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スマホ便利帳スマホ便利帳スマホ便利帳
子育て中のママ・パパに、必要な情報を教えてくれる
お役立ちウェブサイトを紹介します ！
スマートフォンで二次元コードを読み込めば、その場で見られます。

W e bリンクページWe bリンクページWe bリンクページ

https://www.city.sh
injuku.lg.jp/

区ホームページ

お近くの医療機
関、診療中の医
療機関、薬局を
検索できます。

東京都医療機関・薬局
案内サービス「ひまわり」

新宿区地域ポータル
「しんじゅくノート」

「 子 育 て 応 援
ショップ＆マッ
プ」などを紹介
しています。

事故に関する情
報、応急手当の
方法などを紹介
しているサイト
です。

子どもに安全をプレゼント
事故防止支援サイト

子ども（生後１
か 月～６歳）の
救急時の情報が
あります。

こどもの救急

幼児サークル

子ども総合セン
ターなどで行っ
ているサークル
等を紹介します。

災害時に配慮が
必要な人のため
の行動マニュア
ルです。

要配慮者
防災行動マニュアル

都内の公園や庭
園等を検索する
ことができます。

東京都公園協会
「公園へ行こう！」

新宿区育児を応援する
行政サービスガイド
「はっぴー子育て」

子育てサービス
に関する情報サ
イトです。

健診・予防接種通知 イベント情報が充実

トイレ・授乳スペースがすぐ確認できて安心

親子向けショップ情報も便利！

スマートフォン専用アプリ

しんじゅく子育て応援ナビ
出産や子育てに役立つ情報を「プッシュ通知」でお知らせ。
便利な「子育て応援ショップ＆マップ」、イベント情報も充実。
子育てお役立ちアプリをぜひ活用してください！ App Store

Google Play 

プールやトレー
ニング室、体育
館、各種教室等
について紹介し
ています。

新宿区立
新宿スポーツセンター

ダウンロード
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時短 /コスパ
最重要！

インスタ映えも
意識したい

ワンパクといえば
うちの子

よくお絵かきを
している

わが子は
運動不足かも…

外遊びのネタを
模索中

「知育」って何？
気になる！

▶▶P4 ▶▶P5 ▶▶P6 ▶▶P7

ごっこ遊びに
ハマっている
みたい

子どもの
お風呂ギライ
なんとかしたい

今回は、身近な材料で作ることのできる、おもちゃDIYをご紹介。
おうち時間や外遊びの時間を、親子でもっと楽しみましょう！

以下のフローチャートで、ぴったりなおもちゃを見つけてみてください。

Yes No
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おうちにあるペットボトルのキャップで手
軽に作成できます。好きな絵をかいたり、
シールを貼ったり、親子で楽しくデコレー
ションできます。場所をとらず、お片付けも
ラクラク！

□ペットボトルのキャップ
□紙
□色鉛筆やマジックなどの絵を描く道具
□ハサミ
□セロハンテープやシール

マッチング遊び

文字ならべ

ペットボトルの
キャップをきれいに
洗ってしっかり乾かす

紙にキャップの
大きさに合わせた丸を描き、
その中に好きな絵を描くハサミでカットし、

ペットボトルの
キャップに貼る

完成

材料

作り方

飲み残しの付着が無
いように台所洗剤で
しっかり洗い、完全
に乾かしましょう。

紙の上からセロハ
ンテープで貼り付
ければ、紙のはが
れ・絵のにじみ等の
防止に。

紙の上にペットボトルキャップを置いて縁
取ると、きれいな丸を書くことができます。

遊び方

「赤はどこかな？」「四角
はどれかな？」等、声をか
けて一緒に探しましょう。

子どもが知っている乗り
物、好きな動物、食べ物
など、身近な言葉をつ
くってみましょう。

ドーナツ屋さん
トングやカップなどを使
い、ドーナツ屋さんごっ
こを楽しんでみましょう。

キャップを下にして並べ同じ
模様を当てる遊びでは、子
どもの記憶力が育まれます。

保育士　篠原さん
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風船を
膨らませる

圧縮袋の
空気を抜く

完成

作り方

バルーンポンプを使うと
便利。息を吹き込む場合
は、事前に風船を上下左
右に引っ張り、延ばしてお
くと簡単です。

圧縮袋に
膨らませた風船を
敷き詰める
シングルふとん用の圧
縮袋の場合、風船の数
は20個くらいが目安
です。

掃除機を使ってしっか
り空気を抜きましょう。

乗ったり、転がったり、歩いたり…。子ども
の大好きなトランポリンを簡単に作成でき
ます。おうちで体を動かせるので、運動不
足解消やバランス感覚を鍛えるのにもい
いかも。

□風船
□ふとん圧縮袋
□掃除機

材料

遊び方

フワフワした感触やでこぼ
こした感触を全身で楽しみ
ましょう。

児童指導　田中さん
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夏場の外遊びなどに持っていきましょう。
短時間で簡単に作ることができ、ペットボ
トルの大きさを変えたり、穴を開ける場所
を変えたりと、アレンジも自在。おうちのお
風呂タイムでも大活躍です。

□ペットボトル
　（キャップも使用します）
□穴あけ工具（キリなど）
□油性カラーペンやビニールテープ

ペットボトルを
きれいに洗って
しっかり乾かす

ペットボトルの下部に
穴を開ける油性カラーペンや

ビニールテープで
デコレーション

完成

材料

作り方

飲み残しの付着が無
いように台所洗剤で
しっかり洗い、完全に
乾かしましょう。

好きな模様を描いたり、ビニー
ルテープで顔を作ったり。

７～８箇所、キリなどで穴を開け、水の出
口を作ります。

遊び方
水を入れて、キャップをゆるめると水が出て、
キャップをしめると水が止まります。

ペットボトルを押す指先の力
加減でシャワーの水の勢い
が変化して、面白いです。

保育士　篠原さん
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半分に折ったダンボールに
羽のアウトラインを書き、
カッターで切る

好きな模様に
切り抜く

作り方

左右対称になるよう、半分に
折ったままカットしましょう。

中央に４つ穴を
開けてひもを通し、
長さを調整して結ぶ
子どもの体の大きさ
に合わせてひもの長
さを調整しましょう。

セロハンや
折り紙を貼って、
完成

丸、三角、四角…蝶々の
羽をイメージしながら

公園などに持っていって、蝶々のようにと
び回ろう。カラフルで映えるので、写真を
撮る楽しみも。兄弟姉妹やお友だちと一
緒に作って集まっても良いかも。

□ダンボール
□ひも
□カッター
□穴あけ工具（キリなど）
□セロハンや折り紙

材料

遊び方

「光を通すときれいだよ」遊
びの中で光や影の存在に気
付く様子が見られます。

児童指導　田中さん
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今回の改正では、企業に対して、育休を申請しやすい環境づくり等が義務付けられました。
同時に、男性がより育児参加をしやすくなる制度が整備されました。

改正後のポイントをご紹介しますので、家庭でもぜひ話し合ってみましょう。

2022年4月1日施行

（1） 雇用環境、個別の周知・
 意向確認の措置の義務化
（2） 有期雇用労働者の育児・
 介護休業取得要件の緩和

取得可能日数（最長４週間）を２回に分けて取得可能

2022年10月1日施行

（3） 産後パパ育休
 （出生時育児休業制度）
 の創設
（4） 育児休業の分割取得

2023年4月1日施行

（5） 育児休業取得状況の
 公表の義務化

注目は

「産後パパ育休」（出生時育児休業制度）は、“男性版産休”とも言われています。子どもの出生時
にパパが配偶者をフォローしやすくなるとともに、育児と仕事を両立しやすくなるよう新設されま
した。

ポイント
1 子の出生後8週間以内に取得できます。取得可能日数は4週間までで、２回に分割することも

可能。出産後の配偶者の体調や家庭の状況に応じて、臨機応変に対応しやすくなると考えら
れます。

産後パパ育休中の就労が可能
ポイント
2 労使協定を締結している場合、休業中に就業することが可能です。日数・時間数等に上限はあ

りますが、「仕事があるから育休を取りづらい」という声に応える、新しい施策となっています。

「パパ休暇」は
２０２２年９月３０日までポイント

3
改正前は、子の出生後８週間以内に「パパ休暇」を
取得した場合に限り、出生後８週間経過した後、再
度育児休業を取得することが可能でした。「産後
パパ育休」の新設にともない、この「パパ休暇」は
廃止になります。

厚生労働省
「育児・介護休業法に
ついて」
厚労省のホームページか
ら、取得要件等の詳細を
確認することができます。

詳しくは…
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育児休業を取得したきっかけは？
生活スタイルは変わった？

取得して良かったことは？
取得を考えている人へメッセージ

Q1
Q2

Q3
Q4

妻の妊娠がわかった際、育休取得を意識しました。会
社は仕事と家庭の両立支援に積極的で、数か月育休

を取る男性もいます。私も子どもの首が座る頃まで取りたい
と考え、思い切って４か月取得しました。

育休中、昼夜問わず子どもをお世話し、同時に家事も
こなす中、育児は一人ではできないと思いました。以前

は残業しがちでしたが、現在は定時で帰宅し、子どものお風呂
や寝かしつけ、合間に掃除…と、臨機応変に動いています。

わが子が初めて笑った、寝返りを打ったなど、小さな
成長に立ち会えて嬉しかったです。子どもに愛情を

込めて接する妻を見て改めて好きだなと感じ、夫婦仲も深ま
りました。子育ての大変さに気づけたことも大きかったです。

夫婦で子育てをする中、妊娠・出産・育児・復職等にお
いて、女性の方がリスクにさらされていると思いまし

た。そんな中、男性がこれまで通りの生活を送るのではなく、自
分ごととして育児に取り組むことが大切だと感じ
ています。男性が子育てについて語る時、主
語が「妻が」ではなく「私たちが」になる、そ
んな社会になることを願っています。

生後間もない時期に夫がいてくれて心強かっ
たです。育休期間を通して、今後どんな場面も
夫婦で乗り越えられると自信がつきました。

家 族 か ら 一 言

共働きのわが家が上手く協力し合えているの
は、夫の育休中、育児の楽しさも大変さも共有
できたからだと思います。家事・育児ともに積
極的に動いてくれ、ありがたいです。

家 族 か ら 一 言

株式会社
熊谷組

藤原和己さん

株式会社
システムリサーチ
荒内良太さん

A1

A2

A3

A4

初めての子育てでお互い実家も遠方なので、妻と話
し合い、二人で頑張ろうと決めました。　男性社員

が多い部署ですが、育休取得を相談した際、快く送り出して
いただき感謝しています。

復職後、育児との両立の難しさを再認識し、出勤前
のひと時など子どもとふれ合う時間を意識的に作る

ようになりました。また、わが家は共働き家庭なので、仕事の
状況をしっかり共有し合い、子どもの発熱時など、お互いの
忙しさに配慮しつつ動けるよう気をつけています。

育休中は夫婦ともに寝不足で、泣くわが子を前に、
空腹なのか眠いのかオムツ替えかもわからず大変で

したが、振り返ると子どもにたくさん関われた貴重な時間で
した。私は１か月間の取得でしたが、もっと長くとればよかっ
たなと思います。

よく、最初の１か月が勝負だと言われますが、赤ちゃ
んの動ける範囲が広がる５～６か月くらいがさらに

大変だと感じています。赤ちゃんの成長は本当にあっという
間なので、産後パパ育休等を活用し、なるべく子育て時間を
確保できると良いと思います。

A1

A2

A3

A4
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おうち時間が増える中、災害に強い部屋づくりが注目されています。
子育て世代だからこそ気をつけたい、家の中に潜む危険をチェックして、
いざという時に備えましょう。

大きめサイズだとすぐ
におむつ交換できない
状況でも安心です。

紙おむつ

おむつを入れたり、タ
オルと併用すればおむ
つ代わりにも。

ビニール袋

裏に連絡先等をメモし
ておき、災害時は子ど
ものポケットに。

写真

□壁掛け時計はクロックフックで固定
□割れない素材を選ぶ

□パソコンやテレビは粘着マットやス
トッパーで固定
□キャスター付き家具には下皿等を
セットして、転がらないように

□寝具の周囲に大型家具や落下しや
すいものを置かない

□ベッドの下には滑り防止マットを設置
□スリッパや抱っこひもを準備しておく

□窓ガラスには飛散防止フィルムを
貼る

□防炎カーテンを使用

お気に入りのぬいぐる
み、安心毛布等。ぐずり
解消に効果的です。

おもちゃ

子どものための防災グッズ
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「新宿区防災ハンドブック」で
は、地震発生時の行動や日頃
の備え、区の防災・減災対策等
が紹介されているほか、避難場
所等を確認することができま
す。親子で読んでみましょう。

地域の防災ガイド

冊子の閲覧は
こちらから▶

哺乳瓶に水を入れ、カ
イロで40度くらいまで
温めることができます。

使い捨てカイロ

災害用伝言ダイヤル（171）や
災害用伝言板（web171）等、
災害時の連絡手段や、集合場
所・時間等を家族で決めましょ
う。公衆電話の使い方等も子ど
もに覚えさせておきましょう。

□吊り下げ照明はコードを短くして、
ワイヤー等で固定

□本棚やクローゼットはポール
式器具やL字金具で固定

□重いものを下に、軽いものを
上に置く

□ガラスや陶器など、割れやす
いインテリア雑貨を避ける

□家具は部屋の出入り口前に
倒れないように配置

□子どものおもちゃは遊ぶ時以外は収納

災害時の家族ルールを
話し合おう

P29では、より詳しく
非常持出品について
解説しています。わ
が家の危険度と合わ
せてチェックしておき
ましょう。
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妊娠したら

妊娠・出産妊娠・出産1章

「妊娠相談ほっとライン」の開設
妊娠や出産のさまざまな悩みについて、
電話やメールで相談に応じます。

（▶▶ P36）

　妊娠がわかったら、保健センター・健康づくり
課、特別出張所で母子健康手帳をもらいましょう。
窓口で妊娠届出書に、住所、氏名、そのときにか
かっている病院、出産予定日、妊娠週数等を記入
していただくと、その場で、「母子健康手帳（出
生通知票添付）」と「母と子の保健
バッグ」をお渡しします。この
中には妊婦健康診査受診票、母
親学級のお知らせなどが入っ
ています。早い時期にひととお
り目を通しておきましょう。

母子健康手帳の交付

　妊娠により、妊娠高血圧症候群などの症状が
見られた方には、入院治療に必要な自己負担額
の費用が助成されます。

妊娠高血圧症候群等の医療給付

　母体の健康を保つため、妊娠中は定期的に妊婦
健康診査を受けましょう。新宿区では、妊娠の届
出をした方に妊婦健康診査受診票14回分、妊婦
超音波検査受診票（経腹法）３回分、妊婦子宮頸
がん検診受診票１回分をお渡しします（この受診
票は一定金額を上限として助成するものです。医
療機関での指導内容や検査項目により自己負担が
発生することがあります。交付枚数は令和４年４
月１日現在のものです）。
＊妊婦健康診査受診票等は東京都内の委託医療機関での
み使用できます。東京都外で受診される方は健康づ
くり課までご連絡ください。

＊多胎妊娠の場合、妊婦健康診査を追加で５回分助成し
ます。詳しくは、健康づくり課にお問い合せください。

■ 妊婦健康診査 受診の目安
妊 娠 週 健 診 回 数

　妊 娠 初 期〜妊娠 23 週 　４週間に１回
　妊娠 24 週〜妊娠 35 週 　２週間に１回
　妊娠 36 週〜分娩まで 　１週間に１回

妊婦健康診査を受けましょう

● 問い合わせ
健康づくり課健康づくり推進係

【TEL】5273-3047【FAX】5273-3930

● 届け先
＊保健センター（▶▶ P88）
＊健康づくり課
＊特別出張所（▶▶ P89）
● 問い合わせ
健康づくり課健康づくり推進係

【TEL】5273-3047【FAX】5273-3930

● 対象者
区内在住で、妊娠による妊娠高血圧症候群
およびその関連疾患、糖尿病および妊娠糖
尿病、貧血、産科出血、心疾患の症状が見
られ、認定基準を超える方で次の①または
②に該当する方（※生活保護法の規定によ
る保護を受けている世帯の方は対象外）
① 世帯の前年分の所得が総所得税額で
30,000 円以下の方
② ①以外の方で、入院見込み期間が 26 日
以上の方
● 申込み
保健センター（▶▶ P88）で医療費助成申請
書および診断書などの書類を受け取り、必要事
項を記入のうえ、お住まいの地域を担当する保
健センターへ提出してください。
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　妊婦の方の歯と口の健康を保つため、妊婦歯科健康診査を区内指定歯科医療機関で実施しています。
新宿区では妊娠から産後１年（お子様の１歳のお誕生日の前日まで）の間に、１回受診できます。受
診票は母子手帳の交付時に１回分お渡しします。できるだけ妊娠中の安定期にご使用ください。

妊婦歯科健康診査を受けましょう

　妊婦の方が妊娠中から子育て期まで安心して過
ごせるよう、保健師等の専門職が面談し、妊娠中
や産後の情報をご紹介しています。保健センター・
健康づくり課で妊娠の届け出をされた方は、その
場で面談を受けることができます。特別出張所で
妊娠の届け出をされた方は、保健センター・健康
づくり課にお越しください（お越しの際、母子健
康手帳をお持ちください）。専門職と面談された
妊婦の方には、後日、妊娠・出産・子育てを応援
する品（１万円相当）をお送りします。
　妊娠中に新宿区に転入された方も、面談の対象
になります。

出産・子育て応援事業
（ゆりかご・しんじゅく）

● 問い合わせ
健康づくり課健康づくり推進係

【TEL】5273-3047【FAX】5273-3930
● ゆりかご・しんじゅく実施場所
＊保健センター（▶▶ P88）
＊健康づくり課健康づくり推進係

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理
由により病院等での出産が困難な妊産婦の方に
対して、出産費用を公費で負担する制度です。
詳しくは子ども家庭課育成支援係までお問い合
わせください。

入院助産制度

● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

■ HIV・性感染症検査
　血液検査です（クラミジアのみ尿検査）。詳し
くは保健予防課にお問い合せください。
■ B 型・C 型肝炎ウイルス検査
　血液検査です（予約制）。
　39歳以下で検査を希望する方は、保健予防課
にお問い合せください。40歳以上で検査を希望
する方は、健康づくり課にお問い合せください。

その他の検査

● 問い合わせ
保健予防課予防係

【TEL】5273-3859【FAX】5273-3820
健康づくり課健診係

【TEL】5273-4207【FAX】5273-3930

　区民税非課税世帯・生活保護世帯の妊産婦や
乳幼児の方が、指定医療機関での一般保健指導
（妊産婦健診等）、歯科保健指導を無料で受けら
れる制度です。

保健指導票の交付

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

　国民年金の第１号被保険者が出産する場合に
は、産前産後の一定期間、保険料が免除されます。
この免除期間は年金額を計算する際、保険料を
納めた期間として扱われます。出産予定日の６
か月前から申請できます。

● 問い合わせ
医療保険年金課年金係

【TEL】5273-4338【FAX】3209-1436

産前産後期間の
国民年金保険料免除
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＜母親学級・はじめまして赤ちゃん応援教室＞
● 申込み
予約制。直接会場の保健センターに電話で予
約してください。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）
＜両親学級＞
● 申込み
※新宿区が委託しています。
NPO 法人助産師みらい SHINJUKU

【URL】http://jyosanshi-mirai.org/
往復はがきまたは上記 URL から申込むこと
ができます。
● 問い合わせ
上記 URL または

【TEL】080-3710-0361
月〜土曜日

（祝日・年末年始を除く）
9:00 〜 18:00
詳しくは「母親学級・両親学級（新
宿区サイト）」をご覧ください。

■母親学級（平日コース・土曜日コース）
１日目 赤ちゃんのお風呂の入れ方、

ママと赤ちゃんの歯の健康
２日目 分娩の経過・呼吸法、

妊娠中から始めるバランスの良い食事
■両親学級

赤ちゃんのお風呂の入れ方、妊婦体験
講演会（講師：助産師）

■はじめまして赤ちゃん応援教室（妊婦クラス）
助産師等を講師としてミニ講話や情報交換を行ってい
ます。

　お母さん、お父さんになる方が安心して出産を
迎えられるように、また、初めての育児に対する
不安を解消・軽減できるように、出産・子育てに
関する知識の普及や情報の提供を行っています。
仲間づくりの場としてもご活用ください。

NPO 法人助産師
みらい SHINJUKU

ホームページ

※	このほかに、おじいさま・おばあさま学級を四谷・
落合保健センターで開催しています。

母親学級／両親学級
／はじめまして赤ちゃん応援教室（妊婦クラス）

出産したら

　産前産後に、家事や育児の手伝いが必要な場
合、育児支援家庭訪問事業（ヘルパーまたは産
後ドゥーラの派遣・有料）を利用することがで
きます。詳しくは子ども総合センターまでお問
い合わせください。
※減免あり。

産前産後の育児・家事支援

● 問い合わせ
子ども総合センター

【TEL】3232-0675【FAX】3232-0666

　赤ちゃんが生まれたら、14日以内（生まれた
日を含む）に、住所地、本籍地または生まれた
場所の市区町村に届け出てください。新宿区で
は、戸籍住民課戸籍係または各特別出張所で受
付をしています。必要な書類は、出生届書、母
子健康手帳です。

● 届け先
＊戸籍住民課戸籍係
＊特別出張所（▶▶ P89）
● 問い合わせ
戸籍住民課戸籍係

【TEL】5273-3506【FAX】3209-1728

出生届

新生児聴覚検査を受けましょう
　耳のきこえの障害を発見するために、生後間もない時期に実施する検査です。妊娠の届出をし
た方に新生児聴覚検査受診票１回分をお渡しします（助成上限額あり）。受診票の有効期間は生
後 50日に達する日までです。詳しくは健康づくり課までお問い合わせください。

２
１
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　赤ちゃんが生まれたすべてのご家庭に訪問指
導員（助産師・保健師等）が訪問して、赤ちゃ
んの体重測定や育児相談、母子保健サービスの
紹介などを行います。
● 申込み
　母子健康手帳に添付している「すくすく赤ちゃ
ん訪問連絡票 (出生通知票 )」を健康づくり課に
お送りください（区ホームページから電子申請も
可能 )	。※出生後なるべく早くお送りください。

● 問い合わせ
＊保健センター（▶▶ P88）
＊里帰り先等での訪問については
健康づくり課健康づくり推進係

【TEL】5273-3047【FAX】5273-3930

すくすく赤ちゃん訪問

● 対象
区内在住の妊婦さん、未就学児がいる家庭
● 費用
無料
● 内容
週１回２時間程度で４〜６回、ボランティア
が訪問します。
● 問い合わせ
地域子育て支援センター二葉　

【TEL】5363-2170
日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
10:00 〜 17:00

【メール】homestart@futaba-yuka.or.jp

　妊娠中や、子育てをする時、特に子どもが小さい
時には誰でも不安があり、周囲の支えが必要です。
　ホームスタートは地域の先輩ママ・パパがボ
ランティアとして家庭を訪問する子育て支援で
す。出産の準備をお手伝いしたり、保護者の方
のお話をゆっくり聴いたり、お子さんと一緒に
遊んだりします。また一緒に公園や病院、子育
てひろばなどへ出かけることもできます。
　どんなサポートが必要かというのは人によっ
て異なるため、まずはコーディネーター（オー
ガナイザー）が訪問し、お話を伺い、その人に合っ
たボランティアさんを紹介いたします。
※ベビーシッターやヘルパーのような家事の代
行ではありません。
※訪問中に関わったプライバシーに関する情報
は外に漏れることはありません。

家庭訪問型子育て支援	ホームスタート

ホームスタート・二葉 検 索

　出産後、「自宅に帰っても手伝ってくれる人が
いなくて不安」「お産や育児の疲れで体調が良く
ない」など、産後の育児支援が必要なお母さん
と赤ちゃんが、支援施設に宿泊しながらサポー
トが受けられます。

産後ケア事業

● 申込み
利用登録申請書を妊娠 8 か月（28 週）以降、
お住まいの地域を担当する保健センターへ提
出してください。
保健センター（▶▶ P88）
● 問い合わせ
健康づくり課健康づくり推進係

【TEL】5273-3047【FAX】5273-3930
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出産育児一時金

【直接支払制度】
　出産育児一時金直接支払制度とは、出産育児
一時金を保険者が直接医療機関等に支払うこと
により、出産した被保険者等があらかじめまと
まった現金を用意する必要がなく出産時の経済
的負担が軽減される制度のことです。この制度
を利用すると、出産育児一時金を超えた金額の
みを医療機関等から請求されることになります。
　原則この直接支払制度をご利用いただくこと
になり、医療機関等で申請手続きを行います。
詳しくは、出産される医療機関等にお問い合わ
せください。医療機関等で手続きができない場
合の申請先・申請方法（必要書類など）は、加
入している健康保険に確認してください。

　出産育児一時金は、出産した被保険者等が加
入している健康保険から支給されます。妊娠
12週と１日（85日）以上経過した人であれば、
出産・流産・死産を問わず支給の対象となりま
す。支給金額は各健康保険で異なりますので、
ご自身の加入している健康保険にお問い合わせ
ください。

● 問い合わせ
各健康保険組合 
※新宿区の国民健康保険に加入している方
は、医療保険年金課国保給付係へ。

【TEL】5273-4149【FAX】3209-1436

　乳幼児健診（３～４か月児）時に絵本を配布し、
３歳児健診では絵本の引換券（区立図書館で配
布）をお渡ししています。
　保健センターでの読み聞かせ再開については、
こども図書館にお問い合せください。

絵本でふれあう子育て支援

● 問い合わせ
こども図書館（中央図書館内）

【TEL】3364-1421【FAX】3208-2303
保健センター（▶▶ P88）

産婦健康相談
　産婦（子どもが生後１歳までの希望する母親）
に、健康相談および歯科健康相談を実施してい
ます。日程は、３～４か月児健診（P22）の通
知と合わせてお知らせしています。

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

　赤ちゃんの誕生をお祝いして、区よりお祝い
の品をお贈りします。絵本のガイドブックと、「長
野県伊那市」および「群馬県沼田市」で、技を
磨き続けた職人さんにより作成された木工製品
等８種類のうち、１種類を選んでいただき、お
贈りします。

