令和４年 3 月作成

世田谷区病児・病後児保育のご案内
令和４年度

１

世田谷区保育部保育課

病児・病後児保育事業とは

子育てと就労の両立支援の一環として、保育園等に通っている乳幼児を対象として、病気やケガ等で集団保育
が困難な時期に、専用施設で一時的にお預かりする事業です。
※病気の急性期は経過したものの、体力を消耗し、まだ集団保育に不安があるお子様
（病後児）もお預かりします。

２

お預かりできるお子様は

世田谷区内に住所を有し、現在、以下の保育を利用しており保育を必要とする状態の生後 5 ヶ月から就学前
の乳幼児。
※「保育を必要とする状態」とは、保護者が就労・通学・通院・看護・介護・入院等で家庭における保育が困
難な場合を言います。
①認可保育園・認定こども園（保育認定枠）・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）
・保育室・保育ママ・認証保育所・幼稚園預かり保育事業（区事業）
②認可保育園・認定こども園の一時保育・緊急保育・定期利用保育
③保育室の一時保育
②〜⑤利用期間・利用日のみ本事業利用可
④一時保育専門の保育施設（キッズルームてぃんかぁべる三茶・下北）
⑤その他 ベビーホテル（ほっとステイ等除く）、院内保育所、地域型保育事業以外の事業所内保育所、ベビー
シッター、区事業以外の幼稚園預かり保育や認証保育所の一時保育等に有償で預けていることを常態
としている。

※保育を必要とする状態でない方は除きます。
※保育を必要とする状態であることを確認するため、登録手続きの際に保育施設との契約書写しを添
付していただきます（認可保育園等入園申込時提出の受託証明書の写しでも可）。また、保育課よ
り施設に直接お電話で確認させていただく場合もあります。

３

お預かりできる症状の範囲は

（１） 病児・病後児

対応施設

【ハグルーム】【病児保育こがも】【病児保育室ソレイユ】【病児保育室アップル】
【下北沢ひよこ園】【シェ・モア】【ニコのおうち】【かんがるーむ】【ポピンズルーム千歳烏山】
①感冒、消化不良症(多症候性下痢)等、乳幼児が日常罹患する疾病
②水痘、風しん等の伝染性の疾患(学校保健安全法施行規則第 18 条に規定があります。)
③喘息等の慢性疾病
④熱傷等の外傷性疾病

（２）病後児のみ

対応施設 【バンビ】【にこりんるーむ】

上記、病児対応施設利用要件（①〜④の疾病等）に該当し、急性期は経過したが、まだ保育園等には連れてい
けないようなとき（体力を消耗し、集団での保育に不安がある等）。また、病状が軽く、急変の危険性が認めら
れないとき。上記いずれも、かかりつけ医より病後児として入室許可が出されたお子様。
上記（１）、
（２）いずれも麻しん(はしか)及び結核のお子様や、症状が重く医師に点滴など処置が必要と診断さ
れたお子様、１歳を過ぎてＭＲ（はしか風疹混合ワクチン）が未接種のお子様はお預かりすることができません。
また、ＭＲだけでなく、他の定期接種についても基本的に接種していただくようお願いいたします。

ご利用にあたってのお願い
利用日時・必要書類・お預かりできる症状の範囲等が施設によって異なります。十分ご確認の上、
ご利用ください。また、お子様の容態が急激に悪化した場合、お迎えにきていただくこともございま
すので、予めご了承ください。
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４

登録から利用まで

①保育課（区役所第２庁舎２階）へ登録申請（郵送･持参･区のホームページから電子申請）
↓
②登録番号取得
↓
③病児･病後児保育施設に予約
↓
④受診（病児保育施設併設の診療所、かかりつけ医、下北沢ひよこ園指導医、
ポピンズルーム千歳烏山指導医）
※施設によって受診先が異なります。詳しくは「４−３ 施設一覧」
「４−４ 指導医」をご参照ください。
↓
⑤利用及び利用料支払い
※詳しくは「６ ご利用の流れ」をご参照ください。

