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認可保育園･認定こども園･地域型保育事業 

 

 

  

 一時保育には、｢専用室型｣と「空き利用型」があります。 
 

 ｢専用室型｣の空き状況は、直接、各実施園にお問い合わせください。 
 

 ｢空き利用型｣の空き状況（クラス別）は、利用希望日の前月の25日以降に

確定しますので、保育課入園･認定係にお問い合わせください。利用の可

否は、直接、各実施園にお問い合わせください。 
 

 認可保育園・認定こども園等に在籍している場合は、利用できません。 
 

 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、長期休業日であって

も利用できません。 
  
 各園の利用定員の年齢は、該当年度の4月1日現在の年齢です。 

  
 食物アレルギーには原則として、除去食で対応します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  定期利用保育には、「空き保育室型」と「専用室型」があります。 

  申込み先は保育課入園・認定係です。 

 

『一時保育』は、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。 

一時保育･定期利用保育のご案内 
Ｈ２８．１１ 

令和５年４月改訂 

【問合せ先】 新宿区子ども家庭部保育課入園･認定係 電話：０３‐５２７３‐４５２７（直通） 

『定期利用保育』は、区内在住でパートタイム勤務などの短時間就労等で

複数月継続して保育を必要とする方のお子さんをお預かりする制度です。 

※ 認証保育所等の認可外保育施設でも一時保育を実施しています。 

利用時間、受入月齢、料金等は、各施設により異なります。 

直接、各施設にお問い合わせください。 
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１ 専用室型一時保育 ［一時保育専用の保育室でお子さんを保育します。］ 
申込みをする前に、利用する園での面談・登録（要予約）が必要です。利用定員、申込み手

続き、利用者の決定方法等は、園により異なります。直接、利用する園にお問合せください。 
 

 
実施園名  

（五十音順） 

所 在 地 

電話番号 

１日の利用定員 
※0歳児クラスは『生後6ゕ月以上』 

月利用 

日数 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

認 

可 

保 

育 

園 

区
立 

富久町保育園 
富久町２２-２１ 

 TEL：３３５７-７７２０ 
 ６   ３  

７日 

以内 

私 
 

 
 

立 

ウィズブック保育園中落合 
中落合３-２１-１０ 

 TEL：６９１４-４９６０ 
      

７日 

以内 

オルト保育園 
高田馬場３-４０-３ 

 TEL：５３３２-７０８１ 
 ６   ３  

５日 

以内 

キッズガーデン新宿西落合 
西落合２-７-１６ 伊勢光ﾋﾞﾙ2･3F 

 TEL：６９０８-１７２３ 
１   １   

５日 

以内 

新栄保育園 
百人町３-２１-１４ 

 TEL：６３０４-０２４１ 
 ６   ３  

７日 

以内 

新宿こだま保育園 
中落合４-２５-１９ 

 TEL：５９８８-７８０７ 
      

５日 

以内 

原町みゆき保育園 
原町２-４３ 

 TEL：３３５６-２７６２ 
 ６   ３  

７日 

以内 

二葉南元保育園 
南元町４ 

 TEL：３３５１-３８１９ 
１   １   

５日 

以内 

認 
定 

こ 

ど 

も 

園 

区 
 

 
 

立 

あいじつ子ども園 
北町１７ 

 TEL：３２６７-３９５０ 
 ４ 

 
   区立園

あわせて 

７日 

以内 
 

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 

大木戸子ども園 
四谷４-１７ 

 TEL：３３５９-４２１２ 
１    １  

おちごなかい子ども園 
中井１-８-１２ （乳児園舎） 

 TEL：３３６１-１２９６ 
１    

 
 

柏木子ども園 
北新宿２-３-７ （乳児園舎） 

 TEL：３３６９-１０６２ 
２    

 
 

西新宿子ども園 
西新宿４-３５-５ 

 TEL：３３７７-９３５１ 
１    １  

四谷子ども園 
四谷２-６ 

 TEL：５３６９-３１７０ 
２    １  

私 
 

 
 