誕生祝い品

● 対象者
新宿区内に住所があり、新たに子どもを出産し、
かつ、その子どもも新宿区に住所を定めた方。
対象者には区からお知らせします。
● 申込み

「誕生祝い品申込書（はがき）」に必要事項を
ご記入のうえ、出生日から１年以内に子ども家
庭課もしくは各特別出張所にご提出いただく
か、またはご郵送ください。
● 問い合わせ
子ども家庭課子ども医療・手当係
 【TEL】5273-4546【FAX】3209-1145
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　離乳食をはじめる時のポイントや進め方に
ついての講習会を開催しています。栄養士に
よる離乳食の調理実演と保護者の試食、保健
師による事故予防の話をしています。

離乳食講習会

● 対象者
５〜６か月頃のお子さんの保護者の方
● 実施場所
各保健センター
● 申込み　
予約制。直接会場の保健センターに電話で予
約してください。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

　１歳～１歳６か月頃のお子さんの幼児食につ
いて講習会を開催しています。栄養士による離
乳完了時期の食事・おやつの話をしています。
　はじめて歯科相談（１歳児）と同時開催です。

● 対象者
１歳〜１歳６か月頃のお子さんの保護者の方
● 実施場所
各保健センター
● 申込み　
申込みは不要です。お誕生月に郵送する、は
じめて歯科相談（▶▶ P23）の通知の日に
お受けください。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

１歳児食事講習会

● 申込み
予約制。直接会場の保健センターに電話で予
約してください。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

　おおむね４か月までのお子さんを育てている
お母さんと赤ちゃんを対象に、助産師等を講師
としてミニ講話や情報交換を行っています。

はじめまして赤ちゃん応援教室
（産婦クラス）

　月１回、育児に不安を抱える乳幼児の保護者
を対象に、医師・カウンセラーが相談に応じます。
日程は各保健センターにお問い合せください。

親と子の相談室

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

医療費の助成

　お子さん（15歳に達した日以後の最初の３月
31日まで）が、健康保険証を使って医療機関で
診療を受けた場合、その窓口で支払う自己負担
分および入院時の食事療養費を助成しています
（健康保険が適用されるものに限ります）。

● 対象者
子どもおよび保護者が新宿区民で、子どもが
日本の健康保険制度に加入している方
● 申請先　
子ども家庭課または各特別出張所
● 必要書類　
① 子どもが加入している（または予定の） 健
康保険証
② 申請者名義の金融機関の口座
● 開始時期　
助成開始は出生・転入日から（出生・転入日
の翌日から３か月以内に申請した場合）
● 問い合わせ
子ども家庭課子ども医療・手当係

【TEL】5273-4546【FAX】3209-1145

子どもの医療費助成

　各保健センターでは、保健師・栄養士・歯科衛
生士などが、いろいろな相談に応じています。
ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。

育児の不安、心配事、
育児疲れ等があるとき

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）
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　新宿区に住所を有する方で、①気管支ぜん息
②慢性気管支炎③ぜん息性気管支炎④肺気しゅ
およびこれらの続発症の治療費のうち、健康保
険を適用した後の自己負担額について医療費助
成が受けられます。対象となる方は以下のいず
れにも該当する方です。東京都の制度ですが、
申請書の申込みおよび問い合わせは以下の窓口
です。

● 対象者
（1）18 歳未満の方（18 歳の誕生日が属す
る月の末日までの間にある方を含む）

（2）都内に引き続き１年（３歳未満の方は６
か月）以上お住まいの方（住民登録されてい
る方）

（3）現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん
息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方

（4）健康保険等に加入されている方
（5）喫煙していない方
※（1）から（5）をすべて満たしているこ
とが必要です。
● 問い合わせ
健康政策課公害保健係

【TEL】5273-3048【FAX】5273-3876

大気汚染医療費助成

　18歳未満の方で、小児慢性特定疾病（慢性心
疾患、膠原病、慢性腎疾患、血液疾患、免疫疾患、
内分泌疾患など）で治療を受けている方の医療
費などを助成します。医療保険における世帯の
住民税（所得割）に応じて自己負担があります。

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

慢性的な病気などの医療費助成

　国・都が指定する病気にかかっている方の、
各種保険を適用した医療費から所得に応じた患
者一部負担限度額を除いた額を助成します（小
児慢性特定疾病該当の場合は除く）。
　詳しい疾病名等は、保健センターにお問い合
せください。

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

難病医療費等助成 　新宿区に住民登録のある未熟児（生まれたと
きの体重が2,000グラム以下など）で、入院治
療が必要と医師が認めた乳児（０歳児）が対象
です。必要な医療費の一部を負担します。

● 申込み
保健センターで養育医療給付申請書および養
育医療意見書などの書類を受け取り、必要事
項を記入のうえ、お住まいの地域を担当する
保健センターへ提出してください。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

未熟児養育医療の給付

　ひとり親家庭の方（受給資格のいずれかに該
当する18歳に達する日以後の最初の３月31日
まで、一定の障害を有する時は20歳未満の児
童を養育する方と児童）が、健康保険証を使っ
て医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支
払う自己負担分の一部または、全額を助成して
います。申請者および扶養義務者（同住所に住
む親族など）の所得制限など、要件を満たして
いることが必要です。受給資格については、
P20児童育成手当（育成手当）をご覧ください。

● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

ひとり親家庭医療費助成
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児童手当など
　身体に障害のある18歳未満の児童に対し、
指定自立支援医療機関において生活能力を得る
ために必要な医療費の一部を負担します（認定
基準・所得制限等あり）。

● 申込み
保健センターで自立支援医療費（育成医療）
支給認定申請書および意見書などの書類を受
け取り、必要事項を記入のうえ、お住まいの
地域を担当する保健センターへ提出してくだ
さい。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

自立支援医療費
（育成医療）の給付

　患者本人が都内に住所を有し、精神疾患のた
めに精神病床にて入院治療を必要とする18歳
未満の人に対し、入院医療費の助成をします（入
院時の食事療養費の標準負担額を除く）。東京都
の制度ですが、申請窓口はお住まいの地域を担
当する保健センターです。

小児精神障害者
入院医療費助成制度

● 申請方法
公費負担を受けようとする方は、お住まいの
地域を担当する保健センターへ次の書類を提
出してください。
● 必要書類　
①  医療費助成申請書
②  診断書（所定の様式）
③  住民票

（②、③については申請日前 3 か月以内に作
成されたもの）
④  健康保険証の写し
⑤ 遅延理由書（入院を開始した月の翌月以
降に申請するとき）
	● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

児童手当
　区内に住所があり、15歳に達した日以後の最
初の３月31日までの児童を養育している方に
支給されます。該当する方は申請手続きをして
ください。

● 内容
所得制限があります。所得により支給額が異
なります。
● 手当額 ( 月額 )　

【所得制限限度額未満】
３歳未満 15,000 円
３歳〜小学校修了前の第１子・第２子 
10,000 円
３歳〜小学校修了前の第3子以降15,000 円
中学生 10,000 円

【所得制限限度額以上】（特例給付）
０歳〜中学生（一律）5,000 円
※令和４年６月以降、特例給付の支給に所得
上限限度額が設けられます。所得上限限度額
を超えた場合、特例給付は支給されません。
● 届け先
子ども家庭課または各特別出張所
● 注意
支給の開始は原則として申請月の翌月分から
です。さかのぼっては支給されません。子の
人数は、18 歳に達する日以後の最初の３月
31 日までの間にある児童の中で数えます。
● 問い合わせ
子ども家庭課子ども医療・手当係

【TEL】5273-4546【FAX】3209-1145
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● 内容
所得制限があります。
● 手当額 ( 月額 )　
障害児１人につき月額 15,500 円
● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

　次のいずれかに該当する20歳未満の心身障
害児を養育している方に対する手当です。
（1）知的障害児で「愛の手帳」１～３度程度
（2）身体障害児で「身体障害者手帳」１～２級

程度
（3）脳性まひまたは進行性筋萎縮症

児童育成手当（障害手当）

児童扶養手当
　父母の離婚、父または母の死亡などによって、
父または母と生計を同じくしていない児童（18
歳に達する日以後の最初の３月31日まで。一
定の障害を有する時は20歳未満）を養育して
いる母または父、もしくは児童を養育している
方に対する手当です。受給資格については、児
童育成手当（育成手当）（p20）をご覧ください。

● 内容
請求者および扶養義務者（同住所に住む親族
など）の所得制限があります。
● 手当額 ( 月額 )　
手当額は所得により異なります。
１人目　10,160 円〜 43,070 円
２人目　  5,090 円〜 10,170 円
３人目以降
１人につき　3,050 円〜 6,100 円

（令和４年４月から）
● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

● 内容
所得制限があります。
● 手当額（月額）
児童１人につき月額 13,500 円
● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

　次のいずれかに該当する18歳に達する日以
後の最初の３月31日までの児童を養育してい
る方に対する手当です。
＜受給資格＞
（1）父母が離婚
（2）父または母が死亡、生死不明
（3）父または母が重度の障害を持つ（身体障害

者手帳１～２級程度）
（4）父または母に引き続き１年以上遺棄されている
（5）父または母が法令により引き続き１年以上

拘禁されている
（6）父または母が裁判所からのDV保護命令を受

けた
（7）婚姻によらないで出生し、子の父（父子家

庭の場合は母）に扶養されていない

児童育成手当（育成手当）
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手をつなごう　みんなで子育て
ハッピースマイル
　新宿区内で活動している子育て関係団
体の紹介や発表の場として、新宿子育て
メッセ実行委員会と新宿区が「新宿子育
てメッセ」を開催しています。子育てに
役立つ情報や、親子で楽しめる内容が
いっぱいです。これからパパやママにな
る人や子育て中の人はもちろん、子育て
を応援している人など、どなたでも参加
できます。
※令和４年度の新宿子育てメッセは、新型
コロナウイルス感染防止のため、一部を除
きオンラインで開催しました。

新宿子育てメッセ

特別児童扶養手当
　次のいずれかに該当する20歳未満の障害児
を養育している方に対する手当です。
（1）知的障害児で「愛の手帳」１～３度程度
（2）	身体障害児で「身体障害者手帳」１～３級

程度
（3）日常生活に著しい制限を受ける疾病・精神

障害で症状が上記 (1)(2) と同程度の場合

● 内容
所得制限があります。
● 手当額 ( 月額 )　
手当額は障害の程度により異なります。
１級 障害児１人につき月額 52,400 円
２級 障害児１人につき月額 34,900 円
( 令和４年４月から )
● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558　【FAX】3209-1145

障害児福祉手当
　次のいずれかに該当する20歳未満の方で、
在宅で常時介護が必要な状態にある方に対する
手当です。
（1）知的障害児で「愛の手帳」１～２度程度
（2）	身体障害児で「身体障害者手帳」１～２級

程度
（3）(1)(2) と同程度の疾病、精神障害の方

● 内容
所得制限があります。
● 手当額 ( 月額 )　
障害児１人につき月額 14,850 円
● 問い合わせ
障害者福祉課相談係

【TEL】5273-4518 【FAX】3209-3441
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乳幼児健診

３〜４か月児健診
　保健センターで指定の日時に実施します。健
康診査のほか、お母さんの健康相談も行います。
　また、「絵本でふれあう子育て支援」（P16）
として、絵本をお渡ししています。

● 通知方法
3 〜 4 か月になる頃、個別に郵送
● 対象月齢
3 〜 6 か月未満

９〜10か月児健診
　都内の委託医療機関で、対象月齢の間に個別に
受診します。受診票と健診を実施している医療機
関のリストは、３～４か月児健診時に配付します。
各医療機関にご照会のうえ、お受けください。

● 通知方法
３〜４か月児健診時
● 対象月齢
９〜 10 か月の間（11か月になる前日まで）

６〜７か月児健診
　都内の委託医療機関で、対象月齢の間に個別
に受診します。受診票と健診を実施している医
療機関のリストは、３～４か月児健診時に配付
します。各医療機関にご照会のうえ、お受けく
ださい。

● 通知方法
3 〜 4 か月児健診時
● 対象月齢
6 〜 7 か月の間（８か月になる前日まで）

１歳６か月児健診
　区内の委託医療機関で、対象月齢の間に個別
に受診します。受診票と健診を実施している医
療機関のリストは一緒に送付します。各医療機
関にご照会のうえ、お受けください。

● 通知方法
１歳６か月の頃、個別に郵送
● 対象月齢
１歳６か月〜２歳未満

乳幼児健診のお知らせ
　乳幼児健診は、指定の日時に各保健センター
で行う健診と、区内の委託医療機関で個別に受
ける健診があります。該当時期になるとお知ら
せが郵送されます。
● 健診のときの持ち物
	 ＊通知や受診票（区から郵送）
	 ＊母子健康手帳
	 ＊健康保険証
	 ＊	乳	医療証

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

■ 乳幼児健診一覧表
種目 内容 場所

3 ～ 4か月児
健診

計測、診察、個別
相談

保健
センター

6～ 7か月児
健診 計測、診察 都内委託

医療機関
9～ 10か月児
健診 計測、診察 都内委託

医療機関
1歳 6か月児
健診 計測、診察 区内委託

医療機関
1歳 6か月児
歯科健診

歯科健診、
個別相談

保健
センター

3歳児健診 計測、診察（歯科
含む）、個別相談

保健
センター

健診・医療・安全健診・医療・安全2章

22



健
康
・
医
療
・
安
全

２章

１歳６か月児歯科健診
　保健センターで指定の日時に実施します。
歯科健診のほか個別相談も行います。

● 通知方法
１歳６か月児健診通知（P22）に同封
● 対象月齢
１歳６か月〜２歳未満
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

３歳児健診
　保健センターで指定の日時に実施します。内
科健診、歯科健診のほか、尿検査や個別相談も
行います。
　また、「絵本でふれあう子育て支援」（P16）
として、絵本の引換券をお渡ししています。最
寄りの区立図書館で、引換期間内にリストの中
から１冊をお選びください。

● 通知方法
３歳の頃、個別に郵送（視力、聴覚、尿検査
セットも同封）
● 対象月齢
３歳〜４歳未満

もぐもぐごっくん歯科相談
　食べ方等、お子さんの口の機能に関する心配
事に対し、口腔機能専門の歯科医師が個別相談
を行います。実際に食べ方を見ながらのアドバ
イスができます。

● 対象月齢
７か月頃から就学前
● 実施場所
保健センター
● 申込み
予約制。直接会場の保健センターに電話で予
約してください。
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

● 通知方法
１歳・２歳のお誕生月に個別に郵送
● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）

　１歳と２歳のお子さんのお口のチェック（む
し歯・歯並び・食べ方等）と歯みがきの練習
を行います。

はじめて歯科相談（１歳児）
にこにこ歯科相談（２歳児）

● 通知方法
４月末に２回分の受診票を一斉に郵送
● 対象月齢（年度末月齢）
３歳〜７歳（令和４年度の対象は、平成 27
年４月２日から令和２年４月１日生まれ）
● 問い合わせ
健康づくり課健康づくり推進係

【TEL】5273-3047【FAX】5273-3930

　区内の協力歯科医療機関で、年に２回、歯
と口の健康チェックとフッ素塗布を無料で実
施します。

歯と口の健康チェックと
フッ素塗布
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健診・医療・安全健診・医療・安全2章

予防接種

種類
１
か
月

３
か
月

６
か
月

９
か
月

１
歳
１
歳
半

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

８
歳

９
歳
10
歳
11
歳
12
歳
13
歳
14
歳
15
歳
16
歳

B C G

B 型 肝 炎

ロ タ ウ イ ル ス
1 価

５ 価

ヒ ブ

小 児 用 肺 炎 球 菌

D P T - I P V
（ ジフテリア・
百日せき・破傷
風・ 不活化ポリ

オ 4 種混合）

1 期
初 回

1 期
追 加

Ｄ Ｔ 2 期
（ジフテリア・破傷風

2 種混合）

M R
( 麻しん・
風しん）

1 期

2 期

日 本 脳 炎

1 期
初 回

1 期
追 加

2 期

水 痘 （ 水 ぼ う そ う ）

ヒトパピローマウイルス
（ H P V ）

おたふくかぜ、インフルエンザなどがあります（有料）。
任意予防接種は、保護者の希望により接種する予防接種です。

　感染症にかからないために予防接種を受けましょう。どんな予防接種をいつ接種するのか、どこで
受ければいいのかなど、次の表を参考に接種スケジュールをたてましょう。

対象年齢　出生後〜 1 歳未満

対象年齢　1 歳〜 3 歳未満

対象年齢　9 歳〜 13 歳未満

対象年齢　1 歳〜 2 歳未満

対象年齢　幼稚園・保育園等年長児相当年齢時

対象年齢　小学校 6 年生〜高校 1 年生相当年齢の女子

対象年齢　11 歳〜 13 歳未満

対象年齢　生後 6 か月〜 7 歳 6 か月未満

対象年齢　生後 6 か月〜 7 歳 6 か月未満

対象年齢　生後 2 か月〜 5 歳未満

対象年齢　生後 3 か月〜 7 歳 6 か月未満

対象年齢　生後 3 か月〜 7 歳 6 か月未満

任
意
予
防
接
種

定
期
予
防
接
種

区
の
発
行
す
る
予
防
接
種
予
診
票
を
区
の
指
定
機
関
に
お
持
ち
に
な
れ
ば
、

無
料
で
接
種
で
き
ま
す
。
接
種
期
間
を
過
ぎ
る
と
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

対象年齢　出生後〜 1 歳未満

対象年齢　生後 2 か月〜 5 歳未満

対象年齢　出生 6 週 0 日後〜 32 週 0 日後

対象年齢　出生 6 週 0 日後〜 24 週 0 日後
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回数 標準・推奨接種年齢 通知時期 接種方法 備考

1 回 生後 5 か月〜 8 か月未満 生後 2 か月になる前

個別接種
新宿区が指定す
る子どもの予防
接種実施医療機
関に、「予防接種
予診票」を持参し
て接種します。子
どもの予防接種
実施医療機関名
簿 及 びヒトパピ
ローマウイルス

（HPV）感染症ワ
クチン実施医療
機関名簿は、 予
診票と一緒に郵
送します。 最 新
の医療機関名簿
は新宿区ホーム
ページに掲載して
います。

3 回 生後 2 か月〜 9 か月未満 生後 2 か月になる前
母子感染予防の対象者とし
て、健康保険により B 型肝
炎ワクチンを受けたお子さ
んは定期接種の対象外です。

２回
初回接種は生後 2 か月〜出生
14 週 6 日後まで 生後 2 か月になる前 令和 2 年 8 月以降に生まれ

た方が対象です。
3 回

1 〜 4 回
初回接種開始

時期により
異なります

生後 2 か月〜 7 か月未満に初回
接種開始・初回終了後 7 か月〜
13 か月未満に追加接種

生後 2 か月になる前

1 〜 4 回
初回接種開始

時期により
異なります

生後 2 か月〜 7 か月未満に初回
接種開始・1 歳〜 1 歳 3 か月未
満に追加接種

生後 2 か月になる前

3 回 生後 3 か月〜 1 歳未満
生後 2 か月になる前

1 回 1 期初回 3 回目終了後
12 か月〜 18 か月未満

1 回 11 歳 11 歳になる月の
前月下旬

1 回 1 歳になってすぐ 生後 11 か月になる
月の下旬

1 回 対象年齢になってすぐ 対象年度前の 3 月末

2 回 3 歳
3 歳になる月の

前月下旬 平成 17 年〜平成 22 年の
接種勧奨の中止により接
種をしていない方は、保
健予防課にお問い合わせ
ください。

1 回 4 歳

1 回 9 歳 9 歳になる月の
前月下旬

2 回
1 回目：1 歳〜 1 歳 3 か月未満　
2 回目：1 回目終了後
　　　　6 か月〜 12 か月未満

生後 11 か月になる
月の下旬

3 回 中学校 1 年生
令和 4 年 3 月末

（令和 5 年度以降は
小学校 6 年生になる

前の 3 月末）

平成 9 年 4 月 2 日〜平成
18 年 4 月 1 日生まれで接
種が完了していない方は、
保健予防課にお問い合わ
せください。

新宿区では、おたふくかぜ、インフルエンザの任意予防接種費用の一部助成を実施しています。
接種時期が近づきましたら、予防接種予診票を個別に送付します。
2 歳〜 18 歳以下の MR（麻しん・風しん）定期接種未接種の方を対象に、任意予防接種費用の全額助成を実施しています。
希望する方は保健予防課へお問い合わせください。

（令和４年４月現在）

● 問い合わせ
保健予防課予防係　

【TEL】5273-3859【FAX】5273-3820
保健センター（▶▶ P88）
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健診・医療・安全健診・医療・安全2章

お医者さん情報
救急・休日の医療機関

　頭を強く打ち、出血が止まらない！呼びかけ
ても意識がない！けいれんがとまらない！など
緊急な場合には119番へ連絡しましょう。
【救急車を呼ぶには？】
　119番に連絡し、落ち着いて「住所・名前・
電話番号・今いる場所の目標物・子どもの状態」
を告げましょう。

緊急のとき

○東京消防庁　救急相談センター
【TEL】＃ 7119 または 3212-2323（24 時間
年中無休）
　急な病気やケガをした場合に、「救急車を呼ぶ
かどうか？」「今すぐ病院に行ったほうがよい
か？」など、迷ったときの相談窓口です。相談
医療チーム（医師、看護師、救急隊経験者等の
職員）が24時間年中無休で対応しています。

救急車を呼んだ
ほうがよいか迷ったとき

　休日（土曜・日曜・祝日）、年末年始、夜間な
どに診療しています。

休日や夜間などに急病になったとき

■ 休日診療 ■

問い合わせ
新宿区医師会区民健康センター
(MAP	E-3)新宿7-26-4
【TEL】3208-2223

受付日時

土曜	（内科）			17:00～22:00
日曜・祝日・年末年始（12/29
～1/3）
	 （内科）					9:00～22:00
	 （小児科）9:00～17:00
※受付は終了30分前まで。

内容

内科・小児科等で、休日に急病
の方を対象に診療を行っていま
す。必ず電話で症状等をご相談
のうえ、受診してください。ま
た保険診療で有料ですので、健
康保険証・子ども医療証等をご
持参ください。

■ 小児夜間診療 ■

問い合わせ
しんじゅく夜間こども診療室
(MAP	F-3) 戸山 1-21-1（国立
国際医療研究センター病院内）
【TEL】6228-0713

受付日時

（小児科）
月～金曜												19:00～22:00
土曜・日曜・祝日
・12/29～1/3					18:00～22:00
※受付は21:30まで。

内容

夜間に小児科（骨折・熱傷等の
外科を除く）の診療を実施して
います。健康保険証、子ども医
療証等をお持ちください（でき
るだけ来院前にお電話でご連絡
ください）。

　緊急時に医療機関や詳しい情報を案内してく
れます。

緊急時の医療機関案内

■ 休日急患テレフォン案内 ■

問い合わせ
新宿区医師会区民健康センター
(MAP	E-3)新宿7-26-4
【TEL】3208-2223

受付日時
土曜　17:00～22:00
日曜・祝日・年末年始（12/29
～1/3）		9:00～22:00

内容

救急医療機関や、休日歯科当番
医（ 日 曜・ 祝 日 の 9:00 ～
17:00、区内2か所）等をご案
内します。また、急患に関する
相談について、必要に応じて医
師または看護師がお答えします。
（※17:00以降は医療機関のご案
内のみ）

■ 東京都電話相談案内 ■

問い合わせ
東京都　子供の健康相談室
（小児救急相談）
【TEL】#8000または5285-8898

受付日時
平日　18:00～翌朝8:00
土曜・日曜・祝日・年末年始
　　　		8:00～翌朝8:00

内容
子どもの健康・救急に関する相
談に看護師や保健師等が応じて
います。また必要に応じて小児
科医師が対応します。
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● 新宿区医師会
（区内の医科の医療機関の検索）
【URL】https://shinjuku-
med.or.jp/

● 東京都新宿区歯科医師会
（区内の歯科の医療機関の検索）
【URL】https://shin-shi.
or.jp/

● 東京都新宿区四谷牛込歯科医
師会

（区内の歯科の医療機関の検索）
【URL】https://www.4-ushi.
com/

● 東京都こども医療ガイド
（子どもの病気やケア、育児な
どについての一般的な知識の
提供）

【URL】https://www.guide.
metro.tokyo.lg.jp/

■ インターネット ■

■ Web サイト検索 ■
　次のキーワードで検索してください。

問い合わせ

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
【TEL】5272-0303
【FAX】（聴覚障害者の方等）
5285-8080

受付日時 24時間受付

内容

お問い合わせ時間に診療を行っ
ているお近くの医療機関をご案
内します（コンピュータによる
自動応答サービス）。インター
ネットでもご案内しています。

URL https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/

● 東京都医療機関案内
　 サービス「ひまわり」
 【URL】https : //www.

himawari.metro.tokyo.jp/
　	 お近くの医療
機関、診療中の
医療機関、休日
当番医などを検
索できます。東
京都薬局機能
情報提供シス
テム「t-薬局い
んふぉ」も利用
できます。

● こどもの救急
 【URL】http://kodomo-

qq.jp/
　	子ども（生後
１か月～６歳）
の救急時の情
報があります。
夜間や休日な
どの診療時間
外に病院を受
診するかどう
か、判断の目
安を提供して
います。
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健診・医療・安全健診・医療・安全2章

子どもの安全・安心

しんじゅく安全・安心情報ネット ピーポ110ばんのいえ
　希望する方に ｢不審者情報」「事件情報」「そ
の他の防犯情報」などのメールをお送りします。
配信をご希望の方は、パソコンまたは携帯電話
から登録してください。

　子どもが危険を感じたときに、助けを求めら
れる緊急避難場所です。子どもの安全を守って
くれる家やお店には、「ピーポ110ばんのいえ」
のステッカーが貼ってあります。

被害にあった場合の相談窓口
● 問い合わせ
警視庁犯罪被害者ホットライン

【TEL】3597-7830
平日のみ 8:30 〜 17:15

公益社団法人被害者支援都民センター
【TEL】  5287-3336
【FAX】5287-3387
【URL】http://www.shien.or.jp/
月・木・金　9:30 〜 17:30
火・水　　　9:30 〜 19:00