４−１
①

登録手続

保育課へ登録申請
下記の提出書類に必要事項を記入の上、保育課（区役所第２庁舎２階）へ郵送または持参にてご提出くだ
さい（区立保育園に通園されている方は保育園に提出可）
。
また、区のホームページから電子申請をすることもできます。区ホームページの検索窓に 5759（ページ
番号）を入力していただくか、子ども・教育・若者支援➤保育➤多様な保育➤病児・病後児保育事業➤病
児・病後児保育 登録手続のご案内➤電子申請はこちら をご覧いただき、手順にしたがって入力してくだ
さい（東京都共通の電子申請を初めてご利用の方は、事前に利用者ＩＤ及びパスワードの取得が必要になり
ますのでご注意ください）。
なお、前ページ「２ お預かりできるお子様は」の⑤に該当する方は、
「保育施設との契約書の写し」また
は「認可保育園入園申込時に提出した受託証明書の写し」を電子申請画面に添付、保育課へ郵送または持参
にてご提出ください。
＜提出書類＞
・別紙 世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録（申請）書
・別紙 世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録確認書
・前ページ「２ お預かりできるお子様は」の⑤に該当する方は「保育施設との契約書の写し」または
「認可保育園入園申込時に提出した受託証明書の写し」
※利用料の免除世帯および里親世帯に該当する方は、登録申請書の裏面の記入が必要です（４−２参照）。

②

登録番号取得
申請書到着後、保育課で登録し、登録番号を記載した「世田谷区病児・病後児保育事業利用登録確認書」
をご指定いただいた区内の住所へ郵送します（区立保育園に通園されている方は該当の園へ送付、電子申請
された方は、電子申請システムを通してデータで送付いたします）
。利用予約時に登録番号が必要になります
ので、大切に保管してください。
なお、即日利用をしたい場合や「利用登録確認書」が届く前に病児・病後児保育施設を利用したい場合は、
保育課までお電話ください。
※登録番号は、卒園するまで有効です。ただし、転園等により、預け先の施設が
変更になった場合は、登録番号の変更が必要になりますので、必ず保育課に
ご連絡ください。
※住所や連絡先等が変更になった場合も、保育課にご連絡ください。

４−２

利用料金

１人１日

２，０００円

利用施設の窓口でお支払いください。免除世帯（生活保護世帯、住民税所得割課税額非課税世帯、住民税所得
割課税額均等割のみ世帯）および里親世帯に該当する方は、利用料金が異なります。お子様をお預けの際に保育
室窓口に必ずお申し出ください。
※免除を申請された方は、令和４年の８月までは令和３年度の住民税が算定基準となりますが、令和４年９月か
らは令和４年度の住民税が算定基準となります。
※登録後に、登録時と住民税の申告内容が変更になった場合は保育課までご連絡ください。
※病児・病後児保育事業における幼児教育・保育の無償化につきましては P９をご覧ください。
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４−３

施設一覧

※連続利用の場合は１回につき７日まで

施設

予約

利用時間

利用初日

＜火〜金曜日の予約＞
・インターネット予約
前日午前 10 時〜
当日午前 7 時 30 分
・電話予約
前日午前 10 時〜午後６時
月〜金曜日
＜月曜日の予約＞

いなみ小児科病児保育室
【ハグルーム】
下馬３−１０−７
電話 03-3422-0565
http://www.inami-shou
nika.jp/

定員１２名／１日

午前 8 時〜午後 6 時

・インターネット予約

土曜日（第 1・3・5 週目）

土曜日午前 10 時〜

午前 8 時〜午後 4 時

当日午前 7 時 30 分

日曜日・祝日・年末年始・
小児科休診日を除く。

＜土曜日の予約＞
♦利用初日の前日、または当日

・インターネット、電話予約
金曜日午前 10 時〜午後６時

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

に、いなみ小児科受診が必要
※キャンセルの時は必ず、当日午

※月〜金曜日は空きがあれば午前 8

前 7 時 30 分までに電話かネッ

時から電話にて当日予約も受けてい

トで連絡

ます。土曜日の当日予約は受けており

（キャンセル待ちの方も含む。）

ませんのでご注意ください。
※連休明けは前日午前１０時からネ
ットで予約を受け付けます（電話不

世
田
谷
地
域

可）
。
＜前日予約＞
インターネットからの予約にご協力ください

・インターネット
前日午前 10 時〜当日午前 7 時 3０分
(ネット予約優先です)

