
育児支援・家事援助
　お子さんを預けたいとき　
　子育て中の家庭で、保護者がさまざまな事情でお子さんを預けたいとき、援助を必要とすると
きに利用できるサービスです。
　受付時間は、特に記載のないものは、月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）8：30～17：00
　問合先の（★）は区役所3階子ども総合相談窓口（P.77）内にあります。

 保育園・認定こども園・地域型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、  
 事業所内保育事業）・認証保育所・定期利用保育事業 

入園相談担当　☎3228-8960　℻3228-5667問

地域子ども施設調整担当　☎3228-5603　℻3228-5620問

子育てサービス担当（★）　☎3228-5612　℻3228-5657問

　保護者が就労などの理由で保育できない場合にお子さんをお預かりします。
　乳児の受入月齢は、受入施設により異なりますので、詳細は担当へご確認ください。P.42参照
　認証保育所・定期利用保育事業の入園については、直接施設にお問い合わせください。
【対象年齢】 生後57日～未就学児（受入月齢は、受入施設により異なります）
【受　　付】 子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター　各地域事務所

 学童クラブ 

　保護者が就労などの理由で放課後の保護ができない場合にお子さんをお預かりします。P.58参照
【対象年齢】 小学生
【受　　付】 子ども総合相談窓口　各学童クラブ

 一時保育 

　区内在住の生後57日～小学校就学前までのお子さんを日中お預かりします。
◉一時保育
　 　家庭で育児をしている保護者が育児疲れ、就職活動などで日中世話ができない場合、一時保
育実施園でお子さんを一時的に預かります。
　【対象年齢】 生後57日～未就学児（受入月齢は、施設により異なります）
　【利用料金】 600円／時間、給食・おやつ別料金
　【制 限 等】 月5回まで
　【受　　付】 事前登録必要　子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター  

※私立保育園については直接当該園へ

　首がすわってきたら、「ぎ
っこんばったん」と赤ちゃ
んと一緒にからだ全体を使
ったシーソーゲームで
遊んでみよう。

ぎっこんばったん
赤ちゃんと遊ぼう

子育て    コラム
赤ちゃんにとって遊びは
コミュニケーション！

たっち
の時期
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◉短期特例保育
　 　家庭で育児をしている保護者が、病気、出産等で入院、家族の入院付き添いなどで日中世話
ができない場合、一時保育実施園でお子さんを一時的に預かります。
　【対象年齢】 生後57日～未就学児（受入月齢は、施設により異なります）
　【利用料金】 0～1,200円／日（所得に応じて）、給食・おやつ別料金
　【制 限 等】 1か月以内
　【受　　付】 子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター
◉休日保育
　 　12／29～1／3を除く全休祝日に、保護者が就労、親族の介護・看護、その他の事情で家庭で
の保育が困難な場合に、日中お子さんを打越保育園でお預かりします。
　【対象年齢】 満1歳～未就学児（※）
　　　　　　※ 区内在住で、認可保育所、認証保育所、認定こども園、地域型保育事業に在籍して

いる場合、生後8か月以上で利用可。
　　　　　　※区内在住で、保育園等に在籍していない場合、満1歳以上
　　　　　　※区外在住で、区内の認可保育所に在籍している場合、生後8か月以上で利用可
　【利用料金】 3,000円／日
　【受　　付】 事前登録　子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター  

利用申請　打越保育園　（☎3387-5117）

 トワイライトステイ 

　保護者が夜間に仕事、病気などでご家庭でお子さんの保育ができないとき、17：00～22：00
の間お預かりします。
【対象年齢】 3歳児～小学校6年生
【利用料金】 2,000円／日　保育園・学童クラブへのお迎えサービスは1回500円
【制 限 等】 月5回まで
【受　　付】 事前登録　子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター  

