
沖ノ橋認定こども園、ハートンこまづめ認定こども園、本荘、
加納西認定こども園、ひきえ子ども園、なかよし岐阜南、日野、
みさとこども園、岩、島、あかね、三輪南、早田、西郷、則
武、合渡、岩野田、三輪北、長森北、網代　◆定員　各所（園）
など1日1組　◆参加費　無料。保険料は実施施設にお問い合
わせください。希望者には給食を実費で。◆申込　希望日の1
週間前までに希望する保育所（園）などへ。先着順。

■病児・病後児保育
病気中または病気の回復期にあるため、保育所（園）などでの
集団保育が難しく、かつ保護者の勤務などやむを得ない事情
により家庭での育児ができない、市内在住の小学3年生までの
お子さんを、病院・診療所に併設した施設で預かります。 　
◆利用日時　月～土曜日の午前8時～午後6時（土曜日は、うり
ぼう・パンダのしっぽは午後4時、ピノキオは午後4時30分、
すずらん・クララ・セカモゲは午後5時まで、祝日はセカモゲ
のみ開所） ※感染症によっては利用できない場合あり。◆利
用料　1人1日2,000円。昼食を希望する場合は各施設にお問
い合わせください。市内在住で生活保護世帯、市民税非課税
世帯または18歳未満の子どもが3人以上いる多子世帯は無料。
◆利用方法　希望する病児保育施設へ事前に登録し、利用時
に申し込み、診察を受けて利用します。登録は利用当日でも可。
▶福富医院「すずらん」（安食1－87－1／ 238ー8555）
▶河村病院「クララ」（芥見大般若1－84／ 241ー3311）
▶小牧内科クリニック「ピノキオ」（昭和町2－11／ 215ー0101）
▶山田病院「ミッキー」（寺田7－98－1／ 255ー1221）
▶矢嶋小児科小児循環器クリニック「うりぼう」(日野南7－10
－7／ 214ー7077）
▶世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック「セカモゲ」
(六条南2－8－20／ 216ー3745）
▶操健康クリニック「パンダのしっぽ」(薮田南1－4－20西館
6階／ 070ー1683ー3003）
■病児・病後児保育の送迎サービス
市内在住の1歳～小学校3年生の児童が保育所などで体調不
良になった時、保護者が仕事などの都合で迎えに行くことが
できない場合、看護師が保護者の代わりにタクシーで迎えに
行き、診察後一時的に預かります。※在宅児童は利用不可　
◆利用料　保育所などから病児・病後児保育施設までのタク
シー代（子どもが乗車した区間） ◆実施施設・受付時間　福富
医院「すずらん」、小牧内科クリニック「ピノキオ」・平日午前
9時～午後3時　◆事前登録　毎年度、事前登録が必要
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■休日保育　▶京町保育所（京町2－11／ 263ー8811）
保護者が休日に就労または病気や事故などで緊急一時的に家
庭で育児ができない場合、1歳から就学前のお子さんを京町保
育所で預かります。詳しくはお問い合わせください。◆日時
日曜日・祝日（年末年始を除く）の午前8時30分～午後5時