月〜金曜日

・電話

かるがもクリニック病児
保育室
【病児保育こがも】
桜丘５−２０−１４
シンエイ第３ビル２階
電話 03-3706-7077

午前 8 時〜午後 6 時

前日午前 10 時〜午後６時
日曜日 午前 10 時〜午前 12 時
（かるがもクリニック）03-5426-2220

日曜日・祝日・年末年始・かるが

・電話のみ

もクリニック休診日を除く。

午前 8 時〜午前 10 時

◆利用初日の前日、または当日に、
※第３土曜日利用

前日予約のみ

金曜日午前 10 時〜午後６時

E-mail／
kogamo@karugamocl.jp

午前 8 時〜午後 4 時

＜当日予約＞

https://kogamo.karuga
mo-cl.jp/

土曜日（第３週目）

かるがもクリニック受診が必要。
※金曜日かるがもクリニックは休
日ですが、こがも利用者の当日

※前日が祝祭日・かるがも休診の場合
・インターネット予約のみ

受診は可能です。
※キャンセルの時は必ず当日の午

・当日予約可

前７時４５分までにネット予約

定員１１名／１日

サイトで連絡。
（キャンセル待ちの方も含む）
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保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

施設
つだ小児科クリニック
病児保育室
【病児保育室ソレイユ】
世田谷４−６−１３
グランデュオ世田谷 V１階

電話 03-5477-3366
https://www.tsudashon
ika.com/soleil/

世
田
谷
地
域

E-mail／
soleil@shounika-cresc
ent.com
定員９名／１日
キラリこどもクリニック
病児保育室
【病児保育室アップル】

予約

利用時間

利用希望日の前日に直接保育室へ電
話予約(当日予約可、午前８時〜午前
１０時）

[予約時間]
＜前日予約＞
月〜金曜日
午前 10 時〜午後６時
土曜日（第２・４週目のみ）
午前１０時〜午後３時
※キャンセルの時は必ず当日の午
＜当日予約＞
月〜金曜日
（土曜日は第 2 第 4 のみ） 前７時４５分までに E-mail で
連絡
午前 8 時〜午前 10 時
※利用希望日の前日が祝日の場合は

利用希望日の前日午前 7 時〜当日
午前 10 時にウェブ予約システム
（https://azkl.jp/facilities/2084）

ディアコート三軒茶屋 102
電話 03-3418-8355

にてインターネット予約

mo.jp/

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

（キャンセル待ちの方も含む）

前営業日に予約可能

太子堂３−１−２４

https://www.kirari-kodo

月〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時
土曜日（第２・４週目）
午前 8 時〜午後３時
日曜日・祝日・年末年始・小児
科休診日を除く。
◆利用初日の前日、または当日
に、つだ小児科クリニック受診
が必要

利用初日

※インターネットでの予約ができな
い方は、利用希望日当日午前 8 時か
ら電話予約

月〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時
土曜日（第２週目）
午前 8 時〜午後４時
日曜日・祝日・年末年始・小児
科休診日を除く。
◆利用初日の前日、または当日
に、キラリこどもクリニック受
診が必要