立 

大久保わかくさ子ども園 
大久保１-４-１ 

 TEL：６２６５-９９９２ 
２    ３  

５日 

以内 

しんえい子ども園 もくもく 
高田馬場４-３６-１２ 

 TEL：５３３２-５５４４ 
１  １    ７日 

以内 

しんじゅくいるまこども園 
戸山１-２１-１ 

 TEL：６３０２-１２２１ 
 ７   ７  

５日 

以内 

新宿せいが子ども園 
下落合２-１０-２０ 

 TEL：３９５４-４１９０ 
 ６   ３  

５日 

以内 

ChaCha Children 

Higashitoyama 

戸山２-３４-１０１ 

 TEL：５１５５-４３２１ 
 ６   ３  

７日 

以内 

富久ソラのこども園 

ちいさなうちゅう 

富久町１４-１ 

 TEL：６３８０-０４１４ 
 ６   ３  

５日 

以内 

  

２ 

６ 

２ 

１ 

１ 

３ 

６ 

６ 

６ 

４ 

２ 
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（１）区立・私立認可保育園の専用室型一時保育 

 ① 富久町保育園 ［区立認可保育園］ 

所在地 富久町22-21 決定方法 抽 選 

電話番号 ３３５７－７７２０ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ださい。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 
申込受付日 

利用希望日の前月の1～5日 

（土･日･祝日･年始を除く） 
［内訳］ 0～2歳児 6名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

9:00～16:00 

月利用日数 
7日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 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。 
 
 申込み時に抽選し、締切後に利用の

可否を郵送で通知します。 
 
 抽選後、空きがある場合は、利用希

望日の前月の20日から2日前まで

に来園して申込みをしてください。 

保育時間等 

（祝日･年末年

始を除く） 

月～金曜日 

※土曜日は就労理由のみ受入可 

8:30～17:00のうち8時間以内 

保育料 

2,300円/日/人 

（食材料費300円含む） 

キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

正午を過ぎてキャンセルした場合は、

利用した場合の保育料を徴収します。 
 
※ 感染症の感染等のためにキャンセ

ルする場合は区立子ども園の取扱

いに同じ。（8ページ参照） 

後払い 

 

 ② ウィズブック保育園中落合 ［私立認可保育園］ 

所在地 中落合3-21-10 決定方法 先着順 

電話番号 ６９１４－４９６０ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ださい。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 3名 申込受付日 
利用希望日の前月の１～5日 

（土･日･祝日･年始を除く） 

［内訳］ 0～５歳児 2名 

 緊急 1名 受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:00～16:00 

月利用日数 
7日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 13:00～16:00の間に電話で申込

みを受け付けます。 
 
※ 希望日に予約が取れなかった場合 

  はキャンセル待ちの申請ができます。  

  キャンセルが出た場合は、前日まで

に連絡します。 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

10:00～12:00（2時間）で1,000円 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

    2,300円/日/人 

【午前利用】1,500円/日/人 キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

正午まで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。 
利用日当日払い 
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 ③ オルト保育園 ［私立認可保育園］ 

所在地 高田馬場3-40-3 決定方法 抽 選 

電話番号 ５３３２－７０８１ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ださい。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 申込受付日 
利用希望日の前月の1～6日 

（土･日･祝日･年始を除く） 

［内訳］ 0～2歳児 ６名 

 3～5歳児 ３名 

 緊急 1名 受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:00～16:00 

月利用日数 
5日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 期日までに申込書を直接園に提出し

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。 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

2,300円/日/人 

【午前利用】1,500円/日/人 キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

正午までの文書によるキャンセルは無

料です。（FAX可） 

以降は全額の保育料を徴収します。 
利用日当日払い 

 

 ④ キッズガーデン新宿西落合 ［私立認可保育園］ 

所在地 西落合2-7-16 伊勢光ビル2･3F 決定方法 先着順 

電話番号 ６９０８－１７２３ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ださい。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 3名 申込受付日 
利用希望日の前月の1～6日 

（土･日･祝日･年始を除く） 

［内訳］ 0歳児 1名 

 1～５歳児 1名 

 緊急 1名 
受付期間 

月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:00～16:00 

月利用日数 
５日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 
 期日までに申込書を直接園に提出し

