
＊一時預かり実施施設は、

このとりまとめ集ほか、こちらをご覧ください。

↓

⻑崎市⼦育て応援情報サイト「イーカオ」
⼀時預かり実施施設

＊詳細については、各施設にお尋ねください。

長崎市における保育所等の

一時保育

とりまとめ集

長崎Baby・ kids LOVERS塾

長崎市における保育所等の一時保育の

詳細について独自調査を行いました。

（調査時期：2021.10）

https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
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1

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 愛宕ピノキオこども園 ＊地区：中央 ＊区分：認定こども園

所在地 愛宕4丁⽬ 19-11

受付時間 7:00～19：00

電話番号 095-823-5074

事業内容

保護者の（就労、疾病、⼊院、災害、事故、出産、看護、介護，）（授業参観，ボランティア活動、宗教、⾃治会活動）（保護者の⼼理的、

⾁体的負担を軽減する為）などで⼀時的に保育を必要とされる場合の利⽤が可能です。

安⼼できる⼈的環境（受け⼊れられる、認められる）や物的環境（興味がある楽しい遊び）があり、利⽤者同⼠または⼊園児との健全

な関わりのための保育に参加することが出来ます。

ホームページ https://seido-kai.com/base/atago-pinokio/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜（⼟・⽇曜⽇・祝祭⽇は不可）

利⽤可能時間 （⽉・⽔・⾦） 13時から１６時まで （⽕・⽊） １０時から１６時まで

利⽤料⾦

（０～２歳児） １時間 300円 （3～6歳児） 1時間 200 円

給⻝費 300円（アレルギーの⽅はお弁当持参）

対象年齢 ⽣後6ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 事業内容を⾒て希望される⽅

申込⽅法

まずは、電話でご連絡ください。

利⽤者登録（⼀時保育申込書・家庭状況表・健康診断記録表・保険証のコピー）の提出

顔合わせ、その後予約

申込期限 利⽤希望⽇の 2⽇前まで予約受付

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

原則として 週 3⽇ 1カ⽉に 12 ⽇以内

必要書類 ⼀時保育申込書・家庭状況表・健康診断記録表・保険証のコピー

緊急の場合の対応 ⼀度利⽤された⽅のみお預かり可能です。

病児保育の有無 無 ※病児、病気回復期の乳幼児は不可

持参するもの

※共通：⽔筒（お茶か⽔）お昼寝マット、バスタオル（冬は⽑布）

【0.1 歳児】着替え 2～3組・紙オムツ（必要枚数）・⼿拭きタオル 3枚・⻝事⽤エプロン

【2歳児】着替え 2～3組・紙オムツまたは替えのパンツ・⼿拭きタオル 3枚

【3歳以上】着替え2組・⼿拭きタオル・⻭ブラシ・コップ（⼱着袋に⼊れて）

駐⾞場の有無 有

その他 特になし

https://seido-kai.com/base/atago-pinokio/


2

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 アルムの⾵保育園 ＊地区：中央 ＊区分：保育所

所在地 ⿂の町 1-23-107

受付時間 ７：３０～１８：３０

電話番号 829-2272

事業内容
保護者の急⽤や通院、リフレッシュ等が必要な時にご利⽤いただけます。異年齢保育をしており,家庭的な雰囲気の中でお預かりしてい

ます。

ホームページ http://blog.goo.ne.jp/arumunokaze

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜～⼟曜⽇（⽇曜・祝⽇は不可）

利⽤可能時間 ７：３０～１８：３０

利⽤料⾦ ３歳児未満３０分４００円、３歳以上児３０分３００円

対象年齢 ⽣後３ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

申込条件 条件はありませんが、その⽇の状況によりお断りさせていただく場合があります。

申込⽅法 電話での予約をお願いいたします。

申込期限 特にありませんが、利⽤⽇がわかり次第早めにご連絡ください。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

必要書類 ⼀時保育⼊園申込書（当園にあります）

緊急の場合の対応 お預かりできる場合もありますが、お電話での詳細確認をお願いいたします。

病児保育の有無 無 ※病児及び受け⼊れ時の検温で発熱などの症状がある場合もお預かりできません。

持参するもの 印鑑（⼊園申込書記載時に必要）、弁当・粉ミルク・オムツ・着替え（必要な⽅）

駐⾞場の有無 無

その他

http://blog.goo.ne.jp/arumunokaze


3

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⼤浦保育園 ＊地区：中央 ＊区分：認定こども園

所在地 東⼭町 5-1

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 823-5390

事業内容

ホームページ http://www.ohura-hoikuen.com

基本情報

利⽤可能⽇ 保護者の緊急時で園の⾏事等と重ならない⽇

利⽤可能時間

利⽤料⾦ ２００円/ｈ

対象年齢 ０～６歳

申込条件 緊急時

申込⽅法 電話で

申込期限

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

必要書類

緊急の場合の対応 保護者の緊急時

病児保育の有無 ナシ

持参するもの ナシ

駐⾞場の有無 有

その他

http://www.ohura-hoikuen.com


4

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 桐ﾉ⽊保育園 ＊地区：中央 ＊区分：保育所

所在地 出雲 1丁⽬ 4-1

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 822-4982

事業内容 保育が困難な家庭への⽀援、仕事をされていないが、諸事情で保育をお願いしたい⽅。

ホームページ http://www.kirinoki-hoikuen.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜（⼟・⽇曜⽇は不可）

利⽤可能時間 8：30～16：30

利⽤料⾦ 0.1.2 歳児…2,500 円／⽇ 3歳児…2,300 円／⽇ 4.5 歳児…2,000 円／⽇ （給⻝・おやつも含む）

対象年齢 ⻑崎市に居住する⽣後６カ⽉から⼩学校就学前の乳幼児（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が諸事情（通院、仕事、リフレッシュなど）で必要な時。

申込⽅法 まずは、電話で確認を。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の１週間前

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１カ⽉に１３⽇間（週 3⽇程度）まで

必要書類 住所、⽒名、年齢、連絡先及びアレルギー等⼦どもの持病について確認記⼊

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合もあります。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの 着替え（1組）、オムツ（オムツ着⽤のお⼦さま）、２歳児までは⻝事⽤のエプロン

駐⾞場の有無 有

その他 新型コロナウィルス感染症予防対策の対応（検温、消毒、マスク着⽤など）

http://www.kirinoki-hoikuen.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 恵愛保育園 ＊地区：中央 ＊区分：保育所

所在地 下⻄⼭町 2-79

受付時間 ７：３０〜１８：３０

電話番号 826-8888

事業内容 家庭において保育を受けることが⼀時的に困難になった児童について、⼀時的に預かり保育を提供します。

ホームページ https://www.keiai-nagasaki.com/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇（年末年始はお休みします）１２⽉２９⽇～１⽉３⽇

利⽤可能時間 9：00～17：00

利⽤料⾦ １時間あたり 500円 上限２５００円 給⻝費４００円

対象年齢 １歳以上

申込条件 家庭において保育を受けることが⼀時的に困難になった児童

申込⽅法 電話にて問い合わせ、⼀時預かり保育申請書兼登録台帳を提出する。

申込期限 利⽤⽇の⼀⽇前

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１週間あたり３⽇程度

必要書類 ⼀時預かり保育申請書兼登録台帳

緊急の場合の対応 無

病児保育の有無 無

持参するもの
着替えセット、おむつセット、タオルセット、帽⼦、⽔筒、パジャマなど、必要に応じて。詳しくは⼀時預かりの

しおりに記載してあります。

駐⾞場の有無 無

その他

※アレルギーをお持ちのお⼦様には給⻝の提供はしておりません。

※園内の様⼦、０歳児の担任による⼿遊びや歌遊びの動画をYouTube に UPしております。そのほか⽇々の保育の様⼦はインスタ、ブ

ログで紹介しております。

⻑崎 恵愛保育園で検索してください。

https://www.keiai-nagasaki.com/


6

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ざぼんちゃん浜町認定こども園 ＊地区：中央 ＊区分：認定こども園

所在地 築町4-17

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 823-2204

事業内容

ホームページ https://zabonchan.com/

基本情報

利⽤可能⽇ ⼀時預かり事業の定員枠に空きがある場合

利⽤可能時間 7：30～19：30

利⽤料⾦ 30分まで毎に400円

対象年齢 ⽣後2ヶ⽉～就学前まで

申込条件 予約をお勧めします

申込⽅法 ご利⽤⽇前⽉の 20⽇以降から予約をお受けします

申込期限

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

なし

必要書類 ご利⽤当⽇に⼊園受付書をご記⼊いただきます(緊急連絡先として２名、２ヶ所の連絡先必須）

緊急の場合の対応 保護者へ連絡

病児保育の有無 なし

持参するもの 降園⽤のお着換え

駐⾞場の有無 送迎⽤にあり

その他

https://zabonchan.com/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⻑照寺保育園 ＊地区：中央 ＊区分：保育所

所在地 ⽩⽊町 10 番 21-10

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 821-5283

事業内容
保育が困難な家庭への⽀援のほか、お仕事をされていない場合もご利⽤していただけます。（急な病気等）

ホームページ http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜

利⽤可能時間 ９：００～１６：００

利⽤料⾦ 1歳未満 1⽇ 4,000 円 ・ 1 歳以上 1⽇ 3,000 円 別途給⻝費 200円

対象年齢 ⻑崎市に居住する⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

申込条件 保護者が急な通院、病気、⽤事等

申込⽅法 電話連絡。その後、お預かりする前に必要書類の提出

申込期限 ⽉に 12 ⽇程度 週 3⽇以内

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

必要書類 家庭調書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合もあります。

病児保育の有無 無（本⼈が病気の場合はお預かりできません）

持参するもの ◎3・ 4・ 5歳児：着替え、⻭ブラシ、コップ等 ◎0・ 1 ・ 2歳児：オムツ、着替え等

駐⾞場の有無 有

その他 クラス⼈数により対応・新型コロナウイルス感染症影響下での対応（実施の可否等）

http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ほほえみ保育園 ＊地区：中央 ＊区分：保育所

所在地 ⿂の町 6-20-7

受付時間 ７：００〜１９：３０

電話番号 811-0500

事業内容 家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった児童について、⼀時的に預かり保育を提供します。

ホームページ https://www.hohoemihoikuen.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜～⾦曜（⼟⽇祝⽇、年末年始は不可）

利⽤可能時間 9時～17 時

利⽤料⾦ 1時間あたり500円（上限 2,500 円）

対象年齢 1歳児から就学前の児童

申込条件 家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった児童

申込⽅法 まずは、電話で確認を

申込期限 原則として、利⽤⽇の 1⽇前まで。キャンセルの場合、1⽇前までに必ずご連絡ください。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1週間あたり3⽇程度が⽬安となります。ただし、短時間であって、緊急を要する場合は、ひと⽉ 14 ⽇程度が⽬安

となります。

必要書類 ⼀時預かり保育申請書兼登録台帳

緊急の場合の対応 無 ※事前受付のみ

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの ・着替えセット（上着、ズボン、肌着、パンツ、ビニール袋など）

駐⾞場の有無 無

その他 ・新型コロナウィルス感染症のステージによりお受けできないことがあります。

https://www.hohoemihoikuen.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 おひさま保育園 ＊地区：東部 ＊区分：認定こども園

所在地 東町 1953-4

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 837-0012

事業内容 家庭における育児が困難となり、保育を必要とする児童

ホームページ https://www.nagasaki-ohisama.net/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜⽇ ※施設の受⼊状況によってはお預かりする事ができません。必ず電話にてお問合せ下さい。

利⽤可能時間 9:00～17:00

利⽤料⾦ 全年齢⼀律 30分：400 円、1 時間：800 円、1⽇（5時間以上)：4,000 円

対象年齢 0～5歳児

申込条件 なし

申込⽅法 まずはお電話頂き、登園時に⼀時保育利⽤申込書へ記⼊頂きます。

申込期限 前⽇まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

・週3⽇程度・⽉ 12 ⽇（週 3回）程度

必要書類 ⼀時保育利⽤申込書

緊急の場合の対応

保護者の傷病等やむを得ない理由により緊急・⼀時的に

家庭における育児が困難となり保育が必要となる場合

※施設の受け⼊れ状況等によっては受⼊ができない

場合もありますので、まずはご⼀報下さい。

病児保育の有無 無

持参するもの

・着替え（夏場2組以上・その他季節 1組以上）・オムツ

・⻝事⽤エプロン・おしぼり・バスタオル（夏場2枚・その他季節ベビー⽑布等）

・ナイロン袋2枚以上

駐⾞場の有無 有

その他

調査票（⼀時預かり保育）

https://www.nagasaki-ohisama.net/
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事業者名 かき道ピノキオこども園 ＊地区：東部 ＊区分：認定こども園

所在地 かき道 3丁⽬ 2-9

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 838-5514

事業内容 保育園・こども園に⼊園していない⼩学校⼊学前の児童のお預かり保育

ホームページ https://seido-kai.com/base/pinokio-kakido/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇

利⽤可能時間 9時から 16 時の間のおおむね5時間以内

利⽤料⾦
0.1.2 歳児 1 時間 400 円 3.4.5 歳児 1時間 200 円

別途給⻝費300円

対象年齢
⻑崎市に居住する⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 事前に登録が必要です

申込⽅法 電話にて予約受付

申込期限 利⽤⽇前⽇まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

原則として、週 3⽇とし、⽉ 12 ⽇以内

9時から 16 時の間でおおむね5時間以内

必要書類 ⼀時保育申込書・家庭状況届・健康診断記録票（園からお渡しします）健康保険証のコピー

緊急の場合の対応 緊急連絡先へご連絡し、お迎えをお願いします

病児保育の有無 本園内併設施設、病児保育「あおむし」の利⽤は可能です（別に登録が必要です）

持参するもの お着替え上下 2組、お⼿拭きタオル、バスタオル 2枚（必要に応じてエプロン、オムツ、⻭磨き等）

駐⾞場の有無 送迎時のみ駐⾞可能

その他 新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、利⽤前 2週間の検温が必要です。

https://seido-kai.com/base/pinokio-kakido/


11

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ひよこ保育園 ＊地区：東部 ＊区分：保育所

所在地 中⾥町 1594-5

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 838-3200

事業内容 保育が困難な家庭への⽀援。お預かり中は室内遊び、外遊び等園児と交流をしながら過ごします。

ホームページ https://www.hiyoko1997.net

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜⽇（⼟・⽇曜⽇は不可）

利⽤可能時間 9時～17 時

利⽤料⾦
1時間 3歳未満児 700円。3歳以上児 400円。1 ⽇（5時間以上）3歳未満児 3500 円。3歳以上児 2000 円。おや

つ 200円。普通⻝300円。

対象年齢 1歳児～就学前

申込条件 保育が困難な⽅（要相談）

申込⽅法 電話で確認し、後⽇必要書類を提出

申込期限 当⽇の 8時 30分

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 3回

必要書類 ⼀時保育申込書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じやむを得ない場合

病児保育の有無 無。病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの 着替え（⼀組以上）・オムツ・おしりふき（おむつ着⽤のお⼦様）・ティッシュ

