
病児・病後児保育実施施設 

令和３年４月現在で、実施している施設は、次のとおりです。 

■ 病児対応型施設 

  症状が安定していれば、病気の回復期に至っていないお子さんもお預かりする施設です。 

市名 施設名 住所 電話番号 

山形市 
山形済生病院 

病児保育所「おひさまルーム」 
沖町 79-3-A101 023-674-8856 

山形市 
山形市立病院済生館 

病児・病後児保育室「ひなたぼっこ」 
七日町 1-3-26 023-664-0117 

寒河江市 病児保育施設「ゆうきの森」 八幡町 1-10 0237-84-7377 

上山市 かみのやま病児保育室「ぽかぽか」 弁天 2-2-11 023-616-6171 

村山市 病児保育ベテスダ・キッズ 湯野沢 1922-2 0237-54-3591 

天童市 
ＴＦキッズ保育園 天童 

病児病後児保育室 にじいろ 
鎌田 1-6-30 023-665-4107 

天童市 病児・病後児保育室「つぐみ」 芳賀タウン南 1-7-2 023-666-8718 

尾花沢市 病児・病後児保育施設「なないろ」 上町 6-3-12 0237-22-1111 

新庄市 オープンハウスこんぺいとう 住吉町 1-12 0233-29-2301 

米沢市 塩井保育園「すまいる」 塩井町塩野 2081-6 0238-21-1225 

米沢市 興道南部保育園「りんごのへや」 本町 1-1-84 0238-21-3756 

長井市 病児保育施設みつばちルーム 清水町 1-24-5 0237-87-0885 

川西町 
美女木げんき保育園 

病児保育施設「げんきルーム」 
上小松 915-5 0238-42-3656 

鶴岡市 カトレアキッズルーム(三井病院） 美咲町 28-1 0235-22-3290 

鶴岡市 ちわら菜の花こども園「はなな」 茅原字西茅原 129-1 0235-26-7311 

鶴岡市 南部保育園「らっこルーム」 陽光町 9-32 0235-26-7155 

酒田市 
あきほ病児・病後児保育所 

（日本海総合病院） 
あきほ町 10 0234-23-4700 

三川町 
いのこ保育園 

病児・病後児保育施設「にこっと」 
大字猪子字大堰端 333 0235-66-5877 

庄内町 
余目保育園病児・病後児保育施設 

「ほっと」 
余目町余目字大塚 62-1 0234-43-2308 



 

■ 病後児対応型施設 

  病気の回復期にあるお子さんをお預かりする施設です。 

市町名 施設名 住所 電話番号 

山形市 キンダーこども園 宮町 2-4-13 023-622-7438 

山形市 はやぶさ保育園「スターキッズ」 沼木 1139-16 023-664-1701 

山形市 キンダー南館保育園 南館 5-7-50 023-664-2030 

山形市 さくら保育園 緑町 1-9-45 023-622-5682 

山形市 
山形市立病院済生館 

病児・病後児保育室「ひなたぼっこ」 
七日町 1-3-26 023-664-0117 

寒河江市 
さがえさくらんぼ子供園 

「あいはーと」 
日田字五反 201-1 0237-86-6101 

寒河江市 花のたね保育園 大字柴橋 1055-3 0237-84-7776 

寒河江市 げんきの森 八幡町 1-10 0237-84-6161 

天童市 
天童市健康センター 

病後児保育室「きらきら」 

駅西 5-2-2 

天童市健康センター内 
023-652-0884 

天童市 
ＴＦキッズ保育園 天童 

病児病後児保育室 にじいろ 
鎌田 1-6-30 023-665-4107 

天童市 病児・病後児保育室「つぐみ」 芳賀タウン南 1-7-2 023-666-8718 

天童市 キンダー水木こども園 成生 930 023-616-4877 

東根市 病後児保育所「さんさん」 温泉町 2-5-3-5 0237-42-5505 

尾花沢市 病児・病後児保育施設「なないろ」 上町 6-3-12 0237-22-1111 

河北町 病後児保育施設「すくすく」 谷地字霊堂 399-1 0237-85-1212 

河北町 病後児保育施設「のびのび」 谷地字月山堂 1344 0237-85-1452 

南陽市 赤湯ふたば保育園 椚塚 1642-4 0238-50-3050 

小国町 小国町病後児保育室 大字あけぼの 1-1 090-7070-8691 

三川町 
いのこ保育園 

病児・病後児保育施設「にこっと」 
大字猪子字大堰端 333 0235-66-5877 

 