■各保育所（園）での子育て相談など
●子育て相談　入所（園）前のお子さんを持つ保護者を対象に、子
育てに関する不安や悩みの相談を電話または面接でお受けします。 
●園庭開放　日時などはお問い合わせください。　　　  　
●図書貸出　絵本や子育てに関する図書を貸し出します。
■地域子育て支援センター　
子育てに関する知識や経験を持つ施設が子育てネットワーク
の中心となり、育児不安の解消や、子ども・親同士が交流で
きる場を提供する地域拠点施設です。　　　　　　　　　　
◆日時　月～金曜日（祝日を除く）の午前10時～午後4時　　
▶聖徳保育園（大門町1／ 262ー2224）
▶黒野こども園（古市場111－28／ 234ー3755）
▶京町保育所（京町2－11／ 263ー8811）
▶鷺山保育所（下土居2－9－12／ 231ー1127）
▶市橋保育所（今嶺2－10－16／ 275ー5151）
▶岐阜聖徳学園大学“くれまちす”（中鶉1－38／ 278ー
4170） ※原則、火～木曜日の午前10時～午後3時
●電話子育て相談　入所（園）前のお子さんを持つ保護者から
の相談をお受けします。◆日時　月～金曜日（祝日を除く）の
午前10時～午後4時（くれまちすは午前10時～午後3時） 　　
▶聖徳保育園 262ー2224  ▶黒野こども園 234ー3755
▶京町保育所 263ー8811  ▶鷺山保育所 231ー1127
▶市橋保育所 275ー5151　
▶岐阜聖徳学園大学“くれまちす” 278ー4170
■親子体験保育　
同年齢の子どもたちと一緒に遊びや基本的な生活を体験でき
ます。また、保育士や看護師が子育てに関する相談をお受けし
たり、情報提供をして、育児不安の解消を図ります。◆対象者
市内在住で0～3歳未満の乳幼児と保護者　◆日時　開所（園）
日の午前9時～正午　◆場所　0～3歳未満：聖徳、黒野こども
園、京町、市橋、鷺山、長森南、木田、あいかわ、黒野、柳津
東、佐波　1～3歳未満：木之本、鶉、みぞはた、茜部、さゆ
り、領下、若葉、桜、常磐、ななさとこども園、かがしまこど
も園、ながらこどもの森、大洞こども園、梅林こども園、かよう、

  幼児教育課（市庁舎18階／ 214－7124）
■幼稚園への入園　幼稚園の入園については直接、各幼
稚園へお問い合わせください。

相談したい・遊びたい・体験したい

病気の子どもを預けたい時

幼稚園へ入れたい時

出
産
・
子
育
て
・
教
育

 

■私立幼稚園
幼稚園名 所在地 電話番号 幼稚園名 所在地 電話番号 幼稚園名 所在地 電話番号

岐阜聖徳学園大学附属 柳津町高桑西1-1 270-0313 ひかり 黒野404 239-0013 長森 琴塚2-16-7 246-0422
こばと 鹿島町4-15 251-0011 かぐや第三 粟野西1-10 237-3601 ながもり第二 岩田坂4-7-1 243-5768

こばと西 大菅北12-25 251-3871 まどか 茜部本郷3-116-2 271-6337 くるみ 曽我屋4-21 239-2842
こばと第3 下奈良3-15-5 273-2015 まどか南 茜部寺屋敷2-127-1 274-6778 岐阜 西野町3-1 262-0683
若葉第一 北一色1-23-13 245-5621 みのり 本荘西4-39 251-4786 天使 青柳町3-22 253-2759
若葉第二 村里町15 274-3400 芥見 芥見南山3-1-27 243-2266 ほんごう 本郷町3-4 251-1488
若葉第三 宇佐南1-11-17 271-8331 芥見第二 加野3-1-7 243-5761 諏訪 岩崎2-18-1 231-7427

いづみ中央 北鶉2-34 274-7851 東海第一 芥見6-270-1 243-2711 中部学院大学・
中部学院大学

短期大学部附属
下土居2-28-28 233-2254明照 矢島町2-46 263-5118 東海第二 日野北4-2-13 246-8552

こじか 旦島4-10-17 231-1735 ながら 長良城西町1-10 232-0271
いづみ第2 早田町3-2-3 231-4365 サニーサイドインターナショナル 岩井4-10-25 241-1000 むつみ 西改田村前107 239-4839
はなぞの 則武西2-25-27 294-8844

■市立幼稚園
幼稚園名 所在地 電話番号

加納 加納東丸町2－9－1 272ー1077
岐阜東 水海道1－16－13 246ー7669
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  子ども保育課（市庁舎2階／ 214－2143）

