
岐阜県内における病児・病後児保育の実施施設一覧（令和4年4月１日現在）

市町村

名
実施施設名

病

児

病

後

児

体

調

不

良

児

住所 電話番号 利用方法
定

員
利用可能時間 利用料 市町村担当課

設置市町村以外で

広域利用できる市町村
備考

福富医院

すずらん病児保育園
○ 岐阜市安食1-87-1 058-238-8555 施設へ直接申込 18

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～17:00
1日2,000円

河村病院

病児保育園「クララ」
○ 岐阜市芥見大般若1-84 058-241-3311 施設へ直接申込 6

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～17:00
1日2,000円

小牧内科クリニック

病児保育園「ピノキオ」
○ 岐阜市昭和町2-11 058-215-0101 施設へ直接申込 12

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～16:30
1日2,000円

山田病院

病児・病後児保育園「ミッキー」
○ 岐阜市寺田7-98-1 058-255-1221 施設へ直接申込 6

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～18:00
1日2,000円

矢嶋小児科

病児病後児保育室「うりぼう」
○ 岐阜市日野南7-10-7 058-214-7077 施設へ直接申込 6

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～16:00
1日2,000円

世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック

病児保育園「セカモゲ」
○ 岐阜市六条南2-8-20 058-216-3745 施設へ直接申込 10

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～17:00

祝日 8:00～18:00

1日2,000円

操健康クリニック

病児・病後児保育園「パンダのしっぽ」
○

岐阜市薮田南１丁目4-20

（西館６階）
070-1683-3003 施設へ直接申込 6

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～16:00
1日2,000円

大垣市
児玉レディスクリニック

病児保育室「Peek-A-Boo（ピーカブー）」
○ 大垣市高砂町1-31 0584-82-1155 施設へ直接申込 4

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～12:30
１日2,000円

保育課

0584-47-7096

①岐阜市、②羽島市、

③海津町、④垂井町、

⑤養老町、⑥北方町、

⑦揖斐川町　計７市町

高山市 病児保育室プティそれいゆ ○

高山市昭和町2-85-1　レ

ザミひだメディケアガー

デン南棟2階

0577-35-2525
市役所にて登録後、

施設へ直接申込
12 平日 8:00～18:00

１日2,000円

（5時間以内1,000円）

子育て支援課

0577-35-3140
―

ボコデコキッズ ○ 多治見市太平町3-53-1 0572-21-4800 施設へ直接申込 2
平日 9:00～18:00

土曜 9:00～11:30
１時間1,000円

駅前キッズ　ほっとママ ○ 多治見市栄町2-24 0572-25-5280 施設へ直接申込 12
平日 9:00～18:00

土曜 9:00～11:30
１時間1,000円

関中央病院

くるみ保育所
○ 関市平成通2-6-18 0575-22-0012

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
2

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～12:30

平日 2,000円

土曜日　1,000円

昼食・おやつ代別

途必要

中濃厚生病院

病児・病後児保育室「はもみん」
○ 関市若草通5丁目1番地 0575-22-2211

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
4 平日 8:00～18:00 １日2,000円

昼食・おやつ代別

途必要

中津川市 中津川市病児保育所「くりっこハウス」 ○
中津川市駒場1522-1　中

津川市民病院内
090-1278-3355

施設または市役所に

て登録後、施設へ直

接申込

3 平日 8:00～18:00
４時間未満1,000円

４時間超2,000円

子ども家庭課

 0573-66-1111
―

美濃市 美濃病院　病児保育室 ○ 美濃市中央4丁目3番地 0575-33-1221

市役所にて登録後、

施設または市役所へ

申込

3 平日 8:00～18:00 1日2,000円
福祉子ども課

0575-33-1122

①岐阜市、②関市、

③各務原市　計３市
昼食代300円/日

子ども保育課

058-214-7826

子ども支援課

0572-22-1111

子ども家庭課

0575-23-7733

実施形態

関市

多治見市

岐阜市

①羽島市、②各務原市、

③山県市、④瑞穂市、

⑤本巣市、⑥岐南町、

⑦笠松町、⑧北方町、

⑨大垣市、⑩神戸町、

⑪安八町、⑫揖斐川町、

⑬池田町、⑭大野町、

⑮関市、⑯美濃市、

⑰美濃加茂市、⑱海津市

計18市町

―

①岐阜市、②美濃市、

③羽島市、④美濃加茂市、

⑤各務原市、⑥可児市、

⑦山県市、⑧坂祝町、

⑨富加町　計９市町



岐阜県内における病児・病後児保育の実施施設一覧（令和4年4月１日現在）
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瑞浪市
東濃厚生病院

