
ランス

2 
調乳 

エントランス1
2歳児室 

ランチ
スペース

5歳児室 

調理室 ホール 4歳児室 

倉庫 

トイレ 3歳児室 

沐浴 WC 

 

バルコニー 

WC 階段 

アトリエ 倉庫 

一時保育室 ホール 階段

★最寄り駅

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可、代替食可（応相談）

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 無 

倉
庫

階
段
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私立子ども園 

★クラス別定員・在籍職員の職種

★クラス別受入数・在籍職員の職種

とみひさ 

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう分園
生後
43日 

延長
2時間 

新宿5-3-13 
建物 748.14㎡
園庭 424㎡  （6380）6437 

★開設 平成27年11月

★設置主体　　　　社会福祉法人　　東京児童協会 
富久さくら公園・新宿公園・新宿御苑・愛住公園

★基本開所時間 7:30～18:30

★園の特徴

★園の保育方針

★こんな行事があります

 

※満6か月まで 8:30～17:00 

満6か月の翌日から 7:30～18:00 

満1歳の誕生日から 7:30～18:30 

★設置主体  1時間 19:30まで 2時間 20:30まで  

（対象:満１歳以降から   ただし離乳食完了児）  

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

受入数 12 12 12 12 48 

園長、副園長、主任、副主任、保育士、看護師、栄養士 

「大きなおうち」を理念とした家庭的な雰囲気のこども園です。 3階 

富久ソラのこども園の分園として、双方の施設のよいところを取り入れ、

連携して保育・教育にあたります。 

私たちの願いは、家庭とこども園が思いをひとつに、一人ひとりの子どもたち 

の笑顔あふれる毎日を実現することです。「生きる力・思いやり・夢・学びに向

かう力」の４つの柱をかかげ、遊びを通じて自主性のある子ども、社会性のある

子ども、創造力の豊かな子どもを育てます。 

★最寄り駅 都営新宿線・副都心線 新宿三丁目駅（徒歩7分）

東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅（徒歩8分） 

入園式、誕生会、懇談会 

お楽しみ会（七夕、クリスマス、新年、節分、おひなまつり） 

私立子ども園 

しんじゅく 

認定こども園新宿ベアーズ 
生後
57日 

延長
２時間 

西新宿5-25-11 

エイジーエス西新宿ビル1・3階
建物 743.98㎡
園庭 なし 

（6276）5431 

★開設  平成31年4月  

★設置主体 社会福祉法人  尚徳福祉会 

★基本開所時　　　7:30～18:30  

★設置主体  1時間   19 : 30まで 　2 時間  20 : 30まで  

（対象: 全クラス）  

※０歳児は離乳食完了児から

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

保育園機能 6 10 10 19 19 19 83 

幼稚園機能 3 3 3 9 

計 6 10 10 22 22 22 92 

※保育園機能の３歳児クラスの定員のうち、９名は地域型保育事業の連携施

設としての優先入園枠です。連携施設の希望状況によって通常の入園枠に
開放できる場合があります。

園長、保育士・幼稚園教諭、栄養士、調理、看護師、事務員 

★園の特徴

・駅から徒歩1分の便利な環境にあります。

・近くに緑豊かな新宿中央公園があり、自然に触れる活動を十分に取り入れます。

・良い本をたくさん子どもたちに提供し貸出文庫も設置します。

★園の保育方針

子どもたちが安全で、安心して過ごせる場所であるとともに「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」を念頭に置き、環境を通して行う幼児教育及び保育の活動の充

実を図り、子どもたちが自分で考え、判断し行動していけるように努めていきます。

★こんな行事があります

入園進級祝い会・防災集会・運動会・発表会・卒園式

季節ごとの行事（子どもの日・七夕・お月見・クリスマス・節分・ひなまつり等） 

★よく散歩に行く公園 

新宿中央公園・二軒家公園

 

★よく散歩に行く公園

★平面図
1階 

エント
ランス 

調理室 

事務室 

調乳室 

洗濯室 

0歳児室 2歳児室  2歳児室 3歳児室 
沐浴室 

WC WC 

屋上 

2階 

1歳児室 

事務室 1歳児室 

沐浴室 

★共通事項

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可、代替食可（応相談）

おむつ 紙（園指定無） 

入園時購入物 無 

★最寄り駅 都営大江戸線    西新宿五丁目駅（徒歩１分）

★平面図
1 階 

厨房 

多目的
便所 

ホール
管理室 

階段 

ELV 

他
テ
ナ
ン
ト
部
分

テナント出入口

風除室 

倉庫 
保育士室 

前室 

屋外
階段 

3 階 

屋外
階段 

ワゴン庫

幼児用 
便所

3 歳児室 

倉庫  

4 歳児室 

便所 便所
職員 

幼児用

事務室 
遊戯室 

5 歳児室 

2 歳児室 

乳児用便所 

EV ホール  玄関 0 歳児室  乳児用  1 歳児室階段 

便所  

屋外
階段 

★共通事項

冷凍母乳 対応可（応相談） 

アレルギー 可能な限り、除去食や代替食対応 

おむつ 紙・布対応可 

入園時購入物 詳しくは園へお問合せください 
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保育ルーム えどがわ園 

対象年齢 満１歳以上就学前まで 

所在地 水道町 1-28（江戸川小学校内） 

電話 03-3266-7350

開設  平成 23 年 12 月  

面積 99.8 ㎡ 

定員 30 名（１歳～ 5 歳   各６名） 

在籍職員の職種 施設長、保育士、調理 

保育時間 7：30 ～ 18：30（延長保育 1 時間あり） 

ミルク•食事 給食 

アレルギー対応 除去食 

おやつ あり 

保育方針 

・自ら伸びようとする力を支えます

・五感を養って感性を豊かにします

・後伸びする力を育みます

散歩に行く公園 東五軒公園、白銀公園、あかぎ児童遊園 

一時保育 空き利用型で実施 

保育ルーム おちにすくすく園 

対象年齢 満１歳以上２歳まで 

所在地 上落合 2-10-23（落合第二小学校内） 

電話 03-3227-0703

開設  平成 25 年 10 月  

面積 99.16 ㎡ 

定員 19 名（１歳•９名、２歳•10 名）  

在籍職員の職種 施設長、保育士、調理 

保育時間 ７：30 ～ 18：30（延長保育 1 時間あり） 

ミルク•食事 給食 

アレルギー対応 除去食 

おやつ あり 

保育方針 

・子どもの思いや気づきに共感し自分でやろう

とする気持ちを育む

・一人ひとりの個性、発達段階を的確にとらえ

関わる

・身近な大人や友だちとの関わりを通して社会

性を育てる

・自然とのふれあいを通し命の大切さを伝える

・保護者と連携し、子どもの成長を共に支え、
見守る

散歩に行く公園 八幡公園、せせらぎの里、落合中央公園 

一時保育 空き利用型で実施 

連携施設 

おちごなかい子ども園   2 名 

あい保育園落合 5 名 
ほっぺるランド上落合   3 名 

保育ルーム つるまき園 

対象年齢 満１歳以上２歳まで 

所在地 早稲田鶴巻町 140（鶴巻幼稚園舎内） 

電話 03-3205-9525

開設  平成 21 年 12 月  

面積 75.0 ㎡ 

定員 12 名（１歳•２歳   各６名程度）  

在籍職員の職種 施設長、保育士、調理 

保育時間 ７：30 ～ 18：30（延長保育 1 時間あり） 

ミルク•食事 給食 

アレルギー対応 除去食 

おやつ あり 

保育方針 

あたたかな雰囲気の中で一人ひとりに寄り添い

ながら、様々な体験を通して自分らしさを発揮

し、互いに認め合い、尊敬しあい、自分のこと

を好きだといえる子どもを育てます。 

散歩に行く公園 
矢来公園、鶴巻南公園、甘泉園公園、

牛込弁天公園 

一時保育 空き利用型で実施 

連携施設 

西早稲田保育園 ２名

早稲田南町保育園分園 ３名

ほっぺるランド牛込 　 １名 

保育ルーム べんてん 

対象年齢 満１歳以上２歳まで 

所在地 若松町 16-2 BENTEN international ビル 

電話 03-6302-1024

開設  平成 25 年 10 月  

面積 98.2 ㎡ 

定員 19 名（１歳•９名、２歳•10 名）  

在籍職員の職種 施設長、保育士、調理 

保育時間 ７：30 ～ 18：30（延長保育 1 時間あり） 

ミルク•食事 給食 

アレルギー対応 除去食 

おやつ あり 

保育方針 

あたたかな環境の中で、一人ひとりの心に寄り

添い、人や物•自然との豊かな出会いや体験を

通じて「生きていく力」を育てます。 

散歩に行く公園 抜弁天北公園、わかまつ児童遊園 

一時保育 空き利用型で実施 

連携施設 
富久町保育園　　　　５名

アスク薬王寺保育園　５名

《3 》保育ルーム［利用対象：新宿区民のみ］ 

小学校・幼稚園舎の一部、民間賃貸物件を活用した小規模な保育事業で、運営は民間事業者に委託しています。保護者の

就労等により保育を必要とする新宿区民のお子さんをお預かりします。ご利用の申込みは、保育課入園・認定係で受け付け

ます。 

※保育ルームでは、土曜日の保育はありません。
※区の委託により、民間事業者（株式会社）が運営しています。

運営事業者との契約が単年度更新であるため、翌年度以降事業者が変わる場合があります。
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保育ママの共通事項  

 使用階数 各棟の1階部分使用 

対象年齢 
生後5週以上3歳未満まで 
継続の場合は、3歳に達した日以降最初の3月31日まで 

食事 現品持参 

冷凍母乳 可 

おむつ 持参  

契約時購入物 特になし 

お休み 

①土・日・祝日

②12月29日～1月3日

③年次休暇（年15日）

④夏季休暇（年5日）

⑤その他冠婚葬祭など

保育ママ 井上さん

資格 保育士 

特徴 東西線神楽坂駅のすぐそば 

住所 赤城元町 

登録年月 平成27年4月 

保育時間

 

9:00～17:00

 

保育室面積 17㎡ 

定員 3人 

保育者数 1人 

保育方針 
お母さんの意見を重視しながら、子どもをのびの
びと。 

散歩に行く

公園 
赤城神社

 

保育ママ 田口さん

資格 保育士 

特徴 大江戸線牛込柳町駅南東口のすぐそば 

住所 市谷柳町 

登録年月 平成14年９月  

保育時間 
9:00～17:00 

※延長保育は、保育時間前後1時間で応相談

保育室面積 18.4㎡ 

定員 5人（保育補助者がいる場合） 

保育者数 1人 

保育方針 
家庭での生活を基本に、地域と関わりなが

ら生き生きと。 

散歩に行く

公園 

近隣の児童遊園、市谷の杜   など 

（毎日散歩に行きます。） 

《４》保育ママ［利用対象：新宿区民のみ］ 

保護者の就労等により保育を必要とする新宿区民のお子さんを、保育士などの有資格者で家庭的保育者として認定

された方が自宅でお預かりします。家庭的な雰囲気のもとでの保育が特徴です。ご利用の申込みは、保育課入園・認

定係で受け付けます。 

※家庭的保育者では、土曜日の保育はありません。
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★平面図

《５ 》事業所内保育所［『地域枠』利用対象：新宿区民のみ］ 

会社等の事業主が設置した保育施設で、従業員のお子さん（『従業員枠』での利用）と地域のお子さん（『地域枠』で

の利用）を一緒に保育します。 

区では、『地域枠』の利用希望者の申込みを受け付けます。新宿区在住で就労等によりお子さんの保育を必要とする方が

対象となります。入園が決まるまでの流れや、申込みに必要な書類については、保育園・子ども園の入園申込みと同じです。 

『従業員枠』の利用を希望する場合は、直接事業所への申込みになります。 なお『従業員枠』を利用している方の『地

域枠』への利用申込は受け付けできません。 

※土曜日の保育は、もみの樹園事業所内保育所のみ実施しています。

事業所内保育所

ぼうえいしょういちがや

キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園
生後 
57日 

延長
1時間 

市谷本村町5-1 
厚生棟2F  

建物 217.90㎡
園庭 123.14㎡ 

(3235）3757 

★開設 平成29年4月 ★共通事項

★設置主体 防衛省共済組合本省支部 冷凍母乳 応相談 

運営業者：株式会社マミーズファミリー アレルギー 除去及び代替食あり 

おむつ 持ち込み（紙）、園で購入することもできます 
★基本開所時間 7:30～18:30 

入園時購入物 なし 
※土曜日の保育はありません。

★延長保育 １時間   19:30まで（対象：全クラス） 

★連携施設

アスク薬王寺保育園   ３名

施設長、保育士、管理栄養士 
2階

★園の特徴

平成29年4月開園の防衛省の事業所内保育所です。

木製の家具、陶器の食器など、本物志向を大切にし、あたたかい保育

空間で、お子さまの個性を豊かに育みます。

★園の保育方針

基本的信頼感の確立、基本的生活習慣の自立、「ボクって生まれて来て

よかったんだ」「ワタシって大事にされているんだ」と実感する保育を

提供します。

★こんな行事があります

お子さま一人ひとりのお誕生会、虫の声を聞く会、クリスマス会など

★よく散歩に行く公園

仲之公園

★最寄り駅 都営地下鉄線  曙橋駅（徒歩10分） 

JR、東京メトロ 市ヶ谷駅（徒歩10分） 

JR、東京メトロ 四ツ谷駅（徒歩10分） 

０歳児保育 

ホール
１歳児保育 

事務室 

玄関 

交お
換む
所つ 

倉庫 
授
乳
室 

調
理
室 

トイレ
２歳児保育 

★クラス別定員・在職職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

地域枠 1 3 3 7 

従業員枠 5 6 12 23 

計 6 9 15 30 
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★クラス別定員・在籍職員の職種

事業所内保育所 

とちょう保育園 
生後 
57日 

延長
４時間 

西新宿2-8-1 
東京都議会議事堂1階南側 

建物 555.85 ㎡ 
園庭 なし 

(5990）5301 

★開設  平成28年10月  

★設置主体 一般財団法人東京都人材支援事業団 

運営業者：社会福祉法人尚徳福祉会 

★基本開所時　　　7:00～18:00  

※土曜日の保育はありません。

★延長保育  ４時間 22:00まで（対象：満１歳以上（離乳食完了児）） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計
地域枠 6 9 9 24

従業員枠 6 9 9 24
計 12 18 18 48

園長、主任、保育士、栄養士、看護師、事務 

冷凍母乳 対応可（応相談） 
アレルギー 可能な限り、除去食や代替食対応 
おむつ 紙 おむつサービス有（有料）
入園時購入物 なし 

★連携施設

認定こども園新宿ベアーズ   9名

★体調不良児対応型病児保育（在園児対象）

★園の特徴

・多摩産の木材で作られた壁や棚、国産の木で作られた玩具に囲まれて、子ど
　も達が温もりを感じられるような、木の香り溢れる保育園です。
・都庁舎と直結する橋を通って、新宿中央公園にお散歩に行きます。事故を防
　ぐために、出発・到着時の人数確認などの安全対策を徹底しています。
・室内ベビーカー置き場や、抱っこ紐などを入れる個人毎の棚があります。
・お昼休みやご帰宅前に保育園内で授乳をすることができます。（応相談）
・有料・希望制のサービスとして、寝具レンタルや紙おむつの提供、洋服レン
　タル・洗濯、朝食提供などを実施し、保護者の方々に好評です。

こどもの日、七夕、保育参観、年末お楽しみ会、節分、ひな祭り、
卒園お別れ会、お誕生日当日には皆でお誕生日会を行います。

★園の保育方針

・楽しく落ち着いた環境の中、多くの愛情を注ぎ、温かい保育をする。
・一人ひとりを大切にし、生命の保持と情緒の安定をはかる。
・保護者と子どもの成長を喜び合い、信頼関係を作る。
・地域と協働し、子どもの保育に関する相談に応じ、助言や情報提供を行う。

★こんな行事があります

★よく散歩に行く公園

新宿中央公園

★最寄り駅   都営大江戸線   都庁前駅（徒歩１分）

事業所内保育所 
えんせいかい 

社会福祉法人 園盛会 
き えん じ ぎ ょ うし ょ な い 

もみの樹園事業所内保育所 

生後
57日 

延長 
1時間 

上落合1-17-8 

特別養護老人ホーム「もみの樹園」内6階 

建物　　 286.26㎡

園庭（代替テラスあり） 
(3565）7301 

★開設  平成27年7月 

★設置主体  社会福祉法人  園盛会 

★基本開所時間   7:30～18:30 0歳児保育時間 ※満6か月まで 8:30～17:00 
満6か月の翌日から 7:30～18:00 

満1歳の誕生日から 7:30～18:30 

★延長保育      １時間 19:30まで 

（対象：1歳児クラス（ただし離乳食完了児）以上） 
★連携施設

ほっぺるランド上落合 5名

下落合そらいろ保育園 3名

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 ★平面図

地域枠 4 8 8 20 

従業員枠 2 4 4 10 

計 6 12 12 30 

園長、主任、保育士、栄養士、調理補助 

★園の特徴

特別養護老人ホーム内の事業所内保育所です。従業員のお子さん、地域のお子

さんをお預かり致します。

家庭で過ごすようにゆったりとリラックスして過ごせるような保育を行います。

開かれた保育をめざしており、随時保育参観して頂くことができます。 

★園の保育方針

①自分とまわりの人を大切にする子ども ②自分で考えることのできる子ども

③感性の豊かな子ども ④社会性のある子ども ⑤想像力が豊かな子ども

の育成を目指します。 

★こんな行事があります

七夕、納涼祭、運動会、敬老の日、クリスマス、節分、ひな祭り会など、

お誕生日当日にはクラスでお祝いをします。 西武新宿線 下落合駅（徒歩１分） 

★よく散歩に行く公園

せせらぎの里・薬王院・野鳥の森・おとめ山公園

かば公園・上落合公園・中落合公園・下落合公園

★共通事項

★クラス別定員・在籍職員の職種

★平面図

調理室 

一
時
保
育
室

相談室 
（兼医務室） 

事務室 

エントランス
ホール 

玄関 1・2歳児保育室 

メインエントランス 多目的ホール 

0歳児保育室 

調乳室 

沐
浴
室

ト
イ
レ

テラス

ホール 保育室-3 
（2歳児室） 

収納 

乳児トイレ
沐浴スペース 

物置 
スペース 収納 

搬入口 出入口 玄関ホール 

受付事務スペース 沐浴 倉庫 
スペース  収納

保育所 
厨房 

保育室-2 
（1歳児室） 

保育室-1 
（0歳児室） 調乳室 

★共通事項

★最寄り駅

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食可

おむつ 紙・布 

入園時購入物 散歩用カラー帽  
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《６》居宅訪問型保育 

保護者の就労等により保育を必要とする新宿区民のお子さんを、お子さんの居宅に保育士等が訪問し、１対１で保育

します。お子さんの障害・疾患などで個別のケアを必要とし、集団保育が著しく困難であるお子さんを保育する「居宅

訪問型保育事業（障害児対応型）」と、認可保育園や認定こども園等に入園申込みをしたにもかかわらず、入園できな

かった お子さんを保育する「居宅訪問型保育事業（待機児童型）」があります。ご利用の申込みは、保育課入園・認定

係で受け付けます。 

※居宅訪問型保育事業（待機児童型）は、保護者が事業者を選ぶことはできません。

※昼食、おやつ等は保護者の方にご用意いただきます。利用開始前に事業者によく確認してください。

（１）障害児対応型 

事業所名 障害児訪問保育アニー 

事業者名 認定NPO法人 フローレンス  

保育提供時間 
月～金曜日（祝日、年末年始等を除く） 8：00～ 18：00（最長８時間の利用）

※お子様によって保育提供時間が異なりますので、まずは事業者までお問い合わせください。

 

