
就園・就学するときは
　保育施設の入園にあたって　

 認可施設・認可事業 
◉保育園（区立・私立）（P.45～47）（利用の申込みは入園相談担当へ）
　 保護者の就労等の理由により保育を必要とする場合に就学前の児童を保育する施設です。
　 基本保育時間は概ね18：15までで、その後は1時間～2時間の延長保育を実施している園もあります。
　 保育料は、区が定めており、額はお子さんの年齢とご家庭の収入状況に応じて決まります。ま
た、延長保育時間の保育料は、私立保育園と指定管理者園は各園が定めています。
　 そのほか、保育園では、育児全般に関する相談（子育て相談　子育て教室P.78）や、体験保育を
行っています。
◉地域型保育事業（P.48～50）（利用の申込みは入園相談担当へ）
　 0～2歳児を対象とした区が認可した保育事業で、現在、中野区内には家庭的保育事業、小規模
保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業があります。ご利用は、区の利用調整後、家
庭的保育事業者等と直接契約をします。保育料は、ご家庭の収入状況に応じて区で定めた額を
お支払いいただきます。
　● 家庭的保育事業  
保育士等の資格を持つ方、または一定の研修を修了した方が、自宅等でお子さんをお預かり
する事業です。

　● 小規模保育事業  
保育士及び保育に必要な一定の研修を修了した保育従事者を配置し、小規模（定員6～19
人）な環境で保育を行う事業です。

　● 事業所内保育事業  
設置主体となる事業者の従業員のお子さんを保育する施設において、地域のお子さんを受
け入れるための定員枠を設けて行う事業です。  
認可保育所に準じた保育所型（定員20人以上）と小規模保育事業に準じた小規模型（定員1
～19人）があります。

　● 居宅訪問型保育事業  
主に障害や疾病等により、集団保育が著しく困難な乳幼児を乳幼児の自宅において1対1で
保育します。

◉認定こども園（P.52）
　 保育園機能と幼稚園機能の両方を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援事業を実施
する施設です。
　幼稚園機能利用：1号認定（利用の申込みは直接園へ）
　保育園機能利用：3～5歳児は2号認定、0～2歳児は3号認定（利用の申込みは入園相談担当へ）

入園相談担当　☎3228-8960　℻3228-5667問
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入園のご相談は、区役所入園相談担当へ

申込みから入園までの流れ

要　　件

・�入園の申込みは、区役所3階の子ども総合相談窓口及
び各地域事務所、各すこやか福祉センターで受け付け
ています。（申込書は区民活動センターにも置いてあり
ます。）締切りは、入園を希望する月の前月10日、各地
域事務所、各すこやか福祉センターは前月5日（土・日・
祝日に当たるときは直前の平日）です。3月の入園は受け付けておりませ
ん。また、1、2、4月の入園募集については、別の日程で行います。入園の申
込みと合わせて保育の必要性の認定を行うための支給認定申請書を同時
に提出していただき、保護者の就労時間等に応じて保育標準時間または保
育短時間のいずれかの認定を行います。

・�入園の申込みができる方は、保護者が次のような事情でお子さんを保育で
きない場合です。
��　◎仕事をしている場合��　◎妊娠中であるかまたは出産間もない場合
��　◎病気、障害がある場合　◎親族を常時介護、看護している場合
��　◎災害の復旧にあたっている場合
��　◎求職活動を継続的に行っている場合
��　◎その他上記に類する状態にあり、保育にあたることができない場合

・�担当職員が申込書及び添付書類等により要件等の確認を行うとともに、自
宅や勤務先への電話・訪問等により調査します。

・�毎月中旬に利用調整会議を開催して入園を決定します（4
月入園分は別途対応）。� �
利用調整基準に基づき順位を決め、上位から入園を決定します。

・�入園の決定は「保育所等利用承諾通知書」を、入園できない
場合も初回のみ「保育所等利用保留通知書」を郵送し、お知らせします。（入
園の申込みは、申込受理日から6か月有効です。）

・�集団保育が可能か、事前に健康診断を受けていただきます。健康診断受診
後は各保育園にて、お子さんの面接を行います。� �
　※�障害のあるお子さんや、健康・発育の状況などにより、集団保育の可否
を判断する必要がある場合は、利用調整会議の前に、看護師等の面接
や判定会議等を開催して審査します。� �
障害等の程度などによっては入園できない場合があります。

・�入園日は毎月1日です。入園後しばらくは、保育時間を短くし、徐々に保育
園の生活に慣れるようにしていきます。

申��込��み

調　　査

利用調整

入園決定

健康診断
及び面接

入　　園

※中野区保育所等のご案内（区役所3階他で配布）をご覧ください。
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　ホームページで保育園等の空き情報などを見ることができます　
　保育園や地域型保育事業、認定こども園の空き情報や申込の状況、各施設・事業に関する情報
を区のホームページに掲載しています。
　また、申込書などの書類もダウンロードすることができます。

