でかけてみよう! 親子の居場所!

子どもを一時的に預けたい

子どもの
一時預かり
情報

ちょっと息抜き子育てライフ
用事を済ませたい、
「自分の時間」をつくってリフレッシュしたい、
急に仕事が入った・
・
・など、
子育て中には、
誰かの手を借りて子どもをみてもらうことが必要なときもあります。
そんなとき、
子どもを一時的にお預かりする施設・事業を紹介します。

★乳幼児一時預かり事業
横浜市が補助している認可外保育施設が行う事業です。理由を問わずにお子さんをお預かりします。
利用時間 月〜金（祝日及び年末年始を除く）時間は施設により異なります。

（ただし、
月に15日まで）

利用対象 市内に居住する生後57日〜小学校入学前の子ども
利用料金 １時間あたり300 円以下（施設によってはこの他に、
おやつ代

などの実費相当額を負担して頂く場合があります。）
区名

施設名

利用限度 子ども1人につき、
月に120時間まで
申 込 先 直接各施設に申し込み

※対象年齢は生後57日から2歳児クラスまで

所在地

実施時間

青葉区
泉区
神奈川区

青葉区新石川２−１４−２ サバスタマプラーザ１０２ ☎507-6872

FAX 同左

8:30～16:30

子どもミニデイサービス まーぶる

青葉区市ケ尾町１１６７−３ メゾンラフォレ１０５

☎975-2309

FAX 同左

9:00～17:00

パレット一時預かり保育室 なないろ※

青葉区榎が丘１４−３ サンクレスト青葉台１０３

☎530-5890

FAX 同左

9:00～17:00

ピノキオ保育園 藤が丘園

青葉区藤が丘２−４−８

☎973-2543

FAX 同左

9:00～17:00

鳩の森愛の詩 ともとものおうち

泉区和泉町６２１４−１ 相鉄ライフいずみ野２階

☎800-0301 FAX 800-0302

7:30～18:30

鳩の森愛の詩 ともとものおうち いずみ中央※ 泉区和泉中央５－４－11

☎987-0003 FAX 435-9644

7:30～18:30

ソレイユ保育園

神奈川区西神奈川1－2－2

☎316-8358 FAX 620-2456

8:00～19:00

SKY KID 保育園 一時保育室

神奈川区大口通８０ NSKハイツ大口１−A

☎642-7774 FAX 834-9385

8:30～16:30

スターチャイルド《横浜一時預かり》※ 神奈川区鶴屋町1−66−9 JR横浜鶴屋町ビル3階 ☎328-1250 FAX 328-1251

8:00～19:00

金沢区 BeeKidsClub 金沢文庫園
港北区

くじら保育園

金沢区釜利谷東２−１７−７

☎788-9226

FAX 同左

7:30～18:30

港北区下田町５−２９−２３ 下田ビル1階

☎562-6718

FAX 同左

9:00～17:00

港北子育て支援 ワーカーズコレクティブココット 港北区日吉５−２４−３３ Dayひよし2階

☎565-0322 FAX 566-2750

9:00～17:00

託児室あいあい

☎402-3612

9:00～17:00

港北区篠原西町１８−１７ T・Hビル1階B号室

港北子育て支援ワーカーズコレクティブぽけっと 港北区新羽町868
瀬谷区

栄区 OYAKO CLUB チューリップ保育室

FAX 同左

☎642-5644 ＦＡＸ 547-1422

栄区小菅ヶ谷１−22−２ブランズシティ本郷台リバーサイドテラス１F ☎894-6262

FAX 同左

9:00～17:00
9:00～17:00

都筑区

保育ルーム「くくる」

瀬谷区瀬谷３−9−20

☎489-4550 FAX 744-8800

7:30～18:30

保育ルーム「ばおばぶ」

瀬谷区三ツ境5−5 グレートヒル三ツ境

☎364-3508 FAX 367-7660

8:00～19:00

☎532-9960 FAX 532-9967

9:00～17:00

子育て子育ち支援センター ぽっぽ

都筑区中川中央１−３９−１１ ライフ&シニアハウス港北１階 ☎914-6272 FAX 479-2220

9:00～17:00

子育て子育ち支援センター 一時保育さんぽ 都筑区荏田南５−８−１３ みずきフード1階

鶴見区 戸塚区

フェアリーランド 横浜仲町台

都筑区仲町台１−３−７ ヤマヒョウビルB館１階

☎500-9775 FAX 532-3863

7:30～18:30

まめっこひろば

鶴見区北寺尾6−30−12

☎582-3553 FAX 570-5836

7:30～18:30

実遊保育園 つるみ一時保育室

鶴見区豊岡町 ２１−１８ STマンション1階

☎642-6228

8:30～17:30

ケイキルームメリア

戸塚区矢部町７４ グランデール戸塚２−A

☎864-2226 FAX 862-3336

7:30～18:30

FAX 同左

中区

ケイキルームモアナ※

戸塚区戸塚町10番地 ラピス戸塚1−２F

☎390-0050 FAX 390-0043

7:30～18:30

徳育キッズビレッジ山下町

中区山下町１３４

☎225-8699

9:00～17:00

キッズパートナー 横浜市役所 一時保育室 中区本町6−50−10 2階
西区 ひよこの保育室

西区浅間町１−１７−２ サンヒルズ１０２

FAX 同左

☎663-1296 FAX 663-1297

7:30～18:30

緑区
南区

☎312-9202 FAX 534-6012

