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　保護者の方のお仕事や病気などの理由で家庭での保育が難しい場合などに利用できるお子さんの一時預

かりサービスをまとめました。お子さんの年齢や預けたい期間、時間帯等により、様々なサービスがあります

ので、以下の表から最適なサービスを選んでください。

お子さんの一時預かりサービスの紹介

◉お子さんを一時的に預かってほしい時に利用できるサービス 早見表

◉サービス一覧表

うちの子、少しの間だけ預かってほしい…

お子さんの体調は？

預かってほしい期間は？

預かってほしい時間帯は？

元　気

1日以内

平日の日中 夜間・休日

数日間

病気中・回復期

▼一時預かり

❶認可保育園

❷認可外保育施設

❸ファミリー・

　サポート・センター

❹トワイライトステイ

▼一時預かり

❷認可外保育施設

❸ファミリー・

　サポート・センター

❺ショートステイ ❻病児保育※

※保育園等や小学校をお

　休みしているお子さん

　に限ります

番号 名　称 時間帯 受け入れ年齢 概　要
詳細

ページ

❶
一時

預かり

（認可保育園）

月～金：午前8時～午後4時

土：午前中（時間は園により

異なります）

生後6か月以上の

就学前児童

仕事や病気で家庭での保育ができない、少しの時

間リフレッシュしたいという場合などに、認可保育

園でお子さんを一時的にお預かりします。

P.2

❷
（認可外保育施

設）

施設ごとに異なります。

平日、休日、夜間も受け入れ

をしている施設があります。

施設により異なり

ますので、各施設

にご確認ください

仕事や病気で家庭での保育ができない、少しの時

間リフレッシュしたいという場合などに、認可外保

育施設でお子さんを一時的にお預かりします。

P.3

❸
ファミリー・サポート・

センター

平日、休日を問わず午前7時

から午後7時（早朝、夜間の

対応も場合によっては可）

おおむね生後6か

月～小学生

子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人

で助け合う会員組織で、送迎や預かりの支援を受

けることができます。

P.4

❹ トワイライトステイ

夜間：午後4時～10時のう

ち4時間以内

休日：午前8時～午後6時の

うち8時間以内（施設によ

り異なります）

2歳未満児／2歳

以上児（施設によ

り異なります）

保護者の夜間、休日の仕事などの場合、児童を一

時的に児童養護施設等でお預かりします。
P.5

❺ ショートステイ
平日、休日、夜間含め7日間

以内

2歳未満児／2歳

以上児（施設によ

り異なります）

保護者の病気・出産・冠婚葬祭などの場合、児童を

一時的に児童養護施設等でお預かりします。
P.5

❻ 病児保育
平日の昼間、土曜日の午前

中（施設により異なります）

おおむね生後6か

月～小学生（施設

により異なります）

病気やケガのため保育園等や小学校をお休みし

ているお子さんを、専用の保育室でお預かりし

ます。

P.6-7
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【定　　員】 1日5名程度

【保育時間】 月～金　概ね午前8時～午後4時

 ただし、初回は半日保育になります。

【利 用 料】 日額2,000円と給食費300円

 利用日に園へ直接納金

【利用方法】

①利用登録

　園で受付します。事前に親子でお越しください。

　認印と子どもさんの保険証を持参してください。

②予約方法

　希望月の前月1日（土日祝日除く）から、電話にて予約

が必要です。午前8時30分より受付します。

◉利用可能日数

１人あたり月１４日まで。ただし、申込状況により利用

日数が限られる場合があります。

◉給食・おやつ

