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病児保育室のご案内 
 

 

 

 

  病児保育は、お子さんが風邪などの病気にかかったときや病気か

ら治りかけのときなど、保育所や幼稚園に通えないときに、市内の

「病児保育室」でお子さんを預かる事業です。 
 

さいたま市 保育課 

電話 048-829-1866 ／ ＦＡＸ048-829-2516 

      ※令和５年４月より「保育施設支援課」に課名が変更となります。 

 

 

 

病児保育とは 

🔍検索 さいたま子育て WEB 病児保育 



１ 病児保育を利用できるお子さん 

  次の⑴～⑶の全てに当てはまるお子さんです。 

  ※ 当てはまらないお子さんも、当日の定員に空きがある場合にはご利用いただけます

が、利用料金が異なりますので、各施設にご確認ください。 

  ⑴ さいたま市に住んでいる（住民票がある） 

  ⑵ 幼稚園、認可保育施設（※１）、認可外保育施設（※２）を利用している 

  ⑶ 市から保育の必要性の認定（いわゆる２号・３号の認定）を受けている 

  ※１ 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業など 

  ※２ ナーサリールームや家庭保育室などの市認定保育施設、企業主導型保育事業など 

 

２ 利用方法 （施設への電話の際は、「①相談」と「②予約」を区別してお伝えください） 

                                  

 

 

  … 病状や疾病の種類、年齢、予防接種の有無な      

どによっては、利用できない施設があります

ので、あらかじめ相談してください。 

 

 … 受診の際「病児保育利用連絡書」（子育て WEB

よりダウンロード可）を持参し、病児保育を

利用して差し支えない病状や疾病であるか確

認し、記入してもらってください。 

※利用連絡書の発行は有料です。 

 

 … かかりつけ医の診断の結果、病児保育室を利

用しても差し支えない場合には、施設に電話

をして予約をしてください。 

 

 

 ・ 病児保育室の利用は、１回の予約につき７日間までです。（病状などにより延長可能） 

 ・ 医師の判断により、医療行為の実施や他の医療機関への搬送を行う場合があります。 

   （医療行為等の実施により、一部自己負担金が発生する場合があります。） 

 ・ 予約後のキャンセル方法については、各病児保育室に確認してください。 

 ・ 発行から数日経過した「病児保育利用連絡書」は、病状により、具合の正確な把握が

難しくなるため、新たに発行をお願いする場合があります。各施設にご確認ください。 

   なお、利用連絡書の発行には、利用料金とは別に費用が掛かりますが、この費用に対

する一部助成制度がありますので、詳しくは保育課にお問合せください。 

 

発病などによる病児保育室の利用希望 

利用希望の病児保育室への①相談 

かかりつけ医の受診 

利用の②予約 利用の見送り 

ご注意ください 



３ 利用の際にお持ちいただくもの 

病児保育を利用する年度の４月１日時点のお子さんの年齢（０～５歳） 

 

 

 

①  ②  ③ 

・認可保育施設（認可保育

所、認定こども園（保育

所部分）、小規模保育等） 

・市認定保育施設（ナーサ

リールーム、家庭保育室） 

 

 幼稚園 

認定こども園（幼稚園部分） 

その他の認可外保育施設 

（①に書いていない施設） 

 

 企業主導型保育事業 

その他の認可外保育施設 

（①に書いていない施設） 

 

  施設等利用給付認定通知書 

※2 号または３号認定のもの 

 教育・保育給付認定 

決定通知書の写し 

※保育認定となっているもの 

 

① 病児保育利用登録書（原則、年度ごとに提出。）   ② 病児保育利用申込書 

③ 病児保育利用連絡書（かかりつけ医より発行を受けてください。） ④ 家庭との連絡帳 

⑤ 健康保険証(写)、子育て支援医療費受給資格証(写)、ひとり親家庭等医療費受給資格証(写)  