 

 

 

 



 

■ 体調不良児対応型施設 

 下記の保育所に通うお子さんが、保育中に体調不良となった場合に、保護者が迎えに来るまで

の間、 各保育所において緊急的な対応をとる施設です。下記の保育所に通所中以外のお子さ

んはご利用できません。 

市町名 保育所名 住所 電話番号 

寒河江市 なか保育所 八幡町 1-10 0237-84-2537 

朝日町 あさひ保育園 大字宮宿 2272 0237-67-3467 

米沢市 プチハウス 徳町 1-38-1 0238-26-6565 

米沢市 山上保育園 通町 4-11-20 0238-23-3416 

米沢市 興道東部保育園 下花沢 3-10-9 0238-23-6624 

米沢市 興道南部保育園 本町 1-1-84 0238-21-3756 

米沢市 興道北部保育園 塩井町塩野 1476-1 0238-21-5070 

米沢市 吾妻保育園 太田町 4-1-151 0238-38-4402 

米沢市 そらいろ保育園 万世町片子 343 0238-40-0280 

米沢市 松ヶ岬保育園 西大通 1-6-56 0238-21-0349 

米沢市 みどり乳児園 塩井町塩野 1480-30 0238-22-6679 

米沢市 ひばりが丘幼稚園 大字三沢字白旗壱 26090 0238-22-7541 

米沢市 興道こども園どんぐり 直江町 4-100 0238-24-8558 

鶴岡市 松原保育園 宝町 18-50 0235-29-1501 

鶴岡市 藤島くりくり保育園 藤島字笹花 82-1 0235-64-2167 

鶴岡市 藤島こりす保育園 藤の花 1-21-1 0235-78-2588 

鶴岡市 常念寺保育園 睦町 1-2 0235-24-9055 

鶴岡市 道形保育園 道形町 20-52 0235-22-5841 

鶴岡市 大山保育園 大山 2-56-26 0235-33-2033 

鶴岡市 りっしょう子ども園 加茂字岩倉 179-1 0235-33-3067 

鶴岡市 湯田川保育園 藤沢字西側 175 0235-35-2017 

鶴岡市 美咲保育園 美咲町 32-8 0235-28-3331 

鶴岡市 美咲の森保育園 美咲町 28‐5 0235-24-5555 

鶴岡市 ちとせはぐくみ園 稲生 1-14-1 0235-22-0742 

鶴岡市 新形保育園 新形町 2-35 0235-23-2567 

鶴岡市 東部保育園 日出 1-25-23 0235-22-2142 

鶴岡市 田川保育園 田川字高田 9-1 0235-35-2715 

鶴岡市 くしびき保育園 上山添字成田 21-9 0235-57-5081 

鶴岡市 若葉幼稚園 若葉町 24-35 0235-22-2237 

鶴岡市 ちわら菜の花こども園 茅原字西茅原 129-1 0235-26-7311 



酒田市 八幡保育園 麓字上川原 35 0234-64-2068 

酒田市 小鳩保育園 千石町 1-5-40 0234-22-3594 

酒田市 亀ヶ崎保育園 亀ヶ崎 3-14-29 0234-22-2013 

酒田市 報恩会保育園 栄町 9-30 0234-43-1151 

酒田市 北新橋保育園 北新橋 1-7-1 0234-24-8343 

酒田市 泉保育園 東泉町 4-6-1 0234-26-0044 

酒田市 あづまこども園 東町 1-20-9 0234-23-7203 

酒田市 十坂保育園 十里塚字村東山 112-2 0234-31-1670 

酒田市 うえだこども園 上野曽根字上中割 49 0234-25-2209 

酒田市 平田保育園 飛鳥字堂之後 75 0234-52-2135 

酒田市 みなと保育園 亀ケ崎 6-10-1 0234-24-8571 

酒田市 広野保育園 広野字中通 40-3 0234-92-2445 

酒田市 宮野浦保育園 宮野浦 3-12-23 0234-31-0816 

三川町 いのこ保育園 大字猪子字大堰端 333 0235-66-5877 

三川町 三川りっしょうこども園 大字横山字西田 66-1 0235-26-0281 

庄内町 すくすく保育園 余目字大塚 39 0234-43-2612 

庄内町 狩川保育園 狩川大釜 136 0234-56-2436 

庄内町 余目保育園 余目字町 244 0234-43-2308 

 


