平成29（2017）年 10月5日

年度園児募集

幼稚園児募集

しください。
※その他、必要に応じて書類の提
出を依頼することがあります。
▽保育料 保護者の住民税等をも
とに決定

出を依頼することがあります。
※０～２歳児、３歳児以上の長時

子育て・教育

第２回ふるさとＰＲフェスタ

後対策担当、区役所３階⑦番区
政情報コーナー、区民事務所・
同分室、地区センター、児童館、
こどもクラブ
※区ホームページ「パブリックコ
メント」から閲覧・応募可
月 日㈪
▽募集期限
▽問合せ 児童保育課放課後対策
担当

▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所６階⑤番児童保育課放課

「台東区放課後対策の方
針」中間のまとめ（案）
への意見募集（パブリッ
クコメント）

る子供は、その保育園で申込可
▽問合せ 児童保育課保育相談係
（区役所６階⑧番）
☎（５２４６）１２３４

22

▽家庭訪問 入園の申込後、職員
が自宅・職場等を訪問し、保育

▽対象 区内在住で、４月１日現
在満１歳～未就学児
人（１・２歳児は６人）
▽定員
▽要件 実施日に保護者全員が仕

事等のため子供を保育できず、
子供は健康で集団保育が可能な
こと
▽必要な物 母子健康手帳、勤務

10

●区立幼稚園
▽対象 区内在住の平成 年４月
２日～ 年４月１日生まれの子
供
知

状況や勤務状況等をお聞きする
ことがあります。
▽入園の可否
年２月中旬に通

※当日キャンセルは保育料がかかります。

証明書（保護者全員・区の様式
あり）
、印鑑
▽申込方法 各申込期間に、子供
と一緒に下記問合せ先へ
※区立保育園（東上野乳児保育園
・ことぶきこども園・たいとう

住宅
まちづくり

月 ～ 日は「違反建
築防止週間」です

お願いします。
▽問合せ 建築課監察担当
☎（５２４６）１３４０

この法律への理解を深め、建築
物の安全・安心を確保するため、
全国一斉に違反建築防止週間を定
め、組織的な取り組みを展開して
います。
期間中はパトロール等を実施し
ます。違反建築の防止にご協力を

建築基準法は、みなさんの建築
物の安全や、身体・財産を守るた
めに定められています。
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☎（５２４６）１２３５

▲10月21日㈯浅草たいこばん（和太鼓）
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▽募集人数 ３歳児は ～ 人
、４・
（根岸幼稚園は 人程度）
５歳児は若干名

私立

東上野保育園

10

10月23日㈪～12月22日㈮

※入園に関して、子供の発達等が
心配な保護者は、事前に左記問
合せ先へご相談ください。
※詳しくは、 月上旬頃から左記
問合せ先で配布予定の「保育利
用のご案内」をご覧ください。
▽問合せ 児童保育課保育相談係
（区役所６階⑧番）
☎（５２４６）１２３４

10月23日㈪～12月22日㈮

区立

午前7時15分～午後6時15分（給食なし）

場所

こども園を除く）に在園してい

E FAX

10

こども園児募集

▲10月22日㈰浅草雷連 （阿波踊り）

間保育の申込みについては、
姉妹・友好都市をはじめ、全国 鹿沼市、千葉県芝山町、茨城県
月上旬頃から児童保育課（区役
那珂市、埼玉県越生町、福岡県
から の自治体が集結し、地元特
シルバー人材センターか
所６階⑧番）で配布する「保育
八女市、石川県穴水町
産品の販売やステージイベントを
ら～「子育て支援サービ
利用のご案内」をご覧ください。
行う「①ふるさと交流ひろば（申 ▽申込方法（②のみ） 参加希望
ス」を始めます
●私立認定こども園
込不要）
」
、
事業者を対象とした
「② 日・人数・会社名・所在地・電
子供の送迎が困難な方に代わり、
短時間保育の申込みは、園にお
話番号・ファックス番号、申込
ふ
る
さ
と
ビ
ジ
ネ
ス
商
談
会
（
要
申
込
区内の小学校や学童・塾への送迎
問合せください。０～２歳児、３
者の氏名・役職をファックスか
み）
」を実施します。
を始めます。
歳児以上の長時間保育の申込みに
メールで左記問合せ先へ
▽日時・場所 ① 月 日㈯・
▽対象 小学生
ついては、 月上旬頃から児童保
日
㈰午前 時〜午後４時 花川 ▽問合せ 都市交流課
※費用等、詳しくは左記へ
育課（区役所６階⑧番）で配布す
戸公園 ② 月 日㈮午後１時 ☎（５２４６）１０１６
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
る「保育利用のご案内」をご覧く
（５２４６）１１４７
～５時・ 日㈯午前 時～午後
ンター
ださい。
２時 台東区民会館９階
メール
☎（３８６４）３３３８
※②は名刺を２枚持参ください。
kouryu@city.taito.tokyo.jp
▽参加都市 墨田区、宮城県大崎
休日 年･末一時保育を実
市、長野県諏訪市、
施しています
栃木県日光市、福島
▽実施日・時間等
県南会津町、福島県
会津美里町、大分県
豊後大野市、山形県
村山市、滋賀県長浜
市、茨城県筑西市、
長野県麻績村、静岡
県東伊豆町、栃木県
11月15日㈬・16日㈭

