
登録会員による
送迎・預かり

ファミサポ（ファミリー・サポート・センター）
※

登録会員による
病児や緊急の預かり

緊さぽ（こども緊急さぽねっと）
※

保育施設での
一時預かり

平日保育
※

休日保育
※

児童養護施設での
宿泊を伴う預かり

ショートステイ事業（短期入所生活援助事業）

ひとり親世帯の方
トワイライトステイ事業（夜間養護等事業）
ひとサポ（ひとり親家庭日常生活支援事業）

※ 子育てのための施設等利用給付認定の第2号または第3号認定を受けている方は、「ファミサポ」、「緊さ

ぽ」、「保育施設の一時預かり（平日保育、休日保育）」の利用料が無償化となる場合があります。利用の前に
ご確認ください。

幼児教育・保育の無償化に関する問い合わせ先
子ども家庭課 ＴＥＬ ３７２－３３１１（内線２２０６）



育児に協力してほしい「利用会員」を、協力したい「協力会員」がサポートします。
利用するには利用会員として事前に登録が必要です（登録無料）。登録内容を基に子どもをお預かりする協力
会員を探し、調整します。
【対象年齢】 小学６年生まで 【利用時間】 ６時～２１時
【利用料金】

子育てのための施設等利用給付認定の第2号または第3号認定を受けている方は、無償化の対象となる場合があります。

※1 状況により、別途交通費（自家用車、バス、タクシーなど）や食事代などの実費相当分がかかります。
※2 ひとり親家庭の世帯（ひとり親家庭医療費助成を受けているか児童扶養手当を受給している世帯）、住

民税非課税世帯、生活保護世帯の方については、1か月につき1万円まで利用料の2分の1を助成します。
（実費相当分、取消料は含みません。）
助成を受けるには、利用会員登録とは別に事前登録する必要があります。

※3 ファミサポ利用無料券を配付します
1歳未満のお子さんがいる家庭を対象に利用無料券４時間分（３０分×８枚）をお渡しします。
（詳細はお問合せください。）

【登録・申請・問い合わせ先】
ファミリー・サポート・センター 地域子育て支援センター「あいあい」内

ＴＥＬ ３７６－６６３８

登録会員による送迎・預かり

金額（30分） ２人以上

平日 300円 ２人目以降の子ども１人につき
左記金額の２分の１を加算土・日・祝日・１２月２９日～１月３日 350円

子どもが急な病気で保育園などには預けられない、保護者の方が急な残業や出張で子どものお迎えに間に
合わない、泊まりの預け先が見つからないなど、緊急の場合に協力会員が子どもをお預かりします。利用す
るには利用会員としての事前登録が必要です（登録無料）。
【対象年齢】 おおむね小学６年生まで
【受付時間・利用時間・利用料・預かる場所】 ※ 協力会員の交通費実費相当分がかかります。

子育てのための施設等利用給付認定の第2号または第3号認定を受けている方は、無償化の対象となる場合があります。

※1 病児・病後児預かりの利用料が3,000円を超えるときは、超えた利用時間相当額を市から協力会員に
支払います。

※2 ひとり親家庭の世帯（児童扶養手当を受給している世帯等）、住民税非課税世帯、生活保護世帯の方は、
1か月につき1万円まで利用料の2分の1を助成します。（実費相当分、取消料を除く。）
助成を受けるには、利用会員登録とは別に市で事前登録する必要があります。

【利用会員登録・申請・問い合わせ先】
ＮＰＯ法人北海道子育て支援ワーカーズ ＴＥＬ ６３２－５１８０

【利用料助成登録・申請・問い合わせ先】
子ども家庭課 ＴＥＬ ３７２－３３１１（内線２２１４）

登録会員による送迎・預かり

区分 受付時間 利用時間 利用料 預かる場所

病児・病後
児預かり

前日まで １０時～２０時
当日 ６時３０分～１６時

祝日を除く月曜～土曜
７時３０分～１８時

900円／時間
上限3,000円／日・ 利用会員宅

または
協力会員宅緊急預かり

前日まで １０時～２０時
当日 ６時３０分～１７時

７時３０分～１８時 900円／時間

１８時～２３時 1,100円／時間

宿泊預かり
（病児を除
く）

１０時～２０時
前日１２時まで

祝日を除く月曜～土曜
保育所・学童等終了時
～翌日の登園・登校時

３歳未満
11,000円／泊

３歳以上
9,000円／泊

食事代 実費相当分

協力会員宅



保育施設に入所していない子どもがいる家庭でも、次のようなときは保育施設の利用ができます。利用するには
事前登録が必要です。

① 短時間・継続的就労・職業訓練などにより週平均３日程度の保育が必要なとき
② 保護者の災害・事故・病気・看護・冠婚葬祭により緊急的に保育が必要なとき
③ 育児による心理的・肉体的負担を解消するリフレッシュのための保育が必要なとき
※ ①、②は月１２日以内の利用、③は月２日以内の利用です。

【実施保育施設・対象年齢・利用期間】

【利用料】

子育てのための施設等利用給付認定の第2号または第3号認定を受けている方は、無償化の対象となる場合があります。

※ 利用時間帯によって、給食費３００円、おやつ代５０円が別途かかります。
※ 上記以外にも保育施設ごとに利用時間数に応じた利用料を設定していますので、詳しくはお問い合わ
せください。

