
サンクリキッズ
病児保育室

  

ご利用のしおり 
「 病児保育室 サンクリキッズ 」は、横浜市の委託事業で医療機関併設型の施設 

です。病気のお子様を、保護者の仕事の都合や事故・出産・冠婚葬祭など、社会的にやむ 

を得ない事情で家庭での養育が困難なとき、専任の看護師・保育士がお預かりします。 

 

         ご利用できる条件 

 

            １．原則生後 6か月から小学 3 年生までのお子さま（横浜市以外の方も可） 

                            ＊小学４年生～６年生のご利用には受付方法が異なります。 

２．入院を必要としない程度の病気や怪我で、医師の許可があること 

              

３．保護者の勤務の都合や病気・冠婚葬祭など社会的にやむを得ない理由で、 

家庭での看護が困難なとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンクリキッズ
病児保育室

 

〒２４１－０８３５ 

横浜市旭区柏町 127 相鉄ＬＩＦＥ内 

（南万騎が原駅下車 徒歩 1 分・駐車場９０分サービスあり） 

☎ ０４５－７４４－７６５６ (平日 8:00～17:30) 

                   

―２０２２年 3月－ 

今後対応が変更する場合があります。最新情報は HP でご確認ください 

■定員   ：最大 8 名 

■対象疾患 ：通常の外来で治療可能な病気。（麻疹・流行性角結膜炎は対象外） 

       新型コロナウイルスに罹患、及び濃厚接触者に特定されている場合や 

       所属施設が休校の場合もお預かりは出来ません。 

■対象年齢 ：原則生後６か月～小学３年生まで（高学年は別規定あり） 

■保育時間 ：月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０（延長保育はありません） 

                         １８：００には閉室します。 

■休室日  ：土曜日・日曜日・祝日・年末年始・サンクリニック臨時休業日 

■利用料  ：1 日 2,000 円 （横浜市在住の方で減免対象世帯の方は、全額免除） 

■食事   ：病状に応じた昼食・おやつ・飲み物等ご持参ください。 

http://www.suncli.com/ 

高学年用 



ご利用の流れ                       

 

小学 3年生までの方の登録方法とは異なります。（小学 3年生までの登録番号は解除されます） 

専用の登録用紙がありますので、必ずお電話でお問い合わせください。 

専用書類一式を郵送またはご来室いただきお渡し致します。 

以下の登録用紙を提出していただきます。 

     ●横浜市病児保育事業利用登録票 （第 3 号様式） 

     ●サンクリキッズ専用登録票（高学年用） 

     ●母子手帳 予防接種欄のコピー 

   原則郵送にて受付いたします。直接持参希望の場合は、必ず事前にお電話ください。 

   書類の確認後、登録番号の発行をもって登録完了とさせていただきます。 

    

    

  

 

 

 

 

入室には医師が記入する 横浜市病児保育事業利用連絡書（第 4 号様式）が必要です。 

更に原則コロナウイルス PCR 検査による陰性の確認が必要ですので、あらかじめ検査を受け 

た上で第 4号様式への記入を依頼してください。 

     ＊夜間救急・休日診療所等では記入出来ません。＊文書作成料が必要となりますが、診療情報提供料（１）扱い 

                                                       となり、利用者 1人につき月 1回に限り保険診療となります。 

                                                       月 2回目以降については保険診療外となるため、原則 

                                                       全額自己負担となります。（各医療機関にお尋ねください。）                  

 

 

 

 ご利用希望日の前日 ９：００～１７：３０の間にお電話してください。 

   予約受付のご案内をいたします。 

   ただし小学 3年生までの方が優先ですので、空きがない場合はキャンセル待ち 

   となります。当日朝に空きが出た場合のみ、８：００にお電話さしあげます。 

 

 

 

 

 

 

     ＊利用は原則１日とさせていただきます。 

継続をご希望の場合は翌日朝の空き状況によってお電話でのご連絡となります。       

電話  045-744-7656 前日   ９：００～１７：３０ 

 ＊月曜日のご利用希望は当日朝８：００に電話でお問い合わせください。 

２．お子様の発病 

１．事前登録をする 

３．かかりつけ医を受診する 

4．利用希望受付をする 

 

 
4 号用紙をおいていない病院もあり

ます。ご自身でお持ちください。 

 



                              

 

 

入室前に診察があります。８：２５～８：３０までに直接保育室へお越しください。 

    