対象児童 

主に１歳から未就学児（０歳は要相談） 

①主に中重度の肢体不自由児・知的障害児・重症心身障害児 等

②経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろうを必要とする障害児

③面談において預かりが可能と判断された障害児

④月 48 時間以上の保育が必要な障害児

※集団保育が著しく困難かどうかについては、区が実施する入園及び保育環境検討会により判断します。

※気管切開をしていたり、人工呼吸器等を使用している呼吸器系疾患のあるお子さんいついては、まずは、

　事業者までお問い合わせください。

事業の特徴 
スタッフが障害のあるお子さんのお宅に伺い、マンツーマンで保育をします。慣れ親しんだ環境で、個別に対

応が必要なお子さんそれぞれに合った保育・訪問看護・発達支援が 受けられます。

 

保育方針 

 

 「やりたい」気持ちを広げ、生きる力を育む

子どもがたくさんの人と出会えるように。親が働くことを選択できるように。

私たちは子どもにとっても親にとっても、社会につながる第１歩でありたいと考えています。
 

待機児童型  

事業所名 ポピンズナニーサービス 

事業者名 株式会社 ポピンズファミリーケア 

保育提供時間 
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く） 通常保育 7：30～ 18：30 

（保育短時間認定の場合、うち8時間）  

延長保育 18：30～ 20：30    ※別途利用料がかかります 

対象児童 
生後 57日～2歳児  

（満 3 歳の属する年度末まで） 

事業の特徴 
お子さんの年齢に合わせた在宅保育ナニー（ベビーシッター）サービスです。地域と連携し、戸外活動やお散

歩も行います。お子様の大切な成長時期にたくさんの愛情と個別だからこそ出来る丁寧なケアで保育を行い

ます。 

保育方針 

様々な可能性を秘めたお子さんたちに、保育指導計画を元にエデュケアを行います。エデュケアとは、エデュ

ケーション（教育）とケア（保育）を組み合わせた言葉です。 

このエデュケアを実践していくために、ポピンズアプローチという独自の手法で、お子さんたちの成長を支援 

しています。  
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事業所名 つなぐん 

事業者名 サンフラワー・A 株式会社

保育提供時間 

 
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く） 通常保育 7：30～ 18：30

（保育短時間認定の場合、うち８時間） 

延長保育 18：30～ 20：30    ※別途利用料がかかります 

対象児童 
生後 57 日～２歳児 

（満３歳の属する年度末まで） 

事業の特徴 

居宅訪問型保育事業はお子様のご自宅で１対１で行う保育です。日々の保育はお子様と保育士の１対１です

が、一人のお子様に対して数名の保育士でチームを組み、チームで保育計画を共有しながら保育を行います。

お子様の慣れた環境でじっくりと保育ができる特徴があります。
 

保育方針 

大切なお子様が身近な大人との愛着関係や信頼関係を基盤に、「受容性」から「好奇心・探求心」へさらに

「主体性」を持った子へ成長できるようご家庭と協働して育みます。特に、次のステージである保育所での

集団生活へスムーズにステップアップできるようサポートいたします。月齢にあわせた体験が積み重ねられ

るよう、児童館のイベントに参加するなどご自宅を起点とした地域と関わりあう工夫をしています。

 

事業所名 ル・アンジェ訪問保育サービス

事業者名 ル・アンジェ株式会社

保育提供時間
 

月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く） 通常保育 7：30～ 18：30 

（保育短時間認定の場合、うち８時間） 

延長保育 18：30～ 20：30    ※別途利用料がかかります 

対象児童 
生後 57 日～２歳児 

（満３歳の属する年度末まで） 

事業の特徴 

居宅訪問型保育は、ご自宅に非喫煙者の女性保育者がお伺いし、お子さんの生活リズムや体調に合わせた保育

を行います。そのため、送迎の負担や感染症・怪我のリスクが少ないことが特長です。児童館や公園などにも

毎日出掛けて、子ども同士のふれあいも大切にしています。1 対 1 だからこそ、お子さんや保護者に寄り添っ

た保育を行うことが出来ます。 

保育方針
 

・愛情に包まれたふれあいの中で思いやりの“こころ”を育てます。

・身近な自然を感じながらよく全身を動かし強い“からだ”を育てます。

・より多くの感動的な出来事を体験して生きるための“ちから”を育てます。
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《７》認証保育所 

保育が必要なお子さんをお預かりする保育施設です。保育面積や保育士の配置基準等は認可保育所に準じて認証さ

れた東京都独自の保育施設で、民間事業者が設置•運営しています。ご利用の申込み等詳細は、直接施設へお問い合わ

せください。 

新宿区外の認証保育所も利用できます。区外の認証保育所一覧は、東京都福祉保健局のホームページで確認できます 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/）。各施設の詳細は、直接施設へお問い合わせください。 

新 宿 区 内 認 証 保 育 所 一 覧 表 

園名（50 音順） 
掲載

ページ 
受入年齢 所在地 電話番号 定員 基本開所時間 

エデュケアセンター•新宿 64 57日～5歳児 富久町13－1 ローレルコート新宿タワータウンフォーラム2Ｆ 5363-1015 22 7:15～20:45 

北新宿雲母保育園 65 57日～5歳児 北新宿3-2-1 1Ｆ  5937-4347 40 7:30～21:00 

キッズパオ高田馬場あおぞら園 65 57日～5歳児 高田馬場4-23-28 ヒルズISHIDA1Ｆ  6908-8140 28 7:30～20:30 

コスモス保育園 66 52日～2歳児 大久保2-4-1 ヴィルラフィーネ東新宿１Ｆ  3208-8506 25 7:00～20:30 

ソラスト神楽坂 66 57日～5歳児 改代町26-1 三田村ビル１Ｆ  5206-7317 40 7:30～20:30 

フロンティアキッズ夏目坂 67 57日～2歳児 若松町33-1 リエール若松町1Ｆ  6681-4645 21 7:00～20:00 

ぽけっとランド信濃町 67 57日～5歳児 信濃町8 外苑北SRCビル2Ｆ  5368-0521 40 7:30～20:30 

ぽっぽのいえほいくえん 68 43日～5歳児 下落合1-16-7  東京三協信用金庫下落合ビル 3950-2060 40 7:00～20:00 

ポピンズナーサリースクール早稲田 68 57日～5歳児 西早稲田1-1-7 早稲田STEP23 2Ｆ  5155-2168 54 7:30～22:00 

メリーポピンズ神楽坂ルーム

※フロンティアキッズ夏目坂は、令和６年４月１日より認可保育所へ移行予定です。

69 57日～2歳児 榎町72 フォートリス早稲田1Ｆ  3267-1366 24 7:00～20:00 

(5363）1015 

認証保育所 

野外テラス 67.3㎡ 
110.1㎡ 保育室 富久町13-1 

ローレルコート新宿タワータウンフォーラム2F
生後 
57日 

しんじゅく 

★開設 平成15年１月 

★設置者 株式会社パソナフォスター

電 話  03－6734－1280 

★対象年齢 生後57日より就学前まで 

★開園時間 7:15～20:45（月～土） 

週5日とし、予め曜日設定をしていだだきます。 

★基本保育時間 7:15～20:45 

契約時間・利用日以外の保育については延長料金の精 

算対象になります。 

★園の保育方針

保育理念（変化に柔軟に対応でき、自分で解決する能力とたくまし
く「生きる力」をもった子どもを育む）

★こんな行事 があります

園外保育・保育参加・子ども縁日・ハロウィン・運動会

クリスマス会・正月あそびの会・クッキング等

★よく散歩に行く公園

新宿御縁・愛住公園・予丁町公園・富久さくら公園

★保育料

入会金 30,000円

月額保育料（※延長保育、夕食代は別料金となります

時間 10時間 11時間 12時間 13時間 

0歳児 65,000円 68,000円 71,000円 73,000円 

12歳児 63,000円 66,000円 69,000円 71,000円 

3歳児以上 61,000円 64,000円 67,000円 69,000円 

※上記の他に給食費5,000円（月額）が必要になります。 

 

 

 

★園の特徴 
・保育所と診療所、デイサービスセンターが併設されています。 

・デイサービスセンターと共用の入り口があり、高齢者との交流 

もあります。 

・音楽あそび、運動あそび、英語プログラムを日常の保育の中に 

 取り入れ、子ども達と楽しんでいます。 

休園日 日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日） 

冷凍母乳 応相談

持ち込み（紙）

帽子

 

アレルギー 除去食対応あり 

おむつ 

入園時購入物 

一時保育 あり 

     都営新宿線 曙橋(徒歩8分)

★共通事項

★クラス別定員・在籍職員の職種

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 3 5 7 7 22 

延長・保育スタッフ

東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅(徒歩8分) 

★ホームページURL http://www.pasonafoster.co.jp/

★最寄り駅

エデュケアセンター ・ 新宿
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★開設

★設置者

★共通事項

認証保育所 

きたしんじゅく き ら ら 

北新宿雲母保育園 
生後 
57日 

北新宿3-2-1 1F  施設面積 256.30㎡ (5937）4347 

★開設 平成21年2月  

★設置者   株式会社モード・プランニング・ジャパン   

電話 03－6253－7222  

★対象年齢 生後57日より就学前まで  

★開園時間 7:30～21:00（月～土） 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 10 11 10 40 

施設長・保育スタッフ・栄養士・調理員 

★保育料

入園金 26,000円 

月額保育料 41,000円～ 

※ 上記料金の他、別途諸経費が必要となる場合があります。

詳しくは園にお問い合わせください。

★ 園の特徴

都心部に位置する保育園ですが、外遊びを多く取り入れ、

子どもたちも自然や季節を直に感じながら、のびのびと過

ごしています。毎朝明るく元気な挨拶でスタートするの

も当園の自慢の一つです。

★ 園の保育方針

子どもたちがたくさんの事を感じ、吸収し、自分を素直

に表現できる豊かな心を育んでいく。

★ こんな行事があります

運動会・給食試食会・餅つき大会・七夕祭り

生活発表会 等

★ よく散歩に行く公園

百人町ふれあい公園・西戸山公園・新開橋公園

ＪＲ総武線   大久保駅（徒歩３分） 

★ホームページＵＲＬ   http://www.kirara-hoikuen.com/

認証保育所 

たかだのばば 

キッズパオ高田馬場あおぞら園
生後 
57日 

高田馬場4-23-28 
ヒルズISHIDA 1F

施設面積 124.80㎡ (6908）8140 

      平成22年12月  

株式会社マミーズファミリー 

電 話  0120-194041 

（フリーダイヤル　携帯可） 施設長・保育スタッフ・調理員 

★対象年齢

★開園時間

生後57日より就学前まで

7:30～20:30(月～土) 

★基本保育時間 7:30～20:30(月～土) 

★保育料

入会申込金 21,000円

月額保育料(例)…週5日8時間の場合

★最寄り駅 JR山手線 高田馬場駅（戸山口より徒歩3分） 
西武新宿線・東京メトロ東西線 高田馬場駅 

★園の特徴

閑静な住宅街にある小さな保育園です。木製の家具、陶器の食器など
本物志向を大切にし、語りかけやほほえみのあるあたたかい保育 空間
でお子様の個性を豊かに育みます。
お子様のお世話をする担当が決まっている担当制保育を行なって
います。

★園の保育方針 

基本的信頼感の確立、基本的生活習慣の自立、「ボクって生まれて来
てよかったんだ」「ワタシって大事にされているんだ」と実感す る保
育を提供します。

★ホームページＵＲＬ

https://www.mammys-f.jp/nursery-school/takadanobaba/ 

★こんな行事があります

お子様一人ひとりのお誕生会、虫の声を聞く会、クリスマス会等

★よく散歩に行く公園

高田馬場公園・戸山公園・西戸山公園・高田馬場駅西児童遊園

★クラス別定員・在籍職員の職種

★最寄り駅

★共通事項

★クラス別定員・在籍職員の職種

休園日 日曜、祝日、年末年始 

冷凍母乳 対応不可 

アレルギー アレルゲン除去食 可

おむつ 持ち込み 

入園時購入物 通園用品 

一時保育 

入園金 10,000円 

・通常保育(月～土)7:30～18:00 940円／ｈ 

・延長保育(月～土)18:00～21:00 1,150円／ｈ

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 10 10 2 28 

休園日 日曜、祝日、年末年始(12月29日～1月3日) 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食 可

おむつ 全サイズ月額2,000円 

入園時購入物 なし 

一時保育 あり 0歳児 56,000円 

1歳児 52,800円 

2歳児 50,400円 

3歳児以上 48,000円 
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★共通事項

認証保育所 

コスモス保育園
生後
52日 

大久保2-4-1 
ヴィルラフィーネ東新宿1F  

施設面積 115㎡ (3208）8506 

★開設

★設置者

★対象年齢

★開園時間

★基本保育時間

平成24年11月 

NPO法人 育豊会 

電話 03-3208-8506 

生後52日より2歳児まで

7:00～20:30(月～土) 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 7 9 9 － 25 

施設長・保育スタッフ・管理栄養士・調理員・事務 

月極契約120時間以上の利用。

週4日･週5日･週6日からお選びいただけます。

★保育料

入園金 10,000円（1家族） 

月額保育料(例)…週5日の場合

 

※上記料金の他、別途諸経費がかかる場合があります。

★園の特徴

小規模で家庭的な雰囲気です。近隣には広域の公園があり、散歩や外 

遊びを楽しめます。

★園の保育方針

元気に明るく、個々の特性を伸ばし、思いやりのある保育を目指して 

います。

★こんな行事があります

お誕生会・遠足(春･親子･お別れ)・運動会・クリスマス会 など

★よく散歩に行く公園

戸山公園・のびのび広場・キリン公園・じゃぶじゃぶ池 など

★最寄り駅 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 

都営大江戸線 東新宿駅 

東京メトロ副都心線 東新宿駅（各出口より、5～8分） 

★ホームページＵＲＬ  http://www.7b.biglobe.ne.jp/~cosmos_shinjuku/

認証保育所 

かぐらざか 生後 
57日 

改代町26-1 
F  

  

★開設 平成15年７月 

★設置者  株式会社ソラスト 

保育事業部 電話 03－5821－6612 

★対象年齢 生後57日より就学前まで 
園長・保育スタッフ・調理員・事務員 

★開園時間

★基本保育時間

★料金

7:30～20:30（月～土） 

7:30～20:30（月～土） 

入会 申込金 20,000円 

月額保育料 58,000円～ 

※上記料金の他、別途諸経費が必要となる場合があります。

★園の特徴

明るく日当たりの良い施設

手作りの離乳食・給食・おやつです。アレルギーにも

対応します。

      

★最寄り駅 東京メトロ有楽町線　江戸川橋公園駅(徒歩3分)  

東京メトロ東西線　　神楽坂駅(徒歩9分)  

 

★クラス別定員・在籍職員の職種

★共通事項

★クラス別定員・在籍職員の職種

休園日 日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食 可、代替食 可

おむつ 持ち込み 

入園時購入物 なし 

一時保育 定員に空きがある場合のみ受入れ 

0歳児 62,000円 

1歳児 52,000円 

2歳児 49,000円 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 6 9  25 40 

休園日 日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

冷凍母乳 

アレルギー

おむつ 

入園児購入物 無し 

一時保育 定員に空きがある場合にお預かりします（6ヶ月以上） 

★園の保育方針

★こんな行事があります

★よく散歩に行く公園

   

「もう一つの我が家」感覚の子育てをします。

それぞれの年齢の子どもたちが、楽しく安心できるような施

設つくりを心がけていきます。

子どもたちが心身ともに育つような保育を目指します。

毎月誕生会・夏まつり・敬老の日を祝う会・親子遠足・運動会

勤労感謝行事・ハロウィン・クリスマス会・大きくなったね会

東五軒公園・江戸川公園・榎町公園・白銀公園・山吹町公園

矢来公園

★ホームページURL http://solasto-hoiku.com 

相談のうえ対応可

対応不可

汚れたおむつの持ち帰りはありません

施設面積 212.75㎡ (5206）7317
 

ソラスト神楽坂

 120時間   

66,000円 

56,000円 

51,000円 

160時間  
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★共通事項

認証保育所 

なつめ ざか 

フロンティアキッズ夏目坂
生後 
57日 

若松町33-1 
リエール若松町1F

施設面積 99.77㎡ (6681）4645 

★ 開設 平成30年4月 

※フロンティアキッズ夏目坂は、令和６年４月１日より認可保育所へ移行予定です。 ★クラス別定員•在籍職員の職種

★ 設置者 株式会社フューチャーフロンティアーズ 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

電 話  03－5579－8155 

定員 6 7 8 － 21 

★対象年齢生後  ５７日より２歳児まで 

★開園時間 7:00～20:00（月～土） 

★基本保育時間   7:00～20:00（月～土）

★ 保育料

入園金 32,400円

月額保育料(例)…週5日(160時間)の場合

0歳児 72,360円 

1歳児 70,200円 

2歳児 68,040円 

※上記料金の他、別途諸経費が必要となる場合があります。

詳しくは園にお問い合わせください。

★ 園の特徴

モンテッソーリ園として0歳児より、モンテッソーリの

理念に基づいた保育をしています。

グローバル教育では、英語に触れ多様性を受け入れる力を

育てます。また食育にも力を注いでいます。

★ 園の保育方針

子どもを尊重し、子どもの自主性を育て感性豊かな子ど

もを育てる

★ こんな行事があります

親子ピクニック•夏まつり•運動会•ハロウィン

クリスマス会 など

★ よく散歩に行く公園

原町公園•わかまつ児童遊園

園長•保育スタッフ•調理員  

休園日 日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食可   代替食可

おむつ 持ち込み 

一時保育 
(定員に空きがあ
る場合） 

2,160円／１時間 

★最寄り駅   都営大江戸線   若松河田駅（徒歩4分）

東京メトロ東西線   早稲田駅（徒歩10分） 

★ホームページＵＲＬ   https://futurefrontiers.co.jp/

認証保育所 

しなのま ち  

ぽけっとランド信濃町 
生後 
57日 

信濃町８ 
外苑北ＳＲＣビル２F  施設面積 244.40㎡ 

★開設

★設置者

平成24年3月 

学校法人   三幸学園 

★よく散歩に行く公園

若葉公園•希望公園

電話   03－5840－8616 ★クラス別定員•在籍職員の職種

★対象年齢 生後57日より就学前まで ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

★開園時間 7:30～20:３0(月～土) 定員 6 12 9  13 40 

★基本保育時間 施設長•保育スタッフ•調理員  

月～金曜の間で、週4日･週5日からお選びいただけます。

土曜日は別途料金となります。

★保育料

入園金 20,000円

月額保育料(例)…週5日(１日８時間)の場合

※給食、おやつ、諸経費が含まれています。

★園の特徴

１年を通して園周辺の複数の公園に戸外遊びを楽しみ、心身共に

元気に過ごす子どもたち。小規模ならではのアットホームな環境

の中で個別対応や保護者支援も手厚くしています。

★園の保育方針

・ぽけっとランドの保育は、子どもの生きる力の土台がつくられる保育

★最寄り駅 JR総武線   信濃町駅(徒歩5分) 