駐⾞場の有無 有

その他 新型コロナウイルス感染症影響下での対応・⼦育てでお悩み事があればご相談下さい。

https://www.hiyoko1997.net
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 結宅保育園 ＊地区：東部 ＊区分：保育所

所在地 ⽮上町 34-7

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 894-8738

事業内容 保護者の就労、通院、看護など、家庭での養育が⼀時的に困難となった乳幼児を預かります。

保護者のリフレッシュを⽬的とした利⽤も可能です。

ホームページ http://yuntaku-hoikuen.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⼟曜⽇

利⽤可能時間 基本時間 10:00～16：00（利⽤時間は１時間単位です。）基本時間以外は相談可。

利⽤料⾦

０歳児 ８００円/１時間毎 、 １・２歳児 ５００円/１時間

３・４・５・６歳児 ４００円/ １時間、おやつ・給⻝時間と重なる場合は おやつ・給⻝を提供します。（別途

必要）

対象年齢
⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が就労のための活動、冠婚葬祭や通院、家族の看護、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 電話で確認後、⼀時預かりの前に⾯接し、⼦どもの家庭での⽣活状況を聞き取り致します。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の前⽇までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1ヶ⽉に 13⽇間（週 3⽇程度）まで

必要書類 利⽤規定及び利⽤料⾦、⾯接表、利⽤申込書

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 なし

持参するもの 利⽤⽇前に、年齢に応じて説明いたします。

駐⾞場の有無 あり

その他

・新型コロナウイルス感染症が、⻑崎県のステージが３以上の時は中⽌します。

・⼦どもの不安を和らげるために、保育⼠を付けています。

http://yuntaku-hoikuen.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 あそびの杜保育園 ＊地区：南部 ＊区分：保育所

所在地 布巻町 111-9

受付時間 7:00～18：00 ※延⻑保育 18：00～19：00

電話番号 892-7070

事業内容

保育園を利⽤していないご家庭において、保護者の疾病や災害などにより⼀時的に家庭での保育が困難となる場合、あるいは育児疲れ

による保護者の⼼理的・身体的負担等を軽減するため、保育園において⼦どもを⼀時的に預かる事業です。お⼦様の状況に合わせて同

年齢のクラスで園児と⼀緒に過ごします。

ホームページ http://asobi.sanwafu.com

基本情報

利⽤可能⽇
⽉曜～⾦曜 ※祝⽇および年末年始（12/28～1/4）、お盆（8/13～16）は休園。また、園の⾏事等でお預かりでき

ない場合もあります。

利⽤可能時間 9：00～16：00

利⽤料⾦ ０・１・２歳児 ５００円／時間 ３・４・５歳児 ３００円／時間 ※給⻝は別途３００円必要となります。

対象年齢 ０歳児（６か⽉）～５歳児（就学前児童）

申込条件 特になし

申込⽅法

電話にて受付

※はじめてのご利⽤前に⼀度⾯談をさせていただき、アレルギーの有無やお⼦様のお話を伺います。その際に持ち

物等もあわせてご説明いたします。

申込期限 利⽤⽇の１週間前まで。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

原則、⽉ 16⽇以内の利⽤となりますが、特別なご事情がある場合はご相談ください。

必要書類 利⽤申込書（⾯談の際にお渡しします）

緊急の場合の対応 保育園で発病や怪我等があった場合は、嘱託医の診断・治療など対応処置をとります。

病児保育の有無 無

持参するもの

⾯接に必要な物 ・⺟⼦⼿帳、保険証、乳幼児医療証

預かり保育に必要な物 ・着替え２組、フェイスタオル２枚など年齢に応じて準備するものが異なります。詳しく

は⾯談の際にお伝えします。

駐⾞場の有無 有

その他

まずはお気軽にご相談ください！

アレルギー⻝にも個別に対応しています。

http://asobi.sanwafu.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 かがやきこども園 ＊地区：南部 ＊区分：認定こども園

所在地 野⺟町 1820-2

受付時間 7：00～19：00

電話番号 893-0227

事業内容
保護者の病気や出産、看護介護、冠婚葬祭等の理由で緊急かつ⼀時的に家庭における育児が困難となった場合に、満 1歳から就学前ま

でのお⼦様をお預かりします。

ホームページ

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⼟曜⽇（祝・休⽇及び年末年始・休園⽇を除く）

利⽤可能時間 7：00～18：00

利⽤料⾦ １，０００円／⽇

対象年齢 満 1歳から⼩学校就学前

申込条件 保護者の病気や出産、看護介護、冠婚葬祭等やリフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 まずは、電話で確認ください。

申込期限 利⽤⽇の 3⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1ヶ⽉に 14⽇間まで

必要書類 ⼀時保育申込書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの

・着替え⼀式（上下 2～3着くらい）

・紙パンツ（使っている場合のみ。5～6枚）

・タオル

・⽔筒

・帽⼦

駐⾞場の有無 有

その他 特になし
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 さくら幼稚園・さくらんぼ保育園 ＊地区：南部 ＊区分：認定こども園

所在地 新⼩が倉 2丁⽬ 1-50

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 878-9875

事業内容
保育が困難な家庭への⽀援のほか、お仕事をされていない場合もご利⽤していただけます。（お買い物、通院,⾥帰り出産等）

また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との交流や季節の伝承⾏事にも参加できます。

ホームページ https://iwaguchigakuen.com/ninteikodomoen/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⼟曜⽇（⽇曜⽇不可）

利⽤可能時間 基本 8：30～17：00 （時間は応相談）

利⽤料⾦

0歳児 500 円/時間

1 ・ 2歳児 475 円/時間

3～5歳児 415 円/時間

給⻝費は別途 300円/⼀⻝

対象年齢 0歳～5歳児

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法
まずは、電話で確認を。

その後、⼀時預かりの前に必要書類を提出。（原則2⽇前まで）

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

限度 無

必要書類 ⼀時預かり申込書

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの

・着替え（⼀組以上）

・オムツ、おしりふき（オムツ着⽤のお⼦さまのみ）

・お茶、タオル

・昼⻝、おやつ、ミルク（必要な場合のみ）

駐⾞場の有無 有

その他

https://iwaguchigakuen.com/ninteikodomoen/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ダイヤランド保育園 ＊地区：南部 ＊区分：保育所

所在地 ダイヤランド 1丁⽬ 38-16

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 879-2408

事業内容

保育を必要とする際（通院・所⽤等）にご利⽤いただけます。

お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との諸⾏事に

参加できます。

ホームページ http://dialand.hoikuen.to/index2.htm

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜（園の状況により受⼊れ不可の場合もあり）

利⽤可能時間 基本預かり ９：００～１６：００

利⽤料⾦
１⽇３０００円（給⻝・おやつ代込）

９時～１２時まで１時間５００円、別途おやつ代３００円

対象年齢 ０歳（６ヶ⽉以上）～５歳（病児・病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 まずは、電話で確認。その後、⼀時預かりの前に必要書類を提出。

申込⽅法 事前に電話予約

申込期限 遅くとも利⽤⽇の⼀週間前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１ヶ⽉に１２⽇間（週３⽇）まで

必要書類 園の申込書・家庭状況届・健康診断記録票への記⼊

緊急の場合の対応

ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的にお預かりする場合も

あります。

詳しくは電話でお尋ね下さい。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの 着替え・オムツ（オムツ着⽤のお⼦様のみ）

駐⾞場の有無 有

その他 新型コロナウイルス感染症が増えた場合は、預かり不可

http://dialand.hoikuen.to/index2.htm
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 椿が丘こども園 ＊地区：南部 ＊区分：認定こども園

所在地 椿が丘町 9-3

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 892-0171

事業内容

保護者の疾病や災害などにより⼀時的に家庭での保育が困難となる場合、また育児リフレッシュなどの時にご利⽤していただけます。

お預かり中は、⼀時預かり担当者と⼀緒に園児と交流しながらクラスの活動に参加したり、室内遊びや外遊び・お散歩・制作など楽し

みます。

ホームページ http://www.tsubakigaoka-ho.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜～⾦曜 【⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始（12 ⽉ 28⽇～1⽉ 4⽇）は除く】

利⽤可能時間 ９：００～１６：００

利⽤料⾦
0・ 1・ 2歳児：500 円/ｈ 3・ 4・ 5歳児：300 円/ｈ（保育料の中にはおやつが含まれています）

給⻝費別途300円

対象年齢 ３ケ⽉～⼩学校就学前の乳幼児

申込条件
無 （園の⾏事等でお預かりできない場合があります。また、初めてお預かりする場合は、お⼦様の⼼身の疲れを

考慮し初⽇のみ半⽇保育をお願いする場合もあります。）

申込⽅法 電話・来園 （お預かりまでに⼀時預かり申込書の提出と⾯談をお願いしています）

申込期限 利⽤⽇の１０⽇前迄

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週２～３⽇以内

必要書類 ⼀時預かり申込書

緊急の場合の対応
発熱（38℃以上）の時、また嘔吐、下痢等の体調不良が発⽣したときは、連絡させていただきます。できるだけ早

くお迎えをお願いします。

病児保育の有無
無 （投薬は⾏いません。 お⼦様の健康状態において気がかりなことがある場合は、全て職員にお伝え下さい。

お聞きしていない件についてのトラブルには、責任を負いかねます。）

持参するもの

（年齢によります）

・紙パンツまたはオムツ ・オムツカバー ・普段使っている哺乳瓶、ミルク

・⼿拭⽤タオル 1枚 ・⼝拭き⽤乾いたおしぼりをケースに⼊れて（3～5歳クラス）

・汚れ物⼊れ⽤スーパーのナイロン袋 2枚 ・⻝事⽤エプロン 1枚か 2枚

・着替え 2組 ・コップ、⻭ブラシをしぼり袋に⼊れて（年齢によります）

駐⾞場の有無 有

その他

http://www.tsubakigaoka-ho.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 鶴⾒台保育園 ＊地区：南部 ＊区分：保育所

所在地 鶴⾒台 1丁⽬ 15-12

受付時間 9：30〜18:00

電話番号 878-0392

事業内容

児童福祉法に基づき、保育を必要とする⼦どもを受け⼊れ、⼦どもの最善の利益を考慮し、適切な保育・教育を提供すること。また児

童の年齢発達に応じた保育計画をたてること。

そして、園児の保護者に対する⽀援、および、地域の⼦育て家庭に対する⽀援を⾏います。

ホームページ http://tsurumidaihoikuen.myoujyoukai.jp/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦

利⽤可能時間 9：00～18：00

利⽤料⾦ １時間 ３００円 給⻝、おやつを利⽤した場合 ２００円

対象年齢 ０～２歳児クラス(分園) ⻑崎市柳⽥町５８番 1 ℡ 095-878-8585

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき。但し、⼊所児童が多いクラスでは受け⼊れができない。

申込⽅法 事前に連絡 095-878-0392(本園へ電話)

申込期限 利⽤される⽇の３⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

⽉～⾦の間（週 3⽇程度）、⽉１５⽇程度。これ以上の利⽤の場合要相談。

必要書類 ⼀時利⽤申込書

緊急の場合の対応 要相談

病児保育の有無 無し

持参するもの おむつ、着替え、季節によっては⽔筒

駐⾞場の有無 有

その他 ⼀時預かり保育(⾃主事業)は、分園(0～２歳児)で受け⼊れています。

http://tsurumidaihoikuen.myoujyoukai.jp/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 とまちこども園 ＊地区：南部 ＊区分：認定こども園

所在地 戸町3丁⽬ 15-1

受付時間 7:00～18:00

電話番号 878-4890

事業内容
保護者の就労・通学・疾病・出産・介護・看護・冠婚葬祭・育児疲れのリフレッシュ・買い物等ご家庭で⼦どもの保育が⼀時的に困難

になった場合にお⼦さんを園でお預かりします。

ホームページ http://www.gounkai.or.jp/tomachi/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⾦曜⽇

利⽤可能時間 9時～16 時

利⽤料⾦ 1時間 300 円 給⻝費 300 円

対象年齢 ⼊園していない 6か⽉以上の乳幼児。

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュ等必要な時。

申込⽅法
まずは電話で相談を。はじめは短時間からのお預かりをおすすめしています。⽇程決定後に必要書類を提出してい

ただきます。

申込期限
利⽤希望⽇の 3週間前までにお電話ください。園⾏事等で希望に添えない場合や定員超過でお預かりができない時

もあります。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 3⽇程度

必要書類 ⼀時預かり利⽤申請書 保険証のコピー

緊急の場合の対応 詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの
・着替え（1組 必要に応じてオムツ)・ビニール袋 ・⼿拭きタオル ・おしぼり・コップ ※持ち物には記名を

お願いします！

駐⾞場の有無 有

その他 新型コロナウィルス感染症拡⼤予防の為、お預かりを⼀時休⽌する場合があります。

http://www.gounkai.or.jp/tomachi/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⽇吉幼児園 ＊地区：南部 ＊区分：保育所

所在地 飯⾹浦町 3149-1

受付時間 ７：００〜１８：００

電話番号 836-0333

事業内容 保育が困難なご家庭への⽀援のほか、お仕事をされていない場合もご利⽤できます。またお預かり中は在園児と⼀緒に過ごします。

ホームページ http:/www.hiyoshi-kids.com/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦（⼟・⽇・祝⽇・年末年始・園⾏事・園⾏事⼀週間前を除く）

利⽤可能時間 ９：００～１７：００

利⽤料⾦

０歳児…３０００円／⽇

１歳児…２５００円／⽇

２歳児…２０００円／⽇

３・４・５歳児…１５００円

＊⻝事代＋おやつ代…３００円／⽇（別途必要）

対象年齢 ０歳児～５歳児

申込条件 特になし

申込⽅法 電話での申し込み

申込期限 ご利⽤の⼀週間前

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

園の⾏事⽇程によりますのでお電話でご確認ください。

必要書類 申込書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、預かる場合があります。詳しくお尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの ⽉齢に応じて準備しますのでお電話でご確認ください。

