災害関連情報・区政情報を即時に発信
アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info
区公式フェイスブック sh i n j u ku . in f o

保育園・子ども園（保育園機能）等
入園の申し込み

令和4年
4月入園

【申込資格】
区内在住で保護者の就労・病気・出産等で保育を必
要とする方
【申込みに必要な書類】▶入園
（転園）申込書、▶保育の必要性
を確認できる書類
（就労証明書・在学証明書・診断書等）
【保育料】国が定める基準を上限に、保護者の住民税額に応じ
て区が決定
【申込書等の配布】保育課、区立・私立保育園、区立・私立子ども
園、特別出張所
（新宿区ホームページからも取り出せます）
基本開所時間は午前7時30分〜午後6時30分、
「大久保第一」
「高田馬場第二」
「中落合第二」
「東五軒町」
「百人町」
は午前7時15分
〜午後6時15分。
電話番号

受入月齢
（以上）
・定員

基本開所時間は午前7時30分〜午後6時30分、
「 北新宿」は午前7時15分〜午後6時15分、
「しんえい子ども園もくもく」
「（仮称）ChaCha Children Higashitoyama
（令和4年4月
「茶
々ひがしとやま子ども園」から園名変更予定）
」
は午前7時〜午後6時。
区立子ども園名（所在地）
※50音順

57日・116名

電話番号

受入月齢
（以上）·定員

（3203）0346

高田馬場第二（高田馬場1-4-17）

（3209）1433

57日・105名

長延（市谷長延寺町8）

（3260）1335

57日・ 74名

富久町（富久町22-21）

（3357）7720

43日・164名

戸山第二（戸山2-18-101）

（3203）2385

57日・111名

中落合第二（中落合2-7-24）

（3952）7165

57日・136名

西早稲田（西早稲田1-9-30）

（3209）5294

57日・ 79名

東五軒町（東五軒町5-24）

（3269）6820

57日・174名

①（3369）
柏木
5855
①乳児園舎（北新宿2-3-7）
57日・105名
②（3227）
②幼児園舎
（北新宿2-11-1）
2118

百人町（百人町2-18-21）

（3367）4991

57日・ 85名

北新宿（北新宿3-20-2）

（3365）0225 57日・108名

しなのまち（信濃町20）

（3357）6853 57日・112名

仮園舎（早稲田町78）
（★）
（3268）1337
新園舎（弁天町50）
（3203）7848

57日・ 78名

早稲田南町分園（早稲田南町36）

（3204）5201

57日・143名

あいじつ（北町17）

（3266）0189 57日・126名

大木戸（四谷4-17）

（3358）1431 57日・213名

おちごなかい
①乳児園舎（中井1-8-12）
②幼児園舎（上落合3-1-6）

57日・148名

早稲田南町（早稲田南町50）

【問合せ】保育課入園・
認定係
（本庁舎2階）
☎
（5273）
4527へ。

●区立子ども園・私立子ども園

大久保第一（大久保3-11-1）

弁天町

第 2372号（3）

【申込み】申請書等を12月9日（必着）までに郵送で保育課入園・認定係へ。
※窓口での申し込みを希望する方は、
申込書等をお持ちいただく日時
（12月9日㈭まで
（11月30日、
12月7
日の火曜日は午後7時まで受け付け）
）
を事前に同係へ電話で予約してください。
各園・特別出張所で
は申し込みできません。
締め切り間際は混み合います。
早めに予約・申し込み手続きをしてください。
※保育園等への入園は、保育の必要性の程度（指数等）や各園の空き状況に応じて利用の調整を行
い決定します。
※結果は、令和4年2月21日㈪以降に、内定の場合は園から連絡（健康診断と面接を経て、入園を
決定）し、不承諾の場合は区から「保育所等利用不承諾通知書」
を発送します。