▲「ピーポ110ばんのいえ」ステッカーのデザイン

＜パソコンの場合＞
しんじゅく安全・安心情報ネットにアクセス

＜携帯電話・スマートフォンの場合＞
しんじゅく安全・安心情報ネット
https://service.sugumail.com/shinjuku/
にアクセス

▲携帯電話向け「しんじゅく安全・安心情報ネッ
ト」の二次元コード

　「しんじゅく安全 ･安心情報ネット」にアクセ
スしてください。

登録方法

「知っておきたい子どもの病気とケガ」
子育て地域医療ハンドブック
　新宿区が発行している子育て地域医療ハンドブック「知っておきたい
子どもの病気とケガ」でも、症状別の対処方法や、緊急連絡先、新宿区
の診療マップなどをご紹介しています。
　このハンドブックは、「すくすく赤ちゃん訪問」（P15）で出産後に訪
問指導員がご家庭を訪問した際にお渡ししています。
● 問い合わせ　保健センター（▶▶ P88）
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災害に備えて

● 問い合わせ
危機管理課地域防災係

【TEL】5273-3874【FAX】3209-4069
【URL】http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_002188.html

妊婦・乳幼児のための日頃からの備え
□母子健康手帳は避難時に持ち出せるように、
わかりやすい場所においておきましょう。

□必要な食糧や薬などを１週間分準備しておき
ましょう。

□授乳中の方は、哺乳瓶とミルク１週間分程度
を、非常持出袋に入れておきましょう。

□子どもが通っている保育園等への非常時の連
絡方法や、家族内で非常時の避難先・連絡方
法を確認しておきましょう。

□日頃から近所の方やママ友などとネットワー
クを作っておきましょう。

□妊娠中の方は、お腹を覆うひざ掛けのよう
なものを非常持出袋に入れておくと役立ち
ます。

□避難が必要になったら、非常持出袋や母子健
康手帳を持って、近所の人達と協力して避難
しましょう。特に乳幼児のいる方は、子ども
のお気に入りのおもちゃやタオルなどを持ち
出せると、避難先で子どもが安心できます。

非常持出品の用意

　避難が必要な場合に備えて、非常持出品を用意し、ひとまとめにして取り出しやすいところに保管
しておきましょう。非常持出品は、避難の時に持ち出す一次持出品と、避難後、災害復旧までの間の
生活物資を入れた二次持出品にわけておくとより安心です。中身は定期的に点検しましょう。

いざ、避難となったら

　単独で行動せず、区や防災関係機関、防災区民組織（町会や自治会等）のリーダーの指示のもとに
集団で避難しましょう。地域の人達が助け合って避難できるよう一時的に集合する場所〔一時（いっ
とき）集合場所〕が防災区民組織により決められています。詳しくは、お近くの町会または防災区民
組織の役員の方等にお尋ねください。

最低３日分（できれば１週間分）の生活物資を備えましょう

　水や食糧などは普段から多めに買っておき、使っ
た分だけ新しく補充するようにし、有効に活用しま
しょう。

〔飲料水〕
１人１日３リットルを目安に、ペットボトル入りの
ミネラルウォーターなどを備蓄しておきましょう。

〔食糧〕
米（レトルト等調理済が便利）や缶詰、菓子類な
ど。乳幼児の粉ミルクや離乳食なども忘れずに。

〔その他〕
カセットコンロ・ボンベ、簡易トイレ、トイレッ
トペーパー、ウェットティッシュなど。
※常備薬やアレルギー対応食など家庭に応じた備
えも忘れずに行いましょう。
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子どもと家庭の総合相談

次のようなご相談に応じます。

子ども自身の悩み

　親や友達にも言えず、気にしていることなど、何でも話してみてください。「いじめられる」「家に
帰りたくない」など。

保護者の悩み

　子どもを育てるうえで起こる悩みなどをお話しください。「対人関係で困ったことがある」「子
どもがかわいいと思えない」など。

育児・しつけの相談

　子どもの様子を見ながら、相談に応じます。「友達となかなかうまく遊べない」「食が細く、発達が
気になる」「夫婦や家族間で、しつけに関する意見が合わない」など。

近所の子どものことで

　近所の子どもの様子で気になることがある（虐待などの通報窓口にもなります）。

その他にも以下のような支援を行っています

●親と子のひろば ������� ０～３歳児の乳幼児親子の遊び場
●育児支援家庭訪問事業 ���� 産前産後、育児や家事などの支援に、ヘルパーまたは産後ドゥーラを

派遣します
●子どもショートステイ事業 �� 一時的に昼夜を通して養育ができないときにお預かりします
●トワイライトステイ事業 ��� 夜間に養育できないときにお預かりします
●ひろば型一時保育 ������ 子ども総合センター・榎町子ども家庭支援センター・中落合子ども家

庭支援センターで実施

　新宿区内には子ども総合センターと４か所の
子ども家庭支援センターがあります。子育ての
不安や悩み、どうしていいかわからないとき、
スタッフにお気軽にご相談ください。

▲子ども総合センター

子ども総合センター・子ども家庭支援センター

相談・サポート・相談・サポート・
一時預かり一時預かり

3章
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※土・日・祝日の電話相談は子ども総合センターで受付けます。
　どのセンターも、12月29日～１月３日は休館です。

▲榎町子ども家庭支援セ
ンター

▲信濃町子ども家庭支援
センター

▲中落合子ども家庭支援
センター

▲北新宿子ども家庭支援
センター

● 問い合わせ
生活支援相談窓口

【TEL】5273-3853  【FAX】3209-0278

　経済的にお困りの方の相談を、社会福祉士等の資格を持った相談支援員がお受けし、問題解決に向
けて支援します。
● 日時
	 月～金曜日8:30～17:00（祝日等を除く）

仕事と家計に関する相談

センター名 所在地 電話番号・相談時間

子ども総合センター 新宿 7-3-29
(MAP	E-3)

電話相談	3232-0675
月～土曜日 8:30～ 19:00
日・祝日（電話相談のみ）
8:30～ 17:00

信濃町子ども家庭支援センター 信濃町 20
(MAP	G-5)

電話相談	3357-6855
月～金曜日	8:30～ 17:00
土曜日	9:30 ～ 18:00（来所相
談のみ）日・祝日	休業　※

榎町子ども家庭支援センター 榎町 36
(MAP	G-2)

電話相談	3269-7345
月～金曜日	8:30～ 17:00
土曜日	9:30 ～ 18:00（来所相
談のみ）日・祝日	休業　※

中落合子ども家庭支援センター 中落合 2-7-24
(MAP	C-2)

電話相談	3952-7752
月～金曜日	8:30～ 17:00
土曜日	9:30 ～ 18:00（来所相
談のみ）日・祝日	休業　※

北新宿子ども家庭支援センター 北新宿 3-20-2
(MAP	C-4)

電話相談	3362-4152
月～金曜日	8:30～ 17:00
土曜日	9:30 ～ 18:00（来所相
談のみ）日・祝日	休業　※
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相談・サポート・一時預かり相談・サポート・一時預かり3章

子どもの健康・発育・心の相談

　心身の発達や成長に心配のあるお子さん、発達に遅れのあるお子さん、どの子も家庭や地域で健や
かに育つように子どもの発達に関する総合的な支援を行います。
　「視線が合いにくい」「ひとつのことにこだわる」「ことばが遅いような気がする」「なかなか歩かない」
「動きが多く、落ち着きがない」「偏食が気になる」「気になるくせがある」「ともだちとうまく遊べない」
その他、お子さんの発達や子育て等でお悩みのとき、お気軽にご相談ください。

子ども総合センター「あいあい」

発達相談

●	電話相談	月～金曜日　9:00～ 18:00
	 　土曜日　　　9:00～ 17:00
●	来所相談	事前に電話で予約してください。

児童発達支援等

　心身の発達に遅れや心配のある小学校２年生
までのお子さんを対象に、お子さん一人ひとり
の状態に合わせて発達を支援するための専門的
な働きかけを行います。

保育所等訪問支援

　保育所等（保育園・幼稚園・子ども園）を利
用するにあたり、配慮を必要とするお子さんが
楽しい集団生活を送れるように、訪問支援員が
保育所等を訪問し、お子さんへの専門的な支援
や訪問先のスタッフの皆様に関わり方の工夫な
どの助言を行います。

在宅児等訪問支援

　お子さんの状態やご家庭の事情などで通所が
できない場合、ご家庭等へ訪問し、あそびや生
活の指導、情報提供などを行います。

障害幼児一時保育

　緊急時や一時的に保育が必要なとき、心身の障
害や発達に遅れのあるお子さんをお預かりします。

ペアレントメンター

　「ペアレント」は親、「メンター」とは信頼が
おける相談相手という意味です。
　心身の発達に遅れや心配のあるお子さんを育
てた経験を持つ保護者が、今、心配や不安を抱
えている保護者のお話を伺います。

● 問い合わせ
子ども総合センター 発達支援コーナー

【TEL】3232-0679
【所在地】新宿 7-3-29 (MAP E-3)　

● 問い合わせ
子ども総合センター

【TEL】3232-0675

　経験豊かな相談員が相談者の自宅に訪問し、
子育てに関する相談をお聞きしたり、子育ての
情報を提供します。

● 日時
月～金曜日
10:00～ 12:00
13:00～ 16:00

子育て訪問相談

保健センター
　区内に４か所あります。保健師、栄養士、歯
科衛生士など専門職が健康や子育てに関する総
合的な育児相談を行っています。ちょっとした
悩みや心配ごともご相談ください。
● 日時
月～金曜日8:30～ 17:00

● 問い合わせ
保健センター（▶▶ P88）
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　みんなが抱える子育ての不安や悩みを一緒に話しましょう。
子育て支援施設

● 問い合わせ
【TEL】5363-2170
【所在地】南元町 4
二葉乳児院 2 階 (MAP G-5)

● 問い合わせ
【TEL】3356-2663
【所在地】原町 2-43
原町みゆき保育園１階(MAP F-3)

● 問い合わせ
【TEL】5228-4377
【所在地】北山伏町 2-17
(MAP G-2)

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
ゆったりーの

（ゆうゆうひろば）

　発達障害、子どもの心の問題などの相談を行っ
ています。相談方法は電話相談のみ。

【TEL】042-312-8119（相談室直通）
● 日時　月～水曜日	9:30～ 11:30　13:00～
16:30（祝日 ･年末年始を除く）

● 費用　無料（電話代は相談者の負担です）
● 対象者　３歳～18歳まで。ご本人や家族、
学校の先生などの関係者も相談できます。

東京都立小児総合医療センター（こころの電話相談室）

育児相談
　保健センターでは、定期的に育児相談を行っ
ています。
　また、専門医による「すこやか子ども発達相
談（予約制）」も行っています。お住まいの担当
保健センターにご相談ください。このほか、「さ
くらんぼくらぶ（四谷）」「双子の会（落合）」で
子育ての情報交換を行っています。

　お子さんの育ちや食事のしかた等について、気に
なることを近くの保育園にお気軽にご相談ください。
● 日時
火～金曜日（祝日等を除く）13:00～ 15:00

● 問い合わせ　各保育園（▶▶ P46）

区立保育園

　区内に児童館が15か所、児童コーナーが５か
所あります。子育ての相談、子ども自身からの相
談等をお受けしています。近くの児童館・児童コー
ナーにお気軽にご相談ください。
児童館・児童コーナー（▶▶ P63）

児童館・児童コーナー

　お子さんの育ちや食事のしかた等について、気に
なることを近くの子ども園にお気軽にご相談ください。
● 日時
区立子ども園
月～土曜日（祝日等を除く。土曜日は一部の園
で実施）			9:00～17:00
私立子ども園
園にお問い合わせください。

● 問い合わせ　各子ども園（▶▶ P50）

子ども園
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相談・サポート・一時預かり相談・サポート・一時預かり3章

教育・就学相談

東京都児童相談センター
　子どもに関する相談について、本人・家族・
地域の方々など、どなたからもお受けします。

電話相談
【TEL】3366-4152
（12/29～ 1/3を除く）
● 日時　月～金曜日　			9:00～ 21:00

土・日・祝日　9:00～ 17:00

一般相談
【TEL】5937-2317
● 日時　月～金曜日　9:00 ～ 17:00
虐待等・緊急の相談は、平日夜間（17：45以降）、
土、日、祝日、年末年始も対応
夜間・休日緊急連絡　【TEL】5937-2330
【所在地】北新宿 4-6-1	(MAP	C-3)

　心身に障害などがあり、特別な支援が必要な
子どもの就学や転学について、心理士、相談員
などが、専門的な立場から相談を受けています。

就学相談

● 問い合わせ
教育支援課特別支援教育係

【TEL】3232-3074【FAX】3232-1079

面接相談
【TEL】3232-3071〈予約制〉
● 日時　月～金曜日　9:00～ 18:00
（祝日・年末年始を除く）
受付は17:30まで。
保護者の方が直接電話で申込んでください。

いじめの相談　新宿子どもほっとライン
【TEL】3232-2070
● 日時
月～金曜日	 	 17:00 ～ 22:00
土・日・祝日・年末年始	 12:00 ～ 22:00

電話相談
【TEL】3232-2711
● 日時　月～金曜日　9:00 ～ 17:00

（祝日・年末年始を除く）

● 問い合わせ
教育センター　教育相談室

【TEL】3232-3071【FAX】3232-2710
【所在地】大久保 3-1-2
新宿コズミックセンター内（MAP E-3）

教育相談

■ 区内の特別な支援が必要な子どものための学級一覧
対象 学校 名称 所在地 電話番号 MAP

知的発達がゆっくりめな子どもには

愛日小	
東戸山小	
花園小	
落合第二小	
柏木小

若竹学級	
若草学級	
新苑学級	
若葉学級	
柏葉学級

北町26	
戸山2-34-2	
新宿1-22-1	
上落合2-10-23
北新宿2-11-1

3266-1604	
3205-9504	
3353-8276	
3227-2102	
3227-2104

G-2
E-3
F-4
C-2
C-4

長期入院の子どもには
（東京女子医科大学病院） 余丁町小 わかまつ学級 若松町 13-1 3205-9503 F-3

発達障害等がある子どもには 新宿区立のすべての小学校に設置されているまなびの教室で指導
を受けることができます

肢体不自由がある子どもには 新宿養護学校 西新宿 4-20-11 5351-1233 C-6
長期入院、通学が困難な子どもには 新宿養護学校 訪問学級	 西新宿 4-20-11 5351-1233 C-6

難聴・言語障害がある子どもには ことばの教室 戸山 2-34-2
（東戸山小学校内） 3204-5533 E-3
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ひとり親相談・外国人相談
ひとり親相談

　ひとり親家庭の悩みごとについてお話を伺い、
情報提供や支援を行います。
● 日時　月～金曜日8:30～17:00

● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

ひとり親家庭家事援助者雇用費助成
　ひとり親家庭の保護者が一時的に家事・育児の手
伝いが必要で、ベビーシッターやホームヘルパーを雇
用する場合に雇用費を助成する制度です。（要件あり）

ひとり親家庭への経済的支援
ひとり親家庭医療費助成（▶▶ P18）
児童育成手当・児童扶養手当（▶▶ P20）

ひとり親家庭休養ホーム
　無料または低額な料金で指定宿泊施設および遊
園地などの施設を親子で利用できる制度です。

ひとり親家庭の就労相談
　就職・転職、資格取得・就業に役立つ講座受講
のための給付等、子育てと仕事の両立を考えた就
労に関する相談に応じます。

養育費確保支援事業
　養育費の取り決めに必要な公正証書の作成や家
庭裁判所への申し立て費用、弁護士への相談料を
助成する制度です。（要件あり）

ひとり親で子育てを
されている方への制度

東京都母子及び父子福祉資金
　都内在住で20歳未満の子を育てているひとり親
家庭が、入学金・授業料等で必要とする資金をお
貸しする制度です。（審査あり）

● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

しんじゅく多文化共生プラザ

　日本人も外国人も国籍や文化を問わず交流し、
学びあい、お互いの文化や生活などの理解を深
める場所です。外国人のための生活情報や日本
語学習の情報もあり、どなたでもご利用できます。

● 問い合わせ
しんじゅく多文化共生プラザ

【TEL】5291-5171【FAX】5291-5172
【所在地】歌舞伎町 2-44-1ハイジア11階
(MAP D-4)【開館時間】9:00 〜 21:00

【休館日】毎月第２・第４水曜日、年末年始
 （12 月29日〜１月３日）

■ 外国人相談コーナー
月 韓国語（午後のみ）
火 ネパール語、中国語、	タイ語
水 英語　※第２・第４水曜日を除く
木 ミャンマー語、中国語
金 英語（第３週のみ）、韓国語

●	相談時間 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始などを除く）

外国人相談

外国人相談窓口

　外国人の生活などに関する疑問や相談につい
て、相談員が３か国語で対応します。
【所在地】歌舞伎町1-4-1　区役所本庁舎１階
（区政情報センター）
英語 5272-5060 月～金曜日
中国語 5272-5070
韓国語 5272-5080
●相談時間 9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
（土・日・祝日などを除く）
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相談・サポート・一時預かり相談・サポート・一時預かり3章

家庭・女性の相談・悩みごと相談

　妊娠や出産に関するさまざまな悩みについて、看
護師などの専門職が電話やメールで相談に応じます。
　内容によっては適切な関係機関の紹介も行い
ます。もちろん、匿名で相談できます。

【URL】 https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/
ninshin-hotline.html
＜電話相談＞
【TEL】5339-1133
● 日時　月～日曜日　10:00～22:00	（元日を除く）
＜メール相談＞
ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信

東京都妊娠相談ほっとライン
　配偶者や恋人等、親密なパートナーからの暴力
（DV）被害に関する相談に対し、配偶者暴力相談
支援員が応じます。
＜電話相談＞
【TEL】5273-2670【FAX】5273-2722
● 日時　月～金曜日　9:00～ 17:00
															（祝日・年末年始を除く）

DV相談ダイヤル

家庭相談
　夫婦や子どものこと、家庭内の問題、対人関
係や心の悩みごとの相談に対し、家庭相談員が
相談に応じます。
● 日時　月～金曜日　13:00～ 17:00
															（祝日・年末年始を除く）

● 問い合わせ
子ども家庭課育成支援係

【TEL】5273-4558【FAX】3209-1145

　いろいろな事情で住むところがなく困ってい
る、夫や親しい人などの暴力から逃れたい、異性
との関係、妊娠・出産のことなどで悩んでいませ
んか。婦人相談員が相談に応じます。
● 日時　月～金曜日　8:30～ 17:00
															（祝日・年末年始を除く）

女性相談

● 問い合わせ
生活福祉課相談支援係

【TEL】5273-3884【FAX】3209-0278

　自分自身のこと、夫婦や家族のこと、仕事のことなどさまざまな悩みごとを問題解決に向けて、相
談員が一緒に考えます。どなたでも、お気軽にご相談ください。男性の相談にも応じています。

悩みごと相談室

相談時間
＊電話相談の受付は15:30まで
＊12:00～ 13:00 除く

電話相談 面接相談
（要予約）

男女共同参画
推進センター

女性相談員による相談 月～土曜日	10:00～ 16:00 【TEL】3353-2000
【TEL】
3341-0801

男性相談員による相談 土曜日	 13:00～ 16:00 【TEL】3341-0905
区役所第一分庁舎
2 階 区民相談室 女性相談員による相談 月曜日	 10:00～ 16:00 【TEL】5273-3646

● 問い合わせ
男女共同参画推進センター（ウィズ新宿）

【TEL】3341-0801　【FAX】3341-0740
【所在地】荒木町 16 (MAP G-4)
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虐待の相談（通告）

一時保育

虐待相談（通告）
　子どもへの虐待は、複合的原因が重なり誰にで
も起こりうるものです。虐待から子どもを守るに
は、地域のさまざまな人たちが協力して、子ども
と保護者への支援をしていくことが第一歩です。
心配な子どもや保護者を見かけたら、できるだけ
「どうしましたか」と声を掛けてください。また、
第一義的な通告窓口は子ども総合センター・子ど
も家庭支援センターです。
※相談機関は、秘密を守ることが法律で義務付け
られているため、情報がほかに漏れることは決し
てありません。
＜子ども総合センター・子ども家庭支援センター＞
▶▶ P30～ P31
＜東京都児童相談センター＞
　地域相談所としての役割のほか、中央児童相談
所として児童相談関係機関と連携の場の設置など
センター固有の事業を展開しています。
【TEL】5937-2317【所在地】北新宿4-6-1
東京都子供家庭総合センター内 (MAP	C-3)　

＜一般相談＞ 9:00 ～ 17:00（月～金）
＜ 4152 電話相談＞9:00～21:00（月～金）
【TEL】3366-4152　土日祝日は17:00まで
（12/29～1/3を除く）
＜夜間休日緊急連絡＞【TEL】5937-2330
（平日夜間17:45以降、土日祝、年末年始）
＜東京子供ネット＞【TEL】0120-874-374	
子どもの権利侵害（いじめ、虐待、体罰など）の
相談を受付けます。
9:00～21:00（月～金）
土日祝は17:00まで（12/29～1/3を除く）
＜児童相談所全国共通ダイヤル＞
189（いちはやく）

　民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です。相
談内容の秘密は固く守られます。主任児童委員は、民生
委員・児童委員の中から子どもや子育てに関することを
専門的に担当する委員です。地域の民生委員・児童委員
がわからないときは、お問い合わせください。

民生委員・児童委員/主任児童委員

● 問い合わせ
地域福祉課福祉計画係 

【TEL】5273-4080　【FAX】3209-9948

　区内在住の方を対象に、定員に空きがある場
合に保育園・子ども園で一時保育を行っていま
す。理由にかかわらず利用することができます。
ただし、保育園・子ども園・地域型保育事業・
認証保育所等の在園児は利用できません。

空き利用型の一時保育

■ 専用室型の一時保育実施園以外の保育園・
　 子ども園等

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員
1名
保育ルーム、事業所内保育所は3名（え
どがわ園・もみの樹園は5名）

利用日数
（同月内）

5日以内（※緊急の場合に限り1か月
以内で必要な日数）

利用時間 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 のうち、
8時間以内で必要な時間

利用料 日額1,000円（生活保護受給世帯等は無料）

申込み方法

①空き状況の確認
利用希望日の前月25日以降に保育課
入園・認定係にお問い合わせください。
空きのある保育園・子ども園等を案内
します。
②空きがある場合
空きがある保育園・子ども園等に電話
で利用の可否をお問い合わせくださ
い。※空きがあっても園の状況により
お受けできない場合があります。
③受け入れが可能な場合
利用希望日の前月25日から３日前（休
園日の場合は直前の開園日）までに直
接園にお申込みください（利用希望の
お子さんを連れての面接が必要）。
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専用室型の一時保育
　区内在住の方を対象に、専用室型の一時保育を
行っています。理由にかかわらず利用することが
できます。ただし、保育園・子ども園・地域型保
育事業・認証保育所等の在園児は利用できません。
また、事前に登録が必要となります。登録のため
の面接日を予約してください。
■ 富久町保育園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０～２歳児６名、３～５歳児
3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

7日以内（緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日	8:30～17:00のうち、8
時間以内で必要な時間（土曜日は就労
理由のみ受入可）

利用料 日額2,300円（食材料費300円含む）
※生活保護世帯は無料

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。①利用
希望日前月の1～5日までの間に申
込書を園に提出。②申込み時に抽選。	
締切後に利用の可否を郵送で通知。③
抽選後の空きがある日の申込みは、	原
則利用希望日前月の15日から2日前
（土	・日	・	祝日を除く）までに来園に
より申込み。

受付時間 【TEL】3357-7720
【時間】月～金曜日9:00～16:	00	

利用時間

月～金曜日①午前利用9:00～13:00
②一日利用8:30～17:00のうち8時
間以内で必要な時間	※慣らし保育あ
り(10:00～12:00の2時間で1,000
円）

利用料 ①午前利用1,500円②1日利用2,300
円（食材料費含む）

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の20日に保育園で抽選。0
歳児は9:00～9:30に電話受付のみ。
1歳児は10:00～ 10:15、2～ 5歳
児は11:00～11:15に来園にて受付。
来園できない方は、	 同日13:30～
14:30に一時保育専用電話にて受付。
来園予約の方が優先。

受付時間 【TEL】3356-2762（一時保育専用）
【時間】月～金曜日	13:30～14:30

■ 私立原町みゆき保育園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０～２歳児６名、３～５歳児
３名、緊急１名）

利用日数
（同月内）

7日以内（緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数）

■ 私立オルト保育園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０～２歳児6名、3～5歳児
3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

5日以内（緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日8:30～ 17:00のうち8
時間以内で必要な時間	※慣らし保育
あり

利用料 日額2,300円（午前利用［給食あり］
の場合1,500円）

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。①利
用希望日前月の1～6日（土・日・
祝日・年末年始を除く）に申込書を
直接園に提出し、	順次抽選。②抽選結
果は郵送で通知。

受付時間 【TEL】5332-7081（一時保育専用）
【時間】月～金曜日	13:00～16:00

■ 私立新宿こだま保育園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 7名（０～５歳児6名、緊急1名）
利用日数
（同月内）

5日以内（緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日8:30～ 17:00のうち8
時間以内で必要な時間	※慣らし保育
あり

利用料 日額2,300円（午前利用［給食あり］
の場合1,500円）

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の5～10日（土・日	・	祝日
を除く）、13:00～14:00に電話申込
み（先着順）。キャンセル待ちあり。

受付時間 【TEL】5988-7807
【時間】月～金曜日13:00～17:00

※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、②病気・傷病などにより入院
または自宅療養を必要とする、③家族が入院し
その看護にあたる、④災害などにより復旧工事
に従事する、⑤裁判員制度の裁判員（候補者）
に選任された、など緊急に家庭での保育が困難
となる理由が生じた場合で、これらの事実を証
明する書類が必要です。詳しくは入園・認定係
にご相談ください。

● 問い合わせ
保育課入園・認定係

【TEL】5273-4527【FAX】3209-2795
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■ 私立新栄保育園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０～２歳児6名、３～５歳児
3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

7日以内（緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数）

利用時間 月～金曜日9:00～17:00のうち必要
な時間（土曜日は緊急のみ受入可）

利用料 日額2,300円

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。①利用
希望日前月の月初めの3日間（土	・	
日	・祝日を除く）	で申込受付。②抽選
結果は郵送で通知。	※前々月の20日
以降に申込書類を取りに来ていただ
き、	申込日を予約してください。

受付時間 【TEL】6304-0241
【時間】月～金曜日13:00～17:00

■ 私立ウィズブック保育園中落合

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 3名（０～5歳児2名、	緊急１名）
利用日数
（同月内）

7日以内(緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数)

