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 児童が病気の療養中または病気の回復期にあって集団保育が困難な時に、看護師や保育士がいる専用施設で 

一時的に児童を預かり、保護者の子育てと就労を支援する病児保育室を設置しています。 

施設名称 住所 定員 開設時間 

オルミス

☎535-0155

野村 8丁目 3-10 

コス小児科内

4人 

午前 8時から午後 5時まで 

（延長午後 7時まで） 陽だまり 

☎516-2171

矢橋町 1660 

淡
おう

海
み

医療
いりょう

センター 敷地内併設

4人 

※「草津総合病院」は、令和３年１０月１日より「淡�
おう

海
み

医療
いりょう

センター」に名称を変更されました。

利用できる児童と料金 

急な病気で認定こども園、保育所、幼稚園、小学校に通園・通学が難しい児童で、保護者の就労等により、家

庭で保育できない児童です。 

病状としては「仕事さえなければ家庭で看病できる程度の病気」と考えてください。点滴などの必要な病状の

場合は入室できません。水痘などの感染症でも利用可能です。 

対象児童 基本料金 延長料金 

（1）草津市在住で生後６ヶ月～小学校３年生までの全ての「病児」・「病後児」 

（2）栗東市在住で生後 6ヶ月～就学前の市内外認可保育所（園）に通園し

ている「病後児」

8時から

17時まで 

2,000円 
30分毎に 

500円 
（3）上記以外の、生後６ヶ月～小学校３年生までの「病児」・「病後児」

８時から

17時まで 

4,000円 

※「病児」とは、発症間もない急性期（発熱など）の児

※「病後児」とは、病気が峠を越え回復期ではあるがまだ集団生活には適さない児

※(1)(2)に該当していて生活保護世帯・住民税非課税世帯などの方は、減免を受けられる場合があります。

保育所等や小学校へのお迎えサービス（オルミス）

 登所（登校）後に児童が急な発熱や体調不良と 

なって保護者がお迎えに行けないときに、保護者 

からの依頼でオルミスの看護師等がタクシーで、 

保育所等や小学校へお迎えに行くサービスです。 

お迎えサービスは無料です。お仕事が終わりまし 

たら、オルミスへ迎えに来てください。 

（陽だまりでは実施していません。） 

ご利用ください「病児保育室」 

（令和４年４月１日改訂） 

オルミス HP 陽だまり HP 

オルミス

①保育所等

から連絡
②電話申込

⑤業務
終了後にお迎え

③保育所等

へ連絡

④看護師等同乗の

タクシーでお迎え

保
育
所

－ 177 －



利用までの流れ 

持ち物 （記名をお願いします）  

・保険証・マル福カード
・飲み薬、坐薬（解熱剤、ダイアップなど）・処方薬の内容がわかるもの（お薬手帳など）

・昼食、おやつ（病状に合ったものを）

・お食事セット（おはし、スプーン、フォーク、コップ、食器）

・飲み物（お茶のほか、イオン飲料など多めに）

・着替え２組以上・下着・パジャマ

・フェイスタオル・ハンドタオル

・バスタオル２枚（体を休める時に使用しますので季節に応じたものを）

・ビニール袋２枚（汚れ物、オムツの持ち帰り用）

・オムツ・おしり拭き・ミルク・哺乳瓶・おしぼり・おしり敷・ウエットティッシュ

※「陽だまり」は「病児保育室 医師意見書」

・登録申請書を草津市に提出してください。登録申請書は、病児保育室やこども園、保育所、

幼稚園にも置いています。登録は毎年度必要です。

・栗東市在住の方は、栗東市（☎551-0114）にお問合せください。

・草津市、栗東市在住の方以外は、登録申請書は不要です。

・原則として前日の下記時間帯に電話をして下さい。

なお、当日でも、空きがあれば利用できます。

オルミス ８時から１９時（当日の場合は１１時まで）

陽だまり ８時から１９時（当日の場合は１２時まで） 

・前日または当日に入室前診察を受けてください。

オルミス ⇒ コス小児科

陽だまり※⇒ かかりつけ医または淡海医療
おうみいりょう

センター

※かかりつけ医では、「病児保育室 医師診断書」作成に費用がかかりますが、草津市在住の方は、

状況により後日費用を返金します。また、淡
おう

海
み

医療
いりょう

センターは、選定療養費がかかる場合があります。 

・当日、利用申込書を病児保育室に提出してください。

・利用申込書は、病児保育室にあります。

（市ＨＰからダウンロードも可能） 

・問診票等、病児保育室が求める書類も提出してください。

・下記も「持ち物」を持参してください。

まずは事前登録 

予約を入れる 

入室前診察 

当日 利用申込書 
☆キャンセルは朝８時までに連絡

保育時間外は留守電録音に入れてください。 

「病状が回復した」、「世話をしてくれる人が 

見つかった」 など 

【問い合わせ先】 草津市役所 子ども・若者政策課 子ども・若者政策係  市ＨＰ 
〒525-8588 草津市草津三丁目 13 番 30 号  TEL：077-562-7882 
時間：月～金 ８時３０分～１７時１５分 Ｅメール：kowaka@city.kusatsu.lg.jp 
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☆一時預かり☆ 