9:00～17:00

十日市場ひよこ園

緑区十日市場町８０１−８ ホーメストプラザ東館２０７−２ ☎532-3350 FAX 532-3490

9:00～17:00

緑子育て支援ワーカーズ コレクティブほっぺ

緑区十日市場町840−３ るるる＊みどり館内

☎511-7941 FAX 988-5542

9:00～17:00
7:30～18:30

ピースランド保育園

南区吉野町３−７ HENMIビル3階

☎260-3117

つくしんぼ園

南区睦町１−17−４

☎315-6248 FAX 315-6228 8:00～19:00

保土ケ谷区坂本町68−1−101

☎744-8303 FAX 744-8304 8:00～19:00

保土ケ谷区 ぎんがむら HOUSE
旭区
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連絡先

一時預かりのおへや ここ・はっぴぃ

FAX 同左

一時預かりスマイルキッズ

旭区二俣川1-2-1 ライオンズステーションプラザ204 ☎459-5131

7:30～18:30

おひさまぽかぽか

旭区柏町127 相鉄南万騎が原 第４ビル

8:30～16:30

☎090-6285-6771

でかけてみよ
う! 親子の居場所!
子どもの一時預かり情報

★親と子のつどいの広場での
一時預かり

★認可保育所などの一時保育
保護者等の仕事や疾病により一時的に家庭での保育が
困難となる場合や、保護者のリフレッシュのために子どもを
預かる制度です。

一部の広場では、短時間の一時預かりを
お受けしています。
利用時間 各広場の開催時間内

利用対象 認可保育所、
横浜保育室、
特定地域型保育事業、
認定こども園に

在籍していない未就学児童
利用対象 市内に居住する生後６か月以上

３歳以下かつ預けたい広場を
利用したことのある子ども

利用方法 直接各施設に申し込み
問 合 先 各施設

横浜市

一時保育

検索

利用料金 １時間あたり500円以下

利用者の声

定

☆区役所で一時保育をしている園を紹介してもらい、子どもを3時間
ほど預けました。連絡は直接保育園と電話でやりとりをしました。
習い事でも、預かってもらえました。

員 3人

問 合 先 P3〜7で実施広場を確認し、

直接各広場にお問い合わせください。

★横浜子育てサポートシステム
「子どもを預かって欲しい人」が利用会員
として、
「子どもを預かる人」が提供会員とし
て登録して、会員相互の信頼関係のもとに
子どもの預け、預かりを行うシステムです。

会員になれる方（市内居住者に限ります。）
利用会員 生後57日以上〜小学校６年生までの子どもがいる方
提供会員 子育て支援に熱意と理解があり、
安全に子どもを

預かることができる満20歳以上の健康な方
両方会員 利用会員、
提供会員を兼ねる方
※会員になるには入会説明会への参加が必要です。
また、
提供・両方会員になるには研修を受けていただきます。

協力：横浜子育てサポート
システム・提供会員

利用時間 原則として7：00〜19：00 ※宿泊を伴う預かりは行いません。

利用者の声

利用料金 1時間あたり800円〜900円（時間・曜日により異なります。）

☆家庭的なムードの中、子ども達は提供会員さんに

問 合 先 横浜子育てサポートシステム区支部事務局

甘えて過ごしています。時に子育てのアドバイスも下さり、
人生の先輩としても頼りにしています。

横浜子育てサポートシステム 検 索

区支部事務局

横浜子育てサポートシステムのしくみ

3.提供会員の紹介

2.援助の依頼
7.活動報告書の提出

4.会員間の調整・事前打ち合わせ

5.活動開始
6.活動終了（援助活動報告書と報酬の受け渡し）

提供会員

利用会員

コーディネーター

1.援助のお願い

連絡先

区支部事務局

連絡先

青葉区
「ラフール」

☎482-5518 瀬谷区
FAX 981-3307 「にこてらす」

☎744-7207
FAX 391-8447

旭区
「ひなたぼっこ」

☎442-3038 都筑区
FAX 442-3881 「ポポラ」

☎912-5157
FAX 912-5160

泉区
「すきっぷ」

☎805-6789 鶴見区
FAX 805-6122 「わっくんひろば」

☎︎582-7610
FAX 582-7591

磯子区
「いそピヨ」

☎750-1405 戸塚区
FAX 750-1406 「とっとの芽」

☎443-5384
FAX 825-6885

神奈川区
「かなーちえ」

☎441-7708 中区
FAX 441-7708 「のんびりんこ」

☎663-0676
FAX 663-0676

金沢区
「とことこ」

☎352-7110 西区
☎211-9707
FAX 780-3206 「スマイル・ポート」 FAX 264-4350

港南区
「はっち」

☎515-7306 保土ケ谷
FAX 848-0688 「こっころ」

☎333-3885
FAX 333-3885

港北区
「どろっぷ」

☎547-6422 緑区
FAX 540-7421 「いっぽ」

☎982-3521
FAX 989-5851

栄区
「にこりんく」

☎392-3967 南区
FAX 392-3968 「はぐはぐの樹」

☎731-2291
FAX 715-3815
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