利用時間
月～金曜日8:30～17:00のうち、8
時間以内で必要な時間	※慣らし保育
あり(10:00～12:00の間の2時間で
1,000円）

利用料 2,300円 (午前利用1,500円 )

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の 1～ 5 日の 13:00 ～	
16:00に電話で申込み。キャンセル待
ち申請可。キャンセルが出た場合は前
日までに連絡します。

■ 私立二葉南元保育園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 3名（０歳児1名、1歳児以上1名、
緊急1名）

利用日数
（同月内）

5日以内（緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日8:30～17:00のうち8時
間以内で必要な時間	※慣らし保育あ
り (9:00 ～ 11:30 の間の 2時間で
1,000円）

利用料 日額2,300円

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。①利用
希望日前月の14～18日の12:00～
15:00に申込書を園に持参。(18日着
分で抽選）②21日13:00以降に抽選
結果をHPに掲載。（21日が土	・	日・
祝日の場合は翌日）③抽選後の空き予
約は月～金曜日の12:00～15:00に
受付。

受付時間 【TEL】3351-3819
【時間】月～金曜日12:00～15:00

■ 私立キッズガーデン新宿西落合

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 3名（０歳児1名、1歳児以上1名、
緊急1名)

利用日数
（同月内）

5日以内(緊急の場合に限り1か月以
内で必要な日数)

利用時間
月～金曜日①午前利用8:30～13:00
② 1日利用8:30～ 17:00のうち8
時間以内で	必要な時間	※慣らし保育
あり(2時間で1,000円）

利用料 ①午前利用1,500円
②1日利用2,300円

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の1～6日（土・日・祝日
を除く）に申込書を直接園に提出。（先
着順）

受付時間 【TEL】6908-1723
【時間】月～金曜日13:00～16:00

■ 区立子ども園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

利用日数
（同月内）

7日以内（抽選時の申込みは月4日以
内、あいじつ子ども園のみ当選日数は
2日以内）※緊急の場合は1か月以内
で必要な日数

利用時間 月～土曜日　8:30～17:00のうち8
時間以内で必要な時間

利用料 日額3,400円（食材料費300円含む）

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の初日から5開園日（土・日・
祝日を除く9:15～16:30)に申込み、	
抽選。

受付時間 【時間】月～金曜日9:15～16:30

【定員】

実施園 0歳
児

1～
2歳
児

3～
5歳
児

緊急
（0～5
歳児）

四谷子ども園
四谷2-6（MAP	G-4）
5369-3170

2名 6名 1名 1名

あいじつ子ども園
北町17（MAP	G-2）
3267-3950

4名 1名

西新宿子ども園
西新宿4-35-5（MAP	D-6)
3377-9351

1名 3名 1名 1名

柏木子ども園
北新宿2-3-7（MAP	C-4)
3369-1062

2名 1名 1名

おちごなかい子ども園
中井1-8-12（MAP	B-2)
3361-1296

1名 1名 1名

大木戸子ども園
四谷4-17（MAP	F-4)
3359-4212

1名 2名 1名 1名

受付時間 【TEL】6914-4960
【時間】月～金曜日13:00～16:00
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■ 私立しんじゅくいるまこども園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 15名（０～２歳児7名、３～５歳児
7名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

5日以内［キャンセル待ち含む］	（緊
急の場合に限り、1か月以内で必要な
日数）

利用時間
月～金曜日　8:30～17:00のうち8
時間以内で必要な時間	※慣らし保育
あり

利用料 日額3,400円（午前利用［給食あり］
1,700円）

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の5日～10日、0～2歳児
は13:00～14:00、満3歳児以上は
14:00～15:00に電話受付。（先着順）

受付時間 【TEL】6302-1221
【時間】月～金曜日13:30～14:30

■ 私立新宿せいが子ども園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０～2歳児6名、３～５歳児
3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

5日以内　キャンセル待ちを含めると
最大7日（緊急の場合に限り1か月
以内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日	8:30～17:00のうち8
時間以内で必要な時間（初回は慣らし
保育）

利用料 日額3,400円（4時間以内の場合
1,700円）

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。	利用
希望月前月の6日～10日、0～2歳
児は13:00～ 14:00、	3～ 5歳児は
14:00～15:00に会員番号にて電話
申込み（先着順）。キャンセル待ちあり。

受付時間 【TEL】3954-4190
【時間】月～金曜日	9:00～17:00

■ ChaCha Children Higashitoyama

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０～2歳児6名、3～5歳児
3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

7日以内（緊急の場合に限り、1か月
以内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日8:30～17:00のうち8時
間以内で必要な時間	※土曜日は緊急
のみ受入可（祝日	・	年末年始を除く）

利用料 日額3,400円 (4時間以内1,600円）

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。①利用
希望日前月の7日までに抽選参加の
旨を電話連絡。②利用希望日の前月
10日の10:00から園で抽選（休日の
場合は原則翌日）。抽選日以降の受付
は先着順。

受付時間 【TEL】5155-4321
【時間】月～金曜日9:30～16:30

■ 私立大久保わかくさ子ども園

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 10名（０歳児２名、１～２歳児４名、
3～5歳児3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

5日以内（緊急の場合に限り、1か月
以内で必要な日数）

利用時間
月～金曜日		8:30～17:00のうち8
時間以内で必要な時間（祝日・年末年
始を除く）※慣らし保育あり

利用料 日額3,400円 (4時間以内2,200円）

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前月の5日の13:00以降に、電
話申込み。（先着順）

受付時間 【TEL】6265-9992
【時間】月～金曜日8:30～17:00

■ 私立富久ソラのこども園ちいさなうちゅう

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

利用定員 10名（０～2歳児6名、3～5歳児
3名、緊急1名）

利用日数
（同月内）

5日以内（緊急の場合に限り、1か月
以内で必要な日数）

利用時間 月～金曜日	 	9:00 ～ 17:00 のうち
必要な時間

利用料 日額3,400円 (4時間以内1,700円）

申込方法

※事前に登録（面接）が必要。①利用
希望日前月の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に入れる。※保護者
控えは発表日まで要保管。②抽選結果
は12日にHPに掲載（土・日	・	祝日
の場合は翌日）。キャンセル待ちあり。

受付時間 【TEL】6380-0414
【時間】月～金曜日	10:00～16:00

■ 私立しんえい子ども園 もくもく

利用対象 生後6か月以上の健康で集団保育可
能なお子さん

1日の定員 5名（０歳児1名、1～３歳児1名、４・
5歳児2名、緊急１名）

利用日数
（同月内）

7日以内（緊急の場合に限り、1か月
以内で必要な日数）

利用時間 月～金曜日　9:00～17:00のうち必
要な時間（祝日・年末年始を除く）

利用料 日額3,400円

申込方法
※事前に登録（面接）が必要。利用希
望日前々月の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	・	抽選日を予約。

受付時間 【TEL】5332-5544
【時間】月～金曜日9:30～17:00
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　定期利用保育は、新宿区在住の方でパートタイム勤務等の短時間就労等により保育を必要とするお子さん
を複数月継続してお預かりする制度です。定員または保育室に余裕のある保育園・子ども園で実施する空き
保育室型と、一時保育専用の保育室のある一部の保育園・子ども園で実施する専用室型の２種類あります。
　利用を希望する場合は、区役所保育課、または定期利用保育の実施園で配布している「定期利用保育のご
案内」の書類を入手し、必要書類を揃えて、保育課にお申込みください（「定期利用保育のご案内」は、新
宿区子ども家庭部保育課のホームページからもダウンロードできます）。利用開始は原則各月１日からです。
利用を希望する月の締切日を確認のうえ、お申込みください。書類提出後、利用調整を行い、利用内定者を
決定します（結果は電話または郵送で連絡します）。
　内定した場合は、利用開始月前月末までに面接・健康診断を受けてください。利用の承諾期間は、最長で
年度末までです。内定しなかった場合は、書類の有効期間内（年度内のうち、申込日から６か月以内で、利
用開始月初月が含まれる月の申込みまで有効）は空き待ちとなります。

定期利用保育

● 利用日
月〜土曜日（祝日・年末年始を除く）のうち、父母ともに就労している曜日
※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
くもくは月〜金曜日
● 利用時間　8:30 〜 17:00 のうち、就労・通勤等に必要な時間
● 利用料　世帯の区市町村民税と週当たりの利用日数に応じて決定

■ 利用日時等

■ 定期利用保育実施園一覧（令和４年６月現在）

園名 受入月齢
（～以上） 所在地 電話番号 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

私
立 にじいろ保育園西早稲田 満１歳

以上※ 西早稲田1-2-2 6273-9227 ─ 6 ─ ─ ─ 6

※	 満1歳でかつ離乳食が完了し、幼児食に移行している健康で集団保育が可能なお子さんは、特例的に1歳児として申込みをす
ることができます。（園の体制によって受け入れできないことがあります。）

● 空き保育室型定期利用保育

※	 生後６か月以上の健康で集団保育が可能なお子さんが対象です。

園名 受入月齢
（～以上） 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

生後
６か月
以上※

四谷4-17 3359-4212 2 4 4 10

おちごなかい子ども園 (乳児園舎)
中井1-8-12 3361-1296 1 4 ─ ─ ─ 5

柏木子ども園 (乳児園舎)
北新宿2-3-7 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 中落合3-21-10 6914-4960 1 ２ 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・3F 6908-1723 1 2 3

しんえい子ども園もくもく 高田馬場4-36-12 5332-5544 2 4 4 10
二葉南元保育園 南元町4 3351-3819 1 6 7

● 専用室型定期利用保育
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相談・サポート・一時預かり相談・サポート・一時預かり3章

　保護者の入院・出産・介護・出張、育児疲れ
などで、昼夜を通してお子さんを養育する方が
他にいないときに、区内の乳児院や協力家庭で
お預かりします。

子どもショートステイ子ども総合センター・
榎町子ども家庭支援センター・
中落合子ども家庭支援センター

ひろば型一時保育
利用対象 生後6か月以上の健康な未就学児

1日の定員 同時間帯に利用できる人数は各セン
ター5名まで

利用日数
（同月内） 上限なし

利用時間
月～金曜日（祝日は除く）までの
9：00～17：00
１時間以上30分単位、４時間まで

利用料 最初の１時間950円、その後は30
分ごとに350円（減免あり）

申込方法

事前に登録面接が必要です（登録手
続きをされる前に電話で面接の予約
をしてください）。登録後に利用申
請をしてください。
利用希望日の１週間前から前日（月
～金曜、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。

問い合わせ

子ども総合センター(MAP	E-3)
【TEL】3232-0695
【FAX】3232-0666
榎町子ども家庭支援センター(MAP	
G-2)【TEL】3269-7304
【FAX】3269-7305
中落合子ども家庭支援センター
(MAP	C-2)【TEL】3952-7751
【FAX】3952-7164

　夜間（17時から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。
　利用するための要件についてはお問い合わせ
ください。

● 問い合わせ
子ども総合センター

【TEL】3232-0675【FAX】3232-0666

トワイライトステイ

実施場所
二葉乳児院（社会福祉法人二葉保育
園）地域子育て支援センター二葉
子どもショートステイ協力家庭

利用対象

二葉乳児院：区内在住の生後60日
～３歳未満の子ども
子どもショートステイ協力家庭：区
内在住の生後60日～18歳未満の
子ども

利用日数 7泊以内（要件の証明が必要です）

利用料
1泊（24時間）　3,000円
（保護者の方の所得などにより減免
制度あり）

申込方法
子ども総合センター［新宿7-3-
29(MAP	 E-3）（【TEL】3232-
0675）］にご連絡ください。その後、
申請についてのご案内をします。

備考

●	お子さんとご家族の健康状態に
ついては、必ずお知らせください。
健康状態によっては、お預かりでき
ない場合もあります。
●	麻しん（1歳以上のお子さん）、
インフルエンザ（6か月以上のお子
さん、冬期）の予防接種を必ず事前
にお済ませください。

問い合わせ
子ども総合センター
【TEL】3232-0675
【FAX】3232-0666

　緊急時や一時的に保育が必要なとき、心身の障
害や発達に不安のあるお子さんをお預かりします。

障害幼児一時保育

利用対象 3歳以上　学齢前

利用時間 月～土曜日（祝日は除く）
9:00～17:00

１日の定員 2名
利用限度 1か月に3回

費用 1回1,000円（減免あり）	
※事前に登録が必要です。

問い合わせ

子ども総合センター	発達支援コー
ナー
新宿7-3-29（MAP	E-3）
【TEL】3232-0679
【FAX】3232-0666
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地域子育て支援センター二葉
　急用や仕事、病気のときや少し息抜きしたいとき
など、理由にかかわらず利用することができます。

　理由にかかわらず利用できます。

■ 預けあい「あずかりっこ」
　参加者同士で子どもを預け合う「あずかりっこ」を
木曜日（不定期）に開催しています。企画内容により
参加費が変わります（予約制）。詳しくはお問い合わせ
ください。

ゆったりーの

利用対象 生後6か月以上の健康な未就学児
1日の定員 同一時間帯5名まで
利用日数
（同月内） 上限なし

利用時間 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
9:00～17:00の1～4時間（30分単位）

利用料 最初の1時間950円、以降30分ごと
350円（区外の方はお問い合わせください）

申込方法

利用希望日の一週間前の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込みも可能）
●	事前に来館のうえ、利用登録が必要です。
●	初回は慣らし保育（おやつ、軽食可能。
1時間～1.5時間）となります。
【予約受付時間】月～金（祝日・年末年始
を除く）9:00～16:00

問い
合わせ

地域子育て支援センター二葉
南元町4	二葉乳児院2Ｆ (MAP	G-5)
【TEL】5363-2170

■ 一時保育
■ 一時預かり「ちょこっと」

利用対象
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）

1日の定員 2名

利用時間 月・水・金曜日
9:45～12:45（3時間）

利用料 1,500円／１人

申込方法
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
話で受付けます。（空きがある場合は随
時受付）※事前登録が必要です。

問い
合わせ

NPO法人ゆったりーの
（MAP	G-2）北山伏町2-17
【TEL】5228-4377

※新型コロナウイルス感染防止のため、利用時間を変
更して実施（令和４年６月現在）

　ファミリーサポート事業は、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）が会員になり、地域の中で助け合いながら子育てをする有償のボランティア活動で、社会福祉
協議会の新宿区ファミリー・サポート・センターがコーディネートします。預かりについては提供会員
宅または利用会員宅で預かります。利用会員の登録を希望する方は説明会にご参加ください。妊婦の方
も説明会に参加できます。

ファミリーサポート事業

■ 通常の預かり

利用会員 区内に在住、在勤または在学する生後
43日以上の児童の保護者

利用時間 6:00～22:00

費用
7:00～19:00	　1時間800円
上記時間外	　1時間900円
年末年始	　1時間900円

申込み
および
利用方法

①ファミリー・サポート・センターへ
登録の手続きを行う。
②登録後、利用したい日にちを決め
て申込みをし、提供会員の紹介を受
ける。
③提供会員と事前打ち合わせをする。
終了後、センターに報告する。
④依頼当日、提供会員が児童のサポー
トをする。

■ 病児・病後児の預かり

※病状等により、利用できない場合があります。
※通常預かりの登録とは別に登録が必要です。
※病児・病後児の預かりは原則として利用会員宅です。

病児・病後児
預かり
利用会員

区内に在住する1歳から小学校6年生
までの児童の保護者

利用時間 8:00～ 18:30（土 ･日 ･祝日 ･年末
年始を除く）

費用 1時間1,000円

申込み
および
利用方法

①ファミリー・サポート・センターへ
登録後、お子さんが元気な状態のとき
に1回預ける。
②病気になったときは、医療機関で受
診し、医師の承諾を得る。
③直接提供会員へ申込み、その旨をセ
ンターに伝える。

問い
合わせ

新宿区ファミリー・サポート・センター
高田馬場1-17-20(MAP	D-2)
新宿区社会福祉協議会内
【TEL】5273-3545【FAX】5273-3082
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幼児教育・保育の無償化

保育園・子ども園・保育園・子ども園・
幼稚園幼稚園

保育園

　児童福祉法に基づき、国、都及び区の基準を満たし、都知事の認可
を受けている保育園のことです。
　保護者の就労等により、保育を必要とするお子さんをお預かりします。
保育料は、お子さんの年齢と世帯の区民税額等によって異なります。

しんじゅく保育施設ガイド
　区内の保育施設を紹介する冊子「しんじゅく保育施設ガイド」
を保育課で発行しています。無料で保育課窓口や各保育園、子
ども園のほか、お近くの特別出張所でも配布しています。

保育園（認可保育所）とは

　令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されたことにより、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」が無償となるほか、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なります。
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の範囲
内で無償化の対象となります。
　また、新宿区では、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。

無償化に関する問い合わせ先　
【施設等利用給付認定、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（TEL	5273-4527）
【私立子ども園の預かり保育、認証保育所、認可外保育施設に関すること】
保育指導課　給付係（TEL	5273-4584）
【幼稚園在園児の施設等利用給付認定、幼稚園の預かり保育に関すること】
学校運営課　幼稚園係（TEL	5273-3103）

4章
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保育園での生活

　入園後は、お子さんがスムーズに保育園の生
活に慣れるように、お子さんの様子をみながら
短時間の保育からはじめ、徐々に通常の保育時
間に近づけていきます。期間はお子さんにより
個人差がありますが、おおむね７日から10日
程度です。

園の年間行事
　区立保育園では、表のような年間行事があり
ます。他に、園ごとに異なる行事もあります。
私立保育園も同様に特色ある行事を行っていま
すので、各保育園にお問い合わせください。

保育園の入園手続き

● 問い合わせ
保育課入園・認定係

【TEL】5273-4527【FAX】3209-2795

※０歳児は、月齢、発達状態により生活の時間が異なります。

■	園の年間行事■	園での一日
月 保育行事 保健行事 備考
４ 入園・進級祝い会 春の健康診断

○毎月
災害避難
訓練
身体測定
誕生会

○随時
保護者会
保育参観
個人面談
交通安全
指導
遠足

５ 子どもの日 ぎょう虫卵検査
６ むし歯予防デー 歯科検診

７ 七夕
プール開き プール前健康診断

８ プール納め

９ 総合防災訓練
敬老の日

10 運動会 秋の健康診断

11 ぎょう虫卵検査
歯科検診

12 年末子ども会
１ 新年子ども会
２ 節分

３ ひなまつり
卒園式

新入園児童健康
診断

０歳児 1・2歳児 3歳児以上
7:15 順次登園　検温 順次登園 順次登園
（7:30） あそび あそび 持ち物整理
8:30 あそび

9:00 おやつ 保育活動

10:00 離乳食　ミルク あそび
昼寝 食事

12:00 昼寝 食事めざめ
13:00 離乳食　ミルク 昼寝

14:00 めざめ めざめ

15:00 あそび おやつ おやつ
あそび あそび

16:00 順次降園 順次降園 持ち物整理
順次降園

申込みに必要な書類 申込み

申込書等

　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）等

　希望する入園月の前月５日頃の申込締切日(必
着 )までに必要書類を保育課入園・認定係へ郵
送してください (必ず日程の確認をお願いしま
す )。なお、４月入園の１次申込締切日は前年の
12月上旬になります。
※窓口での申込みを希望する方は申込書等をお
持ちいただく日時を事前に電話で予約してく
ださい。

※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。

　保育課、各保育園、各特別出張所で配布して
いる「認可保育園等申込みの手引き」に綴じ込
んであります。（新宿区ホームページからも取り
出せます。）

園での一日
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保育園・子ども園・幼稚園保育園・子ども園・幼稚園4章

保育園等一覧 （令和４年４月現在・50音順）

■ 区立保育園
園名 所在地 電話番号 受入月齢 延長保育 備考 MAP

大久保第一保育園 大久保3-11-1 3203-0346 57日～ ～19:15 D-2
高田馬場第二保育園 高田馬場1-4-17 3209-1433 57日～ ～19:15 E-2
長延保育園 市谷長延寺町8 3260-1335 57日～ ～19:30 H-3
富久町保育園 富久町22-21 3357-7720 43日～ ～21:30 公設民営 F-4
戸山第二保育園 戸山2-18-101 3203-2385 57日～ ～19:30 E-3
中落合第二保育園 中落合2-7-24 3952-7165 57日～ ～19:15 C-2
西早稲田保育園 西早稲田1-9-30 3209-5294 57日～ ～19:30 F-2
東五軒町保育園 東五軒町5-24 3269-6820 57日～ ～19:15 H-1
百人町保育園 百人町2-18-21 3367-4991 57日～ ～20:15 D-3
弁天町保育園 早稲田町78 3268-1337 57日～ ～19:30 弁天町50は

建替え中 F-2
早稲田南町保育園 早稲田南町50 3203-7848 57日～ ～19:30 F-2
早稲田南町保育園分園 早稲田南町36 3204-5201 57日～ ～19:30 公設民営 F-2

■ 私立保育園
園名 所在地 電話番号 受入月齢 延長保育 備考 MAP

あい保育園落合 上落合1-5-2羽場ビル 6908-7381 43日～ ～20:30 C-3
あい保育園西新宿 西新宿6-11-3

Dタワー西新宿	２階 6258-1098 １歳クラス～ ～20:30 D-5

アスク神楽坂保育園
①矢来町98-1
スキップビル1階
②矢来町89-2

①5225-6933
②5206-4250 57日～ ～20:30 G-2

アスク北新宿保育園 北新宿2-4-11 5338-2511 57日～ ～20:30 C-4
アスク新宿南町保育園 南町20-3 5225-2166 １歳クラス～ ～20:30 G-2
アスク薬王寺保育園 市谷薬王寺町51 5362-7177 １歳クラス～ ～20:30 G-3
ウィズブック保育園
中落合 中落合3-21-10 6914-4960 57日 ～20:00 B-2

エイビイシイ保育園 大久保2-11-5（本園）
大久保2-16-1（分園） 3232-9633 43日～ 13時間 夜間保育所 E-3

オルト保育園 高田馬場3-40-3 5332-7081 43日～ ～20:30 C-2
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 6908-1723 １歳クラス～ ～20:30 A-2

キッズタウン
下落合保育園 下落合1-9-10 3365-1332 57日～ ～20:30 C-2
きゃんばす
東新宿保育園 新宿7-16-8 6380-3460 １歳クラス～ ～20:30 E-3
クオリスキッズ
おおくぼ保育園 百人町2-22-6 5937-0418 57日～ ～20:30 D-3
グローバルキッズ
愛住町園 愛住町６ 6380-6798 57日～ ～20:30 F-4
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 3269-8011 57日～ ～20:30 H-2

グローバルキッズ
西落合保育園 西落合3-19-9 3952-5600 57日～ ～20:30 A-1
グローバルキッズ
西新宿園 西新宿5-5-1	2階 6383-3793 57日～ ～20:30 C-5
グローバルキッズ若葉園 若葉1-9	 3353-2002 57日～ ～20:30 G-4
獅子吼保育園 中井2-8-6 3951-0759 １歳クラス～ ～19:15 B-2
至誠会保育園 河田町10-13 3341-4677 43日～ ～20:00 F-3
下落合そらいろ保育園 中落合2-7-5１階 3565-5050 6か月～ ～20:30 C-2
小学館アカデミー
飯田橋ガーデン保育園 新小川町4-11 5206-3722 57日～ ～20:30 H-1
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新栄保育園 百人町3-21-14 6304-0241 43日～ ～20:30 D-3
新宿こだま保育園 中落合4-25-19 5988-7807 43日～ ～20:30 B-2
新宿成子坂愛育園 西新宿6-7-39 3342-6907 57日～ ～19:15 D-5
新宿三つの木保育園
もりさんかくしかく 大京町29 6457-4455 43日～ ～20:30 F-5
太陽の子新小川町
保育園

新小川町1-8
こだまビル2階 5579-2348 57日～ ～20:30 H-1

東京母子愛育会保育園 北新宿4-21-14 3369-6005 8か月～ ～19:30 C-3
にじいろ保育園
市谷加賀町 市谷加賀町2-4-18 6431-9769

（開設準備室） 57日～ ～20:30 令和４年10月
開設予定 G-3

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 6302-1073 57日～ ～20:30 D-2

にじいろ保育園高田馬場東 高田馬場1-16-26 6205-6338 １歳クラス～ ～20:30 D-2
にじいろ保育園高田馬
場南

大久保3-8-4	
新宿ガーデンタワー
アネックス2階

6457-6991 57日～ ～20:30 D-2

にじいろ保育園西早稲田 西早稲田1-2-2 6273-9227 １歳クラス～ ～20:30 E-2
にじいろ保育園四ツ谷 四谷1-6-1

コモレ四谷２階 6709-9123 １歳クラス～ ～20:30 G-4

ニチイキッズ
曙橋保育園

①愛住町22
第3山田ビル1階
②市谷台町1-3
モデラート1階

①5367-0196
②5366-5127 57日～ ～20:30 F-4

八幡神社愛育園 上落合1-26-19 3368-3939 １歳クラス～ 無 C-2
原町みゆき保育園 原町2-43 3356-2663 43日～ ～20:30 F-3
ぴっころきっず西早稲田 西早稲田3-9-14 3209-2267 １歳クラス～ ～20:00 E-2
二葉南元保育園 南元町4 3351-3819 43日～ ～20:00 G-5

フロンティアキッズ
曙橋

（本園）河田町3-29
プラウドフ
ラット新宿
河田町1階

（分園）河田町3-16

(本園)
5379-1680
(分園)

6273-0886
１歳クラス～ ～20:00 F-3

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 3208-2744 57日～ ～20:00 E-4

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 6279-1105 57日～ ～20:30 D-2

ぽけっとランド
市ヶ谷保育園

市谷船河原町1市ヶ谷
エスワンビル2・3階 5227-7520 １歳クラス～ ～20:30 H-2

ほっぺるランド牛込 北山伏町1-2 6265-0841 57日～ ～20:30 G-2
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 5227-6798 57日～ ～20:30 G-2
ほっぺるランド上落合 上落合1-15-13 6908-8415 57日～ ～20:30 C-2
ほっぺるランド北新宿 北新宿3-9-20 5937-2960 １歳クラス～ ～20:30 C-4
ほっぺるランド新大久保 大久保1-16-20 6380-3920 57日～ ～20:30 D-3
ほっぺるランド
早稲田鶴巻町

