
兵庫県内の病児保育事業（うち病児対応型）実施施設一覧（R５.１.１１現在）
兵庫県福祉部こども政策課

○病児対応型
市町名 施設名 所在地

電話番号
FAX番号

利用時間
(平日)

利用時間
(土曜日)

定員 対象児童 利用料金

病児保育室　Ｋupu Ｋupu
（つじの・こどもくりにっく）

神戸市東灘区甲南町3-6-18
ドゥベル甲南1F

TEL:078-436-1155 9

病児保育室　Mola Mola
(つじの・こどもくりにっく)

神戸市東灘区甲南町3-2-2
ラ・ギャレットビル2F

TEL:078-431-5555 13

病児保育室　KIBOKO　YAO
（つじの・こどもくりにっく神戸ベイ）

神戸市東灘区向洋町中2-13
シェラトンスクエア2F

TEL:078-841-5055
8：00～13:00

（不定期）
9

病児保育室　かけっこ
（二星こどもクリニック）

神戸市東灘区御影2-2-5
パーチェ御影401

TEL:080-8948-5757 6

病児保育室　ハグハグ
（たかはしクリニック）

神戸市灘区岩屋北町5-1-31 TEL:078-882-6432 4

病児保育室　プエリ
（片山キッズクリニック）

神戸市灘区岩屋中町4-2-7
BBプラザ2F

TEL:078-802-5996 8:00～18:30 12

病児保育室　パラソル
（みやもと小児科）

神戸市灘区備後町4-1-1-
301-7

TEL:078-846-3081 8:00～19:00 8：00～12：00 9

病児保育室　ぺんぎんはうす
（梶山小児科・アレルギー科）

神戸市灘区畑原通3-1-17
2A号室

TEL:078-882-8608 8:00～18:00 休園 4

病児保育室　パルモア
（パルモア病院）

神戸市中央区北長狭通4-7-
20

TEL:078-333-8270 8:00～19:00 8：00～19：00 4

病児保育室　カンガルー
（愛こどもクリニック）

神戸市中央区中山手通7-
24-11

TEL:078-360-0242
9:00～17:00
木曜休み

9：00～17:00 4

病児保育室
エンジェルさんのおうち

（真星病院）

神戸市北区山田町上谷上字
古古谷12-3

TEL:078-582-0111 8:00～18:00 6

病児保育室
わくキッズケア

（わくこどもクリニック）

神戸市北区道場町日下部
1835

TEL:078-951-5050 8:00～18:00 4

病児保育室　森の子
（にこにこハウス医療福祉センター）

神戸市北区しあわせの村1-
9
にこにこハウス医療福祉セン
ター本館2F（しあわせの村
内）

TEL:078-743-2122 8:00～18:30 8:00～18:30 4

病児保育室　ちびまる
（かなたに診療所）

神戸市長田区丸山町2-1-2 TEL:078-641-1718 8:00～19:00 6

病児保育室　あいあい
(公文病院)

