
緊急のとき

9章



　保護者の出産や病気、同居している家族が病気などで入院した時の看護、
冠婚葬祭などの理由で一時的にお子さんを保育できないとき、区立保育園
（P.57）でお預かりします。（私立園でも実施している園があります）
＜対象児童＞　満1歳から小学校就学前のお子さん。（食事・その他特別な配
　　　　　　　 慮を要するお子さんについては、ご相談ください）
　　　　　　    ※区立民営園は生後57日から
＜利用期間＞　出産…産前1週間、産後3週間
                     その他…利用開始月の翌月末まで、最長2か月間
＜保育時間＞　原則として午前8時30分から午後5時までのうちの必要な時間
＜保 育 料 ＞　１日１,４００円
＜その他＞　申し込みは、原則として診断書など緊急であることを証明する
　　　　　　　書類を提出していただきます。

緊 急 一 時 保 育

　保護者の傷病、育児不安、出産、看護・介護、冠婚葬祭・出張などで、家
庭でのお子さんの養育が一時的に困難なとき、お預かりしてお世話をする宿
泊型の（通年）サービスです。
＜対　　象＞　２歳～１５歳（中学生まで）
＜保育時間＞　２４時間（受け入れは午前８時から午後８時までの間）
＜利用期間＞　７日以内（入院による場合は14日以内）
　　　　　　　　※年度内の利用合計日数は28日を上限。
＜利用料金＞　１泊２日で６,８００円（以降１日毎３,４００円加算）
　（減免制度については、ご相談ください。）
＜送　　迎＞　朝…ひまわり苑、コスモス苑から小学校、保育園の間
　夕方…学童保育室、保育園等とひまわり苑、コスモス苑の間
　（送迎は１回につき４００円を別途徴収します。）

ショートステイ （宿泊型の一時保育）

区立保育園　保育サービス課保育利用支援
 保育サービスアドバイザー
　　　　　　TEL：5744-1617
私立保育園　各実施園（P.58～60参照）

ひまわり苑　TEL：5737-1070
コスモス苑　TEL：3751-3378

問合せ先
申込み先

9章  緊急のとき

急に保育ができなくなって困った時
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　残業、保護者の傷病、出産、看護・介護、冠婚葬祭などで、帰宅
が遅い家庭のお子さんを夕方からお預かりして、夕食等のお世話を
する（通年）サービスです。
＜対　　象＞　２歳～１５歳（中学生まで）
＜保育時間＞　午後５時～午後１０時まで
＜利用期間＞　１か月以内
＜利用料金＞　１日１,４００円（減免制度については、ご相談ください。）
＜送　　迎＞　夕方…学童保育室、保育園等とひまわり苑・コスモス
　　　　　　　　　　 苑の間

（送迎は１回につき４００円を別途徴収します。）

トワイライトステイ （夜間一時保育）

ひまわり苑　TEL：5737-1070
コスモス苑　TEL：3751-3378

問合せ先
申込み先
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　お子さんが病気で保育園等に通えない場合に、医療機関に併設された専用スペ
ース及び医療機関と提携した保育室の専用スペースで一時的にお預かりします。
利用の申し込みや詳細については、各施設へ直接お問い合わせください。
＜利用日数＞　原則として７日以内
＜利用料金＞　１日２,５００円（減免制度については、ご相談ください。）

病児・病後児保育

　日曜、休日に保護者の傷病、育児不安、出産、看護、介護、冠婚葬祭・出張等
で、家庭でのお子さんの養育が一時的に困難なとき、お預かりして昼食等のお世
話をする（通年）サービスです。
＜対　　象＞　2歳～15歳（中学生まで）
＜保育時間＞　午前8時～午後5時まで
＜利用期間＞　1日（連続する休日の場合はその期間）
＜利用料金＞　1日　２,０００円（減免制度については、ご相談ください）

