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実施
施設

定員 対象
受入れ

可能年齢
開所時間 利用方法

利用者
負担

病児
保育

医療機関
併設

４人
～

１３人

保護者の就労、冠婚葬祭などの理
由で病気中又は病気の回復期の児
童を保育できないとき
対象疾患：通常の外来で治療可能
な病気。ただし、麻疹（はしか）、流
行性角結膜炎（はやり目）は対象外

月～金
8：30～18：00

病後
児

保育

保育所
併設

４人
～

６人

保護者の就労、冠婚葬祭などの理
由で病気の回復期の児童を保育で
きないとき

月～金
7：30～18：30

土
7：30～15：30

※保育園・幼稚園に在園していない方も利用いただけます。
※減免は横浜市在住の市民税非課税世帯、生活保護世帯及びひとり親家庭等福祉医療証を保持する
　 世帯が対象です。利用料の減免を受けるには、市民税非課証明書又は生活保護受給証明書、
　 ひとり親家庭等福祉医療証等の減免書類を実施施設に提出していただく必要があります。
　 認可保育所等の保育料減免制度とは異なりますのでご注意ください。

　　の様式は市HP及び各施設に用意しています。

病児保育・病後児保育事業についての問合せは：　こども青少年局保育・教育運営課　０４５－６７１－３５６４
病児保育・病後児保育室の登録・利用の予約は：　各施設（裏面を参照ください）

