
病児保育事業（病児対応型・病後児対応型実施施設）　各市町村一覧

NO 市町村名 市町村担当課名 連絡先 施設名 施設種別 HPアドレス

ゆりかご園 診療所

うさぎのあな 診療所

えんじぇるん 診療所

ノア 診療所

かごめかごめ 診療所

ポピンズルーム 診療所

バンビーノ 診療所

ミルキー 診療所

小林医院 診療所

行徳クリニック 診療所

風の谷こども園 認定こども園

あじさい保育園 保育所

市川南保育園 保育所

新高根キッズハウス 診療所

トレポンテ 診療所

オー・キッズ 診療所

アトム 診療所

病児保育室わかば 診療所 病児対応型

アイリスルーム 保育所

05 館山市 こども課子育て支援係 0470(22)3496（直通） 亀田病児・病後児保育室たてやま 診療所
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kod
omo/page100022.html

06 木更津市 子育て支援課保育担当 0438(23)7245（直通） ふくた保育園 保育所
http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,586,3
5,252.html

ニコニコルーム 診療所

ひまわり保育園 保育所

たんぽぽ保育園 保育所

ラポールマツド 保育所

08 野田市 保育課保育係 04(7123)1299（直通） ひばりルーム 病院
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/
kosodate/hoiku/1004176.html

09 茂原市 子育て支援課支援係 0475(20)1573（直通） 病児保育室バンビー 診療所
http://www.city.mobara.chiba.jp/00000
00391.html

なのはなクリニック病児保育室ゼフィルス 診療所

病児保育室　成田ナーシング保育室 専用施設

イーゲル 診療所

こあらキッズ 保育所

スマイル 病院

トムの部屋 保育所

12 東金市 こども課保育係 0475(50)1203（直通） りゅうクリニックチョコ丸 病院
http://www.city.togane.chiba.jp/00000
01246.html

 病児デイケアルームエンジェル保育室 診療所

 キッズケアルームなでしこ 病院

名戸ヶ谷病院病児・病後児おりーぶ 保育所

巻石堂さくら保育園 保育所

コスモスルーム 病院

マミールーム 診療所

ソレイユ 診療所

ポレポレルーム 診療所

11 佐倉市 子育て支援課指導班 043(484)6415（直通）

病児対応型

http://www.city.sakura.lg.jp/000000769
1.html

病後児対応型

病後児対応型

病後児対応型

https://www.city.narita.chiba.jp/sisei/s
osiki/kodomo/std0048.html

14 習志野市 子育て支援課

病児対応型
10 成田市 子育て支援課子育て支援係 0476(20)1538（直通）

病児対応型

07 松戸市 子育て支援課 047(366)7347（直通）

病児対応型

病後児対応型

病児対応型

病児対応型

類型

043(245)5105（直通）

病児対応型

04 船橋市 保育認定課事業係

03 市川市
こども施設運営課

私立保育施設グループ

047(436)2329（直通）

01 千葉市 幼保支援課支援班

17 市原市 保育課保育支援係 0436(23)9829（直通）

病児対応型

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai
/kodomomirai/shien/byouji-
byougoji.html

病児対応型

病児対応型

病児対応型

病児対応型

病児対応型

病児対応型

病児対応型

047(711)1791（直通）

病後児対応型

http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/15
31000001.html

病後児対応型

病後児対応型

病後児対応型

病後児対応型

http://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo
/hoiku/009/p004554.html

病児対応型

病児対応型

病児対応型

病後児対応型

病児対応型

病後児対応型

病後児対応型

病後児対応型

病児対応型

http://www.city.matsudo.chiba.jp/koso
date/matsudodekosodate/kosodatenav
i/itijiazuketai/byouji_byougojihoiku/inde
x.html

病後児対応型

047(451)1151（代）
内線398

病児対応型 https://www.city.narashino.lg.jp/kosod
ate/kenko/byogojihoiku.html病児対応型

病後児対応型

http://www.city.ichihara.chiba.jp/kosod
ate/soudantou/kodomobyouki/p_c_13b
yougojihoiku.html

病児対応型

病児対応型

病児対応型

15 柏市 保育運営課企画運営担当 04(7128)5517（直通）
病児対応型 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/0

70800/p038377.html



オハナゆめキッズハウス 保育所

生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 保育所

19 八千代市
子育て支援課

地域子育て支援班
047(487)5114（直通） くまさん保育室 診療所

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/81500
/page000012.html

たんぽぽルーム 病院

こどもディルームみらい 病院

21 鴨川市 子ども支援課 04(7093)7113（直通） 亀田病児・病後児保育室かもがわ 専用施設
http://www.city.kamogawa.lg.jp/kosoda
te_kyoiku/shussan_kosodate/kosodate
shien_kyufu/1471943390314.html