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

※キャンセルの時は必ず当日の午
前７時までにインターネットで

定員６名／１日
病児・病後児保育室
【下北沢ひよこ園】

北
沢
地
域

玉
川
地
域

手続き

利用希望日の前開園日に直接保育室
へ電話予約（当日予約も可。ただし
土曜日を除く。
）

北沢２−２６−２５
[予約時間]
下北沢エクセレントビル２Ｆ
月〜金曜日
電話 03-3460-1122
午前８時〜午後６時
http://hiyokoen.smilekid
土曜日（第 3 週目のみ）
s.co.jp/
午前８時〜午後 4 時
E-mail／
※利用日の前日、または当日に、
hiyokoen@smilekids.c
指導医（「4−４ 指導医」参照）に
o.jp
医師連絡票を記入してもらい、当日
定員９名／１日
保育室へご持参ください。
山口小児科内科
病児保育室【シェ･モア】 利用希望日の前々日、午後１１時〜
当日午前 8 時に左記のホームページ
中町４−３５−６
アドレスへパソコンまたは携帯電話
https://www.irukasense より予約
i.com/
※インターネットでの予約ができな
電話 03-3704-3039
い方は、利用希望日当日午前 7 時
30 分から電話予約
定員６名／１日
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月〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時
土曜日（第 3 週目のみ）
午前 8 時〜午後 4 時
保育室 窓口 に必
日曜日・祝日・年末年始を除く。 要書類 を提 出し
※キャンセルの時は必ず当日 てください。
の午前 8 時までに電話か
E-mail で連絡
（キャンセル待ちの方も含む。
）

月〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時
土曜日（第４週目のみ）
午前 8 時〜午後 4 時
日曜日・祝日・年末年始・小児
科休診日を除く。
◆利用初日の前日、または当日
に、山口小児科内科受診が必要
※キャンセルの時は必ず当日
の午前７時までにインタ ー
ネットで手続き

必要書 類を 用意
し、小児科の窓口
で病児 保育 室ご
利用の 旨お 伝え
ください。
診察を行い、利用
の可否 を最 終的
に判断します。

施設

ニコこどもクリニック
病児保育室
【ニコのおうち】
玉川１−１５−６−１０１

予約

利用時間

利用希望日の前日に直接保育室へ電
話予約（当日予約も可）

火〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時

[予約時間]
＜前日予約＞
月〜木曜・第２金曜日
午前１０時〜午後６時３０分
＜当日予約＞
月〜金曜日 午前８時〜

月曜日・連休明け

二子玉川ﾗｲｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾓｰﾙ１F

電話 03-6431-0235
http://www.nicoco.jp/o
uchi/

※月曜日の予約は土曜日

ご予約ください。
なお、受診は前日（金曜日）もしく

玉
川
地
域

は当日（土曜日）でも可

土曜日（第２週目のみ）
午前 8 時〜午後 4 時
日曜日・祝日・年末年始・小児
科休診日を除く。
◆利用初日の前日、または当日
に、ニコこどもクリニック受診
が必要
※キャンセルの時は必ず当日の
午前 7 時３０分までに留守番

※ニコのおうちを
利用している間は
母子手帳・お薬手
帳を必ず毎日お持
ちください。

電話にメッセージをお残しく
ださい（キャンセル待ちの方

も含む。
）
利用希望日の前日に直接保育室へ電
ナオミ保育園
話予約（当日予約も可。ただし土曜
病後児保育室【バンビ】
日は除く）
※病後児のみ
等々力８−２１−９（仮園舎）
[予約時間]
等々力４−１３−１０（本園舎）
月〜土曜日
電話 03-3701-8311
午前８時〜午後６時
https://www.naominok
ai.net/naomi-hoiku/

定員４名／１日
（注）ナオミ保育園改築
のため、
令和 5 年 3 月（予
定）までは仮園舎で保育
を行います。
病児・病後児保育室
【かんがるーむ】
大蔵２−１０−１８
電話 03-5727-2232
http://seiiku.shisei-hoik

砧
地
域

〜午後６時

必要書 類を 用意
し、小児科の窓口
で病児 保育 室ご
利用の 旨お 伝え
ください。
診察を行い、利用
の可否 を最 終的
に判断します。

午前１０時〜正午も出来ます。
※第２土曜日は当日予約を受け付け
ておりません。必ず前日（金曜日）に

定員６名／１日

ニコこどもクリニック受診後

利用初日

u.jp/contents/tokubets
u/06.html

E-mail／
kangaroom@jcom.ho
me.ne.jp

※土曜日の電話対応は午前９時〜
午後６時まで
※平日は、利用日の前日、または当日
に、かかりつけ医に医師連絡票を記入
してもらい、当日保育室へご持参くだ

月〜土曜日
午前 8 時〜午後 6 時
日曜日・祝日・年末年始を除く
※キャンセルの時は必ず当日
の午前７時４５分までに 連
絡（キャンセル待ちの方を含む）

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

さい。

利用希望日の前日に直接保育室へ電
話予約（当日予約も可）
[予約時間]
月〜土曜日
午前８時〜午後６時
※利用日の前日、または当日に、
かかりつけ医に医師連絡票を記
入してもらい、当日保育室へご持
参ください。

