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岡山市病児保育事業のご案内 
 
 
○病児保育事業とは 
 保護者の勤務などで、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、医療機関等で病気の

子どもを一時的に保育することで、安心して子育てができる環境を整備し、児童福祉の向上を図

ることを目的としています。 
 
○利用対象者 
 岡山市内または病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定締結市町（倉敷市，玉野市，笠

岡市，井原市，総社市，高梁市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，浅口市，和気町，早島町，里庄町，

矢掛町，久米南町，美咲町，吉備中央町）に居住し、保護者の勤務、疾病、事故、出産、冠婚葬祭

など社会的にやむを得ない事情によって家庭での保育が困難な小学校６年生までの児童で、次の

いずれかに該当する児童。 
 ・当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難

な児童  
 ・病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な児童 

※ 心身に障害があるお子さんの場合は、事前に施設にご相談ください。 
 
○利用できる病状等 
  感冒（かぜ）、消化不良症（多症候性下痢）など乳幼児が日常罹患する疾病や、発疹、水痘、風

疹などの感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び熱傷などの外傷性疾患などです。 
 
○登録と申し込み 
  年度ごとに登録申込が必要です。  
 初めて利用するときに同時に登録申込をしてください。 
 
○利用料 
 

（岡山市内の実施施設） 

  一人一日当たり ２，５００円（実施施設にお支払いください。） 
  ※ 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の方は、減額申請書を提出していただいた場合、

利用料を２，０００円減額します。（自己負担５００円） 
 ※ 利用後、さかのぼっての申請はできません。 
  ※ 減額申請書の様式は実施施設に設置しています。 
 
（岡山市外の実施施設） 
 各施設ごとに利用料が異なりますので、利用前に必ず料金をご確認ください。 
 
 

 
 
 
 
 
 



○実施施設 

 
（岡山市内）※施設の詳細は次ページ以降でご確認ください。 

 

施 設 実施医療機関 所在地 

病児保育ルームドレミ 表町ファミリークリニック 北区表町三丁目 10 番 71 号 

うらら病児保育園 黒田医院 北区神田町二丁目 8 番 32 号 

チャイルド・ケア ハーモニィ 撫川クリニック 北区撫川 1470 番地 

病児保育室みらい 籔内小児科医院 中区中井一丁目5番2号 

山陽ちびっこ療育園 青木内科小児科医院 南区大福281番地5 

ピオーネ病児保育室 山本医院 南区泉田418番地25 

 
 
（岡山市外） 
 

施 設 実施医療機関 所在地・電話番号 

病児保育所はしま 羽島こども診療所 
倉敷市羽島199番地1 

☎086-426-5037 

ももっ子病児保育ルーム 田嶋内科 
倉敷市児島柳田町862番地 

☎086-474-3310 

玉島病院病児保育室 玉島病院 
倉敷市玉島乙島4030番地 

☎086-522-4141 

あさき病児保育室 あさき小児科 
倉敷市水島南幸町1番地9 

☎086-446-1110 

玉野市民病院病児・病後児保育室 玉野市民病院 
玉野市宇野二丁目3番1号 

☎0863-31-2101 

笠岡第一病院病児保育室 笠岡第一病院 
笠岡市横島1945番地 

☎0865-67-0211 

病児保育室「ほっとチュッピー」 三宅内科小児科医院 

総社市井手919番地 

☎0866-93-8882（9:00～17:30） 

☎090-2009-5046（7:00～19:00） 

備前市病児・病後児保育室 吉永病院 
備前市吉永町吉永中563番地4 

☎090-7138-7377 

瀬戸内市民病院病児保育室 さん

さんキッズ 
瀬戸内市民病院 

瀬戸内市邑久町山田庄862番地1 

☎0869-22-1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



病児保育ルームドレミ 
 
医療法人 表町ファミリークリニック内 

住所 岡山市北区表町三丁目１０－７１ 
 TEL ０８６－２２２－４９３９ 

ドレミ直通：０８０－２９０４－４８１６（受付時間7:30～19:00） 
 

○利用定員 ６人 
 
○対象児童 生後６か月から小学校６年生まで 
 
○利用時間 月曜～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 
 
○休園日    土曜日、日曜日、 祝日、休日 
            ８月１３日、１４日、１５日、１６日 
            年末年始の１２月２９日～１月３日 
 
○利用児の持ち物  

 乳児（０・１・２歳児）  幼児（３・４・５歳児） 小学生 

 ＊ほ乳びん、ミルク（必要な方のみ） 
 ＊着替 
   着脱のしやすいもの ２～３枚 
    エプロン ３枚（食事用） 
   紙オムツ １日分 
    パンツ １日分 
   おしり拭き（ウェットタイプ） 
   下着 ３枚 
 ＊ポリ袋（汚物入れ用） 3～４枚 

