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○新宿区立保育所条例施行規則 

平成17年10月20日 

規則第144号 

改正 平成17年12月28日規則第160号 

平成18年11月15日規則第123号 

平成21年3月30日規則第21号 

平成21年8月7日規則第81号 

平成21年11月20日規則第93号 

平成22年2月12日規則第5号 

平成23年2月24日規則第6号 

平成23年7月6日規則第56号 

平成23年12月28日規則第87号 

平成24年11月19日規則第97号 

平成25年9月30日規則第62号 

平成27年3月31日規則第37号 

平成27年9月24日規則第79号 

平成28年3月11日規則第11号 

平成28年11月30日規則第84号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、新宿区立保育所条例(昭和36年新宿区条例第7号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平21規則21・一部改正) 

(開所時間) 

第2条 条例第2条第1項に規定する保育所の開所時間は、別表のとおりとする。ただし、区

長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

(休所日) 

第3条 条例第3条第1項の保育所の休所日(年末保育が行われる保育所の休所日を除く。)は、

次に掲げる日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休

所日を定めることができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 
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(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

2 年末保育が行われる保育所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が必要と認

めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 12月29日から12月31日までの日のうち、区長が、毎年、年末保育を行う日として別

に定める日以外の日 

(4) 1月1日から1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。) 

(平27規則37・一部改正) 

(延長保育の実施基準) 

第4条 条例第4条の2第1項の規則で定める保育時間は、次の各号に掲げる児童の区分に応

じ、当該各号に定める時間とする。 

(1) 保育標準時間認定児童(保育必要量(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20

条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)を1月当たり平均275時間まで(1日

当たり11時間までに限る。)とする支給認定(同条第4項に規定する支給認定をいう。以

下同じ。)を受けている児童をいう。以下同じ。) 入所している保育所に応じて、新宿

区保育所等の利用調整及び保育の実施に関する規則(平成27年新宿区規則第27号。以下

「利用調整等規則」という。)第6条第1項第1号イに掲げるいずれかの時間 

(2) 保育短時間認定児童(保育必要量を1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで

に限る。)とする支給認定を受けている児童をいう。以下同じ。) 午前9時から午後5時

まで 

2 前項の規定にかかわらず、利用調整等規則第6条第3項の規定により同項の保育を実施す

る時間が別に定められているときは、条例第4条の2第1項の規則で定める保育時間は、区

長が別に定める時間とする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育の対象児童) 

第5条 延長保育の対象児童は、保育所に入所し、又は保育所において進級する年度の初日

の前日における年齢が満1歳以上の児童とする。 

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に延長保育の対

象児童を定めることができる。 

(平27規則37・追加) 
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(延長保育の実施期間) 

第6条 延長保育を行う期間は、区長が延長保育の実施を必要と認める期間とする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育の実施時間) 

第7条 延長保育を行う時間は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める時

間とする。 

(1) 保育標準時間認定児童 当該保育標準時間認定児童に適用される第4条に規定する

保育時間を超える時間 

(2) 保育短時間認定児童 入所している保育所の保育標準時間認定児童に適用される第

4条に規定する保育時間のうち、当該保育短時間認定児童に適用される同条に規定する

保育時間を除く時間 

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に延長保育を行

う時間を定めることができる。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育の利用の申込み) 

第8条 延長保育の利用を希望する者は、延長保育申込書(第1号様式)を区長に提出し、その

申込みを行うものとする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育の利用の承諾) 

第9条 区長は、前条の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する場合を除き、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利用を承諾する旨の決定を行うものとす

る。 

(1) 1月の利用希望日数が10日以上の場合 月額による延長保育の利用 

(2) 1月の利用希望日数が10日未満の場合 日額による延長保育の利用 

2 前項の決定は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に規定

する事由(以下「保育の実施事由」という。)に基づき、区長が別に定める指数の高い者か

ら順に行うものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、区長は、前条の申込みを行った者の世帯の状況その他の事情

を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法によらずに、第1

項の決定を行うことができる。 

4 区長は、第1項の決定(同項第2号に定める利用に係るものに限る。)を受けた者が1月に10
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日以上延長保育を利用したときは、当該者が当初から同項の決定(同項第1号に定める利用