定員１０名／１日
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月〜土曜日
午前 8 時〜午後 6 時
日曜日・祝日・年末年始を除く
※キャンセルの時は必ず当日
の午前８時までに
E-mail で連絡
（キャンセル待ちの方も含む）

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

施設

予約

利用時間

利用希望日の前日に直接保育室へ電
話予約（当日予約も可）
病児・病後児保育室
【ポピンズルーム千歳烏
山】

南烏山６−１２−１２
コーシャハイム千歳烏山
１２号棟２階
電話 03-5315-3025
https://www.poppins.co
.jp/room̲detail/522/

烏
山
地
域

定員６名／１日

子育てステーション烏山
【にこりんるーむ】
※病後児のみ
南烏山５−１７−５
電話 03-5384-4601
https://www.keiokosod
ate.net/station.html

定員 4 名／１日

[予約時間]
＜前日予約＞
月〜金曜日
午前９時〜午後６時
＜当日予約＞
月〜金曜日および土曜日（第４週目
のみ）
午前８時〜午後１時
※利用日の前日、または当日に、指
導医のからすやま小児科（「４−４
指導医」参照）に医師連絡票を記入
してもらい、当日保育室へご持参く
ださい。

利用希望日の前日に直接保育室へ電
話予約（当日予約も可）
[予約時間]
月〜金曜日
午前８時〜午後６時
土曜日
午前８時〜午後１時
※利用日の前日、または当日に、か
かりつけ医に医師連絡票を記入し
てもらい、当日保育室へご持参くだ
さい。
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月曜日・祝日明け
からすやま小児科受診後
〜午後６時
火〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時
土曜日（第４週目のみ）
午前 8 時〜午後４時
日曜日・祝日・年末年始・小児
科休診日を除く
※キャンセルの時は必ず当日
の午前 8 時までに留守番電
話にメッセージをお願い 致
します（キャンセル待ちの方
を含む）

月〜金曜日
午前 8 時〜午後 6 時
土曜日
午前 8 時〜午後１時
日曜日・祝日・年末年始を除く
※キャンセルの時は必ず当日
の午前 8 時までに連絡

利用初日

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。
※利用 して いる
間は保険証・医療
証・母子手帳・お
薬手帳 を必 ず毎
日お持 ちく ださ
い。

保育室 窓口 に必
要書類 を提 出し
てください。

４−４

指導医

●病児・病後児保育室【下北沢ひよこ園】の指導医（五十音順)
（※指導医の診療開始時間は午前９時〜です。）
指導医院名

住所

電話番号

休診

志賀医院

北沢２-29-16

3460-3552

木曜日・土曜日午後 0 時 30 分以降
日曜日・祝日終日

医療法人社団慈正会
副島クリニック

代沢５-３-８

3421-1793

土曜日午後 1 時 30 分以降
木曜日・日曜日・祝日終日

直宮医院

北沢３-11-14

3468-2867

水曜日・日曜日・祝日終日

●病児・病後児保育室【ポピンズルーム千歳烏山】の指導医
（※指導医の診療開始時間は午前９時〜です。）
指導医院名

住所

電話番号

休診

南烏山６-1２-1２
コーシャハイム千歳

からすやま小児科

烏山１２号棟２階

5315-3737

（ポピンズルーム

月〜金曜日午後 1 時〜４時
土曜日午後 1 時以降
日曜日・祝日終日

千歳烏山に隣接）

※子育てステーション烏山 【にこりんるーむ】では、施設の状況に詳しい近隣の小児科医に、登録医をお願いしています。か
かりつけ医がご利用になれない場合等の利用前受診等にご利用ください。
（※登録医の診療開始時間は午前９時〜です。）
登録医院名
かねみつ小児クリニック
Ｋ２こどもクリニック

