
施設名 所在地 電話番号 受入年齢 保育時間
夜間保育所あいいく 本町1-1-1 222-2171 4か月～ 月～金の9:00～18:00

のぞみ保育園 富士見1-6-10 223-2229 離乳食完了後～

よつば保育園 四谷上町14-8 288-4289
概ね1歳～

緊急時6か月～相談

かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 246-7510 6か月～
出来野ルーテル保育園 出来野6-7 201-1146 離乳食完了後～

あすいく保育園 日進町22-14 221-1015 10か月～

京町いづみ保育園 京町3-26-1 322-3811 離乳食完了後～

西大島ルーテル保育園 大島１-24-12 280-6222 概ね1歳～

桜本保育園（★） 桜本1-9-6 288-2545 5か月～

境町パイナップル保育園 境町11-19 222-8686 5か月～ 月～金の9:00～17:30

新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 223-8818 5か月～

大師駅前ひよこ保育園 川中島1-21-4 266-1450 5か月～

小田さくら保育園 小田3-17-3 280-7922 5か月～
ＹＭＣＡかわさき保育園 大宮町26-3-3-102 520-1825 離乳食完了後～

どりーむ保育園 北加瀬1-31-5 580-3020 概ね1歳～

つくし保育園 戸手本町2-420-1 223-7531 概ね1歳～
ふくじゅ保育園 鹿島田1-21-8 201-8080 離乳食完了後～

かわの風保育園 戸手2-12-10 542-8133 6か月～
どりーむ東小倉保育園 東小倉2-36 542-7885 概ね1歳～

保育園リエッタ 南幸町2-9　2・3階 541-9885 概ね1歳～ 月～金の９:00～18:00

ひよし保育園 南加瀬2-9-20 588-3555 概ね1歳～ 月～金の8:30～17:00

小向さくら保育園 小向西町3-52-3 511-6555 5か月～ 月～金の9:00～17:30

幸いづみ保育園 南幸町3-149-3 542-5696 5か月～

新川崎みらいのそら保育園 北加瀬1-11-4 589-5588 5か月～

長寿保育園 井田中ノ町12-20 777-5403 10か月～ 月～金の9:00～17:30

すみれ保育園 木月住吉町1-12 430-5544 6か月～

多摩保育園 上丸子山王町2-1337 411-1122 6か月～

木月保育園（◆） 木月4-42-14 433-1958 10か月～ 月～金の8:30～17:30

南平間保育園 上平間1183 511-0010 離乳食完了後～

ももの里保育園 宮内2-26-40 753-2980 概ね1歳～

せせらぎ保育園 新城1-14-7 752-6892 概ね1歳～
長幼会玉川保育園（★） 北谷町61 555-1778 6か月～

けいわ会上小田中保育園 上小田中1-28-25 982-9215 7か月～
まんまる保育園（★） 上小田中1-29-20 920-9700 概ね1歳～

みやうち保育園 宮内4-13-14 982-3266 5か月～

武蔵小杉おおぞら保育園 今井西町11-12 299-8889 5か月～
木月ほほえみ保育園 木月4-14-5 948-4483 10か月～ 月～金の8:30～17:30

みぞのくち保育園 溝口4-19-2 811-5081 6か月～

緑の杜保育園 下作延2-6-3 866-6914 概ね1歳～
たちばな中央保育園 千年1300 753-2525 6か月～

ＹＭＣＡたかつ保育園 溝口1-19-1 281-7833 離乳食完了後～

すこやか溝口保育園 溝口2-31-1 543-8120 10か月～
すこやか高津保育園 二子5-1-5 833-8862 10か月～

末長こぐま保育園 末長1289-3 948-6615 6か月～

このはな保育園 久地1-19-8 811-8550 10か月～
うめのき保育園 久地3-13-1 829-1830 離乳食完了後～

子母口わかば保育園 子母口378 755-2271 離乳食完了後～

すこやか諏訪保育園 諏訪3-20-15 712-5496 10か月～
野川ほのぼの保育園 野川3906-4 750-8600 5か月～

保育園ゆいまあむ 末永2-15-6 948-6300 5か月～

こどものいえもも保育園 馬絹1899-5 860-2415 10か月～
さぎ沼なごみ保育園 土橋3-1-6 871-7538 10か月～

たつのこのはら保育園 土橋4-7-1 920-9200 概ね1歳～
宮前平保育園 宮前平2-11-6 854-4855 5か月～

もものか保育園 馬絹1993-1 860-2781 概ね1歳～

西有馬おひさま保育園 有馬1-8-6 855-2525 5か月～
すきっぷ保育園（★） 宮崎2-1-1　2階 877-6215 概ね1歳～
グリーンフォレスト神木保育園（★◆） 神木本町2-5-5 871-7010 5か月～ 月～金の8:30～17:30