■保育施設への入所（園）
◆入所条件　①市内在住の子どもで、保護者が外勤・内職・
自営・病気・出産・看護などのため、子どもの保育が必要な
場合。②その他、子どもの保育が必要であると認められる場合。
◆利用者負担額（保育料） 父母などの市町村民税課税状況によ
り決定します（0～2歳の子どものみ）。
◆保育時間　各保育施設により異なります。
◆乳児保育　生後57日からの乳児保育を45か所、生後4～6か
月からの乳児保育を15か所で実施しています。
■障がい児保育　
療育総合判定会議の判定をもとに決定し、全ての保育施設で
実施しています。
■広域入所（保護者の勤務市町での入所）
◆対象者　保護者の一方の勤務地が該当の市町にあり、勤務
終了後、岐阜市内の保育施設では保育時間内に迎えができな
い子ども。市町ごとに受け入れ基準がありますので、詳しく
はお問い合わせください。

■一時預かり　保護者の仕事や病気、看護・介護、冠婚葬
祭などで育児ができない場合や、育児に伴う心理的・肉体的
負担を解消するために、生後57日目または6か月目から就学
前までのお子さんを預かります（有料）。◆日時　月～金曜日
の午前8時30分～午後4時30分、土曜日の午前8時30分～正午
※必要に応じて利用時間の延長ができます。◆場所　京町・鷺
山・市橋の各公立保育所、茜部・領下・桜・早田・岩野田・則
武を除く各私立保育園、カトレヤこども園・清流認定こども園・
芽含幼稚園・かぐや第一こども園を除く各認定こども園
■サポート一時預かり　保護者が平日に病気、看護・介護、
冠婚葬祭などで緊急一時的に家庭で育児ができない場合、1歳
から就学前までのお子さんを預かります（有料）。◆日時　一時
預かりと同じ　◆場所　京町・鷺山・市橋を除く各公立保育所

� 保育所（園）・幼稚園 など 

■公立保育所　　  
保育所名 所在地 電話番号 保育年齢 保育時間

京町 京町2-11 265-2943 生後57日～ 20時まで
島 北島7-6-2 231-8951 1歳～ 18時まで

鷺山 下土居2-9-12 231-8950 生後57日～ 20時まで
合渡 寺田3-17 251-5301 1歳～

18時まで

長森南 蔵前4-3-15 245-2647 生後57日～
長森北 野一色4-11-5 245-3020 1歳～
木田 木田495-1 239-1751 6か月～

あかね 茜部寺屋敷3-49 271-8441 1歳～西郷 中西郷5-51-2 239-0181
市橋 今嶺2-10-16 271-5707 生後57日～ 20時まで
網代 秋沢2-170-1 239-9021 1歳～

18時まで

三輪南 石原3-220-1 229-1253
あいかわ 加野6-26-13 243-1155 6か月～
 三輪北 北野東345 229-3160 1歳～
黒野 古市場20-1 239-7875 生後57日～2歳

柳津東 柳津町蓮池5-35 387-3666
生後57日～佐波 柳津町下佐波1-40 279-0126

子どもを一時的に預けたい時

保育施設へ入れたい時

■小規模保育事業 ※３歳未満児のみ入所可。入園については、直接各施設へ。
施設名 所在地 電話番号 保育年齢 保育時間

ひまわり共同保育所 領下21 240-5054 生後57日～ 19時までちびっこ島保育園 島田2-2-6 294-8556 ６か月～太陽の子幼稚舎 水海道4-25-5 246-6160 18時30分まで
かぐや第二保育園 鷺山1768-149 231-5521 １歳～ 16時まで
こばとの森保育園 島田西町64 215-0815 18時30分まで
NAGOMIキッズ 長良福光1655-2 296-7010 6か月～

19時まで保育所ちびっこえんじぇるらんど 宇佐南4-2-4 275-9069 生後57日～保育所サニーランド長良園 則武東4-11-10 294-1333
保育所ベビーキッズ本荘園 吹上町2-12-2 251-8830 4か月～
駅前保育所みっけのおうち 橋本町2-52 266-7400 生後57日～ 18時30分まで