早稲田鶴巻町５７５
-1	早稲田鶴巻町パー
ク・ホームズ１階

3235-5008 57日～ ～20:30 F-1

ポピンズナーサリー
スクール市ヶ谷

払方町19-1エムジー
市ヶ谷ビル2・3階 5946-8670 57日～ ～20:30 G-3

ポピンズナーサリー
スクール四ッ谷

市谷本村町2-10
ストリーム市ヶ谷3階 5225-2015 １歳クラス～ ～20:30 G-4

ルーチェ保育園西新宿
（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）
5937-5581
（分園）
5937-1185

57日～ ～20:15 D-4
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保育園・子ども園・幼稚園保育園・子ども園・幼稚園4章

　昼間、保護者の就労等により、保育を必要とす
るお子さん（生後５週間以上３歳未満の乳幼児）を、
保育ママ（家庭的保育者）がお預かりする制度です。
ご利用は区内在住の方に限ります。申込方法や必
要書類は認可保育園と同様です。保育時間および
保育料についてはお問い合わせください。

● 実施場所　保育ママの自宅
● 所在地　　赤城元町、市谷柳町　各１人　

● 申込み・問い合わせ
保育課入園・認定係
 【TEL】5273-4527 【FAX】3209-2795

■ 保育ママ（家庭的保育者）

　東京都が多様な保育需要に対応するため創設した保育所制度です。施設の広さや設備、職員の数など、
都の基準を満たし認証を受けた保育施設で、０歳児保育、13時間保育などが義務づけられています。
入園申込み、保育料などについては、直接各園へお問い合わせください。（空き利用型一時保育あり）（令
和４年４月現在・50音順）

認証保育所

園名 所在地 電話番号 受入月齢 開園時間 MAP

エデュケアセンター・新宿
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2階

5363-1015 57日～ 7:15～20:45 F-4

北新宿雲母（きらら）保育園 北新宿3-2-1	1階 5937-4347 57日～ 7:30～21:00 D-3
キッズパオ高田馬場
あおぞら園

高田馬場4-23-28
ヒルズ ISHIDA1階 6908-8140 57日～ 7:30～20:30 D-2

コスモス保育園
大久保2-4-1
ヴィルラフィーネ東新宿
1階

3208-8506 52日～ 7:00～20:30 E-3

ソラスト神楽坂 改代町26-1三田村ビル
1階 5206-7317 57日～ 7:30～20:30 G-1

フロンティアキッズ夏目坂 若松町33-1
リエール若松町1階 6681-4645 57日～ 7:00～20:00 F-3

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

ぽっぽのいえほいくえん 下落合1-16-7東京三協信
用金庫下落合ビル 3950-2060 43日～ 7:00～20:00 C-2

ポピンズナーサリースクール
早稲田

西早稲田1-1-7
早稲田STEP23	2階 5155-2168 57日～ 7:30～22:00 F-2

メリーポピンズ神楽坂ルーム 榎町72フォートリス早
稲田1階 3267-1366 57日～ 7:00～20:00 G-2

■ 事業所内保育事業
園名 所在地 電話番号 受入月齢 延長保育 備考 MAP

キッズパオ防衛省
市ヶ谷保育園

市谷本村町5-1
厚生棟2階 3235-3757	 57日～ ～19:30 G-3

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 5990-5301 57日～ ～22:00 D-5

もみの樹園事業所内
保育所

上落合1-17-8
特別養護老人ホーム
「もみの樹園」内6階

3565-7301 57日～ ～19:30 C-2

■ 保育ルーム（小規模保育事業）
園名 所在地 電話番号 受入月齢 延長保育 備考 MAP

えどがわ園 水道町1-28 3266-7350	 満1歳以上 ～19:30 江戸川小学校内 G-1
おちにすくすく園 上落合2-10-23 3227-0703 満1歳以上 ～19:30 落合第二小学校内 C-2
つるまき園 早稲田鶴巻町140 3205-9525 満1歳以上 ～19:30 鶴巻幼稚園内 F-2
べんてん 若松町16-2	BENTEN	

internationalビル 6302-1024 満1歳以上 ～19:30 F-3
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子ども園

保育
短時間
保育
標準時間

幼稚園
機能利用

● 問い合わせ
保育指導課給付係

【TEL】5273-4584【FAX】3209-2795

認証保育所の保育料助成制度
　認証保育所に通うお子さんの保育料を支払う
保護者の方に保育料の助成を行っています。助
成要件・助成額などの詳細は新宿区ホームペー
ジでご案内しています。

● 問い合わせ
保育指導課給付係

【TEL】5273-4584【FAX】3209-2795

認可外保育施設の保育料助成制度
　認可外保育施設（対象要件あり）に通うお子
さんの保育料を支払う保護者の方に保育料の助
成を行っています。助成要件・助成額などの詳
細は新宿区ホームページでご案内しています。

　「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、保育園と幼稚園の
両方の機能をあわせ持つとともに、保護者の子育てを総合的に支援することを目的として設置された施設です。
　新宿区では、「新宿区子ども園理念」のもと「新宿区子ども園保育・教育指針」を定め、０歳児から小学校就
学までのすべての子どもが、保護者の就労等の状況にかかわらず等しく保育・教育を受けられる環境を提供す
るとともに、子育て支援事業を通じて、地域におけるすべての子育て家庭を支援する取り組みを行っています。

子ども園（認定こども園）とは

■	区立子ども園の一日

０歳児

１・２歳児

３歳児

４
・
５
歳
児

午
睡

午睡 授乳・食事

おやつ 遊び

授乳
食事

給食

遊び

遊び

給食

順次
降園 順次降園

保育園機能
利用児の
延長保育

登
園

お
や
つ

降
園

降
園

降
園

わくわくタイム ゆうやけタイムランチタイム
クラス全員が一緒に
活動する時間。遊び
を通してさまざまな
体験を繰り広げる。

給食やお弁
当の楽しい
食事・食育
の時間。

延長保育の子
がゆったりと
家庭的に過ご
す時間。

おはようタイム
一日のスター
トがスムーズ
にいくよう受
け入れる。

ゆったりタイム
個々の生活や体
調に合わせて、
体を休めたり、
遊んだりして分
かれて過ごす。

なかよしタイム
クラス・学年を
超えた保育・教
育を行う時間。

12:00 13:00 18:307:30 9:00 15:00 16:30 17:00 20:30

ク
ラ
ス
保
育

給
食
・
弁
当

帰りの会（降園前）
みんなで集まり
明日への期待を
つなぐ時間。

順
次
降
園

順
次
登
園

順
次
登
園

０～３歳児、保育園機能利用の入園の手続きについては、P45「保育園の入園手続き」をご覧ください。

　　利用パターン
１号認定（幼稚園機能）利用
9	:	00 ～ 15：00　預かり保育（有料）利用で 16：30まで（区立の場合）
私立子ども園の利用時間は各園にお問い合わせください。
※１号認定（幼稚園機能）利用ではお弁当と給食（有料）を選べます。
２・３号認定（保育園機能）利用
7	:	30 ～ 18：30　１時間または２時間の延長保育を実施しています。
※２・３号認定（保育園機能）利用は、開所時間内で必要に応じて保育時間が決まります。
※園によって、開所時間が異なります。

幼稚園機能
利用児の
預かり保育
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子ども園一覧 （令和４年４月現在・50音順）

■	区立子ども園（50音順）　※園によって開園閉園時間が異なります。
園名 所在地 電話番号 受入月齢 延長保育 MAP

あいじつ子ども園 北町17 3266-0189 57日～ ～19:30 G-2
大木戸子ども園 四谷4-17 3358-1431 57日～ ～19:30 F-4
おちごなかい子ども園
乳児園舎 中井1-8-12 3361-7000 57日～ ～19:30 B-2

おちごなかい子ども園
幼児園舎 上落合3-1-6 3227-2048 3歳クラス～ ～19:30 B-2

柏木子ども園乳児園舎 北新宿2-3-7 3369-5855 57日～ ～19:30 C-4
柏木子ども園幼児園舎 北新宿2-11-1 3227-2118 3歳クラス～ ～19:30 C-4
北新宿子ども園 北新宿3-20-2 3365-0225 57日～ ～19:15 C-4
しなのまち子ども園 信濃町20 3357-6853 57日～ ～19:30 G-5
戸山第一子ども園 戸山2-26-101 3202-7879 57日～ ～19:30 E-3
西落合子ども園 西落合1-31-24 3954-1064 57日～ ～19:30 B-2
西新宿子ども園 西新宿4-35-5 3299-7727 57日～ ～19:30 D-6
四谷子ども園 四谷2-6 5369-3775 57日～ ～20:30 G-4

■	私立子ども園（50音順）
園名 所在地 電話番号 受入月齢 延長保育 MAP

大久保わかくさ子ども園 大久保1-4-1 6265-9990 43日～ ～20:30 E-3
しんえい子ども園	もくもく 高田馬場4-36-12 5332-5544 43日～ ～20:00 C-3
しんじゅくいるまこども園 戸山1-21-1 6302-1221 43日～ ～20:30 F-3
新宿せいが子ども園 下落合2-10-20 3954-4190 43日～ ～20:30 D-1
ChaCha	Children	Higashitoyama 戸山2-34-101 5155-4321 43日～ ～20:00 E-3
富久ソラのこども園
ちいさなうちゅう 富久町14-1 6380-0414 43日～ ～20:30 F-4

富久ソラのこども園
ちいさなうちゅう分園 新宿5-3-13 6380-6437 43日～ ～20:30 F-4

認定こども園新宿ベアーズ
西新宿5-25-11　
エイジーエス西新宿ビル
1・3階

6276-5431 57日～ ～20:30 C-6

※新年度の入園案内は、幼稚園機能は10月頃に、保育園機能は11月頃にお知らせする予定です。

対象児 手続き先
●	４・５歳児
※西新宿子ども園、しんえい子ども園もくもく、
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、しんじゅくいるまこども園、認定こども園
新宿ベアーズは３～５歳児

●	幼稚園機能利用→直接子ども園へ
●	保育園機能利用→保育課入園・認定係へ

●	０～３歳児
※西新宿子ども園、しんえい子ども園もくもく、
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、しんじゅくいるまこども園、認定こども園
新宿ベアーズは０～２歳児

●	保育課入園・認定係へ
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いろいろな制度

延長保育
　就労や就学などの理由でお迎えが基本開所時
間を超えてしまう場合に保育します。実施園、
延長時間、対象年齢などについては、「延長保
育のご案内」をご覧ください（「延長保育のご
案内」は、新宿区子ども家庭部保育課のホーム
ページからダウンロードできます）。区立保育
園は、必要書類を揃えて保育課入園・認定係へ、
私立保育園は、直接各園にお申込みください。
なお、各園で利用定員があるため、申込まれた
方全員が利用できるとは限りません。

休日保育
　保育園・子ども園等が休園の日曜日と祝日等
に、就労により家庭で保育ができない場合に保
育します。区内在住で、保育園・子ども園・地
域型保育事業・認証保育所等を利用している、
離乳食を完了し、幼児食に移行しているお子さ
んが対象です。富久町保育園・原町みゆき保育
園・オルト保育園で実施しています。ご希望の
方は、直接実施園にお申込みください。

年末保育
　保育園・子ども園等が休園の年末に、就労に
より家庭で保育ができない場合に保育します。
区内在住で、保育園・子ども園・地域型保育事業・
認証保育所等を利用している、生後6か月以上
のお子さんが対象です。実施園・申込み方法等
は保育課入園・認定係へお問い合わせください。

病児保育
　病気または病気回復期で保育施設を利用でき
ない期間に、保護者の仕事等により家庭で保育が
できない場合に一時的に専用室で保育・看護しま
す。区内在住で、保育園・子ども園・地域型保
育事業・認証保育所等を利用している、離乳食
を完了した（原町みゆき保育園・わらべうた四谷
病児室は満１歳以上）お子さんが対象です。病中
または病気の回復期にあるお子さんが対象となる
病児保育室（わらべうた四谷病児室・しんじゅく
いるまこども園）と、病気の回復期にあるお子さ
んが対象となる病後児保育室（原町みゆき保育園・
オルト保育園・新宿こだま保育園）があります。
原町みゆき保育園以外の保育園は事前登録が必
要となります。ご希望の方は、直接実施施設にお
申込みください。

 子育て支援事業

① 未就園児親子の交流
　「であう」「つながる」「ひろがる」をキーワードに子育て中の親子の輪を広げます。
② 子育て相談
　しつけや食事、トイレットトレーニング等、子育てについての悩みや不安についての相談を受けます。
③ 一時保育
　保護者が一時的に保育できない場合に保育を行います。
④ 定期利用保育
　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
します。
※子育て支援施設について（ ▶▶ P62）
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保育園・子ども園・幼稚園保育園・子ども園・幼稚園4章

幼 稚 園

　幼稚園には、区立幼稚園と私立幼稚園があります。それぞれ特色がありますので、園庭開放を利用
したり幼稚園の行事に参加・見学するなどして、子どもが楽しく幼稚園生活を過ごせるよう、お子さ
んに適した幼稚園を選んでください。

区立幼稚園と私立幼稚園

＜区立幼稚園＞…無償化
　全園 3 年保育です。また、4 園（市谷、鶴巻、
花園、西戸山）で預かり保育を実施しています

（P53 区立幼稚園一覧参照）。基本的な教育方針
は、どこの園も同じです。地域や保育園、認定
こども園、小学校、中学校との交流も多く取り
入れています。入園料・保育料は無料です。教
材費、PTA 会費、園児服代 ( 園により異なる )
などは必要となります。

＜私立幼稚園＞…申請＆債還払い
　区内にある私立幼稚園は全園で 3 年保育、預
かり保育を実施しています（P53 私立幼稚園一
覧参照）。教育方針など特色はさまざまですので、
家庭の状況や教育方針にあった園を選ぶことが
できます。
　入園料、保育料の他に設備費、教材費、父母
の会会費、制服代などが必要ですが、園によっ
て異なります。教育方針や費用など詳しいこと
は、各幼稚園にお問い合わせください。

幼稚園を選ぶ

区立幼稚園の募集 私立幼稚園の募集

　保護者とともに新宿区に住民登録があれば応
募できます。入園申請書は 10 月中旬以降に各
幼稚園で配布され、11 月上旬の 3 日間に受付
を行います。募集定員を超えた場合は抽選とな
ります。11月下旬に面接および健康診断を行い、
翌年 1 月に入園者を各幼稚園で発表します。年
度の途中でも定員に空きがあれば、随時入園で
きます。詳しい内容は各幼稚園にお問い合わせ
ください。

　園児の募集はおおむね 10 月に行われます。
事前の説明会、体験入園を実施している幼稚園
もあります。募集要項など詳しい内容は各幼稚
園にお問い合わせください。

幼稚園の入園までのスケジュール
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　私立幼稚園に通園する園児の保護者を対象に
下記補助金を交付します。ただし、幼稚園に納
めた入園料と保育料（子ども・子育て支援新制
度移行園は特定負担額）の額が補助限度額です。
○入園料補助金
　入園料に対して、所得にかかわらず、80,000
円を限度に補助します。
○保育料補助金
　保育料や特定負担額に対して、補助します。

年収約 360 万円未満世帯のひとり親世帯等につ
いて、保護者の負担軽減を図ります。
　その他詳しい内容はお問い合わせください。

私立幼稚園補助金について

● 問い合わせ
学校運営課幼稚園係

【TEL】5273-3103【FAX】5273-3580

■ 区立幼稚園一覧

※子ども園については、P50（所在地等）をご覧ください。
※保育時間後の施設開放については各園にお問い合わせください。
※未就園児への園庭開放も行っています。P66 をご覧ください。
※支援を要する幼児の受け入れについては、各園にご相談ください。

（令和４年４月現在）

園名 所在地 電話番号 定員数 備考 MAP３歳 4 歳 5 歳
津久戸 津久戸町 2-2 3266-0129 20 30 30 小学校併設 H-2
市谷 市谷山伏町 1-3 3266-0184 20 30 30 小学校併設・預かり保育 G-3
早稲田 早稲田南町 25 3205-9086 20 30 30 小学校併設 F-2
鶴巻 早稲田鶴巻町 140 3205-9167 20 30 30 小学校併設・預かり保育 F-2
牛込仲之 市谷仲之町 4-33 3358-3880 20 30 30 小学校併設 F-3
余丁町 若松町 13-1 3205-9255 20 30 30 小学校併設 F-3
四谷第六 大京町 30 3358-3774 20 30 30 小学校併設 F-5
花園 新宿 1-22-1 3353-8277 20 30 30 小学校併設・預かり保育 F-4
大久保 大久保 1-1-21 3205-9425 20 30 30 小学校併設 E-3
戸塚第二 高田馬場 1-25-21 3205-9609 20 30 30 小学校併設 D-2
落合第三 西落合 1-12-20 3565-0914 20 30 30 小学校併設 B-2
落合第四 下落合 2-9-34 3565-0939 20 30 30 小学校併設 C-1
淀橋第四 北新宿 3-17-1 3227-2165 20 30 30 小学校併設 C-3
西戸山 百人町 4-7-1 3362-0400 20 30 30 独立園・預かり保育 C-3

■ 私立幼稚園一覧 （令和４年 4 月現在）

※子ども・子育て支援新制度移行園

園名 所在地 電話番号 備考 MAP
牛込成城 原町 3-87 3341-5058 預かり保育 F-3
おおや 高田馬場 2-8-18 3200-7506 預かり保育 E-2
下落合みどり 中落合 4-3-1 3953-6112 預かり保育 B-2
戸山 戸山 2-7-2 3203-6834 預かり保育 E-3
豊多摩 西落合 4-8-18 3951-5982 預かり保育 A-1
伸びる会 上落合 2-25-19 3361-5020 預かり保育 C-3
目白ケ丘※ 下落合 2-15-11 3951-2115 預かり保育 D-1
目白平和※ 下落合 3-14-25 3954-0448 預かり保育 C-1
四谷新生 四谷 1-14 3357-7036 預かり保育 G-4
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入学する小学校に関する情報
小学校新入学にあたって

　入学する学校は、教育委員会が指定すること
になっており、新宿区はお住まいの住所（通学
区域）ごとに、入学する学校が決められています。
　入学する前の年の６月頃及び各校随時、学校
公開が実施され、この期間中は、実際の学校の
様子などをご覧いただくことができます。
　また、８月下旬には、それぞれの学校の教育
目標などが掲載されている「学校案内」の冊子
をお送りしますので、ご家族でご覧ください。
　10 月下旬になると就学時健康診断の通知が届
きますので、それぞれ通学区域の学校で、診断
を受けましょう。
　その後、12 月中旬に、入学通知書をお送りし
ます。この通知は大切に保管し、４月の入学式
の際に、学校にお持ちください。

入学する学校について 指定校変更制度について

　入学する学校はお住まいの住所（通学区域）
ごとに決められていますが、通学区域の学校に
通うことが難しい、何らかの事情がある場合に
は、指定校の変更を申請することができます。
　この申請の許可にあたっては、あらかじめ
定められた「指定校変更許可基準」と各学校
の定員を考慮した上で、教育委員会が審査を
行います。
　申請時期や「指定校変更許可基準」については、
左記の、８月下旬にお送りする「学校案内」の
冊子にてお知らせいたしますので、詳細につき
ましては、そちらをご覧ください。

小学校・学童小学校・学童5章

　新宿区版 GIGA スクール構想により再構築し
た ICT 環境をより一層有効活用し、子どもたち
が将来の社会で生きていくために必要な資質・
能力を育みます。
　各校の優れた教材の共有を促進するとともに、
プログラミング教育やデジタル教材を活用した
教育活動を支援します。

ICT を活用した教育の充実
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タブレットPC等を活用したご家庭での学習
　タブレット PC 等を活用してご家庭で学習を進める際は、お子さんの健康面にも配慮しましょう。
・同じ姿勢を長時間続けないようにしましょう。
・画面の明るさを調節し、画面を見やすくしましょう。
・タブレット PC の画面に照明の反射がないよう画面の角度を調節しましょう。
・長時間、画面を注視しないようにしましょう。

学校公開の実施

　年度に２回（６月頃と各校随時）、各小学校で
学校公開を実施します。実際の教育の現場を見
ることができます。日程など詳細については、
各校のホームページなどでお知らせします。学
校見学は、学校公開とは別に随時受付けていま
す。直接、各学校へお申込みください。

学校案内

　８月下旬に学校案内冊子をお送りします。各
学校の教育目標や特色ある活動などが掲載され
ています。

ホームページによる情報提供

　各学校が工夫を凝らしたホームページを開設
しています。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/
kodomo/file04_07_00001.html

学校情報の提供
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小学校・学童小学校・学童5章

※独立園…敷地が離れていて、専任園長がいる独立した園

区立小学校一覧
（令和４年５月１日現在）

学校名 所在地 電話番号 学級数 児童数 教員数 幼稚園の状況 MAP

津久戸小学校 津久戸町 2-2 3266-1601 12 320 19 3 年保育 H-2
江戸川小学校 水道町 1-28 3266-1602 10 244 16 休園 G-1
市谷小学校 市谷山伏町 1-3 3266-1603 15 493 25 ３年保育・預かり保育 G-3
愛日小学校 北町 26 3266-1604 16 485 26 （子ども園隣接） G-2
早稲田小学校 早稲田南町 25 3205-9501 21 630 28 3 年保育 F-2
鶴巻小学校 早稲田鶴巻町140 3205-9502 6 167 16 3 年保育・預かり保育 F-2
牛込仲之小学校 市谷仲之町 4-33 3358-3762 12 337 19 3 年保育 F-3
富久小学校 富久町 7-24 3358-3763 11 285 20 休園 F-4
余丁町小学校 若松町 13-1 3205-9503 12 361 19 3 年保育 F-3
東戸山小学校 戸山 2-34-2 3205-9504 7 196 20 − E-3
四谷小学校 四谷 2-6 5369-3776 19 594 26 子ども園併設 G-4
四谷第六小学校 大京町 30 3358-3767 13 367 22 3 年保育 F-5
花園小学校 新宿 1-22-1 3353-8276 6 128 16 3 年保育・預かり保育 F-4
大久保小学校 大久保 1-1-21 3205-9506 6 137 15 3 年保育 E-3
天神小学校 新宿 6-14-2 3358-3769 6 155 17 − E-4
戸山小学校 百人町 2-1-38 3205-9507 12 394 22 休園 D-3
戸塚第一小学校 西早稲田 3-10-12 3205-9508 13 381 19 休園 E-2
戸塚第二小学校 高田馬場 1-25-21 3205-9509 12 303 24 3 年保育 D-2
戸塚第三小学校 高田馬場 3-18-21 3227-2101 9 235 14 休園 C-2
落合第一小学校 中落合 2-13-27 3565-0940 18 549 29 − C-2
落合第二小学校 上落合 2-10-23 3227-2102 12 347 23 休園 C-2
落合第三小学校 西落合 1-12-20 3565-0941 12 353 21 3 年保育 B-2
落合第四小学校 下落合 2-9-34 3565-0942 13 408 19 3 年保育 C-1

落合第五小学校 上落合 3-1-6 3227-2103 9 215 15 子ども園併設
（幼児園舎） B-2

落合第六小学校 西落合 4-11-21 3565-0943 11 256 17 休園 A-1
淀橋第四小学校 北新宿 3-17-1 3227-2105 13 353 20 3 年保育 C-3

柏木小学校 北新宿 2-11-1 3227-2104 12 337 22 子ども園併設
（幼児園舎） C-4

西新宿小学校 西新宿 4-35-5 3373-6031 12 344 20 子ども園併設 D-6

西戸山小学校 百人町 4-2-1 3227-2107 15 458 22 3 年保育・預かり保育
※独立園 D-3
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放課後の過ごし方

　区内にお住まいの小学生で、保護者の就労などにより家庭において継続的な保護が受けられないお
子さんを、学童クラブでお預かりします。利用方法、利用料など、詳しくは各学童クラブまたは子ど
も家庭支援課児童館運営係までお問い合わせください。

学童クラブ

名称 所在地 電話番号 定員 備考 MAP

信濃町学童クラブ 信濃町 20 信濃町子ども家庭支援センター内 3357-7166 80 利用時間延長 G-5
本塩町学童クラブ 四谷本塩町 4-9 本塩町児童館内 3350-1456 60 利用時間延長 G-4
四谷第六小学校内学童クラブ 大京町 30 四谷第六小学校内 3357-7891 35 利用時間延長 F-5
北山伏学童クラブ 北山伏町 2-17 北山伏児童館内 3269-7196 60 利用時間延長 G-2

細工町学童クラブ 細工町 1-3 子ども家庭部細工町事務
所内 5261-5200 100 利用時間延長 G-3

東五軒町学童クラブ 東五軒町 5-24 東五軒町児童館内 3269-6895 100 利用時間延長 H-1
榎町学童クラブ 榎町 36 榎町子ども家庭支援センター内 3269-2600 50 利用時間延長 G-2
薬王寺学童クラブ 市谷薬王寺町51 薬王寺児童館内 3354-5615 80 利用時間延長 G-3
早稲田南町学童クラブ 早稲田南町 50 早稲田南町児童館内 5287-4321 40 利用時間延長 F-2
鶴巻小学校内学童クラブ 早稲田鶴巻町 140 鶴巻小学校内 3205-4602 20 利用時間延長 F-2
富久小学校内学童クラブ 富久町 7-24 富久小学校内 3358-9071 55 利用時間延長 F-4
富久町学童クラブ 富久町22-21  富久町児童館内 3357-7638 45 利用時間延長 F-4
東戸山小学校内学童クラブ 戸山 2-34-2 東戸山小学校内 3205-0363 40 利用時間延長 E-3
大久保小学校内学童クラブ 大久保 1-1-21  大久保小学校内 3209-0803 35 利用時間延長（※） E-3
子ども総合センター内
学童クラブ 新宿 7-3-29 子ども総合センター内 3232-8812 65 利用時間延長 E-3

戸山小学校内学童クラブ 百人町 2-1-38 戸山小学校内 3204-8081 55 利用時間延長 D-3
百人町学童クラブ 百人町 2-18-21 百人町児童館内 3368-8156 45 利用時間延長 D-3
高田馬場第一学童クラブ 高田馬場 3-18-21 高田馬場第一児童館内 3362-1754 40 利用時間延長 C-2
高田馬場第二学童クラブ 高田馬場 1-4-17 高田馬場第二児童館内 3200-5028 50 利用時間延長 E-2
戸塚第二小学校内学童クラブ 高田馬場1-25-21 戸塚第二小学校内 3205-9616 60 利用時間延長 D-2
落合第一小学校内学童クラブ 中落合2-13-27  落合第一小学校内 3565-0947 100 利用時間延長 C-2
落合第四小学校内学童クラブ 下落合2-9-34 落合第四小学校内 3565-0990 100 利用時間延長 C-1
落合第五小学校内学童クラブ 上落合 3-1-6 落合第五小学校内 3227-2238 20 利用時間延長 B-2
上落合学童クラブ 上落合 2-28-8 上落合児童館内 3360-1413 40 利用時間延長 B-3