みずなみ病児・病後児保育所
○ 瑞浪市寺河戸町1049-1 0572-68-4111

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
2 平日 8:00～18:00 １日2,000円

子育て支援室

0572-68-2114
①土岐市 昼食代300円/日

羽島市 病児保育室　かみなりくん ○ 羽島市正木町坂丸2-95 058-394-0112 施設へ直接申込 4
平日 8:30～17:30

土曜 8:30～11:30
１日2,000円

子育て・健幸課

058-392-1111

①岐阜市、②大垣市、

③海津市、④岐南町、

⑤笠松町、⑥養老町、

⑦輪之内町、⑧安八町、

⑨関市、⑩瑞穂市

計10市町

同一日に同一世帯

の者が2人以上利

用する場合は、2

人目以降1人当た

り日額1,000円

恵那市 恵那市病児保育所 ○ 恵那市大井町2725番地 0573-25-1144
市役所にて登録後、

施設へ直接申込
3 平日 8:00～18:00

４時間未満1,000円

４時間超2,000円

子育て支援課

 0573-26-2111
―

病児預かりは生後

８か月から

木沢記念病院

病児・病後児保育園「プーさんの部屋」
○

美濃加茂市健康のまち１

丁目７番地
0574-66-1357

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
4

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～17:00
１日2,000円

太田病院

病児保育室「たんぽぽ」
○

美濃加茂市太田町2817番

地1
0574-28-1225

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
3

平日 8:00～18:30

土曜 8:00～17:00
１日2,000円

認定こども園たから幼稚園 ○
美濃加茂市太田町1735番

地
0574-26-3622 通園児童のみ利用可能 1 平日 7:30～18:30 無料

蜂友学舎保育園 ○
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋

4469番地1
0574-42-6061 通園児童のみ利用可能 2 平日 7:30～19:00 無料

加茂学園 ○
美濃加茂市太田町4211番

地1
0574-25-2226 通園児童のみ利用可能 2 平日 7:30～19:00 無料

りんご保育園まきの ○
美濃加茂市牧野１932-74

2F
0574-27-5017 通園児童のみ利用可能 2 平日 8:30～17:30 無料

りんご保育園にしまち ○ 美濃加茂市西町2丁目266 0574-58-7555 通園児童のみ利用可能 2 平日 8:30～17:30 無料

各務原市
東海中央病院

病児・病後児保育園「こあら」
○

各務原市蘇原東島4丁目6

番地2
058-322-3567

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
6 平日 8:00～18：00 1日2,000円

子育て応援課

058-383-1111

①美濃加茂市、

②美濃市、③瑞穂市、

④関市、⑤岐阜市、

⑥岐南町、⑦笠松町、

⑧坂祝町、⑨可児市、

⑩山県市　計10市町

昼食代300円/日

可児さくら保育園 ○ 可児市広見1352-2 0574-62-6688 施設へ直接申込 3
平日 8:00～18:00

土曜 8:00～17:30

保育所在園児300円

その他の児童2,000円
昼食代400円/日

梶の木保育園 ○ 可児市川合220-2 0574-60-0667 施設へ直接申込 2
月火水金 8:00～19:30

木土 8:00～13:00

5時間以内1,000円

5時間超2,000円
食事代400円/日