休日デイサービス（休日一時保育）

保育サービス課保育サービス基盤担当　TEL：5744-1277

名　称
病児保育ルーム
　　　　　　アリエル
ＯＣＦＣ病児保育室
　　　　うさぎのママ
ＯＣＦＣ病児保育室
　　　　うさぎのママⅡ
キッズメディカルステーション
病後児保育室
ライオンのこどもべや
ろくごう病児保育室
大森医師会病児保育室
ピッコロボスコ
病児保育室ドリーミーキッズ
病後児保育室山崎こじか園

3721-7676

3758-0066

3758-0066

3755-8827
5747-0750

5480-5088
3772-2412

6429-9815
3731-5093

田園調布2-34-3-104

多摩川1-6-16

多摩川1-26-28

中央7-15-14-102
久が原3-36-13 ２F

仲六郷4-19-2
中央4-31-14

南馬込5-26-7
西糀谷1-31-1

所在地電話番号 定員

ひまわり苑　TEL：5737-1070
コスモス苑　TEL：3751-3378

5人

10人

20人

8人
5人

10人
7人

6人
3人

問合せ先
申込み先
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休日・夜間医療機関

※必ず電話をしてからお出かけください。
※健康保険証、医療証、母子健康手帳などをお忘れなく！

内 科、小児科の急病 【日曜日・祝日の午前9時～午後9時30分、土曜日の午後5時～9時30分】

薬 （処方せん調剤） 【日曜日・祝日の午前9時～午後10時、土曜日の午後5時～10時】

大森医師会診療所　中央4-31-14 TEL 3772-2402

TEL 3728-6671

TEL 3732-0191

田園調布医師会診療所　石川町2-7-1　※日曜日・祝日のみ 電話予約制

蒲田医師会診療所　蒲田4-24-12  電話予約制

大森地区　大森会営薬局　中央3-1-3　アルカディア中央1階 TEL 3774-7721

TEL 3728-3231

TEL 3732-1291

田園調布地区ゆきがや薬局　東雪谷5-1-1　※日曜日・祝日のみ

蒲田地区　蒲田薬局　蒲田4-38-5

歯 痛 【日曜日・祝日の午前9時～午後5時】

TEL 3754-8648

TEL 3731-9282

大森歯科医師会館　池上4-19-7

蒲田歯科医師会館　新蒲田1-4-14

小 児科の急病 【月曜日～金曜日の午後7時45分～10時45分（祝日を除く）】

TEL 3762-4151
大田区子ども平日夜間救急室

大森西6-11-1　東邦大学医療センター大森病院3号館内

※大森医師会・田園調布医師会・蒲田医師会・大田区薬剤師会・東邦大学医療センター大森病院が
　協同で運営しています。

※受付は午後4時30分まで
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休日・夜間医療機関

母と子の健康に関する相談【平日の午後6時～翌朝8時、土・日曜、祝日、年末年始の午前8時～翌朝8時】

TEL 5285-8898
（ダイヤル回線・PHS等）

♯8000（携帯、プッシュ回線）
子供の健康相談室（小児救急相談）

救 急車を呼んだほうがいいのかな？ 【24時間】

TEL 3212-2323
（ダイヤル回線）

♯7119（プッシュ回線・携帯・PHS）
東京消防庁救急相談サービス　『救急相談センター』

接 骨（ほねつぎ） 【日曜日・祝日の午前9時～午後5時】

TEL 090-3542-3896東京都柔道整復師会大田支部　輪番制

お 近くの医療機関案内 【24時間】

TEL 5272-0303東京都医療機関案内サービス　『ひまわり』

た ばこを飲んでしまったら 【24時間】

TEL 072-726-9922たばこ誤飲事故専用電話（自動音声応答方式）

外 国語による医療情報サービス

SERVICES in foreign languages
【午前9時～午後8時】【9：00～20：00　DAILY】

TEL 5285-8181英語・中国語・ハングル・タイ語・スペイン語での医療相談

PHONE 03-5285-8181English / Chinese / Korean / Thai / Spanish

お かあさんのための救急＆予防サイト http://www.kodomo-qq.jp

パソコン  　 こどもの救急　   検索
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区内の救急医療機関

