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区立・私立保育園、小規模保育所、家庭福祉員などの入園（転園）・利用申込
　世帯状況によって必要書類が異なりますので、早めにお申し込みください。 
▶申込期間＝ 表１ 参照▶申込書の配布場所＝10月12日㈬から、保育サービス
課、赤塚・志村の各福祉事務所、各区立・私立保育園、各区民事務所、区立各
図書館、イオン板橋ショッピングセンター(徳丸２－６－１)、イオンスタイル
板橋前野町(前野町４－21－22)、区ホームページ※就労証明書は、９月20日㈫
から区ホームページに掲載。※認定こども園向原幼稚園(保育園枠)の利用申込
は、園(☎3958－2266)にお問い合わせください。※必要書類など詳しくは、申
込書と一緒に配布する案内をご覧ください。▶入園選考＝提出書類により、保
育を必要とする状況を指数化し、指数の高い順に内定。内定園が複数の場合
は、希望順▶保育料＝各世帯の特別区民税を基礎に決定※１次入所結果通知
は、来年２月３日㈮に送付予定。▶問＝保育サービス課入園相談係☎3579－
2452

表１  申込期間・場所
申　込 と　き ところ

郵送
11月１日～22日(必着)

※書留などの追跡可能な方法
に限る。

保育サービス課

電子申請 11月１日㈫～22日㈫ オンラインサービス「マイナポータル」
(区ホームページ参照)

窓口 11月１日㈫～22日㈫の平日、
８時30分～17時

保育サービス課(区役所３階㉓窓口)、
赤塚・志村の各福祉事務所(11月４日㈮を除く)

夜間 11月１日～22日の毎週火曜、
17時～19時

保育サービス課
土曜・日曜 11月12日㈯・13日㈰、

９時～17時

新型コロナワクチンの接種をお勧めします
予約方法など詳しくは、接種券に同封しているお知らせをご覧ください。

▶問＝板橋区新型コロナワクチンコールセンター☎0120－985－252(９時～18時)

来年４月からの
保育園・幼稚園などの
入園申込を受け付けます

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります。
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区立幼稚園
▶園名・所在地＝高島幼稚園(高島平２－18－１)
▶募集人数・入園資格
●３歳児(30人)…平成31年４月２日～令和２年４月１日に生まれた方
●４歳児(28人)…平成30年４月２日～31年４月１日に生まれた方
●５歳児(23人)…平成29年４月２日～30年４月１日に生まれた方
※区内在住
▶申込書の配布場所＝10月17日㈪～31日㈪の平日９時～17時に、高島幼稚
園・学務課(区役所６階⑭窓口)▶申込＝11月１日㈫10時～15時に、直接、
高島幼稚園※入園は、書類選考・面接・健康診断のうえ決定。募集人数を
超えた場合は抽選。

区立・私立幼稚園の入園申込
公開保育・入園説明会
▶とき＝９月22日㈭10時～11時20分▶ところ＝高島幼稚園※当日、直接会
場へ。▶持物＝上履き

[いずれも]
▶問＝高島幼稚園☎3934－5848、学務課幼稚園係☎3579－2613
私立幼稚園
▶園名・所在地・募集人数など＝ 表２参照▶願書の配布＝10月15日㈯から
▶願書の受付＝11月１日㈫から※配布・受付時期は各園で異なります。ま
た、時間外保育(早朝・夕方)を利用できる幼稚園があります。詳しくは、
各幼稚園にお問い合わせください。 ▶問＝各私立幼稚園( 表２参照)※詳しく
は、板橋区私立幼稚園協会ホームページ・区ホームページをご覧ください。 

No. 区分 幼稚園名 所在地 電話番号
募集人数

３歳児 ４歳児 ５歳児
1

学校
法人

板橋明星 板橋３－25－24 3964－3478 40 10 5
2 落合 板橋２－20－１ 3963－0407 52 若干 －
3 かごめ 大谷口北町39－１ 3972－4920 105 10 －
4 大東文化大学附属青桐 高島平３－６－１ 5399－7700 60 若干 －
5 帝京 加賀２－10－１ 3964－4042 60 若干 若干
6 まきば 徳丸２－９－７ 3933－7337 50 10 若干
7 武蔵野音楽大学第二 小茂根４－13－２ 3956－5955 60 若干 若干
8 こうま 高島平８－21－13 3935－0176 50 10 －
9 淑徳 前野町５－32－８ 5392－8877 35 若干 －
10 徳丸 徳丸１－22－14 3933－2853 100 10 若干
11 きよみ 高島平７－37－６ 3939－5438 72 若干 10
12 まるやま 四葉２－27－25 3930－5213 50 15 若干
13 城山みどり 坂下２－22－10 3966－4646 若干 若干 若干
14 サンシティ聖母 中台３－27－３ 3937－8386 50 若干 若干
15 ときわ 常盤台４－12－４ 3936－8734 40 10 －
16 緑ヶ丘 東新町２－16－13 3957－4992 70 17 18
17 板橋富士見 宮本町29－１ 3965－7001 56 若干 －
18 前野 前野町４－20－８ 3960－3948 50 20 10

No. 区分 幼稚園名 所在地 電話番号
募集人数

３歳児 ４歳児 ５歳児
19

学校
法人

稚竹 蓮根２－９－23 3966－3340 65 10 －
20 城山 志村２－16－２ 3966－5262 25 若干 若干
21 常盤台めぐみ 常盤台２－３－３ 3967－9424 30 － 若干

22 東京家政大学附属
みどりヶ丘★ 加賀１－18－１ 3961－9997 40 19 12

23 成増すみれ★ 成増１－35－１ 3930－0204 30 － －
24 (一財) 帝都★ 常盤台１－６－２ 3960－1370 20 若干 －
25 (宗) 松月院★ 赤塚８－４－９ 3930－9500 50 若干 若干
26

個人

赤塚★ 赤塚２－３－12 3930－0990 40 若干 若干
27 板橋向原★ 向原２－31－３ 3958－2266 120 若干 若干
28 なでしこ★ 双葉町17－19 3961－5656 20 若干 若干
29 成増★ 成増４－30－14 3930－0831 81 10 10
30 ふたば★ 上板橋２－40－３ 3933－2332 25 10 若干
31 みその★ 三園１－30－１ 3930－6610 65 5 10
※一部は満３歳児の募集あり(表中No.１は10人、No.６は10人、No.８は20人、No.13は70人、
No.14は15人、No.20は54人、No.29は27人、No.31は40人)
※表中のNo.24の(一財)は一般財団法人の略、No.25の(宗)は宗教法人の略。
※★は、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園。
※みやこ幼稚園は令和５年度の募集なし

表２  令和５年度私立幼稚園募集一覧