※利用登録票（第３号様式）、利用申込書（第５号様式）、利用連絡書（第４号様式（受診した医療機関が記入））

病児･病後児保育

生後６か月～
小学校
６年生まで

※一部施設では
小学校３年生ま
での受入れにな
ります。

事前登録
・予約制

要医師意見書
（利用連絡書

（第４号様式））

2,000円

減免
制度あり
（全額減免）

　　　　　主な利用の流れ

事前に、各施設へ利用登録

保育室に連絡(予約)と、かかりつけ医の受診
（利用連絡書（第４号様式）記入【必須】）

※連絡と受診はどちらが先でも構いません。

病児・病後児保育室に入室

病気回復（保育所や家庭に復帰）

お子さんが発病

市ＨＰ

ＱＲ

横浜市 病児 横浜市 病後児

（予約方法は各施設で異なります。

詳細は各施設に確認してください。）
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○病児保育

Eメール 電話 ＷＥＢ

※ ○

○

神奈川 ○

西 ○ ○ ○

中 ○ ○

港　南 ○

○ ※

○ ○

○

○ ○

○

○

金　沢 ○ ○

○ ○

○

○ ○

緑 ○

○ ※

○

○ ○ ○

○ ※

○ ○

○ ※

泉 ○

瀬　谷 ○ ○

※時間外のみ対応

○病後児保育

Eメール 電話 ＷＥＢ

神奈川 ○

南 〇

磯　子 〇

金　沢 ○

洋光台中央福澤保育センター
　「病後児保育室ひまわり」

磯子区洋光台5-3-18
JR「洋光台」駅

徒歩5分
電話：831-7173
FAX：831-7163

きらら保育園
　「病後児保育室ひかり」

金沢区能見台東2-3
京急「能見台」駅

徒歩6分
電話：790-3440
FAX：701-3410

あおぞら第２保育園
　「病後児保育室さくらんぼ」

神奈川区六角橋2-34-8
東急「白楽」駅

徒歩10分
電話：413-1114
FAX：413-0968

睦町保育園
　「病後児保育室みもざ」

南区睦町1-30
地下鉄「吉野町」駅

徒歩７分
電話・FAX：341-0306

戸　塚

小泉小児クリニック
　「病児保育室Ａｍｉ」

戸塚区汲沢8-5-4
地下鉄「踊場」駅

徒歩5分
電話：392-3024
FAX：392-3026

戸塚共立おとキッズクリニック
　「戸塚共立ひかり病児保育室」

戸塚区戸塚町157－3
ONE FOR ALL横浜　3階

ＪＲ・地下鉄「戸塚」駅
徒歩7分

区 施　設　名　称 住　所 交　通
予約方法

連　絡　先

電話・FAX：871-1262

しんぜんクリニック
　「しんぜん病児保育室」

泉区弥生台16-1
相鉄ライフ やよい台 ２階

相鉄「弥生台」駅
徒歩１分

電話：435-5580

池部小児科・アレルギー科
　「病児保育室亀の子ハウス」

瀬谷区三ツ境21-10
サニーハイツ三ツ境　2階

相鉄「三ツ境」駅
徒歩５分

電話・FAX：442-3715

都　筑

水野クリニック
　「おひさま病児保育室」

都筑区南山田町4257-1
地下鉄「東山田」駅

徒歩10分
電話：595-1233
FAX：595-1139

ときえだ小児科クリニック
　「病児保育室わかば」

都筑区北山田1-9-3
エキニワ２階

地下鉄「北山田」駅
徒歩２分

電話：593-4150
FAX：593-4152

京急「金沢八景」駅
徒歩２分

電話：374-5761
FAX：374-5762

鴨居病院
　「みどり病児保育室」

緑区鴨居5-25-16 ＪＲ「鴨居駅」徒歩10分 電話：933-6177

青　葉

長浜医院
　「横浜市あざみ野病児保育室」

青葉区あざみ野4-2-4
東急・地下鉄「あざみ野」駅より
バス「あざみ野団地前」徒歩１分 電話・FAX：909-0510

はるの木こどもクリニック
　「横浜病児保育室はるぞら」

青葉区もえぎ野6－25
松本ビル102

東急「藤が丘」駅
徒歩5分

電話・ＦＡＸ：532-8585

港　北

シブヤチャイルドクリニック
　「くりっこ病児保育室」

港北区大倉山3-56-22
ナビウス大倉山　1階

東急「大倉山」駅
徒歩５分

電話・FAX：542-6941

おおそねクリニック
　「横浜市大倉山病児保育室アクアマリン」

磯　子

矢崎小児科
　「横浜病児保育室ファイン」

磯子区磯子2-13-13
矢崎小児科　2階

ＪＲ「磯子」駅より
バス「芦名橋」徒歩１分

電話・FAX：355-0526

バニーこども診療所
　「病児保育室ラパンノアール」

磯子区洋光台6-19-43
ラ・カンパネラ　2階

ＪＲ「洋光台」駅徒歩10分・
バス「南公園」徒歩2分

電話：830-0767

港北区師岡町1148-１　2階
東急「大倉山」駅

徒歩６分
電話：718-6730

さとう小児科クリニック
　「病児保育室みらい」

港北区日吉5－15－45　2階
東急「日吉」駅よりバス「宮前中

町」「日吉五丁目」徒歩２分
電話：577-0280
FAX：577-0281

かわなこどもクリニック
　「病児保育室かんがるーむ」

金沢区瀬戸19-14
金沢八景金井ビル　2階

旭

横浜療育医療センター
　「病児保育室あさひ」

旭区市沢町557-2
横浜療育医療センター内

バス「県公社住宅前」「左近山
第６」「新桜ヶ丘保育園」下車 電話・FAX：444-8742

サンクリニック
　「病児保育室サンクリキッズ」

旭区柏町127　相鉄ライフ内
相鉄「南万騎が原」駅

徒歩1分
電話：744-7656
FAX：390-1165

保土ケ谷

星川小児クリニック
　「病児保育室アニモ」

保土ケ谷区星川2-4-1
星川ＳＦビル　3階

相鉄「星川」駅
徒歩1分

電話：336-2264
FAX：336-3344

東川島診療所
　「病児保育室エンジェルキッズ」

保土ケ谷区東川島町14-5
悠久の里B-1階

相鉄「西谷」駅
徒歩10分

電話：465-6196

本牧ベイサイドクリニック
　「横浜市病児保育室ベイキッズ」

中区本牧原1-22
ムラーラ本牧　3階

バス「本牧宮原」
徒歩１分

電話：070-4431-1188
FAX：050-3606-6096

上大岡こどもクリニック
　「病児保育室ベアルーム」

港南区上大岡西1-15-1
カミオ405-1

京急・地下鉄「上大岡」駅
徒歩2分

電話：842-0420
FAX：844-2033

大口東総合病院
　「おおぐち病児保育室」

神奈川区大口通128-9
ＪＲ「大口」駅

徒歩３分
電話・FAX：402-3054

横浜こどもクリニック
　「横浜こども病児保育室レインボー」

西区浅間町１-19-2
第3中村ビル　2階

「横浜」駅徒歩15分・
バス「浅間下」徒歩１分

電話：548-8575

区 施　設　名　称 住　所 交　通
予約方法

連　絡　先

鶴　見

あしほ総合クリニック
　「病児保育室こもれび」

鶴見区鶴見中央3-10
JR「鶴見」駅・京急「京急

鶴見」駅徒歩15分
電話：070-5551-8121
FAX：508-3612

飯山医院
　「病児保育室ママンプール」

鶴見区東寺尾5-3-8
ＪＲ「鶴見」駅・東急「菊名」駅

よりバス「飯山」徒歩２分
電話：582-5855
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