駐⾞場の有無 有

その他

新型コロナウイルス感染拡⼤状況によっては、お断りすることがあります。 緑豊かな⾃然の中で少⼈

数ならではのきめ細やかな、⼦供に寄り添った保育環境です。

http://www.hiyoshi-kids.com/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 森の⾵保育園 ＊地区：南部 ＊区分：保育所

所在地 末⽯町 159-3

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 878-8578

事業内容 1⽇の活動は様々ですが、外遊び、制作、室内遊びなどをして過ごします

ホームページ http://morinokazehoikuen.com/publics/index/1/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⼟曜⽇

利⽤可能時間 ８：００～１８：００

利⽤料⾦ 900円～3000 円 年齢、利⽤時間により変わります （別途 給⻝費 300円）

対象年齢 0歳から 6歳（就学前） ★在園児でいっぱいのクラスは受け⼊れ不可です

申込条件

申込⽅法 まずは電話で確認を

申込期限 利⽤⽇の 3⽇前

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 3⽇以内、⽉ 12 ⽇以内

必要書類 申込書

緊急の場合の対応 無

病児保育の有無 無

持参するもの 着替え、タオル、⽔筒

駐⾞場の有無 有

その他

http://morinokazehoikuen.com/publics/index/1/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 唯念寺保育園 ＊地区：南部 ＊区分：保育所

所在地 磯道町 568

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 878-8854

事業内容 ⼀時預かり （保育が困難な家庭での⽀援・通院等）

ホームページ https://www.yuinenji.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⼟（⼟曜⽇は要相談・⾏事によりお預かりができない場合があります）

利⽤可能時間 基本預かり ８：３０～１６：３０

利⽤料⾦ ⼀時間 ３００円 （給⻝・おやつ代 別途 ⼀⽇２００円）

対象年齢 ⽣後2か⽉から⼩学校就学前の乳幼児

申込条件 無

申込⽅法 電話にて申し込み可能

申込期限 希望⽇の⼀週間前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週６⽇ （⼟曜⽇は要相談、また、園の⾏事によりお預かりができない⽇があります）

必要書類 ⼀時預かり当⽇の受け⼊れ時、申込書を記⼊して提出していただきます。

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合があります。電話にてお尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの 着替え・オムツ・おしぼり・バスタオル（お昼寝⽤）

駐⾞場の有無 有

その他

https://www.yuinenji.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 あぜかりこども園 ＊地区：⻄部 ＊区分：認定こども園

所在地 畝刈町 1005

受付時間 ８：0０〜１8：００

電話番号 850-2409

事業内容 ⼀時預かり事業

ホームページ http://www.azekari-kodomoen.net

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇ 週 3⽇程度

利⽤可能時間 9：00～16：00ぐらい

利⽤料⾦ 0歳児（3,000 円） 1 歳児（2,000 円） 3〜5歳児（1,500 円）

対象年齢 0歳児～5歳児

申込条件 就労や、出産等により⼀時的に家庭保育が困難なもの

申込⽅法 電話 ⾯談による

申込期限 最低でも利⽤の１か⽉前

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 3程度、⻑期でも 1か⽉程度

必要書類 ⼀時保育利⽤申込書

緊急の場合の対応 園の⼊所状況による

病児保育の有無 無し

持参するもの ⼀時保育利⽤申込書

駐⾞場の有無 有

その他 ※園の途中⼊所の園児が多い⽉や、コロナのステージ感染状況によってはお預かりできないこともあります。

http://www.azekari-kodomoen.net
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 稲佐保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 稲佐町 17-17

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 861-3621

事業内容
保護者の就労、通院、看護など、家庭での養育が⼀時的に困難となった乳幼児を預かります。

保護者のリフレッシュを⽬的とした利⽤も可能です。

ホームページ https://inasahoikuen.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⼟曜⽇

利⽤可能時間 基本時間 10:00～16：00（利⽤時間は１時間単位です。）基本時間以外は相談可。

利⽤料⾦
０歳児 ８００円/１時間毎 １・２歳児 ５００円/１時間３・４・５・６歳児 ４００円/ １時間

おやつ・給⻝時間と重なる場合は おやつ・給⻝を提供します。（別途必要）

対象年齢 ⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が就労のための活動、冠婚葬祭や通院、家族の看護、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 電話で確認後、⼀時預かりの前に⾯接し、⼦どもの家庭での⽣活状況を聞き取り致します。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の前⽇までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1ヶ⽉に 13⽇間（週 3⽇程度）まで

必要書類 利⽤規定及び利⽤料⾦、⾯接表、利⽤申込書

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 なし

持参するもの 利⽤⽇前に、年齢に応じて説明いたします。

駐⾞場の有無 あり

その他

・新型コロナウイルス感染症が、⻑崎県のステージが３以上の時は中⽌します。

・⼦どもの不安を和らげるために、保育⼠を付けています。

https://inasahoikuen.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 尾戸保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 琴海尾戸町 1735-3

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 885-2642

事業内容

保育が困難な家庭への⽀援のほか、就園前のワンステップとして、そして、お仕事をされていない場合もご利⽤していただけます。（お

買い物、通院等）

また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との交流や季節の伝承⾏事にも参加できます。

ホームページ https://www.odo-hoikuen.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉〜⼟曜（⽇曜⽇は不可）

利⽤可能時間 基本預かり 8：00〜17:00

利⽤料⾦ 2000 円

対象年齢
⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 まずは、電話で確認を。その後必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1か⽉間 16⽇(週 4⽇程度)

必要書類 児童の記録(様式は保育園にあります)

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの

・着替え（⼀組以上）

・オムツ、（オムツ着⽤のお⼦さまのみ）

・使い慣れた哺乳瓶 (ミルクが必要なお⼦さまのみ)

駐⾞場の有無 有

その他

https://www.odo-hoikuen.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 樫⼭認定こども園 ＊地区：⻄部 ＊区分：認定こども園

所在地 樫⼭町 1946

受付時間 8:30～16：30

電話番号 850-1415

事業内容 保育が必要な家庭の⽅にご利⽤いただけます。お預かり中は、対象年齢児と⼀緒に交流します。

ホームページ http://kasiho.net

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⾦曜⽇（⼟・⽇・国⺠の休⽇不可）

利⽤可能時間 8：30～16：30

利⽤料⾦ ⼀律 1⽇ 2,500 円（給⻝費含） 1時間＠300 円（給⻝利⽤の場合＋350円）

対象年齢 ⻑崎市に居住する0歳～⼩学校就学前の乳幼児

申込条件 保護者が保育を必要としたとき

申込⽅法 まずは電話で確認を。その後⼀時預かりの前に必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の2⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１か⽉に 12⽇間まで

必要書類 ⼀時預かり保育利⽤申込書（園様式）

緊急の場合の対応 緊急の場合の対応は出来ないことがありますので、園の⽅までお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの ・着替え（1組以上） ・オムツ、おしりふき（オムツ着⽤のお⼦様のみ） ・タオル、バスタオル

駐⾞場の有無 有

その他 特になし

http://kasiho.net
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 形上保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 琴海形上町2099

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 885-2615

事業内容
保護者の何らかの理由のため家庭における保育が困難になる乳幼児を、理由を問わず⼀時的に短時間預かることにより、保護者の⼦育

てを⽀援するとともに児童の健全な育成を図ることを⽬的としています。

ホームページ http://www.katagami-hoikuen.com/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜から⼟曜⽇（⽇曜、祝⽇、年末年始を除く）

利⽤可能時間 8時 00分～17 時 00分

利⽤料⾦ 3歳未満（1200/4 時間以内・ 2000/4 時間以上）3歳以上（800/4 時間以内 1500/4 時間以上）

対象年齢 ０～6歳

申込条件

・利⽤時時間は、8時から 17 時の時間帯でお願いします（就業保育⼠数により）

・在園児数及び⼀時預かり利⽤者の総数により利⽤できない場合があります。

（保育⼠数のカウント⽅法 0歳児 1/3 1～2歳児 1/6 3 歳児 1/20 4 才以上児 1/30）

・利⽤⾦については、お⼦様のお迎え時にご精算下さい。

・保育⼠定数が下回る場合での⼀時預かりはご利⽤できません。

・初回申込みの場合には、利⽤条件をご理解していただき契約書にサインを頂きます。

申込⽅法
・電話で利⽤をしたいときには、前もって園の⽅ご連絡下さい。

（基本⾶び込みでのご利⽤はできません）

申込期限 前⽇の午前中

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

・利⽤期間は、週3回までとします。

必要書類 なし

緊急の場合の対応 携帯電話などでの連絡

病児保育の有無 無

持参するもの
紙おむつ、お尻拭き、布パンツ、哺乳瓶、粉ミルク、エプロン、タオル2枚、着替え 3組、ビニール袋5枚、帽⼦、

お⼿拭きタオル、おたよりファイル

駐⾞場の有無 有

その他 おやつ 50円/1 ⻝、昼⻝ 300 円/1 ⻝

http://www.katagami-hoikuen.com/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 神ノ島愛児園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 神ノ島町 2丁⽬ 131

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 865-1777

事業内容 就労や就学・求職活動等による利⽤のほか、傷病・看護等の緊急時、私的理由による利⽤ができます

ホームページ https://otsugenomaria.jp/ho/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦ （⼟曜⽇は原則として⾏っていませんが緊急の場合はお問い合わせください）

利⽤可能時間 ８：00～17：00 のうち 8時間

利⽤料⾦
0.1.2 歳児 2,500/⽇（350/時間＋給⻝費）

3.4.5 歳児 1,500 円/⽇（250/時間給⻝費）

対象年齢 6っか⽉から ⼩学校就学前までの幼児

申込条件 保護者が何らかの理由により保育が困難な時

申込⽅法 電話による問い合わせをしていただき、その後、必要な書類を提出していただきます

申込期限 利⽤⽇の 1週間前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

⾮定期：⽉ 14 ⽇(週 3⽇を限度)

緊 急：⽉ 7⽇以内

私 的：⽉ 7⽇以内

必要書類 ⼀時保育申込書（⾃園様式） 健康調査表

緊急の場合の対応 ご相談により対応いたします

病児保育の有無 無

持参するもの

0.1.2 歳児：おむつ、着替え、おしぼり他（0歳児は、ミルクと哺乳瓶）

3.4.5 歳児：ご飯、箸、⻭ブラシ、コップ、おしぼり、着替え他

＊詳しくは、ご利⽤前にプリントお渡しします

駐⾞場の有無 有

その他

https://otsugenomaria.jp/ho/%20
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 黒崎聖⺟保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 上黒崎町 48-1

受付時間 7:00～17：00

電話番号 0959-25-0050

事業内容 同年齢児と⼀緒に保育活動をします。

ホームページ https://www.kurosaki-seibo.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜⽇

利⽤可能時間 8：30～16：30

利⽤料⾦

0歳児・・・・ 1⽇ 2,500 円（保育料 2,200 円・給⻝費300円）

1 ・ 2歳児・・・・・ 1⽇ 2,300 円（保育料 2,000 円・給⻝費 300円）

3歳以上児・・・ 1⽇ 1,500 円（保育料 1,250 円・副⻝費250円）

対象年齢 産休明け乳児～就学前

申込条件
専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や⼊院等に伴う⼀時的な保育、または親の就労形態の多様化等に伴う断続的

な保育などの需要に応じた保育サービスを提供する。

申込⽅法
まずは、電話で確認を。

その後、⼀時預かりの前に必要書類の提出と⼦ども同伴の⾯接。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 3⽇・⽉ 15⽇

必要書類 ⼀時保育申込書

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの

0.1.2 歳児 オムツ・下着・洋服の着替え・⼿拭きタオル・昼寝⽤バタオル・枕

（ミルクを飲まれるお⼦様は哺乳瓶）

3歳以上児 下着・洋服の着替え・⼿拭きタオル・昼寝バスタオル・枕・弁当（主⻝のみ）

駐⾞場の有無 有

その他

https://www.kurosaki-seibo.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⼩江原保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 ⼩江原 2丁⽬ 25-1

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 847-9248

事業内容

（1）保護者の仕事の⽇にお預かりします。（2）保護者の通院や家族の看病のため、⼀時的に保育を必要とする場合にお預かりします。

（3）私的理由による保育：⼦どもと離れリフレッシュしたい時、町内会の⾏事や学校参観⽇の時、冠婚葬祭のときにお預かりします。

※コロナ感染症のために、⼀時預かり保育を制限しています。

ホームページ http://www.koebaru-hoikuen.net/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⾦曜⽇

利⽤可能時間 9：00～17：00

利⽤料⾦

・3歳未満児 1時間 400円 1 ⽇ 3.200 円 ○給⻝費別途 1歳（100円）

・ 3歳以上児 1時間 250円 1 ⽇ 2.000 円 2歳（200 円）

☆ 利⽤料は預ける⽇の終了後にお⽀払いください。 3歳以上（280円）

対象年齢
1歳児から就学前のお⼦様をお預かりします。

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 事前に電話で確認を。その後、⼿続きと⾯接をお受けください。

申込期限 電話で、ご相談ください。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1ヶ⽉に 13⽇間（週 3⽇程度）まで

必要書類 ⼀時預かり事業利⽤申込書(兼保育児童台帳)

緊急の場合の対応 電話で、ご相談ください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの
・着替え（洋服上下・肌着・パンツ・紙パンツを3～5組年齢による）

・おしぼり3枚（1歳児）⼿拭きタオル 1枚・レジ袋 2枚（汚れもの⼊れ）

駐⾞場の有無 無

その他 特記事項なし

http://www.koebaru-hoikuen.net/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⼩百合園保育所 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 ⼩瀬戸町 1007-110

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 865-1357

事業内容

保育が困難な家庭への⽀援のほか、就園前のワンステップとして、そして、お仕事をされていない場合もご利⽤していただけます。（お

買い物、通院等）

また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との交流や季節の伝承⾏事にも参加できます。

ホームページ https://otsugenomaria.jp/ho/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉〜⾦曜