保育所にっこり園 柳津町蓮池3-22 337-7365 19時まで
岐阜幼稚園小規模保育所 西野町3-1 262-0683 1歳～ 18時30分まで
ほんごうけやき通り保育園本郷町2-13-3 251-1477 19時まで
いづみ中央スプリン保育園北鶉2-34 274-7873 4か月～ 18時まで

■認定こども園　　     　※入園については、直接各こども園へ。
認定こども園名 所在地 電話番号 保育年齢 保育時間
黒野こども園 古市場111-28 239-0134

生後57日～

19時まで

ながらこどもの森 福田町2-12 231-8945
沖ノ橋認定こども園 沖ノ橋町2-15 251-1856
加納西認定こども園 加納神明町4-12 213-0013
ひきえ子ども園 日置江5-27-1 279-0319
カトレヤこども園 門屋字野崎55-1 229-1151

ハートンこまづめ認定こども園 東駒爪町17 213-7688 20時まで
清流認定こども園 岩滝西1-332 243-1353

19時まで

梅林こども園 中道北238-1 245-8949
みさとこども園 六条東1-13-12 271-3578

かぐや第二こども園 鷺山1768-32 231-5521 6か月～
大洞こども園 大洞桜台1-3 243-2990 生後57日～

認定こども園芽含幼稚園 鷹見町5 266-0185 1歳～
かぐや第一こども園 入舟町1-1-1 247-3144 6か月～ 18時30分まで
かがしまこども園 鏡島西1-3-82 251-9000

生後57日～
20時まで

ななさとこども園 西改田字米野48 239-1411 19時まで
かようこども園 五坪1-14-1 245-9769 20時まで

■私立保育園
保育園名 所在地 電話番号 保育年齢 保育時間

聖徳 大門町1 262-5058 生後57日～

19時まで

木之本 羽衣町1-17-6 251-6443
鶉 中鶉4-111 272-2322 6か月～

みぞはた 溝旗町4-2 262-8960 生後57日～
茜部 茜部本郷3-116-2 271-6326 1歳～

さゆり 加納南広江町49 271-8558 生後57日～領下 領下1464-1 248-0061
若葉 村里町7 273-8361 6か月～
桜 長良桜井町4-8 231-7338

生後57日～

常磐 上土居814-1 232-8695 20時まで
本荘 錦町6-28 251-8655

19時まで

なかよし岐阜南 切通4-6-5 247-2446
日野 日野西3-3-10 245-3801
岩 岩田東2-102 243-3790

早田 早田東町6-35 231-8891
1歳～岩野田 三田洞東1-18-5 237-3822

則武 則武中3-13-3 232-2772

■事業所内保育事業　　　　　　　　  
施設名 所在地 電話番号 保育年齢 保育時間

岐阜大学保育園ほほえみ 柳戸1-1 293-3375 生後57日～ 18時30分までわらべ保育園 北山1-16-15 241-2069 6か月～
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こばとの森西保育園 大菅北12-1 216-5535 1歳～
18時30分までみのり夢保育園 本荘西4-39 251-4786

いづみ第２どんぐり保育園早田町2-13 227-9789 5か月～
みらいの森保育園 琴塚2-16-7 201-0132

6か月～サニーサイドインターナショナルプリスクール岩井4-10-25 216-5000 19時まで
こばとの森どんぐり保育園大菅南7-10 201-4877 1歳～ 18時30分までかぐや第三保育園 粟野西1-10 237-3601

クルールン保育園 本荘中ノ町10-37 216-3227

生後57日～

19時まで
ながらちいさな森 長良真生町2-12 216-1377 18時まで

日野南すみれ保育園 日野南6-6-19 216-5557

19時までステラ保育園 宇佐東町6-8 213-6682
すずらん日光保育園 日光町8-27 215-7037

リンゴの木 旦島3-5-1 213-2786
小規模保育園キッズあるてあ 下奈良2-10-6 201-6237 18時30分まで