に係るものに限る。)を受けていたものとみなすことができる。 

5 区長は、第1項の決定を受けていない者が延長保育を利用したときは、当該者が当初か

ら当該決定を受けていたものとみなすことができる。 

6 区長は、第1項の決定を行ったときは、当該延長保育の利用の申込みを行った者に対し、

延長保育承諾書(第2号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育の利用の不承諾) 

第10条 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、延長保育の利用を承諾しない旨の決定を行うものとする。 

(1) 保育の実施事由がないとき。 

(2) 保育の実施事由があるが、保育所の欠員の状況その他やむを得ない事情により、延

長保育の利用を承諾できないとき。 

2 区長は、前項の決定を行ったときは、当該延長保育の利用の申込みを行った者に対し、

延長保育不承諾通知書(第3号様式)により通知するものとする。 

3 区長は、第1項第2号に掲げる事由に該当することにより同項の決定を行ったときは、当

該延長保育の利用の申込みを受けた日から6月の間、当該申込みが継続してあるものとみ

なして取り扱うことができる。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育の実施の解除) 

第11条 区長は、第9条第1項の決定を受けた児童が次の各号のいずれかに該当したときは、

当該児童に対する延長保育の実施を解除することができる。 

(1) 保育の実施事由がなくなったとき。 

(2) 辞退の申出があったとき。 

(3) 転居等により、区長の延長保育の実施の権限が消滅したとき。 

(4) 利用調整等規則第12条に規定する保育の実施の停止の期間が経過し、なお通所でき

ないとき。 

(5) 疾病その他の理由により、延長保育の実施が困難であると認められるとき。 

2 区長は、前項の規定により延長保育の実施を解除したときは、当該延長保育の実施を解

除された者及び当該保育所の長に対し、延長保育実施解除通知書(第4号様式)により通知

するものとする。 
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(平27規則37・追加) 

(延長保育の実施の停止) 

第12条 第9条第1項の決定を受けた児童が利用調整等規則第12条第1項の規定により保育

の実施を停止されている場合においては、当該停止期間中は、延長保育の実施を停止する

ものとする。 

(平27規則37・追加) 

(一時保育の実施基準) 

第13条 条例第4条の2第2項の規則で定める事由は、保護者が次の各号のいずれかに該当す

ることとする。 

(1) 次に掲げるいずれかの状態にあること。 

ア 疾病、出産等により入院し、又は自宅において安静を必要とする療養を行うこと。 

イ 家族が入院し、その看護に当たること。 

ウ 死亡又は行方不明により不在であること。 

エ 災害等により復旧工事に従事すること。 

(2) 冠婚葬祭に出席すること。 

(3) PTA会議等各種の会合に出席すること。 

(4) 育児に伴う心理的及び肉体的な負担を解消するために一時的な保育を必要とするこ

と。 

(5) その他保護者の状況から、一時的に保育することができないと区長が認める事由に

該当すること。 

(平27規則37・追加) 

(一時保育の対象児童) 

第14条 一時保育(条例第1条の2第2号に規定する一時保育をいう。以下同じ。)の対象児童

は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。 

(1) 新宿区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有すること。 

(2) 保護者が前条に規定する一時保育の実施基準に該当すること。 

(3) その他区長が別に定める要件に該当すること。 

(平27規則37・追加) 

(一時保育の実施時間) 

第15条 一時保育を行う時間は、午前8時30分から午後5時までの範囲内で、8時間以内とす

る。 



6/44 

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に一時保育を行

う時間を定めることができる。 

(平27規則37・追加) 

(一時保育の利用の申込み) 

第16条 一時保育の利用を希望する者は、一時保育申込書(第5号様式)を区長に提出し、そ

の申込みを行うものとする。 

(平27規則37・追加) 

(一時保育の利用の承諾) 

第17条 区長は、前条の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する場合を除き、一時保

育の利用を承諾する旨の決定を行うものとする。 

2 区長は、前項の決定を行ったときは、当該一時保育の利用の申込みを行った者に対し、

一時保育承諾書(第6号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(一時保育の利用の不承諾) 

第18条 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、一時保育の利用を承諾しない旨の決定を行うものとする。 