★ホームページＵＲＬ   http://pocket-land.jp/shinano/

・個性発達、能力、思い（ありのままの子どもの姿）に寄り添う

・成長過程にあった環境や体験、経験ができる環境をつくる

★こんな行事があります

入園式・保護者会・親子遠足・夏祭り・保育参観

運動会・作品展・発表会・クリスマス会・誕生会・卒園式

★共通事項

休園日 日曜•祝祭日、年末年始(12/2 9～1/3) 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食   可   (医師の診断書必要)

おむつ 持ち込み  ※忘れた場合は、1枚50円  おしりふきは園のもの使用

入園時購入物 シーツ代金   1,650円   (※1枚のみ)

一時保育 30分   600円   昼食500円   おやつ200円   ミルク別途 

0歳児 65,000円 

1•2歳児  62,000円 

3歳児 55,000円 

4•5歳児  50,000円 

(5368）0521
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★開設

★設置者

★共通事項

認証保育所 

ぽっぽのいえほいくえん 
生後 
43日 

下落合1-16-7 
東京三協信用金庫下落合ビル 

施設面積 233.30㎡ (3950)2060 

★開設 平成23年3月 

★設置者 NPO法人鳩の会ぽっぽのいえほいくえん 

電話 03－3950－2060 

★よく散歩に行く公園

せせらぎの里・西坂公園・落合中央公園・おとめ山公園

北柏木公園など

★対象年齢 生後43日より就学前まで 

★開園時間 7:00～20:00（月～土） 

★基本保育時間 8:00～18:00 

★保育料

入園金 25,000円 

月額保育料(例)…週5日(20日）の場合 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 9 9 10 12 40 

施設長・保育スタッフ・調理員・パート 

0歳児 56,000円 

1･2歳児 53,000円 

3歳児 49,000円 

4･5歳児 43,000円 

※第2子減免あり。
詳しくは、園にお問い合わせください。

★園の特徴

・駅から近く（徒歩20秒）、通勤に便利

・給食は二回食制でたのしくおいしい食事に

子どもたちも好き嫌いなく食べて、元気いっぱいです。

★園の保育方針

・子どもたちの声がひびき、笑顔が輝く保育を！

・保護者と保育者が共に協力して、アットホームな保育を！

・安全で安心な食材でたのしい給食を！

★こんな行事があります

子どもの日、もちつき会、七夕会、クリスマス会、芋掘遠足、運動会

クラス懇談会、ミニ遠足、お誕生会、お泊り保育など

★最寄り駅

 

西武新宿線下落合駅北口（徒歩20秒）

都営大江戸線 中井駅（徒歩8分） 

http://popono-ie.jp.web01.cssv.jp/ 

認証保育所 

わ せ  だ 

ポピンズナーサリースクール早稲田 
生後 
57日 

西早稲田1-1-7 
早稲田 STEP23 2F  

施設面積 360.61㎡ (5155）2168 

平成19年2月 

株式会社ポピンズエデュケア 

電話   03－3447－2133 

★対象年齢 生後57日より就学前まで 

★開園時間 7:30～22:00(月～土)   日･祝・年末年始休園 

施設長・保育スタッフ・調理員 

★基本保育時間 7:30～20:30 

20:30～22:00は延長保育として2,000円／時間でお預かりします。 

★保育料

入会金 52,500円

月額保育料(例)…週5日8時間コースの場合

0歳児 74,000円 

1･2歳児 69,000円 

3歳児以上 59,000円 

★園の特徴

異文化理解教育・食育活動・季節のイベントや音楽・英語・体操等
専門の講師による指導も取り入れたプログラムをご案内しています。

イギリス・ノーランドカレッジ（イギリス皇室専属ナニー輩出養成校）
に習っているきめ細やかな乳児保育が特色です。

★園の保育方針

ポピンズでは、様々な可能性を秘めたお子様たちに、真の人間教育（エ
デュケア＝教育と保育）を行います。エデュケアの実践の為に、ポピン
ズアプローチという独自の手法でお子様たちの知力（知力と学ぶ意欲）
を心と体を存分に使った豊かな経験の中で育みます。

★最寄り駅 東京メトロ東西線    早稲田駅(徒歩3分) 

★ホームページＵＲＬ    http://www.poppins.co.jp/

★こんな行事があります

お誕生会（毎月）、夏祭り、スポーツフェスティバル・クリスマス会
ハロウィンパレード・卒園式・お泊り保育（幼児）など

★よく散歩に行く公園

戸山公園・鶴巻公園・甘泉園公園・大隈庭園など
提携園との園外交流もあります。

★クラス別定員・在籍職員の職種

★共通事項

★ホームページURL

★クラス別定員・在籍職員の職種

休園日 日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

冷凍母乳 対応可 

アレルギー 除去食可、代替食可 

おむつ 布オムツ（貸しオムツ、持込可） 

入園時購入物 なし 

一時保育 定員に空きがある場合に実施 

ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 5 11 11 10 17 54 

休園日 日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

冷凍母乳 対応   可 

アレルギー アレルゲン除去食   可

おむつ 紙おむつ提供サービス 

入園時購入物 無し 

一時保育 
8:30～20:30    料金はお問い合わせ下さい。 

8:30～9:00／18:30～20:30 （時間外） 
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認証保育所 

か ぐ らざ か 

メリーポピンズ神楽坂ルーム
生後 
57日 

榎町72 
フォートリス早稲田1F

施設面積 118.8㎡ 

★開設 平成23年3月 ★クラス別定員•在籍職員の職種

★設置者 株式会社ゴーエスト ｸﾗｽ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

電話  03－5766－8060 定員 6  10 8  - 24 

★対象年齢 生後57日より2歳児まで 施設長•保育スタッフ•調理員  

★開園時間 7:00～20:00（月～土） 

★基本保育時間

★保育料

入会申込金 

8:00～18:00 

25,000円 維持管理費 1,500円/月

月額保育料（例）…1日10時間、月20日利用の場合

0歳児 74,000円 

1，2歳児 70,000円 

※随時の延長料 30分500円  ※夕食が必要な場合1食500円

※当月追加の場合、別途昼食•おやつ代が発生します。

★園の特徴

「にんげん力」を身につけるために必要なあそび•野外体験を提案
実践し、“自分で考え、挑戦する勇気”を育みます。

東京メトロ東西線  神楽坂駅  ２番出口（矢来口） 

 

★園の保育方針

「センス•オブ•ワンダー」

「人対人コミュニケーション」

★こんな行事があります

畑の日、遠足、誕生会、運動会、生活発表会、夏祭り、

商店街ツアー等

★よく散歩に行く公園

矢来公園•鶴巻南公園•榎町公園

★共通事項

★最寄り駅

★ホームページＵＲＬ　http://www.doronko.jp/

休園日 日曜日•祝日•年末年始(12月29日～1月3日）  

冷凍母乳 対応可 

アレルギー アレルゲン除去食  対応可

おむつ 持ち込み 

入園時購入物 名札•帽子•製作バッグ  計1,600円  

一時保育 

保育料金 1,000円/1時間 入会申込金  10,000円

維持管理費 500円/月 

昼食（おやつ含む）•夕食  各500円/1回  

(3267）1366
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《8》その他の施設 

幼稚園、認可外保育施設、ベビーシッター等があります。ご利用の申込み等詳細は直接施設等へお問合わせください。 

区立幼稚園は、保護者と共に区内に居住し、集団生活ができる3歳から5 歳までのお子さんが申し込めます。 

お弁当のある日／ 9:00～ 14:00 

お弁当のない日／ 9:00～ 12:00 

※保育時間については各園で定めているため、詳細は直接園へご確認ください。

市谷、鶴巻、花園、西戸山の各園で預かり保育を実 施しています。預かり時間は、教育時間終了後から16:30 までです。

 無料 

 無料 

 直接各幼稚園へ 

保 育 時 間 

入 園 料

保 育 料

申 込 み 先

申込み時期 11 月 

くわしくは、各園または教育委員会事務局学校運営課幼稚園係（5273－3103）へお問合わせください。  

区内に9園あります。全ての園で預かり保育を実施しており、園によってはバス送迎などもあります。くわしくは各園へお問合わせください。 
私立幼稚園に通っている園児の保護者へ、区から補助金を交付しています。園により、対象とならない場合や金額が異なる場合があります。 
くわしくは、教育委員会事務局学校運営課幼稚園係（5273-3103）へお問合わせください。 

入園料：所得制限なく、80,000 円を限度に支給します。（ただし、幼稚園に納めた額まで） 

保育料：所得により補助金額が異なります。補助金額は区市町村民税の所得割額（地方税法による住宅借入金特別税額控除等の適用前の金額）の世帯合計額で判定します。

年収の目安は参考です。
 

年収の目安 
※家族４人の世帯（給与収入で夫婦と子

ども２人）を想定 

施設等利用給付・保育料補助金の合計額（年額/円） 

第１子 第 2 子（兄・姉が1 人いる世帯）
 

 第 3 子以降（兄・姉が2 人以上いる世帯） 

1 生活保護世帯等 562,400 562,400 562,400 

2 区市町村民税非課税 526,400 562,400 562,400 

3 年収約 270 万円未満 526,400 562,400 562,400 

4 年収約 360 万円未満 421,200 501,400 562,400 

年収の目安 第 1 子 
第 2 子（小学校 3 年生以下の兄・姉が
1 人いる世帯） 

 第 3 子以降（小学校 3年生以下の兄・
姉が2人以上いる世帯） 

5 年収約 680 万円未満 384,000 432,200 555,200 

6 年収約 730 万円未満 384,000 394,000 548,000 

7 年収約 1,000 万円未満 384,000 384,000 488,000 

8 年収約 1,500 万円未満 384,000 384,000 428,000 

9 年収約 1,500 万円超 384,000 384,000 384,000 

公益社団法人全国保育サービス協会では、ベビーシッターの利用方法や協会の入会審査を経て加盟するベビーシッターの会社を紹介しています。 

電話 5363－7455 

http://www.acsa.jp/ 

東京都に届出のある認可外保育施設の一覧は、東京都福祉保健局のホームページに掲載しています。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/ 

区立幼稚園 

ベビーシッター

認可外保育施設（ベビーホテル等） 

私立幼稚園 
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ファミリーサポート事業は地域の中での子育て支援と児童の福祉の向上を目的とする、会員制の相互援助活動です。子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育

ての援助を行いたい方（提供会員）ともに登録が必要となります。預かる場所は、提供会員宅、利用会員宅のほか、児童館などの公共施設を利用することもできます。

援助活動には家事や宿泊は伴いません。 

利用時間 午前6 時～午後10 時 

費  用 

①年末年始を除く

午前7 時～午後7 時　800円 /1 時間　左記時間帯以外　900 円 /1 時間 

②年末年始

全時間　900 円 /1 時間 

申込方法 入会ご希望の方は、新宿区ファミリー・サポート・センターにお問い合わせください。説明会・登録受付は予約制です。 

援助活動内容 

①保育園、子ども園、幼稚園、小学校及び学童クラブ（保育施設等）の開始時間まで児童を預かること。

②保育施設等の終了時間後児童を預かること。

③保育施設等までの送迎を行うこと。

④保育施設等の休業日に児童を預かること。

⑤その他、会員の子育ての援助に必要な活動。

⑥児童が病気のとき、又は病気の回復期にあり、保育施設 等に預けることができないときに、保護者が病気の児童を医療

機関に受診させ、医師の診断のうえ、臨時的に児 童を預かること（別途登録が必要）。※

問い合わせ先 

新宿区ファミリー・サポート・センター 

高田馬場 1-17-20     新宿区社会福祉協議会内 

電話 5273－3545  

受付時間月から金曜日 

午前８時 30 分から午後 5 時 00 分 

※上記⑥については、医療機関で受診していない児童の援助活動はできません。（診断を受けていてもお預かりできない場合もあります。）新宿区に在住する１歳以上小

学６年生までの登録している児童が対象となります。利用時間及び料金は、月から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時から午後６時３０分まで１時間につき

１,０００円です。

ファミリーサポート事業
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定期利用保育（認可保育園 • 認定こども園）

《9》定期利用保育（認可保育園等）

《定期利用保育とは》

制度です。

・定期利用保育には「専用室型」と「空き保育室型」があります。

「専用室型」は、専用の保育室で保育を行います。

「空き保育室型」は、定員及び保育室に余裕のある認可保育園の保育室を活用し、保育を行います。児童の在籍状況により、実施園や利用定員を変更することが

・定期利用保育は、パートタイム勤務などの短時間就労等の方を対象とし、区内在住の健康で集団保育可能な生後６か月以上のお子さんを、複数月継続して保育する

あります。

《申込みができるのは》

区内在住の方で、保護者が次の①～③のいずれかに該当してることが必要です。

①居宅外で労働することを常態としていること。

②居宅内でお子さんと離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。  

③利用開始希望月から就労を開始することが決定していること。   

※定期利用保育の利用は、保護者が月48時間以上の労働を常態としている場合に限ります。

※特別な配慮が必要なお子さんの受入れは実施していません。

《年齢とクラス》

4月1日現在の満年齢がその年度のクラス年齢です。年度の途中に誕生日を迎えた後もクラスに変更ありません。

受入月齢や対象クラスは実施園毎に異なりますので、保育課入園・認定係等で配布している『定期利用保育のご案内』をご確認ください。

  
《利用日時》

①祝日及び年末年始を除く月曜日から土曜日（ウィズブック保育園中落合、キッズガーデン新宿西落合、二葉南元保育園、しんえい子ども園もくもくは土曜日除く）の

うち、父母ともに就労している曜日の利用（曜日固定）となります。

②午前8時30分から午後5時のうち、就労・通勤等に必要な時間の預かりとなります。

　※延長保育はありません。

《申込み》

申込書等の必要事項を記入のうえ、保育課入園・認定係に提出してください（窓口で提出する場合は、事前に来庁日を電話予約）。利用希望月により書類の提出締切

が異なります（原則として、利用希望月の前月の5日 ）。提出締切日、提出書類等は『定期利用保育のご案内』に掲載しています。

《保育料（月額）》

・保護者それぞれの特別区民税（市町村税）所得割額を基に算定した額の合算額から保育料の階層区分を決定し、週当たりの利用日数により異なります。

定期利用保育料表は73ページをご覧ください。

《注意事項》

①定期利用保育は、承諾された年度の末日までの利用となります。翌年度に継続して利用できることを約束するものではありません。

②給食・おやつは、通常の保育を利用されるお子さんと同様に提供します。

③定期利用保育を利用していることで、その後の認可保育園等への入園を保証するものではありません。

④就労を常態とすることが利用要件であるため、利用開始後に第2子以降の妊娠・出産等により、仕事を休む場合や求職活動中となる場合は、利用が取消しとなり

ます。

⑤定期利用保育の利用承諾曜日ではない曜日に、一時的に保育が必要となる場合は、利用園での一時保育が可能であるか園に相談してください。一時保育として

　利用する場合は、定期利用保育の保育料のほかに、一時保育料がかかります。

⑥定期利用保育は待機児童対策事業の一環として実施しています。そのため、認可保育園等への入園が決定している方はご利用いただけません。

《問合せ・申込み先》

新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係（区役所本庁舎2階14番窓口）

〒160-8484    新宿区歌舞伎町 1-4-1

電話：03-5273-4527（直通） FAX：03-3209-2795

定期利用保育（認可保育園・認定こども園）

《実施園及び利用定員》 

【専用室型定期利用保育】 

実施園 

 