＊当日朝の状態を当院医師が確認の上、入室の可否を判断いたします。 

     PCR 検査結果が陰性であっても、症状によっては保育室での受け入れ困難と判断される場合 

     があります。またご家族にコロナウイルス感染が疑われる症状がみられる場合も、ご利用は 

     出来ません。あらかじめご了承ください。 

 ＊必ず保護者様（又は代理の大人）とご一緒に入室・退室をしていただきます。  

    こちらは病気のお子さまをお預かりする施設です。お子さまの病気の経過からお薬の確認、 

お食事についてなど詳しくお伺いしますので、診察からおよそ３０分程度のお時間を要します。 

   ＊保育室内での事故防止のため、同疾患でも乳幼児のお子さまとは原則別室でのお預かりです。 

   ＊ご持参頂いた飲食物は、スタッフがお預かりし管理させていただきます。 

   ＊勉強道具・書籍など 1日過ごすために必要と思われるものをご持参いただいてもかまいません。 

    ただし、必ず入室時にスタッフへお申し出ください。（小型ゲーム機等はご相談ください。） 

    また、危険物の持ち込みは固くお断りいたします。携帯電話も原則禁止です。 

   ＊病児保育室という特性上、どの方も一定の安静時間（午睡時間）を取らせていただきます。 

    また、別の保育室では 0 歳代からの小さなお子さまを保育看護しております。 

お子さまにもよくお伝えの上、ご利用ください。 

＊やむを得ずご両親以外の方が送迎される場合は、病状について詳しくひきつぎをお願いいた 

    します。      

＊詳細は、【重要事項確認書】をご確認ください。 

    

 

 

   ＊最終保育時間は １７：３０ です。それまでにお迎えをお願いいたします。 

    日中の病状についてお伝えいたします。 

   ＊交通機関の乱れによって万が一遅れる場合は、必ずお電話ください。 

   ＊病気のお子さまをお預かりしていますので、延長保育は行っておりません。事故・災害など 

    のやむを得ない事情以外で遅刻が繰り返される場合は、次回からのご利用をご遠慮いただく 

    ことがありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

＊お迎えについて 

 

 

5．入室当日 8:30 受付 

 



当日の持ち物リスト                   

書
類
関
係 

□ 横浜市病児保育事業利用連絡書（第 4 号様式）……………… 医師記入 

□ 横浜市病児保育事業利用（変更）申込書（第 5 号様式）……保護者記入 

□ 当日連絡票（サンクリキッズ専用）            ……保護者記入 

□ 重要事項確認書 高学年用（初回利用時） 

□ 健康保険証 

□ 乳児医療証（お持ちの方のみ） 

□ サンクリニック診察券（お持ちの方のみ） 

□ 母子手帳 

□ 生活保護証明書・市民税非課税証明書・ひとり親家庭等福祉医療証  

該当の方のみ・利用日当日にご持参いただけない場合は、通常の利用料金をいただきます。 

全
て
の
お
子
さ
ま 

 

□ 利用料金 ２，０００円  ＊減免制度利用の方は全額免除です。 

□ 薬     ・1 回分ごと分かるようにご持参ください。（記名も忘れずに） 

         ・内服用ゼリーなど混ぜるものが必要な場合はご持参ください。 

□ お薬手帳    ・お薬の内容が分かるものをご持参ください。 

□ 昼食      ・病状に合ったもの（市販のものでもかまいません。冷蔵庫・レンジ完備） 

・病状に応じて量を加減しますので、少し多めにご用意ください。 

           ・フォーク・スプーン・箸などもご持参ください。 

        ・アレルギーのお子さまは、ご家庭で食べなれているものをご用意ください。 

□ 飲み物       ・白湯・麦茶はご用意できます。それ以外に経口補水液やイオン水・果汁など 

 

□ おやつ    ・症状に合ったものを１回分 

□ 手拭用タオル １～２枚 

□ 着替え 上下・下着１組程度  

      ・嘔吐や下痢症状がある場合や、汗をかきやすい方は多めにご用意ください。 

□ レジ袋（ビニール袋）１～２枚  ＊汚れた衣類などを入れます。 

  

   勉強道具・書籍など１日過ごすために必要と思われるものをご持参頂いてもかまいません。 

      ただし必ず入室時にスタッフへお申し出ください。（ゲーム機は応相談・携帯電話は禁止） 

 

 

  

 

 

 

 

 



         病児保育室 「サンクリキッズ」  重要事項確認書           高学年用 

 

病児保育室サンクリキッズは、横浜市の委託事業であり、家庭で看護できないお子さまを、保護者に代わって 

専任の看護師・保育士がお預かりする施設です。 

通常の外来で治療可能な病気に罹られたお子さまが対象（ただし麻疹・流行性角結膜炎は除く）であり、 

かかりつけ医の指示に従い、安静・投薬・療養をいたします。 

お子さまを安全にお預かりし、安心して病児保育業務をお任せいただけますよう、下記のご利用にあたっての 

重要事項をご確認くださいますようお願い致します。 

 