■ 区立学童クラブ一覧

※大久保小学校内学童クラブを他校生が利用する場合は大久保小学校の放課後および学校休業日のみとな
ります。

▶▶次のページに続く
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園名 所在地 電話番号 備考 MAP

エイビイシイ風の子クラブ 大久保 2-11-3 3232-2080 社会福祉法人　杉の子会 E-3
早稲田フロンティアキッズクラブ 西早稲田 3-17-20 大伸第一ﾋﾞﾙ 3 階 3202-5050 （株）フューチャーフロンティアーズ E-2
しんえい学童クラブもくもく 高田馬場 4-36-12 5332-5885 社会福祉法人　新栄会 C-3

■ 区内民間学童クラブ一覧　申込み等については、各学童クラブへ直接お問い合わせください。

● 問い合わせ
子ども家庭支援課児童館運営係

【TEL】5273-4544【FAX】3232-0666

（令和４年５月１日現在）

名称 所在地 電話番号 定員 備考 MAP

中井学童クラブ 中井 1-8-12 中井児童館内 3361-0075 20 利用時間延長 B-2
西落合学童クラブ 西落合 1-31-24 西落合児童館内 3954-0771 80 利用時間延長 B-2
北新宿第一学童クラブ 北新宿 2-3-7 北新宿第一児童館内 3369-5856 45 利用時間延長 C-4

北新宿第二学童クラブ 北新宿 3-20-2
北新宿子ども家庭支援センター内 5330-1171 50 利用時間延長 C-4

西新宿学童クラブ 西新宿 4-35-28 西新宿児童館内 3377-9353 85 利用時間延長 D-6
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　放課後子どもひろばは、事前に登録をした子どもたちが小学校施設を活用し自由に集い、自主的に
活動する自由な遊び場と体験プログラムの提供の場です。学童クラブと異なり、子どもをお預かりす
る場ではありません。当該校児童でなくとも国公私立校児童、近隣校児童等、区内在住の児童は希望
により登録ができます。すべての区立小学校（新宿養護学校含む）で実施しています。

目的

①小学１年生〜６年生を対象に放課後の小学校
施設 ( 活動室、校庭、体育館、図書室等）を活
用して、子どもが自由に交流し、自主的な学び
と遊びの場をつくる。
②小学校を拠点とする地域交流の推進を図る。
③上記①②を通して子どもの身体能力・コミュ
ニケーション能力・学習能力および地域の教育
力の向上を目指す。

特徴

● 学校から直接参加（帰宅後の参加も可）
● 保護者の同意により子どもが自由に参加
● 異学年間や地域の人々との交流
● １年生から６年生まで参加

実施日・開始時間

● 平日（月〜金曜日）　授業終了時から開始
● 夏休み・冬休み・春休み・開校記念日・  振替日等

学校休業日　10:00 から開始
● 富久小子どもひろばのみ、平日に加えて土日

も活動室で実施　学校休業日は 9:00 から開始

スタッフ

● 管理責任者　　● 遊び支援者
● 学び支援者　　● ボランティア

● 問い合わせ
子ども家庭支援課児童館運営係

【TEL】5273-4544【FAX】3232-0666

教室

直接参加 帰宅後参加

ひろば（自由な遊び・学び）

帰宅受付け（カード受け取り）

自宅

自宅

授業終了後受付け（カード提出）

放課後子どもひろば
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小学校・学童小学校・学童5章

● 問い合わせ
障害者福祉課支援係

【TEL】5273-4583  【FAX】3209-3441

※新宿養護学校は、開催日、開催時間ともに不定期

　特別支援学校等に通う主に知的障害児等の小
学生〜高校生を対象に、放課後や学校休業日（土
曜日、春・夏・冬休み等）に日中活動の場を提
供し、社会生活のマナーや友人関係等を構築する
ための支援や見守りを行っています。
※利用には、利用登録が必要です。
利用時間等についての問い合わせや事前相談は直接下記事業所まで

障害児等タイムケア事業

■協定事業所一覧

※「障害者総合支援法」に基づく地域生活支援事業として実施しています。

事業所名 所在地 電話番号 アクセス

（社福）新宿あした会
まいぺーす

新宿 7-3-29
子ども総合センター 3 階 3232-8801

① 都営大江戸線・東京メトロ
副都心線「東新宿駅」より徒
歩７分
② 都営大江戸線

「若松河田駅」より徒歩 10 分
③ JR 山手線「新大久保駅」よ
り徒歩 16 分
④ 都バス「新宿ここ・から広
場前」停留所より徒歩１分

■放課後子どもひろばの終了時間
実施校 終了時間
愛日小
市谷小

牛込仲之小
江戸川小

落合第五小
津久戸小

戸塚第二小
戸塚第三小

富久小
四谷小

西戸山小
花園小

18:00

東戸山小 5 月〜 9 月は 18:00
10 月〜 4 月は 17:00

大久保小 3 月〜 10 月は 18:00
11 月〜 2 月は 17:00

戸塚第一小 2 月〜 10 月は 17:30
11 月〜 1 月は 17:00

西新宿小 3 月〜 9 月は 17:30
10 月〜 2 月は 16:30

実施校 終了時間
柏木小
天神小

四谷第六小
淀橋第四小

3 月〜 9 月は 18:00
10 月〜 2 月は 17:00

落合第一小
落合第二小
落合第三小
落合第四小
落合第六小

戸山小

3 月 〜 10 月は 17:30
11 月〜 2 月は 17:00

鶴巻小
3 月〜 9 月は 17:30
10 月・2 月は 17:00
11 月〜 1 月は 16:30

余丁町小 2 月〜 10 月は 17:30
11 月〜 1 月は 17:00

早稲田小 2 月〜 10 月は 17:00 
11 月〜 1 月は 16:30
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● 実施校
 区立小学校（大久保小学校を除く）

学童クラブ機能付き放課後子どもひろば「ひろばプラス」について
　定員を超える受け入れが予測される学童クラ
ブの近隣の放課後子どもひろばでは、通常の利
用の他、下記のような学童クラブ機能の一部を
付加した「ひろばプラス」が利用できます。
● 利用対象

保護者の就労などにより、家庭において継続
的な保護が受けられない小学生（学童クラブ
の利用要件と同じ）。
※他校生の場合、当該ひろば実施校の開設日
時の範囲に限ります。

● 費用
無料/ただし、おやつ提供代　月額2,000円（希
望者のみ）
※生活保護受給世帯・住民税非課税世帯等に
は、おやつ提供代免除の制度があります（申
請は毎年度必要です）。

● 付加される機能
利用時間の延長・出欠確認や利用時間の管
理・希望者へのおやつ提供（15 時〜 16 時
が提供時間の目安）・連絡帳の活用・希望者
への個人面談

● 利用にあたって
区立学童クラブ「定期利用」および「学校
休業期間利用」との重複はできません。

※土・日・祝日および 12/29 〜 1/3 はお休み
です。

● 利用日時

月〜金曜日（祝日を除く）
放課後〜 19:00

振替休業日・長期休業期間中（月〜金曜日）
8:00 〜 19:00

● 問い合わせ
子ども家庭支援課児童館運営係

【TEL】5273-4544  【FAX】3232-0666
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子育て支援施設

　区内には、子ども総合センター、子ども家庭支援センターの児童コーナーや児童館など、子どもた
ちが安心して利用することができる施設があります。
　乳幼児から中高生まで幅広く利用でき、それぞれの年代の子どもたちが楽しく遊べるおもちゃなどが
あるほか、乳幼児専用スペースのある児童館や児童コーナーもあります。それぞれの施設では、独自
の乳幼児サークルや育児相談、子育て講座やイベント等、親子で参加できるプログラムを開催しており、
楽しみながら育児に関する情報交換や友だちづくりの輪を広げることができます。
子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館の幼児サークル等（▶▶ P85）

区内には子どもと一緒に出かけたくなる遊び場や公園がいっぱい。
頼れる子育て支援施設も充実しています。

区の子育て支援施設

■ 子ども家庭支援センター・児童館一覧 
名称 所在地 電話番号 備考 MAP

子ども総合センター 新宿 7-3-29 3232-0695 乳幼児スペースあり E-3
信濃町子ども家庭支援センター 信濃町 20 3357-6851 乳幼児スペースあり G-5
榎町子ども家庭支援センター 榎町 36 3269-7304 乳幼児スペースあり G-2
中落合子ども家庭支援センター 中落合 2-7-24 3952-7751 乳幼児スペースあり C-2
北新宿子ども家庭支援センター 北新宿 3-20-2 3365-1121 乳幼児スペースあり C-4
本塩町児童館 四谷本塩町 4-9 3350-1456 乳幼児スペースあり G-4
北山伏児童館 北山伏町 2-17 3269-7196 G-2
中町児童館 中町 25 3267-3321 G-2
東五軒町児童館 東五軒町 5-24 3269-6895 H-1
薬王寺児童館 市谷薬王寺町 51 3353-6625 乳幼児スペースあり G-3
早稲田南町児童館 早稲田南町 50 5287-4321 F-2
富久町児童館 富久町 22-21 3357-7638 乳幼児スペースあり F-4
百人町児童館 百人町 2-18-21 3368-8156 乳幼児スペースあり D-3
高田馬場第一児童館 高田馬場 3-18-21 3368-8167 乳幼児スペースあり C-2
高田馬場第ニ児童館 高田馬場 1-4-17 3200-5038 E-2
上落合児童館 上落合 2-28-8 3360-1413 B-3
中井児童館 中井 1-8-12 3361-0075 B-2
西落合児童館 西落合 1-31-24 3954-1042 B-2
北新宿第一児童館 北新宿 2-3-7 3369-5856 C-4
西新宿児童館 西新宿 4-35-28 3377-9352 乳幼児スペースあり D-6

▲ 上落合児童館▲ 北新宿第一児童館▲ 西新宿児童館

お出かけ・リフレッシュお出かけ・リフレッシュ6章
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利用方法は？

　初回来館の際、利用申請書に必要事項
（名前、住所など）を記入し、利用証（児
童館カード）をつくります。

どうやって情報を得るの？

　各児童館・児童コーナーのホームペー
ジ、新宿子育て情報局のホームページ、
毎月の「児童館・児童コーナーだより」

（「児童館・児童コーナーだより」は各
児童館・児童コーナーに置いています）、
児童館・児童コーナーのポスターなど
で、プログラムの内容・日時をお知ら
せしています。

本塩町・北山伏・中町・東五軒町・早稲田
南町・富久町・百人町・高田馬場第一・上
落合・中井・北新宿第一・西新宿児童館

● 開館時間
 月〜金曜日　9:00 〜 18:00（上記以外の児童

館は 9:30 から）
 土・日・祝日　9:00 〜 18:00（上記以外の児

童館は 17:00 まで）
 学校休業期間中の月〜金曜日（全館）
 9:00 〜 18:00
● 休館日：12 月 29 日〜１月３日
● 利用対象：18 歳未満の児童と保護者
 ※子ども総合センター・子ども家庭支援セン

ターの児童コーナー（▶▶ P64）

▲ 本塩町児童館 ▲ 富久町児童館

児童館・児童コーナー

▲ 中井児童館
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お出かけ・リフレッシュお出かけ・リフレッシュ6章

センター名 所在地・電話番号 開館時間

子ども総合
センター

新宿 7-3-29 （MAP E-3）
3232-0695
相談専用
3232-0675

● 相談
月〜土曜日 8:30 〜 19:00
日・祝日 8:30 〜 17:00（電話相談のみ）

● ひろば
月〜金曜日 9:30〜18:00（学校休業日の平日は9:00から）
土・日・祝日 9:00 〜 18:00

● 児童コーナー
月〜金曜日 9:30 〜 18:00（学校休業日の平日は 9:00 か
ら）（中学生以上は 19:00 まで）
土・日・祝日 9:00 〜 18:00

信濃町子ども
家庭支援
センター

信濃町 20 （MAP G-5）
3357-6851
相談専用
3357-6855

● 相談
月〜金曜日  8:30 〜17:00
土曜日  9:30 〜18:00（来所相談のみ）
日・祝日  休業

● ひろば・児童コーナー
平日  9:30 〜18:00（学校休業日の平日は 9:00 から）

（中学生以上は 19:00 まで）
土・日・祝日  9:30 〜18:00

榎町子ども
家庭支援
センター

榎町 36（MAP G-2）
3269-7304
相談専用
3269-7345

中落合子ども
家庭支援
センター

中落合 2-7-24（MAP C-2）
3952-7751
相談専用
3952-7752

北新宿子ども
家庭支援
センター

北新宿 3-20-2 （MAP C-4）
3365-1121
相談専用
3362-4152

　新宿区内には子ども総合センターと４か所の子ども家庭支援センターがあります。乳幼児とお母さん・
お父さんが一日中利用できます。

子ども総合センター/子ども家庭支援センター

● 所在地：新宿 7-3-29
● アクセス：都営大江戸線「若松河田駅」より徒歩 10 分
 都営大江戸線・東京メトロ副都心線「東新宿駅」より徒歩７分
 JR 山手線「新大久保駅」より徒歩 16 分
 都バス（宿 74）（橋 63）（飯 62）「新宿ここ・から広場前」停

留所より徒歩１分

▲ 子ども総合センターの
「親と子のひろば」

新宿ここ・から広場
　子育て支援の拠点となる子ども総合センターをはじめ、地域
での就労を総合的に支援するしごと棟や、高齢者福祉施設があ
ります。赤ちゃんからお年寄りまで、幅広く交流できる大規模
複合施設です。

▲ 農業体験の場もあります
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■ 未就園児親子の交流の場
　新宿区にお住まいの子育て中の親子の、交流の場、遊び場です。「であう」「つながる」「ひろがる」
をキーワードに子ども園職員による子育て相談や、園主催の参加型の行事の実施、乳幼児に関する講
座などを開催しています（遊びや行事の内容は、それぞれの園により異なります）。
　ご利用に際しては、住所を確認できるもの（健康保険証・乳幼児医療証等）を持って来園し、登録
をしてください。

子ども園

※月により開催日時の変更もありますので、園にお問い合わせください。

園名 実施日・時間
あいじつ子ども園　北町 17

（MAP G-2）　3267-3950 毎週火曜日 10:30 〜 11:45（祝日・年末年始を除く）

大木戸子ども園　四谷 4-17 
(MAP F-4）　3358-1431 毎週水曜日 10:00 〜 11:30（祝日・年末年始を除く）

おちごなかい子ども園　上落合 3-1-6
（MAP B-2）　3227-2048 毎週火曜日 10:00 〜 11:30（祝日・年末年始を除く）

柏木子ども園　北新宿 2-3-7
（MAP C-4）　3369-1062 毎週水曜日 10:00 〜 11:30（祝日・年末年始を除く）

北新宿子ども園　北新宿 3-20-2
(MAP C-4）　3365-0225 毎週木曜日 10:00 〜 11:15（祝日・年末年始を除く）

しなのまち子ども園　信濃町 20
 (MAP G-5）　3357-5136

● おひさまタイム（園庭開放）　毎週水・金曜日
10:00 〜 11:30（祝日・年末年始を除く）

● うきうきタイム　第二水曜日
10:30 〜 11:30（祝日・年末年始を除く）

戸山第一子ども園　戸山 2-26-101
 (MAP E-3） 　3202-7820

毎週火・木曜日 9:45 〜 11:15、
15:00 〜 16:00（祝日・年末年始を除く）

西落合子ども園　西落合 1-31-24
(MAP B-2）　3954-1064 毎週水曜日 10:00 〜 11:20（祝日・年末年始を除く）

西新宿子ども園　西新宿 4-35-5
（MAP D-6）3377-9351 毎週金曜日 10:30 〜 11:45（祝日・年末年始を除く）

四谷子ども園　四谷 2-6
（MAP G-4）　5369-3170 毎週月〜土曜日 9:00 〜 15:00（祝日・年末年始を除く）

大久保わかくさ子ども園　大久保 1-4-1
 (MAP E-3）　6265-9992

第 3 水曜日　10:00 〜 11:15
（祝日・年末年始を除く）

しんえい子ども園　もくもく
高田馬場４-36-12　(MAP C-3）　5332-5544

水曜日（不定期）10:00 〜 11:15（祝日・年末年始を除く）
※詳しくは園にお問い合わせください。

ChaCha Children Higashitoyama
戸山 2-34-101　(MAP E-3）　5155-4321

月 4 回
※詳しくは園にお問い合わせください。

富久ソラのこども園　ちいさなうちゅう
富久町 14-1　(MAP F-4）　6380-0414

※詳しくは園にお問い合わせいただくか、HP
にてご確認ください。　
http://tokyojidokyokai.com/

新宿せいが子ども園　下落合 2-10-20
(MAP D-1）　3954-4190

第 4 水曜日 10:00 〜 11:00
（祝日・年末年始、感染症流行時を除く）
※電話予約が必要です（無料）

しんじゅくいるまこども園　戸山 1-21-1
（MAP F-3）　6302-1221

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。

認定こども園新宿ベアーズ
西新宿 5-25-11
エイジーエス西新宿ビル 1・3 階

（MAP C-6）　6276-5431

水曜日（不定期）
※詳しくは園にお問い合わせください。
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　地域の子育て支援の場として、子育て親子が
気軽に集える場、交流のお手伝いや、育児相談
などを行っています。ご利用に際しては、初め
に登録が必要です。住所を確認できるもの（健
康保険証等）を持ってご来園ください。

　区立保育園では、園庭を開放しています。また区立幼稚園では園庭または園舎を使用して、未就園児
等が遊べる時間を設定しています。ご利用の際には、事前に各園にお問い合わせください。
▶▶保育園一覧は P46　幼稚園一覧は P53

● 利用時間：①火・木曜日　11:00 〜 12:30 ／水・
金曜日　10:30 〜 12:30
②火・金曜日　14:00 〜 16:00
※土・日・月曜日、祝日、年末年始、園が定
める日は除く

● 利用対象：就学前の乳幼児と保護者
● アクセス：JR 高田馬場駅より徒歩 13 分

（MAP C-3）
※ 新型コロナウイルス感染防止のため、事前予約

制としております。詳細は園へお問い合わせく
ださい。

施設情報

百人町 4-7-1　西戸山幼稚園内
【TEL】3362-0423

西戸山幼稚園つどいのへや・どんぐり

区立幼稚園/区立保育園の園庭開放

　原町みゆき保育園の１階、園舎内東南の一角
にあります。滑り台などの遊具がある園庭が目
の前にあり屋外でも遊ぶことができます。２階
にはウッドデッキのテラスがあり、汽車の形を
した木製アスレチックが特に人気です。毎月、
身体測定や年齢別のひろばを開催しているほか、
離乳食講座や園行事に一緒に参加するなど、楽
しいイベントも行っています。遊びを見守りな
がら保育士や
看 護 師、 栄 養
士などに子育
てに関する相
談ができるの
も 魅 力 で す。
た だ し、 飲 食
はできません。

施設情報

原町 2-43　
【TEL】3356-2663
● 開館時間：
 原町みゆきひろば（親子のつどいのひろば）
 （室内）月〜金曜日 10:00 〜 11:00、
 13:00 〜 15:00
 （園庭）月〜金曜日 11:00 〜 13:00、
 15:00 〜 16:00
 ※雨天の場合は室内の利用時間帯のみ
● 休館日：土・日・祝日、年末年始
● アクセス：都営大江戸線牛込柳町駅より徒

歩 2 分（MAP F-3）
 https://www.city.shinjuku.

l g . j p / k o d o m o /
file03_02_00028.html 

地域子育て支援センター原町みゆき

■令和４年度園庭開放実施園（幼稚園）
津久戸幼稚園 （MAP H-2）
市谷幼稚園 （MAP G-3）
早稲田幼稚園 （MAP F-2）
鶴巻幼稚園 （MAP F-2）
牛込仲之幼稚園 （MAP F-3）
余丁町幼稚園 （MAP F-3）
四谷第六幼稚園 （MAP F-5）

花園幼稚園 （MAP F-4）
大久保幼稚園 （MAP E-3）
戸塚第二幼稚園 （MAP D-2）
落合第三幼稚園 （MAP B-2）
落合第四幼稚園 （MAP C-1）
淀橋第四幼稚園 （MAP C-3）
西戸山幼稚園 （MAP C-3）

■令和４年度園庭開放実施園（保育園）
大久保第一保育園 （MAP D-2）
高田馬場第二保育園 （MAP E-2）
長延保育園 （MAP H-3）
戸山第二保育園 （MAP E-3）
中落合第二保育園 （MAP C-2）
西早稲田保育園 （MAP F-2）
東五軒町保育園 （MAP H-1）
百人町保育園 （MAP D-3）
早稲田南町保育園 （MAP F-2）
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　「ゆったりーの ゆうゆうひろば」は、北山伏
保育園の跡地を活用し、区民と区との協働事業
として始まりました。地域の子育て当事者が主
体となり、利用者全員がアイデアと資金を出し
合う「会員制」で運営されています。広いスペー
スで、のんびりゆったり遊ぶことができます。
また、デリバリーを頼んだり、自分たちで調理
することも可能です。カフェ自体がママパパた
ちの交流の場となっています。また、定期的に
ベビーマッサージやねぞうアート、絵本の読み
きかせ、おもちゃ病院などが開催されているほ
か、ひろばでの預かり・預け合いなども行われ
ています。毎月 1 回助産師さんに相談できるひ
ろばも開催されています。

施設情報

北山伏町 2-17
【TEL】5228-4377
● 開館時間：月・火・水・金・土曜日
 10:00 〜 16:00、ただし火曜日の 12:30 まで

は個別相談や各種講座など
● 休館日：木・日・祝日、年末年始
● 会費：入会金 500 円、活動会員は半年 1,000 円、

運営会員は年間2,000 円一日会員は１人100 円
● ひろば利用対象：妊婦／０歳〜未就学児とそ

の保護者
● アクセス：都営大江戸線牛込柳町駅・牛込神

楽坂駅より徒歩 10 分／東京メトロ
東 西 線 神 楽 坂 駅 よ り 徒 歩 10 分

（MAP G-2）
 http://www.yuttarino.org/

ゆったりーの

落合三世代交流サロン
　「落合三世代交流サロン」は、多世代間の交流
を目的とした「地域のお茶の間」のような施設
です。
　授乳コーナーはもちろん、小さなお子さんが楽
しく遊べるスペースや、持参したお弁当を食べるこ
とができるスペース、子ども服などを低価格で販
売するリサイクルコーナーもあります。
　おやつ作りやプール遊びなどの子ども向けイ
ベントのほか、カフェスペースでのコーヒーの
提供（有料）や子育て相談ができる日など、毎
日さまざまな企画が用意されています。また、
クリスマス会などの季節イベントも開催してい
ます。

施設情報

西落合 1-31-24　西落合児童館 2 階
【TEL】3954-2740
● 開館時間：月〜土曜日 10:00 〜 16:00
● 休館日：日・年末年始
● アクセス：都営大江戸線落合南長

崎駅より徒歩 10 分／西武新宿線
中井駅より徒歩 15 分（MAP B-2）

 http://wp.3sedai.com

※ 新型コロナウイルス感染防止のため、現在予
約ひろばを開催中。飲食も制限されています

（令和４年６月現在）。また Web でのオンラ
イン企画等を開催、詳細はサイトをご確認く
ださい。

※ 新型コロナウイルス感染防止のため、飲食の
制限のほか、一部イベントを中止する場合が
あります。

 詳細はサイトをご確認ください。
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利用者支援事業
　子育て家庭が、幼稚園・保育園などの教育・
保育施設や、一時保育・子どもショートステ
イなどの多様な子育てサービスを円滑に利用
できるよう、身近な場所で情報提供を行って
います。また、必要に応じて相談・助言など
を行うとともに、関係機関との連絡調整を実
施し、子育て家庭を支援する事業です。
　利用者支援専門の職員を配置し、相談など
を受付けています。子ども・子育てに関するこ
とであれば、何でも気軽にご相談ください。

事業実施場所

● 子ども総合センター「親と子のひろば」
（新宿 7-3-29）

● 信濃町子ども家庭支援センター「親子
ルーム」（信濃町 20）

● 榎町子ども家庭支援センター「えのきひ 
ろば」（榎町 36）

● 中落合子ども家庭支援センター「親と子 
のひろば」（中落合 2-7-24）

● 北新宿子ども家庭支援センター「親と子 
のひろば」（北新宿 3-20-2）

● 地域子育て支援センター二葉「ふたばひ 
ろば」（南元町 4）

● 子育て支援施設ゆったりーの「ゆうゆう 
ひろば」（北山伏町 2-17）

地域子育て支援センター二葉
　妊娠期から就学前のお子さんを対象に地域の子
育て家庭に向けた様々な活動を行っています。
　「ふたばひろば」は０〜３歳を中心とした乳幼
児親子が自由に遊んだりゆっくり過ごしたりする
ことができる親子の居場所です。
　ひろばでは＜０歳児タイム＞＜１歳児タイム＞
＜２歳児タイム＞＜パパと一緒タイム＞等、毎月
同じ学年のお子さんとそのご家族が交流できるプ
ログラムなども行われています（パパと一緒タイ
ムのみ、どの学年も参加可能です）。情報交換を
したり、季節のお歌を歌ったり、みんなで楽しく
過ごしています。
　ひろばには専門職（臨床心理士、栄養士、理学
療法士、助産師）が在館している日もあります。
　また＜幼稚園学習会＞＜保育園学習会＞等、先
輩ママからの情報提供も行っています。▶▶ P86
　他にも以下の事業を行っています。
●「一時保育」：6 カ月のお子さんからお預かり

します。詳細▶▶ P43
●「ホームスタート」：先輩パパママが家庭を訪

問して子育てを応援します。▶▶ P15
●「子どもショートステイ」：宿泊を伴うお預か

りです。▶▶ P42

　子育て相談は随時お受けしております。子育て
に関する悩みや心配な事、一緒に考えていきま
しょう。
　プログラムの日程、対象月齢等詳細は HP をご
覧いただくか、直接お問い合わせください。