利⽤可能時間 8：30～１７：30

利⽤料⾦ 未満児１H（400 円）・ ４H～1 ⽇（2500 円） 以上児 1H（400 円）・ 4Ｈ～1⽇（1500 円）

対象年齢
⻑崎市に居住する⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法
まずは、電話で確認を。

その後、⼀時預かりの前に必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

⽉ 15⽇間

必要書類 申込書・保険証

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの
全クラス→着替えセット・箸セット・⼿拭きタオル・バスタオル 未満児→オムツ・エプロン・哺乳瓶（０）ビニ

ール袋 以上児→⽩ごはん・体操服上・下・⻭ブラシなど

駐⾞場の有無 有

その他

https://otsugenomaria.jp/ho/
https://otsugenomaria.jp/ho/publics/index/75/0/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 三京えのき保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：認定こども園

所在地 三京町 805

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 850-5148

事業内容 保育が困難な家庭への⽀援のほか、就園前の集団⽣活、お仕事をされていない場合もご利⽤していただけます。

ホームページ http://enokihoikuen.info

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦（⼟曜⽇は不可）

利⽤可能時間 8：30～16：30

利⽤料⾦
１～２歳児３３００円（１⽇）、３～５歳児１８００円（１⽇）、全園児１時間４５０円、３～５歳は給⻝費３０

０円

対象年齢 １～５歳児

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 電話で確認。その後⼀時預かりの前に必要書類を提出

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週３⽇程度まで

必要書類 申請書、保険の申込書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない間合い緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ね下さい。

病児保育の有無 無

持参するもの ・着替え⼀組・おむつ（着⽤のお⼦様のみ）・保険証のコピー

駐⾞場の有無 有

その他 新型コロナウイルス感染症で緊急事態宣⾔等が発出されている期間は実施不可。

http://enokihoikuen.info
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 出津愛児園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 ⻄出津町 2151

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 0959-25-0067

事業内容
保育が困難なご家庭の⽀援、お⼦様の集団⽣活の前段階として、また⽤事で少し預かってほしい（お買い物、通院など）時、リフレッ

シュの時間が欲しいなど気軽にご利⽤いただけます。

ホームページ http://www.shituaijien.net

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⼟曜⽇

利⽤可能時間 8:00～17:00

利⽤料⾦

0歳児 1.700 円/⽇ 850 円/半 副⻝費として 0.1.2 歳児 300 円 1.2 歳児 1.500円/⽇ 750

円/半 3.4.5 歳児 250円 3歳児 1.200 円/⽇ 600 円/半

4.5 歳児 1.000 円/⽇ 500 円/半

対象年齢 ⻑崎市に居住する⽣後６ヶ⽉～就学前の乳幼児（病児、回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭、通院、リフレッシュ等、必要な時

申込⽅法 事前に電話でご確認ください。その後お預かりの前に書類を提出願います。

申込期限 遅くとも利⽤の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１ヶ⽉に１３⽇間（週３⽇）程度まで

必要書類 ⼀時保育申込書（緊急連絡先、保険証番号、アレルギーの有無などを記⼊していただきます。）

緊急の場合の対応 ご家庭の状況によりお預かりする場合もあります。電話でお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は対象外です。

持参するもの

・着替え（⼀組以上） ・おむつ（必要なお⼦様のみ） ・⽔筒 ・帽⼦ ・お⼿拭きタオル ・昼

⻝⽤スプーン＆フォークセットまたはお箸 ・おしぼり ・お昼寝⽤バスタオルとフェイ

スタオル

駐⾞場の有無 有

その他

・⾃然の中は⼦ども達のワクワクがいっぱいです。⾃然たっぷりの愛児園にぜひ遊びに来てください。

・新型コロナウイルス感染症の状況によってはお預かりできない場合もありますので、電話でお確かめください。

http://www.shituaijien.net
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 親愛園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 飽の浦町 8-42

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 862-2102

事業内容 ⼊るクラスの保育に参加し共に過ごす。

ホームページ http://www.m-caritas.jp/shinaien/

基本情報

利⽤可能⽇ ⾏事を控えている週間は受け⼊れない．そのクラスの職員の休みの場合も不可。希望⽇に。

利⽤可能時間 ８：３０～４：３０

利⽤料⾦ １８００円

対象年齢 制限なし

申込条件 条件なし

申込⽅法 園作成の⽇程に記⼊

申込期限 なるべく早めに。当⽇は受け付けない。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

制限なし。

必要書類 児童記録 持病・アレルギーなどの有無

緊急の場合の対応 両親の携帯番号

病児保育の有無 無

持参するもの ⻝事や午睡時に必要なもの。

駐⾞場の有無 有

その他

http://www.m-caritas.jp/shinaien/


35

調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 福⽥こども園 ＊地区：⻄部 ＊区分：認定こども園

所在地 福⽥本町 1694-2

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 865-1701

事業内容 お⼦さまの状況に合わせて同年齢のクラスに⼊って⼀緒に保育を⾏います。

ホームページ http://sanwafu.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⾦曜 ※⾏事のある⽇を除く （事前要相談）

利⽤可能時間 9：00～16：00

利⽤料⾦

0・ 1・ 2歳児 ¥500/時間（おやつ代含む）

3・ 4・ 5歳児 ¥300/時間（おやつ代含む）

給⻝を⻝べる場合は別途¥300

対象年齢 3カ⽉～就学前の乳幼児

申込条件
●保護者の疾病等何らかの理由により、⼀時的に家庭での保育が困難となる場合 ●保護者の

⼼理的・身体的負担の軽減が必要となる場合

申込⽅法 利⽤前に園にて⾯談を⾏い、⼀時保育利⽤の登録が必要となりますので、まずは園にご連絡ください。

申込期限 利⽤の 1週間前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週に3⽇まで

必要書類 ⺟⼦⼿帳

緊急の場合の対応 原則 対応不可ですが、ご相談ください。

病児保育の有無 無

持参するもの ⾯談時に説明します

駐⾞場の有無 有

その他

http://sanwafu.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 三重保育園 ＊地区：⻄部 ＊区分：保育所

所在地 三重町 127

受付時間 7:00～18:00

電話番号 850-1060

事業内容 ⼀時的に保育を必要とする⼦育て世帯に、受⼊れが困難な場合を除き、通常の保育所利⽤を可能とする。

ホームページ http://www.mie-hoiku.net

基本情報

利⽤可能⽇ 保育者の配置が可能な⽇

利⽤可能時間 8:30～16:30

利⽤料⾦

０才児 ：6,500 円/１⽇（3,250 円/給⻝なし）

１～２才児 ：3,900 円/１⽇（1,950 円/給⻝なし）

３才児 ：1,900円/１⽇（850 円/給⻝なし）

４～５才児 ：1,600 円/１⽇（700円/給⻝なし）

対象年齢 0～5才児

申込条件 利⽤申込書等、事前の提出が可能な場合

申込⽅法 書⾯

申込期限 原則、利⽤希望（初⽇）の⼀か⽉前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

⽉に 11 ⽇を上限とする

必要書類 利⽤申込書

緊急の場合の対応 速やかに利⽤を停⽌し、保護者に連絡を差し上げます。（ただし、⽣命維持に関わるような緊急の場合を除く。）

病児保育の有無 無

持参するもの
通園⽤バッグ（内容品：肌着を含む着替え上下２組）、おしぼりケース（乾いたものをケースに⼊れて）、⽔筒も

しくはミルク、午睡⽤のバスタオル２枚、

駐⾞場の有無 有

その他 三重地区⼦育て⽀援センター「てとて」開設

http://www.mie-hoiku.net
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 友愛社会館幼稚園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 富⼠⾒町 21-18

受付時間 7:00～18:00

電話番号 861-3171

事業内容
保護者の疾病、⼊院、就労、出産、⼀時帰国などの理由により、家庭において養育を受ける

ことが⼀時的に困難になった⼦どもにつき、保育を⾏う事業。

ホームページ http://yuai-kg.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽇・祝⽇及び年末年始（12/29～1/3）以外

利⽤可能時間 午前８時～午後６時

利⽤料⾦

0～2歳児 5時間・ 3,200 円 8時間・ 5,000 円

3～5歳児 5時間・ 2,200 円 8時間・ 3,500 円

（昼⻝・おやつ・ミルク代を含む）

対象年齢 0～5歳児

申込条件
保護者の疾病、⼊院、就労、出産、⼀時帰国などの理由により、家庭において養育を受けることが⼀時的に困難に

なった場合

申込⽅法 園にまずご連絡ください。

申込期限 1カ⽉前 (但し、緊急の場合を除く）

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

特にはないが、当該学年当該クラスの状況により、限度⽇数を設ける場合がある。

必要書類 ⼀時保育申込書

緊急の場合の対応 園にお尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの ⽔筒、着替え、オムツ、おしりふきなど

駐⾞場の有無 送迎時利⽤可 2～3台

その他 その時の該当クラスの園児の在籍状況により、受け⼊れ不可のことがある。

http://yuai-kg.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⻘⼭こども園 ＊地区：北部地区 ＊区分：認定こども園

所在地 ⻘⼭町 3-22

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 844-8254

事業内容 通院や看病、諸事情等で保育に⽋けるご家庭に対し⼀時的預かり保育を⾏う。

ホームページ https://aoyama-hoikuen.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇（⼟⽇は不可）

利⽤可能時間 基本預かり 8：30～16：30

利⽤料⾦

0歳児・・・2,800 円

1 歳児・ 2歳児・・・2,300 円

3歳児〜6歳児・・・ 1,800 円

＊すべて給⻝・おやつ費込み

対象年齢
⻑崎市に居住する⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき＊慣らし保育期間が必要です。

申込⽅法
まずは、電話で確認を。

その後、⾯談及び慣らし保育時に必要書類を提出してもらいます。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の3⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1ヶ⽉に 13⽇間（週 3⽇程度）まで

必要書類 ⼀時保育申込書、家庭状況届、健康記録表

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの
・着替え等は⾯談時にお伝えします。

※初めての⽅は、印鑑、⺟⼦⼿帳、保険証をお持ちください。

駐⾞場の有無 有

その他

https://aoyama-hoikuen.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⾚迫こども園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 住吉台町 11-1

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 ０９５－８４７－８６２２

事業内容 ⾮在園の乳幼児を⼀時的に預かり、保育を⾏う。

ホームページ https://akasakokodomoen.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇

利⽤可能時間 午前９時から午後５時

利⽤料⾦ １時間３００円（給⻝利⽤者は、別途給⻝費２５０円おやつ代５０円）

対象年齢 ⻑崎市に居住する１歳児から⼩学校就学前の乳幼児

申込条件 保護者の就職活動や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 園に直接申し込んでください。

申込期限 １か⽉前から７⽇前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

応相談

必要書類 利⽤申込書・児童調査票・健康調査票

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合もあります。 詳しくはお尋ねくだ

さい。

病児保育の有無 無

持参するもの 申し込み時に説明

駐⾞場の有無 有

その他 園の⾏事等で、お預かりできない場合もありますので、事前にお問い合わせください。

https://akasakokodomoen.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 うみのほし保育園 ＊地区：北部 ＊区分：保育所

所在地 ⽯神町 14-37

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 845-1732

事業内容 冠婚葬祭・通院等、保護者様の理由によって育児の⽀援を⾏います。また、ならし保育にも利⽤できます。

ホームページ http://www.uminohoshiho.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇～⾦曜⽇（園の主な⾏事開催⽇・公的祝祭⽇・お盆・年末年始を除く）

利⽤可能時間 基本：９時～１７時までの１⽇８時間 短時間：1⽇４時間の利⽤もできます。

利⽤料⾦

1⽇ 0 歳 児・・・3,000 円 1 ・2歳児… 2,500 円 3歳児以上…2,000 円 ＊給⻝・おやつ代を

含む（3歳児以上は⽩ご飯持参の事）＊ただし 18 時以降の延⻑保育を利⽤する場合は別途おやつ代 100 円を都度徴

収する ＊18時以降の利⽤は延⻑保育となり、別途延⻑保育利⽤料 300円を徴収する

対象年齢 ０歳児（⽣後６ヶ⽉以降）～５歳児の就学前の乳幼児（病児・病後児は対象外）

申込条件

・冠婚葬祭・通院等保護者様の理由による

・利⽤する本⼈、およびご家族に新型コロナウイルスに感染して2週間以内の⼈がいる場合・また３７．５℃以上

の発熱がある場合には、利⽤することはできません。

申込⽅法
・電話により、利⽤の希望内容を述べて、申込みを⾏ってください。内容により受付を⾏います。

・⼀時保育を利⽤する前に必要な書類を園に提出し、⾯談を⾏います。

申込期限 利⽤を必要とする予定⽇がわかり次第出来るだけ早く申込む・遅くとも３⽇前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

原 則 として ： １週間に３⽇以内 ・ １カ⽉１５⽇まで利⽤可能

緊急の場合 ： 15⽇以上の利⽤は１カ⽉を限度とし、それ以上になる場合には⻑崎市役所に相談する事

必要書類 当園作成の「⼀時保育申込書」・「健康診断記録表」

緊急の場合の対応 電話にてお尋ねください。⼀時保育ご利⽤の理由内容によって対応いたします。

病児保育の有無 無 ：病児・病後児については対応できませんのでご了承ください。

持参するもの
年齢によって異なるので、ご利⽤が決定したらお伝えいたします。初めて申し込みを⾏う場合、印鑑・⺟⼦⼿帳・

保険証をご持参ください。

駐⾞場の有無 有 （園舎上・園舎下 ２か所にあり、ご利⽤出来ます。）

その他

・地域または当園の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、受け⼊れを⾏いません。

・当園内の他の疾病の感染状況についてはお知らせいたしますが、保護者様の判断による責任のもとにお預かりすることが出来ます。

・原則として、利⽤するお⼦様と同年齢のクラスに⼊るように配慮いたしますが、当園の都合により同年齢クラスの利⽤できないこと

があることをご了解ください。

http://www.uminohoshiho.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 キンダーフィールド ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 坂本 1丁⽬ 8-30

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 843-6118

事業内容 ・こどもたちを⼀時的に預かることで、安⼼して⼦育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図る。

ホームページ http://smilekinder.itigo.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜⽇

利⽤可能時間 ８：３０〜１７：3０

利⽤料⾦ 400円/時

対象年齢 ⽣後６か⽉～⼩学⽣就学前の乳幼児

申込条件 保護者が必要な時（通院、⼊院、リフレッシュ等）

申込⽅法 電話で申し込み後、必要書類を提出（必要書類は、HPからダウンロード可）

申込期限 利⽤⽇の２⽇前

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１か⽉に１２⽇間（週３⽇程度）まで

必要書類 申請書、⻝物アレルギー調査書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合もあります。詳しくは、お尋ねください。

