
【一時保育の内容について】　※一時保育事業実施施設については裏面をご参照ください。

　※一時保育事業をご利用できるのは、認可保育所等に在園していない就学前の児童に限ります。

　　　【参考・利用料の目安】利用料の詳細については施設に直接ご確認ください。下記以外に実費負担が生じる場合があります。

＊横浜保育室（2園）

N.O

1

2

＊２４時間緊急一時保育（２園）
　保護者の病気やお仕事などで、緊急に児童を預けなければならなくなったとき、保育所で一時的にお預かりします。
　夜間・宿泊も含め、24時間３６５日対応します。

N.O

1

2

　　・利用対象児童について

　　　　原則生後６ヶ月から就学前までの児童。※小学生の兄、姉については保育所とご相談ください。

　　・利用日数について

　　　　原則として３日以内

　　・食事代

　　　　別途食事代１食につき300円

　　・減免

　　　　きょうだい一緒に利用される場合は、下の子を３割減免します。

　　　　生活保護世帯及び市民税非課税世帯等の方は５割減免となる場合がありますので保育所とご相談ください。

　　・必要なもの（持ち物には全部名前を書いてください）
　　　　健康保険証・運転免許証・母子健康手帳・印鑑・利用申込書（保育所で記入することもできます）かばん・着替え
　　　　パジャマ・紙おむつ（必要な場合）・靴など、保育所から指示されたもの。
　　　　※電話でのお申し込み後、直接保育所へお越しください。

     24時間緊急一時保育に関するお問い合わせ先：こども青少年局保育・教育運営課/電話：０４５－６７１－３５６４

※事業内容に変更が生じる場合があります。

2,400円

３歳児以上

１日あたりの利用料（１人あたり） １時間あたりの利用料（１人あたり）

所在地

３歳児未満

保護者等の就労、就業訓練や就学等などにより、家庭
での保育が断続的に困難となる児童を保育します。

保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などのやむを得ない
理由により、緊急一時的に保育が必要となる児童を保
育します。

リフレッシュ保育

３歳児未満 ３歳児以上

種類

認可保育所等は週３日以内又は月120時間以内
（横浜市立保育園は週３日以内）

内容

　月極めの利用者が定員に達した場合、一時保育を実施できない場合があります。

　　詳しくは、各施設へ直接お問い合わせください。

施設名

●その他施設の一時保育事業等

300円 160円

育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するた
め、一時的に児童を保育します。

ザ・チャイルドクラブ希望が丘

　　詳しくは、各施設へ直接お問い合わせください。

※令和元年10月１日から幼児・教育無償化が始まり、保育の必要性の認定を持つ３～５歳児クラスまでのお子様が保育所等を利用していない場合、申請等により
一時保育の利用料を月額37,000円まで無償化できる場合があります 。詳細については、認可外保育施設利用者向け利用案内を参照してください。

364-7595

※横浜市在住で、被保護世帯及び市民税非課税世帯の児童は利用料が全額減免になります。証明書類（保護証明書、保護（開始）決定通知書、生活保護費支給
証、市民税・県民税（非）課税証明書等）を保育所にご提出ください。

プラス保育園 旭区中希望が丘102ジョイビル3F

1,300円

電話番号

神奈川区六角橋5-35-15

港南区日野8-31-36

19時～7時

旭区一時保育（表面）

横浜保育室は月15日以内または月64時間以内

１回に連続して14日以内

１回のお申込みにつき１日以内

旭区　一時保育事業の実施について

360-7023

令和３年11月1日現在

※ご利用の申込や空き状況の確認、受入れ年齢の基準日、受入時間などについては保育園に直接お問い合わせください。

港南はるかぜ保育園 電話849－1877：FAX849－1855

所在地施設名

あおぞら保育園

旭区東希望が丘107コナミスポーツクラブ希望が丘１F

非定型的保育

緊急保育

０～１歳

２～３歳

４歳以上

600円

500円

　一時保育は、保護者等のパート就労や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の育児不安の解
消を図り、負担を軽減するために児童をお預かり（保育）する制度です。利用申込は各実施施設で行います。

●認可保育所等の一時保育事業

利用限度

年齢 ７時～19時

400円

２４時間受付専用電話・FAX

700円

600円

500円

10，000円

24時間の上限

電話488－5520：FAX488－5520



旭区一時保育（裏面）

緊・リ １歳児クラス 07:00( --- )

月－金 ２歳児クラス 19:00( --- )

１歳児クラス 08:30( --- )

月－金 ２歳児クラス 18:30( --- )
31 保育室ひかり 市沢町561-1-103 355-2250

緊・リ

小
規
模

32 すずらん二俣川保育園
さちが丘3-4
北上ﾋﾞﾙ１階

294-9686

※事業内容に変更が生じる場合があります。

０歳児クラス 07:30( --- )

月－土 ２歳児クラス 19:00(土曜18:30)

07:30( 7：30 )

月－土 ５歳児クラス 18:30( 15：30 )

33
保育園スマイルキッズ
二俣川駅前

二俣川１ー２－１ ﾗｲｵﾝｽﾞ
ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ二俣川102

459-5380
緊・リ

30
認定こども園
　オーセルわかば幼稚園 若葉台1-7-1 921-2525

非・緊・リ １歳児クラス

非・緊・リ ０歳６ヶ月 08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

07:30( --- )
○

月－金 ５歳児クラス 18:30( --- )