（令和4年4月1日現在）

大田病院 大森東4-4-14 3762-8421

東京労災病院 大森南4-13-21 3742-7301

 大森西6-11-1 3762-4151

大森赤十字病院 中央4-30-1 3775-3111

松井病院 池上2-7-10 3752-1111

池上総合病院 池上6-1-19 3752-3151

田園調布中央病院 田園調布2-43-1 3721-7121

荏原病院 東雪谷4-5-10 5734-8000

東急病院 北千束3-27-2 3718-3331

本多病院 東矢口1-17-15 3732-2331

東京蒲田病院 西蒲田7-10-1 3733-0525

牧田総合病院 西蒲田8-20-1 6428-7500

JCHO東京蒲田医療センター 南蒲田2-19-2 3738-8221

渡辺病院 羽田1-5-16 3741-0223

医療機関名 電話番号所在地

東邦大学医療センター
大森病院
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チェック
■

チェック
■

チェック
■

　もしものときに備えておきたい防災グッズ。子どもを連れての避難となるので持ち出し品は
コンパクトにまとめましょう。非常用持出しの品の重量目安は男性15Kg、女性10Kgと言わ
れています。
子どもの年齢等にあわせて必要なものをつけ加え、非常用持出し袋を用意しておきましょう。

　非常用持出し品は避難のときに持ち出す一次持ち出し品と避難後災害復旧までの間の
生活物資を入れた二次持ち出し品に分けておきましょう。
※特に乳児がいるご家庭では、粉ミルク、飲料水、哺乳瓶、哺乳瓶の消毒器具、衣類、お
むつ、おしりふきなど赤ちゃんの栄養と清潔を保つ用具についての準備が必要です。災
害時には体調の変化があり、母乳が出にくくなる場合があります。母乳育児の方も、粉
ミルクや哺乳ビンなどを準備しておきましょう。日頃から家族の状況（食品アレルギー
等）にあった食品を選び、最低3日分は備えておきましょう。
　また、児童がいるご家庭は避難する際に万が一、両親とはぐれても自分で行動できる
よう、最小限の食糧と装備を子供用の非常持ち出し袋に用意しておくとよいでしょう。

・非常食（アルファ米・乾パン・クラッ

カー・インスタント食品・缶詰等）

・飲料水

・照明（懐中電灯・ヘッドライト等）

・携帯ラジオ

・予備電池

・携帯電話

・携帯電話用予備電池

・使い捨て簡易トイレ

・ナイフ・缶切り

・着替え

・軍手

・ゴミ袋

・ライター

・常備薬、救急用品、生理用品等

・ティッシュ・ウエットティッシュ

・タオル

・筆記用具

・保険証コピー

・現金（小銭があるほうがよい）

・粉ミルク

・哺乳瓶・哺乳瓶の消毒器

・スプーン、フォーク

・紙おむつ

・洗浄綿

・ウエットティッシュ（おしりふき）

・着替え（防寒具もあったほうがよい）

・おもちゃ、絵本、ゲーム等

・バスタオルか小さめブランケット

・照明（懐中電灯・ヘッドライト等で

　　子どもが扱えるもの）

・ホイッスルまたは防犯ブザー

・離乳食（レトルト・フリーズドライ等）

・おやつ

・飲料水

・ビニール袋

・常備薬

・小銭

・家族の写真

・迷子札

・防災頭巾又はヘルメット
（できれば反射テープ付きのもの）

・母子健康手帳・医療証
　お薬手帳

・おんぶひも

大人用 乳幼児・児童用

私の持ち出し品（個人で必要となるものを記入しておきましょう）

子育て家庭の非常用持出し品リスト
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