
連絡先 施設種別 区分 施設名 施設所在地 施設連絡先

病後児対応型 認定こども園 風の谷こども園 市川市北国分4-10-3 047-375-2700

病後児対応型 保育所 あじさい保育園 市川市妙典5-12-16 047-359-8231

病後児対応型 保育所 市川南保育園 市川市市川南4-1-15 047-325-2828

05館山市 子ども課 0470-22-3496 病児対応型 診療所 亀田病児・病後児保育室たてやま 館山市正木4304-9 0470-20-5580

病後児対応型 保育所 ふくた保育園 木更津市下郡1874-5 0438-53-5553

訪問型 - ＮＰＯ法人ドマーニ 木更津市朝日2-1-29 0438-53-7631

病児対応型 保育所 病児保育室　ラポールマツド 松戸市本町14-18　 松戸トシオビル1階 047-382-6877

病児対応型 診療所 病児・病後児保育室　ニコニコルーム 松戸市西馬橋幸町13　早稲田ビル5階 047-347-2525

病後児対応型 保育所 ひまわり保育園 松戸市新松戸1-192　ソフィア新松戸102 047-309-6622

病児対応型 診療所
ひがしまつど小児科病院・病後児保育室す
こやかルーム

松戸市東松戸2-27-1 047-391-7003

病児対応型 保育所 病児・病後児保育室　ラポールヤバシラ 松戸市日暮5-183　染谷ビル１Ｆ 047-393-8688

病後児対応型 保育所 病児・病後児保育室　ラポールヤバシラ 松戸市日暮5-183　染谷ビル１Ｆ 047-393-8688

08野田市 保育課 04-7123-1299 病児対応型 病院 小張総合病院　ひばりルーム 野田市横内29-1 04-7124-6847

病児対応型 診療所 病児・病後児保育室　バンビー 茂原市緑が丘4-3-3 0475-22-7661

病児対応型 　病院 たけのこ保育園 茂原市町保3番地 070-4459-9480

病児対応型 専用施設 なのはなクリニック　病児保育室ゼフィルス 成田市吉岡1342-57 0476-73-8110

病児対応型 専用施設 成田ナーシング保育室 成田市押畑896番地　成田病院B棟3階 0476-22-3131

病児対応型 専用施設 めだか病児保育室 成田市中台6丁目2番地1　中島医院2階 0476-27-3454

病児対応型 診療所 イーゲル 佐倉市西志津3-2-2 043-460-0303

病後児対応型 保育所 病後児保育室こあらキッズ 佐倉市宮ノ台3-1-1 043-462-2622

病後児対応型 保育所 トムの部屋 佐倉市岩名1011 043-483-8941

12東金市 こども課 0475-50-1203 病後児対応型 病院 病後児保育施設　チョコ丸 東金市田間1285-1 080-6797-2915

病児対応型 病院 病児保育室バンビ 旭市イの1326番地 0479-63-8111

病後児対応型 保育所 海上保育所 旭市岩井１９６番地 0479-55-3070

病児対応型 病院 キッズケアルームなでしこ 習志野市泉町1-1-1 047-473-7872

病児対応型 病院
津田沼中央総合病院　ケアルームつくしん
ぼ

習志野市谷津1-9-17 047-471-0844

16勝浦市 福祉課 0470-73-6618 病後児対応型 認定こども園 勝浦こども園 勝浦市出水１２００番地 0470-73-0019

病児対応型 病院 千葉労災病院　コスモスルーム 市原市辰巳台東2-14 B111 0436-26-7105

病児対応型 診療所 高岡クリニック　マミールーム 市原市姉崎西1-12-28 0436-62-0036

病児対応型 診療所 たむら医院　ソレイユ 市原市光風台2-146 0436-36-9900

病児対応型 診療所 五井中央診療所　ポレポレルーム 市原市五井中央東1-10-19 0436-23-3737

病児対応型 保育所 病児保育室キッズケアブルーム南流山 流山市南流山4-13-8 MOM-HOUSE 1F 04-7197-1344

病後児対応型 保育所 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 流山市加4-12 04-7150-2654

病児対応型 保育所 けやきの森保育園西初石園 流山市西初石4-1408-2 04-7156-7555

病児対応型 保育所
オハナゆめ保育園併設病児保育室（キッズ
ケアブルームセントラル）

流山市中116番地1 04-7197-1344

訪問型 - キッズ＆マム・サポート 流山市野々下5-101－29 04-7148-2955

19八千代市 子ども保育課 047-483-1151 病児対応型 病院 あべこどもクリニック　くまさん保育室 八千代市勝田台北1-8-7　KEIYUビル3階 047-487-1003

病児対応型 病院 名戸ヶ谷あびこ病院　たんぽぽルーム 我孫子市我孫子1855-1 04-7157-2233

病後児対応型 病院 こどもデイルームみらい 我孫子市布佐834-176 04-7189-1783

21鴨川市 子ども支援課 04-7093-7113 病児対応型 専用施設 亀田病児・病後児保育室かもがわ 鴨川市東町975-2 04-7093-2829

22鎌ケ谷市 幼児保育課 047-445-1363 病後児対応型 病院 鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富929-6 047-498-8111