鎌ケ谷総合病院内病後児保育室 病院

白井聖仁会病院内うさぎ保育所 病院

23 君津市 子育て支援課保育係 0439(56)1184（直通） 病後児保育室キッズケア 病院
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/koso
date/1590.html

24 富津市 子育て支援課保育係 0439(80)1312（直通） 富津保育園 保育所
http://www.city.futtsu.lg.jp/000000250
3.html

浦安市中央病院病後児保育室「ぱんだルーム」 病院
ポピンズナーサリースクール新浦安病後児保育室「アクアルーム」 保育所
ポピンズナーサリースクール浦安病後児保育室「ポピンズルーム浦安」 保育所

26 四街道市 こども保育課保育グループ 043(421)2238（直通） 四街道市立中央保育所 病後児保育室ポピー 保育所
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/ko
sodate/kosodateshien/poppe.html

大空保育園 保育所

長浦保育園 保育所

28 八街市 子育て支援課児童家庭班 043-443-1693（直通） 病後児保育室キュア 乳児院 無し

29 印西市 保育課保育班
0476(42)5111（代）
内線226・227

印西総合病院（おひさまルーム） 病院
http://www.city.inzai.lg.jp/0000000992.
html

うさぎ保育所　病児保育室 病院

鎌ケ谷総合病院 病院

31 富里市 子育て支援課子育て支援班 0476(93)4497（直通） ピッピ 病院
http://www.city.tomisato.lg.jp/0000006
386.html

亀田病児・病後児保育室たてやま 診療所

勝山クリニック わんわんクラブ 診療所

35 山武市
子育て支援課
幼保こども園室

0475(80)2632 なるとうこども園 病後児保育室 認定こども園
http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/25
/byougojihoikujigyou.html

病児保育室「パウルーム」 保育所

医療法人社団 酒井医院病児保育所 ラッコッコ 保育所

37 大網白里市 子育て支援課保育班 0475(70)0347（直通） みどりが丘保育園 保育所
http://www.city.oamishirasato.lg.jp/000
0004114.html

39 栄町 福祉・子ども課児童福祉班 0476(33)7707（直通） 北総栄病院「栄町病児ルーム」 病院
http://www.town.sakae.chiba.jp/index.p
hp?code=2718

病児保育室「パウルーム」 保育所

医療法人社団 酒井医院病児保育所 ラッコッコ 保育所

48 長生村 健康推進課児童係 0475(32)6800（直通） 医療法人社団 酒井医院病児保育所 ラッコッコ 保育所
https://www.vill.chosei.chiba.jp/000000
0354.html

49 白子町 住民課児童係 0475(33)2112（直通） 医療法人社団 酒井医院病児保育所 ラッコッコ 保育所
https://www.town.shirako.lg.jp/000000
0343.html

53 御宿町 保健福祉課 0470(68)6716（直通） 病児保育室「パウルーム」 保育所
http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub3/
1/16.html

54 鋸南町 保健福祉課福祉支援室 0470(50)1172（直通） 勝山クリニック わんわんクラブ 診療所 無し

病後児対応型

30 白井市 保育課保育班
047(492)1111（代）

内線5315 広域利用
http://www.city.shiroi.chiba.jp/kodomo
navi/sodan/sod03/1424493115456.htm

20 我孫子市 保育課子育て担当 04(7185)1490（直通）
病児対応型

18 流山市 保育課

27 袖ケ浦市 保育課保育班

病後児対応型

0438(62)3276（直通）
病児対応型

25 浦安市 保育幼稚園課運営・指導係

22 鎌ケ谷市 幼児保育課

04(7150)6124（直通）
病児対応型

047(351)1111（代）
病後児対応型

32 南房総市 子ども教育課

病後児対応型

36 いすみ市 福祉課子育て支援室 0470(60)1120（直通）
病児対応型

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/lif
e/19/159/017945.html病後児対応型

病児対応型

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodat
e/ninshin_shussan/shien_service/syuss病後児対応型

病児対応型

広域利用

病児対応型

病後児対応型

http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/
kosadate/hoiku/1000810.html

病後児対応型

病後児対応型

047(445)1141（代）
内線711

http://kamakko.info/hoiku/byogoji-
hoiku/

病後児対応型

病後児対応型

病児対応型

病児対応型

病児対応型

0470(46)2966（直通）
広域利用 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0

000000854.html広域利用

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshi
ki/hoiku/kyujitu-byougoji.html

http://www.city.isumi.lg.jp/shimin/koso
date/ninshin/post_216.html広域利用

病後児対応型

病児対応型

46 一宮町 福祉健康課子育て支援係 0475(42)1415（直通）
広域利用 http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/k

osodate/kosodate/5.html広域利用

広域利用

病児対応型

広域利用

病児対応型