(1) 第14条に規定する一時保育の対象児童に該当しないとき。 

(2) 第14条に規定する一時保育の対象児童に該当するが、保育所の欠員の状況その他や

むを得ない事情により、一時保育の利用を承諾できないとき。 

2 区長は、前項の決定を行ったときは、当該一時保育の利用の申込みを行った者に対し、

一時保育不承諾通知書(第7号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の実施基準) 

第19条 条例第4条の2第3項の規則で定める事由は、保護者が次の各号のいずれかに該当す

ることとする。 

(1) 居宅外で労働をすること。 

(2) 居宅内で児童と離れて家事以外の労働をすること。 

(3) その他保護者の状況から、年末に保育することができないと区長が認める事由に該

当すること。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の対象児童) 
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第20条 年末保育の対象児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。 

(1) 区内に住所を有すること。 

(2) 次に掲げる施設に入所し、又は事業を利用していること。 

ア 保育所 

イ 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(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。) 

ウ 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157

号)2(1)に規定する認証保育所をいう。以下同じ。) 

エ 家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭

的保育事業等をいう。以下同じ。) 

オ その他区長が別に定める施設又は事業 

(3) 保護者が前条に規定する年末保育の実施基準に該当すること。 

(4) その他区長が別に定める要件に該当すること。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育を行う保育所) 

第21条 年末保育を行う保育所は、毎年、区長が必要に応じて別に定める保育所とする。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の実施日) 

第22条 年末保育を行う日は、12月29日から同月31日までの間で、毎年、区長が必要に応

じて別に定める日とする。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の実施時間) 

第23条 年末保育を行う時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。 

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に年末保育を行

う時間を定めることができる。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の利用の申込み) 

第24条 年末保育の利用を希望する者は、年末保育申込書(第8号様式)を区長に提出し、そ

の申込みを行うものとする。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の利用の承諾) 
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第25条 区長は、前条の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する場合を除き、年末保

育の利用を承諾する旨の決定を行うものとする。 

2 区長は、前項の決定を行ったときは、当該年末保育の利用の申込みを行った者に対し、

年末保育承諾書(第9号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の利用の不承諾) 

第26条 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、年末保育の利用を承諾しない旨の決定を行うものとする。 

(1) 第20条に規定する年末保育の対象児童に該当しないとき。 

(2) 第20条に規定する年末保育の対象児童に該当するが、保育所の欠員の状況その他や

むを得ない事情により、年末保育の利用を承諾できないとき。 

2 区長は、前項の決定を行ったときは、当該年末保育の利用の申込みを行った者に対し、

年末保育不承諾通知書(第10号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(年末保育の利用に係る決定の取消し) 

第27条 区長は、第25条第1項の決定を受けた児童が年末保育の利用前に次の各号のいずれ

かに該当したときは、当該決定を取り消すことができる。 

(1) 第20条に規定する年末保育の対象児童に該当しなくなったとき。 

(2) 辞退の申出があったとき。 

(3) 疾病その他の理由により、年末保育の実施が困難であると認められるとき。 

2 区長は、前項の規定により第25条第1項の決定を取り消したときは、当該決定を取り消

された者に対し、年末保育承諾取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育の実施基準) 

第28条 条例第4条の2第4項の規則で定める事由は、保護者が次の各号のいずれかに該当す

ることとする。 

(1) 居宅外で労働をすること。 

(2) 居宅内で児童と離れて家事以外の労働をすること。 

(3) その他保護者の状況から、休日に保育することができないと区長が認める事由に該

当すること。 

2 条例第4条の2第4項の規則で定める期間は、12月29日から翌年の1月3日までとする。 
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(平27規則37・追加) 

(休日保育の対象児童) 

第29条 休日保育の対象児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。 

(1) 区内に住所を有すること。 

(2) 次に掲げる施設に入所し、又は事業を利用していること。 

ア 保育所 

イ 認定こども園 

ウ 認証保育所 

エ 家庭的保育事業等 

オ その他区長が別に定める施設又は事業 

(3) 保護者が前条第1項に規定する休日保育の実施基準に該当すること。 

(4) その他区長が別に定める要件に該当すること。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育を行う保育所) 

第30条 休日保育を行う保育所は、区長が必要に応じて別に定める保育所とする。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育の実施時間) 