 認証保育所・その他認可外保育施設 
◉認証保育所（利用の申込みは直接、P.50認証保育所へ）
　認証保育所は、東京都が施設・設備や面積、職員配置数など認可保育所に準じた基準を満たし
ていると認証した保育施設です。保育料は、東京都が定めた上限額の範囲内で、各施設が設定し
ています。ご利用は、各施設に直接お申込みください。

◉その他認可外保育施設
　設置にあたっては東京都への届出が必要で、都は立ち入り調査を実施しています（区では直
接指導等はしていません）。立ち入り調査の情報等は、東京都福祉保健局ホームページ（http://
www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/）で公開しています。

 認証保育所等保護者補助金 

　認証保育所（所在地は区内、区外を問いません）や東京都へ届出をしている認可外保育施設を
利用するお子さんの保育料について、負担の軽減とともに認可された保育園等の保育料との負
担の均衡を図ることを目的として、保育料の一部を補助します。
　なお、補助の条件や補助金の額など詳しい制度の内容や申請書は、子ども総合相談窓口
（P.77）やすこやか福祉センター（P.78）、地域事務所（P.78）、区内補助対象施設でお配りし
ます。また区のホームページ（http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/
d025283.html）からもダウンロードすることができます。

私立施設給付担当　☎3228-8979　℻3228-5667問

　定員及びスペースに空きのある認可保育所を活用して、認可保育施設への入所待機となって
いるお子さんについて単年度限定で保育を行う事業です。利用料は、区が定めた上限額の範囲内
で実施施設が設定しています。ご利用は、実施施設に直接お申込みいただきます。詳細は幼児施
設整備推進担当までご連絡ください。

 定期利用保育事業 
幼児施設整備推進担当　☎3228-8089　℻3228-5792問
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　保育園等一覧　

保育園名 所在地 電話 定員 受入年齢
1 南台 弥生町6-2-17 3384-0906 79 57日以上就学前まで
2 宮の台 本町4-14-13 3383-6770 102 57日以上就学前まで
3 宮園 中野1-58-9 3368-0015 100 57日以上就学前まで
4 打越 中野5-26-12 3387-5117 100 57日以上就学前まで
5 大和 若宮1-1-2 3337-7180 81 57日以上就学前まで
6 西鷺宮 鷺宮5-22-14 3990-7440 100 57日以上就学前まで

 区立保育園（公設民営園）  （平成30年7月現在）

【基本保育時間】　7：15～18：15
【延長保育時間】　20：15まで
※ 公設民営園の管理運営は、区が指定した民間
事業者が行っていますが、将来的には民設民
営園に移行する方針です。（打越は、平成31
年2月、大和、南台、宮園の3園は平成31年4
月に移行する予定です。）
※ 大和、南台、宮園の3園は平成30年度中、西鷺
宮は平成30年9月から平成31年8月までそ
れぞれ仮設園舎で保育を行います。

 区立保育園（公設公営園）  （平成30年7月現在）

保育園名 所在地 電話 定員 受入年齢
1 中野 弥生町2-6-3 3373-4894 102 57日以上就学前まで
2 弥生 弥生町5-4-8 3381-0213 110 57日以上就学前まで
3 本町 本町3-29-17 3373-8700 109 57日以上就学前まで
4 鍋横 本町5-47-13 3384-4565 64 1歳以上就学前まで
5 仲町 中央2-52-15 3363-9449 84 57日以上就学前まで
6 もみじやま 中野1-59-5 3365-0602 97 57日以上就学前まで
7 昭和 中野6-2-11 3362-1506 59 1歳以上就学前まで
8 あさひ 上高田1-45-8 3387-3286 73 8か月以上就学前まで
9 沼袋 沼袋1-34-14 3386-7082 114 57日以上就学前まで
10 江原 江原町1-10-16 3953-5528 114 57日以上就学前まで
11 丸山 丸山2-27-16 3337-7106 94 6か月以上就学前まで
12 野方 野方1-35-8 3387-6379 90 8か月以上就学前まで
13 大和東 大和町1-37-4 3330-9893 101 6か月以上就学前まで
14 白鷺 白鷺3-3-24 3330-2437 105 57日以上就学前まで

【基本保育時間】　7：15～18：15
【延長保育時間】　19：15まで
※もみじやま保育園は平成31年度、中野1丁目58番9号の仮設園舎で保育を行います。
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 私立保育園（民設民営園） 
 （平成30年7月現在）

保育園名 所在地 電話 定員 受入年齢
1 中野南台ちとせ 南台2-1-5 6454-1983 90 57日以上就学前まで
2 なかみなみコスモ 南台3-6-17 5342-2921 96 57日以上就学前まで

3 アートチャイルドケア
中野南台森の保育園 南台5-15-5 5342-2340 112 57日以上就学前まで

4 中野みなみ 南台5-29-9 3384-5941 95 57日以上就学前まで
5 マミーズエンジェル新中野 本町4-30-12 3380-0088 95 1歳児以上就学前まで
6 太陽の子中野中央 中央1-13-8 5332-5977 40 1歳児以上就学前まで