ティンクルくぬぎ坂保育園 野川1483-1 920-9611 5か月～ 月～金の8:30～17:00

健爽学園ゆりかご幼稚園 犬蔵1-19-16 977-1623 1歳～ 月～金の8:30～17:30

宮前空翠保育園 土橋1-2-3 855-8820 5か月～ 月～金の8:30～17:00

西しゅくマーノ保育園 宿河原2-19-6 933-1152 離乳食完了後～
ひばり保育園 宿河原6-46-6 811-1255 概ね1歳～

星の子愛児園 菅稲田堤1-17-25 944-8181 6か月～

なのはな保育園 登戸2249-1 930-1261 離乳食完了後～
ハグミー・ナーサリー 中野島3-15-15 935-6788 概ね1歳～

中野島フレンズ保育園（◆） 布田18-25 944-9288 離乳食完了後～

三田かしのみ保育園 三田1-18-3 932-2111 概ね1歳～
保育園アリス宿河原 宿河原3-13-9 455-5211 5か月～

菅の子保育園 菅稲田堤1-3-16 945-2333 5か月～

あさのみ保育園 上麻生3-22-4 969-5403 概ね1歳～ 月～金の8:30～17:00

柿生保育園 上麻生5-23-1 988-1453 概ね1歳～ 月～金の9:00～17:00

はるひ野保育園 はるひ野2-7-1 281-8787 概ね8か月～

白鳥保育園 白鳥1-17-2 987-8206 概ね1歳～

くろかわのぞみ保育園 はるひ野4-7-1 819-7481 概ね1歳～
すぎのこ保育園 岡上71-3 712-0111 概ね1歳～ 月～金の9:00～17:00

至誠館ゆりがおか保育園 百合丘1-18-3 966-5858 6か月～

はじめの一歩保育園 上麻生7-41-5 981-5105 概ね1歳～
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一時保育、病児・病後児保育事業の制度の御案内  

■一時保育事業

保護者が週３日以内の就労や就学、病気や冠婚葬祭などのため、お子さんを家庭で保育できない場合に、 

一時的に、保護者に代わって保育をする制度です。 

(１) 実施施設 

※表中の(★)は、記載以外に保育時間の延長を行っている施設です。(◆)は土曜保育を行っている施設です。延長時間、延長時の料金等、 

詳細は各園にお問合せください。 

※平成３０年10月から、新たに保育園川崎ベアーズ（川崎区大島上町22-12 ℡589-7545）、川崎たちばな保育園 

（高津区向ヶ丘1-3 ℡789-9710）の２施設で一時保育を実施しています、詳細は各園にお問合せください。 



 (２) 利用条件 

ア 保護者が週２～３日の就労や就学などを行っている場合(非定型的保育／週２～３日) 

イ 保護者が週１日程度の就労や就学などを行っている場合(緊急・一時保育／週1日程度) 

ウ 保護者が病気になったり、冠婚葬祭などに緊急に参加したりしなければならなくなった場合(緊急・一時保育／連続

して14日まで) 

エ 保護者が育児などに伴う心理的・肉体的負担の解消などを図る必要があると認められた場合(緊急・一時保育／連続

して14日まで) 

(３) 利用定員 

非定型的保育 1日10人くらいまで  緊急・一時保育 1日2人くらいまで 

(４)利用料金（平成３１年４月から） 

 (５) 申込方法 

各保育所に、お申し込みください。なお、希望者が多く利用することができない場合もありますのであらかじめご了

承ください。ご不明な点は川崎市こども未来局子育て推進部保育課(044-200-3709)までお問合せください。 

■病児・病後児保育事業 

お子さんを保育所などに入所させているものの、お子さんが病気の回復期に至らない、又は回復期にあり、通常
の保育所などでの保育が困難な時に、ご利用いただく制度です。 

(１) 対象児童 
  川崎市内在住の方で、認可保育所、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設を利用している児童 

  ※地域型保育事業とは小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業をいいます。 

  ※認可保育所の一時保育を利用している方、認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用している方も含みます。 

(２) 利用方法 
利用にあたり、まず各施設において、事前の利用の登録を行う必要があります。ただし、緊急の場合は当日の登録でも

構いません。お子さんが病気等で利用が必要となった場合は、各施設へ電話で予約をし、かかりつけの医師が記載した

「主治医指示書」をご持参ください。 

また、予約後の病状回復等により、キャンセルする場合はできるかぎり速やかにお願いします。 

  ※「主治医指示書」が、かかりつけの医療機関に無い場合は当該医療機関あてに送りますので、各施設にご相談ください。 

 ※お子さんの病名・症状によっては、お預かりできない場合や隔離室で保育する場合がありますので予約の際にお子さんの病状等を

説明してください。 

(３) 病児・病後児施設一覧（平成30年9月現在） 
施設名 所在地 電話番号 利用定員 病児／病後児

エンゼル川崎 川崎区藤崎1-1-3 201-6937 
12人(感染症児のための 

隔離室2室あり) 
病児保育 

エンゼル幸 幸区柳町55-3 555-6741 
8人(感染症児のための 

隔離室1室あり) 
病後児保育 

エンゼル中原 中原区新城3-5-１ 872-9137 
12人(感染症児のための 

隔離室2室あり) 
病児保育 

エンゼル高津 高津区二子5-1-5 833-8872 
12人(感染症児のための 

隔離室2室あり) 
病後児保育 

エンゼル宮前 宮前区土橋7-25-15 789-9117 
12人(感染症児のための 

隔離室2室あり) 
病児保育 

エンゼル多摩 多摩区中野島3-15-10 922-8724 
12人(感染症児のための 

隔離室2室あり) 
病後児保育 

エンゼル麻生 麻生区栗木台1-2-5 455-5473 
12人(感染症児のための 

隔離室2室あり) 
病児保育 

※病児保育…… 病状の急変が認められない、病初期からお預かりします。 

    ※病後児保育… 病気の回復期からお預かりします。 

(４)利用料金（平成３１年４月から） 

(５) 開所日及び保育時間 
保育時間(利用時間) 月曜日～金曜日 8：００～１８:００(土、日、祝日、年末年始はお休みです。) 