⑥ 生活保護法医療券（医療機関にかかる場合に必要です） 

⑦ 医師の処方による服用中の薬とその説明書 

⑧ 保育園連絡帳、母子手帳  ⑨ 着替え、肌着（１日分） 

⑩ ハンドタオルやガーゼハンカチ（２枚）、バスタオル（１～２枚） 

⑪ 哺乳瓶（必要なお子さんのみ）、コップ、食事用エプロン（必要なお子さんのみ） 

⑫ 水分（ミルク、麦茶、イオン水など） 

⑬ 紙おむつ、おしりふき、汚れた物を入れるビニール袋（２枚） 

⑭ お弁当、おやつ（提供可能な施設もありますが、別途費用が掛かります。） 

※１ 上記は代表的な持ち物です。詳しくは施設にご確認の上、お持ちください。 

※２ 持ち物には、お子さんの名前を書いてください。 

※３ ①②③④の書類は、認可保育所等に用意しているほか、「さいたま子育て WEB」からもダウンロードできます。 

４ 利用料金 
 ・ １人、１日当たり 2,000 円です。（減免制度（※）があります。） 

   ※ 生活保護世帯、市民税非課税世帯：無料 

     市民税均等割額のみの世帯、市民税所得割課税額が 48,600 円未満の世帯：1,000 円 

    （認可保育所・新制度に移行している幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的

保育事業所以外を利用している場合は、所得証明書の提出が必要です。事前に当課にお問合せください。） 

 ・ 利用料金については、病児保育室を利用した月の翌月下旬頃にご自宅へ郵送される納

付書にてお支払いください。 

 ・ 上記のほか、おやつや水分補給等で負担がありますので、予約時にご確認ください。 

上記に加え 

利用している施設はどちらですか（市内・市外問わない） 
） 

上記に加え 



５ 病児保育室一覧 

【開設日時：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）、８時～１８時】 

区 
施設名 

電話番号 定員 対象年齢 給食 
住 所 

西 

病児保育室西遊馬保育園 （048） 

620-

7879 

４名 
満１歳～ 

就学前 

選択可 

（要予約） 西区西遊馬 771-11 

（西遊馬保育園内） 

北 

夢眠保育園おおみやきた 病児保育室 （048） 

662-

8100 

４名 
満１歳～ 

就学前 
なし 北区奈良町 32-6 

（夢眠クリニック大宮北 ２階） 

大宮 

病児保育室ベーネ （048） 

662-

9366 

４名 
満１歳～ 

就学前 
なし 大宮区浅間町 1-117 

（ソーレピッコロ保育園内） 

見沼 

病児保育室あすなろ （048） 

675-

3265 

４名 
６ヶ月～ 

就学前 
なし 見沼区東大宮 6-22-6 

（中里小児科 ２階） 

中央 

病児保育室おひさま 
 

 

 

 中央区鈴谷 9-5-18 

（与野本町駅前保育所内） 

中央 

病児保育室ハートラちゃんのいえ （048） 

852-

1474 

５名 
６ヶ月～ 

就学前 
なし 中央区新都心 1-5 

（さいたま赤十字病院内） 

桜 

病児保育室こりすの家 （048） 

857-

3195 

４名 
6 か月～ 

就学前 
なし 桜区上大久保 432 

（西部総合病院保育所内） 

浦和 

病児保育室キッズカサイ （048） 

833-

7775 

４名 
６か月～ 

就学前 
なし 浦和区針ヶ谷 2-14-3 

（かさい医院内） 

南 

病児保育室こばと （048） 

832-

9299 

４名 
10 ヶ月～ 

就学前 

選択可 

（要予約） 南区南本町 2-22-2 

（小鳩保育園南本町内） 

緑 

病児保育室みどり （048） 

876-

1151 

４名 
満１歳～ 

就学前 
なし 緑区中尾 2659-13 ２階 

（めざわこどもクリニック内） 

岩槻 

病児保育室ピュア （048） 

749-

7571 

４名 
６ヶ月～ 

就学前 
なし 岩槻区南平野 3-32-5 

（南平野クリニック ２階） 
 

このリーフレットは 15,000 部作成し、１部当たりの印刷経費は 5 円（概算）です。 

※令和５年度 休止 