●区立保育園

保育園名（所在地）
※50音順

令和3年（2021年）11月5日発行

①（3361）
7000
57日・108名
②（3227）
2048

戸山第一（戸山2-26-101）（3202）7879 57日・102名
西落合（西落合1-31-24） （3954）1064 57日・107名

★弁天町保育園は、
令和6年8月までは仮園舎で運営する予定です。

西新宿（西新宿4-35-5）

（3299）7727 57日・116名

四谷（四谷2-6）

（5369）3775 57日・117名

●私立保育園

私立子ども園名（所在地）
受入月齢
電話番号
※50音順
（以上）
・定員
大久保わかくさ
（6265）9990 43日・105名
（大久保1-4-1）
しんえい子ども園 もくもく
（5332）5544 43日・146名
（高田馬場4-36-12）
しんじゅくいるま
（6302）1221 43日・137名
（戸山1-21-1）
新宿せいが
（3954）4190 43日・171名
（下落合2-10-20）
（仮称）ChaCha Children
Higashitoyama
（5155）4321 43日・110名
（戸山2-34-101）
※現茶々ひがしとやま
富久ソラのこども園ちいさ
（6380）0414 43日・141名
なうちゅう（富久町14-1）
富久ソラのこども園ちいさ
なうちゅう分園
（6380）6437 43日・ 80名
（新宿5-3-13）
認定こども園新宿ベアーズ
（西新宿5-25-11、
エイジー （6276）5431 57日・ 83名
エス西新宿ビル1・3階）

基本開所時間は午前7時30分〜午後6時30分、
「エイビイシイ【夜間】」は午前11時〜午後10時、
「獅子吼（ししく）」
「新宿成子坂
愛育園」
「ルーチェ保育園西新宿」は午前7時15分〜午後6時15分、
「ウィズブック保育園中落合」
「至誠会」
「二葉南元」
「ぴっころ
きっず西早稲田」
「フロンティアキッズ曙橋本園・分園」
「フロンティアキッズ新宿」は午前7時〜午後6時。
保育園名（所在地）※50音順

受入月齢
保育園名（所在地）※50音順
（以上）
・定員
（6908）7381
43日・117名 にじいろ保育園高田馬場南
（6258）1098
1歳・ 46名 （大久保3-8-4、住友不動産 新宿ガーデンタワーアネックス2階）
にじいろ保育園西早稲田（西早稲田1-2-2）
①（5225）6933
57日・ 79名
②（5206）4250
にじいろ保育園四ツ谷（四谷1-6-1、コモレ四谷2階）
（5338）2511
57日・ 81名 ニチイキッズ曙橋①3〜5歳児（愛住町22、第3山田ビル1階）
②0〜2歳児（市谷台町1-3、モデラート1階）
（5225）2166
1歳・ 89名
（5362）7177
1歳・ 74名 八幡神社愛育園（上落合1-26-19）
（6914）4960
57日・ 66名 原町みゆき（原町2-43）
（3232）9633
43日・ 90名 ぴっころきっず西早稲田（西早稲田3-9-14）
二葉南元（南元町4）
（5332）7081
43日・122名
フロンティアキッズ曙橋
（6908）1723
1歳・ 80名 ①1・2歳児（河田町3-29、プラウドフラット新宿河田町1階）
（3365）1332
57日・131名 ②3〜5歳児（河田町3-16）
（6380）3460
1歳・ 50名 フロンティアキッズ新宿（新宿6-27-56、新宿スクエアビル2階）
（5937）0418
57日・ 60名 保育所まぁむ高田馬場駅前園
（高田馬場3-1-5、
花川第2ビル1・2階）
（6380）6798
57日・ 80名 ぽけっとランド市ヶ谷
（3269）8011
57日・ 60名 （市谷船河原町1、市ヶ谷エスワンビル2・3階）
（3952）5600
57日・ 96名 ほっぺるランド牛込（北山伏町1-2）
（6383）3793
57日・ 51名 ほっぺるランド神楽坂（榎町43-1、ユニゾ神楽坂ビル2・3階）
（3353）2002
57日・ 42名 ほっぺるランド上落合（上落合1-15-13）
（3951）0759
1歳・ 80名 ほっぺるランド北新宿（北新宿3-9-20）
（3341）4677
43日・160名 ほっぺるランド新大久保（大久保1-16-20）
（3565）5050 6か月・ 80名 ほっぺるランド早稲田鶴巻町
（5206）3722
57日・ 60名 （早稲田鶴巻町575-1、早稲田鶴巻町パーク・ホームズ1階）
（6304）0241
43日・148名 ポピンズナーサリースクール市ヶ谷
（5988）7807
43日・105名 （払方町19-1、エムジー市ヶ谷ビル2・3階）
（3342）6907
57日・130名 ポピンズナーサリースクール四ッ谷
（6457）4455
43日・ 80名 （市谷本村町2-10、ストリーム市ヶ谷3階）
（5579）2348
57日・ 64名 ルーチェ保育園西新宿
①0〜2歳児（西新宿7-18-1、TOMOEビル2階）
（3369）6005 8か月・100名 ②3〜5歳児（西新宿7-18-5、VORT西新宿ビル1階）
（6302）1073
57日・ 24名
（6205）6338
1歳・ 72名 ※園によっては受け入れ人数が変わる場合があります。
電話番号