第31条 休日保育を行う時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。 

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、別に休日保育を行

う時間を定めることができる。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育の利用の申込み) 

第32条 休日保育の利用を希望する者は、休日保育申込書(第12号様式)を区長に提出し、そ

の申込みを行うものとする。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育の利用の承諾) 

第33条 区長は、前条の申込みを受けたときは、次条第1項に規定する場合を除き、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利用を承諾する旨の決定を行うものとす

る。 

(1) 1月の利用希望日数が4日以上の場合 月額による休日保育の利用 

(2) 1月の利用希望日数が4日未満の場合 日額による休日保育の利用 
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2 区長は、前項の決定(同項第2号に定める利用に係るものに限る。)を受けた者が1月に4

日以上休日保育を利用したときは、当該者が当初から同項の決定(同項第1号に定める利用

に係るものに限る。)を受けていたものとみなすことができる。 

3 区長は、第1項の決定を行ったときは、当該休日保育の利用の申込みを行った者に対し、

休日保育承諾書(第13号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育の利用の不承諾) 

第34条 区長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、休日保育の利用を承諾しない旨の決定を行うものとする。 

(1) 第29条に規定する休日保育の対象児童に該当しないとき。 

(2) 第29条に規定する休日保育の対象児童に該当するが、保育所の欠員の状況その他や

むを得ない事情により、休日保育の利用を承諾できないとき。 

2 区長は、前項の決定を行ったときは、当該休日保育の利用の申込みを行った者に対し、

休日保育不承諾通知書(第14号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(休日保育の利用に係る決定の取消し) 

第35条 区長は、第33条第1項の決定を受けた児童が休日保育の利用前に次の各号のいずれ

かに該当したときは、当該決定を取り消すことができる。 

(1) 第29条に規定する休日保育の対象児童に該当しなくなったとき。 

(2) 辞退の申出があったとき。 

(3) 疾病その他の理由により、休日保育の実施が困難であると認められるとき。 

2 区長は、前項の規定により第33条第1項の決定を取り消したときは、当該決定を取り消

された者に対し、休日保育承諾取消通知書(第15号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育料等の額の決定通知等) 

第36条 条例第4条の3第5項の規定による通知は、延長保育料等決定・変更通知書(第16号

様式)により行うものとする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育料等の納入) 

第37条 条例第4条の4の規則で定める納期限は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。 
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(1) 延長保育(第9条第1項第1号に定める利用によるものに限る。)の実施に係る費用 当

該延長保育を利用した月の末日 

(2) 延長保育(第9条第1項第2号に定める利用によるものに限る。)、一時保育(第40条第1

号に規定する指定保育所に係るものを除く。)及び休日保育の実施に係る費用 当該延

長保育、一時保育又は休日保育を利用した月の翌月の末日 

(3) 一時保育(第40条第1号に規定する指定保育所に係るものに限る。)及び年末保育の実

施に係る費用 当該一時保育又は年末保育に係る次項の延長保育料等納入通知書を発

行した日から14日を経過する日までの間のうち区長が指定する日 

2 延長保育料等(条例第4条の3第5項に規定する延長保育料等をいう。以下同じ。)の納入に

係る通知は、延長保育料等納入通知書(第17号様式)により行うものとする。 

(平27規則37・追加) 

(延長保育料等の減額) 

第38条 条例第4条の5の規定による延長保育料等の減額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第43条

第3項に規定する特定地域型保育事業を利用している児童(同法第19条第1項第2号又は

第3号に掲げる小学校就学前子ども(同法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもを

いう。)の区分について支給認定を受けている者に限る。)が保育必要量の範囲内で休日

保育を利用した場合 当該休日保育に係る費用の全部の減額 

(2) 認定こども園に在園している児童(前号に規定する児童に該当する者を除く。)又は認

証保育所に入所している児童が保育必要量に準ずるものとして区長が別に定める保育

の量の範囲内で休日保育を利用した場合 当該休日保育に係る費用の全部の減額 

(3) その他区長が特に必要があると認める場合 区長が必要と認める額の減額 

(平27規則37・追加) 

(過誤納の取扱い) 