 ＊タオル  ３枚 

 ＊マスク（２歳以上） 
 ＊薬（お薬手帳、成分表） 

 ＊親子手帳、予防接種手帳 

＊保険証、乳幼児医療費受給資格証 

 ＊着替 
    着脱のしやすいもの ２～３枚 
    下着  ２～３枚 

  必要に応じて紙パンツ・おしり拭き 
 ＊ポリ袋（汚物入れ用） ２枚 
 ＊タオル  ２枚 

 ＊マスク 
 ＊薬（お薬手帳、成分表） 

 ＊親子手帳、予防接種手帳 

＊保険証、乳幼児医療費受給資格証 

＊着替 １組 

＊ポリ袋 １枚 
＊一日を過ごせるだけの物 

＊マスク 
＊薬（お薬手帳、成分表） 

＊親子手帳、予防接種手帳 

＊保険証、子ども医療費受給資格証 

  

※ 持ち物には必ず名前を書いてください。 
 ※ 初めての場所です。不安を少しでも取り除くため、お気に入りの物（おもちゃ、DVD等）

があれば持たせてください（食べ物以外）。小学生は勉強道具、ゲーム、本等を持参して

もかまいません。 

 ※ 食べ物アレルギーのある方は、食事・おやつを持参ください（事前に相談可）。 
 ※ 予防接種は、できるだけ受けておきましょう。 

 ※ 必要に応じて、イオン飲料、冷却シートを持参ください。 

 

○問い合わせ先 
    実施施設、 
  または岡山市保育・幼児教育課 TEL ８０３－１２２８、FAX ２３１－１５７２ 
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うらら病児保育園 
 
医療法人 正崇会 黒田医院 

 住所 岡山市北区神田町二丁目８－３５（保育園は向かいの建物の一階になります。） 
TEL ０８６－２３３－３５３１ ０８６－２２３－１４５５（病児保育園） 

 ネット予約URL https://www.kuroda-group.or.jp/group/kindergarten/reservation/ 

                                                                    （あずかるこちゃん） 

○利用定員 ６人 
 
○対象児童 生後６か月から小学校６年生まで 
            ※生後６か月未満のお子さんは当日の利用状況により相談可 

      ※小学校４～６年生のお子さんは当日の利用状況により相談可 
 
○利用時間 月曜～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 
 
○休園日    土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始 

 
○利用児の持ち物  

 ＊薬、お薬手帳（薬の内容説明書）※薬袋にお子さんのお名前を記載してください 
 ＊保険証、乳幼児医療費受給資格証 

 ＊親子手帳、予防接種手帳(予防接種状況の分かる物） 

乳児（０・１歳児）、幼児（２歳児） 幼児（３・４・５歳児）、小学１～６年生 
 ＊ほ乳びん、ミルク（必要な方のみ） 
 ＊着替 
   肌着 ２枚 
   着脱のしやすい服 ２枚 
   下着（トレーニングパンツ等利用の方） 
 ＊スタイ 
 ＊紙オムツ、パンツ １日分 
 ＊おしり拭き（ウェットタイプ） 
 ＊ポリ袋（汚物入れ用） ２枚 
 ＊おしぼり  ２枚 

 ＊ティッシュ １箱 

 ＊着替 
   着脱のしやすいもの １～２枚 
     肌着・下着 １～２枚 

 ＊おしぼり 1枚 
 ＊ポリ袋（汚物入れ用） ２枚 
 ＊紙パンツ、おしり拭き 

（お昼寝等排泄に心配のある方のみ） 

 ＊ティッシュ １箱 
＊小学生は宿題、ゲーム等を持参してもかまい 

ません。（受け入れ日の状況により使用でき 

ない場合もあります。） 

 
 ※ 持ち物には必ず名前を書いてください。 

 ※ 必要に応じて、イオン飲料・冷却シートをご持参ください。 
 ※ 食べ物アレルギーのある方は、食事・おやつをご持参ください。（事前相談可） 
 ※ 嘔吐・下痢の症状のある方は、着替えを多めに準備してください。 