あい保育園落合（上落合1-5-2、羽場ビル）
あい保育園西新宿（西新宿6-11-3、Ｄタワー西新宿2階）
アスク神楽坂①0・1歳児（矢来町98-1、スキップビル1階）
②2〜5歳児（矢来町89-2）
アスク北新宿（北新宿2-4-11）
アスク新宿南町（南町20-3）
アスク薬王寺（市谷薬王寺町51）
ウィズブック保育園中落合（中落合3-21-10）
エイビイシイ【夜間】本園（大久保2-11-5）
分園（大久保2-16-1）
オルト（高田馬場3-40-3）
キッズガーデン新宿西落合（西落合2-7-16、伊勢光ビル2・3階）
キッズタウン下落合（下落合1-9-10）
きゃんばす東新宿（新宿7-16-8）
クオリスキッズおおくぼ（百人町2-22-6）
グローバルキッズ愛住町園（愛住町6）
グローバルキッズ神楽坂園（神楽坂4-8、神楽坂プラザビル1階）
グローバルキッズ西落合（西落合3-19-9）
グローバルキッズ西新宿園（西新宿5-5-1）
グローバルキッズ若葉園（若葉1-9）
獅子吼（中井2-8-6）
至誠会（河田町10-13）
下落合そらいろ（中落合2-7-5）
小学館アカデミー飯田橋ガーデン（新小川町4-11）
新栄（百人町3-21-14）
新宿こだま（中落合4-25-19）
新宿成子坂愛育園（西新宿6-7-39）
新宿三つの木保育園もりさんかくしかく（大京町29）
太陽の子 新小川町（新小川町1-8、こだまビル2階）
東京母子愛育会（北新宿4-21-14）
にじいろ保育園高田馬場西（高田馬場1-24-16、内田ビル1階）
にじいろ保育園高田馬場東（高田馬場1-16-26）

●保育ルーム

区が委託した事業者が運営しています。基本開所時間
は、月〜金曜日午前7時30分〜午後6時30分。
名（所在地）
※50音順

電話番号

受入月齢
（以上）
・定員

●事業所内保育所

従業員のお子さんと地域のお子さんの保育をします。基本開所時
間は月〜金曜日（もみの樹園事業所内保育所は月〜土曜日）午前7時
30分〜午後6時30分、
「とちょう保育園」は午前7時〜午後6時。
保育所名（所在地）
※50音順

電話番号

受入月齢
（以上）
・定員

受入月齢
（以上）
・定員

電話番号
（6457）6991
（6273）9227
（6709）9123
①（5367）0196
②（5366）5127
（3368）3939
（3356）2663
（3209）2267
（3351）3819

57日・ 20名
1歳・ 67名
1歳・ 30名
57日・ 65名
1歳・ 76名
43日・160名
1歳・ 63名
43日・110名

①（5379）1680
②（6273）0886

1歳・ 70名

（3208）2744
（6279）1105

57日・ 48名
57日・ 75名

（5227）7520

1歳・110名

（6265）0841
（5227）6798
（6908）8415
（5937）2960
（6380）3920

57日・115名
57日・122名
57日・116名
1歳・ 72名
57日・ 57名

（3235）5008

57日・ 60名

（5946）8670

57日・ 80名

（5225）2015

1歳・ 61名

①（5937）5581
②（5937）1185

57日・ 65名

●家庭的保育者

地域の方の自宅で
お子さんを保育しま
す。
基本開所時間は、
月〜金曜日午前9時
〜午後5時。

えどがわ園
（水道町1-28、江戸川小学校内）

（3266）7350 1歳・30名

おちにすくすく園
（上落合2-10-23、落合第二小学校内）

（3227）0703 1歳・19名

キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園
（市谷本村町5-1、防衛省市ヶ谷地区厚生棟2階）

（3235）3757 57日・30名

受入月齢

つるまき園
（早稲田鶴巻町140、鶴巻幼稚園内）

（3205）9525 1歳・12名

とちょう保育園
（西新宿2-8-1、東京都議会議事堂1階南側）

家庭的保育者名
（所在地）

（5990）5301 57日・48名

井上ママ
（赤城元町）

生後5週以上
満3歳未満まで

もみの樹園事業所内保育所
（3565）7301 57日・30名
（上落合1-17-8、
特別養護老人ホーム
「もみの樹園」
内6階）

田口ママ
（市谷柳町）

生後5週以上
満3歳未満まで

べんてん
（6302）1024 1歳・19名
（若松町16-2、
BENTEN international ビル）

新宿区役所本庁舎・第1分庁舎・第2分庁舎の代表電話は ☎（3209）1111、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