ご利用にあたっての重要事項 

１．ご予約をお受けしていても、入室時の病状によっては通常保育は困難と判断し、お断りさせていただく 

  場合があります。また、入室前の診察で隔離が必要と判断された場合も同様です。 

２．利用者間の感染には細心の注意を払いますが、感染の可能性が全くないというわけではありません。 

３．保育中に病状が悪化して保育困難となったときは、お迎え予定時間前でもご連絡をさしあげ、早めの 

  お迎えを要請致します。 

４．水痘またはおたふく風邪に既にかかったことのあるお子様が通常の風邪で入室された際、水痘または 

  おたふく風邪のお子さまとの同室保育をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。 

５．病児保育室では、点滴などの医療措置を行うことはできません。 

  ただし、喘息の吸入措置については、横浜市病児保育事業利用連絡書（第 4号様式）によるかかりつ 

  け医の記入、および保護者記入の投薬依頼書のもとに行うことができます。（サンクリニック受診扱い） 

６．病児保育期間中、必要があれば、かかりつけ医を受診していただきます。 

７．緊急時には、事後承諾で先に治療を開始する場合もあります。（サンクリニック受診扱い） 

８．ご利用当日は、必ず連絡がとれるようにお願いいたします。 

  緊急連絡がとれなかったことで不利益が生じても、病児保育室では責任を負いません。 

   ９．連続利用をあらかじめお約束することは出来ません。 

     生後 6か月～小学 3年生までの方のご利用が優先です。 

 10．病気のお子さまをお預かりしておりますので、延長保育は一切ありません。 

     必ず１７：３０までにお迎えをお願いいたします。 

     事故・災害時などのやむを得ない事情を除き、お迎えが遅くなることが繰り返されるときは、次回からの 

     ご利用をお断りする場合がありますのでご注意ください。 

  11．連絡なしでご利用をキャンセルされた場合や、入室予定時間から 30分以上ご連絡がない場合は、 

     無断キャンセル扱いとさせていただき、次回からのご利用をお断りさせていただきます。 

  12. 当保育室の規定を守っていただけないなど他児への影響が懸念される場合は、次回以降のご利用を 

     お断りさせていただきます。 

以上の内容にご承諾いただければご署名をお願いいたします。 

  年  月  日 

保護者サイン 

                       

＊実際の署名は 

 別紙にお願いいたします。 



 

                

 

 発令状況 前日 17時半までに希望受付された方 

前
日
１８
時
時
点 

暴風警報 

大雪警報 

暴風雪警報 

特別警報 
警報発令前に受付された方は、 

翌朝 7時の段階で判断します。 
大雨警報 

洪水警報 

(暴風警報を伴わない) 

大地震発生 震度 5強以上 原則として翌日は臨時休室となります。 

こちらからご連絡することはありません。 東海地震 警戒宣言ならびに注意

情報発令 

降灰予報  

 

当
日
７
時
時
点 

暴風警報 

大雪警報 

暴風雪警報 

特別警報 

＊場合により大雨洪水 

警報解除 

受け入れ態勢確保 

受け入れ可能な場合は、 

8時～8 時 15 分の間にお電話にて 

ご連絡致します。 

警報継続中 

又は 

受け入れ態勢不可 
臨時休室となります。 

お電話をすることはありません。 
大地震・東海地震 

降灰予報 

発生 又は 

警戒宣言等発令 

 

 

 

 

 

       ＊被害状況により他の場所へ避難した場合は、保育室入口に避難先を提示致しますので、お迎えは 

         指定場所にお願いいたします。 

震災時避難場所 

 

 

 

 

 

 

広域避難場所 

 

 

 

サンクリニック 

サンクリキッズ 

 

 

郵便局 

 

 
柏
町 

 

 

 

サンクリニック内科 

 

 

＊気象警報・大規模地震警戒宣言等の発令時の対応 

 

 

●  

南
万
騎
が
原
駅 

戸塚カントリークラブ 

 

緑園都市方面 

瀬谷方面 

桃源台 

二俣川方面 

○文さちが丘小学校 

さちが丘小学校 

 旭区さちが丘１１０－１ 

  ☎045-361-0777 

戸塚カントリークラブ 

 旭区大池町２６ 

  ☎045-351-1241 

保育時間中に発令・発生した場合は、保育は中止となります。 

原則電話で引取り依頼のご連絡を致しますので、出来るだけ早めのお迎えをお願

いします。通信回線の混雑や不通も予想されますので、連絡がつかない場合はその

まま保育室へ向かってください。 

 