 ※ 利用に際し、お子さんの発達状況で不安、相談のある方は予約時にお伝えください。 

 ※ 予約申込には「あずかるこちゃん」への利用者登録が必要です。 

   「黒田医院 あずかるこちゃん」で検索するか上記URLへアクセスしてください。 

   （あずかるこちゃん上の個人情報は、LINE株式会社に共有されません。） 
 

○問い合わせ先 
   実施施設、または岡山市保育・幼児教育課 TEL ８０３－１２２８、FAX ２３１－１５７２ 
 

https://www.kuroda-group.or.jp/group/kindergarten/reservation/


うらら病児保育園　付近図

医療法人　正崇会　黒田医院　岡山市北区神田町二丁目８－３５　

ＴＥＬ　０８６－２３３－３５３１　ＴＥＬ　０８６－２２３－１４５５（病児保育園）



チャイルド・ケア ハーモニィ 
 
医療法人 岡山奏和会 撫川クリニック内 

住所 岡山市北区撫川１４７０ 
TEL ０８６－２９２－８１３３ 

 
○利用定員 ４人 
 
○対象児童 生後３か月から小学校６年生まで 
 
○利用時間 月曜～土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 
 
○休園日    日曜日、 祝日、お盆 

年末年始の１２月３０日～１月３日 
             
○利用児の持ち物  

 ＊親子手帳・予防接種手帳 
 ＊お薬、お薬手帳（薬の内容説明書） 
 ＊ストローマグや水筒など（お茶など入れたもの） 
 ＊ポリ袋または買い物袋（汚物入れ用） 
 ＊おしり拭き（ウエットタイプ） 
  乳児（０・１・２歳児） 幼児（３・４・５歳児）、小学生 

＊ほ乳びん２本、ミルク（必要な方のみ） 
＊着替え 
 着脱しやすい衣類 上下２～３組 
 下着         ２～３枚 
 スタイ        ２～３枚 
＊紙オムツまたは紙パンツ １日分 
＊おしり拭き（ウエットタイプ） 
＊食事用エプロン 

＊着替え 
  着脱しやすい衣類 上下１～２組 
  下着         １～２枚 
＊必要に応じて 
  紙パンツ 
  おしり拭き（ウエットタイプ） 

＊マスク   ＊イオン飲料   ＊冷却シート 
                    など必要に応じてご持参ください。 
＊食物アレルギーのある方は昼食・おやつをお持ちください。 
＊嘔吐・下痢の症状のある方は、着替えや紙オムツ、紙パンツを 

多めに準備してください。 
＊宿題、漫画、本などもご持参頂いても大丈夫です。 

           （受け入れの状況により使用できない場合もあります） 
  ※ 持ち物には必ず名前を書いてください。 
 
 ○問い合わせ先 
    実施施設、 
  または岡山市保育・幼児教育課 TEL ８０３－１２２８、FAX ２３１－１５７２ 



■最寄り駅：ＪＲ山陽本線　庭瀬駅　車５分
■バス路線：ＪＲ岡山駅東口バスステーション５番乗り場から「倉敷駅」または「中庄駅」行き乗車。
                  岡山天満屋バスステーション経由「下撫川」停留所下車。徒歩３分。

チャイルド・ケア　ハーモニィ　付近図

医療法人　岡山奏和会　撫川クリニック内

岡山市北区撫川１４７０　　　ＴＥＬ　０８６－２９２－８１３３



病児保育室みらい 
 
医療法人 籔内小児科医院 

住所 岡山市中区中井一丁目５番２号 

TEL ０８６－２７５－５０３６ 
 

○利用定員 ６人 
 
○対象児童 生後６か月から小学校６年生まで 
 
○利用時間 月曜～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 
 
○休園日    土曜日、日曜日、祝日 
            年末年始の１２月２９日～１月３日 
 
○利用児の持ち物  

 乳児（０・１・２歳児）  幼児（３・４・５歳児） 

 ＊ミルク（必要な方のみ） 
 ＊肌着 ３枚 
 ＊着替えの服 上下２組 
 ＊紙おむつ１０枚、またはパンツ１日分 
 ＊エプロン ３枚 
 ＊タオル １枚 
 ＊バスタオル １枚 
 ＊BOXティッシュ １箱 
 ＊おしり拭き（ウエットタイプ） 
 ＊スーパーの買い物袋（大） ２枚 
 ＊薬（薬袋に入れたもの） 
 ＊親子手帳 
 ＊予防接種手帳 

 ＊肌着 ３枚 
 ＊着替えの服 上下各２組 
 ＊タオル １枚 
 ＊バスタオル １枚 
 ＊BOXティッシュ １箱 
 ＊スーパーの買い物袋（大） ２枚 
 ＊薬（薬袋に入れたもの） 
 ＊親子手帳 
 ＊予防接種手帳 

 
  ※ 持ち物には必ず名前を書いてください。 
  ※ 食べ物アレルギーのある方及び離乳食を必要とする方は、食事・おやつをご持参ください。 
 
○問い合わせ先 
    実施施設、 
  または岡山市保育・幼児教育課 TEL ８０３－１２２８、FAX ２３１－１５７２ 
  
 
 

 

 

 



■高島駅より徒歩４分

病児保育室みらい　付近図

医療法人　籔内小児科医院

岡山市中区中井一丁目５番２号　　　ＴＥＬ　０８６－２７５－５０３６



 