施設情報

南元町 4 二葉乳児院 2 階【TEL】5363-2170
● 開館時間：ふたばひろば
 日〜木曜日 10:00 〜 16:00
● 休館日：金・土・祝日、年末年始
● アクセス：JR 信濃町駅より徒

歩８分
 JR・東京メトロ四ツ谷駅より

徒歩 13 分
 （MAP G-5）

検索地域子育て支援センター二葉
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プレイルームなど

　１階に未就学児専用の幼児体育室があり、ベン
チに腰掛けながら、子どもたちの遊ぶ様子を見る
ことができます。
　また、幼児が利用できるプールもあります。お
むつの取れている子どもから利用可能です。
　室内での飲食はできません。また、利用できない
区分や時間帯がありますので、ご利用の際はあらか
じめセンターにお問い合わせください。

▲新宿スポーツセンター幼児体育室

施設情報
大久保 3-5-1　【TEL】3232-0171
                       【FAX】3232-0173
● 開館時間：9:00 〜 22:00
● 休館日：毎月第４月曜日（休日の場合、その

翌日）、年末年始（12/29 〜 1/3）
 このほか、臨時休館をする場合があります。
● 利用料金：幼児体育室１区分 100 円（同伴の

保護者は無料）、プール 大人 400 円 / 中学生
以下 100 円

※ 新宿区在住の身体障害者手帳、 愛の手帳 ( 療
育手帳 )、精神障害者保健福祉手帳を所持
されている方で、利用時に受付で手帳と手
帳に記載の住所の部分を提示していただけ
る方は、利用料金が無料になります。新宿
区外の在住で上記手帳を提示していただけ
る方は、プールの利用料金が 1/2 に減額に
なります。

● アクセス：JR・西武新宿線・東京メトロ東西
線高田馬場駅より徒歩約 10 分

 東京メトロ副都心線西早稲田駅より徒歩 5 分
（MAP D-3）

　新宿スポーツセンター

　地下１階の幼児体育室には、お絵かきボード
などがあります。未就学児専用です。また、幼
児が利用できるプールもあります。おむつの取
れている子どもから利用可能です。
　室内での飲食はできません。また、利用でき
ない区分や時間帯がありますので、ご利用の際
はあらかじめセンターにお問い合わせください。

施設情報
大久保 3-1-2　【TEL】3232-7701
                      【FAX】3209-1833
● 利用時間：9:00 〜 22:00
● 休館日：毎月第２月曜日（休日の場合、その

翌日）、年末年始（12/29 〜 1/3）
 このほか、臨時休館をする場合があります。
● 利用料金：幼児体育室１区分 100 円（同伴の

保護者は無料）、プール 大人 400 円 / 中学生
以下 100 円

　新宿コズミックスポーツセンター
※ 新宿区在住の身体障害者手帳、 愛の手帳 ( 療

育手帳 )、精神障害者保健福祉手帳を所持
されている方で、利用時に受付で手帳と手
帳に記載の住所の部分を提示していただけ
る方は、利用料金が無料になります。新宿
区外の在住で上記手帳を提示していただけ
る方は、プールの利用料金が 1/2 に減額に
なります。

● アクセス：東京メトロ副都心線西早稲田駅３
番出口より徒歩３分 /JR・西武新宿線・東京
メトロ東西線高田馬場駅より徒歩 15 分

 （MAP E-3）　

▲新宿コズミックスポーツセンター
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大久保 3-7-42　【TEL・FAX】5285-1477
● 利用時間：9:00 〜 22:00
● 休館日：毎月第３月曜日（休日の場合、その

翌日）、年末年始（12/29 〜 1/3）
 このほか、臨時休館をする場合があります。
● 利用料金：個人利用無料、貸切利用有料
● アクセス：JR・西武新宿線・東京メトロ東西

線高田馬場駅より徒歩約 10 分 /JR 新大久保
駅より徒歩８分

 (MAP D-3）

　３階にある児童遊戯室は、小学生以下と保護者が利
用できる小さなプレイルームです。個人利用の時間は
無料となっており、気軽に利用することができます。
　室内での飲食はできません。
　利用できない日や時間帯がありますので、ご利用の
際はあらかじめプラザにお問い合わせください。

　区内には地域区民のコミュニティ活動の場として、10 か所の地域センターがあり、そのすべてに子ど
もが遊べる場所があります。基本的には、センター利用者が同伴する未就学児のみ利用することができ、
プレイルーム内に保護者がいることが使用条件です（プレイルーム内での飲食はできません）。
　おもちゃの種類や設備は、各地域センターによっていろいろです。利用方法などについては、各地域
センターにお問い合わせください。

地域センター

■ 地域センタープレイルーム

※各地域センターのトイレや授乳室等の情報については、P88、P89 の主な区有施設「子ども連れ便利情報」をご覧く
ださい。

名称 所在地 問い合わせ 利用時間 ルーム名等 MAP
四谷地域センター 内藤町 87 【TEL】3351-3314

【FAX】3351-3324 9:00 〜 19:00 プレイルーム F-5

牛込箪笥地域センター 箪笥町 15 【TEL】3260-3677
【FAX】3260-3324 9:00 〜 21:45 ペンギン G-2

榎町地域センター 早稲田町 85 【TEL】3202-8585
【FAX】3202-2478 9:00 〜 21:45 児童遊戯コーナー

( センター利用者のみ ) F-2

若松地域センター 若松町 12-6 【TEL】3209-6030
【FAX】3209-6031 9:00 〜 21:45 プレイルーム F-3

大久保地域センター 大久保 2-12-7 【TEL】3209-3961
【FAX】3209-3962 9:00 〜 17:00

児童遊戯室
※センター利用者は
21:45 まで利用可

E-3

戸塚地域センター 高田馬場 2-18-1 【TEL】3209-8001
【FAX】3209-8331 9:00 〜 21:45 子どもルーム D-2

落合第一地域センター 下落合 4-6-7 【TEL】3954-1611
【FAX】3951-5734 9:00 〜 21:45 キッズルーム C-2

落合第二地域センター 中落合 4-17-13 【TEL】3951-9941
【FAX】3951-9310 9:00 〜 21:45 キッズコーナー B-2

柏木地域センター 北新宿 2-3-7 【TEL】3363-7036
【FAX】3363-3733 9:00 〜 21:45 遊戯室

( センター利用者のみ ) C-4

角筈地域センター 西新宿 4-33-7 【TEL】3377-1373
【FAX】3377-1375 9:00 〜 21:45

児童遊戯室
( レクリエーション
ホール利用者のみ )

D-6

大久保スポーツプラザ
児童遊戯室▶

大久保
スポーツプラザ▶

施設情報

　大久保スポーツプラザ
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公園・庭園

アイコンの
解説

※「兼用の授乳スペース」／会議室等を使用していないときに授乳スペースとして利用できます。

兼用の授乳
スペース※

授乳
スペース

おむつ
替え設備

幼児用
便座

ベビー
チェアトイレ水遊びが

できる
多目的
トイレ

戸山公園
　山手線内で一番標高の高い箱根山。
戸山公園は、この箱根山を中心とした
箱根山地区と明治通りを隔てた広場・
大久保地区の２か所に分かれています。
多目的運動場やアスレチックなどがあ
ります。また、池や人工的につくられ
た川の流れがあり、カエルやトンボな
ど都会では貴重な生き物に触れられる
場所です。
　その他、戸山公園のジャブジャブ池
は箱根山地区にあります。未就学児（オ
ムツのとれた幼児）が利用でき、夏に
は連日にぎわいます。
※令和４年度は新型コロナウイルス感染防止

のため、ジャブジャブ池の運転を中止して
いる場合があります。

戸山１・2・3 ／大久保 3
【TEL】3200-1702　（戸山公園サービスセンター）
● アクセス：

大久保地区
JR 新大久保駅／ JR・西武新宿線・東京メト
ロ東西線高田馬場駅より徒歩 10 分◆東京メ
トロ副都心線西早稲田駅より徒歩６分（MAP 
D-2・3）
箱根山地区
東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩 10 分／
都営大江戸線若松河田駅より徒歩 15 分 ◆
JR 新大久保駅／ JR・西武新宿線・東京メト
ロ東西線高田馬場駅より徒歩 25 分 (MAP 
E-2・3）
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新宿中央公園（区立）
　区立公園として最大面積を誇り、旧淀橋浄水場等
の跡地に作られました。西新宿の高層ビル街に位置
し、子どもだけでなく、働くひとたちにとっても憩
いの場となっています。
　ちびっこ広場には、成長にあわせてチャレンジで
きる大型複合遊具のほか、砂場には昭和 43 年の開
園当初からあるくじらが子どもたちの成長を見守っ
てくれます。（※）
　また、広々とした空間で憩いのひとときを過ごせ
る芝生広場や西新宿の高層ビルの中でさまざまなイ
ベントを楽しむことができる水の広場があります。
　令和３年４月には、新たな魅力スポットとして「眺
望のもり」が完成し、西新宿ならではの景観を楽し
める眺望テラスや、みどりに包まれた広場や散策路
が誕生しました。ぜひ新しくなった新宿中央公園に
お越しください。

西新宿 2-11
【TEL】3342-4509（新宿中央公園
管理事務所）
● アクセス：都営大江戸線都庁前駅

より徒歩１分
東京メトロ丸ノ内線西新宿駅より
徒歩 5 分
JR・小田急・京王線新宿駅より徒
歩 10 分

（MAP D-5・6）
※ 令和４年 10 月頃まで、ちびっこ広場の

リニューアル工事のため、公園の一部
の利用を中止しています。

　 また、新型コロナウイルス感染防止の
ため、複合遊具など一部の遊具の利用
を中止している場合があります。
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新宿御苑
　明治 39 年、江戸時代の信州高遠藩主内藤家屋敷跡
地につくられた庭園です。豊かに茂る樹木は約１万本、
四季折々の風情と豊かな自然に親しむことができま
す。子どもたちが遊べる芝生もあり、ピクニックを楽
しんだり、虫や水中の生き物、植物を観察したり、四
季を通じて親子で楽しめます。
　母と子の森では、子どもとその保護者を対象とした
自然教室「母と子の森自然教室」も開催されています。

（詳細は HP：https://www.env.go.jp/
garden/shinjukugyoen/3_event/
event_04.html）
※酒類持込禁止、遊具類使用禁止（こども広場除く）。動植

物の採取・持込およびエサやりの禁止。

内藤町 11
【TEL】3350-0151（新宿御苑サー
ビスセンター）
● 開園時間：季節・エリアによっ

て開園時間が異なります。詳し
くはお問い合わせください。

● 休園日：毎週月曜日（休日の場合、
その翌平日）、年末年始（12/29
〜 1/3）

※ 特別開園期間中は無休
● 入園料：

一般 500 円　65 歳以上 250 円
学生（高校生以上）250 円（窓
口で年齢確認の証明書の提示
必要）
小人（中学生以下）無料

●アクセス：東京メトロ副都心線・
都営新宿線新宿三丁目駅／東京
メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅よ
り徒歩５分

（MAP E-5・F-5）
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せせらぎの里公苑

　下水道局落合水再生センターの上にある
公園です。小さい子ども向けの滑り台や砂
場などもあります。園内を流れるせせらぎ
は、子どものくるぶしの上くらいまでの深
さで、水質もよく、安全な水遊びを楽しむ
ことができます。
※令和４年度は新型コロナウイルス感染防止の
ため、水施設の運転を中止しています。

上落合 1-1　【TEL】3371-5115
● 開園時間：9:00 〜 18:00

（11 月〜 3 月は 17:00 まで）
● 休園日：毎週月曜日（休日の場合、

そ の 翌 日 ）、 年 末 年 始（12/29 〜
1/3）

● アクセス：西武新宿線下落合駅より
徒歩１分

（MAP C-2）

甘泉園公園
（区立）

　広い園内にはブランコや
砂場、幼児向けの遊具などが
あり、遊具の充実した公園で
す。公園内には、回遊式の日
本庭園があります。その昔、
庭園には湧水があり、お茶を
いれるのに適していたこと
から、「甘泉園」という名前
がつけられたということで
す。石畳の小道や、季節ごと
に変化する自然…。親子で散
策すれば日本庭園の静かな
趣と、四季折々の風情を感じ
ることができます。

西早稲田 3-5
● 開園時間（日本庭

園）：7:00 〜 19:00
（11 月 〜 ２ 月 は
17:00 まで）

● アクセス：東京メト
ロ東西線早稲田駅よ
り徒歩 7 分
JR・西武新宿線・東
京メトロ東西線高田
馬場駅より徒歩13分
都電荒川線面影橋駅
より徒歩１分

（MAP E-2）

おとめ山公園（区立）

　江戸時代には将軍家の狩猟地とされていた
歴史ある公園です。自然の地形を生かし、園
内には山やせせらぎ、池があります。ザリガ
ニやおたまじゃくし、カルガモ、カメ、コイ
といった生き物に出会うことができます。

下落合 2-10
● 開園時間：7:00 〜 19:00

（10 月〜３月は 17:00 まで）
● アクセス：JR・西武新宿線・東京メ

トロ東西線高田馬場駅より 徒歩７分
西武新宿線下落合駅より徒歩 10 分
JR 目白駅より徒歩 10 分

（MAP D-1）
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地域の区立公園

　中野区との区境にある比較的大きな公園で
す。アスレチックやロッククライミング、滑
り台など面白い遊具がそろっています。広い
広場があり、バスケットゴールのあるスペー
スもあります。線路に面しており、ときどき
電車が見えるのも魅力の一つです。池につながる小川もあります。

（※バスケットゴールは新型コロナウイルス感染防止のため、利用を
中止している場合があります。区 HP でご確認ください。）

施設情報

中井1-14
● アクセス：西武新宿線・都営大

江戸線中井駅より徒歩 10 分
（MAP B-3）

落合公園

　早稲田通りと早大通りの間にある公
園で、地元のお祭りなどに利用される
大きな広場があります。コンビネー
ション遊具やブランコ、鉄棒のほか、
砂場などがあります。

施設情報

早稲田町 78
● アクセス：東京メトロ東西線

早稲田駅より徒歩３分（MAP 
F-2）

鶴巻南公園

　信濃町駅近くにある大きな公園です。遊具や
水の流れ、ビオトープがあるほか、公園内が傾
斜になっていて、小さな子どもはちょっとした
冒険ができます。公園内にはグラウンドがあり、
体操やジョギングなどができるようになってい
ます。（※令和４年度は、新型コロナウイルス感染
拡大状況によっては、水施設の運転を中止する場合があります。）

施設情報

南元町 20
● アクセス：JR・東京メトロ丸ノ内

線四ツ谷駅より徒歩５分
JR 信濃町駅より徒歩７分

（MAP G-5）

みなみもと町公園

　広い原っぱのまわりをせせらぎが囲
み、夏は水遊びもできます。園内には
幼児向けの遊具や小さな滑り台、砂場
などの遊具とバスケットゴールのある
スペースもあります。（※令和４年度
は、新型コロナウイルス感染拡大状
況によっては、水施設の運転を中止する場合があります。）

施設情報

百人町 3-28
● アクセス：JR 大久保駅より徒

歩６分
JR 新大久保駅より徒歩 10 分

（MAP D-3）

百人町ふれあい公園

　広々とした芝生広場があり、せせらぎと池もあり
ます。コンビネーション遊具や砂場が人気です。公
園の北側には、公園の名前の由来となったサクラの
老木（ソメイヨシノ・推定樹齢 70 年）があります。

（※バスケットゴールは新型コロナウイルス感染防止
のため、利用を中止している場合があります。区 HP
でご確認ください。）

施設情報

富久町 21
● アクセス：東京メトロ丸ノ内

線 新宿御苑前駅より徒歩９分
（MAP F-4）

富久さくら公園
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　芝生の広場の周りを小川が囲ん
でいます。川底は苔でやや滑りや
すいので注意。
４月下旬～10月下旬 10 時～14時
百人町 3-28（MAP D-3）
JR大久保駅・新大久保駅より徒歩10分 

　神田川に沿って流れ
る水に親しむことができ
ます。
４月下旬～10月下旬 10時～15時30分
北新宿 4-37（MAP C-3）
JR 大久保駅・新大久保駅より徒歩 10分 

　霧が発生する石柱があり夏
の暑さを忘れさせてくれます。
４月下旬～10月下旬 10時～11時
30分及び13時～15時の間30分
おきに各5分間
南元町20（MAP G-5）
JR・東京メトロ丸ノ内線四ツ谷
駅より徒歩５分
JR信濃町駅より徒歩７分 

　周囲から湧き出た水が
水路に集まり一年を通し
て楽しむことができます。
年中無休
若葉町 3-4（MAP G-5）
JR 信濃町駅より徒歩 11分 

西新宿2-11
【TEL】3342-4509（新宿中央公園管理事務所）
● 期間：７月中旬～９月中旬（雨天中止）
● 開園時間：11:00～16:00
● アクセス：都営大江戸線都庁前駅より徒歩１分
東京メトロ丸ノ内線西新
宿駅より徒歩５分
JR・小田急・京王新宿駅
より徒歩10分
（MAP D-5・6）

　夏の間、大きなジャブジャブ池がオープンします。赤ちゃ
んや小さな子どもたちでにぎわいます。

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、水施設等の開設期間の変更や中止する場合があります。

6章 お出かけ・リフレッシュお出かけ・リフレッシュ
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上落合1-1　【TEL】3371-5115
● 開園時間：9:00～18:00（11
月～3月は17:00まで）
● 休園日：月曜日（休日の場合、
その翌日）、年末年始（12/29～
1/3）
● アクセス：西武新宿線下落
合駅より徒歩１分（MAP C-2）

　戸山公園のジャブジャブ池は箱根山地区にあ
ります。未就学児（オムツのとれた幼児）が利
用でき、夏には連日にぎわいます。
※令和４年度は新型コロナウイルス感染防止のため、
ジャブジャブ池の運転を中止している場合があります。

戸山１・2・3／大久保 3
【TEL】3200-1702　（戸山公園サービスセンター）
● 期間：７月中旬頃
● 開園時間：10:30～15:30
● アクセス：
大久保地区
JR 新大久保駅／ JR・西武新宿線・東京メトロ東
西線高田馬場駅より徒歩 10分
東京メトロ副都心線西早稲田駅より徒歩６分（MAP 
D-2・3）
箱根山地区
東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩10分／都営大
江戸線若松河田駅より徒歩 15分
JR 新大久保駅／ JR・西武新宿線・東京メトロ東
西線高田馬場駅より徒歩 25分（MAP E-2・3 ）

　公園の端を底に小石が
敷かれた小川が流れてい
て、小さい滝もあります。
４月下旬～10月下旬９時～16時
戸山1-19（MAP F-2）
東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩10分
都営大江戸線若松河田駅より徒歩10分 

　日陰のあるきれいな
せせらぎがあります。
稼働時間　４月下旬～
10月下旬10時～16時
上落合3-11（MAP B-3）
東京メトロ東西線落合駅
より徒歩５分
西武新宿線・都営大江戸
線中井駅より徒歩５分

　多くの児童館では、夏（主に８月）の間、屋上
や中庭に大きめのプールを出して水遊びを行って
います。また、子ども家庭支援センターでも、夏
の間、水遊びを行っています。地域子育て支援セ
ンター二葉や地域子育て支援センター原町みゆき、
ゆったりーのでも、ボランティアや職員が付添い、
水遊びを開催しています。
　赤ちゃんから楽しく水遊びできます。開催日は
事前に各施設までお問い合わせください。

▶▶P62　子育て支援施設
▶▶P63　児童館
▶▶P64　子ども家庭支援

センター

　水路の水底には石が敷き詰められており、浅めで
水もきれいです。水遊びの後は、芝生でひと休みし
たり、遊具で遊んだりして楽しめます。

富久町児童館
での水遊び
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　プレイパークとは、子どもたちが「自分の
責任で自由に遊ぶ」をモットーにした冒険遊
び場で、各地域の住民によって運営されてい
ます。
　汚れても、少し危なくても子どもたち自身
がやりたいことに挑戦する。子どもにとってそ
れは大きな経験となります。
　自由な遊びを通して、ありのままの自分を
出せる場所を地域のさまざまな人たちと交流

しながら、一緒につくっていきたい…そんな
思いで活動が行われています。
　区内では現在、大久保、四谷、角筈、落合、
箪笥町の５地域で行われています。小学生の
子どもたちが中心と思われがちですが、未就
学児もたっぷり遊べます。都会の自然の中で
季節を感じて、とことん遊びこむ、まったり
遊ぶ、自分スタイルでぜひ遊んでください。

プレイパーク活動とは
　地域住民が中心となって運営を行い、屋外で子どもが『自分の責任で自由に遊べる』環境を
工夫し子どもを見守る活動です。

プレイパーク活動が目指すもの
『五感を使う野外活動での遊びが可能な場』『自分の責任で自由に遊ぶことが可能な場』
『地域ぐるみでの子育ての場』『地域の中でいろいろな年代の人たちがふれあう場』
『自由な遊びを通してありのままの自分を出せる場』

 新宿・戸山プレイパークの会 　【TEL】090-1846-8004

都立戸山公園 大久保地区のびのび広場（大久保 3-5）MAP D-2・3
毎週火曜日と木〜土曜日　10:30 〜 17:00　
毎週水曜日　13:00 〜 17:00
８月・１月・２月の火曜日は休みです。
※季節や天候により日程や時間が変わることがあります。
　新宿・戸山プレイパークには幅広い年齢の子どもたちが遊びにやってきます。運営しているのは、公園周辺に
住む有志を中心にした「新宿・戸山プレイパークの会」です。
　プレイリーダーがテーブルやイス、火の場所や工具、ロープ、スコップ、幼児用おもちゃなどを用意して待っ
ています。暑い時期は水遊びをしたり、寒い時期はやきいもをしたり、その時々、遊べることをみんなで楽しん
でいます。その他、季節のイベントなどの企画もあります。こども図書館（中央図書館）から歩いてスグ。お散
歩ついでにぜひ一度お寄りください。詳しくは「新宿・戸山プレイパーク」で検索してください。

【URL】http://shinjukutoyamaplaypark.blog.jp/

 四谷冒険あそびの会　 【TEL】080-5092-9419

区立みなみもと町公園（南元町 20） MAP G-5　第１・第２金曜日※ 11:00 〜 17:00
区立若葉公園（若葉 3-4） MAP G-5　第３・４・５金曜日※ 11:00 〜 17:00
　「子どもを思いっきり外で遊ばせたい！！」という思いのお母さんたちではじめました。キャッチフレーズは、

“とことんあそぼう”。プレイリーダー、地域のおじさんたちにも加わってもらい、毎週金曜日に開催しています。
木登り、水遊び、穴掘り、木工と普段の公園では体験できない、わくわくすることがいっぱい。とことん遊びきっ
た子どもたちの顔は、本当に輝いています。

【Twitter】四谷冒険 とことんあそぼう（@yotsuyatokoton）
※ 12 月から３月は毎週金曜日にみなみもと町公園で開催
※祝日・夏休み・１月１日はお休みです。

プレイパーク
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 西新宿冒険あそび・わんぱーく　 【TEL】090-7949-2379

区立新宿中央公園（西新宿 2-11）MAP D-5･6　不定期開催
　高層ビルに囲まれながらも自然いっぱいの新宿中央公園で、日常のエッセンスとなる時間を過ごし
ています。時には、幼児さんの夢中で遊ぶ姿に刺激を受けて小学生の遊びが広がることも。仕事を持っ
た人が中心で運営しているため、まだまだ不定期開催ですが、炭火をおこしたり、おもいっきり泥ん
こや水遊びを楽しんだり…と思い思いの時間を過ごした子どもたちが満足そうに帰っていく姿が印象
的です。炭火を囲みマシュマロやウインナーを焼くおやつづくりも定番です。

【URL】http://sun.ap.teacup.com/wanpark/

プレイパークでは
色々 な遊びが
体験できるよ！

 おちあいプレイパーク　 【TEL】090-4002-8061

区立西落合公園 ( 西落合 2-19）MAP A-2　
原則として隔週水曜日
区立落合中央公園 (上落合 1-2）MAP C-2　※令和４年度はお休みです
　落合地域で、外遊びをどんどん楽しくしていきたい！…という思いをこめ、西落合公園と、落合中央公園（イ
ベント時に開催）で活動しています。平成 21 年からは、西落合公園でプレイパークを行うようになり、乳幼児（未
就園児）の参加も増えています。詳細はホームページをご確認ください。

【URL】http://ochipp.blog21.fc2.com/

 新宿プレイパーク協議会　  【TEL】090-7241-9359

区立白銀公園（白銀町 3）MAP G-2　不定期開催
　白銀公園では、不定期開催のプレイパークを行っています。
　詳しくは、新宿プレイパーク協議会の HP をご確認ください。

【URL】http://blog.livedoor.jp/sppk/
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お出かけ・リフレッシュお出かけ・リフレッシュ6章

図書館
　図書館には、絵本や紙芝居をはじめ、子育てに役立つ図書や幼児教育・保育の専門書、ＤＶＤ、ＣＤ
などを豊富に揃え、貸出ししています。また、各図書館では、季節に応じたおはなし会や、イベントな
どを行っています。親子で図書館に来てみませんか。

　保健センターで実施している乳幼児健診の際
に絵本を配付しています。
＊０歳児：健診会場で２冊
＊３歳児：図書館での引換券をお渡しし、１冊

選べます。

絵本でふれあう子育て支援

　妊娠期のご家庭や幼いお子さんのいる保護者
向けに、専門講師が読み聞かせのコツをお伝え
します。
　開催の詳しい情報は、ホームページのイベン
トページでご案内します。

プレママ・プレパパ・保護者への　　　　　
読み聞かせ講座の実施（年１回）

　人形劇や工作会、映画会などのイベントを
開催しています。
　また、保護者向けの講演会なども行ってい
ます。

イベント

▲昨年度の講座の様子

　季節に合わせた絵本や紙芝居な
どの読み聞かせや、手遊びなどを
行っています。
　各館で開催している曜日や時間
などは、ホームページをご覧くだ
さい。

おはなし会

開催の詳しい情報は、ホームページの
イベントページでご案内します。▶

　年齢に応じた本を紹介してい
ます。
　親子でお気に入りの本を探し
てみませんか？
　詳しくはホームページをご覧
ください。

このほんしってる？
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名称 所在地 電話番号 開館時間 MAP
中央図書館 大久保 3-1-1 3364-1421 火〜土 9:00 〜 21:45