神戸市長田区梅ヶ香町1-
12-3

TEL:078-381-9669 8:00～18:30 9

病児保育室　たんぽぽ
（西市民病院）

神戸市長田区１番町2-1
ルーエ七容

TEL:078-521-9311 8:00～18:00 5

病児保育室
キッズケアぞうさんルーム
（わだ小児科クリニック）

神戸市須磨区横尾1-17-201 TEL:078-747-3162 8:00～18:30 6

病児保育室　ぽっけ
（井口小児科内科医院）

神戸市垂水区学が丘4-15-
15
Kコート302

TEL:078-782-7665 8:00～19:00 8：00～12：00 6

病児保育室　まんぼうルーム
（おぎのこどもクリニック）

神戸市垂水区日向2丁目1-
29 日向ビル3F

 TEL:078-798-6747 8:00～18:00 4

病児保育室　くれよん
（久保みずきレディースクリニック）

神戸市西区美賀多台3-13-8 TEL:078-961-3348 6

病児保育室　なでしこ
（なでしこレディースホスピタル）

神戸市西区井吹台東町2-13 TEL:078-993-1212 4

病児保育室　ひだまり
（西神戸医療センター）

神戸市西区糀台5-1-3 TEL:078-997-2222 8:45～17:30 4

アメニティホーム
広畑学園

姫路市広畑区蒲田370-1
TEL:079-236-1630
FAX:079-237-8301

8：00～19：00 8：00～19：00 3 乳幼児～小学生

わたまちキッズルーム
姫路市綿町83番地
わたまちこどもビルディング2
階

TEL:079-221-8824
FAX:079-221-8823

8：30～18：00
水曜休み

休園 6 乳幼児（３か月）～小学生

小中島診療所内
病児保育室

キッズケアハウス
尼崎市小中島2丁目8-8

TEL:06-6491-7711
FAX:06-6494-3087

休室 休室 4
尼崎市在住の
生後6か月～小学6年までの乳幼児、児童

高原クリニック内
病児保育室

尼崎市南武庫之荘
1丁目15-5

TEL:06-6435-1101
FAX:06-6437-4871

8:00～18:00 8:00～16:00 4
尼崎市在住の
生後6か月～小学6年までの乳幼児、児童

堀内小児科むこのそう
病児保育室

尼崎市武庫之荘2丁目5‐2‐
202

TEL:06-6423-8538
FAX:06-6423-8538

8:00～18:00 8:00～16:00 6
尼崎市在住の
生後6か月～小学6年までの乳幼児、児童

兵庫県立尼崎総合医療センター
病児・病後児保育室

尼崎市東難波町2丁目17－
77

TEL:06-6489-2960
FAX:06-6489-2960

8:00～18:00 8:00～16:00 5
尼崎市在住の
生後6か月～小学6年までの乳幼児、児童

2,000円

（かかりつけ医の医師連絡票がない場合は
診察料＋選定医療費5,000円＋文書料が
必要）

姫
路
市

2,000円
診察料が別途必要

所得等による減免有

休園

休園

休園

市内住民2,000円※
市外住民3,000円

※所得等による減免有

8:00～19:00

2,000円

食事代、おやつ代が別途必要
所得等による減免有

休園

8:00～19:00

8:00～18:30

尼
崎
市

神
戸
市

1.神戸市内に居住している小学校6年生ま
でのお子さま
2.市外居住で、神戸市内の保育所（園）、幼
稚園、認定こども園、地域型保育事業、小
学校に通うお子さま
3.市外居住で、保護者が神戸市内に在勤
する小学校6年生までのお子さま

休園

欄外★は、企業主導型病児保育施設 ※手続きについては各市町にお問合せ下さい。
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市町名 施設名 所在地
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FAX番号

利用時間
(平日)

利用時間
(土曜日)