りんご保育園にしかに ○ 可児市帷子新町2丁目41 0574-66-2818 通園児童のみ利用可能 2 月～金 8:30～17:30 無料 ―

山県市 病児保育「おひさま」 ○ 山県市高木933 0581-23-2030 施設へ直接申込 5 平日 8:30～17:30 1日2,000円
子育て支援課

0581-22-6839

①岐阜市、②関市、

③各務原市　計３市

―

子育て支援課

 0574-66-1380

こども未来課

 0574-28-1131

こども課

0574-62-1111
可児市

美濃加茂市

①美濃加茂市、②関市、

③各務原市　計３市

それ以外の市町村でも居

住地の地町村が認めた場

合利用可

①岐阜市、②各務原市、

③関市、④坂祝町、

⑤可児市、⑥八百津町

計６市町



岐阜県内における病児・病後児保育の実施施設一覧（令和4年4月１日現在）
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増島保育園 ○ 飛騨市古川町是重123番地 0577-73-2553 通園児童のみ利用可能 5 平日 8:00～17:00 無料

病児・病後児保育室「む～みん」 ○
飛騨市古川町杉崎597番地

1
0577-73-2323

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
4 平日 8:30～17:30

5時間以内1,000円

5時間超2,000円

病児保育「たんぽぽキッズ」 ○
飛騨市神岡町東町690番地

1
0578-82-6530

市役所にて登録後、

施設へ直接申込
3 平日 8:30～17:30

5時間以内1,000円

5時間超2,000円

国保白鳥病院 ○
郡上市白鳥町為真1205番

地１
0575-82-3131 施設へ直接申込 4 平日 8:00～18:00 １日2,000円

郡上市民病院 ○ 郡上市八幡町島谷1261 0575-67-1611 施設へ直接申込 4 平日 8:00～18:00 １日2,000円

かなやまこども園 ○
下呂市金山町金山2301番

地3
0576-32-2373 通園児童のみ利用可能 2

平日 7:00～18:30

土曜 7:00～18:30
無料

みなみこども園 ○
下呂市萩原町萩原600番地

1
0576-74-1717 通園児童のみ利用可能 2

平日 7:00～18:30

土曜 7:00～18:30
無料

おさかこども園 ○
下呂市小坂町大島622番地

1
0576-52-2560 通園児童のみ利用可能 2

平日 7:00～18:30

土曜 7:00～18:30
無料

わかばこども園 ○ 下呂市小川1048番地1 0576-25-2333 通園児童のみ利用可能 2
平日 7:00～18:30

土曜 7:00～18:30
無料

たけはらこども園 ○ 下呂市乗政1005番地1 0576-62-2204 通園児童のみ利用可能 2
平日 7:00～18:30

土曜 7:00～18:30
無料

きたこども園 ○ 下呂市荻原町野上768番地 0576-55-0322 通園児童のみ利用可能 2
平日 7:00～18:30

土曜 7:00～18:30
無料

荻原北醫院　託児所「ししのこ」 ○ 下呂市荻原町羽根44-4 0576-26-2044 通園児童のみ利用可能 2
月火水金 8:30～19:00

木土 8:30～12:00
無料

海津市 こまの認定こども園 ○ 海津市南濃町駒野467 0584-55-0416 施設へ直接申込 3 平日 8:00～19:00

8:00～17:00

４時間以内1,000円

４時間超2,000円

17:00～19:00

1,000円／１時間

こども未来課

0584-53-1526

①岐阜市、②大垣市、

③羽島市、④瑞穂市、

⑤北方町、⑥養老町、

⑦輪之内町　計７市町

昼食代200円/日

緊急時の診療代

http://www.ip.