大木戸子ども園 
おちごなかい

子ども園 
柏木子ども園 西新宿子ども園 

住所 四谷 4-17 
中井 1-8-12 
（乳児園舎） 

北新宿 2-3-7 
（乳児園舎） 

西新宿 4-35-5 

電話 3359-4212 3361-1296 3369-1062 3377-9351 

利用
定員 

10 名 5 名 3 名 4 名 

0 歳児 
1 歳児 
2 歳児以上 

2 名 
4 名 
4 名 

0 歳児 
1 ～ 2 歳児 

1 名 
4 名 

0 歳児 
1 ～ 2 歳児 

1 名 
2 名 

0 歳児 
1 ～ 2 歳児 
3 ～ 5 歳児 

1 名 
2 名 
1 名 

実施園 

住所 

電話 

利用
定員 

二葉南元保育園 

南元町 4 

3351-3819 

7 名 

0 歳児 
1 歳児以上 

1 名 
6 名 

しんえい子ども園
もくもく 

高田馬場
4-36-12

5332-5544 

10 名 

0 歳児 
1 歳児 
2 ～ 5 歳児 

2 名 
4 名 
4 名 

キッズガーデン
新宿西落合 

西落合 2-7-16 
伊勢光ビル 2・3F 

6908-1723 

3 名 

0 歳児 
1 歳児以上 

1 名 
2 名 

ウィズブック
保育園中落合 

中落合
3-21-10

6914-4960 

3 名 

0 歳児 
1 歳児以上 

1 名 
2 名 

【空き保育室型定期利用保育】 

実施園 

私立（保育園）

にじいろ保育園
西早稲田 

住所 西早稲田 1-2-2 

電話 6273-9227 

にじいろ保育園

6280-7391 

※「空き保育室型」は、在籍状況により実施園が変更になる場合があります。

定期利用保育保育料表   
※ 認可保育園及び認定こども園の定期利用保育料は、区立園• 私立園とも同額です。 

階層

区分 

各月初日の在籍児童の属する世帯の

特別区民税の額（Ａ階層を除く） 
週 5 日以上 週 4 日 週 3 日 週 2 日 

A 生活保護世帯等   ※ 0 円 0 円 0 円 0 円 

B 特別区民税非課税 0 円 0 円 0 円 0 円 

C1 特別区民税均等割のみ課税 1,460 円 1,160 円 870 円 580 円 

C2 １円以上 5,000 円未満 1,850 円 1,480 円 1,110 円 740 円 

C3 5,000 円以上 50,000 円未満 2,390 円 1,910 円 1,430 円 950 円 

D1 50,000 円以上 53,000 円未満 5,170 円 4,130 円 3,100 円 2,060 円 

D2 53,000 円以上 70,000 円未満 6,410 円 5,120 円 3,840 円 2,560 円 

D3 70,000 円以上 86,000 円未満 7,260 円 5,800 円 4,350 円 2,900 円 

D4 86,000 円以上 123,000 円未満 11,900 円 9,520 円 7,140 円 4,760 円 

D5 123,000 円以上 160,000 円未満 14,750 円 11,800 円 8,850 円 5,900 円 

D6 160,000 円以上 185,000 円未満 16,610 円 13,280 円 9,960 円 6,640 円 

D7 

4～8 月分 

185,000 円以上 210,000 円未満 18,230 円 14,580 円 10,930 円 7,290 円 

D8 210,000 円以上 220,000 円未満 19,700 円 15,760 円 11,820 円 7,880 円 
保育料は令和 

D9 220,000 円以上 240,000 円未満 21,250 円 17,000 円 12,750 円 8,500 円 
4 年度区民 

D10 240,000 円以上 260,000 円未満 22,560 円 18,040 円 13,530 円 9,020 円 税額 

D11 

9～3 月分 特別区民税 
260,000 円以上 270,000 円未満 23,950 円 19,160 円 14,370 円 9,580 円 

D12 270,000 円以上 280,000 円未満 25,110 円 20,080 円 15,060 円 10,040 円 
保育料は令和 所得割額 

D13 280,000 円以上 290,000 円未満 26,420 円 21,130 円 15,850 円 10,560 円 
5 年度区民 

D14 290,000 円以上 300,000 円未満 27,580 円 22,060 円 16,540 円 11,030 円 税額 

D15 300,000 円以上 310,000 円未満 28,740 円 22,990 円 17,240 円 11,490 円 

D16 310,000 円以上 320,000 円未満 29,750 円 23,800 円 17,850 円 11,900 円 

D17 320,000 円以上 330,000 円未満 30,900 円 24,720 円 18,540 円 12,360 円 

D18 330,000 円以上 370,000 円未満 33,530 円 26,820 円 20,110 円 13,410 円 

D19 370,000 円以上 400,000 円未満 37,780 円 30,220 円 22,660 円 15,110 円 

D20 400,000 円以上 470,000 円未満 41,490 円 33,190 円 24,890 円 16,590 円 

D21 470,000 円以上 540,000 円未満 44,430 円 35,540 円 26,650 円 17,770 円 

D22 540,000 円以上 650,000 円未満 47,750 円 38,200 円 28,650 円 19,100 円 

D23 650,000 円以上 760,000 円未満 51,070 円 40,850 円 30,640 円 20,420 円 

D24 760,000 円以上 870,000 円未満 54,400 円 43,520 円 32,640 円 21,760 円 

D25 870,000 円以上 57,720 円 46,170 円 34,630 円 23,080 円 

※ 生活保護世帯等とは、生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による
支援給付を受けている世帯をいう。 

市谷加賀町 

市谷加賀町 2-4-18 

区立子ども園

 

私立（保育園• 子ども園） 

私立（認可保育園・認定子ども園） 
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定期利用保育（認可保育園 • 認定こども園）

《9》定期利用保育（認可保育園等）

《定期利用保育とは》

制度です。

・定期利用保育には「専用室型」と「空き保育室型」があります。

「専用室型」は、専用の保育室で保育を行います。

「空き保育室型」は、定員及び保育室に余裕のある認可保育園の保育室を活用し、保育を行います。児童の在籍状況により、実施園や利用定員を変更することが

・定期利用保育は、パートタイム勤務などの短時間就労等の方を対象とし、区内在住の健康で集団保育可能な生後６か月以上のお子さんを、複数月継続して保育する

あります。

《申込みができるのは》

区内在住の方で、保護者が次の①～③のいずれかに該当してることが必要です。

①居宅外で労働することを常態としていること。

②居宅内でお子さんと離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。  

③利用開始希望月から就労を開始することが決定していること。   

※定期利用保育の利用は、保護者が月48時間以上の労働を常態としている場合に限ります。

※特別な配慮が必要なお子さんの受入れは実施していません。

《年齢とクラス》

4月1日現在の満年齢がその年度のクラス年齢です。年度の途中に誕生日を迎えた後もクラスに変更ありません。

受入月齢や対象クラスは実施園毎に異なりますので、保育課入園・認定係等で配布している『定期利用保育のご案内』をご確認ください。

  
《利用日時》

①祝日及び年末年始を除く月曜日から土曜日（ウィズブック保育園中落合、キッズガーデン新宿西落合、二葉南元保育園、しんえい子ども園もくもくは土曜日除く）の

うち、父母ともに就労している曜日の利用（曜日固定）となります。

②午前8時30分から午後5時のうち、就労・通勤等に必要な時間の預かりとなります。

　※延長保育はありません。

《申込み》

申込書等の必要事項を記入のうえ、保育課入園・認定係に提出してください（窓口で提出する場合は、事前に来庁日を電話予約）。利用希望月により書類の提出締切

が異なります（原則として、利用希望月の前月の5日 ）。提出締切日、提出書類等は『定期利用保育のご案内』に掲載しています。

《保育料（月額）》

・保護者それぞれの特別区民税（市町村税）所得割額を基に算定した額の合算額から保育料の階層区分を決定し、週当たりの利用日数により異なります。

定期利用保育料表は73ページをご覧ください。

《注意事項》

①定期利用保育は、承諾された年度の末日までの利用となります。翌年度に継続して利用できることを約束するものではありません。

②給食・おやつは、通常の保育を利用されるお子さんと同様に提供します。

③定期利用保育を利用していることで、その後の認可保育園等への入園を保証するものではありません。

④就労を常態とすることが利用要件であるため、利用開始後に第2子以降の妊娠・出産等により、仕事を休む場合や求職活動中となる場合は、利用が取消しとなり

ます。

⑤定期利用保育の利用承諾曜日ではない曜日に、一時的に保育が必要となる場合は、利用園での一時保育が可能であるか園に相談してください。一時保育として

　利用する場合は、定期利用保育の保育料のほかに、一時保育料がかかります。

⑥定期利用保育は待機児童対策事業の一環として実施しています。そのため、認可保育園等への入園が決定している方はご利用いただけません。

《問合せ・申込み先》

新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係（区役所本庁舎2階14番窓口）

〒160-8484    新宿区歌舞伎町 1-4-1

電話：03-5273-4527（直通） FAX：03-3209-2795

定期利用保育（認可保育園・認定こども園）

《実施園及び利用定員》 

【専用室型定期利用保育】 

実施園 

 

大木戸子ども園 
おちごなかい

子ども園 
柏木子ども園 西新宿子ども園 

住所 四谷 4-17 
中井 1-8-12 
（乳児園舎） 

北新宿 2-3-7 
（乳児園舎） 

西新宿 4-35-5 

電話 3359-4212 3361-1296 3369-1062 3377-9351 

利用
定員 

10 名 5 名 3 名 4 名 

0 歳児 
1 歳児 
2 歳児以上 

2 名 
4 名 
4 名 

0 歳児 
1 ～ 2 歳児 

1 名 
4 名 

0 歳児 
1 ～ 2 歳児 

1 名 
2 名 

0 歳児 
1 ～ 2 歳児 
3 ～ 5 歳児 

1 名 
2 名 
1 名 

実施園 

住所 

電話 

利用
定員 

二葉南元保育園 

南元町 4 

3351-3819 

7 名 

0 歳児 
1 歳児以上 

1 名 
6 名 

しんえい子ども園
もくもく 

高田馬場
4-36-12

5332-5544 

10 名 

0 歳児 
1 歳児 
2 ～ 5 歳児 

2 名 
4 名 
4 名 

キッズガーデン
新宿西落合 

西落合 2-7-16 
伊勢光ビル 2・3F 

6908-1723 

3 名 

0 歳児 
1 歳児以上 

1 名 
2 名 

ウィズブック
保育園中落合 

中落合
3-21-10

6914-4960 

3 名 

0 歳児 
1 歳児以上 

1 名 
2 名 

【空き保育室型定期利用保育】 

実施園 

私立（保育園）

にじいろ保育園
西早稲田 

住所 西早稲田 1-2-2 

電話 6273-9227 

にじいろ保育園

6280-7391 

※「空き保育室型」は、在籍状況により実施園が変更になる場合があります。

定期利用保育保育料表   
※ 認可保育園及び認定こども園の定期利用保育料は、区立園• 私立園とも同額です。 

階層

区分 

各月初日の在籍児童の属する世帯の

特別区民税の額（Ａ階層を除く） 
週 5 日以上 週 4 日 週 3 日 週 2 日 

A 生活保護世帯等   ※ 0 円 0 円 0 円 0 円 

B 特別区民税非課税 0 円 0 円 0 円 0 円 

C1 特別区民税均等割のみ課税 1,460 円 1,160 円 870 円 580 円 

C2 １円以上 5,000 円未満 1,850 円 1,480 円 1,110 円 740 円 

C3 5,000 円以上 50,000 円未満 2,390 円 1,910 円 1,430 円 950 円 

D1 50,000 円以上 53,000 円未満 5,170 円 4,130 円 3,100 円 2,060 円 

D2 53,000 円以上 70,000 円未満 6,410 円 5,120 円 3,840 円 2,560 円 

D3 70,000 円以上 86,000 円未満 7,260 円 5,800 円 4,350 円 2,900 円 

D4 86,000 円以上 123,000 円未満 11,900 円 9,520 円 7,140 円 4,760 円 

D5 123,000 円以上 160,000 円未満 14,750 円 11,800 円 8,850 円 5,900 円 

D6 160,000 円以上 185,000 円未満 16,610 円 13,280 円 9,960 円 6,640 円 

D7 

4～8 月分 

185,000 円以上 210,000 円未満 18,230 円 14,580 円 10,930 円 7,290 円 

D8 210,000 円以上 220,000 円未満 19,700 円 15,760 円 11,820 円 7,880 円 
保育料は令和 

D9 220,000 円以上 240,000 円未満 21,250 円 17,000 円 12,750 円 8,500 円 
4 年度区民 

D10 240,000 円以上 260,000 円未満 22,560 円 18,040 円 13,530 円 9,020 円 税額 

D11 

9～3 月分 特別区民税 
260,000 円以上 270,000 円未満 23,950 円 19,160 円 14,370 円 9,580 円 

D12 270,000 円以上 280,000 円未満 25,110 円 20,080 円 15,060 円 10,040 円 
保育料は令和 所得割額 

D13 280,000 円以上 290,000 円未満 26,420 円 21,130 円 15,850 円 10,560 円 
5 年度区民 

D14 290,000 円以上 300,000 円未満 27,580 円 22,060 円 16,540 円 11,030 円 税額 

D15 300,000 円以上 310,000 円未満 28,740 円 22,990 円 17,240 円 11,490 円 

D16 310,000 円以上 320,000 円未満 29,750 円 23,800 円 17,850 円 11,900 円 

D17 320,000 円以上 330,000 円未満 30,900 円 24,720 円 18,540 円 12,360 円 

D18 330,000 円以上 370,000 円未満 33,530 円 26,820 円 20,110 円 13,410 円 

D19 370,000 円以上 400,000 円未満 37,780 円 30,220 円 22,660 円 15,110 円 

D20 400,000 円以上 470,000 円未満 41,490 円 33,190 円 24,890 円 16,590 円 

D21 470,000 円以上 540,000 円未満 44,430 円 35,540 円 26,650 円 17,770 円 

D22 540,000 円以上 650,000 円未満 47,750 円 38,200 円 28,650 円 19,100 円 

D23 650,000 円以上 760,000 円未満 51,070 円 40,850 円 30,640 円 20,420 円 

D24 760,000 円以上 870,000 円未満 54,400 円 43,520 円 32,640 円 21,760 円 

D25 870,000 円以上 57,720 円 46,170 円 34,630 円 23,080 円 

※ 生活保護世帯等とは、生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による
支援給付を受けている世帯をいう。 

市谷加賀町 

市谷加賀町 2-4-18 

区立子ども園

 

私立（保育園• 子ども園） 

私立（認可保育園・認定子ども園） 
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保育施設に通っているお子さんが、病気または病気回復期で保育施設を利用できない期間、保護者の仕事等により家庭保育ができない場合に、一時的に専用室 

で保育• 看護します。

実施施設
病児・病後児保育 病後児保育

わらべうた四谷病児室 しんじゅくいるまこども園 原町みゆき保育園 オルト保育園 新宿こだま保育園

住   所 四谷 4-17 戸山 1-21-1 原町 2-43 高田馬場 3-40-3 中落合 4-25-19

電   話 5269-4255 6302-1225 3356-2663 5332-7081 5988-7807

対   象
新宿区民で、保育園、子ども園、保育ルーム、認証保育所等の保育施設に在籍しており、離乳食が完了している児童

※わらべうた四谷病児室、原町みゆき保育園は、かつ満1歳以上  

1 日の利用定員 ４名 ４名 ４名 ４名 ４名

利用日 月～金曜日　ただし、年末年始を除く

保育時間
8:00～ 18:00

（延長   7:30～ 8:00、18:00 ～ 18:30 あり）

8:00～ 18:00

（うち８時間以内）

当日申込は

9:00～ 17:00

8:30 ～ 18:00

（うち８時間以内）

8:00 ～ 18:00

（うち８時間以内）

事前登録 必要 必要 不要 必要 必要

利用方法等詳細 事前に医療機関を受診し、区指定の利用連絡票を作成してもらう必要があります。利用方法等の詳細は、各施設にお問い合わせください。

日曜日と祝日に、お仕事により家庭で保育ができない場合に保育します。次の利用要件に該当し、離乳食が完了している健康なお子さんが対象です。

①区内在住で、保育園•子ども園•保育ルーム等の地域型保育事業•認証保育所に在園していること。

②保護者が休日に就労等により、保育することができないこと。

ご希望の方は、直接実施園にお申込みください。利用にあたっては、事前に「面談」が必要です。

実施園
区立 私立

富久町保育園 原町みゆき保育園 オルト保育園

定員 30 名 20 名 20 名

利用日 日曜日、祝日（12/29～ 1/3 を除く）

利用時間 7:30～ 18:30 8:00～ 18:00 8:00～ 18:00

問合せ先 3357-7720 3356-2663 5332-7081

病児保育・病後児保育（認可保育園等）

休日保育

《10》病児保育・病後児保育・休日保育（認可保育園等）

区内在住の方を対象に、一時的にお子さんの保育が必要な時にお預かりする制度です。 

認可保育園等の一時保育には、クラス定員に空きがある場合に利用できる「空き利用型」と、一時保育専用の保育室で保育する「専用室型」があります。

認証保育所等の認可外保育施設の一時保育については、各施設に直接お問い合わせください。 

※保育施設（認可外保育施設を除く）に在籍しているお子さんは、利用することはできません。

※幼稚園に在籍している場合は、園の長期休業日のみ利用することができます。ただし、在籍している園で預かり保育を実施している期間は、長期休業であっても、利用

できません。

※緊急の場合とは、保護者が①死亡または行方不明により不在のとき、②病気・出産等により入院または自宅療養を必要とするとき、③家族が入院しその看護にあたると

き、④災害などにより復旧工事に従事するとき、⑤裁判員制度の裁判員（候補者）に選任され従事するときなど、緊急に家庭での保育をすることができない場合です。緊急性

の事実を証明する書類の提出が必要です。

①空き利用型（認可保育園・認定こども園・保育ルーム・事業所内保育所）

該当するクラスの定員に空きがある場合に利用できます。ただし、園の状況により利用できない場合があります。

園の食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
専用室型一時保育を実施していない

保育ルーム 事業所内保育所 

対   象 
新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団
保育可能な児童 

新宿区内在住で、健康で集団保育可能な児童 

２歳児、えどがわ園は１～５歳児） 

新宿区内在住で、生後6 か月以上の健康で集団
保育可能な児童（0～2 歳児） 

1 日の利用定員 定員に空きがある場合１日１名まで 
定員に空きがある場合１日３名まで 

（えどがわ園は5名まで） 

定員に空きがある場合１日３名まで 

（もみの樹園は5名まで） 

利用日数 5 日以内/ 月 5 日以内／月 5 日以内／月 

保育時間 ( 祝日・年末年始を除く ) 8:30～ 17:00（うち8 時間以内） 

保育料 1,000 円/日/ 人（後払い）（区立園は食材料費 300 円含む） 

申込方法 

①該当するクラス定員の空き状況には利用希望日の前月 25 日以降に保育課入園・認定係（電話：5273-4527）にお問い合わせください。
定員に空きがある保育園等をご案内します。 

②空きがある保育園等に電話で利用の可否についてお問い合わせください。空きがあっても園の状況により利用できない場合があります。

③利用が可能な場合は、利用希望日の前月25日から利用日の3日前までに、直接園にお申込みください。申込み用紙は園で配付しています。  

区立園では、利用日前日（前日が休園日の場合は直前の開園日）の正午までにキャンセルする場合は、園に電話で申し出ることのみでキャンセル
の手続きができます。利用日前日の正午を過ぎてキャンセルした場合はキャンセル料として利用した場合の保育料を徴収します。その場合は辞退
届の提出が必要です。新型コロナウイルス感染症の感染等や感染予防のためにキャンセルした場合は、キャンセル料は徴収しません。私立園は、
園により異なります。各園にお問い合わせください。

②専用室型（保育園）

私立保育園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
区 立 私 立 

富久町保育園 ウィズブック保育園中落合 オルト保育園

住 所 富久町 22-21 中落合 3-21-10 高田馬場 3-40-3 

電 話 3357-7720 6914-4960 5332-7081 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 3 名 10 名 

内訳 
0～2 歳児 
3～5 歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

0 歳児～5 歳児
緊急 

2 名 
1 名 

0～2 歳児 
3～5 歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

日 数 
７日以内／月 

緊急の場合は１か月以内  
７日以内／月 

緊急の場合は１か月以内  
5 日以内／月 

緊急の場合は１か月以内  

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

 