病児保育の有無 無

持参するもの ・オムツ、着替えなど※年齢により持ち物が違います。HPを参考にお持ちください。

駐⾞場の有無 有

その他

・急な⽤事やご兄弟の学校⽤事、病院、通院、保護者の⽅のリフレッシュ等でのお預かりができます。ご気軽にお電話ください。

・⼀時預かりを希望される時は、電話での予約後、事前に⼀度園に来られて、できるだけ担当の職員と⾯談をしてください。

・給⻝を⻝べる場合は、事前に⻝物アレルギー調査票を提出ください。

・園の⾏事などでお断りすることもありますのでご了承ください。

http://smilekinder.itigo.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ざぼんちゃん浦上認定こども園 ＊地区：北部地区 区分：認定こども園

所在地 川⼝町 2-14

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 849-2204

事業内容

ホームページ https://zabonchan.com

基本情報

利⽤可能⽇ 定員枠に空きがある場合

利⽤可能時間 7：30～19：00

利⽤料⾦ 30分まで毎に400円

対象年齢 ⽣後2ヶ⽉～就学前まで

申込条件 予約をお勧めします

申込⽅法 ご利⽤⽇前⽉の 20⽇以降から予約をお受けします

申込期限

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

なし

必要書類 ご利⽤当⽇に⼊園受付書をご記⼊いただきます(緊急連絡先として２名、２ヶ所の連絡先必須）

緊急の場合の対応 保護者へ連絡

病児保育の有無 なし

持参するもの 降園⽤のお着換え

駐⾞場の有無 送迎⽤にあり

その他

https://zabonchan.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⻑崎純⼼⼤学附属純⼼幼稚園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 ⽂教町 13-15

受付時間 ７：30～18：30 ※ただし、保護者の労働事情等で延⻑することができる

電話番号 845-7496

事業内容 ⼀時的に家庭での保育が困難な場合や育児の援助として、園がお⼦様を預かる事業です。

ホームページ https://youchien.n-junshin.ac.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜⽇のみの実施。祝⽇、年末年始は休園です。

利⽤可能時間 原則 5時間まで（9時～14時）＊または 9時～14時の間の⼀時預かりが必要な時間

利⽤料⾦ 0・ 1・ 2歳児：1時間 1，000 円、3・ 4・ 5歳児：1時間 800 円

対象年齢 0～5歳児

申込条件 保護者の就労、疾病、または緊急な理由。育児の援助、慣らし保育。

申込⽅法 事前に園へ連絡及び申込書の提出後、園で⾯接を実施。

申込期限 利⽤予定の 1ケ⽉前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1週間に 3⽇まで利⽤可

必要書類 ⼀時預かり利⽤申込書

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じて、緊急に預かる場合もあります。

病児保育の有無 無

持参するもの ⾯接時にお伝えします

駐⾞場の有無 有（ただし、学園⼯事中のため利⽤不可の場合有）

その他 在園児の在籍数が定員に達している場合は、⼀時預かりをお受けできません。

https://youchien.n-junshin.ac.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 住吉こども園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 花丘町 6-15

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 844-3652

事業内容 ⾥帰り出産や病院などの⼀時預かり保育

ホームページ http://www.sumikodo.jp

基本情報

利⽤可能⽇

利⽤可能時間 ９時～１７時

利⽤料⾦ 0歳児～2歳児 1時間 400 円 3歳以上児 1時間 300 円 給⻝（おやつも含む）300円

対象年齢 0歳児（6か⽉）～就学前

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 電話をして申込その後書類を提出

申込期限 園の⽅に申し込みに来てもらいその後⽇にちを決める。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

⽉に 12 ⽇間

必要書類 ⼀時預かり申込書

緊急の場合の対応 保護者の⽅に電話して対応する。

病児保育の有無 なし

持参するもの 園の⽅に申し込みに来てもった時に伝えます。

駐⾞場の有無 有

その他

http://www.sumikodo.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 聖⺟保育園 ＊地区：北部 ＊区分：保育所

所在地 若草町 6-5

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 844-2667

事業内容 保育が困難な家庭への⽀援。お預かり中は、同年齢のクラス活動（室内遊び・外遊び）に参加。

ホームページ https://seimaria.net/hoiku/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦（⼟・⽇曜⽇は不可） 保育園の⾏事や職員の勤務状況等、受⼊れが困難な場合は不可。

利⽤可能時間 基本預かり ①８時～１６時 ②８時３０分～１６時３０分

利⽤料⾦
4時間未満・・・ 0歳児１，２００円 １，２歳児１，０００円 ３、４，５歳児１，８００円

4時間以上・・・０歳児２，４００円 １，２歳児２，０００円 ３，４，５歳児 ９００円

対象年齢 ⻑崎市に居住する 1歳から⼩学校就学前の乳幼児（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 まず、電話で連絡。その後、園にて⾯談を⾏う。

申込期限 利⽤⽇の⼀週間前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週に３⽇以内 ⽉に１５⽇以内

必要書類 ①⼀時保育申込書 ②家庭状況届

緊急の場合の対応 ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に預かる場合もあります。お尋ね下さい。

病児保育の有無 無

持参するもの

0歳児・・・オムツ・着替え・哺乳瓶・おしぼり 3枚・バスタオル２枚（昼寝⽤）・スプーンセット

１～２歳児・・・オムツ・着替え・おしぼり３枚・スプーンセット・ひも付きハンドタオル

バスタオル２枚（昼寝⽤）

３歳以上児・・・着替え・おしぼり１枚・箸セット・⽔筒・ひも付きハンドタオル

バスタオル２枚（昼寝⽤）

駐⾞場の有無 有

その他

https://seimaria.net/hoiku/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 滑⽯中央幼稚園 ＊地区：北部 ＊区分：幼稚園

所在地 滑⽯4丁⽬ 1396-42

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 856-2031

事業内容 両親お仕事をされている家庭への⽀援。お預かり中は室内遊び、外遊びや製作遊びなど実施。

ホームページ http://www.shotokuji.com/nameshichuo/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦（⼟・⽇は不可）

利⽤可能時間 14：00～18：30

利⽤料⾦ レギュラー 7000 円・⼀時 1時間 200 円

対象年齢 満 3歳～5歳

申込条件 両親の就労・親族の介護・出産前後など

申込⽅法 申込⽤紙に記⼊

申込期限 レギュラーは前⽉・⼀時は前⽇までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

無し

必要書類 預かり保育申込書・両親の勤務証明書

緊急の場合の対応 保護者へ連絡

病児保育の有無 無し

持参するもの バスタオル2・⼿拭きタオル・コップ・着替え 1組以上 ※⻭ブラシ（夏季保育）

駐⾞場の有無 有

その他

http://www.shotokuji.com/nameshichuo/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⻑崎南⼭認定こども園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 ⾳無町 9-34

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 840-0420

事業内容 ⼀時預かり

ホームページ https://www.nagasakinanzan2.ed.jp/kg/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜⽇

利⽤可能時間 9:30～15:00

利⽤料⾦
・ 0～2歳児・・・ 60分 700 円 ・満 3歳児以上・・・ 60分 350 円 （給⻝・・・ 1回 300 円、おやつ･･

･1 回 50 円）

対象年齢 ⽣後 7ヶ⽉～

申込条件 仕事や急病、家族の介護などのためにご家庭での育児が困難な⽅

申込⽅法 所定申込⽤紙に記⼊し利⽤⽇の⼀週間前までに園に持参

申込期限 利⽤⽇の 1週間前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 3回以下

必要書類 申込⽤紙

緊急の場合の対応 保護者に連絡

病児保育の有無 無

持参するもの 着替え・⽔筒・⼿拭きタオル・オムツ2、3枚・お昼寝⽤バスタオル2枚

駐⾞場の有無 有

その他 敷地内には南⼭⼩学校、⻄町教会、南⼭こども園とあるカトリック園です。ご不明な点は園へお気軽にお問い合わせください。

https://www.nagasakinanzan2.ed.jp/kg/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 虹が丘まめの⽊保育園 ＊地区：北部 ＊区分：保育所

所在地 虹が丘町 2414-3

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 865-8787

事業内容

保育が困難な家庭への⽀援のほか、就園前のワンステップとして、そして、お仕事をされていない場合も通院などの予定がある場合に

ご利⽤していただけます。また、お預かり中は、在園児のクラスに⼊って同じ年の⼦どもたちと思いっきり遊んでもらう機会もありま

す。現在は定員に達していないクラスのみお受けしています。2022 年 1⽉より新園舎に移転し、⼀時預かり事業も充実させていきたい

と思っています。お預かり状況も変わってくると思いますので、⼀度、お電話ください。

ホームページ https://www.mamenoki.ed.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇の週３回が基本です。⼟曜⽇は⼀時保育は⾏っておりません。

利⽤可能時間 半⽇: 9 時～13 時／13 時～17 時 ・ ⼀⽇: 9 時～17 時

利⽤料⾦

半⽇: 0 歳児 2,000 円、 1・ 2歳児 1,800 円、 3～5歳児 1,500 円

⼀⽇: 0 歳児 3,500 円、 1・ 2歳児 3,200 円、 3～5歳児 2,200 円

※ただしこの保育時間を超える場合は、延⻑保育料をいただきます。(１時間 500 円)

※兄弟の場合は全⽇に限り、下の⼦の保育料は半額となります。

対象年齢 ⽣後2ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児 （病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 まずは、電話で確認を。その後、⼀時預かりで来園時に必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

⽉曜⽇から⾦曜⽇の週３回が基本です。

必要書類 「⼀時預かり保育申込書」を来園時にご記⼊ください

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの
・着替え（⼀組以上）

・オムツ、おしりふき（オムツ着⽤のお⼦さまのみ）

駐⾞場の有無 有

その他

2022 年 1⽉より新園舎に移転予定です。

新園舎は現在の園舎から徒歩 5分くらいの場所です。

https://www.mamenoki.ed.jp
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 にしやま保育園 ＊地区：北部 ＊区分：保育所

所在地 ⻄⼭4丁⽬ 648

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 827-5459

事業内容 保育が困難な家庭への⽀援。（お買い物、通院等）また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊び。

ホームページ

http://www.yuuwakai.or.jp/nishiyama-hoikuen/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉〜⾦曜曜（⼟・⽇曜⽇は不可）

利⽤可能時間 9：00～１６：00

利⽤料⾦ 全年齢 600円/時間 おやつは 300円（別途必要）、給⻝300円（別途必要）

対象年齢 ⻑崎市に居住する満１才から⼩学校就学前の乳幼児（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法 まずは、電話で確認を。その後、⼀時預かりの前に必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の 1週間前まで

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 1⽇

必要書類 ⼀時保育利⽤申請書

緊急の場合の対応 無

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの
・着替え（⼀組以上）・オムツ、おしりふき（オムツ着⽤のお⼦さまのみ）

※初めての⽅は、印鑑、⺟⼦⼿帳、保険証をお持ちください。

駐⾞場の有無 有

その他

http://www.yuuwakai.or.jp/nishiyama-hoikuen/
http://www.yuuwakai.or.jp/nishiyama-hoikuen/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ピッパラ保育園 ＊地区：北部 ＊区分：保育所

所在地 滑⽯4丁⽬ 1396-42

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 856-3556

事業内容 保育が困難な家庭への⽀援

ホームページ http://www.shotokuji.com/pippala/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦曜（⼟・⽇・祝⽇は不可）

利⽤可能時間 基本預かり ９：00～１３：00

利⽤料⾦ 1時間６００円 おやつ１００円 給⻝２００円

対象年齢 ⻑崎に居住する⽣後６カ⽉から⼩学校就学前の乳幼児（病児・病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院などで保育が困難なとき

申込⽅法 まずは、電話で確認を。

申込期限 利⽤⽇の 1週間前までに。

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

１カ⽉に１３⽇間（週３⽇程度）

必要書類 なし

緊急の場合の対応 実施しておりません。

病児保育の有無 無 ※病児・病気回復期の乳幼児は不可

持参するもの ・着替え（１組以上） ・オムツ ・フェイスタオル１枚 など

駐⾞場の有無 有

その他

⾏事前および⾏事当⽇のお預かりはしておりません。現在、新型コロナウイルス感染症による影響の為、⼀時預かり保育は休⽌してお

ります。

http://www.shotokuji.com/pippala/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ⼥の都幼稚園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 ⼥の都 3丁⽬ 2-4

受付時間 ８：３０〜１７：００

電話番号 847-5727

事業内容 主として，未就園の０歳から５歳児で，家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった乳幼児を預かり必要な保育を⾏う

ホームページ https://manabihiroba0.jimdofree.com

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉～⾦ （⼟⽇不可）

利⽤可能時間 7：30～18：30

利⽤料⾦ ０歳児 4000 円/⽇ 1 歳児 3000 円/⽇ 2歳児以上 3000円/⽇

対象年齢 0歳～5歳

申込条件 園の重要事項説明・⽅針に同意していること

申込⽅法
まずは、電話で確認を。

その後、⼀時預かりの前に必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の⼀週間前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

週 4⽇程度まで

必要書類 ⼀時預かり⽤願書・アレルギー承諾書

緊急の場合の対応 無

病児保育の有無 無

持参するもの ・着替え（三組以上）・お昼寝⽤布団

駐⾞場の有無 有

その他

https://manabihiroba0.jimdofree.com
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 もとお保育園 ＊地区：北部 ＊区分：保育所

所在地 江平2丁⽬ 2-1

受付時間 ７：３０〜１８：3０

電話番号 846-2632

事業内容

保育が困難な家庭への⽀援のほか、就園前のワンステップとして、そして、お仕事をされていない場合もご利⽤していただけます。（お

買い物、通院等）

※保育園に⼊園中のお⼦様の⼈数に余裕があり、かつ職員配置ができる場合となります。電話にしてお問い合わせください。

ホームページ http://www.yuuwakai.or.jp/motoo-hoikuen/

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉〜⾦曜

利⽤可能時間 基本預かり ９：00〜17:00

利⽤料⾦
６００円/時

昼⻝・おやつは＋５００円（別途必要）

対象年齢
⻑崎市に居住する⽣後６ヶ⽉から⼩学校就学前の乳幼児

（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）

申込条件 保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき

申込⽅法
まずは、電話で確認を。

その後、⼀時預かりの前に必要書類を提出。

申込期限 遅くとも利⽤⽇の２⽇前までに

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

1ヶ⽉に 13⽇間（週 3⽇程度）まで

必要書類 ⼀時保育申請申し込み書（園フォーム）

緊急の場合の対応
ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、

緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

病児保育の有無 無 ※病児及び回復期の乳幼児は不可

持参するもの

・着替え（⼀組以上）

・オムツ

※初めての⽅は、印鑑、⺟⼦⼿帳、保険証をお持ちください。

駐⾞場の有無 有

その他

・新型コロナウイルス感染症影響下での対応…不可

http://www.yuuwakai.or.jp/motoo-hoikuen/
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調査票（⼀時預かり保育）