てください。 保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

【1日利用】8:30～17:00のうち8時間以内  

【午前利用】8:30～13:00 

慣らし保育あり 

2時間で1,000円 

キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

16:00まで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。 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

     2,300円/日/人 

【午前利用】1,500円/日/人 

利用日当日払い 
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 ⑤ 新栄保育園 ［私立認可保育園］ 

所在地 百人町3-21-14 決定方法 抽 選 

電話番号 ６３０４－０２４１ 

事前登録 

事前登録が必要です。申込書類受け取

り時に、登録のための面接日を予約し

てください。 
 
※ 面接はお子さんと一緒に来園してく

ださい。 

対 象 
新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 申込受付日 
利用希望日の前月の月初めの3日間 

（土･日･祝日･年始を除く） 

［内訳］ 0～2歳児 6名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 
受付期間 

月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:00～17:00 

月利用日数 
7日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 利用希望日の前々月の20日以降に

申込書類を取りに来ていただき、面

接・抽選日を予約してください。 
 
 抽選結果は郵送で通知します。 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

9:00～17:00のうち必要な時間 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

2,300円/日/人 

キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

正午までの文書によるキャンセルは無

料です。（FAX可） 

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） 

 

 ⑥ 新宿こだま保育園 ［私立認可保育園］ 

所在地 中落合4-25-19 決定方法 先着順 

電話番号 ５９８８－７８０７ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ださい。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 7名 申込受付日 
利用希望日の前月の5～10日 

（土･日･祝日を除く） 

［内訳］ 0～５歳児 6名 

 緊急 1名 受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:00～17:00 

月利用日数 
5日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 13:00～17:00の間に電話で申込

みを受け付けます。 
 
 希望日に予約が取れなかった場合

は、キャンセル待ちとなります。 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

2,300円/日/人 

【午前利用(給食有)】1,500円/日/人  
キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

正午までの文書によるキャンセルは無

料です。（FAX可） 

以降は全額の保育料を徴収します。 利用日当日払い（電子マネーのみ） 
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 ⑦ 原町みゆき保育園 ［私立認可保育園］ 

所在地 原町2-43 決定方法 抽 選 

電話番号 
３３５６－２７６２

（一時保育専用） 
事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録を

してください。 
 
※ 必要に応じて面接を行います。 対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 申込受付日 
利用希望日の前月の15日まで 

（15日が平日でない場合は前日の平日） 

［内訳］ 0～2歳児 6名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 

受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:30～14:30 

申込方法等 

 利用希望日の前月の15日（土･日･

祝日の場合は前日の平日）までに利

用申請書を園に持参してください。 
 
 抽選結果を利用希望日の前月の20

日（土･日･祝日の場合は翌日の平

日）までにメールにてお知らせしま

す。 

月利用日数 
7日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

【1日利用】8:30～17:00のうち8時間以内 

【午前利用】9:00～13:00 

慣らし保育あり 

10:00～12:00（2時間）で1,000円  

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

 2,300円/日/人 

【午前利用】1,500円/日/人 

利用日当日払い キャンセル 

キャンセル料は発生しませんが、利用

丌要となった場合は、速やかに園に連

絡してください。 

 

 ⑧ 二葉南元保育園 ［私立認可保育園］ 

所在地 南元町4 決定方法 抽 選 

電話番号 ３３５１－３８１９ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ださい。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 3名 申込受付日 利用希望日の前月の14～18日 

［内訳］ 0歳児 1名 

 1～５歳児 1名 

 緊急 1名 

受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:00～15:00 

申込方法等 

 申込書を園に持参してください。 

 （利用希望日の前月の18日着分で抽選）  
 
 利用希望日の前月の21日15:00以

降に抽選結果をHPに掲載します。

（土･日･祝日の場合は翌日） 
 
※ 抽選後の空き予約は、月～金曜日の

13:00～15:00に受け付けます。 

月利用日数 
5日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

9:00～11:30の間の2時間で1,000円  

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

2,300円/日/人 
キャンセル 

利用日前日（土･日･祝日･年末年始を除く）

16:00まで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。 利用日当日払い 
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（２）区立認定こども園の専用室型一時保育 
 