* 土曜日は就労理由のみ受入可 ＊慣らし保育あり 

保育料 
2,300 円／日／人（食材料費 300 円含む） 

2,300 円／日／人 
午前利用の場合 1,500 円／日／人 

後払い 利用日当日払い 利用日当日払い 

事前登録 事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予約してください。 

申込み受付日 
 

受付方法 

＊申込書（富久町保育園で配布）を来園または郵送で提
出してください。 

＊申込時に抽選、締切後に利用の可否を郵送で通知し
ます。 

 ＊期日までに申込書を園に直接提出してください。順
次抽選を行います。 

＊抽選結果は、郵送で通知します。 

決定方法 抽選  抽選 

その他 
＊抽選後、空きのある日の申込みは、利用月の前月

の20日から2日前までに来園によりお申込みくだ
さい。 

 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日
9:00～ 16:00 

月～金曜日 
13:00～ 16:00 

キャンセル料
（土・日・祝日・年末年

始を除く） 

＊予約日前日 12 時までのキャンセルは無料、
以降は全額の保育料を徴収します。 

＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無料、
以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 

認可保育園等の一時保育 

《11》一時保育等

認可保育園・認定こども園 

キャンセル料

* 初回は慣らし保育あり 
10:00～ 12:00 の間の2時間で1,000 円 

2,300 円／日／人 
午前利用の場合1,500円／日／人 

  

利用希望日前月の 
１～５日（土・日・祝日を除く） 

利用希望日前月の 1 ～ 5 日 利用希望日前月の１～６日

＊9:00～16:00の間に電話で申込みを受け付けます。

＊事前に面接・登録が必要です。面接の日時はお問い
合わせください 

＊事前に面接・登録が必要です。面接の日時はお問い
合わせください 

空き利用型の区立園に同じ

（土・日・祝日・年末年始を除く）

抽選

月～金曜日 
9:00～ 16:00 
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保育施設に通っているお子さんが、病気または病気回復期で保育施設を利用できない期間、保護者の仕事等により家庭保育ができない場合に、一時的に専用室 

で保育• 看護します。

実施施設
病児・病後児保育 病後児保育

わらべうた四谷病児室 しんじゅくいるまこども園 原町みゆき保育園 オルト保育園 新宿こだま保育園

住   所 四谷 4-17 戸山 1-21-1 原町 2-43 高田馬場 3-40-3 中落合 4-25-19

電   話 5269-4255 6302-1225 3356-2663 5332-7081 5988-7807

対   象
新宿区民で、保育園、子ども園、保育ルーム、認証保育所等の保育施設に在籍しており、離乳食が完了している児童

※わらべうた四谷病児室、原町みゆき保育園は、かつ満1歳以上  

1 日の利用定員 ４名 ４名 ４名 ４名 ４名

利用日 月～金曜日　ただし、年末年始を除く

保育時間
8:00～ 18:00

（延長   7:30～ 8:00、18:00 ～ 18:30 あり）

8:00～ 18:00

（うち８時間以内）

当日申込は

9:00～ 17:00

8:30 ～ 18:00

（うち８時間以内）

8:00 ～ 18:00

（うち８時間以内）

事前登録 必要 必要 不要 必要 必要

利用方法等詳細 事前に医療機関を受診し、区指定の利用連絡票を作成してもらう必要があります。利用方法等の詳細は、各施設にお問い合わせください。

日曜日と祝日に、お仕事により家庭で保育ができない場合に保育します。次の利用要件に該当し、離乳食が完了している健康なお子さんが対象です。

①区内在住で、保育園•子ども園•保育ルーム等の地域型保育事業•認証保育所に在園していること。

②保護者が休日に就労等により、保育することができないこと。

ご希望の方は、直接実施園にお申込みください。利用にあたっては、事前に「面談」が必要です。

実施園
区立 私立

富久町保育園 原町みゆき保育園 オルト保育園

定員 30 名 20 名 20 名

利用日 日曜日、祝日（12/29～ 1/3 を除く）

利用時間 7:30～ 18:30 8:00～ 18:00 8:00～ 18:00

問合せ先 3357-7720 3356-2663 5332-7081

病児保育・病後児保育（認可保育園等）

休日保育

《10》病児保育・病後児保育・休日保育（認可保育園等）

区内在住の方を対象に、一時的にお子さんの保育が必要な時にお預かりする制度です。 

認可保育園等の一時保育には、クラス定員に空きがある場合に利用できる「空き利用型」と、一時保育専用の保育室で保育する「専用室型」があります。

認証保育所等の認可外保育施設の一時保育については、各施設に直接お問い合わせください。 

※保育施設（認可外保育施設を除く）に在籍しているお子さんは、利用することはできません。

※幼稚園に在籍している場合は、園の長期休業日のみ利用することができます。ただし、在籍している園で預かり保育を実施している期間は、長期休業であっても、利用

できません。

※緊急の場合とは、保護者が①死亡または行方不明により不在のとき、②病気・出産等により入院または自宅療養を必要とするとき、③家族が入院しその看護にあたると

き、④災害などにより復旧工事に従事するとき、⑤裁判員制度の裁判員（候補者）に選任され従事するときなど、緊急に家庭での保育をすることができない場合です。緊急性

の事実を証明する書類の提出が必要です。

①空き利用型（認可保育園・認定こども園・保育ルーム・事業所内保育所）

該当するクラスの定員に空きがある場合に利用できます。ただし、園の状況により利用できない場合があります。

園の食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
専用室型一時保育を実施していない

保育ルーム 事業所内保育所 

対   象 
新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団
保育可能な児童 

新宿区内在住で、健康で集団保育可能な児童 

２歳児、えどがわ園は１～５歳児） 

新宿区内在住で、生後6 か月以上の健康で集団
保育可能な児童（0～2 歳児） 

1 日の利用定員 定員に空きがある場合１日１名まで 
定員に空きがある場合１日３名まで 

（えどがわ園は5名まで） 

定員に空きがある場合１日３名まで 

（もみの樹園は5名まで） 

利用日数 5 日以内/ 月 5 日以内／月 5 日以内／月 

保育時間 ( 祝日・年末年始を除く ) 8:30～ 17:00（うち8 時間以内） 

保育料 1,000 円/日/ 人（後払い）（区立園は食材料費 300 円含む） 

申込方法 

①該当するクラス定員の空き状況には利用希望日の前月 25 日以降に保育課入園・認定係（電話：5273-4527）にお問い合わせください。
定員に空きがある保育園等をご案内します。 

②空きがある保育園等に電話で利用の可否についてお問い合わせください。空きがあっても園の状況により利用できない場合があります。

③利用が可能な場合は、利用希望日の前月25日から利用日の3日前までに、直接園にお申込みください。申込み用紙は園で配付しています。  

区立園では、利用日前日（前日が休園日の場合は直前の開園日）の正午までにキャンセルする場合は、園に電話で申し出ることのみでキャンセル
の手続きができます。利用日前日の正午を過ぎてキャンセルした場合はキャンセル料として利用した場合の保育料を徴収します。その場合は辞退
届の提出が必要です。新型コロナウイルス感染症の感染等や感染予防のためにキャンセルした場合は、キャンセル料は徴収しません。私立園は、
園により異なります。各園にお問い合わせください。

②専用室型（保育園）

私立保育園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
区 立 私 立 

富久町保育園 ウィズブック保育園中落合 オルト保育園

住 所 富久町 22-21 中落合 3-21-10 高田馬場 3-40-3 

電 話 3357-7720 6914-4960 5332-7081 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 3 名 10 名 

内訳 
0～2 歳児 
3～5 歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

0 歳児～5 歳児
緊急 

2 名 
1 名 

0～2 歳児 
3～5 歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

日 数 
７日以内／月 

緊急の場合は１か月以内  
７日以内／月 

緊急の場合は１か月以内  
5 日以内／月 

緊急の場合は１か月以内  

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

 

* 土曜日は就労理由のみ受入可 ＊慣らし保育あり 

保育料 
2,300 円／日／人（食材料費 300 円含む） 

2,300 円／日／人 
午前利用の場合 1,500 円／日／人 

後払い 利用日当日払い 利用日当日払い 

事前登録 事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予約してください。 

申込み受付日 
 

受付方法 

＊申込書（富久町保育園で配布）を来園または郵送で提
出してください。 

＊申込時に抽選、締切後に利用の可否を郵送で通知し
ます。 

 ＊期日までに申込書を園に直接提出してください。順
次抽選を行います。 

＊抽選結果は、郵送で通知します。 

決定方法 抽選  抽選 

その他 
＊抽選後、空きのある日の申込みは、利用月の前月

の20日から2日前までに来園によりお申込みくだ
さい。 

 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日
9:00～ 16:00 

月～金曜日 
13:00～ 16:00 

キャンセル料
（土・日・祝日・年末年

始を除く） 

＊予約日前日 12 時までのキャンセルは無料、
以降は全額の保育料を徴収します。 

＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無料、
以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 

認可保育園等の一時保育 

《11》一時保育等

認可保育園・認定こども園 

キャンセル料

* 初回は慣らし保育あり 
10:00～ 12:00 の間の2時間で1,000 円 

2,300 円／日／人 
午前利用の場合1,500円／日／人 

  

利用希望日前月の 
１～５日（土・日・祝日を除く） 

利用希望日前月の 1 ～ 5 日 利用希望日前月の１～６日

＊9:00～16:00の間に電話で申込みを受け付けます。

＊事前に面接・登録が必要です。面接の日時はお問い
合わせください 

＊事前に面接・登録が必要です。面接の日時はお問い
合わせください 

空き利用型の区立園に同じ

（土・日・祝日・年末年始を除く）

抽選

月～金曜日 
9:00～ 16:00 
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②専用室型（保育園）

私立保育園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

キッズガーデン新宿西落合 新栄保育園 新宿こだま保育園 

住 所 百人町 3-21-14 中落合 4-25-19 

電 話 6908-1723 6304-0241 5988-7807 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 3 名 10 名 7 名 

内訳 
0～2 歳児 
3～5 歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

緊急 
6名 
1名 

日 数 
5 日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 
７日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 
5 日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

9:00～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 13:00（午前利用の場合） 
＊慣らし保育あり 

初回は慣らし保育あり  ＊初回は慣らし保育あり 

保育料 

2,300 円／日／人 
1,500 円／日／人（午前利用の場合） 

2,300 円／日／人 
2,300 円／日／人 

午前利用（給食あり）の場合 
1,500 円／日／人 

利用日当日払い  利用日当日払い 

事前登録 
事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予
約してください。 

事前登録が必要です。申込用紙受取時に予約してくだ
さい。 

事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予
約してください。 

申込み受付日 
（土・日・祝日を除く） 

利用希望日前月の1 ～6 日 
利用希望日前々月の20日～月末  

（土• 日• 祝日を除く） 
利用希望日前月の 

5 ～ 10 日 

受付方法 
①期日までに申込書を直接園に提出してください。
②緊急の場合は随時受付けとし、緊急性を証明する

もの及び面接が必要になります。

 
 

 

＊午後１～２時の間に電話でお申込みください。 
＊緊急の場合は随時受付とし、緊急性を証明するもの

及び面接が必要になります。 

決定方法 先着順 抽選 先着順 

その他 
＊事前に面接• 登録が必要です。面接の日時• 予約は

園にお問い合わせ下さい。 
＊事前に面接• 登録が必要です。面接の日時は申込用

紙受取時に予約してください。 

＊事前の登録• 面接が必要です。面接の日時はお問い
合わせください。 

＊希望日に予約がとれなかった場合、キャンセル待ち
となります。 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 
13:00～ 16:00 

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 
13:00～ 17:00 

月～金曜日 
13:00～ 17:00 

キャンセル料
 
＊予約日前日 16:00 までのキャンセルは無料、以降

は全額の保育料を徴収。 
＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無料、

以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 
＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無料、

以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 

②専用室型（保育園）

私立保育園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

原町みゆき保育園 二葉南元保育園 

住   所 原町 2-43 南元町４ 

電   話 3356-2762（一時保育専用） 3351-3819 

対   象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 3 名 

内訳 
0 歳児 1 名 
1 歳児以上 1 名 
緊急 1 名 

日   数 
７日以内／月 

* 緊急の場合は1 か月以内 
5 日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 

（一日利用）8:30～ 17:00 
のうち 8 時間以内 

（午前利用）9:00～ 13:00 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

初回は慣らし保育あり 
10:00～ 12:00 の 
2 時間で 1,000 円 

＊初回は慣らし保育あり 
9:00～ 11:30 の間の 

2 時間で 1,000 円 

保育料 

2,300 円／日／人 
（午前利用の場合 1,500 円／日／人） 

2,300 円／日／人 

利用日当日払い 最終日一括払い 

事前登録  

申込み受付日 
（土・日・祝日を除く） 

利用希望日前月の 
14 ～ 18 日 

 

＊申込書を園に持参してください 
（18 日着分で抽選）。 

＊ 21日 13:00 以降ホームページに抽選結果を掲載
します。 

決定方法 抽選 抽選 

その他 
＊面接はお子さんと一緒に来園してください。 
＊空き日程の追加申し込みは電話でお問い合わせくだ

さい。 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 
13:30～ 14:30 

月～金曜日 
13:00～ 15:00 

キャンセル料
（土・日・祝日を除く） 

＊キャンセル料は発生しませんが、利用不要となった
場合は、早めに園に連絡をお願いいたします。 

＊予約日前日 16:00 までのキャンセルは無料、以降
は全額の保育料を徴収します。 

利用日当日払い（現金のみ）

利用希望日前月の 15 日まで
（15 日が土日祝の場合は前の平日）

＊利用申請書を園に持参してください。 
＊15～20日の間に、ご登録していただいたメールア

ドレス宛に翌月分の利用をお知らせします。
（20日が土日祝の場合は次の平日まで） 

　空き日程の追加申し込みは当月１日より電話で受け
　付けます。

＊面接はお子さんと一緒に来園してください。
 

   

緊急　　　　1 名  

０歳児　　　1 名 
１歳児以上　1 名 

受付方法

（土・日・祝日・年末年始を除く）

前々月の20日以降月末までの間に申込用紙を受取り、
抽選日を予約します。
抽選結果は郵送します。

0～2 歳児   ６名 
3～5 歳児  ３名
緊急 1 名 

事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予約してください。（面接はお子さんと一緒に来園してください）

西落合 2-7-16 伊勢光ビル 2・3階 

③専用室型（区立子ども園）

実施園 
区 立 

あいじつ子ども園 大木戸子ども園 おちごなかい子ども園 柏木子ども園 西新宿子ども園 四谷子ども園 

住 所 北町 17 四谷 4-17 
中井 1-8-12 
（乳児園舎） 

北新宿 2-3-7 
（乳児園舎） 

西新宿 4-35-5 四谷 2-6 

電 話  3267-3950 3359-4212 3361-1296 3369-1062 3377-9351 5369-3170 

１日の
利用定員 

合計 5 名 5 名 3 名 ４名 6 名 10 名 

内訳 
0～ 2歳児 4名
緊急（0～ 5歳児） 1名 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

1 名 
2 名 
1 名 
1 名 

0 歳児 1 名 
1～ 2歳児 1 名
緊急（0～5 歳児） 1 名 

0 歳児 2 名 
1～ 2歳児 1 名
緊急（0～5 歳児） 1 名 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

1 名 
3 名 
1 名 
1 名 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

2 名 
6 名 
1 名 
1 名 

対 象  

利用日数 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～土曜日 8:30～ 17:00 のうち 8 時間以内 

保育料 3,400 円／日／人（食材料費 300 円含む）（後払い） 

支払方法 納付書でのお支払いになります。翌月納付書を郵送します。お近くの特別出張所または金融機関でお支払いください 

事前登録 

利用を希望する園ごとに登録が必要です。各園に連絡し、登録の日程を決めてください。
担当者との面接が必要となります。お子さんと一緒に来園してください。  

【持ち物】①一時保育登録台帳（記入済のもの）、②一時保育問診票（記入済のもの）、③母子健康手帳、④乳幼児医療証をご持参ください。 
【注意】・申込み（抽選）までに必ず登録をしてください。  

・登録台帳や問診票は、各園で配布している他、ホームページからもダウンロードできます。
・登録は年度ごとに必要です。次年度も継続して利用したい方は、2 月中に登録手続きをしてください。改めて「①一時保育登録台帳」、「②一時保育問診票」の

提出が必要です。

申込方法 

①申込期間に利用希望園（1 園のみ）に来園して申込書を提出・抽選番号を引＜ 
・申込期間は、利用月の前月初日から原則5 開園日（土・日・祝日を除く。9:15～ 16:30 まで。）です。
・ 来園できない場合は、申込期間に申込書を郵送（必着）または FAX での申込みが可能です（代理抽選番号）。発送・送信した旨を必ず園に電話で連絡してください。 

②抽選番号をもとに利用可能日を決定（来園して申込みをした方が優先です）
・申込期間終了後、抽選番号・代理抽選番号の順に、それぞれ番号の若い順から利用可能日を決定します。
・ 郵送等で申込みされた方の抽選番号は、申込締切後、申込受付順に職員が代理で抽選番号を引きます（代理抽選番号）。来園者の利用日決定後に代理抽選分の

決定を行います。
③一時保育利用決定日に利用可能日を各園のホームページ・園内掲示で発表

・ 利用可能日（利用日ごとに当選した抽選番号）を掲載します。事前に取得した抽選番号と照合し、利用可能日を確認してください。
・FAX または郵送等で申込みした方は、来園して代理抽選番号を聞いてから、利用可能日を確認してください。 

※抽選後の空きのある日の申込みを希望する場合で、『離乳食、アレルギー食材の除去が必要な方は利用日の3 日前まで』、『幼児食の方は利用日前日正午まで』に、来園し
て申込みをしてください。

※空き状況は、ホームページ（原則、毎週火曜日掲載）をご覧になるか、園に直接電話または来園してお問い合わせください。

受付期間 月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 原則として 9:15～ 16:30（詳しくは園にお問い合わせください） 

キャンセル料

③専用室型（私立子ども園）

私立認定こども園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

大久保わかくさ子ども園 しんえい子ども園 もくもく しんじゅくいるまこども園 

住 所 大久保 1-4-1 高田馬場 4-36-12 戸山 1-21-1 

電 話 6265-9992 5332-5544 6302-1221 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 原則 5 名 15 名 

内訳 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

2 名 
4 名 
3 名 
1 名 

0 歳児 
1～ 3歳児 
4・5 歳児
緊急 

1 名 
1 名 
2 名 
1 名 

0～ 2歳児 
3 ～５歳児
緊急 

7 名 
7 名 
1 名 

日 数 
5 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 
7 日以内／月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 