５

住所
南烏山 4-7-14
南烏山５-11-４
T.N ビル

１階

電話番号
5384-3355
5314-5230

休診
土曜日午後 1 時以降
木曜日・日曜日・祝日終日
水曜日・土曜日午後 1 時以降
日曜日・祝日終日

食事について

昼食・補食等食事関係は、保護者の方がご持参ください。初めて食する食品は避け、食べ慣れたものをお持ちく
ださい。なお、白湯は各施設にありますが、それ以外の飲み物が必要な場合は各自ご用意ください。
※【バンビ】
【かんがるーむ】は、ご希望の方に保育園の給食を提供いたします（利用者実費負担）
。ただし、ア
レルギー対応はいたしません。また、曜日や当日予約等で給食の提供ができない場合があります。詳細は施設
へお問い合わせください。
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６

ご利用の流れ

予約
・ 予約は各施設で受け付けます。なお予約後、利用をキャンセルする場合は必ず施設へ指定する期日までにご連
絡ください。
・ 登録番号・児童氏名・年齢・病状等をお伝えください。
・ すでに予約満室の場合は、キャンセル待ちとなりますので、予めご了承ください。

・ 定員に空きがあれば当日予約も可能です。（予約時間は各施設にお問い合わせください。）

準備
① 必要書類 ※区のホームページからもダウンロードできます。
区のホームページ➤子ども・教育・若者支援➤保育➤多様な保育➤病児・病後児保育事業
➤病児・病後児保育 利用のご案内（ページ番号 5761）
※必要書類にご記入の際は、油性又は水性の文字が消せないボールペン等を使用してください。

【ハグルーム】【病児保育こがも】
【病児保育室ソレイユ】
【病児保育室アップル】
【シェ・モア】【ニコのおうち】

【下北沢ひよこ園】【バンビ】【かんがるーむ】
【ポピンズルーム千歳烏山】【にこりんるーむ】
・ [児童票]〔別紙〕※年度の初回利用時のみ
・ [利用票]〔別紙〕
・ [与薬依頼票]〔別紙〕
・ 世田谷区病児・病後児保育室医師連絡票〔別紙〕

・ [児童票]〔別紙〕※年度の初回利用時のみ
・ [利用票]〔別紙〕

② 当日の持ち物
[利用票]〔別紙〕の裏面に記載されている持ち物をご用意ください。
※各施設によって、物品、数量等異なる場合があります。詳細は施設にお問い合わせください。

入室 【ハグルーム】【病児保育こがも】

入室【下北沢ひよこ園】【バンビ】【かんがるーむ】

【病児保育室ソレイユ】
【病児保育室アップル】
【シェ・モア】【ニコのおうち】
・ 入室前に併設する小児科にて担当医師による診
察を行います。
来院時間
診察開始時間
【ハグルーム】
８：４５
８：５０
【病児保育こがも】
８：３０
８：３０
【病児保育室ソレイユ】 ８：５０
８：５０

【ポピンズルーム千歳烏山】
【にこりんるーむ】

・ 【バンビ】【かんがるーむ】【にこりんるーむ】は、
利用日の前日、または当日に、かかりつけ医に医師
連絡票を記入してもらい、当日保育室へご持参くだ
さい。
（
【下北沢ひよこ園】
【ポピンズルーム千歳烏山】
は指導医に記入してもらってください。）
・ 保育室に入り、担当職員とともにお子様の検温をし
てください。
・ 担当職員に、お子様の病状について、また医師から
薬をもらっている場合にはその薬についてご説明く
ださい。

※木曜日は９：００から

【病児保育室アップル】 ８：３０
８：３０
【シェ・モア】
８：４０
８：４５
【ニコのおうち】
８：５０
８：５０
・ 診察の結果、病状からお預りがむずかしい場合に
は、その理由を説明した上で入室をお断りするこ
とがあります。
・ 現在内服中のお薬を変更する場合もありますの
で、予めご了承ください。
・ 保育室に入り、必要な書類・物品を保育室窓口に
提出し、担当職員とともにご確認ください。