実施園 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 

所在地 北町17 四谷4-17 中井1-8-12（乳児園舎） 

電話番号 ３２６７－３９５０ ３３５９－４２１２ ３３６１－１２９６ 

１日の 

利用定員 

合計 5名 合計 5名 合計 3名 

[内訳] 0～2歳児 4名 

 

 

 緊急（0～5歳児） 1名 

[内訳] 0歳児 1名 

 1～2歳児 2名 

 3～5歳児 1名 

 緊急（0～5歳児） 1名 

[内訳] 0歳児 1名 

 1～2歳児 1名 

 

 緊急（0～5歳児） 1名 

実施園 柏木子ども園 西新宿子ども園 四谷子ども園 

所在地 北新宿2-3-7（乳児園舎） 西新宿4-35-5 四谷2-6 

電話番号 ３３６９－１０６２ ３３７７－９３５１ ５３６９－３１７０ 

１日の 

利用定員 

合計 4名 合計 6名 合計 10名 

[内訳] 0歳児 2名 

 1～2歳児 1名 

 

 緊急（0～5歳児） 1名 

[内訳] 0歳児 1名 

 1～2歳児 3名 

 3～5歳児 1名 

 緊急（0～5歳児） 1名 

[内訳] 0歳児 2名 

 1～2歳児 6名 

 3～5歳児 1名 

 緊急（0～5歳児） 1名 

 
申込方法等 

対 象 新宿区内在住で、生後6ゕ月以上の健康で集団保育が可能な児童 

月利用日数 
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ゕ月以内で必要な日数 

保育時間等 月～土曜日（祝日・年末年始を除く）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となります。 
 
 翌月納付書を郵送します。特別出張所または金融機関で納付してください。 
 

事前登録 

 
 利用を希望する園ごとに登録が必要です。各園に連絡して登録の日程を決めてく

ださい。 
 
 登録をしていない方は、申し込むことができません。 
 
 担当者との面接を行います。お子さんと一緒に来園してください。 

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。 

面接の上、食物の除去が必要な方は生活管理指導表の提出が必要となる場合があ

ります。 
 
【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 乳幼児医療症 

【注 意】 

・登録は年度ごとに必要です。次年度も利用を希望する方は、2月中に登録手続きを

してください。改めて「① 登録台帳」、「② 問診票」の提出が必要です。 
    

登録台帳、問診票は、各園で配

布しているほか、ホームページ

からダウンロードできます。 
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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） 
 

申込方法等 

  
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 ［抽選番号を引く］ 
 

・申込期間は利用月の前月初日から5開園日まで（6月分、２月分は4開園日目ま

で）です。（土･日･祝日を除く。9:15～16:30） 
 
・来園できない場合は、郵送またはFAXによる申込みが可能です。（申込期間必

着）申込書を発送・送信した旨を必ず園に電話で連絡してください。 
 
・郵送またはFAXで申込みをした方の抽選番号は、申込受付順に園の職員が代理

で抽選番号を引きます。（代理抽選番号） 
   
② 抽選番号順に利用日を決定（来園して申込みをした方が優先です） 
 

・来園して申込みをした方の利用日を決定した後に、郵送またはFAXで申込みを

した方（代理抽選番号分）の利用日を決定します。 
   
③ 抽選結果を各園のホームページ・園内掲示で発表 
 

・利用日ごとの当選した抽選番号を掲載します。申込み時に取得した抽選番号と

照合し、利用日を確認してください。 
 
・郵送またはFAXで申込みをした方は、来園して代理抽選番号を聞いてから、利

用日を確認してください。 
   
※ 抽選後の空きのある日の申込み 

 
・1日1回の申込みにつき1日分を予約することができます。 
 
・『離乳食、アレルギー食材の除去が必要な方』は利用日の3日前までに（休園日

を除く）、『幼児食の方』は利用日前日（休園日の場合は直前の開園日）の正午

までに、来園して申込みをしてください。（土･日･祝日を除く。9:15～16:30） 
 
・抽選後の空き状況は、新宿区ホームページに掲載しています。（毎週火曜日更新）

空き状況は常に変動していますので、園に電話または来園してお問い合わせく

ださい。 
  

利用を辞退 

（キャンセル） 

する場合 

  
・利用を辞退（キャンセル）するときは、わかり次第、園に連絡してください。 
 
・利用日前日（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、園に電話で申し出ていただく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、利用した場合の保育料を徴収