23君津市 保育課 0439-56-1184 病児対応型 病院 君津山の手病院　キッズケア 君津市外箕輪4-1-5 0439-29-6969

病後児対応型 保育所 富津保育園 富津市富津396-34 0439-87-2104

病後児対応型 保育所 富津市病後児保育室 富津市岩坂487番地５ 080-8053-1082

病児対応型 病院
東京ベイ・浦安市川医療センター　あおいく
ま保育園　病児・病後児保育室

浦安市当代島2-12-37 047-351-3101

病後児対応型 保育所
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」

浦安市入船1-2-1　新浦安駅前プラザマーレ4F 047-304-2175

病後児対応型 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」

浦安市北栄3‐27‐13 ダイエー浦安店3階 047-711-4239

病児対応型 病院
順天堂大学医学部附属病院浦安病院　病
児・病後児保育室「みつばち　うらやす」

浦安市富岡2-1-1 047-382-8001

病後児対応型 病院
浦安中央病院病児・病後児保育室「ぱんだ
ルーム」

浦安市東野3-4-11-203 047-352-2119

病児対応型 病院
浦安中央病院病児・病後児保育室「ぱんだ
ルーム」

浦安市東野3-4-11-203 047-352-2119

病児対応型 病院 下志津病院病児・病後児保育室バンビ 四街道市鹿渡934-5 043-422-2511

病後児対応型 病院 下志津病院病児・病後児保育室バンビ 四街道市鹿渡934-5 043-422-2511

病児対応型 保育所 大空保育園 袖ケ浦市神納1136-1 0438-53-8224

病後児対応型 保育所 長浦保育園 袖ケ浦市蔵波2598-1 0438-62-2250

病後児対応型 保育所 みどりの丘保育園 袖ケ浦市蔵波3108-177 0438-97-5552

病児対応型 認定こども園 幼保連携型認定こども園まりん 袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目34番地2 0438-38-5101

28八街市 子育て支援課 043-443-1693 病後児対応型 乳児院 病後児保育室キュア 八街市八街に69-3 043-440-0020 ※
29印西市 保育課 0476-33-4651 病児対応型 病院 印西総合病院 印西市牧の台1-1-1 0476-33-3000

30白井市 保育課 047-492-1111（代） 病児対応型 病院 うさぎ保育所　病児保育室 白井市笹塚3-25-2 070-2656-5671

31富里市 子育て支援課 0476-93-4497 病児対応型 病院 病児保育室ピッピ 富里市七栄653-73 0476-37-5115

32南房総市 子ども教育課 0470-46-2966 病児対応型 診療所 七浦診療所　病児保育室　「そらまめ」 南房総市千倉町大川638 0470-28-4538

35山武市 子育て支援課 0475-80-2632 病後児対応型 認定こども園 なるとうこども園　病後児保育室 山武市成東210-3 0475-82-1355

36いすみ市 福祉課 0470-60-1120 病児対応型 保育所 病児保育室パウルーム いすみ市岬町和泉1880-4 0470-80-2121

37大網白里市 子育て支援課 0475-70-0347 病後児対応型 保育所 みどりが丘保育園 大網白里市大網2800 0475-71-3261

39栄町 福祉・子ども課 0476-33-7707 病児対応型 病院 北総栄病院 印旛郡栄町安食2421 0476-95-7030

41多古町 子育て支援課 0479-76-5412 病児対応型 専用施設 多古病児保育所 香取郡多古町多古388番地１ 0479-74-3375

49白子町 住民課 0475-33-2112 病児対応型 保育所 病児保育所ラッコッコ 長生郡白子町北高根2389 0475-33-1188

51長南町 福祉課 0475-46-2116 病後児対応型 認可外 杉の子保育園 茂原市八千代2－6－1 0475-44-4776

54鋸南町 保健福祉課 0470-50-1172 病児対応型 診療所 わんわんクラブ 安房郡鋸南町勝山319 0470-55-2138

※休止中

保育課 04-7150-6124

病児保育施設一覧（令和２年１０月１日時点　体調不良児対応型を除く）

市町村担当課名

18流山市

0436-23-982917市原市

子育て支援課 0475-20-157309茂原市

子育て支援課

03市川市 こども施設運営課 047-711-1791

043-421-2238

24富津市 子育て支援課 0439-80-1312

25浦安市 保育幼稚園課 047-712-6439

047-366-7347子育て支援課07松戸市

06木更津市 こども保育課 0438-23-7245

0476-20-153810成田市

子育て支援課 043-484-641511佐倉市

14習志野市

保育課

0479-62-5313

子育て支援課 047-453-9203

13旭市 子育て支援課

27袖ケ浦市 保育課 0438-62-3276

20我孫子市 保育課 04-7185-1490

26四街道市 保育課