保護者の傷病や冠婚葬祭など一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の育児不安の解消 
を図り、負担を軽減するため乳幼児を一時的にお預かりする制度です。 
※事前の面接や登録・慣らし保育の有無、利用申込、利用方法の詳細は各施設にお問合せください。 

施設名 利用対象 定員 預かり時間（曜日） 利用料金 

草津保育園 
(℡077-562-2752) 

全学年 
(０歳児/要確認) 

園へ 
要確認

9 時～17 時 
（月～金） 

0 歳児  600 円/時間 

1、2 歳児 500 円/時間 
3 歳児以上 400 円/時間 
※給食代（おやつ含）１回 300 円 

レイモンド東矢倉保育園 

(℡077-516-2850) 

１歳児 

～就学前 

園へ 

要確認

９時～1６時 

（月～金） 

慣らし期間中（2 時間）800 円／日 
慣らし期間終了後 
乳児１～２歳 ①2,000 円  ②3,500 円 

幼児３～５歳 ①1,500 円  ②2,500 円 
その他延長料金 500～650 円 
※慣らし期間は利用頻度により異なります。 

草津コペル保育園 

(℡077-516-0031) 

生後６ヶ月 

～就学前 

園へ 

要確認

９時～17 時 

(月～金) 

0 歳児～2 歳児 9 時-13 時/2,850 円 

   9 時-17 時/3,350 円 
3 歳児以上   9 時-13 時/2,550 円 

   9 時-17 時/2,750 円 

※給食・おやつ代込み 

かがやきくじら保育園 
(℡077-584-5316） 

満１歳 
～就学前 

園へ 
要確認

① ９時～12 時
② 13 時～17 時
③ ９時～17 時

（月～金）

保育料①2,500 円/回（給食代込み） 
②2,500 円/回（おやつ代込み）

③5,000 円/回（給食代・おやつ代込み）
※時間を過ぎた場合は追加料金を頂く場合があ
ります。 

草津くじら保育園 

(℡077-599-1149） 

満１歳 

～就学前 

園へ 

要確認

① 9 時～12 時
② 13 時～17 時

③ 9 時～17 時
（月～金）

保育料①2,500 円/回（給食代込み） 

②2,500 円/回（おやつ代込み）
③5,000 円/回（給食代・おやつ代込み）

※時間を過ぎた場合 追加料金を頂く場合があ

ります。 

光泉カトリック保育園 
（℡077-596-5750） 

満１歳 
～就学前 

園へ 
要確認

9 時～17 時 
（月～金） 

1、2 歳児 500 円/時間 
3 歳児以上 400 円/時間 

※給食代（おやつ含）１回 300 円 

あさひこども園 
(℡077-563-9870) 

生後６ヶ月
～就学前

園へ
要確認

9 時～17 時
（月～金）

0 歳児 4,000 円/日
1、2 歳児 3,400 円/日
3 歳児以上 3,000 円/日

※給食・おやつ代込み

認定こども園みのり

（℡077-562-4807）
生後６カ月
～就学前 

園へ
要確認

9 時～16 時
（月～金） 

０～２歳児 ３０分３００円
３～５歳児 ３０分２００円
食事 ４００円/日 
おやつ １００円/日

あゆみこども園 
(℡077-563-8989) 

全学年 
園へ 

要確認
9 時～17 時 
（月～金） 

3 歳未満  9 時～13 時/2,000 円 
  １３時～17 時/2,000 円 

3 歳以上  9 時～13 時/1,500 円 

１３時～17 時/1,500 円 
※給食・おやつ代込み 

さくら坂こども園 
(℡077-56６-5288) 

満１歳 

～就学前 
(乳児/要確認) 

園へ 
要確認

９時～1６時 
（月～金） 

0 歳児 ６００円/時間 
1、2 歳児 ５００円/時間 
3 歳児以上 ４００円/時間 

※給食代(おやつ含)１回３００円 

さくら坂南こども園 
(℡077-561-2155) 