7 橋場そらとみどりの保育園
大きなおうち 中央4-18-19 6382-4774 177 57日以上就学前まで

8 ひまわり 中央4-61-4 3382-2400 50 57日以上就学前まで
9 東中野プチ・クレイシュ 東中野5-1-1 3365-0965 50 57日以上就学前まで

10
陽
ひ

だまりの丘 東中野5-17-3 5331-6767 123 57日以上就学前まで

陽だまりの丘分園 東中野1-35-5 6304-0156 41 57日以上3歳児まで

11 なかのまるのなか保育園
大きなおうち 中野2-18-4 6304-8383 153 57日以上就学前まで

12 桃が丘さゆり 中野3-19-13 5342-9543 110 57日以上就学前まで
13 コンピプラザ中野 中野4-6-20 5913-2701 63 57日以上就学前まで

14 ナーサリールーム
ベリーベアー中野 上高田1-39-14 6454-0190 67 57日以上就学前まで

15 キッズガーデン中野上高田 上高田2-36-2 5942-7433 79 57日以上就学前まで
16 さくらさくみらい中野 上高田2-41-6 5942-5715 66 1歳児以上就学前まで
17 あけぼの 上高田2-58-21 3385-3822 110 57日以上就学前まで
18 ピオニイ 新井2-40-3 3386-0539 30 57日以上2歳児まで
19 中野りとるぱんぷきんず 新井4-10-10 5345-8331 80 57日以上就学前まで
20 松が丘 沼袋2-17-5 5318-9122 107 57日以上就学前まで
21 沼袋西 沼袋3-14-11 5942-6203 99 57日以上就学前まで
22 にじいろ保育園松が丘 松が丘2-32-3 6908-2461 67 57日以上就学前まで
23 江古田ここわ 江古田1-11-5 3565-6292 40 57日以上4歳児まで
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 保育室（公設民営） 
　待機児童解消のため、平成31年度までの期間限定で開設する施設です。
 （平成30年7月現在）

保育室名 所在地 電話 定員 受入年齢

上高田5丁目保育室 上高田5-9-2 5942-6490 54 57日以上2歳児まで

新井2丁目保育室 新井2-31-9 5942-9103 54 57日以上2歳児まで

沼袋1丁目保育室 沼袋1-8-15 5942-6920 42 57日以上1歳児まで

沼袋3丁目保育室 沼袋3-13-2 5318-9901 33 57日以上2歳児まで

野方3丁目保育室 野方3-6-23 5942-6761 42 57日以上2歳児まで

江原町1丁目保育室 江原町1-15-4 3565-6272 42 57日以上1歳児まで

江古田1丁目保育室 江古田1-3-2 6908-0290 42 57日以上1歳児まで

保育園名 所在地 電話 定員 受入年齢

24 徳
とくでん

田 江古田3-15-2 3993-5029 123 57日以上就学前まで

25 なかよしの森 江古田4-16-13 5942-8816 100 57日以上就学前まで
26 ピノキオ幼児舎野方 丸山1-6-3 5318-6391 99 57日以上就学前まで
27 にじいろ保育園中野野方 野方1-41-9 5942-4590 70 57日以上就学前まで
28 野方さくら 野方4-41-7 3387-7391 101 57日以上就学前まで
29 オンビーノスクエア野方 野方5-10-13 3338-0308 44 1歳児以上就学前まで

30 七
なな み

海 大和町4-12-10 3310-9773 100 57日以上就学前まで

31 田中ナースリー若宮 若宮3-6-9 3310-3366 60 1歳児以上就学前まで

32 まなびの森保育園鷺ノ宮 若宮3-23-3 3310-2322 60 57日以上就学前まで
33 キッズガーデン中野白鷺 白鷺1-6-10 6383-0035 73 57日以上就学前まで
34 聖ピオ 白鷺1-15-15 3339-0801 120 57日以上就学前まで
35 鷺宮クローバー 鷺宮2-4-3 5327-8141 34 1歳児以上3歳児まで
36 グローバルキッズ鷺ノ宮 上鷺宮2-10-21 3990-5722 73 57日以上就学前まで
37 とちの木 上鷺宮3-8-8 5971-3910 70 57日以上就学前まで
38 中野ひかり 上鷺宮4-18-8 3998-0132 73 1歳児以上就学前まで

【基本保育時間】
・ 東中野プチ・クレイシュ、ピオニイ、聖ピオ…7：00～18：00
・ ひまわり、コンビプラザ中野…7：30～18：30
・ その他の保育園…7：15～18：15
【延長保育時間】
・ ピオニイ…19：00まで
・ 徳田…19：15まで
・ 東中野プチ・クレイシュ、聖ピオ…20：00まで
・ ひまわり、コンビプラザ中野…20：30まで
・ その他の保育園…20：15まで

【基本保育時間】7：15～18：15
【延長保育時間】19：15まで
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 家庭的保育事業 
 （平成30年7月現在）