mirai.ne.jp/~ko

mano/komanoto

p.htm

岐南町 岐南さくら保育園 ○ 岐南町みやまち4-96 058-271-4424 施設へ直接申込 3 平日 9:00～17:30
5時間未満1,500円

5時間以上3,000円

健康推進課

058-247-1344

①岐阜市、②羽島市、

③笠松町、④各務原市、

⑤瑞穂市、⑥北方町

計６市町

昼食代　300円/

日

笠松町 笠松町福祉健康センター ○ 笠松町長池408－1 058-388-7171

施設または福祉子ど

も課にて登録及び申

込

2 平日 8:30～17:15 １日2,000円
福祉子ども課

058-388-1116
―

神戸町
高田医院

病児・病後児保育室「オーロラ」
○ 神戸町大字神戸468 080-8086-8836

町子ども家庭課にて

登録後、施設へ直接

申込

3 月火水金 8:00～18:00 1日2,000円
子ども家庭課

0584-27-0176

①岐阜市、②北方町、

③揖斐川町、④池田町、

⑤大野町　計５市町

―
児童家庭課

0575-67-1817

こども家庭課

0576-52-2882

子育て応援課

0577-73-2458

郡上市

下呂市

飛騨市

―

―



岐阜県内における病児・病後児保育の実施施設一覧（令和4年4月１日現在）

市町村

名
実施施設名

病

児

病

後

児

体

調

不

良

児

住所 電話番号 利用方法
定

員
利用可能時間 利用料 市町村担当課

設置市町村以外で

広域利用できる市町村
備考

実施形態

揖斐川町 病児・病後児保育室「いびっこ」 ○

揖斐郡揖斐川町三輪2547

番地4　揖斐厚生病院本館

棟5階

0585-21-1111

施設または町子育て

支援課にて登録後、

施設へ直接申込

3 平日 8:00～18:00
１日2,000円

（4時間以内1,000円）

子育て支援課

0585-22-2111

①岐阜市、②大垣市、

③瑞穂市、④本巣市、

⑤北方町、⑥神戸町、

⑦池田町、⑧大野町

計８市町

大野町 病児・病後児保育「アンジュ」 ○
揖斐郡大野町大字南方356

番地1
090-1418-1796 施設へ直接申込 3

平日 8:30～17:00

土曜 8:30～12:30
１日2,000円

子育て支援課

0585-35-5370

①岐阜市、②北方町、

③揖斐川町、④池田町、

⑤神戸町　　計５市町

池田町 病児・病後児保育室「ひまわり」 ○ 揖斐郡池田町本郷1628-2 0585-45-3916 施設へ直接申込 3 平日 8:30～17:30

４時間以内1,000円

４時間超え８時間以内

2,000円

健康福祉課

0585-45-3111

①岐阜市、②北方町、

③揖斐川町、④大野町、

⑤神戸町　　計５市町

北方町
鹿野クリニック

病児保育園「アリエル」
○

本巣郡北方町高屋白木2-

77
058-201-7222 施設へ直接申込 6

平日 8:00～18:00

土曜 8:00～12:00

１日2,000円

（4時間以内1,500円）

福祉子ども課

058-323-1119

①岐阜市、②瑞穂市、

③本巣市、④海津市、

⑤神戸町、⑥安八町、

⑦揖斐川町、⑧大野町、

⑨池田町、⑩岐南町、

⑪大垣市　計11市町

坂祝町 坂祝町病児・病後児保育室「とまと託児所」 ○ 坂祝町黒岩386-1 0574-25-1123
町こども課にて登録

後、施設へ直接申込
3 平日 8:00～18:00 １日2,000円

こども課

0574-66-2410

①美濃加茂市、②関市、

③各務原市、④富加町、

⑤川辺町、⑥八百津町、

⑦可児市　計７市町

富加町 りんご保育園とみか ○ 加茂郡富加町加治田350 0574-54-3025 通園児童のみ利用可能 2 平日 7:30～18:00 無料
教育委員会教育課

0574-54-2177
―

八百津町
伊佐治医院

カンガルー病児保育室
○ 八百津町伊岐津志1518 0574-43-0011 施設へ直接申込 4 平日 9:00～17:00

３歳未満児：1,500円

３歳以上児～就学前児：

1,000円

小学校１年生～３年生：

500円

教育委員会教育課

0574-43-2111

①美濃加茂市、

②可児市、③御嵩町、

④坂祝町、⑤川辺町

計５市町

東白川村 東白川村病後児保育所 ○ 東白川村神土692-2 0574-78-2286
村子育て支援室にて

登録及び申込
3 平日 8:00～18:00 １日2,000円

教育委員会教育課

0574-78-3111
①白川町

御嵩町 りんご保育園みたけ ○
可児郡御嵩町上恵土

1063-2
0574-58-7710 通園児童のみ利用可能 2 平日 7:30～18:30 無料

福祉課

0574-67-2111
―

計 33 6 16 223