します。その場合は所定の「一時保育辞退届書」の提出が必要です。 

 

【感染症の感染等や感染予防のためにキャンセルする場合】 
 
・利用日前日の正午を過ぎてキャンセルした場合であっても、利用するお子さん、

同居している家族が感染症の 感染者・濃厚接触者 になったことによりキャンセ

ルした場合は、保育料は徴収しません。 
 
・感染予防 のためにキャンセルした場合も保育料は徴収しません。 
 
・園に電話で申し出ていただくことのみでキャンセルの手続きができます。 
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（３）私立認定こども園の専用室型一時保育 

 ① 大久保わかくさ子ども園 ［私立認定こども園］ 

所在地 大久保1-4-1 決定方法 先着順 

電話番号 ６２６５－９９９２ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ください。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 申込受付日 利用希望日の前月の5日以降 

［内訳］ 0歳児 2名 

 1～2歳児 4名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 

受付期間 

月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

8:30～17:00 

（毎月5日は13:00以降） 

申込方法等 
 利用希望日の前月の5日の13:00以

降に電話で申込みをしてください。 

月利用日数 
5日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00 のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

3,400円/日/人 

4時間以内の利用：2,200円/日/人 
キャンセル 

利用日前日（休園日除く）17:00ま

で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。 利用日当日払い（電子マネーのみ） 

 

 ② しんえい子ども園 もくもく ［私立認定こども園］ 

所在地 高田馬場4-36-12 決定方法 抽 選 

電話番号 ５３３２－５５４４ 

事前登録 

事前登録が必要です。申込用紙を取り

に来ていただいた時に日程をお知らせ

します。 
 
※ 面接はお子さんと一緒に来園して

ください。 

対 象 
新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 ５名 

［合計］ 0歳児 1名 

 1～3歳児 1名 

 4・5歳児 2名 

 緊急 1名 

申込受付日 利用希望日の前月の上旪 

受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

9:30～17:00 

月利用日数 
7日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 利用希望月の前々月の20日以降に

申込用紙を取りに来ていただき、

前月初めの登録日及び抽選日を予

約してください。 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

9:00～17:00 のうち必要な時間 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

3,400円/日/人 

キャンセル 

利用日前日（休園日除く）正午まで

の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。 
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。 
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 ③ しんじゅくいるまこども園 ［私立認定こども園］ 

所在地 戸山1-21-1 決定方法 先着順 

電話番号 ６３０２－１２２１ 

事前登録 

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。 
 
※ 面接はお子さんと一緒に来園して

ください。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 15名 申込受付日 利用希望日の前月の5～10日 

［内訳］ 0～2歳児 7名 

 3～5歳児 7名 

 緊急 1名 

受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

13:30～14:30 

月利用日数 
5日以内/月（キャンセル待ち含む）  

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

【利用希望日の前月の5～10日の受付】  

 下記時間帯に電話で申込みを  

受け付けます。 

＊0～2歳児：13:00～14:00 

＊3～５歳児：14:00～15:00 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00 のうち8時間以内 

（午後からの利用は丌可） 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

3,400円/日/人 

【午前利用(給食有)】 1,700円/日/人 
キャンセル 

利用日前日（休園日除く）正午まで

の文書によるキャンセル（FAX可）

は無料です。 

以降は全額の保育料を徴収します。 利用日当日払い 

 

 ④ 新宿せいが子ども園 ［私立認定こども園］ 

所在地 下落合2-10-20 決定方法 先着順 

電話番号 ３９５４－４１９０ 

事前登録 

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。 

※ 面接はお子さんと一緒に来園して

ください。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 申込受付日 利用希望日の前月の6～10日 

［内訳］ 0～2歳児 6名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 

受付期間 
月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

9:00～17:00 

月利用日数 

5日以内/月 

（キャンセル待ちを含めると最大７日/月） 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 下記時間帯に電話で申込みを受け