事業所名
（事業者名） 所在地 電話 定員 受入年齢

1 すずめのおやど保育室
（島村すゞ江） 南台2-13-5 080-1096-7636 3 57日以上2歳児まで

2 保育室こどものせかい
（小坂明子） 南台4-51-2 3382-3938 3 57日以上2歳児まで

3 昼間のおうち
（西嶋ひろみ） 弥生町2-3-1 090-6954-9831 5 57日以上2歳児まで

4 比留間 恵美
（比留間恵美） 中央1-31-6 6908-6775 3 57日以上2歳児まで

5 じゅんちゃんの保育室
（高橋潤） 中央3-36-6 3229-2157 3 57日以上2歳児まで

6 新谷 裕子
（新谷裕子） 新井2-6-3-102 080-3455-5707 3 57日以上2歳児まで

7 Hiro'sベビールーム
（北上裕子） 江古田1-22-14 3565-2662 3 57日以上2歳児まで

8 キッズルームカジワラ
（梶原憲子） 野方4-41-9 3387-5715 3 57日以上2歳児まで

9 ハッピークレヨン
（斉藤千穂） 野方6-9-9 5364-9081 3 57日以上2歳児まで

10 ひまわり保育ルーム
（市瀬豊子） 大和町4-50-23 090-6560-8108 4 57日以上2歳児まで

　だっこして目を見な
がら話しかけたり、ゆっ
くりゆらゆらしてあげ
たり、たくさんスキンシ
ップをとりましょう。

スキンシップ
赤ちゃんと遊ぼうねんね

の時期

子育て    コラム
赤ちゃんにとって遊びは
コミュニケーション！

【基本保育時間】
・すずめのおやど保育室、新谷裕子、ハッピークレヨン…7：15～18：15（月～土）
・その他…7：15～18：15（月～金）
【延長保育時間】
・すずめのおやど保育室、ハッピークレヨン…19：15まで（1歳児以上のみ実施）
・その他…実施なし
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事業所名
（事業者名） 所在地 電話 定員 受入年齢

1 マザーズハート南台園（A型） 南台2-28-4 6382-6228 19 57日以上2歳児まで

2 キャリー保育園
なかのふじみちょう（A型） 南台3-6-16 1F 6382-4852 18 57日以上2歳児まで

3 TAC未来こども保育園南台
（A型）

南台3-6-19
ワイズコート
中野南台2F

3382-3151 19 57日以上2歳児まで

4 あーす保育園中野新橋（B型） 弥生町1-56-3 6276-8942 19 57日以上2歳児まで

5 おうち保育園なかの新橋（A型） 弥生町2-32-10 1F 6382-7131 12 57日以上2歳児まで

6 ゆめのいろ保育園中野（A型） 本町5-47-10 6382-6865 19 57日以上2歳まで

7 あーす保育園中野坂上（B型） 中央1-23-7 1F 6908-7524 19 57日以上2歳児まで

8 子ごころ園沼袋（B型） 新井4-32-22 6454-0137 15 57日以上2歳児まで

9 かたつむり保育園野方（B型） 野方6-30-24 1・2F 5356-8686 14 57日以上2歳児まで

10 おうち保育園なかの大和（A型）
大和町1-12-8
プレステージ
高円寺1F

5356-7391 12 57日以上2歳児まで

11 TAC未来こども保育園大和町
（A型） 大和町2-3-16 5356-7501 19 57日以上2歳児まで

12 子ごころ園大和町（B型） 大和町3-41-9 6265-5959 12 57日以上2歳児まで

13 子ごころ園都立家政（A型） 若宮3-3-11
家政ハイツ1F 3310-8199 12 57日以上2歳児まで

14 ふたばクラブ鷺宮保育園（A型） 鷺宮3-7-7 2F 5327-8023 19 57日以上2歳児まで

15 あーす保育園鷺ノ宮（A型） 鷺宮4-34-9 5356-7341 19 57日以上2歳児まで

 小規模保育事業 A型：保育従事者全員が保育士　B型：保育従事者の5割以上が保育士
 （平成30年7月現在）

【基本保育時間】
・マザーズハート南台園、子ごころ園各園…7：30～18：30
・おうち保育園各園…8：00～19：00
・その他の保育園…7：15～18：15
【延長保育時間】
・マザーズハート南台園、子ごころ園各園…19：30まで
・おうち保育園各園…実施なし
・その他の保育園…19：15まで
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事業所名 所在地 電話 定員 受入年齢