事業者名 ローザ認定こども園 ＊地区：北部 ＊区分：認定こども園

所在地 本原町 3-27

受付時間 ７：００〜１９：００

電話番号 844-0567

事業内容 保護者が、緊急の⽤事などで⼦供の世話ができないときに、⼀時的にお預かりする事業

ホームページ http://www.roza.jp

基本情報

利⽤可能⽇ ⽉曜⽇から⾦曜⽇

利⽤可能時間 9時から 17 時まで

利⽤料⾦ １⽇利⽤ 0歳児 3,500 円、1.2 歳児 3,000 円、3歳以上児 2,000 円（半⽇利⽤は時間額による）

対象年齢 0歳から就学前まで

申込条件 ・緊急理由（保護者の病気等）・私的理由（保護者の⽤事、育児の援助、慣らし保育等）

申込⽅法 予約をし、申し込みをし⾯接をする。緊急の場合は連絡をする。

申込期限 無し

週もしくは⽉の

利⽤限度⽇数

緊急の場合を除き 1週間に 3回以内の利⽤。園の⾏事と重なったときは受け⼊れられないときもある。

必要書類 申込書

緊急の場合の対応 電話連絡

病児保育の有無 無し

持参するもの 年齢によって違うので⾯接のときに確認する。

駐⾞場の有無 有

その他 新型コロナウイルスの感染状況によっては、受け⼊れができない場合があります。

http://www.roza.jp
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	保護者が諸事情（通院、仕事、リフレッシュなど）で必
	まずは、電話で確認を。
	遅くとも利用日の１週間前
	１カ月に１３日間（週3日程度）まで
	住所、氏名、年齢、連絡先及びアレルギー等子どもの持病に
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	着替え（1組）、オムツ（オムツ着用のお子さま）、２
	有
	新型コロナウィルス感染症予防対策の対応（検温、消毒、マス
	恵愛保育園　＊地区：中央　＊区分
	下西山町2-79
	７：３０〜１８：３０
	826-8888
	家庭において保育を受けることが一時的に困難になった児童
	htt

	月曜日から金曜日（年末年始はお休みします）１２月２９
	9：00～17：00
	１時間あたり500円　上限２５００円　給食費４００円
	１歳以上
	家庭において保育を受けることが一時的に困難になった
	電話にて問い合わせ、一時預かり保育申請書兼登録台帳
	利用日の一日前
	１週間あたり３日程度
	一時預かり保育申請書兼登録台帳
	無
	無
	着替えセット、おむつセット、タオルセット、帽子、水
	無
	※アレルギーをお持ちのお子様には給食の提供はしておりませ
	※園内の様子、０歳児の担任による手遊びや歌遊びの動画をYouTubeにUPしております。そのほか日々
	長崎　恵愛保育園で検索してください。
	ざぼんちゃん浜町認定こども園　＊
	築町4-17
	８：３０〜１７：００
	823-2204
	https://zabo

	一時預かり事業の定員枠に空きがある場合
	7：30～19：30
	30分まで毎に400円
	生後2ヶ月～就学前まで
	予約をお勧めします
	ご利用日前月の20日以降から予約をお受けします
	なし
	ご利用当日に入園受付書をご記入いただきます(緊急連絡先
	保護者へ連絡
	なし
	降園用のお着換え
	送迎用にあり
	長照寺保育園　＊地区：中央　＊区
	白木町10番21-10
	８：３０〜１７：００
	821-5283
	保育が困難な家庭への支援のほか、お仕事をされていない場
	月～金曜
	９：００～１６：００
	1歳未満　1日4,000円　・　1歳以上　1日3,00
	長崎市に居住する生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	保護者が急な通院、病気、用事等
	電話連絡。その後、お預かりする前に必要書類の提出
	月に12日程度　週3日以内
	家庭調書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	　無（本人が病気の場合はお預かりできません）
	◎3・4・5歳児：着替え、歯ブラシ、コップ等　◎0
	有
	クラス人数により対応・新型コロナウイルス感染症影響下での
	ほほえみ保育園　＊地区：中央　＊
	魚の町6-20-7
	７：００〜１９：３０
	811-0500
	家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童
	月曜～金曜（土日祝日、年末年始は不可）
	9時～17時
	1時間あたり500円（上限2,500円）
	1歳児から就学前の児童
	家庭において保育を受けることが一時的に困難となった
	まずは、電話で確認を
	原則として、利用日の1日前まで。キャンセルの場合、
	1週間あたり3日程度が目安となりま
	一時預かり保育申請書兼登録台帳
	無　※事前受付のみ
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	・着替えセット（上着、ズボン、肌着、パンツ、ビニー
	無
	・新型コロナウィルス感染症のステージによりお受けできない
	おひさま保育園　＊地区：東部　＊
	東町1953-4
	８：３０〜１７：００
	837-0012
	家庭における育児が困難となり、保育を必要とする児童
	h

	月～金曜日　※施設の受入状況によってはお預かりする事
	9:00～17:00
	全年齢一律　30分：400円、1時間：800円、1日（
	0～5歳児
	なし
	まずはお電話頂き、登園時に一時保育利用申込書へ記入
	前日まで
	・週3日程度・月12日（週3回）程
	一時保育利用申込書
	保護者の傷病等やむを得ない理由により緊急・一時
	家庭における育児が困難となり保育が必要となる場合
	※施設の受け入れ状況等によっては受入ができない
	　場合もありますので、まずはご一報下さい。
	無
	・着替え（夏場2組以上・その他季節1組以上）・オム
	・食事用エプロン・おしぼり・バスタオル（夏場2枚・その他季節ベビー毛布等）
	・ナイロン袋2枚以上
	有
	かき道3丁目2-9
	８：３０〜１７：００
	838-5514
	保育園・こども園に入園していない小学校入学前の児童のお
	月曜日から金曜日
	9時から16時の間のおおむね5時間以内
	0.1.2歳児　1時間　400円　　3.4.5歳児　1
	別途給食費300円
	長崎市に居住する生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	事前に登録が必要です
	電話にて予約受付
	利用日前日まで
	原則として、週3日とし、月12日以
	9時から16時の間でおおむね5時間以内
	一時保育申込書・家庭状況届・健康診断記録票（園からお渡
	緊急連絡先へご連絡し、お迎えをお願いします
	本園内併設施設、病児保育「あおむし」の利用は可能
	お着替え上下2組、お手拭きタオル、バスタオル2枚（
	送迎時のみ駐車可能
	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用前2週間の検温
	ひよこ保育園　＊地区：東部　＊区
	中里町1594-5
	８：３０〜１７：００
	838-3200
	保育が困難な家庭への支援。お預かり中は室内遊び、外遊び
	月～金曜日（土・日曜日は不可）
	9時～17時
	1時間3歳未満児700円。3歳以上児400円。1日（5
	1歳児～就学前
	保育が困難な方（要相談）
	電話で確認し、後日必要書類を提出
	当日の8時30分
	週3回
	一時保育申込書
	ご家庭の状況に応じやむを得ない場合
	無。病児及び回復期の乳幼児は不可
	着替え（一組以上）・オムツ・おしりふき（おむつ着用
	有
	新型コロナウイルス感染症影響下での対応・子育てでお悩み事
	結宅保育園　＊地区：東部　＊区分
	矢上町34-7
	８：３０〜１７：００
	894-8738
	保護者の就労、通院、看護など、家庭での養育が一時的に困難となった乳幼児を預かります。
	保護者のリフレッシュを目的とした利用も可能です。
	月曜日～土曜日
	基本時間　10:00～16：00（利用時間は１時間
	０歳児　８００円/１時間毎　、　　１・２歳児　５００円
	３・４・５・６歳児　４００円/　１時間、おやつ・給食時間と重なる場合は　おやつ・給食を提供します。（
	生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	保護者が就労のための活動、冠婚葬祭や通院、家族の看
	電話で確認後、一時預かりの前に面接し、子どもの家庭
	遅くとも利用日の前日までに
	1ヶ月に13日間（週3日程度）まで
	利用規定及び利用料金、面接表、利用申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	なし
	利用日前に、年齢に応じて説明いたします。
	あり
	・新型コロナウイルス感染症が、長崎県のステージが３以上の
	・子どもの不安を和らげるために、保育士を付けています。
	あそびの杜保育園　＊地区：南部　
	布巻町111-9
	7:00～18：00　※延長保育18：00～19：00
	892-7070
	保育園を利用していないご家庭において、保護者の疾病や災
	月曜～金曜　※祝日および年末年始（12/28～1/4
	9：00～16：00
	０・１・２歳児　５００円／時間　　３・４・５歳児　３０
	０歳児（６か月）～５歳児（就学前児童）
	特になし
	電話にて受付
	※はじめてのご利用前に一度面談をさせていただき、アレルギーの有無やお子様のお話を伺います。その際に持
	利用日の１週間前まで。
	原則、月16日以内の利用となります
	利用申込書（面談の際にお渡しします）
	保育園で発病や怪我等があった場合は、嘱託医の診
	無
	面接に必要な物　・母子手帳、保険証、乳幼児医療証
	預かり保育に必要な物　・着替え２組、フェイスタオル２枚など年齢に応じて準備するものが異なります。詳し
	有
	まずはお気軽にご相談ください！
	アレルギー食にも個別に対応しています。
	かがやきこども園　＊地区：南部　
	野母町1820-2
	7：00～19：00
	893-0227
	保護者の病気や出産、看護介護、冠婚葬祭等の理由で緊急か
	月～土曜日（祝・休日及び年末年始・休園日を除く）
	7：00～18：00
	１，０００円／日
	満1歳から小学校就学前
	保護者の病気や出産、看護介護、冠婚葬祭等やリフレッ
	まずは、電話で確認ください。
	利用日の3日前までに
	1ヶ月に14日間まで
	一時保育申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	無
	・着替え一式（上下2～3着くらい）
	・紙パンツ（使っている場合のみ。5～6枚）
	・タオル
	・水筒
	・帽子
	有
	特になし
	さくら幼稚園・さくらんぼ保育園　
	新小が倉2丁目1-50
	８：３０〜１７：００
	878-9875
	保育が困難な家庭への支援のほか、お仕事をされていない場
	また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との交流や季節の伝承行事にも参加できます
	月～土曜日（日曜日不可）
	基本　8：30～17：00　（時間は応相談）
	0歳児　　　500円/時間
	1・2歳児 　475円/時間
	3～5歳児  415円/時間
	給食費は別途　300円/一食
	0歳～5歳児
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。
	その後、一時預かりの前に必要書類を提出。（原則2日前まで）
	遅くとも利用日の２日前までに
	限度　無
	一時預かり申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え（一組以上）
	　・オムツ、おしりふき（オムツ着用のお子さまのみ）
	　・お茶、タオル
	　・昼食、おやつ、ミルク（必要な場合のみ）
	有
	ダイヤランド保育園　＊地区：南部
	ダイヤランド1丁目38-16
	８：３０〜１７：００
	879-2408
	保育を必要とする際（通院・所用等）にご利用いただけます
	お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との諸行事に
	参加できます。
	月～金曜（園の状況により受入れ不可の場合もあり）
	基本預かり　９：００～１６：００
	１日３０００円（給食・おやつ代込）
	９時～１２時まで１時間５００円、別途おやつ代３００円
	０歳（６ヶ月以上）～５歳（病児・病気回復期の乳幼児は対
	まずは、電話で確認。その後、一時預かりの前に必要書
	事前に電話予約
	遅くとも利用日の一週間前までに
	１ヶ月に１２日間（週３日）まで
	園の申込書・家庭状況届・健康診断記録票への記入
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	あります。
	詳しくは電話でお尋ね下さい。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	着替え・オムツ（オムツ着用のお子様のみ）
	有
	新型コロナウイルス感染症が増えた場合は、預かり不可
	椿が丘こども園　＊地区：南部　＊
	椿が丘町9-3
	８：３０〜１７：００
	892-0171
	保護者の疾病や災害などにより一時的に家庭での保育が困難
	お預かり中は、一時預かり担当者と一緒に園児と交流しながらクラスの活動に参加したり、室内遊びや外遊び・
	月曜～金曜　【土曜・日曜・祝日・年末年始（12月28
	９：００～１６：００
	0・1・2歳児：500円/ｈ　3・4・5歳児：300円
	給食費別途300円
	３ケ月～小学校就学前の乳幼児
	無　（園の行事等でお預かりできない場合があります。
	電話・来園　（お預かりまでに一時預かり申込書の提出
	利用日の１０日前迄
	週２～３日以内
	一時預かり申込書
	発熱（38℃以上）の時、また嘔吐、下痢等の体調
	無　（投薬は行いません。　お子様の健康状態におい
	（年齢によります）
	・紙パンツまたはオムツ　　・オムツカバー　　　・普段使っている哺乳瓶、ミルク
	・手拭用タオル　1枚　　・口拭き用乾いたおしぼりをケースに入れて（3～5歳クラス）
	・汚れ物入れ用スーパーのナイロン袋　2枚　　・食事用エプロン　1枚か2枚
	・着替え　2組　　　　・コップ、歯ブラシをしぼり袋に入れて（年齢によります）
	有
	鶴見台保育園　＊地区：南部　＊区
	鶴見台1丁目15-12
	9：30〜18:00
	878-0392
	児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもを受け入れ、
	そして、園児の保護者に対する支援、および、地域の子育て家庭に対する支援を行います。
	月～金
	9：00～18：00
	１時間　３００円　給食、おやつを利用した場合　２００円
	０～２歳児クラス(分園)　　長崎市柳田町５８番1　℡　
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	事前に連絡　095-878-0392(本園へ電話)
	利用される日の３日前までに
	月～金の間（週3日程度）、月１５日
	一時利用申込書
	要相談
	無し
	おむつ、着替え、季節によっては水筒
	有
	一時預かり保育(自主事業)は、分園(0～２歳児)で受け入
	とまちこども園　＊地区：南部　＊
	戸町3丁目15-1
	7:00～18:00
	878-4890
	保護者の就労・通学・疾病・出産・介護・看護・冠婚葬祭・
	月曜日～金曜日
	9時～16時
	1時間300円　　給食費300円
	入園していない6か月以上の乳幼児。
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュ等必要な時。
	まずは電話で相談を。はじめは短時間からのお預かりを
	利用希望日の3週間前までにお電話ください。園行事等
	週3日程度
	一時預かり利用申請書　　保険証のコピー
	詳しくはお尋ねください。
	無
	・着替え（1組  必要に応じてオムツ)・ビニール袋
	有
	新型コロナウィルス感染症拡大予防の為、お預かりを一時休止
	日吉幼児園　＊地区：南部　＊区分
	飯香浦町3149-1
	７：００〜１８：００
	836-0333
	保育が困難なご家庭への支援のほか、お仕事をされていない
	http:/

