
子どもを預けたい

問 実施施設（P29～30）または子ども家庭課　☎22-8100

一時預かり（一時保育）

　保護者の方が病気、出産、私用など、家庭で一時的に保育できない場合に市内の保育園

（一部）で倉吉市在住のお子さまを一時的にお預かりします。ご利用を希望される場合は、

ご希望の園に直接ご連絡ください。

対　　象 倉吉市内に住所のある生後2か月から小学校就学前までのお子さん

実施施設 市内保育所11施設、認定こども園5施設 

実施施設は29～30ページをご覧ください。 

※日曜・祝日はババール園のみ実施

利用時間 各施設の開所時間

利用料金

※日曜・祝日は1日2,500円（生活保護世帯は無料）

　上記対象児童と利用料金は公立保育所、市が委託している私立保育所（ババール園）の場

合です。その他の施設については各施設にお問い合わせください。

3歳未満児 3歳以上時

1日利用（半日利用以外） 2,000円 1,000円

半日利用

（4時間以内）

昼食あり 1,400円 800円

昼食なし 1,000円 500円

　日曜日、祝日に仕事や家庭の都合でお子さまを保育することが出来ない場合に、一時的

にお子さまを預かり、保育を行います。困った時は気軽にご利用ください。

対　　象  倉吉市内に住所のある、以下の条件を全てみたすお子さん 

●利用する日に生後2か月から、小学校就学前までの児童 

●2号または3号認定を受けている就園児童 

●日曜日もしくは祝日に上記の認定と同じ理由で保育が必要である児童 

　（就労の場合は保護者の方全員の就労証明書（休日保育用）が必要となります）

実施施設  社会福祉法人敬仁会　ババール園（倉吉市山根425-3）

利用時間 認定の範囲内（標準時間または短時間）

利用料金  保育所などの通常利用の一部となりますので、別途保育料はかかりません。た

だし、保育所などの利用日数は週最大6日となりますので、休日保育として利用

された場合、月～土曜日のうち利用しない日が1日必要となります。

休日保育 問 ババール園　☎26-0211　　子ども家庭課　☎22-8100
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　保育所、認定こども園などに通園している生後6か月以上、または小学校1年生から3年

生のお子さんが病気の時、家庭で看ることができない場合にお子さんをお預かりします。

※ 利用する初日に厚生病院小児科で必ず診察を受け、病児保育を利用できるか判断しても

らいます。利用料のほかに別途診療代などが必要になります。

対象児童  倉吉市内に住所のある、以下の条件を全てみたすお子さん 

乳幼児：満6か月以上で、保育所、認定こども園、届出保育施設に通っている方 

小学生：小学校1年生～3年生までの方

実施施設 病児保育室「きらきら園」（倉吉市東昭和町150　鳥取県立厚生病院1階）

利用時間  8：00～18：00（土日・祝日・年末年始は除く）

利用料金 1日1,500円（生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料）

問  病児保育室　きらきら園　☎23-3321 
※厚生病院への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

　保育所、認定こども園などに通園、または小学校1年生から3年生のお子さんが病気の治

りかけで、家庭で看ることができない場合にお子さんをお預かりします。

※ 利用される際には、事前にかかりつけ医を受診し、病後児保育に預ける旨をお伝えくだ

さい（施設の判断により利用できない場合があります）。処方された薬がある場合は、必

ず「お薬の説明書」を一緒にご持参ください。

対象児童  倉吉市内に住所のある、保育所、認定こども園、届出保育施設、小学校（1年生か

ら3年生）に通っているお子さん

実施施設  病後児保育室「すくすく園」（倉吉市瀬崎町2714-1　野島病院内）

利用時間 8：00～17：30　※相談に応じて変更可能 

（日・祝日・年末年始・お盆は除く）

利用料金  1日500円（生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料）

問  病後児保育室　すくすく園　（受付時間　7：30～18：30）
（代表）☎22-6231　　（担当職員直通）☎080-2943-4047

病後児保育

病児保育
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　「子育ての援助をしてほしい人」と「子育ての援助をしたい人」を会員として登録しても

らい、互いに子育てを支え合う活動をしています。保育所、児童クラブの送迎などを行いま

す。

倉吉市ファミリー・サポート・センター

会 員 登 録

申し込み 援助活動
の依頼

〈依頼会員〉

市内在住で、0歳から中学校3

年生までの子どものいる方。

※ 中学生についてご利用いた

だける援助は基本的に送迎

のみです。

〈提供会員〉

（子育て有償ボランティア）

おおむね20歳以上。

上限はありません。

倉吉市で活動できる方。

事前打ち合わせ

利用開始

利用終了

利用料金の受け渡し

ファミリー・サポート・センターのしくみ

問 倉吉市ファミリー・サポート・センター　☎24-5355

利　用　料　金  7：00～19：00　　　　　　　　 500円／時 

6：00～7：00・19：00～22：00　700円／時 

※利用料金は依頼会員が提供会員に直接支払います。 

※食事などは、依頼会員の負担となります。

入　会　方　法  依頼会員：センターにて説明を受けていただきます。（随時受け付け） 

提供会員：センター主催の養成講座を受講していただきます。

援助できる内容 ●保育所・こども園の開始前や終了後に子どもを預かる。 

●保育所・こども園まで、送迎する。 

●学童保育後や学校の放課後に子どもを預かる。 

●保護者の傷病・看護・冠婚葬祭などの時に子どもを預かる。 

●仕事と子育ての両立を図るために子どもを預かる。 

●その他会員の子育ての支援に関すること。

申　し　込　み  倉吉市ファミリー・サポート・センター 

（倉吉市上灘町9-1　倉吉市子育て総合支援センター内） 

【受付時間】火～土曜日（祝日は除く）8：30～17：15

ファミリーサポートセンター
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　保護者が病気、仕事などの事情により、家庭における児童の養育が一時的に困難となっ