在園の子どもたちと同じ献立で、給食費が別途必要

になります。アレルギー等については各園にご相談

ください。

◉利用のキャンセル

お子さんの体調不良等、やむを得ない理由がある場

合には予約をキャンセルすることができます。予約

施設にご連絡ください。

こんなときにご利用いただけます

●月に数日だけ仕事がある

●少しの時間リフレッシュしたい

●病院に行かなければならないが、子どもを連れていけない

●出産、傷病により家庭での保育が難しくなってしまった…

認定こども園や保育園の状況により、上記以外の園でも一時預かりを実施している場合がありますので、

お近くの施設へ直接お確かめください。

❶豊橋市に在住していること

❷認定こども園・保育園・幼稚園に入園していないこと

❸概ね生後６か月以上の就学前児童

❶認可保育園での一時預かり

次の条件をいずれも満たすお子さんが対象です

利用にあたってのお願い

所在地●植田町字池堀田68-1／TEL●25-2411

植田保育園

【定　　員】 1日5名程度

【保育時間】 原則、月～金　午前8時～午後4時

 　　  土曜日　午前8時～午後0時

【利 用 料】 日額2,000円と給食費300円（3歳未満児）

 　　　　　　　　　　280円（3歳以上児）

 利用月の利用最終日に園へ直接納金

【利用方法】

①利用登録

　園で受付しますので、事前連絡をお願いします。手続きの際

は、認印と子どもさんの保険証を持参してください。

②電話予約受付時間／午後0時30分～午後2時

●  4月～  6月分受付 3月15日  ●7月～9月分受付   6月15日

●10月～12月分受付 9月15日  ●1月～3月分受付 12月15日

※電話で予約できるのは1か月につき10日までです。行事等によりお受けでき

ない日があります。15日が土日祝日になった場合は次の日に電話受付します。

※受付は電話のみとなります。

所在地●往完町字郷社東34／TEL●32-3225

往完保育園

【定　　員】 1日5名程度

【保育時間】 原則、月～金　午前8時～午後4時

 　　  土曜日　午前8時～午後0時

【利 用 料】 日額2,000円と給食費250円

 利用月の利用最終日に園へ直接納金

【利用方法】

①利用登録

　登録手続きは園で行います。簡単な面接を行いますの

で、事前連絡をお願いします。手続きの際は、認印・子

どもさんの保険証を持参してください。

②予約方法

　利用希望月の前月1日（日祝除く）から電話にて予約が

必要です。午前9時より受付します。

※受付は電話のみとなります。

所在地●大岩町字境目5-1／TEL●41-5343

東山保育園

【定　　員】 1日5名程度

【保育時間】 原則、月～金　午前8時～午後4時

 　　  土曜日　午前8時～午後0時30分

【利 用 料】 日額2,000円と給食費252円

 利用月の利用最終日に園へ直接納金

【利用方法】

①利用登録

　登録手続きは園で行います。簡単な面接を行いますので、事前

連絡をお願いします。手続きの際は、子ども医療費受給者証・

母子健康手帳・認印を持参してください。

②予約方法

　利用希望月の前月1日（日祝除く）から電話にて予約が必要で

す。午前8時より受付します。

※受付は電話のみとなります。

所在地●松葉町三丁目8-3／TEL●53-1528

くるみ保育園

豊橋市こども未来部保育課／豊橋市今橋町1番地（東館2階）このページについての

お問い合わせ TEL●0532-51-2324  FAX●0532-56-5133  E-mail●hoiku@city.toyohashi.lg.jp
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　「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事等の認可を受けていな