	月～金（土・日・祝日・年末年始・園行事・園行事一週間
	９：００～１７：００
	０歳児…３０００円／日　　　　　　　　　　　　　　　　
	０歳児～５歳児
	特になし
	電話での申し込み
	ご利用の一週間前
	園の行事日程によりますのでお電話で
	申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、預かる場
	無
	月齢に応じて準備しますのでお電話でご確認ください。
	有
	新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、お断りすること
	森の風保育園　＊地区：南部　＊区
	末石町159-3
	８：３０〜１７：００
	878-8578
	1日の活動は様々ですが、外遊び、制作、室内遊びなどをし
	月曜日から土曜日
	８：００～１８：００
	900円～3000円　年齢、利用時間により変わります　
	0歳から6歳（就学前）    ★在園児でいっぱいのクラ
	まずは電話で確認を
	利用日の3日前
	週3日以内、月12日以内
	申込書
	無
	無
	着替え、タオル、水筒
	有
	唯念寺保育園　＊地区：南部　＊区
	磯道町568
	８：３０〜１７：００
	878-8854
	一時預かり　（保育が困難な家庭での支援・通院等）
	月～土（土曜日は要相談・行事によりお預かりができない
	基本預かり　８：３０～１６：３０
	一時間　３００円　（給食・おやつ代　別途　一日２００円
	生後2か月から小学校就学前の乳幼児
	無
	電話にて申し込み可能
	希望日の一週間前までに
	週６日　（土曜日は要相談、また、園
	一時預かり当日の受け入れ時、申込書を記入して提出してい
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	無
	着替え・オムツ・おしぼり・バスタオル（お昼寝用）
	有
	あぜかりこども園　＊地区：西部　
	畝刈町1005
	８：0０〜１8：００
	850-2409
	一時預かり事業
	htt

	月曜日から金曜日　週3日程度
	9：00～16：00ぐらい
	0歳児（3,000円）　1歳児（2,000円）　3〜5
	0歳児～5歳児
	就労や、出産等により一時的に家庭保育が困難なもの
	電話　面談による
	最低でも利用の１か月前
	週3程度、長期でも1か月程度
	一時保育利用申込書
	園の入所状況による
	無し
	一時保育利用申込書
	有
	※園の途中入所の園児が多い月や、コロナのステージ感染状況
	稲佐保育園　＊地区：西部　＊区分
	稲佐町17-17
	８：３０〜１７：００
	861-3621
	保護者の就労、通院、看護など、家庭での養育が一時的に困
	保護者のリフレッシュを目的とした利用も可能です。
	月曜日～土曜日
	基本時間　10:00～16：00（利用時間は１時間
	０歳児　８００円/１時間毎　　　１・２歳児　５００円/
	おやつ・給食時間と重なる場合は　おやつ・給食を提供します。（別途必要）
	生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児（病児、病気回復期の
	保護者が就労のための活動、冠婚葬祭や通院、家族の看
	電話で確認後、一時預かりの前に面接し、子どもの家庭
	遅くとも利用日の前日までに
	1ヶ月に13日間（週3日程度）まで
	利用規定及び利用料金、面接表、利用申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	なし
	利用日前に、年齢に応じて説明いたします。
	あり
	・新型コロナウイルス感染症が、長崎県のステージが３以上の
	・子どもの不安を和らげるために、保育士を付けています。
	尾戸保育園　＊地区：西部　＊区分
	琴海尾戸町1735-3
	８：３０〜１７：００
	885-2642
	保育が困難な家庭への支援のほか、就園前のワンステップと
	また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との交流や季節の伝承行事にも参加できます
	https:/

	月〜土曜（日曜日は不可）
	基本預かり　8：00〜17:00
	2000円
	生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。その後必要書類を提出。
	遅くとも利用日の２日前までに
	1か月間16日(週4日程度)
	児童の記録(様式は保育園にあります)
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え（一組以上）
	　・オムツ、（オムツ着用のお子さまのみ）
	　・使い慣れた哺乳瓶　(ミルクが必要なお子さまのみ)
	有
	樫山認定こども園　＊地区：西部　
	樫山町1946
	8:30～16：30
	850-1415
	保育が必要な家庭の方にご利用いただけます。お預かり中は
	月曜日～金曜日（土・日・国民の休日不可）
	8：30～16：30
	一律　1日2,500円（給食費含）　　1時間＠300円
	長崎市に居住する0歳～小学校就学前の乳幼児
	保護者が保育を必要としたとき
	まずは電話で確認を。その後一時預かりの前に必要書類
	遅くとも利用日の2日前までに
	１か月に12日間まで
	一時預かり保育利用申込書（園様式）
	緊急の場合の対応は出来ないことがありますので、
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	・着替え（1組以上）　・オムツ、おしりふき（オムツ
	有
	特になし
	形上保育園　＊地区：西部　＊区分
	琴海形上町2099
	８：３０〜１７：００
	885-2615
	保護者の何らかの理由のため家庭における保育が困難になる
	ht

	月曜から土曜日（日曜、祝日、年末年始を除く）
	8時00分～17時00分
	3歳未満（1200/4時間以内・2000/4時間以上）
	０～6歳
	・利用時時間は、8時から17時の時間帯でお願いしま
	・在園児数及び一時預かり利用者の総数により利用できない場合があります。
	 （保育士数のカウント方法0歳児1/3　1～2歳児1/6　3歳児1/20　4才以上児1/30）
	・利用金については、お子様のお迎え時にご精算下さい。
	・保育士定数が下回る場合での一時預かりはご利用できません。
	・初回申込みの場合には、利用条件をご理解していただき契約書にサインを頂きます。
	　・電話で利用をしたいときには、前もって園の方ご連
	（基本飛び込みでのご利用はできません）
	前日の午前中
	・利用期間は、週3回までとします。
	なし
	携帯電話などでの連絡
	無
	紙おむつ、お尻拭き、布パンツ、哺乳瓶、粉ミルク、エ
	有
	おやつ50円/1食、昼食300円/1食
	神ノ島愛児園　＊地区：西部　＊区
	神ノ島町2丁目131
	８：３０〜１７：００
	865-1777
	就労や就学・求職活動等による利用のほか、傷病・看護等の
	htt

	月～金　（土曜日は原則として行っていませんが緊急の場
	８：00～17：00　のうち8時間
	0.1.2歳児　2,500/日（350/時間＋給食費）
	3.4.5歳児　1,500円/日（250/時間給食費）
	6っか月から　小学校就学前までの幼児
	保護者が何らかの理由により保育が困難な時
	電話による問い合わせをしていただき、その後、必要な
	利用日の1週間前まで
	非定期：月14日(週3日を限度)
	緊　急：月7日以内
	私　的：月7日以内
	一時保育申込書（自園様式）　　健康調査表
	ご相談により対応いたします
	無
	0.1.2歳児：おむつ、着替え、おしぼり他（0歳児
	3.4.5歳児：ご飯、箸、歯ブラシ、コップ、おしぼり、着替え他
	＊詳しくは、ご利用前にプリントお渡しします
	有
	黒崎聖母保育園　＊地区：西部　＊
	上黒崎町48-1
	7:00～17：00
	0959-25-0050
	同年齢児と一緒に保育活動をします。
	月～金曜日
	8：30～16：30
	0歳児・・・・1日2,500円（保育料2,200円・給
	1・2歳児・・・・・1日2,300円（保育料2,000円・給食費300円）
	3歳以上児・・・1日1,500円（保育料1,250円・副食費250円）　　　　　　　　　　　　　　　
	産休明け乳児～就学前
	専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や入院等に伴う一
	まずは、電話で確認を。
	その後、一時預かりの前に必要書類の提出と子ども同伴の面接。
	遅くとも利用日の２日前までに
	週3日・月15日
	一時保育申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無
	0.1.2歳児　　オムツ・下着・洋服の着替え・手拭
	3歳以上児　　下着・洋服の着替え・手拭きタオル・昼寝バスタオル・枕・弁当（主食のみ）
	有
	小江原保育園　＊地区：西部　＊区
	小江原2丁目25-1
	８：３０〜１７：００
	847-9248
	（1）保護者の仕事の日にお預かりします。（2）保護者の
	※コロナ感染症のために、一時預かり保育を制限しています。
	htt

	月曜日～金曜日　
	　9：00～17：00
	　・3歳未満児　1時間400円1日　3.200円　　○
	　・3歳以上児　1時間250円1日　2.000円　　　　　　　　　　　　2歳（200円）
	☆利用料は預ける日の終了後にお支払いください。 　　　　　3歳以上（280円）
	1歳児から就学前のお子様をお預かりします。
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	事前に電話で確認を。その後、手続きと面接をお受けく
	電話で、ご相談ください。
	1ヶ月に13日間（週3日程度）まで
	一時預かり事業利用申込書(兼保育児童台帳)
	電話で、ご相談ください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え（洋服上下・肌着・パンツ・紙パンツを3～
	　・おしぼり3枚（1歳児）手拭きタオル1枚・レジ袋2枚（汚れもの入れ）
	無
	特記事項なし
	小百合園保育所　＊地区：西部　＊
	小瀬戸町1007-110
	８：３０〜１７：００
	865-1357
	保育が困難な家庭への支援のほか、就園前のワンステップと
	また、お預かり中は、室内遊び、外遊びや製作遊びに加えて、園児との交流や季節の伝承行事にも参加できます
	https:

	月〜金曜
	8：30～１７：30
	未満児１H（400円）・　４H～1日（2500円）　　
	長崎市に居住する生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。
	その後、一時預かりの前に必要書類を提出。
	遅くとも利用日の２日前までに
	月15日間
	申込書・保険証
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	全クラス→着替えセット・箸セット・手拭きタオル・バ
	有
	三京えのき保育園　＊地区：西部　
	三京町805
	８：３０〜１７：００
	850-5148
	保育が困難な家庭への支援のほか、就園前の集団生活、お仕
	月～金（土曜日は不可）
	8：30～16：30
	１～２歳児３３００円（１日）、３～５歳児１８００円（１
	１～５歳児
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	電話で確認。その後一時預かりの前に必要書類を提出
	遅くとも利用日の２日前までに
	週３日程度まで
	申請書、保険の申込書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない間合い緊急的に
	無
	・着替え一組・おむつ（着用のお子様のみ）・保険証の
	有
	新型コロナウイルス感染症で緊急事態宣言等が発出されている
	出津愛児園　＊地区：西部　＊区分
	西出津町2151
	８：３０〜１７：００
	0959-25-0067
	保育が困難なご家庭の支援、お子様の集団生活の前段階とし
	http://w