定員 対象児童 利用料金

病児保育室にこ
（明石市立市民病院）

明石市鷹匠町1番33号
（明石市立市民病院敷地内）

TEL:070-6800-1299 5

病児保育室ふたば
（西江井島病院）

明石市大久保町西島742-3
愛日ビル1F

TEL:078-947-9700
FAX:078-947-9701

4

つぼみの子保育園
病児保育ルーム

西宮市林田町8-42 TEL:0798-66-6673 6

西宮回生病院
病児保育室

西宮市大浜町1-4 TEL:0798-33-0601 10

あんどうこどもクリニック
病児保育室

西宮市名塩新町８番地エ
コール・なじお５階

TEL:0797-62-0111 3

市内在住・在園・在学2,000円
上記以外　4,000円
昼食は各自ご持参ください。

所得等による減免有

ニコニコ桜今津灯保育園
病児保育ルーム

西宮市今津水波町9-8 TEL:0798-31-6242 6

高須の森病児保育ルーム 西宮市高須町1丁目1番20号 TEL:080-2441-0014 6

リッツ荒木の杜保育園
リッツさくら病児保育室

西宮市荒木町9-12
レキオ荒木109号

TEL:0798-68-5852

FAX:0798-68-5852
8:30～17:30 実施なし 3 生後6か月～小学6年まで

市内在住または市内勤務
2,500円/日
市外在住および市外勤務
4,500円/日

昼食費500円（持参可能）

★

茶屋芦屋保育園
病児・病後児保育室　すや・すや

芦屋市平田北町1-2 TEL:0797-32-1105 2 ★

茶屋呉川保育園
病児・病後児保育室　すや・すや

芦屋市呉川町5-12
ラ・ロワイヤル芦屋1階

TEL:0797-23-0523 2 ★

茶屋高浜保育園
病児・病後児保育室　すや・すや

芦屋市高浜町１－７
高浜町ライフサポートステー
ション１F

TEL:0797-23-2415 2 ★

芦屋市病児・病後児保育ルーム
（市立芦屋病院内「ひよこクラブ」）

芦屋市朝日ヶ丘町39-1 TEL:0797-31-2217 7:30～18:00 休園 4
芦屋市在住または市内保育所等に在籍す
る生後6か月～小学6年生までの児童

2,000円
給食費500円（弁当持参可）
所得等による減免有
医師連絡票作成料は実費で別途必要

芦屋市病児・病後児保育ルーム
（市立精道こども園内「ひだまり」）

芦屋市精道町９番１６号 TEL：0797-32-0525 7:30～18:00 休園 3
芦屋市在住または市内保育所等に在籍す
る生後6か月～小学6年生までの児童

2,000円
給食費500円（弁当持参可）
所得等による減免有
医師連絡票作成料は実費で別途必要

みどり保育園
（市立伊丹病院内）

兵庫県伊丹市昆陽池1丁目
１００番地

TEL:072-777-5775
FAX:072-772-0888

8:00～18:00 2
伊丹市在住の
生後6か月～12歳(小学校就学）までの児
童

ポピンズナーサリー
スクール伊丹

伊丹市中央１丁目１－１ TEL:090-9376-6200 8:30～17:30 2
伊丹市在住の
生後6か月～12歳(小学校就学）までの児
童

豊
岡
市

チャイルド・ケアセンター 豊岡市下陰5番地 TEL・FAX:0796-23-3877 8:00～18:00 8:00～18:00 4 生後3ヶ月～小学６年までの児童

2,000円
医師連絡票作成料が
別途必要
（市内住民は500円の助成有）

所得等による減免有

加
古
川
市

病児保育室アインス
加古川市加古川町美乃利
465-5

TEL:079-423-2567 8:30～18:00 休室 6 生後6か月～小学6年生までの児童

加古川市・高砂市在住の方2,000円※
その他市町村に在住の方3,000円
事前登録料（初回のみ）2,000円が
別途必要

※所得等による減免有

赤
穂
市

赤穂市病児・病後児保育室
赤穂市中広1090番地
赤穂市民病院4階

TEL：0791-43-6460 8：00～18：00 休業 3
市内に住所を有する生後6月～小学校6年
生までの児童

1日1人あたり2,000円
（生活保護世帯、市民税非課税世帯は無
料）

西
脇
市

西脇こども園 西脇市西脇760番地の1
TEL:0795-22-2909
FAX:0795-23-6448

8:30～18:00 8:30～18:00 2
乳児・幼児又は
小学校に就学している児童

1,500円
所得等による減免有

病児保育室
「エンジェルスマイル」

宝塚市武庫川町６－２２
TEL:0797-83-1168
FAX:0797-83-1168

休園 9
満４か月～小学校６年生までの児童（市外
在住の方も利用可能であるが、市内在住
の方が優先）

病児保育室
「ひまわりルーム」

宝塚市中筋２－１０－１１
TEL:0797-80-4170
FAX:0797-80-4172

7:30～18:00 3
宝塚市在住の
満10か月～小学6年生までの児童

三
木
市

病児・病後児保育室ノア 三木市福井3丁目15-9
TEL:0794-83-5960
FAX:0794-83-5960

8:30～18:00 8:30～12:30 4 生後6か月～小学6年生までの児童

(平日)
市内住民2,000円
市外住民3,000円
(土曜日)
市内住民1,000円
市外住民1,500円

生活保護法による
被保護世帯又は前年分
市民税非課税世帯の
利用料は免除（市内住民）

医療法人こばやし小児科
すくすくひろば

高砂市米田町塩市８２－６
TEL:079-434-2288
FAX:079-434-2285

8:00～18:00 休室 12
高砂市、加古川市在住の方　2,000円
その他市町村在住の方　3,000円
食事・おやつ代　500円

山名クリニック
病児保育室だっこ

高砂市伊保崎南９番８号 ＴＥＬ：079-448-1313 8:00～18:00 休室 6
高砂市、加古川市在住の方　2,000円
その他市町村在住の方　3,000円
食事・おやつ代　500円