満１歳 

～就学前 
(乳児/要確認) 

園へ 
要確認

９時～1６時 
（月～金） 

0 歳児 ６００円/時間 
1、2 歳児 ５００円/時間 
3 歳児以上 ４００円/時間 

※給食代(おやつ含)１回３００円 

くさつ優愛保育園モンチ 
(℡077-535-6694) 

全学年 
園へ 

要確認
9 時～1６時 
（月～金） 

3 歳未満 １５０円／15 分 
3 歳以上 １００円／15 分 

※給食費１食 300 円 

さくらがおかこども園 

(℡077-562-7511) 

1 歳児 

～就学前 

園へ

要確認

9 時～16 時半 
（月～金） 

(前後の延長は要相談)

保育料 1 歳児  ５００円/時 
 ２歳児～ ４００円/時 

※給食費 250 円/1 食 
おやつ５０円/回 

さくら坂東こども園 
(℡077-569-0008) 

満１歳 

～就学前 
(乳児/要確認) 

園へ 
要確認

9 時～16 時
（月～金） 

0 歳児 600 円/時間 
1、2 歳児 500 円/時間 
3 歳児以上 400 円/時間 

※給食代(おやつ含)１回 300 円 

たちばな大路こども園 

(℡077-516-0180) 

全学年 

(乳児/要確認) 

園へ 

要確認

９時～1６時 

（月・火・木・金）

0 歳児 ６００円/時間 
1 歳児 ５００円/時間 
2 歳児 ４００円/時間 

3 歳児以上 ３００円/時間 
※給食代/１回２００円 
※おやつ代/１回５０円 
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施設名 利用対象 定員 預かり時間（曜日） 利用料金 

豆の木保育園 

(℡077-562-1230) 

0 歳児 

～2 歳児 

園へ 

要確認

7 時 15 分～ 
18 時 15 分 

(月～金) 

保育料 500 円/30 分 
※8：30～16：30 一日最大 4,000 円 

  以降 15 分 100 円 
給食(おやつ含) 300 円 

京進のほいくえん 
HOPPA 草津大路園 

（℡077-584-4555） 

0 歳児 

～2 歳児 

園へ 

要確認

7 時 30 分～ 
18 時 30 分 
（月～金） 

保育料 ５００円/30 分 
おやつ（朝・3 時）各 100 円 
給食 ３００円 

京進のほいくえん 
HOPPA 草津野村園 

（℡077-596-5705） 

0 歳児 
～2 歳児 

園へ 
要確認

7 時 30 分～ 
18 時 30 分 

（月～金） 

保育料 ５００円/30 分 
おやつ（朝・3 時）各 100 円 

給食 ３００円 

京進のほいくえん 
HOPPA 草津若竹園 

（℡077-596-5012） 

0 歳児 
～2 歳児 

園へ 
要確認

7 時 30 分～ 
18 時 30 分 

（月～金） 

保育料 ５００円/30 分 
おやつ（朝・3 時）各 100 円 

給食 ３００円 

京進のほいくえん 

HOPPA 南草津駅前園 
（℡077-596-5701） 

0 歳児 
～2 歳児 

園へ 
要確認

7 時 30 分～ 

18 時 30 分 
（月～金） 

保育料 ５００円/30 分 

おやつ（朝・3 時）各 100 円 
給食 ３００円 

あおば南草津保育園 
（℡077-562-8880） 

０歳児 
～２歳児 

園へ 
要確認

７時 30 分～ 

18 時３０分 
（月～金） 

０歳児 ５００円／時間 

１、２歳児 ４００円／時間 
※給食（おやつ含む）３００円 

第二あおば南草津保育園 

（℡077-561-5488） 

０歳児 

～２歳児 

園へ 

要確認

７時 30 分～ 
18 時３０分 
（月～金） 

０歳児 ５００円／時間 
１、２歳児 ４００円／時間 
※給食（おやつ含む）３００円 

TAM ランド草津園 

（℡077-599-3616） 

０歳児 

～２歳児 

園へ 

要確認

8 時３０分～ 
1６時３０分 

(前後の延長は要相談)

保育料  １,000 円/時間 
一日最大 ６,000 円 
※給食・おやつ ３００円(税別)/日 

ＴＡＭランド野路つぼみ園 
（℡077-584-5805） 

０歳児 
～２歳児 

園へ 
要確認

8 時３０分～
1６時３０分 

(前後の延長は要相談)