	月曜日～土曜日
	8:00～17:00
	0歳児　　　1.700円/日　　850円/半　　　副食
	長崎市に居住する生後６ヶ月～就学前の乳幼児（病児、回復
	保護者が冠婚葬祭、通院、リフレッシュ等、必要な時
	事前に電話でご確認ください。その後お預かりの前に書
	遅くとも利用の２日前までに
	１ヶ月に１３日間（週３日）程度まで
	一時保育申込書（緊急連絡先、保険証番号、アレルギーの有
	ご家庭の状況によりお預かりする場合もあります。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は対象外です。
	・着替え（一組以上）　・おむつ（必要なお子様のみ）
	有
	・自然の中は子ども達のワクワクがいっぱいです。自然たっぷ
	親愛園　＊地区：西部　＊区分：保
	飽の浦町8-42
	８：３０〜１７：００
	862-2102
	入るクラスの保育に参加し共に過ごす。
	行事を控えている週間は受け入れない．そのクラスの職員
	８：３０～４：３０
	１８００円
	制限なし
	条件なし
	園作成の日程に記入
	なるべく早めに。当日は受け付けない。
	制限なし。
	児童記録　持病・アレルギーなどの有無
	両親の携帯番号
	無
	食事や午睡時に必要なもの。
	有
	福田こども園　＊地区：西部　＊区
	福田本町1694-2
	８：３０〜１７：００
	865-1701
	お子さまの状況に合わせて同年齢のクラスに入って一緒に保
	月曜日～金曜 ※行事のある日を除く （事前要相談）
	9：00～16：00
	0・1・2歳児　¥500/時間（おやつ代含む）　　　　
	3カ月～就学前の乳幼児
	●保護者の疾病等何らかの理由により、一時的に家庭で
	利用前に園にて面談を行い、一時保育利用の登録が必要
	利用の1週間前まで
	週に3日まで
	母子手帳
	原則 対応不可ですが、ご相談ください。
	無
	面談時に説明します
	有
	三重保育園　＊地区：西部　＊区分
	三重町127
	7:00～18:00
	850-1060
	一時的に保育を必要とする子育て世帯に、受入れが困難な場
	保育者の配置が可能な日
	8:30～16:30
	０才児　：6,500円/１日（3,250円/給食なし）
	１～２才児　：3,900円/１日（1,950円/給食なし）
	３才児　：1,900円/１日（850円/給食なし）
	４～５才児　：1,600円/１日（700円/給食なし）
	0～5才児
	利用申込書等、事前の提出が可能な場合
	書面
	原則、利用希望（初日）の一か月前まで
	月に11日を上限とする
	利用申込書
	速やかに利用を停止し、保護者に連絡を差し上げま
	無
	通園用バッグ（内容品：肌着を含む着替え上下２組）、
	有
	三重地区子育て支援センター「てとて」開設
	友愛社会館幼稚園　＊地区：北部　
	富士見町21-18
	7:00～18:00
	861-3171
	保護者の疾病、入院、就労、出産、一時帰国などの理由によ
	ことが一時的に困難になった子どもにつき、保育を行う事業。
	日・祝日及び年末年始（12/29～1/3）以外
	午前８時～午後６時
	0～2歳児　　5時間・3,200円　　8時間・5,00
	3～5歳児　　5時間・2,200円　　8時間・3,500円
	（昼食・おやつ・ミルク代を含む）
	0～5歳児
	保護者の疾病、入院、就労、出産、一時帰国などの理由
	園にまずご連絡ください。
	1カ月前 (但し、緊急の場合を除く）
	特にはないが、当該学年当該クラスの
	一時保育申込書
	園にお尋ねください。
	無
	水筒、着替え、オムツ、おしりふきなど
	送迎時利用可　　2～3台　
	その時の該当クラスの園児の在籍状況により、受け入れ不可の
	青山こども園　＊地区：北部地区　
	青山町3-22
	８：３０〜１７：００
	844-8254
	通院や看病、諸事情等で保育に欠けるご家庭に対し一時的預
	月曜日から金曜日（土日は不可）
	基本預かり　8：30～16：30
	0歳児・・・2,800円
	1歳児・2歳児・・・2,300円
	3歳児〜6歳児・・・1,800円
	＊すべて給食・おやつ費込み
	長崎市に居住する生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。
	その後、面談及び慣らし保育時に必要書類を提出してもらいます。
	遅くとも利用日の3日前までに
	1ヶ月に13日間（週3日程度）まで
	一時保育申込書、家庭状況届、健康記録表
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え等は面談時にお伝えします。
	※初めての方は、印鑑、母子手帳、保険証をお持ちください。
	有
	赤迫こども園　＊地区：北部　＊区
	住吉台町11-1
	８：３０〜１７：００
	０９５－８４７－８６２２
	非在園の乳幼児を一時的に預かり、保育を行う。
	月曜日から金曜日
	午前９時から午後５時
	１時間３００円（給食利用者は、別途給食費２５０円おやつ
	長崎市に居住する１歳児から小学校就学前の乳幼児
	保護者の就職活動や通院、リフレッシュなど必要なとき
	園に直接申し込んでください。
	１か月前から７日前まで
	応相談
	利用申込書・児童調査票・健康調査票
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	無
	申し込み時に説明
	有
	園の行事等で、お預かりできない場合もありますので、事前に
	うみのほし保育園　＊地区：北部　
	石神町14-37
	８：３０〜１７：００
	845-1732
	冠婚葬祭・通院等、保護者様の理由によって育児の支援を行
	月曜日～金曜日（園の主な行事開催日・公的祝祭日・お盆
	基本：９時～１７時までの１日８時間　　短時間：1日
	1日 　0  歳 児・・・3,000円  　　 1・2
	０歳児（生後６ヶ月以降）～５歳児の就学前の乳幼児（病児
	・冠婚葬祭・通院等保護者様の理由による
	・利用する本人、およびご家族に新型コロナウイルスに感染して2週間以内の人がいる場合・また３７．５℃以
	・電話により、利用の希望内容を述べて、申込みを行っ
	・一時保育を利用する前に必要な書類を園に提出し、面談を行います。
	利用を必要とする予定日がわかり次第出来るだけ早く申
	原 則 として ： １週間に３日以
	緊急の場合 ： 15日以上の利用は１カ月を限度とし、それ以上になる場合には長崎市役所に相談する事
	当園作成の「一時保育申込書」・「健康診断記録表」
	電話にてお尋ねください。一時保育ご利用の理由内
	　無　：病児・病後児については対応できませんので
	年齢によって異なるので、ご利用が決定したらお伝えい
	　有　（園舎上・園舎下　２か所にあり、ご利用出来ま
	・地域または当園の新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
	・当園内の他の疾病の感染状況についてはお知らせいたしますが、保護者様の判断による責任のもとにお預かり
	・原則として、利用するお子様と同年齢のクラスに入るように配慮いたしますが、当園の都合により同年齢クラ
	キンダーフィールド　＊地区：北部
	坂本1丁目8-30
	８：３０〜１７：００
	843-6118
	・こどもたちを一時的に預かることで、安心して子育てがで
	月～金曜日
	８：３０〜１７：3０
	400円/時
	生後６か月～小学生就学前の乳幼児
	保護者が必要な時（通院、入院、リフレッシュ等）
	電話で申し込み後、必要書類を提出（必要書類は、HP
	利用日の２日前
	１か月に１２日間（週３日程度）まで
	申請書、食物アレルギー調査書
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	無
	・オムツ、着替えなど※年齢により持ち物が違います。
	有
	・急な用事やご兄弟の学校用事、病院、通院、保護者の方のリ
	・一時預かりを希望される時は、電話での予約後、事前に一度園に来られて、できるだけ担当の職員と面談をし
	・給食を食べる場合は、事前に食物アレルギー調査票を提出ください。
	・園の行事などでお断りすることもありますのでご了承ください。
	ざぼんちゃん浦上認定こども園　＊
	川口町2-14
	８：３０〜１７：００
	849-2204
	https://zabon
	定員枠に空きがある場合
	7：30～19：00
	30分まで毎に400円
	生後2ヶ月～就学前まで
	予約をお勧めします
	ご利用日前月の20日以降から予約をお受けします
	なし
	ご利用当日に入園受付書をご記入いただきます(緊急連絡先
	保護者へ連絡
	なし
	降園用のお着換え
	送迎用にあり
	長崎純心大学附属純心幼稚園　＊地
	文教町13-15
	７：30～18：30 ※ただし、保護者の労働事情等で延
	845-7496
	一時的に家庭での保育が困難な場合や育児の援助として、園
	月～金曜日のみの実施。祝日、年末年始は休園です。
	原則 5時間まで（9時～14時）＊または9時～14
	0・1・2歳児：1時間 1，000円、3・4・5歳児：
	0～5歳児
	保護者の就労、疾病、または緊急な理由。育児の援助、
	事前に園へ連絡及び申込書の提出後、園で面接を実施。
	利用予定の1ケ月前まで
	1週間に3日まで利用可
	一時預かり利用申込書
	ご家庭の状況に応じて、緊急に預かる場合もありま
	無
	面接時にお伝えします
	有（ただし、学園工事中のため利用不可の場合有）
	在園児の在籍数が定員に達している場合は、一時預かりをお受
	住吉こども園　＊地区：北部　＊区
	花丘町6-15
	８：３０〜１７：００
	844-3652
	里帰り出産や病院などの一時預かり保育
	９時～１７時
	0歳児～2歳児　1時間400円　3歳以上児1時間300
	0歳児（6か月）～就学前
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	電話をして申込その後書類を提出
	園の方に申し込みに来てもらいその後日にちを決める。
	月に12日間
	一時預かり申込書
	保護者の方に電話して対応する。
	なし
	園の方に申し込みに来てもった時に伝えます。
	有
	聖母保育園　＊地区：北部　＊区分
	若草町6-5
	８：３０〜１７：００
	844-2667
	保育が困難な家庭への支援。お預かり中は、同年齢のクラス
	月～金（土・日曜日は不可）　保育園の行事や職員の勤務
	基本預かり　①８時～１６時　　②８時３０分～１６時
	4時間未満・・・0歳児１，２００円　　１，２歳児１，０
	4時間以上・・・０歳児２，４００円　　１，２歳児２，０００円　　３，４，５歳児　　９００円
	長崎市に居住する1歳から小学校就学前の乳幼児（病児、病
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まず、電話で連絡。その後、園にて面談を行う。
	利用日の一週間前まで
	週に３日以内　　　月に１５日以内
	①一時保育申込書　②家庭状況届
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、緊急的に
	無　
	0歳児・・・オムツ・着替え・哺乳瓶・おしぼり3枚・
	１～２歳児・・・オムツ・着替え・おしぼり３枚・スプーンセット・ひも付きハンドタオル
	　　　　　　　　　バスタオル２枚（昼寝用）
	３歳以上児・・・着替え・おしぼり１枚・箸セット・水筒・ひも付きハンドタオル
	　　　　　　　　　 バスタオル２枚（昼寝用）
	有
	滑石中央幼稚園　＊地区：北部　＊
	滑石4丁目1396-42
	８：３０〜１７：００
	856-2031
	両親お仕事をされている家庭への支援。お預かり中は室内遊
	月～金（土・日は不可）
	14：00～18：30
	レギュラー　7000円・一時　1時間200円
	満3歳～5歳
	両親の就労・親族の介護・出産前後など
	申込用紙に記入
	レギュラーは前月・一時は前日までに
	無し
	預かり保育申込書・両親の勤務証明書
	保護者へ連絡
	無し
	バスタオル2・手拭きタオル・コップ・着替え1組以上
	有
	長崎南山認定こども園　＊地区：北
	音無町9-34
	８：３０〜１７：００
	840-0420
	一時預かり
	月～金曜日
	9:30～15:00
	・0～2歳児・・・60分 700円　・満3歳児以上・・
	生後7ヶ月～
	仕事や急病、家族の介護などのためにご家庭での育児が
	所定申込用紙に記入し利用日の一週間前までに園に持参
	利用日の1週間前まで
	週3回以下
	申込用紙
	保護者に連絡
	無
	着替え・水筒・手拭きタオル・オムツ2、3枚・お昼寝
	有
	敷地内には南山小学校、西町教会、南山こども園とあるカトリ
	虹が丘まめの木保育園　＊地区：北
	虹が丘町2414-3
	８：３０〜１７：００
	865-8787
	保育が困難な家庭への支援のほか、就園前のワンステップと
	月曜日から金曜日の週３回が基本です。土曜日は一時保育
	半日: 9時～13時／13時～17時    　・ 
	半日:　0歳児 2,000円、　1・2歳児 1,800
	一日:  0歳児 3,500円、　1・2歳児 3,200円、　　3～5歳児 2,200円
	※ただしこの保育時間を超える場合は、延長保育料をいただきます。(１時間500円)
	※兄弟の場合は全日に限り、下の子の保育料は半額となります。
	生後2ヶ月から小学校就学前の乳幼児　（病児、病気回復期
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。その後、一時預かりで来園時に
	遅くとも利用日の２日前まで
	月曜日から金曜日の週３回が基本です
	「一時預かり保育申込書」を来園時にご記入ください
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え（一組以上）
	　・オムツ、おしりふき（オムツ着用のお子さまのみ）
	有
	2022年1月より新園舎に移転予定です。
	新園舎は現在の園舎から徒歩5分くらいの場所です。
	にしやま保育園　＊地区：北部　＊
	西山4丁目648
	８：３０〜１７：００
	827-5459
	保育が困難な家庭への支援。（お買い物、通院等）また、お
	月〜金曜曜（土・日曜日は不可）
	9：00～１６：00
	全年齢　600円/時間　おやつは300円（別途必要）、
	長崎市に居住する満１才から小学校就学前の乳幼児（病児、
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。その後、一時預かりの前に必要
	遅くとも利用日の1週間前まで
	週1日
	一時保育利用申請書
	無　
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え（一組以上）・オムツ、おしりふき（オムツ
	　※初めての方は、印鑑、母子手帳、保険証をお持ちください。
	有
	ピッパラ保育園 ＊地区：北部　＊
	滑石4丁目1396-42
	８：３０〜１７：００
	856-3556
	保育が困難な家庭への支援
	h
	月～金曜（土・日・祝日は不可）
	基本預かり　９：00～１３：00
	1時間６００円　　おやつ１００円　　給食２００円　
	長崎に居住する生後６カ月から小学校就学前の乳幼児（病児
	保護者が冠婚葬祭や通院などで保育が困難なとき
	まずは、電話で確認を。
	利用日の1週間前までに。
	１カ月に１３日間（週３日程度）
	なし
	実施しておりません。
	無　※病児・病気回復期の乳幼児は不可
	・着替え（１組以上）　・オムツ　・フェイスタオル１
	有
	行事前および行事当日のお預かりはしておりません。現在、新
	女の都幼稚園　＊地区：北部　＊区
	女の都3丁目2-4
	８：３０〜１７：００
	847-5727
	主として，未就園の０歳から５歳児で，家庭において保育を
	月～金　（土日不可）
	7：30～18：30
	０歳児　4000円/日　　1歳児　3000円/日　　2
	0歳～5歳
	　園の重要事項説明・方針に同意していること
	まずは、電話で確認を。
	その後、一時預かりの前に必要書類を提出。
	遅くとも利用日の一週間前までに
	週4日程度まで
	一時預かり用願書・アレルギー承諾書
	無
	無
	・着替え（三組以上）・お昼寝用布団
	有
	もとお保育園　＊地区：北部　＊区
	江平2丁目2-1
	７：３０〜１８：3０
	846-2632
	保育が困難な家庭への支援のほか、就園前のワンステップと
	※保育園に入園中のお子様の人数に余裕があり、かつ職員配置ができる場合となります。電話にしてお問い合わ
	月〜金曜
	基本預かり　９：00〜17:00
	６００円/時
	昼食・おやつは＋５００円（別途必要）
	長崎市に居住する生後６ヶ月から小学校就学前の乳幼児
	（病児、病気回復期の乳幼児は対象外）
	保護者が冠婚葬祭や通院、リフレッシュなど必要なとき
	まずは、電話で確認を。
	その後、一時預かりの前に必要書類を提出。
	遅くとも利用日の２日前までに
	1ヶ月に13日間（週3日程度）まで
	一時保育申請申し込み書（園フォーム）
	ご家庭の状況に応じ、やむを得ない場合、
	緊急的に預かる場合もあります。詳しくはお尋ねください。
	無　※病児及び回復期の乳幼児は不可
	　・着替え（一組以上）
	　・オムツ　
	※初めての方は、印鑑、母子手帳、保険証をお持ちください。
	有
	・新型コロナウイルス感染症影響下での対応…不可
	ローザ認定こども園    ＊地区
	本原町3-27
	７：００〜１９：００
	844-0567
	保護者が、緊急の用事などで子供の世話ができないときに、
	http://www.roza.
	月曜日から金曜日
	9時から17時まで
	１日利用0歳児3,500円、1.2歳児3,000円、3
	0歳から就学前まで
	・緊急理由（保護者の病気等）・私的理由（保護者の用
	予約をし、申し込みをし面接をする。緊急の場合は連絡
	無し
	緊急の場合を除き1週間に3回以内の
	申込書
	電話連絡
	無し
	年齢によって違うので面接のときに確認する。
	有
	新型コロナウイルスの感染状況によっては、受け入れができな