5 日以内／月 
（キャンセル待ち含む）

* 緊急の場合は原則１か月以内 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

9:00～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊慣らし保育あり 

保育料 3,400 円／日／人 3,400 円／日／人 
3,400 円／日／人 

午前利用（給食あり）の場合 1,700 円／日／人 

支払方法 ＊利用日当日払い 
＊後払い。利用最終日に当月分の利用料を現金でお支

払いください。 
＊利用日当日払い 

事前登録 
事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予
約してください。 

事前登録が必要です。 
事前登録が必要です。電話にて書類受取日を予約して
ください。 

申込方法 
＊利用希望日前月の5 日に、13:00～ 15:00 の間

に電話でお申込みください。 
（先着順となります） 

* 利用希望月の前々月の 20 日以降に申込用紙を取り
にきて下さい。その際前月初めの抽選日、初めての
方は登録日を予約して下さい。

（事前登録） 
＊書類受取時に面談日を予約してください。 
＊面接はお子さんと一緒に来園してくだい。 

（予約方法） 
＊利用希望日前月の5～ 10 日（土・日・祝日を除く） 

に、電話で申込みを受付けます。（先着順）   

満 3 歳児以上は 14:00～ 15:00 の間 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日
13:00～ 15:00 

月～金曜日
9:30～ 17:00 

登録等の問い合わせ 月～金曜日
13:30～ 14:30 

キャンセル料 ＊利用日前日 17 時までに電話連絡によるキャンセル
は無料です。以降は全額の保育料を徴収します。 

＊利用日前日正午までに文書によるキャンセルは無料
です。以降は全額の保育料を徴収します。 

＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無 
料、以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 

新宿区内在住で、生後6か月以上の健康で集団保育が可能な児童 

７日以内／月（抽選は4 日まで申込み可。当選日数はあいじつ子ども園のみ2日以内）＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 

面接には30分から1 時間程度かかります。アレルギーのあるお子さんは看護師との面接もあります。 

利用日前日（前日が休園日の場合は直前の開園日）の正午までに所定の辞退届を提出した場合のキャンセルは無料です。  
以降は全額の保育料を徴収します。なお、FAXによるキャンセルも受付けますが、必ず送信した旨を電話で連絡してください。 

 

０～２歳は 13:00～ 14:00 の間 

（日・祝日・年末年始を除く） 
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②専用室型（保育園）

私立保育園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

キッズガーデン新宿西落合 新栄保育園 新宿こだま保育園 

住 所 百人町 3-21-14 中落合 4-25-19 

電 話 6908-1723 6304-0241 5988-7807 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 3 名 10 名 7 名 

内訳 
0～2 歳児 
3～5 歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

緊急 
6名 
1名 

日 数 
5 日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 
７日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 
5 日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

9:00～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 13:00（午前利用の場合） 
＊慣らし保育あり 

初回は慣らし保育あり  ＊初回は慣らし保育あり 

保育料 

2,300 円／日／人 
1,500 円／日／人（午前利用の場合） 

2,300 円／日／人 
2,300 円／日／人 

午前利用（給食あり）の場合 
1,500 円／日／人 

利用日当日払い  利用日当日払い 

事前登録 
事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予
約してください。 

事前登録が必要です。申込用紙受取時に予約してくだ
さい。 

事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予
約してください。 

申込み受付日 
（土・日・祝日を除く） 

利用希望日前月の1 ～6 日 
利用希望日前々月の20日～月末  

（土• 日• 祝日を除く） 
利用希望日前月の 

5 ～ 10 日 

受付方法 
①期日までに申込書を直接園に提出してください。
②緊急の場合は随時受付けとし、緊急性を証明する

もの及び面接が必要になります。

 
 

 

＊午後１～２時の間に電話でお申込みください。 
＊緊急の場合は随時受付とし、緊急性を証明するもの

及び面接が必要になります。 

決定方法 先着順 抽選 先着順 

その他 
＊事前に面接• 登録が必要です。面接の日時• 予約は

園にお問い合わせ下さい。 
＊事前に面接• 登録が必要です。面接の日時は申込用

紙受取時に予約してください。 

＊事前の登録• 面接が必要です。面接の日時はお問い
合わせください。 

＊希望日に予約がとれなかった場合、キャンセル待ち
となります。 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 
13:00～ 16:00 

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 
13:00～ 17:00 

月～金曜日 
13:00～ 17:00 

キャンセル料
 
＊予約日前日 16:00 までのキャンセルは無料、以降

は全額の保育料を徴収。 
＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無料、

以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 
＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無料、

以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 

②専用室型（保育園）

私立保育園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

原町みゆき保育園 二葉南元保育園 

住   所 原町 2-43 南元町４ 

電   話 3356-2762（一時保育専用） 3351-3819 

対   象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 3 名 

内訳 
0 歳児 1 名 
1 歳児以上 1 名 
緊急 1 名 

日   数 
７日以内／月 

* 緊急の場合は1 か月以内 
5 日以内／月 

* 緊急の場合は１か月以内 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 

（一日利用）8:30～ 17:00 
のうち 8 時間以内 

（午前利用）9:00～ 13:00 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

初回は慣らし保育あり 
10:00～ 12:00 の 
2 時間で 1,000 円 

＊初回は慣らし保育あり 
9:00～ 11:30 の間の 

2 時間で 1,000 円 

保育料 

2,300 円／日／人 
（午前利用の場合 1,500 円／日／人） 

2,300 円／日／人 

利用日当日払い 最終日一括払い 

事前登録  

申込み受付日 
（土・日・祝日を除く） 

利用希望日前月の 
14 ～ 18 日 

 

＊申込書を園に持参してください 
（18 日着分で抽選）。 

＊ 21日 13:00 以降ホームページに抽選結果を掲載
します。 

決定方法 抽選 抽選 

その他 
＊面接はお子さんと一緒に来園してください。 
＊空き日程の追加申し込みは電話でお問い合わせくだ

さい。 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 
13:30～ 14:30 

月～金曜日 
13:00～ 15:00 

キャンセル料
（土・日・祝日を除く） 

＊キャンセル料は発生しませんが、利用不要となった
場合は、早めに園に連絡をお願いいたします。 

＊予約日前日 16:00 までのキャンセルは無料、以降
は全額の保育料を徴収します。 

利用日当日払い（現金のみ）

利用希望日前月の 15 日まで
（15 日が土日祝の場合は前の平日）

＊利用申請書を園に持参してください。 
＊15～20日の間に、ご登録していただいたメールア

ドレス宛に翌月分の利用をお知らせします。
（20日が土日祝の場合は次の平日まで） 

　空き日程の追加申し込みは当月１日より電話で受け
　付けます。

＊面接はお子さんと一緒に来園してください。
 

   

緊急　　　　1 名  

０歳児　　　1 名 
１歳児以上　1 名 

受付方法

（土・日・祝日・年末年始を除く）

前々月の20日以降月末までの間に申込用紙を受取り、
抽選日を予約します。
抽選結果は郵送します。

0～2 歳児   ６名 
3～5 歳児  ３名
緊急 1 名 

事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予約してください。（面接はお子さんと一緒に来園してください）

西落合 2-7-16 伊勢光ビル 2・3階 

③専用室型（区立子ども園）

実施園 
区 立 

あいじつ子ども園 大木戸子ども園 おちごなかい子ども園 柏木子ども園 西新宿子ども園 四谷子ども園 

住 所 北町 17 四谷 4-17 
中井 1-8-12 
（乳児園舎） 

北新宿 2-3-7 
（乳児園舎） 

西新宿 4-35-5 四谷 2-6 

電 話  3267-3950 3359-4212 3361-1296 3369-1062 3377-9351 5369-3170 

１日の
利用定員 

合計 5 名 5 名 3 名 ４名 6 名 10 名 

内訳 
0～ 2歳児 4名
緊急（0～ 5歳児） 1名 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

1 名 
2 名 
1 名 
1 名 

0 歳児 1 名 
1～ 2歳児 1 名
緊急（0～5 歳児） 1 名 

0 歳児 2 名 
1～ 2歳児 1 名
緊急（0～5 歳児） 1 名 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

1 名 
3 名 
1 名 
1 名 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

2 名 
6 名 
1 名 
1 名 

対 象  

利用日数 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～土曜日 8:30～ 17:00 のうち 8 時間以内 

保育料 3,400 円／日／人（食材料費 300 円含む）（後払い） 

支払方法 納付書でのお支払いになります。翌月納付書を郵送します。お近くの特別出張所または金融機関でお支払いください 

事前登録 

利用を希望する園ごとに登録が必要です。各園に連絡し、登録の日程を決めてください。
担当者との面接が必要となります。お子さんと一緒に来園してください。  

【持ち物】①一時保育登録台帳（記入済のもの）、②一時保育問診票（記入済のもの）、③母子健康手帳、④乳幼児医療証をご持参ください。 
【注意】・申込み（抽選）までに必ず登録をしてください。  

・登録台帳や問診票は、各園で配布している他、ホームページからもダウンロードできます。
・登録は年度ごとに必要です。次年度も継続して利用したい方は、2 月中に登録手続きをしてください。改めて「①一時保育登録台帳」、「②一時保育問診票」の

提出が必要です。

申込方法 

①申込期間に利用希望園（1 園のみ）に来園して申込書を提出・抽選番号を引＜ 
・申込期間は、利用月の前月初日から原則5 開園日（土・日・祝日を除く。9:15～ 16:30 まで。）です。
・ 来園できない場合は、申込期間に申込書を郵送（必着）または FAX での申込みが可能です（代理抽選番号）。発送・送信した旨を必ず園に電話で連絡してください。 

②抽選番号をもとに利用可能日を決定（来園して申込みをした方が優先です）
・申込期間終了後、抽選番号・代理抽選番号の順に、それぞれ番号の若い順から利用可能日を決定します。
・ 郵送等で申込みされた方の抽選番号は、申込締切後、申込受付順に職員が代理で抽選番号を引きます（代理抽選番号）。来園者の利用日決定後に代理抽選分の

決定を行います。
③一時保育利用決定日に利用可能日を各園のホームページ・園内掲示で発表

・ 利用可能日（利用日ごとに当選した抽選番号）を掲載します。事前に取得した抽選番号と照合し、利用可能日を確認してください。
・FAX または郵送等で申込みした方は、来園して代理抽選番号を聞いてから、利用可能日を確認してください。 

※抽選後の空きのある日の申込みを希望する場合で、『離乳食、アレルギー食材の除去が必要な方は利用日の3 日前まで』、『幼児食の方は利用日前日正午まで』に、来園し
て申込みをしてください。

※空き状況は、ホームページ（原則、毎週火曜日掲載）をご覧になるか、園に直接電話または来園してお問い合わせください。

受付期間 月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 原則として 9:15～ 16:30（詳しくは園にお問い合わせください） 

キャンセル料

③専用室型（私立子ども園）

私立認定こども園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

大久保わかくさ子ども園 しんえい子ども園 もくもく しんじゅくいるまこども園 

住 所 大久保 1-4-1 高田馬場 4-36-12 戸山 1-21-1 

電 話 6265-9992 5332-5544 6302-1221 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 原則 5 名 15 名 

内訳 

0 歳児 
1～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

2 名 
4 名 
3 名 
1 名 

0 歳児 
1～ 3歳児 
4・5 歳児
緊急 

1 名 
1 名 
2 名 
1 名 

0～ 2歳児 
3 ～５歳児
緊急 

7 名 
7 名 
1 名 

日 数 
5 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 
7 日以内／月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 

5 日以内／月 
（キャンセル待ち含む）

* 緊急の場合は原則１か月以内 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

9:00～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊慣らし保育あり 

保育料 3,400 円／日／人 3,400 円／日／人 
3,400 円／日／人 

午前利用（給食あり）の場合 1,700 円／日／人 

支払方法 ＊利用日当日払い 
＊後払い。利用最終日に当月分の利用料を現金でお支

払いください。 
＊利用日当日払い 

事前登録 
事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予
約してください。 

事前登録が必要です。 
事前登録が必要です。電話にて書類受取日を予約して
ください。 

申込方法 
＊利用希望日前月の5 日に、13:00～ 15:00 の間

に電話でお申込みください。 
（先着順となります） 

* 利用希望月の前々月の 20 日以降に申込用紙を取り
にきて下さい。その際前月初めの抽選日、初めての
方は登録日を予約して下さい。

（事前登録） 
＊書類受取時に面談日を予約してください。 
＊面接はお子さんと一緒に来園してくだい。 

（予約方法） 
＊利用希望日前月の5～ 10 日（土・日・祝日を除く） 

に、電話で申込みを受付けます。（先着順）   

満 3 歳児以上は 14:00～ 15:00 の間 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日
13:00～ 15:00 

月～金曜日
9:30～ 17:00 

登録等の問い合わせ 月～金曜日
13:30～ 14:30 

キャンセル料 ＊利用日前日 17 時までに電話連絡によるキャンセル
は無料です。以降は全額の保育料を徴収します。 

＊利用日前日正午までに文書によるキャンセルは無料
です。以降は全額の保育料を徴収します。 

＊予約日前日正午までの文書によるキャンセルは無 
料、以降は全額の保育料を徴収します。（FAX 可） 

新宿区内在住で、生後6か月以上の健康で集団保育が可能な児童 

７日以内／月（抽選は4 日まで申込み可。当選日数はあいじつ子ども園のみ2日以内）＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 

面接には30分から1 時間程度かかります。アレルギーのあるお子さんは看護師との面接もあります。 

利用日前日（前日が休園日の場合は直前の開園日）の正午までに所定の辞退届を提出した場合のキャンセルは無料です。  
以降は全額の保育料を徴収します。なお、FAXによるキャンセルも受付けますが、必ず送信した旨を電話で連絡してください。 

 

０～２歳は 13:00～ 14:00 の間 

（日・祝日・年末年始を除く） 
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ひろば型一時保 

③専用室型（私立子ども園）

私立子ども園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

新宿せいが子ども園 ChaCha Children Higashitoyama 富久ソラのこども園ちいさなうちゅう 

住 所 下落合 2-10-20 戸山 2-34-101 富久町 14-1 

電 話 3954-4190 5155-4321 6380-0414 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 10 名 10 名 

内訳 
0～ 2歳児 
3 ～５歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

0～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

6 名 
3 名 
1 名 

0～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

6 名 
3 名 
1 名 

日 数 
7 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 
7 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 
5 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊初回は慣らし保育あり 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊土曜日は緊急の場合のみ 

9:00～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊慣らし保育あり  

保育料 
3,400 円／日／人 

4 時間以内の利用 1,700 円／日／人 
3,400 円／日／人 

4 時間以内の利用 1,600 円／日／人 
3,400 円／日／人 

4 時間以内の利用1,700 円／日／人 

支払方法 ＊利用回毎に電子マネーでお支払いください。 ＊利用日当日に園で直接お支払いください。 
＊利用日当日朝にコンビニ支払い用紙をお渡しします。

当日中に振り込みをお願いします。 

事前登録 事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予約してください。 

申込方法 

＊利用希望月前月の6 ～ 10 日に下記の時間帯に会員
番号にて電話で申込みを受付けます。 
0～2 歳児 13:00～ 14:00 
3 歳児以上 14:00～ 15:00 

＊確定した予約日・キャンセル待ちをメールで園に送ってくだ
さい。 

＊面接にはお子さんと一緒に来園してください。 
＊希望日に予約が取れなかった場合 7 日以内（予約した日

を含む）でキャンセル待ちができます。 

＊利用希望日の前月 10 日の 10:00 から、園で抽選
を行います( 休日の場合は、原則翌日 )。 

＊毎月7 日までに、抽選参加の旨を電話でお伝えく
ださい。 

＊抽選日以降の受付は先着順となります。 
＊キャンセル待ちの受付はしていません。 

 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 
9:00～ 17:00 

月～金曜日 
9:30～ 16:30 

月～金曜日 
10:00～ 16:00 

キャンセル料 ＊利用日までにご連絡いただければキャンセル料は発
生しません。    

＊利用日前日正午までにご連絡をいただければキャン
セルは無料です。以降は全額の保育料を徴収します。

 

＊利用日前日正午までの電話等によるキャンセルは無
料です。以降は全額の保育料を徴収します。 

子ども総合センター、中落合子ども家庭支援センター、榎町子ども家庭支援センターで、ひろば型の一時保育を行っています。理由 を問わず、

一時的にお子さんの保育が必要な場合にお預かりします。 

実施施設 
  

住  所 新宿 7-3-29 中落合 2-7-24 榎町 36 

電  話 3952-7751 3269-7304 

対  象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康な未就学児 

利用定員 同一時間帯５名まで 

日  数 上限なし 

保育時間 
( 祝日・年末年始を除く ) 

利用料 

申込方法 

問い合わせ先 各施設へ 

ひろば型一時保育 

＊抽選（11 日予定） 
園に一任していただきます。 

＊利用希望日の前月の5～ 10 日（土・日・祝日除く）
10:00～ 16:00 までの間に申込用紙を一時保育室
入口にある受付BOXに入れてください。 

＊抽選結果はホームページに掲載します。 

（日・祝日・年末年始を除く）

子ども総合センター 中落合子ども家庭支援センター 榎町子ども家庭支援センター

（事前登録専用）3232-0695 

（利用申込専用）3232-0675 

事前登録が必要です（登録手続の前に電話で面接の予約をしてください）。 

登録後に利用申請を行ってください。利用したい日の 1 週間前から前日（月～金曜日、ただし祝日を除く） に電話または来所で申込みをし

てください。 

申込みの受付時間は、9:00 ～ 17:00 です。 

月～金    9:00～ 17:00 のうち 1 時間以上 30 分単位で 4 時間まで   

最初の 1 時間は 950 円、その後は 30 分ごとに 350 円（30 分未満は切り上げます）。（減免あり）  

理由を問わず、一時的にお子さんの保育が必要な場合にお預かりします。 

理由を問わず、一時的にお子さんの保育が必要な場合にお預かり します。 

地域子育て支援センター二葉

ゆったりーの 

実施施設 ゆったりーの

住 所 北山伏町 2-17

電 話 5228-4377

対 象 

利用定員 １日２名

日 数 １回の電話予約では週１回まで

保育時間 

利用料 1,500 円/ 人 

申込方法 

問い合わせ先 NPO 法人ゆったりーの（5228-4377）

実施施設 地域子育て支援センター二葉 

住 所 南元町４  二葉乳児院2 F  

電 話 5363-2170 

対 象 生後 6 か月以上の健康な未就学児 

利用定員 同一時間帯５名まで 

日 数 上限なし 

保育時間 
( 祝日• 年末年始を除く ) 