利用申請　さつき寮　（☎3381-6262）

子育てサービス担当（★）　☎3228-5612　℻3228-5657問

 子どもショートステイ 

　保護者が入院・出産・親族の看護等でお子さんの世話ができないとき、以下の施設等で宿泊に
よりお預かりします。
①聖オディリアホーム乳児院…0～3歳未満児　②さつき寮…3歳児～中学生　③協力家庭宅…
3歳児～18歳未満
【対象年齢】0歳児～18歳未満
【利用料金】 ①聖オディリアホーム乳児院　0～2,200円　②さつき寮　0～5,000円  

③協力家庭宅　0～3,000円（①②③とも所得に応じて）
【制 限 等】 ①聖オディリアホーム乳児院　1回につき7日まで　②さつき寮　1回につき11日まで

③協力家庭宅　1回につき3日まで（①②③あわせて年間合計62日まで）
【受　　付】 子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター　利用希望の3日前までに  

※協力家庭宅…子ども総合相談窓口　利用希望の7日前までに

子育てサービス担当（★）　☎3228-5612　℻3228-5657問
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 年末保育 

　保護者が就労等で病児の保育ができない場合（※）や急な残業時等の緊急時の預かり。会員登録
後、特別援助活動の利用手続が必要。預かりの実施場所は原則として利用会員の自宅で行います。
（※）お子さんが受診済みで、医師から在宅での保育が可能と診断されていること
【対象年齢】 病児の預かり…生後6か月～小学校6年生　その他緊急時の預かり…0歳～18歳
【利用料金】 年会費3,000円　1,200円／時間
【制 限 等】 保護者が就労のため、保育できない場合に限る  

※保護者が共に就労している世帯が対象
【受　　付】 社会福祉協議会中野区ファミリー・サポート事業  

月～土曜日（第3月曜、祝日、年末年始を除く）　8：30～18：00

　保育園幼稚園学童クラブなどの送迎。保護者の外出時などの一時的な預かり。預かりの実施場
所は、原則として協力会員の自宅で行います。
【対象年齢】 0歳児～18歳
【利用料金】 月～金曜日　800円／時間　土日祝日年末年始　1,000円／時間
【受　　付】 社会福祉協議会中野区ファミリー・サポート事業  

月～土曜日（第3月曜、祝日、年末年始を除く）　8：30～18：00
◉ 特別援助活動

☎5380-0752　℻5380-6027問

☎5380-0752　℻5380-6027問

　12／29～30に、保護者が就労、親族の介護・看護、その他の事情で家庭での保育が困難な場合
に、日中お子さんを認可保育園等でお預かりします。
【対象年齢】 満1歳～未就学児（※）
　　　　　※ 区内在住で、認可保育園、認証保育所、認定こども園、地域型保育事業に在籍してい

る場合、生後8か月以上で利用可。
　　　　　※区内在住で、保育園等に在籍していない場合、満1歳以上
　　　　　※区外在住で、区内の認可保育園に在籍している場合、生後8か月以上で利用可
【利用料金】 3,000円／日
【受　　付】 年末保育実施園及び申込みについては毎年11月頃区報等でお知らせします

 中野区ファミリー・サポート事業 （中野5-68-7 スマイルなかの3階）
　区内在住の0歳から18歳までのお子さんの子育ての援助を受けたい方（利用会員）と、それを
援助したい方（協力会員）がそれぞれ会員となり、仕事や用事でお子さんの世話ができないとき
に、利用したい旨申込むと、協力会員が預かりや保育園の送迎などをお手伝いします。事前に中
野区ファミリー・サポート事業登録講習会で会員登録が必要です。
◉ 一般援助活動

子育てサービス担当（★）　☎3228-5612　℻3228-5657問

 病児・病後児保育 

　お子さんが病気回復期または回復期に至らない状態のため集団保育が困難であるが、保護者が
就労、病気・出産、家族の介護・看護によりお子さんの保育ができないとき、日中お預かりします。
①病児（回復期に至らない）…総合東京病院
②病後児（回復期）…区立仲町保育園（病後児保育専用室）、聖オディリアホーム乳児院
【対象年齢】 ①病児…満1歳～未就学児　②病後児…生後6か月～未就学児
【利用料金】 0～2,000円／日（所得に応じて）
【制 限 等】 1回の申請で7日以内
【受　　付】 事前登録　子ども総合相談窓口　各すこやか福祉センター  