い（認可保育園ではない）保育施設を総称して呼んでいます。

　大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、実際に園を訪問し、話を聞いたり施設の保育内容等を

よく確認することが大切です。

　企業主導の保育サービス等を提供する事業です。従業員のお子さんを保育する施設ですが、地域のお子さ

んの保育も行っています。運営費や施設整備について国から助成を受けており、認可保育園等と同等の水準

になるよう事業者が保育料を設定します。

❷認可外保育施設での一時預かり

豊橋市こども未来部保育課／豊橋市今橋町1番地（東館2階）このページについての

お問い合わせ TEL●0532-51-2324  FAX●0532-56-5133  E-mail●hoiku@city.toyohashi.lg.jp

◉認可外保育施設一覧

【企業主導型保育事業 地域枠】

　利用料金や申込方法をはじめとして、その運営や設備などについてはそれぞれの施設で異なりますので、直接施設へお

問い合わせください。

●区分欄について

　一時:一時預かりを中心とした施設です。

　入所:認定こども園・保育園・幼稚園と同じように、毎日登園して生活を送る施設です。

平成30年4月1日現在

区分 施設名 所在地 保育時間 電　話

一時
ちゃいるどルーム

やんちゃりか
向山大池町18-1 平日·土·日·祝／24時間 54·1780

一時 託児所みーくんち
新本町127-1

S1ビル２階
平日·土·日·祝／午前9時～翌朝6時 54·6556

一時 ばんびぃの
中郷町192

岩月ビル1階C号
平日·土·日·祝／午前6時～午後11時 33·2150

入所 クラウドナイン 柱六番町108-1 平日／午前8時30分～午後4時30分 48·5558

一時 保育ママ まみぃ 牧野町144 平日／午前8時～午後8時 47·3952

一時 保育ママ みるく 駒形町字丸山19
平日／午前8時～午後6時

  土  ／午前8時～午後5時30分
37·5208

一時 ※もりのほいくえん 老津町字池上106-2 平日／午前9時～午後3時 23·5181

一時
※ヤクルト

　花中保育ルーム
花中町54 平日·土／午前8時30分～午後3時 31·8960

一時
※ヤクルト

　弥生保育ルーム
弥生町中原16-2 平日·土／午前8時30分～午後3時 74·7711

一時
※ヤクルト

　二川宿保育ルーム
大岩町東郷内232 平日·土／午前8時30分～午後3時 74·8777

一時
※ヤクルト

　豊橋東保育ルーム
西小鷹野四丁目8-12 平日·土／午前8時30分～午後3時 74·7700

※印のついている施設は、事業所内保育施設です。事業所に勤める従業員のお子さんを保育する施設ですが、一般のお子さんの受入も行っています。

平成30年4月1日現在

区分 施設名 所在地 保育時間 電　話

入所

一時
ベビーキッズクラブ 飯村北二丁目11-7 平日·土·日·祝／午前8時～午後7時 64·3511

入所

一時
おひさまこども保育園 瓦町二丁目77 平日·土／午前7時30分～午後6時30分 61·8101
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❸ファミリー・サポート・センター

　子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい

人のネットワークを作り、お互いに助け合う会員

組織です。依頼会員からのご要望に応じて、事務

局が条件の合う援助会員を紹介、お繋ぎします。

●援助会員：市内在住で、子育てのお手伝いをし

たい方

●依頼会員：市内在住／在勤／在学で、子育ての

手助けをしてほしい方

　（対象となるお子さんは0歳から小学6年生までです）

　母親の出産は入園の基準に該当しますので、産前2か月と産

後8週間経過後の月末までの期間、入園することができます。入

園を希望する園に、まずは空き状況をお尋ねください。

　なお、豊橋市に住民票がないと入園できませんので、里帰り出

産する場合で上の子を入園させたい時は、認可外保育施設等の

ご利用をご案内しています。

こんなときに、援助を受けられます

●保育園、幼稚園、児童クラブ等への送り迎え

●園や学校等の始業前や終業後の時間の預かり

●お子さんが病気の回復期にあり症状が安定し

ている場合の預かり

●冠婚葬祭や他の子の学校行事の際の預かり

●買い物等外出する際の預かり　など

とよはしファミリー・サポート・センター／豊橋市前畑町115番地 豊橋市総合福祉センターあいトピア3階このページについての

お問い合わせ TEL●0532-56-7500  FAX●0532-56-7123

保育課／TEL●0532-51-2322　こども未来館／TEL●0532-21-5528

※援助会員と依頼会員の両方を兼ねることもできます

※会員登録には、センターが実施する講習会への参加が必

　要です

※1人・1時間あたり600～800円の利用料が発生します

※原則として援助会員の自宅で預かります

※原則として子どもの宿泊は行いません

事業概要

２人目以降の出産時に、上の子を一時的に保育園に預ける

ことができますか？

利用イメージ

利用時間

※条件の合う会員が見つかった場合は、上記以外の早朝・夜間も援助を受けることができます

平日、休日を問わず／午前7時～午後7時

Q

A

おしえて！Q&A

▼詳しい情報につきましては以下までご相談ください
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　保護者が仕事などでお子さんの保育ができない場合に、夜間、休日に限り児童を一時的に児童養護施設等

で預かります。

❹トワイライトステイ

❺ショートステイ

豊橋市こども未来部こども家族課／豊橋市今橋町1番地（東館2階）
このページについての

申し込み・
お問い合わせ TEL●0532-51-2320  FAX●0532-56-1705  E-mail●kodomokatei@city.toyohashi.lg.jp

●夜間（午後4時～10時のうち4時間以内）　　　 750円／日

●休日（午前8時～午後6時のうち8時間以内）　1,350円／日

利用料

※別途給食費等が必要です

●豊橋ひかり乳児院（２歳未満児） 電話６２-００１９

●豊橋若草育成園（２歳以上児） 電話６２-００１０

●豊橋平安寮（２歳以上児） 電話２５-２０２７

実施施設

利用にあたっては、こども家庭課（下記）への事前の申し込みが必要です

　保護者が病気や出産、冠婚葬祭などで保育ができない場合に、7日以内の期間に限り児童を児童養護施設

等で預かります。

●2歳未満児　5,350円／日

●２歳以上児　2,750円／日

利用料

●豊橋ひかり乳児院（２歳未満児） 電話６２-００１９

●豊橋若草育成園（２歳以上児） 電話６２-００１０

●豊橋平安寮（２歳以上児） 電話２５-２０２７

実施施設

利用にあたっては、こども家庭課（下記）への事前の申し込みが必要です

●7日以内

利用期間
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　病気やケガのため、保育園等や小学校をお休みしているお子さんを、専用の保育室でお預かりし、保育