・ 病状からお預りがむずかしい場合には、その理由を
説明した上で入室をお断りすることがあります。

保育室では
・ ご持参いただいた楽な服装・着替え・おむつ等で保育時間を過ごします。
・ 【バンビ】【かんがるーむ】はご希望の方に給食を提供いたします（利用者実費負担）。ただし、アレルギー対
応はいたしません。また、曜日、当日予約等で提供できない場合もありますので、詳細は施設にお問い合わせ
ください。

・ 当日の連絡先及びお迎えの予定時間と、どなたがお迎えに来られるかをお預け前に必ずお知らせください。
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退室
・ 午後６時までに必ずお迎えに来てください。
（土曜日：
【ハグルーム】
【病児保育こがも】
【病児保育室アップル】
【下北沢ひよこ園】【シェ・モア】【ニコのおうち】【ポピンズルーム千歳烏山】は午後４時まで。【病児保育室
ソレイユ】は午後３時まで。
【にこりんるーむ】は午後１時まで。）
※公共交通機関の遅延で止むを得ず遅れる場合は、必ず施設にご連絡をお願いいたします。
・ 当日の様子、病状の変化等について担当職員からお聞きください。
・ 次回（または翌日）利用時に必要な書類をお渡ししますので、ご確認ください。
・ 持参したお薬（【ハグルーム】【病児保育こがも】【病児保育室ソレイユ】【病児保育室アップル】【シェ・モア】
【ニコのおうち】は当小児科の処方薬も含む）や着替え等をお返ししますので、忘れ物のないようにお帰りく
ださい。

・ 保育室窓口にて利用料金をお支払いください（【ハグルーム】【下北沢ひよこ園】【ニコのおうち】【ポピンズル
ーム千歳烏山】
【バンビ】
【ソレイユ】は入室時にお支払いください）
。

二日目以降の利用
・ 連続利用の場合、原則１回につき７日間が限度になります。
・ 予約した時間に直接保育室においでください。
・ [利用票]が必要です。忘れずに記入してお持ちください。
・ 【ハグルーム】
【病児保育こがも】
【病児保育室ソレイユ】
【病児保育室アップル】
【シェ・モア】
【ニコのおうち】
では併設する小児科の医師が必要時診察します。病状等の変化によっては検査・処置・お薬の処方が必要にな
ることがありますので、予めご了承ください。
・ 【下北沢ひよこ園】【かんがるーむ】【ポピンズルーム千歳烏山】は指導医が巡回し、医師連絡票や保育の様子
を確認し、アドバイスを行います。

・ 【下北沢ひよこ園】【バンビ】【かんがるーむ】【ポピンズルーム千歳烏山】【にこりんるーむ】で必要な医師連
絡票は連続利用の場合でも、お預かりする際のお子様の症状によっては、施設より取り直しをお願いすること
がありますので、予めご了承ください。

【病児・病後児保育事業における幼児教育・保育の無償化について】
令和元年１０月より幼児教育・保育の無償化が実施されています。
病児・病後児保育事業につきましても無償化の対象となる場合がございます。
【対象児童】…以下の要件を全て満たしている方
① ３歳児クラスから５歳児クラスまでのお子様
② 認可外保育施設等を利用している。
③ 「保育の必要性の認定」を受けている。
なお無償化の対象となる場合、利用料について利用後の申請に基づく償還払いとなります。また償還払いの申
請にあたっては、以下の書類が必要となります。
①施設等利用費請求書
②領収証の写し（施設が発行） ③提供証明書の写し（施設が発行）
※②、③の書類が必要な場合は、各施設へお申し出ください。
償還払いの申請やスケジュール等の詳細につきましては、世田谷区ホームページをご覧ください。
区のホームページ ➤ 子ども・教育・若者支援 ➤ 幼児教育の無償化
➤幼児教育・保育の無償化について(認可外保育施設)（ページ番号 181718）

［問い合わせ・登録申請書提出先］
〒154-8504 世田谷区世田谷 4−21−27
世田谷区保育部保育課
電話 03-5432-2325

FAX 03-5432-3018

https://www.city.setagaya.lg.jp/
区のホームページ➤子ども・教育・若者支援➤保育➤多様な保育➤病児・病後児保育事業
➤病児・病後児保育 登録手続のご案内（ページ番号 5761）
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