第39条 区長は、延長保育料等の過納又は誤納がある場合は、これを還付するものとする。

ただし、当該還付を受けるべき者に納入すべき延長保育料等(新宿区保育所保育料徴収条

例(平成11年新宿区条例第48号)第1条に規定する保育料を含む。)がある場合は、当該者の

同意を得て、これを充当することができる。 

2 区長は、前項本文の規定により還付するときは延長保育料等還付通知書(第18号様式)に

より、同項ただし書の規定により充当するときは延長保育料等充当通知書(第19号様式)
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により通知するものとする。 

(平27規則37・追加) 

(公募に際して明示する事項) 

第40条 区長は、条例第7条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の

2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする団体

を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。 

(1) 新宿区立富久町保育園(以下「指定保育所」という。)の概要 

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の資格 

(3) 条例第6条に規定する管理業務の範囲及び内容 

(4) 条例第7条第1項の規定による公募を開始する日(以下「公募開始日」という。) 

(5) 条例第8条第1項に規定する選定の基準 

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

(7) 指定保育所の事業計画書に記載すべき事項 

(8) 第42条第2項各号に掲げる書類に関する事項 

(9) その他区長が必要と認める事項 

(平27規則37・旧第4条繰下・一部改正) 

(指定管理者の指定を受けようとする団体の資格) 

第41条 指定管理者の指定を受けようとする団体の資格は、次に掲げるものとする。 

(1) 法人として登記されていること。 

(2) その他区長が別に定める要件を満たしていること。 

(平27規則37・旧第5条繰下) 

(指定申請書及び添付書類) 

第42条 条例第7条第2項の規則で定める申請書は、指定管理者の指定申請書(第20号様式)

とする。 

2 条例第7条第2項第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の資格を有していることを確認することが

できる書類 

(2) 指定保育所の管理に係る収支計画書 

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体の案内書 

(4) 指定管理者の指定を受けようとする団体の活動の実績に関する書類 

(5) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を説明する書類 
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(6) その他区長が必要と認める書類 

(平27規則37・旧第6条繰下・一部改正) 

(申請期間) 

第43条 条例第8条第1項の規則で定める申請期間は、公募開始日から30日を経過する日(当

該日が新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)第1条第1項に規定する区の

休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない

日)までの期間とする。 

(平27規則37・旧第7条繰下) 

(選定結果通知書) 

第44条 条例第9条の規定による通知は、指定管理者選定結果通知書(第21号様式)により行

うものとする。 

(平27規則37・旧第8条繰下・一部改正) 

(選定取消通知書) 

第45条 条例第10条第2項の規定による選定の結果の通知を取り消す旨の通知は、指定管理

者選定結果取消通知書(第22号様式)により行うものとする。 

(平27規則37・旧第9条繰下・一部改正) 

(指定通知書) 

第46条 区長は、条例第11条の規定による指定管理者の指定を行ったときは、同条の被選

定団体に対し、指定管理者指定通知書(第23号様式)により通知するものとする。 

(平27規則37・旧第10条繰下・一部改正) 

(補則) 

第47条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に

定める。 

(平21規則21・一部改正、平27規則37・旧第11条繰下) 

附 則 

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

2 条例第7条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の

指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第4条から第9条

までの規定の例により行うことができる。 

附 則(平成17年12月28日規則第160号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 
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附 則(平成18年11月15日規則第123号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月30日規則第21号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

ただし、別表新宿区立弁天町保育園の項、同表新宿区立高田馬場第一保育園の項、同表新

宿区立信濃町保育園の項、同表新宿区立早稲田南町保育園の項、同表新宿区立西落合保育園

の項、同表新宿区立戸山第三保育園の項及び同表新宿区立中町保育園の項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

附 則(平成21年8月7日規則第81号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年11月20日規則第93号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年2月12日規則第5号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年2月24日規則第6号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年7月6日規則第56号) 

この規則は、平成23年10月1日から施行する。 

附 則(平成23年12月28日規則第87号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年11月19日規則第97号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年9月30日規則第62号) 

この規則は、新宿区立保育所条例の一部を改正する条例(平成25年新宿区条例第35号)の施

行の日(平成25年11月1日)から施行する。 

附 則(平成27年3月31日規則第37号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に区長に対して提出された新宿区保育