若
葉
台

29 若葉台保育園 若葉台2-20-1 921-3161

28 キッズビレッジつくし保育園 旭区笹野台4-11-19 360-6656

希
望
が
丘
・
三
ツ
境

満１歳

０歳６か月(離乳食開始後） 07:30(07:30)
○

月－土 ５歳児クラス 18:30(18:30)
27 ひまわり愛児園 金が谷521 954-0050

非・緊・リ

非・緊・リ

０歳６か月 07:30(07：30)

月－土 5歳児クラス 18:30(18：30)

09:00( --- )

月－金 ５歳児クラス 17:30( --- )

26 三ツ境たんぽぽ保育園 笹野台2-9-28 364-5464
非・緊・リ

25 横浜あさひ中央保育園 中希望が丘141-6 442-8721
非・緊・リ １歳児クラス

０歳児クラス（応相談） 07:30(08：30)

月－土 ５歳児クラス 18:30(16：30)

07:30(08：30)
〇

月－土 ５歳児クラス 18:30(16：30)

24 つぼみ保育園 東希望が丘188-1 360-0202
非・緊・リ

23 夢のつぼみ保育園 東希望が丘240-4 369-7555
非・緊・リ ０歳３か月

21 善部保育園

月－金 ５歳児クラス 17:30( --- )
22 中希望が丘保育園 中希望が丘147 363-1407

非・緊・リ ０歳６か月

５歳児クラス 16:30( --- )

１歳児クラス 7:00(---)

08:30( --- )

月－金 ３歳児クラス 18:00(---)

０歳６か月

08:30( --- )

月－金 ２歳児クラス 16:30( --- )
19 のぞみ保育園 柏町116-3 391-6739

非・緊

20
認定こども園
　　　やつはしキッズ

５歳児クラス 18:30(---)

０歳３か月

０歳６ヶ月

08:30( --- )
○

18 横浜小谷かなりや保育園 旭区南本宿町26-5 355-3533
非・緊・リ

善部町44-7 364-5111
非・緊・リ

月－金

月－金

08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

中希望が丘196 364-7771
非・緊・リ

07:30(---)

月－金 ５歳児クラス 18:00(----)

17 中尾保育園 中尾1-17-3 362-1333
非・緊・リ １歳児クラス

20:00(18：00)

16 横濱あんじゅ保育園 二俣川2-58-8 360-0611
非・緊・リ ０歳３ヶ月 07:00(----)

08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

非・緊・リ ０歳６か月 07:00( 7：00 )

月－金

非・緊・リ

15 旭はるかぜ保育園 さちが丘34-13 369-8155

１歳３か月

５歳児クラス

08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

二
俣
川
・
南
万
騎
が
原

14 横浜市柏保育園 柏町59-1 361-8887

13 土と愛子供の家保育所第2 上白根町1306-28 958-0315
非・緊・リ １歳６か月

５歳児クラス 16:30( --- )

非・緊・リ １歳児クラス 7：30( --- )
〇

月－金 ５歳児クラス 18：30( --- )

白
根
・
ひ
か
り
が
丘

10 横浜市ひかりが丘保育園 上白根町795 953-2081
非・緊・リ

11 川井宿保育園 都岡町98-1 951-2877

08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

１歳３か月 08:30( --- )
 

月－金

9 ポプラ第二保育園 鶴ケ峰2-69-24 520-3418
非・緊・リ ０歳６ヶ月

０歳６か月 08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

08:30( --- )
○

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

8 ポプラ保育園 鶴ケ峰1-25-11 382-4523
非・緊・リ

7 西川島保育園 西川島町134-11 373-0257
非・緊・リ １歳児クラス

１歳６か月 08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 17:30( --- )

08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16：30( --- )

6 オハナ鶴ヶ峰保育園 鶴ヶ峰2-30-1 372-0870
非・緊・リ

5 上の原保育園 小高町104-5 370-1152
非・緊・リ １歳３か月

１歳６か月 08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 17：00( --- )

07:30( --- )
○

月－金 ５歳児クラス 18:30( --- )

4 あっぷる保育園鶴ヶ峰
鶴ケ峰2-82-1
ｺｺﾛｯﾄ鶴ヶ峰3F

382-2888
非・緊・リ

3 鶴ヶ峰保育園 鶴ケ峰1-64-1 373-6523
非・緊・リ ０歳６か月

非・緊・リ ０歳６か月 07:30( --- )
○

月－金 ５歳児クラス 18:30( --- )

１歳３か月 08:30( --- )

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )

鶴
ヶ

峰

1 横浜市左近山保育園 左近山1997 351-1907
非・緊・リ

2 ちとせ保育園 今川町60-2 364-6332

実施内容 受入年齢：～歳より 保育時間：～時より 非定型的保育の
年度末までの受付実施曜日 受入年齢：～歳まで （延長含む）～時まで

１歳６か月

令和３年11月1日現在

旭区内一時保育事業実施施設一覧

※園の入所児童数の状況や保育士の就労状況などによって受入れできない場合があります。☆保育時間のカッコ内は、土曜日の受け入れ時間です。

エ
リ
ア

N0.
旭区一時保育

実施認可保育園 所在地 TEL

08:30( --- )
〇

月－金 ５歳児クラス 16:30( --- )
12 土と愛子供の家保育所 上白根２-９-18 953-2779

非・緊・リ