山陽ちびっこ療育園 
 

医療法人 青木内科小児科医院内 

住所 岡山市南区大福２８１－５ 

TEL ０８６－２８１－２２７７（代表）、０８６－２８１－７８６６（病児室直通） 

FAX ０８６－２８１－２２７５ 
 

○利用定員 １０人 
 
○対象児童 小学校６年生まで 
 
○利用時間 午前８時３０分～午後５時３０分まで 
 
○休園日    日曜日、祝日、お盆 
      年末年始の１２月３１日～１月２日 
 
○利用児の持ち物  

 ＊親子手帳・予防接種手帳 
 ＊着替え 
   着脱のしやすい衣服 ３組、下着 ３組、 

紙オムツ又は紙パンツ １０枚（必要児のみ） 
 ＊ポリ袋または買い物袋（汚れた服や靴を入れます） 3枚 
 ＊薬（他院のものでも構いませんが、成分表をお持ち下さい） 
 ＊哺乳瓶、ミルク（必要児のみ） 
 ＊イオン飲料（０，１，２歳児は乳幼児アクアライトなど） 
       （幼児、低学年はポカリスエット、アクエリアスなど） 
 ＊冷却シート（熱さまシート） 
 ＊おしり拭き（ウエットタイプ） 
 ＊好きなおもちゃ、ビデオ、本など 

 ＊マスク（新型コロナウイルス感染予防として３歳児以上のお子様は持参（替え 
      も持参）・着用をお願いします） 

 
  ※ 持ち物には必ず名前を書いてください。 
 
○問い合わせ先 
  実施施設、 
 または岡山市保育・幼児教育課 TEL ８０３－１２２８、FAX ２３１－１５７２ 
 
 
 
 
 
 



■交通機関／バスご利用の方
岡山駅・天満屋から児島線経由　　　児島行又は倉敷行大福下車１分

山陽ちびっこ療育園　付近図

医療法人　青木内科小児科医院内

ＴＥＬ　０８６－２８１－２２７７（代表）、０８６－２８１－７８６６（病児室直通）

岡山市南区大福２８１－５
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至岡山市街
至久米



ピオーネ病児保育室 
 
医療法人 医清会 山本医院内 

住所 岡山市南区泉田４１８－２５ 
 TEL ０８６－２４３－２０１１ 
    ０７０－６４５４－５２０５（病児室直通） 

 

○利用定員 ５人 
 
○対象児童 生後６か月から小学校６年生まで 
 
○利用時間 月曜～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 
 
○休園日    土曜日、日曜日、祝日、休日 
            ８月１３日、１４日、１５日、１６日 
            年末年始の１２月３０日～１月３日 
 
○利用児の持ち物  

 乳児（０・１・２歳児）  幼児（３・４・５歳児） 小学生 

 ＊ほ乳びん、ミルク（必要な方のみ） 
 ＊着替 
   着脱のしやすいもの ３～４枚 

  下着 ３枚 
   エプロン ３枚（食事用） 
  紙オムツ １日分 
    おしり拭き（ウエットタイプ） 
 ＊ポリ袋（汚物入れ用） ３枚 

 ＊エプロン３枚（食事用） 
 ＊ハンドタオル  ３枚 

＊ティッシュ  1箱 
 ＊薬（お薬手帳、成分表） 

 ＊親子手帳、予防接種手帳 

＊保険証、乳児医療費受給資格証 

 ＊着替 
    着脱のしやすいもの ２～３枚 

  下着 ２～３枚 

  紙パンツ 

  おしり拭き（ウエットタイプ） 
 ＊ポリ袋（汚物入れ用） ３枚 

 ＊エプロン ３枚（食事用） 
 ＊ハンドタオル  ３枚 

＊ティッシュ  1箱 

＊薬（お薬手帳、成分表） 

 ＊親子手帳、予防接種手帳 

＊保険証、乳児医療費受給資格証 

 

 ＊着替 
    着脱のしやすいもの １～２枚 

  下着 １～２枚 

 ＊ポリ袋（汚物入れ用） ３枚 
＊ティッシュ  1箱 
＊薬（お薬手帳、成分表） 

＊親子手帳、予防接種手帳 

＊保険証、子ども医療費受給資格証 

＊一日を過ごせるだけの物 

 （宿題やゲーム、DVD等を持参し

てもかまいません） 

 

 
 ※ 持ち物には必ず名前を書いてください。 

 ※ お子様の初めての場所です。不安を少しでも取り除くため、お気に入りの物があれば持た

せてください。 

 ※ 必要に応じて、イオン飲料、冷却シートを持参ください。 

 ※ 食物アレルギーのある方及び離乳食を必要とする方は、食事・おやつをご持参ください。 

 

○問い合わせ先 
    実施施設、 

または岡山市保育・幼児教育課 TEL ８０３－１２２８、FAX ２３１－１５７２ 



ピオーネ病児保育室　付近図

医療法人　医清会　山本医院内

岡山市南区泉田４１８－２５　　　ＴＥＬ　０８６－２４３－２０１１
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