の実施に関する条例施行規則を廃止する規則(平成27年新宿区規則第26号)による廃止前



15/44 

の新宿区保育の実施に関する条例施行規則(平成13年新宿区規則第102号)に規定する申込

書その他の書面及び区長が交付した同規則に規定する承諾書その他の書面(これらの書面

のうち、施行日以後の延長保育、一時保育、年末保育及び休日保育(以下「延長保育等」

という。)の実施に係るものに限る。)は、この規則中にこれらの書面に相当する規定があ

る場合には、当該相当する規定に基づく書面とみなす。 

3 施行日前に区長が交付した新宿区保育所保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規

則(平成27年新宿区規則第44号)による改正前の新宿区保育所保育料徴収条例施行規則(平

成11年新宿区規則第111号)に規定する通知書(当該通知書のうち、施行日以後の延長保育

等に係る費用に係るもの及び施行日以後に処理すべきものに限る。)は、この規則中に当

該通知書に相当する規定がある場合には、当該相当する規定に基づく書面とみなす。 

附 則(平成27年9月24日規則第79号) 

この規則中別表新宿区立新宿第二保育園の項を削る改正規定は平成27年10月1日から、同

表新宿区立早稲田南町保育園の項の次に次のように加える改正規定は平成28年4月1日から

施行する。 

附 則(平成28年3月11日規則第11号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、次に掲げる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、

なお当分の間使用することができる。 

(1)から(6)まで 略 

(7) 第7条の規定による改正前の新宿区立保育所条例施行規則第3号様式、第4号様式、第

7号様式、第10号様式、第11号様式及び第14号様式から第16号様式までの規定により

作成した用紙 

附 則(平成28年11月30日規則第84号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式の規定により作成した用紙で

現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

別表(第2条関係) 
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(平17規則160・平18規則123・平21規則21・平21規則81・平21規則93・平22規則

5・平23規則6・平23規則56・平23規則87・平24規則97・平25規則62・平27規則

37・平27規則79・一部改正) 

名称 開所時間 

新宿区立弁天町保育園 午前7時30分から午後7時30分まで 

新宿区立大久保第一保育園 午前7時15分から午後7時15分まで 

新宿区立東五軒町保育園 午前7時15分から午後7時15分まで 

新宿区立長延保育園 午前7時30分から午後7時30分まで 

新宿区立西早稲田保育園 午前7時30分から午後7時30分まで 

新宿区立高田馬場第二保育園 午前7時15分から午後7時15分まで 

新宿区立戸山第二保育園 午前7時30分から午後7時30分まで 

新宿区立早稲田南町保育園 午前7時30分から午後7時30分まで 

新宿区立早稲田南町保育園分園 午前7時30分から午後7時30分まで 

新宿区立百人町保育園 午前7時15分から午後8時15分まで 

新宿区立中落合第二保育園 午前7時15分から午後7時15分まで 
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第1号様式(第8条関係) 

(平27規則37・追加) 

第2号様式(第9条関係) 

(平27規則37・追加) 

第3号様式(第10条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第4号様式(第11条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第5号様式(第16条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則84・一部改正) 

第6号様式(第17条関係) 

(平27規則37・追加) 

第7号様式(第18条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第8号様式(第24条関係) 

(平27規則37・追加) 

第9号様式(第25条関係) 

(平27規則37・追加) 

第10号様式(第26条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第11号様式(第27条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第12号様式(第32条関係) 

(平27規則37・追加) 

第13号様式(第33条関係) 

(平27規則37・追加) 

第14号様式(第34条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第15号様式(第35条関係) 

(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第16号様式(第36条関係) 
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(平27規則37・追加、平28規則11・一部改正) 

第17号様式(第37条関係) 

(平27規則37・追加) 

第18号様式(第39条関係) 

(平27規則37・追加) 

第19号様式(第39条関係) 

(平27規則37・追加) 

第20号様式(第42条関係) 

(平27規則37・旧第1号様式繰下・一部改正) 

第21号様式(第44条関係) 

(平27規則37・旧第2号様式繰下・一部改正) 

第22号様式(第45条関係) 

(平27規則37・旧第3号様式繰下・一部改正) 

第23号様式(第46条関係) 

(平27規則37・旧第4号様式繰下・一部改正) 

 