付けます。 

 ＊0～2歳児：13:00～14:00 

 ＊3～5歳児：14:00～15:00 

 内定した予約日・キャンセル待ち

をメールで園に送ってください。 

完了メールがきたら予約確定。 
 
※ 希望日に予約がとれなかった場合

は、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。 

保育時間等 

（祝日･年末年始

を除く） 

月～金曜日 

8:30～17:00 のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

3,400円/日/人 

8:30～13:00のうち4時間以内 

 の利用は1,700円/日/人 キャンセル 

 

事前に電話連絡と、キャンセルボー

ドに署名またはメールをした場合

は、キャンセル料は発生しません。 
利用日当日払い（電子マネー） 
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 ⑤ ChaCha Children Higashitoyama ［私立認定こども園］ 

所在地 戸山2-34-101 決定方法 抽 選 

電話番号 ５１５５－４３２１ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ください。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 
申込受付日 利用希望日の前月の7日まで 

［内訳］ 0～2歳児 6名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 
受付期間 

月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

9:30～16:30 

月利用日数 
7日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 利用希望日の前月の７日までに、

抽選参加の旨を電話でご連絡下さ

い。 

 利用希望日の前月の10日の10:00

から、抽選を行います。（休日の場

合は翌日） 

 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。 

保育時間等 

（祝日･年末年

始を除く） 

月～金曜日 

※ 土曜日は緊急の場合のみ受入可 

8:30～17:00 のうち8時間以内 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

3,400円/日/人 

4時間以内の利用：1,600円/日/人 キャンセル 

利用日前日（休園日除く）正午まで

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。 利用日当日払い 

 

 ⑥ 富久ソラのこども園ちいさなうちゅう ［私立認定こども園］ 

所在地 富久町14-1 決定方法 
抽 選（11日予定） 

※ 園に一任していただきます。 

電話番号 ６３８０－０４１４ 

事前登録 

事前登録が必要です。電話にて登録の

ための面接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

ください。 
対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上 

の健康で集団保育可能な児童 

1日の 

利用定員 

合計 10名 
申込受付日 

利用希望日の前月の5～10日 

（土・日・祝日を除く） ［内訳］ 0～2歳児 6名 

 3～5歳児 3名 

 緊急 1名 
受付期間 

月～金曜日（祝日･年末年始を除く） 

10:00～16:00 

月利用日数 
5日以内/月 

緊急の場合は1ゕ月以内 

申込方法等 

 利用希望日の前月の5～10日 

  （10:00～16:00）の間に申込用紙

を一時保育室入口の受付BOXに入

れてください。 

※ 保護者控えは発表日まで保管し

てください。 

 抽選結果は、ＨＰに掲載します。 

 希望日に予約を取ることができな

かった場合は、キャンセル待ちと

なります。希望日以外のキャンセ

ル待ちはできません。 

保育時間等 

（祝日･年末年

始を除く） 

月～金曜日 

9:00～17:00 のうち必要な時間 

慣らし保育あり 

保育料 

食材料費等は

お問合せください 

3,400円/日/人 

4時間以内の利用：1,700円/日/人 

利用日当日朝に、コンビニ支払い用

紙をお渡しします。当日中にお支払

いください。 キャンセル 

利用日前日（休園日除く）正午まで

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。 
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２ 空き利用型一時保育 

利用するお子さんのクラス年齢（4月1日現在の年齢）の定員に空きがある場合に、保育

園、認定こども園等に在籍しているお子さんと同じ保育室で一時的にお預かりします。 
 

実施園 
専用室型一時保育を実施していない 

認可保育園・認定こども園 
保育ルーム・事業所内保育所 

対 象 

新宿区内在住で、生後6ゕ月以上
※
の健康で集団保育可能なお子さん 

※ 保育ルームは、1～2歳児クラス（えどがわ園は、1～5歳児クラス） 

※ 事業所内保育所は、0～2歳児クラス 
 

 