ひなぎくの丘保育園
弥生町5-11-15
ハピネスホーム・
ひなぎくの丘内

3381-1715 5
（内、地域枠3）

57日以上
2歳児まで

 事業所内保育事業 
 （平成30年7月現在）

事業所名 所在地 電話 定員 受入年齢
障害児訪問保育アニー
（認定NPO法人フローレンス）

千代田区神田神保町
1-14-1 6811-0907 満1歳以上

2歳児まで

 居宅訪問型保育事業 
　集団保育が困難な乳幼児の各ご自宅で保育を行います。  
 （平成30年7月現在）

保育所名 所在地 電話 定員 受入年齢 保育時間

1 幼保園ベビーサロン
南台 南台2-49-13 3383-7893 25 57日以上就学前まで 7：00～20：30

2 グローバルキッズ
中野新橋園 弥生町2-11-5 5352-9009 40 43日以上就学前まで 7：30～21：00

3 ぽけっとランド
中野坂上 本町2-1-8 1F 5302-2656 40 57日以上就学前まで 7：30～20：30

4 幼保園ベビーサロン
新中野 本町6-15-17 3382-7893 33 57日以上就学前まで 7：00～20：30

5 にじいろ保育園中野 中央5-48-2 6382-8492 33 57日以上就学前まで 7：30～20：30

6 幼保園ベビーサロン
東中野 東中野2-22-26 3371-7893 40 57日以上就学前まで 7：00～20：30

7 エデュケアセンター・
ひがしなかの 東中野4-4-26 5F 5330-5117 40 57日以上就学前まで 7：00～21：00

8 ピノッキオ保育園 中野2-1-7 3380-3106 29 57日以上2歳児まで 7：00～20：00
9 エンゼル保育室 中野5-22-7 3319-0419 17 57日以上2歳児まで 7：30～20：30
10 ピノキオ幼児舎中野園 中野5-24-21 2F 5345-7735 40 1か月以上就学前まで 7：30～20：30

11 小学館アカデミー
あらいやくし保育園 新井5-17-2 2F 5318-0385 26 57日以上就学前まで 7：30～22：00

12 マミーナ野方 野方5-29-1 3F 3310-5018 24 43日以上就学前まで 7：00～20：00
13 龍の子保育室 若宮1-37-5 3336-6750 24 43日以上2歳児まで 7：00～20：00

14 マミーズエンジェル
中野白鷺保育園 白鷺2-7-1 3337-8877 30 43日以上就学前まで 7：30～20：30

15 ぽけっとランドさぎのみや 鷺宮4-4-24 2F 3336-3307 30 57日以上2歳児まで 7：30～20：30

 認証保育所 
 （平成30年7月現在）

※ 小学館アカデミーあらいやくし保育園は平成31年4月より認可保育園として運営予定です。
※龍の子保育室は、平成31年4月より受入年齢「43日以上2歳児まで」に変更予定です。

【基本保育時間】7：15～18：15

【基本保育時間】8：00～18：00（月～金）
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　幼稚園の入園にあたって　
 区立幼稚園 

　中野区には、区立幼稚園が下表のとおり2園あり、園内の見学も随時行っています。また、未就
園児の親子を対象に遊びの場の提供（園庭開放）もしています。詳細は各幼稚園にお問い合わせ
ください。
 （平成30年7月現在）

名称 所在地 電話 定員（人）
ひがしなかの 東中野5-8-21 3368-2369 80
かみさぎ 上鷺宮4-8-12 3999-7361 80

入園相談担当　☎3228-8904　℻3228-5667問

区立幼稚園の申込みから入園までの流れ

 3歳児（3年保育）と4歳児（2年保育）の4月の入園については、毎年9月ごろ、
募集要項に基づき一斉に募集します。各幼稚園、地域事務所、すこやか福祉
センター、区役所3階「子ども総合相談窓口」（入園相談担当）で配布される申
込用紙により、指定された日時に各幼稚園で申込をしていただきます（申込
書は区民活動センターにも置いてあります）。  
障害のあるお子さんについても申込を受け付けますが、障害や発達状況な
どによっては入園できない場合があります。5歳児及び4月以外の入園につ
いては、欠員があれば各幼稚園で随時募集しています。

 入園できるお子さんは、保護者とともに区内に住んでいる、小学校就学の始
期に達する前3年以内の3歳児～5歳児です。

住民登録などにより入園資格を調査します。

申込みが募集定員を超えた場合は抽選により入園予定者を決定します。

 入園予定者となった方は、指定された日時（10月中旬ごろ）に各幼稚園で健
康診断と面接を受けていただきます。また、支給認定申請書を提出していた
だき、教育標準時間の利用の認定をさせていただいています。

健康診断及び面接を経て入園が決定した方には、入園通知書により郵送で
お知らせします。

健康診断
及び面接

入園決定

選　　考

調　　査

要　　件

申  込  み

入園のご相談は、各幼稚園へ
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　私立幼稚園等にお子さんを通園させている保護者の方に保育料や入園料の一部を補助しま
す。新入園児には通園している幼稚園等を通じて6月中旬頃から、進級児には区から直接郵送で
申請書類等を配付します。詳細は区ホームページをご覧ください。
☆「子ども・子育て支援新制度」の施設型給付施設は対象外です。

幼稚園・認定こども園担当　☎3228-8754　℻3228-5667問

　認定こども園の入園にあたって　
　中野区には、私立の認定こども園が2園あります。
　認定こども園は利用形態により、申込み方法が異なります。入園は施設との直接契約をもって
決定します。
（幼稚園機能）
1号認定児
（教育標準時間の利用）

