幼稚園の長期休みに
お仕事があるのに・・・

自分の用事をす
ませたいけど・・・

そんな時は！！
横浜保育室の一時保育や横浜市乳幼児一時預かり

急な冠婚葬祭どうして
も連れて行かれない・・

などもご検討ください。

横浜保育室の一時保育について
横浜市では認可保育所とは別に横浜保育室でも一時預かりを行っています。対象児童は、認可保育所・横浜保育室・地域型保育事
業・認定こども園(保育所部分)に在籍していない未就学児童です。
・実施施設へ直接お申込みください。（利用日前に手続等お願いする場合があります。）
・利用料の他に、実費徴収、利用時間に応じた延長料金がかかる場合があります。
種類

内容

※利用限度

非定型的保育

保護者の就労・職業訓練や就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる場合

月15日または月64時間以内

緊急保育

保護者の疾病、入院、冠婚葬祭など、やむ得ない理由により、緊急一時的に保育を必要とする場合

１回に連続14日以内

リフレッシュ保育

育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的に利用する場合

１回のお申込みにつき1日以内

地
区

施設名

住所

電話番号

平日実施時間

(市外局番 045)

(土曜日実施時間）

日吉本町
日吉

さくらんぼ保育園

日吉本町1-3-4 2F

564-5518

星の子ルーム

日吉本町1-5-41 2F

563-6095

イルカ保育園

日吉2-4-3

561-6702

綱島西
大倉山
大豆
戸町

横浜保育室リトルス
綱島西1-2-7 2F
カラー

642-3361

SUNSUN キッズあいら
んど

綱島西2-13-1 2F

545-6575

つばき駅前保育園

大倉山1-4-5

543-6700

大倉山べびーるーむ

大倉山3-4-31 2F

547-0302

大豆戸町639-2 2F

439-5025

キッズラディ
(Kid’s Radi)

8:00∼18:30
―
8:00∼18:30
―
8:00∼18:30
―
8:00∼19:30
(7:00∼17:00)

8:00∼18:30
―
8:00∼18:30
(7:30～15:30)

8:00∼19:00
―
8:00∼18:30
(7:30∼15:30)

受入年齢クラス

利用料
(延長料金等別途)

3 ヶ月∼2 歳児ｸﾗｽ

400 円/時間

3 ヶ月∼5 歳児ｸﾗｽ

400 円～
500 円/時間

3 ヶ月∼3 歳児ｸﾗｽ

400 円/時間

3 ヶ月∼5 歳児ｸﾗｽ

600 円/時間

3 ヶ月∼5 歳児ｸﾗｽ

600 円/時間

3 ヶ月∼5 歳児ｸﾗｽ

1200 円/時間

3 ヶ月∼2 歳児ｸﾗｽ

700 円/時間

3 ヶ月∼4 歳児ｸﾗｽ

800 円/時間

備考
非定型的保育のみ

乳幼児一時預かりについて
●利用条件：理由問わず、横浜市内居住の生後５７日～就学前までのお子さま。
●利用方法：原則として施設に来所、見学の上、事前登録。毎回の利用方法は各施設により異なります。
●利用料金：１時間３００円以下（ほかに、おやつ代など実費がかかる場合があります）
●開設時間： 月曜日～金曜日（祝日及び年末年始除く）で、時間は施設により異なります。
●利用限度：１人のお子さまにつき、月１２０時間まで利用できます。（ただし、月１５日まで）

施設名
くじら保育園

住所

アクセス

利用時間

電話番号

下田町5-29-23 下田ビル1F

東急バス「下田町」下車徒歩2分

9:00∼17:00

562-6718

ワーカーズコレクティブ ココット

日吉5-24-33 Dayひよし２F

東急バス「一本橋」下車徒歩4分

9:00∼17:00

565-0322

託児室あいあい

篠原西町18-17
T.Hビル1F

市営地下鉄「岸根公園」徒歩7分

9:00∼17:00

402-3612

港北子育て支援

港北区周辺の

休日・緊急時・お子様の病気などに
利用できる保育サービス

★休日の一時保育★
休日等にお仕事・冠婚葬祭・保護者の通院等によりご家庭で保育できないときや、育児疲れの解消を図るため
に保育を必要とするとき、就学前までお子さまを、認可保育所で日曜・祝日・年始年末にお預かりします。
◆保育実施日：日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
※行事等で実施ができない日もあります。詳細は各園にお問合せ下さい。
◆利用料/開所時間は施設にお問合せください。
港北区周辺の休日一時保育実施施設

港北区：うみのくに保育園きくな
（港北区菊名 7-5-36）
神奈川区：横浜市かながわ保育園 （神奈川区東神奈川 1-12 ３F）
都筑区：アスクセンター南保育園
（都筑区茅ケ崎中央 46-5）

☎877-4284
☎440-2031
☎948-1016

詳細は横浜市ウェブサイトをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ichiji/kyuujitsu.html

★24 時間型緊急一時保育★
突発的な保護者の病気・事故や急な出張などで、緊急にお子さまを預けなければならないときに、生後 6 か月か
ら就学前のお子さまを、認可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。
◆利用日数：原則として３日以内
◆利用料：年齢、利用時間帯により４００円～７００円／１時間（２４時間の上限１万円）※食事代別
横浜市内の緊急一時保育実施施設

神奈川区：あおぞら保育園
（神奈川区六角橋 5-35-15） ☎488-5520
港南区：港南はるかぜ保育園 （港南区日野 8-31-36）
☎849-1877
詳細は横浜市ウェブサイトをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ichiji/24ichijihoiku.html

★病児保育・病後児保育★
お仕事・冠婚葬祭・保護者の傷病など、やむを得ない理由によりご家庭で保育できないとき、病気中や病気回
復期の生後 6 か月から小学校 6 年生まで（施設により小学校 3 年生まで）のお子さまを、専用保育室で一時的にお預か
りします。
◆保育実施日時：病児保育／月～金曜日８時３０分～１８時
病後児保育／月～金曜日７時３０分～１８時３０分、土曜日７時３０分～１５時３０分
◆利用料：１日２，０００円 ※食事代別（病児は病状に応じた弁当持参）
港北区周辺の病児保育実施施設・・・医療機関併設の保育室です。※麻疹・流行性角膜炎などは保育対象以外。
港北区 ： くりっこ病児保育室
（港北区大倉山 3-56-22 1 階） ☎542-6941
港北区 ： 横浜市大倉山病児保育室アクアマリン （港北区師岡町 1148-1 2 階） ☎718-6730
鶴見区 ： 病児保育室ママンプール
（鶴見区東寺尾 5-3-8）
☎582-5855
神奈川区 ： おおぐち病児保育室
（神奈川区大口通 128-9）
☎402-3054
都筑区 ： おひさま病児保育室
（都筑区南山田町 4257-1）
☎595-1233
緑 区 ： みどり病児保育室
（緑区鴨居 5-25-16）
☎933-6177
港北区周辺の病後児保育実施施設・・・認可保育所の専用保育室です。病気回復期のみ対象。
神奈川区 ： あおぞら第２保育園
（神奈川区六角橋 2-34-8）
☎413-1114

※利用料について、いずれも横浜市在住で非保護世帯又は市民税非課税世帯の児童は減免がありますので、施設へ申請してください。

●お申込先●
●お問合せ先●

各施設へお申込みください。
港北区 こども家庭支援課 保育担当

港北区大豆戸町 26-1

☎

540-2280
令和 2 年 4 月

発行

