
　食事（施設によっては支給も可能です。）
　哺乳瓶とミルク（乳児）　　着替え
　ビニール袋2枚　  タオル2枚　  服用中の薬
※施設によっては、健康保険証・乳幼児医療受給者証が必要です。

病 児 の 心 身 を ケ ア し 、 地 域 の 子 育 て を サ ポ ー ト

子どもが病気になったとき、保護者が

仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に

家庭で面倒をみることができない場合

に、専門スタッフのいる施設で一時的に

預かる子育て支援サービスです。

子どもが安心して静養できるよう、ま

た、保護者が安心して預けられるよう

子どもの健康と幸せを守り、保護者の

子育てと就労の両立を支援します。

病児保育サービスとは

施設から指示のあった持ち物を持参し、施設で定められた
時間に子どもを送迎してください。

時間を守って送迎してください。3

利用時には必ず事前に登録施設に連絡してください。症状
や定員の確認を行います。施設によっては、事前に医師の
診察が必要です。

利用前にTELをお願いします。2

所在市町村または施設にある登録用紙を記入し、提出して
ください。（登録無料）
その際に、サービス利用時などの手続きもご確認ください。

まずは登録してください。1

利用方法

1人1日

2,000円程度
（生活保護世帯は無料です。）

利用料 あると便利なもの

母子手帳　　お薬手帳
   好きなおやつ、おもちゃ、ビデオ等

※内容は施設によって異なるため、
あらかじめご確認ください。

持ち物

岐阜
県病児保育サービス岐阜
県病児保育サービス岐阜
県病児保育サービス



岐阜県健康福祉部子ども家庭課 （岐阜県庁10階）
お問い合わせ先

TEL：058-272-1111　FAX：058-278-2644　 　  c11217@pref.gifu.lg.jp

病児・病後児保育施設一覧 （平成25年12月1日現在）

こんな過ごし方をしています （一例）

岐阜県子ども家庭課 検索

電話番号 利用可能時間市町村名

福富医院「すずらん病児保育園」 〒501-1109 岐阜市安食1228 058－238－8555 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～13：30

実施施設名 住　　所

病 児

病 児
病 後 児
体調不良児

岐阜市

河村病院「病児保育園クララ」 〒501-3144 岐阜市芥見大般若1-84 058－241－3311 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～17：00病 児

小牧内科クリニック「病児保育園ピノキオ」 〒500-8865 岐阜市昭和町2-11 058－215－0101 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～16：30病 児

山田病院「病児・病後児保育園ミッキー」 〒501-0104 岐阜市寺田7-86 058－255－1221 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～18：00病 児

矢嶋小児科分院「病児病後児施設うりぼう」 〒500-8212 岐阜市日野南7-1-17 058－214－7077 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～13：00病 児

大垣市 児玉レディスクリニック「ピーカブー」 〒503-0889 大垣市高砂町1-31 0584－82－1155 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～12：30病 児

高山市 病児保育室 プティそれいゆ 〒506-0053 高山市昭和町2-85-1 0577－35－2525 平日 8：00～18：00病 児

多治見市
NPO法人保育所ボコデコキッズ 〒507-0041 多治見市太平町3-53-1 0572－21－4800 平日 9：00～18：00

土曜 9：00～11：30病 後 児

駅前キッズ  ほっとママ 〒507-0035 多治見市栄町2-24 0572－25－5280 平日 9：00～18：00
土曜 9：00～11：30病 後 児

関市
関中央病院「くるみ保育所」 〒501-3919 関市平成通2-6-18 0575－22－0012 平日 8：00～18：00

土曜 8：00～12：30病 後 児

中濃厚生病院  病児・病後児保育室
「はもみん」 〒501-3802 関市若草通5-1 0575－22－2211 平日 8：00～18：00病 児

美濃市 美濃市立美濃病院 〒501-3746 美濃市中央4-3 0575－33－1221 平日 8：00～18：00病 後 児

瑞浪市 東濃厚生病院みずなみ病後児保育所 〒509-6121 瑞浪市寺河戸町1049-1 0572－68－4111 平日 8：00～18：00病 後 児

羽島市 病児保育室 かみなりくん 〒501-6229 羽島市正木町坂丸2-95 058－394－0112 平日 8：30～17：30
土曜 8：30～17：30病 児

美濃加茂市 木沢記念病院  病児・病後児保育園
「プーさんの部屋」 〒505-0034 美濃加茂市古井町下古井590 0574－25－2181 平日 8：00～18：00

土曜 8：00～17：00病 児

各務原市
那加中央保育所 〒504-0022 各務原市那加東亜町1 058－383－1866 平日 7：30～19：00

土曜 7：30～13：30病 後 児

東海中央病院 病児保育園 「こあら」 〒504-0816 各務原市蘇原東島町4-6-2 058－322－3567 平日 8：00～18：00病 児

可児市 可児さくら保育園 〒509-0214 可児市広見1352-2 0574－62－6688 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～17：30病 児

飛騨市 増島保育園 〒509-4244 飛騨市古川町是重123 0577－73－2553 平日 8：00～17：00体調不良児

郡上市 郡上市民病院 〒501-4222 郡上市八幡町島谷1261 0575－67－1611 平日 8：00～18：00病 児

海津市 駒野保育園 〒503-0411 海津市南濃町駒野467 0584－55－0416 平日 8：00～19：00病 児

岐南町 岐南さくら保育園 〒501-6019 羽島郡岐南町みやまち4-96 058－271－4424 平日 9：00～18：00病 児

笠松町 笠松町福祉健康センター 〒501-6063 羽島郡笠松町長池408-1 058－388－7171 平日 8：30～17：30病 後 児

池田町 病児・病後児保育室 「ひまわり」 〒503-2417 揖斐郡池田町本郷1628-2 0585－45－3916 平日 8：30～17：30病 児

北方町 本多医院 病児保育所 「バオバオ」 〒501-0431 本巣郡北方町北方311-5 058－324－2411 平日 8：00～18：00
土曜 8：00～13：30病 児

坂祝町 病児・病後児保育室 「とまと託児所」 〒505-0071 加茂郡坂祝町黒岩386-1 0574－25－1123 平日 8：00～18：00病 児

病気のピーク前で当面の急変が認められない児童を対象
病気のピークが過ぎても集団で保育ができない児童を対象
保育中に微熱等体調不良になった通所児童を対象

※　　　　　は病後児も預けられます。

入室

お絵かきや工作など子
どもの病状や年齢に合
わせた遊びで楽しみを
引き出し同時にしっか
り観察を行います。

遊び
保育園と同じように皆で
楽しく食事をします。
スタッフは一人ひとりの
お腹の状況や食欲など
を考慮します。

お家で過ごすように
ゆったりとした気分で
お昼寝。
本を読んだり検温した
りします。

昼食 昼寝

午前中には不安の
あった子も安心した表
情でおやつの時間を
迎えます。

おやつ 大好きなお家へ帰る時
間。スタッフにとってもそ
れぞれの思いを抱えて
やってくる保護者と対話
する大切な時間です。

お迎え
お父さんや
お母さんに
抱っこされ
不安な表情
でやってくる子が大半。
スタッフがしっかりと気持ちを
受け止め、安心させます。

病 児