次の2号認定児以外の満3歳以上の小
学校就学前の子ども

入園については直接施設へお問い合
わせください。

（保育園機能）

2号認定児
（保育標準・短時間の利用）

保護者の就労等の理由により家庭に
おいて必要な保育を受けることが困
難である、満3歳以上の小学校就学前
の子ども

入園については入園相談担当へお問
い合わせください。
区で保育園と同様に利用調整を行い
ます。3号認定児

（保育標準・短時間の利用）

保護者の就労等の理由により家庭に
おいて必要な保育を受けることが困
難である、満3歳未満の小学校就学前
の子ども

 私立幼稚園 
　中野区には、私立幼稚園が19園あります（P.53～54参照）。原則として4月の入園案内の配布
は前年秋頃から、各私立幼稚園で行います。詳細は、それぞれの施設へお問い合わせください。な
お、中野区私立幼稚園連合会・父母の会連合会のホームページ（nakasiyo.tokyo）から各幼稚園
のホームページをご覧になれます。

私立幼稚園等保護者向け補助金 
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 私立幼稚園（認定こども園を除く） 
入園については、園に直接お問い合わせください。
 （平成30年7月現在）

園名 所在地 電話番号 定員（人）

1 （学）みやしろ 南台4-40-9 3381-9143 200

2 （宗）ナザレン 弥生町2-39-11 3381-5401 80

3 （宗）こまどり 弥生町4-12-1 5328-2434 240

4 （宗）中野たから 本町2-45-14 3374-3613 175

5 （学）新渡戸文化 本町6-38-1 3381-1183 110

6 （学）宝仙学園 中央2-33-26 3365-5468 315

7 （学）桃園 中央5-8-8 3381-3791 105

8 （宗）上ノ原☆ 東中野2-21-7 3365-0492 80

9 （学）ほぜんじ 上高田1-31-2 3364-3381 160

10 （宗）徳育 上高田1-35-29 5348-3022 105

11 （宗）まこと 上高田4-14-1 3387-6321 360

 認定こども園 
 （平成30年7月現在）

園名 所在地 電話 定員 受入年齢

1 やよいこども園
（幼保連携型） 弥生町1-58-14 5358-0901

1号認定児　45
2号　〃　　60
3号　〃　　39

0歳以上就学前まで

2 認定こども園みずのとう
（幼稚園型） 江古田1-1-1 3953-4417

1号認定児　165
2号　〃　　 45
3号　〃　　 21

1歳以上就学前まで

　視線をあわせながら
両手でしっかり抱え、
パパの頭の位置くらい
までやさしく上へ持ち
上げてあげましょう。

たかいたかい
赤ちゃんと遊ぼう

子育て    コラム 赤ちゃんにとって遊びは
コミュニケーション！

おすわり
の時期
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※�園名の（宗）（学）（個）は設置者です。（宗）は宗教法人、（学）は学校法人、（個）は個人が設置して
いる幼稚園であることを表わしています。
☆�上ノ原幼稚園は子ども・子育て支援新制度の施設型給付施設です。

 幼稚園類似施設 
　幼稚園教育を行うことを目的とした、幼稚園類似の幼児施設で都知事が認めているものです。
� （平成30年7月現在）

園名 所在地 電話番号 定員（人）

（株）TACチャイルドクラブ 中野2-14-16 3384-3326 150

園名 所在地 電話番号 定員（人）

12 （学）野方学院 新井3-22-6 3389-0451 140

13 （宗）沼袋 沼袋2-28-2 3385-8431 110

14 （宗）中野小鳩 沼袋3-21-7 3385-0017 120

15 （学）金の峯 江古田3-9-9 3385-0014 120

16 （個）大和 野方5-8-8 3338-1970 340

17 （学）やはた 大和町2-30-3 3330-6311 257

18 （学）若宮 若宮3-45-11 3338-7642 210

19 （個）ワカバ 鷺宮3-37-22 3338-5488 200

　パパが心から喜んでくれるとママも安心します。
特に妊娠中や出産時は不安やストレスでいっぱい。
ママが安心して妊娠期をすごすには、パパの協力が
大事です。

妊娠・出産を心から喜ぼう
1子育て    コラム 子育てパパへの道
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　就学にあたって　

【小学校入学】
　小学校に入学するお子さんには、10月に【就学時健康診断のお知らせ】を送付します。指定さ
れた小学校で受診してください。12月に【就学通知書】を送付します。
【中学校入学】
　中学校に入学するお子さんには、1月に【就学通知書】を送付します。
　※次の場合は、学事担当へお申し出ください。（学事担当　中野区役所5階12番窓口）
　・就学通知書が届かない
　・国立、都立、私立の小中学校へ入学する場合
　　　→ 入学する予定の学校の入学許可証または入学承諾書を持って、学事担当へお越しくだ

さい（必ず原本をご持参ください）。
　・特別な事情により、指定された学校の変更を希望する場合
　　　→お手元に届いた就学通知書を持って学事担当へご相談ください。

 就学相談 

 小中学校入学の手続き 
教育委員会事務局学事担当　☎3228-5459　℻3228-5680問

　区立小中学校の特別支援学級または都立の特別支援学校に就学を希望する方及び発達の遅れ
などでお子さんの就学に心配のある方のご相談を受けています。

 特別支援学級 

　特別支援学級では、一人ひとりの障害の状況や特性などに応じた教育を行います。
　・「固定学級」　毎日通って学習する学籍のある学級です。
　・「通級指導学級」　通常の学級に在籍し、決められた日時に通う学級です。