 私立園は、園の総定員数に空きがある

場合も受入れできる場合があります。 

 保育ルームは、1～2歳児クラス または

3～5歳児クラスを併せた定員に空きが

ある場合に受け入れます。 

1日の 

利用定員 
原則 １名 

保育ルーム：3名まで（えどがわ園は5名まで） 

事業所内保育所：3名まで（もみの樹園は5名まで） 

月利用日数 1園につき ５日以内／月 ［月～金曜日（祝日・年末年始除く）］ 

保育時間 8：30～17：00 のうち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（私立園の食材料費は直接各園にお問合せください）］ 

申込方法等 

① 利用希望日の前月の25日から利用希望日の3日前（休園日の場合は直前の開園日）

までに、利用する園で申込み手続きをしてください。（申込書類は園で配布） 
 

② 新入園児童の調整を前月24日まで行っているため、クラス定員の空き状況は、 

利用希望月の前月の25日以降に確定します。 
 

③ 空きがある認可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。 

※ クラス別の空き状況は、前月の25日以降に入園･認定係にお問い合わせください。

クラスの定員に空きがある認可保育園等をご案内します。 
 

※ 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。 
 

④ 事前に希望園で、保護者と利用希望のお子さんの面接が必要です。 

利用日の 

変更方法 

利用日を変更する場合は、利用日の3日前（当該日が休園日の場合は直前の開園日）

までに利用する園にご相談ください。 ※ 利用日の変更は同一月内に限ります。 

利用を辞退 

（キャンセル） 

する場合 

【区立園】 ※ 区立子ども園［専用室型］に同じ。（8ページ参照） 

利用を辞退（キャンセル）するときは、わかり次第、園に連絡してください。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

に電話で申し出ていただく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、利用した場合の保育料を徴収し

ます。その場合は所定の「一時保育辞退届書」の提出が必要です。 

【私立園】 園により異なります。各園にお問い合わせください。 

  

該当するクラスの定員に空きがある場合の受け入れとなりますが、定員に空き

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。 
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３ 緊急一時保育［専用室型・空き利用型］ 

保護者が次の事由に該当し、お子さんを養育する人がいないため、緊急に保育が必要

な場合に、1ゕ月を限度に必要に応じてお子さんをお預かりします。 

 
 
 
 

①～⑤［共通］ 
 
 緊急性の事実を証明する書類の提出が必要です。 
 
 利用日直前の開園日までに園への申込み及び園での面接が必要です。 

 面接には、お子さんと一緒に来園してください。 
 
 
 

①～④［共通］ 
 専用室型一時保育の実施園では、「緊急一時保育」として定員(1名)を設けています。 

 まずは、専用室型一時保育の実施園に直接ご相談ください。（⑤を除く） 
 

 専用室型一時保育の実施園での受け入れが困難であるときなどは、保育課入園･

認定係にご連絡ください。緊急を要する事由や保育が必要である状況等を聞き取

り、空き利用型一時保育の利用について調整を行います。 
 
 
 

⑤［裁判員従事］ 
 保護者が裁判員（候補者）に選任され従事する間に、お子さんを養育する人がい

ない場合にお預かりします。 
 

 生後57日以上の健康で集団保育が可能な就学前のお子さんが対象です。 
 

 保育課入園･認定係にご相談ください。 

  

① 保護者が死亡または行方不明により不在のとき 

② 保護者が病気・出産等により入院または自宅療養を要するとき 

③ 家族が入院し、保護者がその看護にあたるとき 

④ 災害等により、保護者が復旧工事に従事するとき 

⑤ 保護者が裁判員制度の裁判員（候補者）に選任され、従事するとき 
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４ 定期利用保育 

パートタイム勤務などの短時間就労等の方のお子さんを、複数月継続して保育する制度

です。（保育時間：８：３０～１７：００）区内在住の生後６ゕ月から小学校就学前までの健康で集

団保育が可能なお子さんを対象としています。 

利用希望月の締切日までに、保育課入園･認定係への申込みが必要です。詳しくは、「定期

利用保育のご案内」をご覧ください。ご案内は、保育課入園･認定係（区役所本庁舎2階）

または定期利用保育実施園で配布しているほか、ホームページにも掲載しています。 

 