利用料 
最初の 1 時間は 950 円、その後は 30 分ごとに 350 円（30 分未満は切り上げます）。

※新宿区民以外の方は区外料金となるため、お問い合わせください。

申込方法 

受付時間：９:00～ 16:00（土日祝日• 年末年始等除く） 

※事前に親子で来館の上、利用登録が必要です。

※初回は慣らし保育（１時間から１時間半）となります。

※利用登録後、利用希望日の１週間前の９:00（区外の方は 13：00）から前日の 16:00 まで予約受付。

※空きがあれば、当日申し込みも可能です。

問い合わせ先 地域子育て支援センター二葉（5363-2170）へ 

  )( 祝日• 年末年始を除く

月～金 

9:00 ～ 17:00 のうち1 時間以上 30 分単位で 4 時間まで  

月・水・金    9:45 ～ 12:45 まで 

1 回につき 3 時間 

4 月 1 日現在 3 歳未満のお子さん（生後6 か月未満のお子さんについては登録• 申込み時に相談）

（空きがある場合は随時受付）

毎週月曜日（祝日の場合は前週土曜日）10:00 ～ 10:30 に、翌々週の予約を電話で受け付けます。

※事前登録が必要です。 
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ひろば型一時保 

③専用室型（私立子ども園）

私立子ども園における食材料費については、直接各園にお問い合わせください。

実施園 
私 立 

新宿せいが子ども園 ChaCha Children Higashitoyama 富久ソラのこども園ちいさなうちゅう 

住 所 下落合 2-10-20 戸山 2-34-101 富久町 14-1 

電 話 3954-4190 5155-4321 6380-0414 

対 象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康で集団保育可能な児童 

１日の
利用定員 

合計 10 名 10 名 10 名 

内訳 
0～ 2歳児 
3 ～５歳児
緊急 

６名
３名
1 名 

0～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

6 名 
3 名 
1 名 

0～ 2歳児 
3～ 5歳児
緊急 

6 名 
3 名 
1 名 

日 数 
7 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 
7 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 
5 日以内/ 月 

＊緊急の場合は１か月以内で必要な日数 

保育時間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊初回は慣らし保育あり 

8:30～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊土曜日は緊急の場合のみ 

9:00～ 17:00 のうち 
8 時間以内 

＊慣らし保育あり  

保育料 
3,400 円／日／人 

4 時間以内の利用 1,700 円／日／人 
3,400 円／日／人 

4 時間以内の利用 1,600 円／日／人 
3,400 円／日／人 

4 時間以内の利用1,700 円／日／人 

支払方法 ＊利用回毎に電子マネーでお支払いください。 ＊利用日当日に園で直接お支払いください。 
＊利用日当日朝にコンビニ支払い用紙をお渡しします。

当日中に振り込みをお願いします。 

事前登録 事前登録が必要です。登録のための面接日を電話で予約してください。 

申込方法 

＊利用希望月前月の6 ～ 10 日に下記の時間帯に会員
番号にて電話で申込みを受付けます。 
0～2 歳児 13:00～ 14:00 
3 歳児以上 14:00～ 15:00 

＊確定した予約日・キャンセル待ちをメールで園に送ってくだ
さい。 

＊面接にはお子さんと一緒に来園してください。 
＊希望日に予約が取れなかった場合 7 日以内（予約した日

を含む）でキャンセル待ちができます。 

＊利用希望日の前月 10 日の 10:00 から、園で抽選
を行います( 休日の場合は、原則翌日 )。 

＊毎月7 日までに、抽選参加の旨を電話でお伝えく
ださい。 

＊抽選日以降の受付は先着順となります。 
＊キャンセル待ちの受付はしていません。 

 

受付期間 
（祝日・年末年始を除く） 

月～金曜日 
9:00～ 17:00 

月～金曜日 
9:30～ 16:30 

月～金曜日 
10:00～ 16:00 

キャンセル料 ＊利用日までにご連絡いただければキャンセル料は発
生しません。    

＊利用日前日正午までにご連絡をいただければキャン
セルは無料です。以降は全額の保育料を徴収します。

 

＊利用日前日正午までの電話等によるキャンセルは無
料です。以降は全額の保育料を徴収します。 

子ども総合センター、中落合子ども家庭支援センター、榎町子ども家庭支援センターで、ひろば型の一時保育を行っています。理由 を問わず、

一時的にお子さんの保育が必要な場合にお預かりします。 

実施施設 
  

住  所 新宿 7-3-29 中落合 2-7-24 榎町 36 

電  話 3952-7751 3269-7304 

対  象 新宿区内在住で、生後６か月以上の健康な未就学児 

利用定員 同一時間帯５名まで 

日  数 上限なし 

保育時間 
( 祝日・年末年始を除く ) 

利用料 

申込方法 

問い合わせ先 各施設へ 

ひろば型一時保育 

＊抽選（11 日予定） 
園に一任していただきます。 

＊利用希望日の前月の5～ 10 日（土・日・祝日除く）
10:00～ 16:00 までの間に申込用紙を一時保育室
入口にある受付BOXに入れてください。 

＊抽選結果はホームページに掲載します。 

（日・祝日・年末年始を除く）

子ども総合センター 中落合子ども家庭支援センター 榎町子ども家庭支援センター

（事前登録専用）3232-0695 

（利用申込専用）3232-0675 

事前登録が必要です（登録手続の前に電話で面接の予約をしてください）。 

登録後に利用申請を行ってください。利用したい日の 1 週間前から前日（月～金曜日、ただし祝日を除く） に電話または来所で申込みをし

てください。 

申込みの受付時間は、9:00 ～ 17:00 です。 

月～金    9:00～ 17:00 のうち 1 時間以上 30 分単位で 4 時間まで   

最初の 1 時間は 950 円、その後は 30 分ごとに 350 円（30 分未満は切り上げます）。（減免あり）  

理由を問わず、一時的にお子さんの保育が必要な場合にお預かりします。 

理由を問わず、一時的にお子さんの保育が必要な場合にお預かり します。 

地域子育て支援センター二葉

ゆったりーの 

実施施設 ゆったりーの

住 所 北山伏町 2-17

電 話 5228-4377

対 象 

利用定員 １日２名

日 数 １回の電話予約では週１回まで

保育時間 

利用料 1,500 円/ 人 

申込方法 

問い合わせ先 NPO 法人ゆったりーの（5228-4377）

実施施設 地域子育て支援センター二葉 

住 所 南元町４  二葉乳児院2 F  

電 話 5363-2170 

対 象 生後 6 か月以上の健康な未就学児 

利用定員 同一時間帯５名まで 

日 数 上限なし 

保育時間 
( 祝日• 年末年始を除く ) 

利用料 
最初の 1 時間は 950 円、その後は 30 分ごとに 350 円（30 分未満は切り上げます）。

※新宿区民以外の方は区外料金となるため、お問い合わせください。

申込方法 

受付時間：９:00～ 16:00（土日祝日• 年末年始等除く） 

※事前に親子で来館の上、利用登録が必要です。

※初回は慣らし保育（１時間から１時間半）となります。

※利用登録後、利用希望日の１週間前の９:00（区外の方は 13：00）から前日の 16:00 まで予約受付。

※空きがあれば、当日申し込みも可能です。

問い合わせ先 地域子育て支援センター二葉（5363-2170）へ 

  )( 祝日• 年末年始を除く

月～金 

9:00 ～ 17:00 のうち1 時間以上 30 分単位で 4 時間まで  

月・水・金    9:45 ～ 12:45 まで 

1 回につき 3 時間 

4 月 1 日現在 3 歳未満のお子さん（生後6 か月未満のお子さんについては登録• 申込み時に相談）

（空きがある場合は随時受付）

毎週月曜日（祝日の場合は前週土曜日）10:00 ～ 10:30 に、翌々週の予約を電話で受け付けます。

※事前登録が必要です。 
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保護者の入院、出産、介護、出張、育児疲れ等で、昼夜を通してお子さんを養育する方がいないときに、区内の乳児院や協力家庭でお預かりします。 

夜間（17 時～ 22 時 ）、仕事等でお子さんを養育できないときに、協力家庭でお預かりします。 

地方裁判所から「裁判員等選任手続き期日のお知らせ（呼出状）」が届き、裁判員（候補者）として従事する間にお子さんを養育をする人がいない場合にお預か

りします。 

子どもショートステイ

トワイライトステイ

裁判員（候補者）に選任され従事するとき 

実施場所 二葉乳児院又は区内の協力家庭 

対  象 新宿区内在住で生後 60 日以上 18 歳未満の児童 

日  数 1 回に 7 泊以内 

利用料 1 泊（24 時間）につき 3,000 円（減免あり） 

申込方法 子ども総合センターにお問い合わせください。 

問い合わせ先 子ども総合センター総合相談係（3232-0675） 

実施場所 区内の協力家庭 

対  象  新宿区内在住で生後 60日 以上 18 歳未満の児童 

利用時間 原則 17 時～ 22 時（年度内 12 回まで） 

利用料 ご利用時間に関わらず、１回につき 2,000 円（減免あり）
 

申込方法 子ども総合センターにお問い合わせください。 

お問い合わせ先 子ども総合センター総合相談係（3232-0675） 

対  象 新宿区内にお住まいの生後 57 日以上の健康で集団保育可能な就学前のお子さんの保護者
 

利用期間・時間  

実施園 新宿区立認可保育園、区立認定子ども園 

利用料 無料 

申込方法 

お問い合わせ先 保育課入園・認定係（5273-4527） 

8:30 ～18:00  のうち、必要とする時間及び期間 

保育課入園・認定係に相談し、指定された保育園で申込みをしてください。 

《12》子育て支援情報 

①育児支援家庭訪問事業（産前産後支援）

産前、産後の育児や家事などの支援を必要とする家庭に対して、ヘルパーまたは産後ドゥーラを派遣し養育者の生活を支援します。

対  象 
新宿区内在住で次のいずれかに該当する方。妊婦の方、０歳のお子さんを養育されている方、１～２歳のお子さんと４歳未満の兄姉を養育され
ている多子家庭の方、０～２歳の多胎児（双子や三つ子など）を養育されている方。

 

内  容 家事や育児の援助者を派遣。

 事前の利用登録が必要です。（窓口、郵送、電子のいずれか） 

利用時間 月～日 9 : 00 ～ 20 : 00（年末年始を除く） １日１回 2・3・4 時間 

 
世帯状況によって異なる。

（20、40、55、60、75時間のいずれか） 

利用料 1 時間あたり1,000 円（ヘルパー）または1,500円（産後ドゥーラ）（減免あり） 

問い合わせ先  子ども総合センター総合相談係（3232-0675）へ

その他 

②家庭訪問型子育て支援事業（ホームスタート・二葉）

妊婦の方、未就学児がいる家庭に、研修を受けたボランティア（先輩ママ・パパ）がご自宅に伺い、お話を聴いたり（傾聴）、お子さんと一緒に遊んだり家事を一緒

に行います。 

 

「親子で友だちづくりをしたい時」や「親子でいつもと違う遊びや身体を使って遊びたい時」などにご利用ください。 

①子育てひろば

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館に、乳幼児親子を対象とした幼児サークルがあり、乳幼児親子が集える場を提供しています。

また、一部の館では、午後も利用できる乳幼児専用スペースがあります。 各館に直接お問い合わせください。

最寄りの館がわからないときは、子ども総合センター児童館運営係（5273-4544）にお問い合わせください。 

②幼稚園の未就園児交流事業（幼児サークル）

区立幼稚園では、未就園児と保護者の方のための事業を行っている園があります。内容は幼稚園により様々ですので、直接園にお問い合わせください。

③子ども園の未就園児交流事業

子ども園では、未就園児親子の交流事業を実施しています。

対  象 新宿区在住の妊婦の方や未就学児童がいるご家庭

利用回数 週 1 回 2 時間程度   計 4 ～ 6  回程度

問い合わせ先 地域子育て支援センター二葉（5363-2170）へ

 子育て支援事業（家庭訪問型） 

子育て支援（親子参加型） 

詳細は区ホームページ（右二次元コード）へ

利用登録申請

利用上限時間数
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保護者の入院、出産、介護、出張、育児疲れ等で、昼夜を通してお子さんを養育する方がいないときに、区内の乳児院や協力家庭でお預かりします。 

夜間（17 時～ 22 時 ）、仕事等でお子さんを養育できないときに、協力家庭でお預かりします。 

地方裁判所から「裁判員等選任手続き期日のお知らせ（呼出状）」が届き、裁判員（候補者）として従事する間にお子さんを養育をする人がいない場合にお預か

りします。 

子どもショートステイ

トワイライトステイ

裁判員（候補者）に選任され従事するとき 

実施場所 二葉乳児院又は区内の協力家庭 

対  象 新宿区内在住で生後 60 日以上 18 歳未満の児童 

日  数 1 回に 7 泊以内 

利用料 1 泊（24 時間）につき 3,000 円（減免あり） 

申込方法 子ども総合センターにお問い合わせください。 

問い合わせ先 子ども総合センター総合相談係（3232-0675） 

実施場所 区内の協力家庭 

対  象  新宿区内在住で生後 60日 以上 18 歳未満の児童 

利用時間 原則 17 時～ 22 時（年度内 12 回まで） 

利用料 ご利用時間に関わらず、１回につき 2,000 円（減免あり）
 

申込方法 子ども総合センターにお問い合わせください。 

お問い合わせ先 子ども総合センター総合相談係（3232-0675） 

対  象 新宿区内にお住まいの生後 57 日以上の健康で集団保育可能な就学前のお子さんの保護者
 

利用期間・時間  

実施園 新宿区立認可保育園、区立認定子ども園 

利用料 無料 

申込方法 

お問い合わせ先 保育課入園・認定係（5273-4527） 

8:30 ～18:00  のうち、必要とする時間及び期間 

保育課入園・認定係に相談し、指定された保育園で申込みをしてください。 

《12》子育て支援情報 

①育児支援家庭訪問事業（産前産後支援）

産前、産後の育児や家事などの支援を必要とする家庭に対して、ヘルパーまたは産後ドゥーラを派遣し養育者の生活を支援します。

対  象 
新宿区内在住で次のいずれかに該当する方。妊婦の方、０歳のお子さんを養育されている方、１～２歳のお子さんと４歳未満の兄姉を養育され
ている多子家庭の方、０～２歳の多胎児（双子や三つ子など）を養育されている方。

 

内  容 家事や育児の援助者を派遣。

 事前の利用登録が必要です。（窓口、郵送、電子のいずれか） 

利用時間 月～日 9 : 00 ～ 20 : 00（年末年始を除く） １日１回 2・3・4 時間 

 
世帯状況によって異なる。

（20、40、55、60、75時間のいずれか） 

利用料 1 時間あたり1,000 円（ヘルパー）または1,500円（産後ドゥーラ）（減免あり） 

問い合わせ先  子ども総合センター総合相談係（3232-0675）へ

その他 

②家庭訪問型子育て支援事業（ホームスタート・二葉）

妊婦の方、未就学児がいる家庭に、研修を受けたボランティア（先輩ママ・パパ）がご自宅に伺い、お話を聴いたり（傾聴）、お子さんと一緒に遊んだり家事を一緒

に行います。 

 

「親子で友だちづくりをしたい時」や「親子でいつもと違う遊びや身体を使って遊びたい時」などにご利用ください。 

①子育てひろば

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館に、乳幼児親子を対象とした幼児サークルがあり、乳幼児親子が集える場を提供しています。

また、一部の館では、午後も利用できる乳幼児専用スペースがあります。 各館に直接お問い合わせください。

最寄りの館がわからないときは、子ども総合センター児童館運営係（5273-4544）にお問い合わせください。 

②幼稚園の未就園児交流事業（幼児サークル）

区立幼稚園では、未就園児と保護者の方のための事業を行っている園があります。内容は幼稚園により様々ですので、直接園にお問い合わせください。

③子ども園の未就園児交流事業

子ども園では、未就園児親子の交流事業を実施しています。

対  象 新宿区在住の妊婦の方や未就学児童がいるご家庭

利用回数 週 1 回 2 時間程度   計 4 ～ 6  回程度

問い合わせ先 地域子育て支援センター二葉（5363-2170）へ

 子育て支援事業（家庭訪問型） 

子育て支援（親子参加型） 

詳細は区ホームページ（右二次元コード）へ

利用登録申請

利用上限時間数
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子育て支援施

実施施設
子ども総合センター

「親と子のひろば」

中落合子ども家庭
支援センター

「親と子のひろば」

榎町子ども家庭
支援センター

「えのきひろば」

信濃町子ども家庭
支援センター

「親と子のひろば」

北新宿子ども家庭
支援センター

「親と子のひろば」

開館日

月～金 9:30～ 18:00
土・日・祝日・学校休業日

9:00～ 18:00
＊年末年始は休館

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

場   所
新宿 7-3-29

子ども総合センター1 階

中落合 2-7-24

中落合子ども家庭支援センター2 階

榎町 36

榎町子ども家庭支援センター 3 階

信濃町 20

信濃町子ども家庭支援センター4 階

北新宿 3-20-2

北新宿子ども家庭支援センター2 階

問い合わせ先 3232-0695 3952-7751 3269-7304 3357-6851 3365-1121

実施施設

地域子育て
支援センター二葉

「ふたばひろば」

地域子育て
支援センター原町みゆき

「原町みゆきひろば」

西戸山幼稚園

つどいのへや「どんぐり」

ゆったりーの

「ゆうゆうひろば」

開館日

日～木 10:00～ 16:00

＊行事、イベント等で一部
使用できない場合あり

＊祝日・年末年始は休館

月～金
10:00～ 11:00（室内）
11:00～ 13:00（園庭）
13:00～ 15:00（室内）
15:00～ 16:00（園庭）
＊祝日・年末年始は休館