日祝休 9:00 〜 18:00 E-3

こども図書館 大久保 3-1-1 3364-1421 火〜日（祝休含）
9:00 〜 18:00 E-3

四谷図書館 内藤町 87 3341-0095 月・水〜土 9:00 〜 21:45
日祝休 9:00 〜 18:00 F-5

鶴巻図書館 早稲田鶴巻町521 3208-2431
月・水〜金  9:00 〜 19:00
土日祝休 9:00 〜 18:00
児童室       9:00 〜 18:00

F-2

西落合図書館 西落合 4-13-17 3954-4373 火〜金 9:00 〜 19:00
土日祝休 9:00 〜 18:00 A-1

戸山図書館 戸山 2-11-101 3207-1191
火〜金       9:00 〜 19:00
土日祝休 9:00 〜 18:00
児童室      9:00 〜 18:00

E-3

北新宿図書館 北新宿 3-20-2 3365-4755 月・水〜金  9:00 〜 19:00
土日祝休  9:00 〜 18:00 C-4

中町図書館 中町 25 3267-3121 火〜金 9:00 〜 19:00
土日祝休 9:00 〜 18:00 G-2

角筈図書館 西新宿 4-33-7 5371-0010 火〜土 9:00 〜 21:45
日祝休 9:00 〜 18:00 D-6

大久保図書館 大久保 2-12-7 3209-3812 月・水〜土 9:00 〜 21:45
日祝休 9:00 〜 18:00 E-3

下落合図書館 下落合 1-9-8 3368-6100 月・水〜土 9:00 〜 21:45
日祝休 9:00 〜 18:00 C-2

■ 区立図書館一覧 

※「開館時間」に記載されていない日が原則休館日となります。その他休館日については新宿区立図書館
ホームページ（P80 に記載）をご覧いただくか、直接お問い合わせください。

区立図書館一覧

　絵本、紙芝居等の読み聞かせの会を行ってい
ます。（日時・内容については、各実施予定施設
まで）
▶▶子ども総合センター・児童館一覧　Ｐ62

子ども総合センター・児童館の読み聞かせの会

＊子ども総合センター（親と子のひろば）
＊北山伏児童館
＊西新宿児童館

実施予定施設
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博 物 館・ミュージアム
　消防博物館

　江戸の火消に始まる消防の歴史や、消防車・
消防ヘリコプターの展示、防災対策の紹介など、
消防に関する博物館です。実際に触れたり、実
物を見たりしながら、さまざまな角度から学ぶ
ことができます。

※新型コロナ感染防止のため、開館時間及び入館者数、
使用できる展示を制限している場合があります。

※新型コロナウイルス感染防止のため、開館状況に変更
が生じる場合がございます。

施設情報

四谷 3-10　【TEL】3353-9119
● 開館時間 ：9:30〜17:00（最終入館 16：30 ）
● 休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、
 12/29 〜 1/3、館内整備日
● 入館料：無料
● アクセス：東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目

駅２番出口直結
 JR 信濃町駅／四ツ谷駅より徒歩 12 分
 都営新宿線曙橋駅より徒歩７分
 （MAP G-4）
 h t tps : / /www.t fd .met ro .

tokyo.lg.jp/ts/museum.html

施設情報　戦前に建てられた旧校舎を活用するミュージ
アム。世代を問わず楽しめるおもちゃを、手に
取り遊ぶことができるのが特徴です。おもちゃ
選びの参考になる「グッド・トイてんじしつ」や、
心癒される国産木製玩具が並ぶ「おもちゃのも
り」「赤ちゃん木育ひろば」、家族で楽しめる「ゲー
ムのへや」の他、紙コップや紙皿など家庭にあ
る身近な素材を使ったおもちゃこうぼうも毎日
開催しています。赤ちゃんから大人までが楽し
むことができる賑やかなミュージアムです。

四谷 4-20 四谷ひろば内
【TEL】5367-9601
（特定非営利活動法人　芸術と遊び創造協会）
● 開館時間：10:00 〜 16:00（15:30 最終入館）
※「赤ちゃん木育ひろば」のみ、滞在時間制限があ

ります。
● 休館日：毎週木曜日 ( 祝日の場合は開館。振

替休館あり ) 詳細は公式サイトを確認。
● 入館料：おとな（中学生以上）1,100 円、

こども ( ６ヶ月〜小学生 )800 円、６か月未
満、特別招待券、障がい者手
帳（本人のみ）無料

● 事前予約制：右の二次元コード
よりご確認ください。 

● アクセス：東京メトロ丸ノ内
線四谷三丁目駅２番出口より
徒歩５分（MAP F-4）

 https://art-play.or.jp/ttm/

　東京おもちゃ美術館

事前予約
申込み先
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　新宿の歴史・文化のことなら、こちらへどう
ぞ。常設展示では、「新宿」の地名の由来となっ
た宿場町・内藤新宿のジオラマや、昭和初期の
市電や文化住宅の実物大復元模型があり、子ど
もたちにも人気です。夏休みには、勾玉づくり
やイラスト講座など、子ども向けプログラムも
実施しています。

施設情報

四谷三栄町 12-16
【TEL】3359-2131【FAX】3359-5036
● 開館時間：9:30 〜 17:30（入館は 17:00

まで）
● 休館日：第２・第４月曜日（休日の場合、

その翌平日）、年末年始・臨時休館あり
● 常設展観覧料： 一般 300 円、小・中学生

100 円
● アクセス：東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目

駅出口４／都営新宿線曙橋駅 A-4 出口より
徒歩８分／ JR・東京メトロ丸ノ内線・南北
線四ツ谷駅より徒歩 10 分（MAP G-4）

　新宿歴史博物館

施設情報

大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター 8 階
【TEL】3232-7701【FAX】3209-1833
● 開始時間：10 : 30　13 : 30　15 : 00
 （30 分前から入場券販売）
● 入場料（一般公開）：300 円、中学生以下無料
● アクセス：東京メトロ副都心線西早稲田駅３番

出口より徒歩３分 /JR・西武新宿線・東京メト
ロ東西線高田馬場駅より徒歩 15 分（MAP E-3）

　新宿コズミックセンタープラネタリウムは、
星空のほか、日の出・日の入りの様子や、スラ
イド・ビデオなどを投影している学習施設です。

【一般公開】季節ごとに年４つのテーマで番組
を投影しています。（年 27 日予定）

【プラネタリウム企画】星空コンサートや星空
おはなしまつりなど、プラネタリウムを活かし
たプログラムを月１回程度開催しています。
※一般公開の投影日や、企画の内容はお問い合わせくだ

さい。

　プラネタリウム

施設情報

西新宿 2-11-4（新宿中央公園内）
【TEL】3348-6277【FAX】3344-4434
【URL】https://www.shinjuku-
ecocenter.jp/
● 開館時間：１階「区民ギャラリー」
 10:00 〜 18:00
 ２階「環境学習情報センター」
 10:00 〜 21:00
● 休館日：毎月第４月曜日（祝日の場合、その翌

日）、年末年始 (12/29 〜 1/3)
● 入館料：無料
● アクセス：都営大江戸線都庁前駅より徒歩５分
 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅より徒歩 10分
 （MAP D-5）

　快適で環境に配慮したまちを目指して、区民、
事業者、行政などが連携し運営する施設です。
展示ホール、研修室、情報コーナーなどがあり、
夏休みには子どもを対象とした環境学習のプロ
グラムを行っています。幼児から参加できるも
のもありますので、区広報紙やホームページで
プログラムを確認のうえ、ご参加ください。

　エコギャラリー新宿
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旅行・リフレッシュ
　日頃の疲れをいやし、明日への活力を養う憩
いの場として、新宿区の区民保養施設・区外学
習施設をご紹介します。施設の利用方法につい
ては、受付窓口にお問い合わせください。

【受付窓口】新宿区保養施設受付（本庁舎１階）

月〜金曜日 9 : 00 〜 17 : 00
【受付専用電話】5273-3881
（土日祝 10 : 00 〜 18 : 00【TEL】5369-3902）
【FAX】 5285-5362 ※ FAX はお問い合せ専用と
なっております。FAX でのご予約は受付けてお
りません。※ 12/29 〜 1/3 は営業しません。

施設情報

【所在地】山梨県北杜市長坂町中丸 1622
【TEL】0551-32-7011
【FAX】0551-32-7010
【URL】http://www.kenkoumura.
jp/

【アクセス】● JR 長坂駅から送迎バスで10 分
 ● 中央高速バス（新宿高速バスターミナル「バス
タ新宿」乗車）長坂高根停留所から送迎バスで15
分（送迎バスは事前予約制）

　雄大な八ヶ岳の山麓、南東に富士、南西に南ア
ルプスを望む景勝地に建つ新宿区立区民健康村

（グリーンヒル八ヶ岳）。豊かな自然環境のなかで、
積極的に心身のリフレッシュをしていただく、総
合的なスポーツ・リゾート施設です。

区民健康村「グリーンヒル八ヶ岳」

　富士箱根伊豆国立公園に位置する箱根つつじ荘
は、東に明星ヶ岳を望み、西に早雲山の白煙が見
渡せる景勝地にあります。保養とハイキングなど
が楽しめます。

施設情報

【所在地】神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1320
【TEL】0460-82-1144
【FAX】0460-82-3218
【URL】https://www.hakone-
tsutsujiso.jp/

【アクセス】箱根登山ケーブルカー中強羅駅から
徒歩７分
チェックイン時のみ、強羅駅より箱根つつじ荘ま
で指定タクシー無料

（指定タクシー：箱根登山ハイヤー、伊豆箱根交通）

中強羅区民保養所「箱根つつじ荘」
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　信州蓼科の高原に位置し、豊かな自然に恵まれ
たヴィレッジ女神湖（女神湖高原学園）は、区民
の皆さんのリフレッシュや生涯学習活動などにご
活用いただくための宿泊施設です。北（学校）棟

（６人部屋の和室 26 室）と南（区民）棟（４人
部屋の和室10室）に分かれています。レクリエー
ションホールや体育館もあり、合宿などにも利用
できます。

施設情報

【所在地】長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野
字赤沼平 994

【TEL】0267-55-6100
【FAX】0267-55-6833
【URL】http://www.megamiko.net/
【アクセス】● JR佐久平駅から送迎車で45分
● 高速バス「トラビスジャパン・新宿⇔蓼科・
白樺湖方面」（新宿高速バスターミナル「バスタ
新宿」乗車）蓼科牧場停留所から送迎車で５分ま
たは徒歩 20 分（送迎車は事前予約制）

女神湖高原学園「ヴィレッジ女神湖」

幼児サークル・子育てサロン
　子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館では、小さなお子さんと保護者の遊び場、出
会いの場となる「幼児サークル」を行っています。年齢別のクラスごとに、親子などで一緒に楽しめる
プログラムを用意しています。
　また、新宿区の「子育て仲間づくりサポーター講座」を受講し、子育て支援ボランティア「子育て仲
間づくりサポーター」として活動している方が「子育てサロン」を開いています。
　詳しくは、各児童館等へお問い合わせください。区ホームページでもご案内しています。
▶▶子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館一覧　P62

85



６章
保
育
園
・

子
ど
も
園
・
幼
稚
園

お出かけ・リフレッシュお出かけ・リフレッシュ6章

　児童館や保健センターなどの公的なもの、子育て支援 NPO や子育て中の親自身が企画するものなど
さまざまな子育て講座が開催されています。託児付きや親子で楽しめるプログラムもあり、ここでは、
講座の一部を紹介します。児童館や保健センターの講座については、各施設へお問い合わせください。

子育て講座

　楽しく子育てをするためには、自分磨きの時
間も大切です。子どもの成長と一緒にお母さん、
お父さんも成長していきましょう。内容につい
ては変更の可能性もありますので、各施設のホー
ムページなどでご確認ください。

内容　初めて赤ちゃんを育てているママと赤ちゃ
んが一緒に参加し、講義や参加者同士での話し合
いを通して、育児の知識やスキル、親の役割な
どを学ぶ４回連続講座です。
参加者はその都度募集します。
テキスト代が 1,100 円かかります。

親子の絆づくりプログラム（BP1）「赤ちゃんがきた！」
主催 NPO 法人ゆったりーの（【TEL】5228-4377）

新宿区（【TEL】3232-0695）

対象 初めての育児で２〜５か月児を育てている
赤ちゃんとそのお母さん

場所 ゆったりーの・子ども総合センター・各子ど
も家庭支援センター

日程
お問い合わせください。
子ども家庭支援センター　▶▶ P64
ゆったりーの　▶▶ P67 

内容　既に幼稚園や保育園に通っているお子さん
の保護者による経験談や園の特徴などを知ること
ができる情報交換の会です。

①幼稚園学習会　②保育園学習会
主催 地域子育て支援センター二葉（5363-2170）

対象 ①来年の４月に幼稚園入園を検討中の保護者
②保育園入園を希望している保護者

場所 地域子育て支援センター二葉（MAP G-5)

日程 お問い合わせください。（①例年６月中旬開催
　②例年３月中旬開催）▶▶ P68

内容　グループの中で体験や不安について話し合
い、子育てのスキルを高め自信を取り戻すという参
加者中心のプログラムです。参加費は無料で、６回
の連続講座です。

ノーバディズパーフェクト
主催 新宿区（【TEL】3232-0695）
対象 ６か月〜５歳児を子育て中の保護者
場所 子ども総合センター、各子ども家庭支援センター
日程 お問い合わせください。

新宿区立元気館

　乳幼児から高齢者までだれでも、気軽に参加
できるプログラムを多数実施しています。詳細
については、「広報新宿」（年４回掲載予定）ま
たは元気館ホームページにてご確認ください。
※元気館では託児を行っておりません。
戸山 3-18-1

【TEL】3202-6291
【FAX】3202-6292
【URL】https://www.sportsoasis.
co.jp/sh45/
● 申込み方法：お電話にてお問い合わせください。
● アクセス：東京メトロ副都心線西早稲田駅

下車 E3 出口 0 分
 JR/ 西武新宿線 / 東西線高田馬場駅下車徒

歩 15 分（MAP E-2)

クラス 対象
都
度
参
加
型

(

フ
リ
ー
型)

ベビーマッサージ 生後１か月〜１歳６か
月のお子さんと保護者

ママフィット
with ベビー

生後１か月〜１歳６か
月のお子さんと母親

事
前
登
録
型

(

通
年
・
コ
ー
ス
型)

キッズダンス 年長〜小学６年生
ジュニア空手 小学生（１〜６年生）

親子運動教室 １歳６か月〜３歳のお
子さんと保護者

幼児運動教室 年少／年中／年長
キッズ空手 年中／年長
キッズチアリー
ディング 年中／年長

ジュニアチアリー
ディング 小学生（１〜６年生）

リトルクラシック
バレエ 年少／年中／年長

小学生クラシック
バレエ １〜４年生

小学生運動教室 １〜３年生
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６章
保
育
園
・

子
ど
も
園
・
幼
稚
園

　新宿コズミックスポーツセンター（レガスポ！）

施設情報

　いろいろなスポーツができ、乳幼児の同伴が可
能なものや親子で楽しめるものもあります。「レ
ガスポ！」（月〜土 33 講座）のプログラムで、
心身ともにリフレッシュしてみませんか。
※新型コロナウイルス感染防止のため、ウェブで

の事前予約制です。最新の情報はホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。

大久保 3-1-2　【TEL】3232-7701

● 参加料：１回500円（５回分2,000円のお得
 な回数券もあります）
● 託児サービス（木曜日午前）
 対象：生後１歳〜未就学児
 参加料：１回 300 円
※ 事前予約制
● アクセス：東京メトロ副都心線西早稲田駅３

番出口より徒歩３分 /JR・西武新宿線・東京
メトロ東西線高田馬場駅より徒歩 15 分（MAP 
E-3）

★ 1　生後２か月〜１歳６か月のお子さま同伴可。
 安全上、同伴の際は、お子さまから離れないようにお

願いします。
★ 2　生後２か月〜１歳のお子さま同伴可。
 安全上、同伴の際は、お子さまから離れないようにお

願いします。

曜日 講座名 講座時間

月曜日

コンディショニング
ストレッチ（初級） 9:30 〜 10:30

ヨガエクササイズ 10:55〜11:55
スッキリ！ボクシング 10:55〜11:55
美めぐりストレッチ 19:15〜20:15

火曜日

お腹すっきりピラティス 9:30 〜 10:30
親子３B 体操　
1 歳〜未就学児対象 9:30 〜 10:30

チューブdeトレーニング 10:55〜11:55
女性限定ヨーガ　★１ 10:55〜11:55
リズムウォーク＆ダンス 14:00〜14:50
気功太極拳 14:15〜15:15
コンディショニングス
トレッチ（中級） 19:15〜20:15

水曜日

健康ストレッチ 9:30 〜 10:30
女性限定ボディメイク
★１ 10:55〜11:55

リフレッシュ・ヨーガ 10:55〜11:55
ハワイアンフラ 10:55〜11:55
美しい姿勢をつくる
ヨーガ 19:15〜20:15

スッキリ！ボクシング 19:15〜20:15

曜日 講座名 講座時間

木曜日

ボディコントロール 9:30 〜 10:30
ダンベル＆ストレッチ 9:30 〜 10:30
アクアエクササイズ 10:00〜10:50
骨盤ピラティス 10:55〜11:55
リフレッシュエアロ 10:55〜11:55
ＺＵＭＢＡ 12:50〜13:50
ヨーガ 14:15〜15:15

金曜日

ベーシックヨガ 9:30 〜 10:30
ボイストレーニング＆
ストレッチ 9:30 〜 10:30

骨盤体操　★ 2 10:55〜11:55
アクティブエナジー
ＹＯＧＡ 10:55〜11:55

土曜日

気功太極拳 9:20 〜 10:20
コンディショニングス
トレッチ（初中級） 9:20 〜 10:20

ブレス ･ エクササイズ 9:20 〜 10:20
ゆっくりヨーガ 10:50〜11:50
脂肪燃焼エアロ 10:50〜11:50
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アイコンの
解説

※「兼用の授乳スペース」／会議室等を使用していないときに授乳スペースとして利用できます。
※「授乳スペース」及び「兼用の授乳スペース」は搾乳でも利用できます。

主な区有施設

子 ども 連 れ 便 利 情 報

駅のバリアフリー情報

https://www
.jreast.co.jp/
setsubi/

JR東日本

https://www.
keio.co.jp/tr
ain/station/b
arrier-free/in
dex.html

京王電鉄

https://www.k
otsu.metro.to
kyo.jp/subwa
y/kanren/barri
erfree.html

都営地下鉄

https://www.
tokyometro.j
p/safety/barri
erfree/progre
ss/index.html
#anc01

東京メトロ

https://www.
odakyu.jp/saf
ety/barrier_fr
ee/

小田急電鉄

https://www.
seiburailway.
jp/railway/p
arent-child/

西武鉄道

第二分庁舎（MAP E-4）
新宿 5-18-21

第一分庁舎（MAP E-4）
歌舞伎町 1-5-1

■ 新宿区役所
本庁舎（MAP E-4）
歌舞伎町 1-4-1  TEL. 3209-1111（代表）

第二分庁舎分館（MAP E-4）
新宿 5-18-21

第二分庁舎分館分室（MAP E-4）
新宿 5-18-14　新宿北西ビル４階

四谷保健センター（MAP G-4）
四谷三栄町 10-16
TEL. 3351-5161 / FAX. 3351-5166 

■ 保健センター
牛込保健センター（MAP G-2）
矢来町 6（仮庁舎）
TEL. 3260-6231 / FAX. 3260-6223 

東新宿保健センター（MAP E-3）
新宿 7-26-4
TEL. 3200-1026 / FAX. 3200-1027

落合保健センター（MAP C-2）
下落合 4-6-7
TEL. 3952-7161 / FAX. 3952-9943 

兼用の授乳
スペース※

授乳
スペース

おむつ替え
設備

幼児用
便座

ベビー
チェア

多目的
トイレ
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母子健康手帳交付▶P12

妊婦健康診査▶P12

入院助産制度▶P13

産前産後の育児・家事支援▶P14

すくすく赤ちゃん訪問▶P15

家庭訪問型子育て支援ホームスタート▶P15

産婦健康相談▶P16

各種食事講習会（離乳食、１歳児）▶P17

医療費の助成▶P17／児童手当など▶P19

乳幼児健診
３～10か月児健診
▶P22

乳幼児健診
１歳６か月児健診
▶P22

乳幼児健診
３歳児健診
▶P23

予防接種▶P24

子ども総合センター▶P30、P62、P64

子ども家庭支援センター▶P30、P62、P64

児童館・児童コーナー▶P33、P63

保育園▶P44／子ども園▶P49／幼稚園▶P52

空き利用型の一時保育▶P37

専用室型の一時保育▶P38

定期利用保育▶P41

子どもショートステイ▶P42

ファミリーサポート事業▶P43

小学校▶P54

学童クラブ▶P57

放課後
子どもひろば
▶P59

家庭・女性の相談・悩みごと相談／男女共同参画推進センター▶P36～

妊娠後 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４～６歳 ７歳～

新宿区で実施している子育てに関する
主な事業の一覧です。
詳しくは該当ページをご覧ください。

年齢別索引年齢別索引

妊娠・出産
1章

健診・
医療・安全

2章

保育園・
子ども園・幼稚園

4章

相談・
サポート・
一時預かり

3章

小学校・
学童

5章

■ 子ども総合センター
子ども総合センター（MAP E-3）
新宿 7-3-29
TEL. 3232-0673 / FAX. 3232-0666

■ 男女共同参画推進センター
男女共同参画推進センター （MAP G-4）
荒木町 16
TEL. 3341-0801 / FAX. 3341-0740

■ 子ども家庭支援センター
信濃町子ども家庭支援センター（MAP G-5）
信濃町 20
TEL. 3357-6851 / FAX. 3357-6852

中落合子ども家庭支援センター（MAP C-2）
中落合 2-7-24 
TEL. 3952-7751 / FAX. 3952-7164

榎町子ども家庭支援センター（MAP G-2）
榎町 36
TEL. 3269-7304 / FAX. 3269-7305

北新宿子ども家庭支援センター（MAP C-4）
北新宿 3-20-2
TEL. 3365-1121 / FAX. 3365-1122

■ 特別出張所
四谷特別出張所（MAP F-5）
内藤町 87
TEL. 3354-6171 / FAX. 3350-9403

戸塚特別出張所（MAP D-2） 
高田馬場 2-18-1
TEL. 3209-8551 / FAX. 3207-1861

箪笥町特別出張所（MAP G-2） 
箪笥町 15
TEL. 3260-1911 / FAX. 3235-7121

落合第一特別出張所（MAP C-2）
下落合 4-6-7
TEL. 3951-9196 / FAX. 3952-3181

榎町特別出張所（MAP F-2） 
早稲田町 85
TEL. 3202-2461 / FAX. 3202-2476

落合第ニ特別出張所（MAP B-2）
中落合 4-17-13
TEL. 3951-9177 / FAX. 3952-3183

若松町特別出張所（MAP F-3） 
若松町 12-6
TEL. 3202-1361 / FAX. 3207-1591

柏木特別出張所（MAP C-4） 
北新宿 2-3-7
TEL. 3363-3641 / FAX. 3363-3477

大久保特別出張所（MAP E-3） 
大久保 2-12-7
TEL. 3209-8651 / FAX. 3207-1831

角筈特別出張所（MAP D-6） 
西新宿 4-33-7
TEL. 3377-4381 / FAX. 5350-2868
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編集・発行　令和 4年（２０22年）7月
新宿区子ども家庭部子ども家庭課

〒160-8484　新宿区歌舞伎町 1-4-1
TEL ／ 03-5273-4260（直通）

印刷物作成番号
２０２２－４－３００１

この印刷物は、業者委託により7,000部印刷・
製本しています。その経費として、1部あたり
628.6円（税込）がかかっています。ただし、編
集時の職員人件費などは含んでいません。

● 東京消防庁　救急相談センター
TEL ＃7119または3212-2323（24時間年中無休）
　急な病気やケガをして、救急車を呼ぶか等、迷った
ときの相談窓口です。相談医療チーム（医師、看護師、
救急隊経験者等の職員）が24時間対応しています。

救急車を呼んだほうがよいか
迷ったとき

● 東京都電話相談案内
東京都　子供の健康相談室（小児救急相談）
TEL ＃8000または5285-8898
平日････････････････････････････ 18:00～翌朝８:00
土曜・日曜・祝日・年末年始 ･･  ８:00～翌朝８:00

● 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
TEL 5272-0303
FAX （聴覚障害者の方等）5285-8080 
24時間受付

● 休日急患テレフォン案内
新宿区医師会区民健康センター
新宿7-26-4
TEL 3208-2223
土曜･･･････････････････････････････････････ 17:00～22:00
日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）･･･  9:00～22:00
※17:00以降は医療機関のご案内のみ

子どものけがや病気を
電話で相談したいとき

● 休日診療
新宿区医師会区民健康センター
新宿7-26-4
TEL 3208-2223
土曜････････････････････････････（内科） 17:00～22:00
日曜・祝日・
年末年始（12/29～1/3） （内科） 9:00～22:00
 （小児科） 9:00～17:00
 ※受付は終了30分前まで。
　内科・小児科等で、休日に急病の方を対象に診療
を行っています。必ず電話で症状等をご相談の上、受
診してください。また保険診療で有料ですので、健康
保険証・子ども医療証等をご持参ください。

● 小児夜間診療
しんじゅく夜間こども診療室
戸山1-21-1（国立国際医療研究センター病院内）
TEL 6228-0713
（小児科）
月曜～金曜 ･･･････････････････ 19：00～22：00
土曜・日曜・祝日・12/29～1/3 ･････ 18：00～22：00
※受付は21：30まで。
　夜間に小児科（骨折・熱傷等の外科を除く）の診療
を実施しています。健康保険証、子ども医療証等をお
持ちください（できるだけ来院前にお電話でご連絡く
ださい）。

 休日や夜間などに
急病になったとき

しんじゅく子育て 
応援ナビ

健診・予防接種通知 イベント情報が充実

トイレ・授乳スペースがすぐ確認できて安心

親子向けショップ情報も便利！

スマートフォン専用アプリ

便利な

プッシュ通知

スマホ・ウェブ
からいつでも

確認できる

子育て応援

ショップ＆
マップ

App
Store

Google
Play 

ダウンロード