生後6ヶ月～小学校6年生までの児童

市内住民2,000円※
市外住民3,000円

※所得等による減免有

市内在住・在園・在学2,000円
上記以外　4,000円
給食費500円(弁当持参可)

所得等による減免有

市内在住・在園・在学2,000円
上記以外　4,000円
給食費500円(弁当持参可)

所得等による減免有

2,000円
給食費は別途必要
所得等による減免有

7:30～18:00

休園
2,000円
所得等による減免有

8:30～17:30 8:30～17:30 生後6か月～小学校6年生までの児童

3,500円
（利用料金3,000円，食費・保健衛生費等
500円）
減免なし

8:00～18:00 8:00～13:00

6ヶ月から小学6年生まで

芦
屋
市

高
砂
市

生後6か月～小学6年までの児童

宝
塚
市

伊
丹
市

西
宮
市

明
石
市

7:30～18:00 休園

欄外★は、企業主導型病児保育施設 ※手続きについては各市町にお問合せ下さい。
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市町名 施設名 所在地

電話番号
FAX番号

利用時間
(平日)

利用時間
(土曜日)

定員 対象児童 利用料金

川
西
市

川西共同保育園
栄町分園

病児・病後児保育施設
おひさまルーム

川西市栄町１３番４号
TEL:072-758-3788
FAX:072-755-9299

8:00～18:00 8:00～18:00 3
満1歳を経過した日から満9歳に達した日以
降の最初の3月31日までの間

市内住民　2,000円
市外住民　4,000円
給食費・おやつ代　300円

所得等による減免有

小
野
市

病児保育室りあんず 小野市天神町973
TEL:0794-62-1772
FAX:0794-62-1773

8:30～18:00 休園 4 生後6か月～小学6年生までの児童
(平日)
市内住民2,000円
市外住民3,000円

さんだ「ワラビーズ」

※令和4年9月30日終了予定

三田市すずかけ台
1丁目12番地

TEL:079-565-2727
FAX:079-565-5436

8:00～18:00
8:00～12:00

(前日までに予約
が必要)

4
三田市在住の生後6か月から満12歳に達し
た日以後の最初の3月31日までの間にある
児童

2,000円
給食費、医療機関受診料は別途必要
所得等による減免有

KID ACADEMY NURSERY　三田園
三田市八景町1004-1
イマムラビル　1A

TEL:079-556-5000 8:00～17:00 休園 1 満１歳～小学校6年生までの児童

8：00～12：00　1,000円
12：00～17：00　1,000円
給食（11：30提供）　400円
おやつ（9：30、15：00提供）　100円

★

加
西
市

病児・病後児保育室
「ひまわり」

加西市北条町北条28-1
アスティアかさい2階

TEL:0790-35-8415
FAX:0790-35-8415

8：30～18:00
8：30～12：30

(前日までに予約
が必要)

5 生後6ヶ月～小学校6年生までの児童

【加西市内にお住まいの方】
　　無料
【加西市外にお住まいの方】
　（平日）1日2,000円
　（土曜日）1日1,000円
　ただし、生活保護法による被保護世帯
　又は前年分市民税非課税世帯の
　利用料は無料