 特別支援教室 

　巡回指導拠点校の教員が、児童の在籍校を巡回し、各小学校に設置された特別支援教室で指導を行います。

教育委員会事務局特別支援教育等担当　☎3228-5557　℻3228-5680問

教育委員会事務局特別支援教育等担当　☎3228-5557　℻3228-5680問

教育委員会事務局特別支援教育等担当　☎3228-5557　℻3228-5680問

　区内に転入または区内転居にともない転校する場合は、地域事務所（P.78）または区役所1階
戸籍住民担当で手続をする際、「転入学通知書」をお渡ししますので、今まで通学していた学校か
らもらってきた「在学証明書」及び「教科書給与証明書」とともに指定された学校へ提出してくだ
さい。また、中野区から転出するときは、今まで通学していた学校から「在学証明書」及び「教科書
給与証明書」を発行してもらい、新居住地の学校へ提出してください。

 就学援助費 

　世帯の所得の合計が就学援助基準額（世帯構成により変動）に満たないご家庭に対して、小・中
学校に通うお子さんの学用品、給食、学校行事等の費用の援助を行います。

 特別支援学級就学奨励費 

　特別支援学級に通うお子さんがいるご家庭に対して、学用品、給食、通学にかかる交通費の費
用の援助を行います（所得による制限あり）。

教育委員会事務局学事担当　☎3228-5459　℻3228-5680問

教育委員会事務局学事担当　☎3228-5459　℻3228-5680問

教育委員会事務局学事担当　☎3228-5459　℻3228-5680問

 区立小中学校の転校の手続き 
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学校名 所在地 電話 特別支援学級（種別）

1 南台 南台3-44-9 3381-7257

2 みなみの 南台4-4-1 3381-7250 知的障害

3 向台 弥生町1-25-1 3372-2326

4 桃園 本町3-16-1 3372-6431 知的障害

5 中野本郷 本町4-27-3 3381-7255 （巡回指導拠点校）

6 塔山 中央1-49-1 3363-0461 （巡回指導拠点校）

7 桃花 中央5-43-1 3381-7251 難聴・言語障害

8 谷戸 中野1-26-1 3361-3645

9 桃園第二 中野6-13-1 3363-0661

10 白桜 上高田1-2-28 3389-0561

11 上高田 上高田5-35-3 3389-1461 （巡回指導拠点校）

12 平和の森 新井3-29-1 3389-1451

13 新井 新井4-19-1 3389-2311 知的障害

14 江原 江原町1-39-1 3951-5880 知的障害

15 江古田 江古田2-13-28 3385-0411

16 緑野 丸山1-17-1 3389-2351

17 北原 野方6-30-6 3330-2411

18 啓明 大和町1-18-1 3330-2325

19 美鳩 若宮3-53-16 3330-1425 知的障害

20 西中野 白鷺3-9-2 3330-3125 知的障害

21 鷺宮 鷺宮3-31-4 3330-7371 （巡回指導拠点校）

22 上鷺宮 上鷺宮1-24-36 3926-6381

23 武蔵台 上鷺宮5-1-1 3999-1655

 区立小学校一覧 　 （平成30年7月現在）

　平成31年4月～向台小学校と桃園小学校が統合し、中野第一小学校として開校予定。
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 区立中学校一覧 　� （平成30年7月現在）

学校名 所在地 電話 特別支援学級（種別）
1 南中野 南台5-22-17 3381-7277
2 第二 本町5-25-1 3382-7151 知的障害
3 中野東 東中野5-12-1 3362-5236
4 中野 中野4-12-3 3389-1471 情緒障害等
5 第五 上高田4-28-1 3389-2341
6 第七 江古田2-9-11 3389-4171 知的障害
7 緑野 丸山1-1-19 3386-5423
8 第四 若宮1-1-18 3330-5325 知的障害
9 第八 鷺宮4-7-3 3330-7571
10 北中野 上鷺宮5-7-1 3999-3415

　その他都立の特別支援学校もあります。詳細は、特別支援教育担当へ（☎3228-5557）

　パパとのお出かけは子どもの経験を広げるいい機会
です。パパはママにはできないことや、ママにないもの
を持っています。ママにないパパの感性で一緒に遊ん
でみてください。

子どもと二人で出かけてみよう
2子育て    コラム 子育てパパへの道
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【利用時間】 月～金曜日　下校時～19：00  
土曜・学校休業日　8：00～19：00

※延長利用時間含む
※ 平成31年4月～江原学童クラブが江原町1-39-1（江原小学校内）に移転予定。

　学童クラブでは、保護者が仕事や病気・看護などのため、放課後に保護を受けられない児童が
安心して過ごせるよう見守るとともに、遊びや活動などを通して成長できるよう援助していま
す。利用料がかかります。
【利用対象児童】 中野区に在住する小学生で、放課後に保護を受けられない児童。ただし、4年生