利用申請　 ①総合東京病院　☎3387-5421  
②区立仲町保育園（病後児保育専用室）　☎5937-3540  
　聖オディリアホーム乳児院　☎5971-8071

子育てサービス担当（★）　☎3228-5612　℻3228-5657問
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　乳幼児の一時預かりの活動をしている自主グループです。活動内容、預かりの時間、場所等詳
細は、直接グループまでお問い合わせください。
 （平成30年7月現在）

 自主グループによる一時預かり 

対象年齢・内容・利用料金・制限等 問合先

オアシス
なべよこ

【対象年齢】特になし
【内　　容】 原則として依頼者の家で保育時間等はお問

い合わせください。
【利用料金】500円／時間

月・水・金曜日（祝日12／29～1／3除く）
10：00～12：00
鍋横区民活動センター内
オアシスなべよこ
☎3383-2731

ままサポ
【対象年齢】生後6か月～4歳未満
【内　　容】朝日が丘児童館、弥生児童館
　　　　　10：00～13：00（8月お休み）
【利用料金】500円／回

やよいYYネット
篠崎淑子
☎3373-3933

昭和キッズ
ルーム

【対象年齢】生後3か月～4歳未満
【内　　容】毎月第2木曜日10：00～12：45
　　　　　（8月お休み）文園児童館
【利用料金】 500円／回（きょうだい　400円／回※保険

代として）

山川ひろみ
☎3385-0282
申込みは文園児童館
☎3367-8106

あいサポ
【対象年齢】生後4か月～4歳未満
【内　　容】毎月第2火曜日10：00～13：00
　　　　　（8月お休み）鷺宮児童館
【利用料金】500円／回

さぎのみや・あいあいサポート
中田あき子
☎3336-9090

にこにこ
ママの会

【対象年齢】1か月～6か月
【内　　容】 中部すこやか福祉センター2F集団指導室
　　　　　毎月第4、または第3火曜日13：30～16：30
【利用料金】1,000円／回

○にこにこママの会
　鈴木喜久
　☎090-2451-0234
○中部すこやか福祉センター（問い合わせ）
　☎3367-7788

 家事や育児の援助サービスを利用したいとき 

　・利用会員として事前登録
　・利用内容により、協力会員（援助をしてくれる方）を紹介
　・家事援助サービス、介護・保育サービス有
【対　　象】 区内在住で産前産後の体調不良等により家事や育児等の援助を必要とする方
【利用料金】 年会費　3,000円
　　　　　家事援助サービス　800円／時間
　　　　　介護・育児サービス　1,000円／時間
【制　限　等】 主に産前産後の方
【受　　付】 社会福祉協議会ほほえみサービス事業  

月～土曜日（第3月曜、祝日、年末年始を除く）　8：30～17：00

◉シルバー人材センター（中央2-22-10-101）

　暮らしの中の必要な場面に応じ、男性・女性それぞれに経験豊かな登録会員（援助してくれる
方）を紹介。育児支援の相談もお受けしています。
【対　　象】 区内在住で家事育児等の援助を必要とする方
【利用料金】 家事援助サービス　1,067円～／時間
　　　　　育児支援サービス　1,188円～／時間
【受　　付】 中野区シルバー人材センター
　　　　　月～金曜日（祝日年末年始を除く）　9：00～17：00

◉ほほえみサービス（中野5-68-7　スマイルなかの3階）
☎5380-0753　℻5380-6027　※土曜日は相談のみ受付問

☎3366-7971　℻3366-7998問
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	１８１０中野区2(KG)行政最終（作業用）



