
10

でかけてみよう! 親子の居場所!でかけてみよう! 親子の居場所!

　詳しくは、保育施設等の職員と相談してください。また、持ち物
には、名前を書いておきましょう。

□身分証明書　 □保険証　 　　　 □母子健康手帳　

□お茶・飲み物　　□着替え・タオル　  □オムツ　   □ミルク

□緊急連絡先・アレルギー・気をつけることなどを書いたメモ

など

　預け先で、わが子をきちんと見てくれるのだろうか？ ケガを
したりしないだろうか？ と、あれこれ心配…。気になることは、き
ちんと保育施設等の職員に聞いて、できるだけ解決するように
しましょう。そして、預けている間は子どもにとっても大切な時間
なのだと気持ちを切り替えましょう。

◆心配しすぎないで。

◆お互いに信頼することが大切です。

　保育施設等の職員は事故を起こさないよう、そしてお子さん
にとって楽しい時間となるよう様々なことに気を配っています。
日頃のお子さんの様子や状態を、どんなささいなことでもいい
ので伝えましょう。預ける側と預かる側、お互いの信頼関係が
一番大切です。

◆子どもを預けるときは、こんな準備をしておこう！

◆事前に連絡しましょう。

　預けたい日がわかっているときは、なるべく早めに連絡しま
しょう。とはいえ、急なことで利用する場合もあると思います。そ
んな時にも慌てないように、ふだんから預けられる施設やサー
ビスを調べておくとよいでしょう。

病児
保育

預 け る 前 に

　病気中又は病気の回復期の
子どもを、仕事や冠婚葬祭など
の都合で預けたいときに利用
できます。医療機関に併設され
ている病児保育室で、看護師 ・ 
保育士が預かります。
(事前に登録 ・ 予約が必要)

利用料金 2,000円
1日（月～金／8：30～18：00）

利用対象　生後6か月～小学校6年生の子ども
（施設により小学校3年生まで利用可能）

定　　員 4名～
(麻しん(はしか）、流行性角結膜炎
(はやり目)などは対象外)

申 込 先 各施設

検 索横浜市　病児保育

24時間型
緊急一時保育

休日一時保育

　保護者の病気や仕事などで、急に子どもを預けなければいけなくなったとき、
事前登録なしで24時間365日対応してくれる心強い一時保育があります。

　お仕事の都合などにより、日曜や祝日に子どもを預けたいときに利用できます。
 （事前に登録・申込みが必要）

    ☎488-5520神奈川区六角橋５－３５－１５あおぞら保育園

港南はるかぜ保育園 港南区日野 8－31－36 ☎849-1877
FAX 849-1855

園　名 所在地 連絡先

料　　金 利用対象 生後６か月～小学校入学前の子ども

申 込 先 各施設利用日数 原則として3日以内

10,000円
（24時間の上限）

7：00～19：00 19：00～7：00

０～１才 600円／時 700円／時

２～３才 500円／時 600円／時

４才以上 400円／時 500円／時

    ☎583-2525
FAX 583-2573

鶴見区矢向
五丁目12番 24号

7:30
　～ 18:30矢向保育園

都筑区茅ケ崎
中央 46番 5号

9:00
　～ 18:00

アスクセンター南
保育園

    ☎948-1016
FAX 943-2802

港北区菊名
七丁目5番 37号

7:30
　～ 18:30

うみのくに保育園
きくな

    ☎877-4284
FAX 877-4284

戸塚区川上町
464番地 15

7:30
　～ 18:30

うみのくに保育園
とつか

    ☎410-6690
FAX 410-6690

    ☎440-2031
FAX 440-2035

神奈川区
東神奈川一丁目12番地
リーデンスフォート横浜 3階

7:30
　～ 18:30かながわ保育園

園　名 所在地 連絡先 開所時間

    ☎882-2014
FAX 882-2015

港南区上大岡西
一丁目15番１号カミオ4階

8:00
　～ 18:00

上大岡
ゆう保育園

利用料金

利用対象 小学校就学前の子ども

申 込 先 各施設

※利用料のほか、給食  ・ おやつ代として1回400円が別途必要です。

３才未満児 ３,３００円
（６時間以内は４２０円／時間）

３才以上児

４２０円／時間

１,８００円
（６時間以内は２３０円／時間） ２３０円／時間

基本保育時間（８時間） 基本保育時間を
超える時間帯年齢区分

※利用要件や申込み方法等詳細については横浜市ホームページを
　ご覧いただくか、各施設へお問い合わせください。

横浜市　休日保育 検 索

◆休日一時保育を実施している施設

    ☎910-0662
FAX 910-0663

青葉区荏田西
三丁目1番地 19

8:45
　～ 17:15

ピッピ保育園

    ☎521-8880
FAX 521-8882

鶴見区鶴見中央
5－11－8

9:00
　～ 17:00

保育室
スカイウイング

利用料金 2,000円／1日（月～金／7：30～18：30　土曜日／7：30～15：30）

利用対象 生後6か月～小学校6年生の子ども
（施設により小学校3年生まで利用可能）

申 込 先 各施設定　　員 4～6名

病後児
保育

　病気の回復期の子どもを、仕事や冠婚葬祭など
の都合で預けたいときに利用できます。
(事前に登録 ・ 予約が必要)

☎831-7173
FAX 831-7163磯子区洋光台 5－3－18洋光台中央福澤

保育センター

あおぞら第２保育園 神奈川区六角橋 2－34－8 ☎413-1114
FAX 413-0968

きらら保育園 金沢区能見台東 2－3     ☎790-3440
FAX 701-3410

睦町保育園 南区睦町 1－30     ☎341-0306
FAX 同上

園　名 所在地 連絡先

※利用料のほか、食事1食につき300円が別途必要です。

子どもの一時預かり情報子どもの一時預かり情報

区名 施設名 所在地 連絡先

青
葉
区

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     ☎909-0510

FAX 同上
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

    ☎532-8585
FAX 同上

旭
区

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

    ☎444-8742
FAX 同上

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 ☎744-7656

FAX 390-1165
泉
区

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 ☎435-5580

磯
子
区

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

    ☎355-0526
FAX 同上

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     ☎830-0767

神
奈
川
区

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     ☎402-3054

FAX 同上
金
沢
区

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

☎374-5761
FAX 374-5762

港
南
区

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

☎842-0420
FAX 844-2033

港
北
区

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

    ☎542-6941
FAX 同上

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」 港北区師岡町1148−１  ２階     ☎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 ☎577-0280

FAX 577-0281
瀬
谷
区

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

    ☎442-3715
FAX 同上

都
筑
区

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 ☎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

☎593-4150
FAX 593-4152

鶴
見
区

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 ☎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     ☎582-5855

戸
塚
区

小泉小児クリニック
「病児保育室Ａｍｉ」 戸塚区汲沢8−5−4 ☎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

    ☎871-1262
FAX 同上

中
区

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

☎070-4431-1188
FAX 050-3606-6096

西
区

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     ☎548-8575

保
土
ケ
谷
区

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　

☎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     ☎465-6196

緑
区

鴨居病院
「みどり病児保育室」 緑区鴨居５−２５−１６     ☎933-6177
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