から6年生は、特別な保護を必要とする児童。
【利用について】 詳しくは、地域子ども施設調整担当（中野区役所5階）または学童クラブにお問

い合わせください。

地域子ども施設調整担当　☎3228-5603　℻3228-5620問
　学童クラブ　

☆学童クラブ一覧
 区立学童クラブ 
　（公設民営学童クラブ）
 （平成30年7月現在）

学童クラブ名 所在地 電話
1 新山 南台4-4-1（新山小学校内） 3384-2295
2 多田 南台5-15-3（みなみ児童館内） 3382-7399
3 向台 弥生町1-14-6（弥生児童館内） 3372-0841
4 中野神明 弥生町4-36-15（南中野児童館内） 3382-1687
5 桃園 本町2-32-14（朝日が丘児童館内） 3373-0380
6 中野本郷 本町4-8-16（宮の台児童館内） 3384-4449
7 塔山 中央1-49-1（塔山小学校内） 3363-3578
8 谷戸 中野1-26-1（谷戸小学校内） 3361-3772
9 桃花 中央5-43-1（桃花小学校内） 3383-5731
10 桃園第二 中野6-10-6（文園児童館内） 3367-8106
11 白桜 上高田1-2-28（白桜小学校内） 5380-2710
12 上高田 上高田5-30-15（上高田児童館内） 3388-6148

13 新井
新井4-19-1（新井小学校内） 3388-6146
新井5-4-17（新井薬師児童館内） 3389-5438

14 平和の森 新井2-48-10（野方児童館内） 3387-8836
15 江原 江古田1-9-24（みずの塔ふれあいの家内） 3954-6755
16 江古田 江古田2-13-28（江古田小学校内） 3385-7955
17 緑野 丸山1-17-1（緑野小学校内） 5345-7470
18 北原 野方6-35-13（北原児童館内） 3337-9632
19 啓明 大和町2-8-12（大和児童館内） 3330-3261
20 大和 大和町4-14-9（大和西児童館内） 3330-5399
21 鷺宮 鷺宮3-40-13（鷺宮児童館内） 3337-8430
22 若宮 若宮3-54-7（若宮児童館内） 3330-7899
23 西中野 白鷺3-15-5（西中野児童館内） 3339-9826
24 武蔵台 上鷺宮5-1-1（武蔵台小学校内） 3970-0440
25 かみさぎ 上鷺宮3-9-19（かみさぎ児童館内） 3998-0074
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 民間学童クラブ 
　（民設民営学童クラブ）
 （平成30年7月現在）

学童クラブ名 所在地 電話

1 コンビプラザ中野南台
キッズクラブ 南台3-6-17 5342-1730

2 トレジャーキッズクラブ
中野新橋校 弥生町2-10-1 3375-0228

3 にじいろほんごう 本町4-39-6 6454-1290

4 コンピプラザ中野桃園
キッズクラブ 中野3-49-21 6382-4777

5 にじいろなかの 中野6-15-8 6272-3290
6 にじいろあいロード 新井1-35-11 3387-1455
7 にじいろのがた 沼袋3-13-2 3388-6730
8 中野江原こどもクラブ 江原町2-19-5 3950-0517
9 明日葉学童クラブ鷺宮 鷺宮4-37-14 3223-8106
10 ピノキオハウス 丸山1-6-3 5318-5405
11 にじいろはくおう 上高田1-17-5 3386-1301

【利用時間】 月～金曜日　下校時～20：00  
土曜・学校休業日　8：00～20：00

※延長利用時間含む

名称 所在地 電話

1 キッズ・プラザ新山 南台4-4-1
（新山小学校内） 3384-2295

2 キッズ・プラザ塔山 中央1-49-1
（塔山小学校内） 3363-3578

3 キッズ・プラザ桃花 中央5-43-1
（桃花小学校内） 3383-5731

4 キッズ・プラザ谷戸 中野1-26-1
（谷戸小学校内） 3361-3772

5 キッズ・プラザ白桜 上高田1-2-28
（白桜小学校内） 5380-2710

6 キッズ・プラザ江古田 江古田2-13-28
（江古田小学校内） 3385-7955

7 キッズ・プラザ緑野 丸山1-17-1
（緑野小学校内） 5345-7470

8 キッズ・プラザ武蔵台 上鷺宮5-1-1
（武蔵台小学校内） 3970-0440

　キッズ・プラザ（公設民営）　
　放課後等に、小学校の校庭や体育館を活用して、小学生がのびのびと学年を超えて交流し、安
全で安心して過ごすことができる遊び場です。家庭・地域・学校が連携し、子どもたちが豊かな体
験ができるよう事業を展開しています。
 （平成30年7月現在）

【利用時間】 月～金曜日、授業のある土曜日　授業終了後～18：00  
学校休業日、授業のない土曜日　8：30～18：00

【お 休 み】 日曜日、祝日（5月5日（子どもの日）除く）、年末年始
※ 平成31年4月～江原町1-39-1（江原小学校内）にキッズプラザ江原を開設予定。
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