● 空き保育室型 定期利用保育 

 実施園 所在地 電話番号 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

私 

立 

にじいろ保育園市谷加賀町 市谷加賀町2-4-18 6280-7391  ６    6 

にじいろ保育園西早稲田 西早稲田1-2-2 6273-9227  6    6 

 
※ 在籍状況により、利用定員は変更となる場合があります。 

 
※ 0歳児クラスのお子さんであっても、以下の要件を満たしているお子さんは、特例的に1歳児クラス

への申込みをすることができます。（既に『特例1歳児』を受け入れている場合は、体制によって受

け入れができないことがあります。利用調整の際には、1・２歳児クラスの年齢のお子さんを優先

します。） 

・利用開始月の１日までに満１歳の誕生日を迎えていること 

・離乳食が完了し、幼児食に移行していること 

・１歳児クラスのお子さんとしての集団保育が可能であること 

 

● 専用室型 定期利用保育  ※ 0歳児クラスは生後６ゕ月から申込みが可能です。 

 実施園 所在地 電話番号 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

区

立 

大木戸子ども園 四谷4-17 3359-4212 2 4 4 10 

おちごなかい子ども園 
中井1-8-12 

（乳児園舎） 
3361-1296 1 4    5 

柏木子ども園 
北新宿2-3-7 

（乳児園舎） 
3369-1062 1 2    3 

西新宿子ども園 西新宿4-35-5 3377-9351 1 2 1 4 

私

立 

ウィズブック保育園中落合 

［土曜日保育なし］ 
中落合3-21-10 6914-4960 1 2 3 

キッズガーデン新宿西落合 

［土曜日保育なし］ 

西落合2-7-16 

 伊勢光ビル2･3F 
6908-1723 1 2 3 

しんえい子ども園 もくもく 

［土曜日保育なし］ 
高田馬場4-36-12 5332-5544 2 4 4 10 

二葉南元保育園 

［土曜日保育なし］ 
南元町4 3351-3819 1 6 7 
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 ☆その他の一時保育 
理由にかかわらず利用することができます。 

 

 ひろば型一時保育 ［子ども総合センター、子ども家庭支援センター］ 

実施施設 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  

所在地 新宿7-3-29 中落合2-7-24 榎町36 

電話番号 
事前登録：３２３２－０６９５ 

利用申込：３２３２－０６７５ 
３９５２－７７５１ ３２６９－７３０４ 

対 象 新宿区内在住で、生後6ゕ月以上の健康な未就学児 

利用定員 同一時間帯 5名まで 

月利用日数 上限なし 

利用時間 
月～金曜日（祝日･年末年始除く）の 9：00～17：00 のうち 

1時間以上30分単位で４時間まで 

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） 

 （減免あり） 

申込方法 

＊ 事前登録が必要です。（登録手続きの前に電話で面接の予約をしてください。） 
 
＊ 登録後に利用申込みをしてください。利用希望日の1週間前から前日（月～金曜日、祝日

を除く）の 9:00～17:00までに電話または来所にて申込みをしてください。 
 

 

『地域子育て支援センター二葉』の 一時保育 

実施施設 地域子育て支援センター二葉 

所在地 南元町4 二葉乳児院 2階 

電話番号 ５３６３－２１７０ 

対 象 生後6ゕ月以上の健康な未就学児 

月利用定員 同一時間帯  5名まで 

利用日数 上限なし 

利用時間 
月～金曜日（祝日･年末年始除く）の ９：00～17：00 のうち 

１時間以上30分単位で4時間まで 

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） 
 
＊ 新宿区民ではない方の利用料は、別の額になります。お問い合わせください。 

申込方法 

＊ 事前に来館の上、地域子育て支援センター二葉の利用登録が必要です。 
 
＊ 初回は慣らし保育（昼食なしの1時間から1時間半）となります。 
 
＊ 予約受付は、利用希望日の1週間前の9：00（新宿区民外は初日のみ13：00）から 

前日の16：00までです。（空きがあれば当日申込みも可） 

月～金曜日（祝日･年末年始除く）の9：00～16：00に申込みをしてください。 
 
＊ 予約は電話または来館にて受け付けます。 

 