丹
波
篠
山
市

病児保育室　にこにこ
（小嶋医院内）

丹波篠山市北44-1
TEL：079-590-2570
FAX：079-590-2580

8:00～17：15 休所 4

生後6か月から小学6年生までの①もしくは
②に該当する児童
①市内に居住する児童または市内保育所
等に在籍する児童
②市外在住で保護者が市内在勤の児童

①2,000円（きょうだい同日利用は2人目以
降500円減額）
②3,000円
生活保護法による被保護世帯
又は前年分市民税非課税世帯の
利用料は無料

養
父
市

養父市病児保育センター
養父市八鹿町八鹿1891番地
3

ＴＥＬ：079-666-8307

7:30～18:00
ただし、利用初
日については午

前9時以降

休園 6

市内に居住する児童又は通所する施設の
所在地若しくは保護者の勤務地のいずれ
かが養父市にある、生後6カ月から小学校6
年生までの児童

2,000円（5時間以上）
1,000円（5時間未満）
所得等による減免有

朝
来
市

クリニックよしだ
「虹色保育室」

朝来市和田山町枚田岡139-
2

TEL:079-670-1200
8:30～17:30

木曜日は8:30～
16：45

休所 2
朝来市在住で市内のこども園、保育園、小
学校に通う満1歳から小学校6年生

１日：市内1,500円　市外3,000円
半日：市内750円　市外1,500円

宍
粟
市

病児保育室『そらまめ』 宍粟市山崎町鹿沢91-20
TEL:0790-62-8686
FAX:0790-62-8686

7:45～17:45 休所 3

次の①か②を満たしている、概ね生後6か
月から小学校6年生までの児童
①宍粟市または定住自立圏構想連携市町
に在住
②保護者が宍粟市内で勤務

１,000円
所得等による減免有

加
東
市

加東市病児病後児保育施設
「かとっこ」

加東市家原85
TEL:0795-42-2415
FAX:0795-42-2415

8:00～18:00 休所 4
概ね生後6か月から
小学校6年生までの児童

市内住民2,000円※
市外住民3,000円
給食（希望者のみ）1食500円
おやつ代（希望者のみ）別途必要

※生活保護受給世帯は無料
（市内住民）

猪
名
川
町

猪名川町病児・病後児保育施設
「いいっこルーム」

猪名川町広根字九十九８番
地

TEL:072-766-0172 8：00～18：00 休所 2 町内在住の生後6ヵ月～小学校4年生
1日あたり2,000円
（住民税非課税世帯は減免制度あり）
給食費300円

多
可
町

おひさまにこにこクリニック 多可町中区天田43-1 TEL:0795-30-0130

8：30～18：30
火曜日及び
第3水曜は

8：30～12：30

8：30～12：30 2 生後6か月～おおむね10歳未満の児童

町内住民
2時間未満500円
2時間以上4時間未満1,000円
4時間以上6時間未満1,500円
6時間以上2,000円
所得等による減免有

町外住民
2時間未満750円
2時間以上4時間未満1,500円
4時間以上6時間未満2,250円
6時間以上3,000円

神
河
町

神崎郡病児病後児保育施設 神河町粟賀町385

ＴＥＬ：0790-32-1990
FAX:0790-32-1962

（ケアステーションかんざき代表）

080-8060-1991
（病児保育受付専用）

8：30～18：00 休所 2
生後6カ月から小学校6年生までの児童で、
神崎郡在住又は、神崎郡外在住で保護者
が神崎郡内の事業所に勤務する児童

神崎郡内住民2,000円
神崎郡外住民3,000円

佐
用
町

医療法人社団一葉会
佐用共立病院
「なかよし園」

佐用郡佐用町佐用１１１１番
地

ＴＥＬ：0790-82-2321
080-2406-8506

（病児保育受付専用）
ＦＡＸ：0790-82-2894

8:00～17:30 8：00～13：00 3

次の①か②を満たしており、保育所、幼稚
園、小学校、認定こども園に通う生後6か月
～小学校の児童
①佐用町または定住自立圏構想連携市町
に在住
②保護者が佐用町内で勤務

１,000円
給食費は別途400円
所得等による減免有

香
美
町

病児保育室
「おひさま」

（公立香住病院内）
香美町香住区若松540

TEL:0796-36-1166
FAX:0796-36-1897

（公立香住病院代表）
8:00～16:00 休所 2

香美町在住
又は
町内の保育所、認定こども園、幼稚園に通
う満1歳から小学校6年生までの児童

町内住民
１日2,500円
半日1,500円
町外住民
１日3,500円
半日2,000円

三
田
市

欄外★は、企業主導型病児保育施設 ※手続きについては各市町にお問合せ下さい。