▽問合せ 学務課こども園担当
☎（５２４６）１４１４

利用月の前月1～25 11月1日㈬～12月15
日まで
日㈮
※申込締切日に区役所・園が休みの場合は前日の
開庁
（園）
日まで

申込期間

1日3,000円
（半日1,500円）

1日2,000円
（半日1,000円）

保育料

年末
（12月29～31日）
※1月1～3日は休園

日曜日、
祝日
実施日

直接園までお問合せください。

④はぐはぐキッズこども園東上野
短時間保育児
（東上野2－13－12M&Mビル3階）
0～2歳児、3歳児以
⑤忍岡こども園
上の長時間保育児
（池之端2－1－22）

※私立幼稚園に入園した区内在住
の子供の保護者に対し、入園祝
金と区民税額に応じた補助金を
交付します（交付制限あり）
。
▽問合せ 庶務課庶務係
☎（５２４６）１４０２

●区立認定こども園
年４月１日現在区内在
▽対象
住で、生後 日以上６歳未満の
子供（園によって異なる）
▽保育内容
・０～２歳児 保育園保育
・３～５歳児 短時間保育は幼児
教育、長時間保育は幼児教育と
保育園保育
▽募集案内配布開始日
月１日㈬
▽募集案内配布場所 区役所６階
②番学務課、区役所６階⑧番児
童保育課、入園希望園
▽必要な物
・短時間保育 申込書・印鑑・住
民票の写し（世帯全員・続柄記
載）１通
・０～２歳児、３歳児以上の長時
間保育児 利用申請書・支給認定
申請書・母子健康手帳・印鑑・
勤務等に関する証明書（保護者

短時間保育児

0～2歳児、3歳児以
上の長時間保育児

・ 0〜2歳児、
長時間
保育は児童保育課
（区役所6階⑧番）
☎
（5246）
1234

10月23日㈪～12月22日㈮

受付場所・問合せ

受付期間

30

10

57

全員・区の様式あり）
※その他、必要に応じて書類の提

時間

50

30

10

11月15日㈬・16日㈭

②ことぶきこども園
（寿1－10－9）
③たいとうこども園
（下谷3－1－12）
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・ 短時間保育は
①☎
（3876）
0049
②☎
（3841）
4719
③☎
（3876）
3401
④☎
（6884）
8803
⑤☎
（5809）
0394

短時間保育児

1～2歳児、3歳児以
上の長時間保育児
①石浜橋場こども園
（橋場1－35－1）

保育園の入園・地域型保育
事業の申込みを受付けます
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※申込時に兄か姉がその園の３
歳・４歳児に在園中の場合は、
優先的に入園可
※募集人数を超える場合は抽選
▽募集案内配布開始日
月１日㈬
月 日㈬・ 日㈭
▽受付日
▽募集案内配布・受付場所・時間
各幼稚園・午前９時～午後４時
▽必要な物 印鑑・住民票の写し
（世帯全員・続柄記載）１通
▽入園選考 入園予定者は後日面
接・健康診断等を行い、１月上
旬に内定
▽問合せ 各幼稚園または学務課
学事係☎（５２４６）１４１２
▽対象
年４月１日現在、生後
日以上６歳未満の子供
年２月３日㈯ま
▽出生前受付
でに出産予定の子供を対象に、
４月入園の申込みができます。
詳しくは下記問合せ先へ。
月 日㈪～ 月
▽申込期間
日㈮
※日曜開庁日（ 月 日、 月
日午前９時～午後５時）も受付
可

10

※区外在住の方の申込期間は、下
記へお問合せください。
▽申込方法 利用申請書・支給認
定申請書・母子健康手帳・印鑑
・勤務等に関する証明書（保護
者全員・区の様式あり）等を下
記問合せ先へ持参
※可能な限り、子供と一緒にお越

12

45

15

●私立幼稚園
月か
▽願書配布・受付開始日
ら順次
※詳しくは、各幼稚園に直接お問
合せください。
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保育の区分
園名
こども園一覧
区分

30

27

11

電話番号
（3828）7288
（3844）3555
（3822）2431
（3822）2771
（3844）8012
（3873）6248
（3851）0040
私立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地
寛永寺幼稚園（上野桜木1－14－11）
浅草寺幼稚園（浅草2－3－1）
台東初音幼稚園（谷中5－2－4）
谷中幼稚園（谷中3－17－1）
徳風幼稚園（西浅草1－5－5）
仰願寺幼稚園（清川1－4－3）
蔵前幼稚園（蔵前2－11－10）
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30
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区立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地
電話番号
根岸幼稚園（根岸3－9－7）
（3873）0159
竹町幼稚園（台東4－21－9） （3831）2910
大正幼稚園（入谷2－23－8） （3876）5584
清島幼稚園（東上野6－16－8）（3842）5358
富士幼稚園（浅草4－48－18） （3874）2460
千束幼稚園（浅草4－24－15） （3872）3067
金竜幼稚園（千束1－9－21） （3871）9896
田原幼稚園（雷門1－5－17） （3842）6477
台桜幼稚園（谷中2－9－4）
（3827）6559
育英幼稚園（浅草橋2－26－5）（3866）6686

第 1190 号 （2）
広報

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】 ▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246−1213〉