と看護を行っています。

　市役所保育課または実施施設で登録をします。予防接種の履歴を記入しますので、母子健康手帳を

ご持参ください。

❻病児保育

豊橋市こども未来部保育課／豊橋市今橋町1番地（東館2階）このページについての

お問い合わせ TEL●0532-51-2316  FAX●0532-56-5133  E-mail●hoiku@city.toyohashi.lg.jp

利用前に登録（事前登録）します（緊急の場合は利用時に登録することもできます）。

次の条件をいずれも満たすお子さんが対象です

❶市内在住の保育園等に就園もしくは小学校に就学している児童

❷病気やけがの状態は安定しているが、まだ集団での生活が

　困難な児童

❸保護者の勤務等の都合により、家庭での保育が困難な児童

対象となるお子さん

1日 2,000円（食事代等は含みません）

利用料

１回の利用につき、原則として７日以内

利用期限

利用方法

登 録

　定員に空きがあれば、当日の予約も受け付けます。予約をキャンセルする場合は、早めに予約をした

実施施設にご連絡ください。 

診察終了後、仮予約した実施施設に正式予約します。予 約

　すこやか診療所をご利用の場合は、すでに受診済みですので「医師連絡票」は不要です。急な症状の

変化や利用当日の健康状態により、実施施設の判断で利用をお断りすることもあります。

医師に記入してもらった「医師連絡票」を持参し、病児保育を利用します。利 用

　利用料は、翌月に利用月分をまとめた納付書を送りますので、豊橋市内にある金融機関でお支払いください。

納付書が届いたら、利用料の支払いをします。支払い

　施設によって病名や感染症の種類、病気の状態、定員により利用できない場合があります。

原則、前日までに利用したい実施施設に空き状況を確認し仮予約します。

その際、持ち物も確認してください。
仮予約

　子ども医療費受給者証を提示していただければ無料です。「医師連絡票」は、市のホームページ

（http://www.city.toyohashi.lg.jp/17966.htm）からダウンロードできます。

　または、市役所保育課・実施施設・保育園等にあります。病児保育室利用日当日は、お子さんの症状を詳

しく聞き取りますので、余裕をもってお越しください。また、利用中に受け入れ時より症状が悪化した場合

には、早めにお迎えをお願いすることがありますので、いつでも連絡がとれるようにしておいてください。

「医師連絡票」を持参し、かかりつけ医を受診します。病児保育の利用が可能と診断された

場合は、医師に記入してもらいます。利用したい実施施設がすこやか診療所の場合は、すこ

やか診療所で受診してください。   

受 診

※ 減免制度があります。

※ 昼食等は持参してください。
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※原則、前日までにすこやか診療所を受診してください。

  9：00～12：30

15：00～18：30

※受付終了は診療時間の15分前です。

すこやか診療所

豊橋市朝丘町132番地

1日　3人

おおむね6か月以上から小学校6年生までの児童

月～金曜日　午前8時30分～午後5時30分

　　土曜日　午前8時30分～午後0時30分（日・祝日・年末年始・お盆を除く）

69-3711場　　所

定　　員

受入年齢

利用日時

電　　話

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×

◯ ◯ ◯ × ◯ × ×

※受け入れが可能な症状等については、直接ご連絡ください。

※かかりつけ医を受診して「医師連絡票」に記入してもらってください。

※豊橋市民病院診療棟・病棟からは入室できません（敷地西側の入口に案内看板があります）。

豊橋市民病院院内保育所「あおたけ」

豊橋市青竹町字八間西50番地

1日　2人（うち、1人は病院職員用となりますが、当日は空き状況により2人

まで受け入れが可能です。）

おおむね6か月以上から就学前までの児童

月～土曜日　午前8時00分～午後6時00分（日・祝日・年末年始を除く）

33-6328場　　所

定　　員

受入年齢

利用日時

電　　話

※かかりつけ医を受診して「医師連絡票」に記入してもらってください。　　

※受け入れが可能な症状等については、直接ご連絡ください。

　（おおむね急性期を過ぎた症状の児童を対象とします。）

こじかこども園病児保育室

豊橋市植田町字一本木116の151

1日　3人

おおむね6か月以上から小学校6年生までの児童

月～土曜日　午前8時00分～午後6時00分（日・祝日・年末年始を除く）

25-0528場　　所

定　　員

受入年齢

利用日時

電　　話

◉病児保育実施施設一覧
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