た場合や経済的理由などにより緊急一時的に母子の保護を必要とする場合に、児童養護施

設などにおいて、一定期間養育・保護します。利用を希望する場合は、事前に子ども家庭課

にご相談ください。

　実施施設に通所させ、生活指導及び食事の提供などを行う事業です。

利用期間 おおむね1月以上6月未満とし、利用時間はおおむね21：00頃まで

対　　象  倉吉市内に住所のある方で、保護者が仕事などの理由により帰宅が恒常的に夜

間にわたり、又は休日に不在となるため、一時的に家庭において養育できない

お子さん（原則小学生）

利用料金

区　分 夜間養育事業 休日預かり事業

生活保護世帯 0円 0円

市民税非課税世帯 300円 350円

一般世帯 750円 1,350円

※1日あたりの料金です。

※ひとり親家庭のうち、市民税非課税世帯の場合は免除。

トワイライトステイ

区　分 2歳未満児 2歳以上児 緊急一時保護の母

生活保護世帯 0円 0円 0円

市民税非課税世帯 1,100円 1,000円 300円

一般世帯 5,350円 2,750円 750円

※1日あたりの料金です。1泊2日の場合は上記利用料は2倍となります。

※ひとり親家庭のうち、市民税非課税世帯の場合は免除。

　実施施設に入所させ、一時的に養育及び保護します。

利用期間 原則7日以内（やむを得ない事情の場合は最小限度の範囲で延長）

対　　象  倉吉市内に住所のある方で、次のような場合 

① 保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校などの公的

行事への参加その他社会的事由により、一時的に家庭においてお子さんを養

育できない場合

　　　　　②経済的問題などにより緊急一時的に母子保護を必要とする場合

利用料金

ショートステイ

問 子ども家庭課　☎22-8220　（夜間・休日）☎22-8120

子育て支援短期利用事業
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実施施設 所在地 電話番号 実施事業

児童養護施設

因伯子供学園
みどり町3429番地 ☎22-2639

ショートステイ

トワイライトステイ

児童養護施設

鳥取こども学園

鳥取市立川町5丁目

417番地
☎0857-22-4206

ショートステイ

トワイライトステイ

母子生活支援施設

倉明園
上井550番地3 ☎26-4326 ショートステイ

母子生活支援施設

ブルーインター
福守町407番地14 ☎48-2138 ショートステイ

実施施設

出典：首相官邸ホームページ｢�しい�の�い方｣
（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着し

ている可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。
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�の間を�いま�
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　昼間保護者がいない家庭の小学生のお子さんをお預かりし、放課後、長期休暇中の家庭

に代わる生活の場として開設しています。

実施施設 市内小学校区に設置する児童館など

対象児童  放課後児童クラブを利用することができる児童は以下のアもしくはイに該当

し、かつおおむね各月10日以上通う児童 

　ア　保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童 

　イ　特別支援学校小学部に就学している児童

利用料金 各クラブにお問い合わせください。

◉ 公立

問 各放課後児童クラブまたは子ども家庭課　☎22-8100

学童保育（放課後児童クラブ）

クラブ名 実施場所 住　所 電話番号

明倫児童クラブ 明倫小学校内 余戸谷町3059 ☎23-7171

小鴨児童クラブ 小鴨児童センター 小鴨568-2 ☎28-3396

高城児童クラブ 高城児童センター 上福田1103 ☎28-5588

ポプラ学級 上井児童センター 大平町360-1 ☎26-9985

北谷児童クラブ 北谷児童集会所 福富268-5 ☎28-6523

関金児童クラブ 関金小学校内 関金町関金宿666 ☎45-1970

山守児童クラブ 旧山守小学校内 関金町堀2163 ☎45-2253

※山守児童クラブは現在休止しています。

出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
　　  （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

1

ゴムひもを耳にかける

2

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

3
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クラブ名 実施場所 住　所 電話番号

ぶるーむ学級1組 上灘児童センター 上灘町41-1 ☎22-4545

ぶるーむ学級2組 上灘小学校内 上灘町136 ☎27-0250

倉吉東学童クラブ 倉吉東児童センター 上井781-1 ☎26-3543

倉吉東第2学童クラブ 河北小学校地内 海田西町1丁目130 ☎24-6430

みのりクラブ 社児童センター 西福守町594 ☎29-6338

上北条児童クラブ 上北条公民館内 新田422-1 ☎24-6222

成徳学童クラブ 成徳小学校内 仲ノ町733 ☎23-4077

社児童クラブ 社ふれあい会館 国分寺342-2 ☎28-5655

灘手児童クラブ 灘手小学校内 尾原500 ☎24-5515

おがもさんさん

児童クラブ
さんさんプラザ倉吉 生田692-4

☎080-

6248-7727

上小鴨学童クラブ
あたごふれあい

人権文化センター
鴨河内1818-2 ☎28-2400

西郷児童クラブ

みらい
西郷小学校地内 下余戸114 ☎27-0337

◉ 私立

　保育所、塾などの送迎、急用の時の保育など、ゆったりとした気持ちで子育てができるよ

う、センターの会員がお手伝いします。おじいちゃん、おばあちゃんがお孫さんを預かるよ

うなぬくもりのある真心のこもったサービスです。

実施主体 公益社団法人　倉吉市シルバー人材センター

問 倉吉市シルバー人材センター　☎22-0870

育児支援サービス
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