平日保育以外にも、就労により休日に保育が必要な時に限り保育施設の利用ができます。利用するには事前登録
が必要です。(お弁当は持参してください。)
【実施保育施設・対象年齢・利用期間】

【利用開始時間】①７時３０分 ②８時３０分 ③１２時 ④１３時
【利用料】（１日利用８時間、半日利用４時間３０分を基本時間とします）

子育てのための施設等利用給付認定の第2号または第3号認定を受けている方は、無償化の対象となる場合があります。

保育施設での一時預かり

保育施設名 対象年齢 利用期間

すみれ保育園 １歳６か月～就学前
祝日、年末年始を除く月曜～土曜

西の里きらきら保育園
２歳～就学前

大谷むつみ認定こども園 祝日、年末年始を除く月曜～金曜

保育施設名
１歳６か月～２歳 ３歳～就学前

８時間 ４時間 ８時間 ４時間

すみれ保育園 2,000円 1,000円 1,200円 600円

西の里きらきら保育園
2,400円 1,200円 2,000円 1,000円

大谷むつみ認定こども園

保育施設名 対象年齢 利用期間

すみれ保育園 １歳６か月～就学前 日曜、祝日の７時３０分～１８時３０分

区分 １日利用 半日利用
基本時間超過加算額
（１時間につき）

おやつ代

３歳未満 2,000円 1,150円 150円 50円
（１５時にかかる場合）３歳以上 1,200円 700円 100円

すみれ保育園を利用する場合、生活保護世帯や前年の所得税及び前年度の市町村民税が非課
税のひとり親世帯または保護者が障がい者である世帯については利用料減免制度があります。

保育施設名 電話番号

すみれ保育園
事前登録(子ども家庭課) ３７２－３３１１ 内線２２０７
利用予約(すみれ保育園) ３７３－３３６６

西の里きらきら保育園 ３７５－２１３０ ※ 事前登録・利用予約ともに直接
保育施設へご連絡ください。大谷むつみ認定こども園 ３７０－３７７３



保護者の方が仕事などの理由により、一時的に子どもを養育することが困難になった場合に、市内の児童
養護施設で宿泊を伴ってお預かりします。
利用する時には、事前（３日前程度）に申請が必要です。利用可能時間はお問い合わせください。

【対象年齢】 １歳～１８歳未満
【利用期間】 １回につき７日間以内
【利用料金】 日額（例：預かり期間 ４月１日～４月３日 ⇒ ３日分）

【申請・問い合わせ先】 子ども家庭課 ＴＥＬ ３７２－３３１１（内線２２１４）

児童養護施設での宿泊を伴う預かり

世帯区分 ２歳未満 ２歳以上

①生活保護世帯（市町村民税非課税の母子・父子世帯を含む） 0円 0円

②市町村民税非課税世帯（①以外の母子・父子世帯及び養育者世帯を含む） 1,100円 1,000円

その他の世帯（①、②以外の世帯） 5,350円 2,750円

ひとり親世帯の保護者の方が、仕事などの理由により、夜間に子どもを家庭で養育することが困難になった
場合に、市内の児童養護施設でお預かりします。利用する時には、事前（３日前程度）に申請が必要です。
【対象年齢】１歳～１８歳未満 【利用時間】概ね１６時～２１時 【利用期間】１回につき１か月以内
【利用料金】

一時的に生活援助または子育て支援が必要なひとり親世帯を対象に、家庭生活支援員（ホームヘルパー）を
派遣し、食事の世話や清掃などの生活を支援する「生活援助」や家庭生活支援員の居宅で子どもをお預かりする
「子育て支援」を行います。事前(3日前程度)に申請が必要です。

≪生活援助≫ 【援助内容】 子どもの預かり・食事の世話・住宅の清掃・生活必需品の買い物等
【実施場所】 利用者の居宅

≪子育て支援≫【支援内容】 子どもの預かり
【実施場所】 家庭生活支援員の居宅等

≪共通≫ 【利用日数】 原則として月５日以内
【利用時間】 ８時～２０時の間で８時間以内（生活援助は1時間、子育て支援は2時間以上から）
【利用料金】 ※ 家庭生活支援員の交通費実費相当分がかかります。

※ 子どもが2歳未満や障がいがある場合については、支援員を１人専任で配置します。
【申請・問い合わせ先】 子ども家庭課 ＴＥＬ ３７２－３３１１（内線２２１４）

ひとり親世帯の方（子どもがいるひとり親世帯に限ります）

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 ０円

その他の世帯 500円

世帯区分
生活援助 子育て支援

１時間 支援員交通費 １時間 ２人以上

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円

実費相当額

０円
２人目以降の子ども
１人につき左記金額
の２分の１を加算

児童扶養手当支給水準世帯 150円 70円

その他の世帯 300円 150円

世帯区分ほか 生活保護･非課税 児童扶養手当受給 その他 利用料助成

ファミサポ 600円 600円 600円
1/2

(上限1万円/月)
休日は1時間に
つき＋100円

ひとサポ(子育て支援) 0円 70円 150円 なし 送迎なし

（1時間あたり）