火・木曜日11:00～16:00
水・金曜日10:30～16:00

＊土・日・月曜日、祝日、年末年始、

園が定める日は除く

月・水・金・土 10:00～ 16:00

火 12:30～ 16:00

＊火曜 12:30 までは個別相談など

＊木・日・祝日・お盆・年末年始

は休館

場   所
南元町 4

二葉乳児院2 階

原町 2-43

原町みゆき保育園内

百人町 4-7-1

西戸山幼稚園内
北山伏町 2-17

問い合わせ先 5363-2170 3356-2663 3362-0423 5228-4377

子育て支援施設
①区立子ども園

実施施設
四谷子ども園

「つどいのへや」

あいじつ子ども園

「ことりクラブ」

西新宿子ども園

「ひよこクラブ」

柏木子ども園

「カンガルークラブ」

おちごなかい子ども園

「さくらんぼクラブ」

開館日

月～土曜日
9:00～ 15:00

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料） ＊登録が必要です（無料）

毎週金曜日

10:30～ 11:45

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週水曜日

10:00～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週火曜日

10:00 ～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

場   所 四谷 2-6 北町 17 西新宿 4-35-5
北新宿 2-3-7

（乳児園舎）

上落合 3-1-6

（幼児園舎）

問い合わせ先 5369-3170 3267-3950 3377-9351 3369-1062 3227-2048

実施施設
大木戸子ども園

「にじのひろば」

しなのまち子ども園

「にこにこクラブ」

戸山第一子ども園

「といちっこひろば」

西落合子ども園

「めだかクラブ」

北新宿子ども園

「にこにこ会」

開館日

毎週水曜日

10:00～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

「おひさまタイム」

毎週水曜日・金曜日

10:00～ 11:30

「うきうきタイム」

毎月第二水曜日

10:30～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週火曜日・木曜日

9:45～ 11:15、

14:30～ 15:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週水曜日

10:00 ～ 11:20

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週木曜日

10:00 ～ 11:15

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

場   所 四谷 4-17 信濃町 20 戸山 2-26-101 西落合 1-31-24 北新宿 3-20-2

問い合わせ先 3358-1431 3357-5136 3202-7820 3954-1064 3365-0225

②私立子ども園

実施施設
しんえい子ども園 もくもく

「つくしんぼ」

ChaCha Children Higashitoyama

「ChaCha time」

大久保わかくさ子ども園

「さくらんぼクラブ」

富久ソラのこども園
ちいさなうちゅう

「大きなおうちひろば」

新宿せいが子ども園

「かぜとひかりひろば」

開館日

水曜日（不定期）

10:00～ 11:15

（祝日･ 年末年始除く）

＊ 電話予約が必要です

詳しくは園にお問い

合わせください。

「ChaCha time」

＊詳しくは園にお問い
合わせください。

第三水曜日

10:00 ～ 11:15

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

詳しくは園にお問い合わ

せいただくか、ホームペ

ージにてご確認ください。

http://tokyojidokyokai.

com

場   所 高田馬場 4-36-12 戸山 2-34-101 大久保 1-4-1 富久町 14-1 下落合 2-10-20

問い合わせ先 5332-5544 5155-4321 6265-9992 6380-0414 3954-4190

実施施設
しんじゅくいるまこども園

「ハミング カフェ＆ケア」

認定こども園新宿ベアーズ

「子育てひろば」

開館日

水曜日（不定期）

詳しくは園にお問い合わ

せください。

場   所 戸山 1-21-1
西新宿 5-25-11

エイジーエス西新宿ビル 1・3 F

問い合わせ先 6302-1221 6276-5431

子ども園未就園児親子の交流事子ども園未就園児親子の交流事業

火曜日

詳しくは、園に

お問い合わせください。

月一回（不定期）

不定期開催

詳しくは園にお問い合わ

せいただくか、ホームペ

ージにてご確認ください。

＊電話予約が必要です

（無料）

不定期開催（無料）

年 8 回の開催を予定

10:00～ 11:00

詳しくは園にお問い合わ

せください。
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子育て支援施

実施施設
子ども総合センター

「親と子のひろば」

中落合子ども家庭
支援センター

「親と子のひろば」

榎町子ども家庭
支援センター

「えのきひろば」

信濃町子ども家庭
支援センター

「親と子のひろば」

北新宿子ども家庭
支援センター

「親と子のひろば」

開館日

月～金 9:30～ 18:00
土・日・祝日・学校休業日

9:00～ 18:00
＊年末年始は休館

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

毎日   9:30～ 18:00

＊年末年始は休館

（学校休業日の平日は9:00～）

場   所
新宿 7-3-29

子ども総合センター1 階

中落合 2-7-24

中落合子ども家庭支援センター2 階

榎町 36

榎町子ども家庭支援センター 3 階

信濃町 20

信濃町子ども家庭支援センター4 階

北新宿 3-20-2

北新宿子ども家庭支援センター2 階

問い合わせ先 3232-0695 3952-7751 3269-7304 3357-6851 3365-1121

実施施設

地域子育て
支援センター二葉

「ふたばひろば」

地域子育て
支援センター原町みゆき

「原町みゆきひろば」

西戸山幼稚園

つどいのへや「どんぐり」

ゆったりーの

「ゆうゆうひろば」

開館日

日～木 10:00～ 16:00

＊行事、イベント等で一部
使用できない場合あり

＊祝日・年末年始は休館

月～金
10:00～ 11:00（室内）
11:00～ 13:00（園庭）
13:00～ 15:00（室内）
15:00～ 16:00（園庭）
＊祝日・年末年始は休館

火・木曜日11:00～16:00
水・金曜日10:30～16:00

＊土・日・月曜日、祝日、年末年始、

園が定める日は除く

月・水・金・土 10:00～ 16:00

火 12:30～ 16:00

＊火曜 12:30 までは個別相談など

＊木・日・祝日・お盆・年末年始

は休館

場   所
南元町 4

二葉乳児院2 階

原町 2-43

原町みゆき保育園内

百人町 4-7-1

西戸山幼稚園内
北山伏町 2-17

問い合わせ先 5363-2170 3356-2663 3362-0423 5228-4377

子育て支援施設
①区立子ども園

実施施設
四谷子ども園

「つどいのへや」

あいじつ子ども園

「ことりクラブ」

西新宿子ども園

「ひよこクラブ」

柏木子ども園

「カンガルークラブ」

おちごなかい子ども園

「さくらんぼクラブ」

開館日

月～土曜日
9:00～ 15:00

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料） ＊登録が必要です（無料）

毎週金曜日

10:30～ 11:45

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週水曜日

10:00～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週火曜日

10:00 ～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

場   所 四谷 2-6 北町 17 西新宿 4-35-5
北新宿 2-3-7

（乳児園舎）

上落合 3-1-6

（幼児園舎）

問い合わせ先 5369-3170 3267-3950 3377-9351 3369-1062 3227-2048

実施施設
大木戸子ども園

「にじのひろば」

しなのまち子ども園

「にこにこクラブ」

戸山第一子ども園

「といちっこひろば」

西落合子ども園

「めだかクラブ」

北新宿子ども園

「にこにこ会」

開館日

毎週水曜日

10:00～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

「おひさまタイム」

毎週水曜日・金曜日

10:00～ 11:30

「うきうきタイム」

毎月第二水曜日

10:30～ 11:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週火曜日・木曜日

9:45～ 11:15、

14:30～ 15:30

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週水曜日

10:00 ～ 11:20

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

毎週木曜日

10:00 ～ 11:15

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

場   所 四谷 4-17 信濃町 20 戸山 2-26-101 西落合 1-31-24 北新宿 3-20-2

問い合わせ先 3358-1431 3357-5136 3202-7820 3954-1064 3365-0225

②私立子ども園

実施施設
しんえい子ども園 もくもく

「つくしんぼ」

ChaCha Children Higashitoyama

「ChaCha time」

大久保わかくさ子ども園

「さくらんぼクラブ」

富久ソラのこども園
ちいさなうちゅう

「大きなおうちひろば」

新宿せいが子ども園

「かぜとひかりひろば」

開館日

水曜日（不定期）

10:00～ 11:15

（祝日･ 年末年始除く）

＊ 電話予約が必要です

詳しくは園にお問い

合わせください。

「ChaCha time」

＊詳しくは園にお問い
合わせください。

第三水曜日

10:00 ～ 11:15

（祝日･ 年末年始除く）

＊登録が必要です（無料）

詳しくは園にお問い合わ

せいただくか、ホームペ

ージにてご確認ください。

http://tokyojidokyokai.

com

場   所 高田馬場 4-36-12 戸山 2-34-101 大久保 1-4-1 富久町 14-1 下落合 2-10-20

問い合わせ先 5332-5544 5155-4321 6265-9992 6380-0414 3954-4190

実施施設
しんじゅくいるまこども園

「ハミング カフェ＆ケア」

認定こども園新宿ベアーズ

「子育てひろば」

開館日

水曜日（不定期）

詳しくは園にお問い合わ

せください。

場   所 戸山 1-21-1
西新宿 5-25-11

エイジーエス西新宿ビル 1・3 F

問い合わせ先 6302-1221 6276-5431

子ども園未就園児親子の交流事子ども園未就園児親子の交流事業

火曜日

詳しくは、園に

お問い合わせください。

月一回（不定期）

不定期開催

詳しくは園にお問い合わ

せいただくか、ホームペ

ージにてご確認ください。

＊電話予約が必要です

（無料）

不定期開催（無料）

年 8 回の開催を予定

10:00～ 11:00

詳しくは園にお問い合わ

せください。
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《13》子育て相談情報 

子育て全般に関するお悩み（しつけや離乳食のすすめ方、お子さんの成長など）のご相談を、区内の各認可保育園で、火曜日から金曜日の13:00から15:00 

に実施しています。お電話でのご相談のほか、内容によっては保育園で直接お話を伺います。また、ご相談の内容に応じ、専門機関をご紹介します。 

経験豊かな保育士が、ご家庭まで子育てのアドバイスにうかがいます。詳しくは、子ども総合センター（3232-0675）にお問い合わせください。 

相  談  名 相  談  機  関 電 話 相  談  内  容 

乳幼児の健康相談・育児相談 各保健センター 

四谷 3351-5161 ㈹ 

牛込 3260-6231 ㈹ 

落合 3952-7161 ㈹ 

東新宿 3200-1026 ㈹ 

子育て中の保護者の方を対象に、育児に関することや、乳幼児

の心や体の健康・発達・教育・栄養・歯のことなどについて、

保健師・栄養士・歯科衛生士などが相談に応じます。 
 

子供の健康相談室 

（小児救急相談） 
東京都福祉保健局 5285-8898 

保健所や保健センターが閉庁する時間帯に、子供の健康・救急に

関する相談に、看護師や保健師等が応じています。 

月～金（休日・年末年始を除く） 18:00 ～翌朝 8:00 

土・日・休日・年末年始 8:00 ～翌朝 8:00 

子どもと家庭の総合相談 

子ども総合センター 3232-0675 子育てに関する相談や、子ども自身からの悩み相談に応じま

す。また、総合センターでは乳幼児の発達に関する相談にも

応じます。 

【子ども総合センター】 

月～土曜日 8:30～ 19:00 

日・祝日（電話相談のみ）  8:30～ 17:00 

【中落合、信濃町、榎町、北新宿子ども家庭支援センター】

月～金曜日（祝日除く） 8:30～ 17:00 

土曜日（日・祝日除く） 9:30 ～ 18:00（来所相談のみ） 

※年末年始を除く

中落合子ども家庭支援

センター
3952-7752 

榎町子ども家庭支援

センター
3269-7345 

信濃町子ども家庭支援

センター
3357-6855 

北新宿子ども家庭支援

センター
3362-4152 

ＴＯＫＹＯ子育て情報サービス 東京都福祉保健局 
妊娠・子育て・事故防止等に関する情報をインターネットで

提供します。 

一般相談

5937-2317 

18 歳未満の子どもに関する様々な相談に応じます。児童福

祉司、児童心理司、医師などの専門スタッフが相談、支援を

行います。月～金 9:00～ 17:00 

夜間・休日・緊急連絡

5937-2330 

児童相談所 

全国共通ダイヤル 189 

虐待等緊急性のある相談には、土・日・祝日（年末年始を含む） 

子ども相談 東京都児童相談センター も対応します。 

電話相談 
子どもに関すること（子育てや親自身の悩み等）について、

経験豊富な専任相談員が対応します。 

月～金 9:00～ 21:00/ 土・日・祝 9:00～ 17:00（年末年始を除く） 

3366-4152 

聴覚言語障害者用相談 

FAX 3366-6036 

子ども家庭相談 

児童館 児童館 子育てに関する相談や、子ども自身からの悩み相談に応じます。 

地域子育て支援センター

二葉 
5363-2170 

子育てに関する相談に応じます。 地域子育て支援センター

原町みゆき 
3356-2663 

ゆったりーの 5228-4377 

児童館の電話番号がわからない場合は、子ども総合センター     5273-4544 へお問い合わせください。 

生活上の相談や助言 
各地区の民生委員・ 

児童委員 

事務局

5273-4080 

必要な方に地区の民生委員・児童委員が相談や助言にあたり

ます。事務局（福祉部地域福祉課福祉計画係）が地区の民生

委員を紹介します。 

ひとり親相談 子ども家庭課育成支援係 5273-4558 

ひとり親家庭の悩み事や子どもの学費、住宅の問題等の各種

相談に応じます。 

月～金 8:30～ 17:00 

電話相談 いろいろな悩みごとの解決に向けて、専門の相談員が一緒に 

区役所第一分庁舎 5273-3646 考えます。 

2 階区民相談室 面接相談（要予約） 月 10:00～ 16:00（12:00 ～ 13:00 を除く） 

3341-0801 電話相談の受付は 15:30 まで 

悩みごと相談室 電話相談 

男女共同参画推進センター 

（ウィズ新宿）

3353-2000 

3341-0905 

男性相談員、土曜午後のみ

面接相談（要予約） 

いろいろな悩みごとの解決に向けて、相談員が一緒に考えます。

月～土 10:00～ 16:00（12:00 ～ 13:00 を除く） 

電話相談の受付は 15:30 まで 

3341-0801 

虐待や子育ての相談 
社会福祉法人 

子どもの虐待防止センター 
6909-0999 

いらいらしてつい子どもに当たってしまうなど、保護者の子

どもとのかかわりについて、専門の相談員が対応します。

月～金 10:00～ 17:00 土 10:00 ～ 15:00 

認可保育園の子育て相談 

保育士による子育て訪問相談 

 その他の相談窓口 
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《13》子育て相談情報 

子育て全般に関するお悩み（しつけや離乳食のすすめ方、お子さんの成長など）のご相談を、区内の各認可保育園で、火曜日から金曜日の13:00から15:00 

に実施しています。お電話でのご相談のほか、内容によっては保育園で直接お話を伺います。また、ご相談の内容に応じ、専門機関をご紹介します。 

経験豊かな保育士が、ご家庭まで子育てのアドバイスにうかがいます。詳しくは、子ども総合センター（3232-0675）にお問い合わせください。 

相  談  名 相  談  機  関 電 話 相  談  内  容 

乳幼児の健康相談・育児相談 各保健センター 

四谷 3351-5161 ㈹ 

牛込 3260-6231 ㈹ 

落合 3952-7161 ㈹ 

東新宿 3200-1026 ㈹ 

子育て中の保護者の方を対象に、育児に関することや、乳幼児

の心や体の健康・発達・教育・栄養・歯のことなどについて、

保健師・栄養士・歯科衛生士などが相談に応じます。 
 

子供の健康相談室 

（小児救急相談） 
東京都福祉保健局 5285-8898 

保健所や保健センターが閉庁する時間帯に、子供の健康・救急に

関する相談に、看護師や保健師等が応じています。 

月～金（休日・年末年始を除く） 18:00 ～翌朝 8:00 

土・日・休日・年末年始 8:00 ～翌朝 8:00 

子どもと家庭の総合相談 

子ども総合センター 3232-0675 子育てに関する相談や、子ども自身からの悩み相談に応じま

す。また、総合センターでは乳幼児の発達に関する相談にも

応じます。 

【子ども総合センター】 

月～土曜日 8:30～ 19:00 

日・祝日（電話相談のみ）  8:30～ 17:00 

【中落合、信濃町、榎町、北新宿子ども家庭支援センター】

月～金曜日（祝日除く） 8:30～ 17:00 

土曜日（日・祝日除く） 9:30 ～ 18:00（来所相談のみ） 

※年末年始を除く

中落合子ども家庭支援

センター
3952-7752 

榎町子ども家庭支援

センター
3269-7345 

信濃町子ども家庭支援

センター
3357-6855 

北新宿子ども家庭支援

センター
3362-4152 

ＴＯＫＹＯ子育て情報サービス 東京都福祉保健局 
妊娠・子育て・事故防止等に関する情報をインターネットで

提供します。 

一般相談

5937-2317 

18 歳未満の子どもに関する様々な相談に応じます。児童福

祉司、児童心理司、医師などの専門スタッフが相談、支援を

行います。月～金 9:00～ 17:00 

夜間・休日・緊急連絡

5937-2330 

児童相談所 

全国共通ダイヤル 189 

虐待等緊急性のある相談には、土・日・祝日（年末年始を含む） 

子ども相談 東京都児童相談センター も対応します。 

電話相談 
子どもに関すること（子育てや親自身の悩み等）について、

経験豊富な専任相談員が対応します。 

月～金 9:00～ 21:00/ 土・日・祝 9:00～ 17:00（年末年始を除く） 

3366-4152 

聴覚言語障害者用相談 

FAX 3366-6036 

子ども家庭相談 

児童館 児童館 子育てに関する相談や、子ども自身からの悩み相談に応じます。 

地域子育て支援センター

二葉 
5363-2170 

子育てに関する相談に応じます。 地域子育て支援センター

原町みゆき 
3356-2663 

ゆったりーの 5228-4377 

児童館の電話番号がわからない場合は、子ども総合センター     5273-4544 へお問い合わせください。 

生活上の相談や助言 
各地区の民生委員・ 

児童委員 

事務局

5273-4080 

必要な方に地区の民生委員・児童委員が相談や助言にあたり

ます。事務局（福祉部地域福祉課福祉計画係）が地区の民生

委員を紹介します。 

ひとり親相談 子ども家庭課育成支援係 5273-4558 

ひとり親家庭の悩み事や子どもの学費、住宅の問題等の各種

相談に応じます。 

月～金 8:30～ 17:00 

電話相談 いろいろな悩みごとの解決に向けて、専門の相談員が一緒に 

区役所第一分庁舎 5273-3646 考えます。 

2 階区民相談室 面接相談（要予約） 月 10:00～ 16:00（12:00 ～ 13:00 を除く） 

3341-0801 電話相談の受付は 15:30 まで 

悩みごと相談室 電話相談 

男女共同参画推進センター 

（ウィズ新宿）

3353-2000 

3341-0905 

男性相談員、土曜午後のみ

面接相談（要予約） 

いろいろな悩みごとの解決に向けて、相談員が一緒に考えます。

月～土 10:00～ 16:00（12:00 ～ 13:00 を除く） 

電話相談の受付は 15:30 まで 

3341-0801 

虐待や子育ての相談 
社会福祉法人 

子どもの虐待防止センター 
6909-0999 

いらいらしてつい子どもに当たってしまうなど、保護者の子

どもとのかかわりについて、専門の相談員が対応します。

月～金 10:00～ 17:00 土 10:00 ～ 15:00 

認可保育園の子育て相談 

保育士による子育て訪問相談 

 その他の相談窓口 
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