保育料  １,000 円/時間
一日最大 ６,000 円 
※給食・おやつ ３００円(税別)/日 

第三あおば草津保育園 
（℡077-599-0512） 

０歳児 
～２歳児 

園へ 
要確認

７時 30 分～ 
18 時３０分 
（月～金） 

０歳児 ５００円／時間 
１、２歳児 ４００円／時間 
※給食（おやつ含む）３００円 

西渋川たっち小規模保育園 
（℡077-598-0642） 

０歳児 
～２歳児 

園へ 
要確認

８時 30 分～ 

1６時３０分 
（月～金） 

保育料 ５００円/30 分 

おやつ（朝・15 時）各 100 円 
給食 ３００円 

さくら坂小規模保育園 
(℡077-598-1223) 

0 歳児 
～2 歳児 

園へ 
要確認

8 時 30 分～ 

16 時 30 分 
(延長については要相談)

（月～金）

0 歳児 600 円/時間 
1、2 歳児 500 円/時間 

※給食代（おやつ含）1 回 300 円 

豆の木保育園アトラスタワー

(℡077-599-0840) 

0 歳児 

～2 歳児 

園へ 

要確認

7 時 15 分～   
18 時 15 分   
（月～金） 

保育料 500 円/30 分 
※8：30～16：30 一日最大 4,000 円 

以降 15 分 100 円           
給食(おやつ含) 300 円 

玉川たっち小規模保育園 
（℡077-565-2517） 

０歳児 
～２歳児 

園へ 
要確認

８時 30 分～ 

1６時３０分 
（月～金） 

保育料 500 円/30 分 

おやつ（朝・15 時）各 100 円 
給食 300 円 

みらいのむら保育園 

（℡077-569-5088） 

０歳児 

～２歳児 

園へ 

要確認

７時 30 分～ 
1８時３０分 
（月～金） 

保育料 2,000 円/４時間 
以降７００円／時間 
給食 200 円 おやつ 50 円 

各認可外保育施設 各施設にお問合せください。 
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～♪草津市はみんなの子育てを応援しています♪～ 
 
 
 
☆子育て相談☆ 

  ♪子育て相談センター（さわやか保健センター３階） 
   （電話・来所）℡０７７－５６１－２３３９／月～金曜日の 8：30～17:15（祝日、年末年始を除く） 
   E-mail soudan-kosodate@city.kusatsu.lg.jp 

  ♪草津市立北部子育て支援拠点施設「ココクル ひろば」（キラリエ草津２階） 
   （電話・来所）℡０７７－５６２－５５９６／水～月曜日の 9:00～17:00 

（年末年始除く・臨時休館日あり） 
  ♪草津市立南部子育て支援拠点施設「ミナクサ☆ひろば」（西友南草津店２階） 
   （電話・来所）℡０７７－５６２－３７９３／火～日曜日の 9:00～17:00 

（年末年始除く・臨時休館日あり） 
  ♪地域子育て支援センター（認定こども園みのり内） 
   （電話）℡０７７－５６７－８８２０／月～金曜日の 10:00～17:00（電話相談） 
   （来園）第一土曜・第三水曜の 14:00～16:00（予約要、状況により家庭訪問もします） 
                            （祝日、年末年始除く） 
  ♪地域子育て支援センター（くさつ優愛保育園モンチ内） 
   （電話・来所）℡０７７－５３５－６６９４／月～金曜日の 9:30～16:00 
                            （祝日、年末年始除く） 

   ♪笠縫東児童センター（草津市平井二丁目１３－３ あゆみこども園併設） 
   （電話・来所）℡０７７－５６３－９６７０／月～土曜日の 10：00～1７:00 

                             （祝日、年末年始除く） 
 ♪つどいの広場くれよん（草津市追分七丁目１１番１号 長寿の郷ロクハ荘内） 
  （電話・来所）℡０９０－５０１６－２２４７／火～金曜日の 10:00～16:00 

（祝日、年末年始、ロクハ荘休館日除く） 
☆ファミリー･サポート･センター☆ 

 ♪草津市ファミリー･サポート･センター（さわやか保健センター３階） 
℡・FAX ０７７－５６４－７８９５／月～金曜日の 8:30～17:15（祝日、年末年始除く） 
 

 
☆家庭児童相談室☆ 
   家庭児童相談室（さわやか保健センター３階） 

  （電話・来所・家庭訪問） 
  ℡０７７－５６１－２４６０ FAX０７７－５６１－６７８０／月～金曜日の 8:30～17:15 

☆ ひとり親家庭相談☆ 
  子ども家庭・若者課（さわやか保健センター２階） 
  （電話・来所） 
  ℡０７７－５６１－２３６４ FAX０７７－５６１－６７８０／月～金曜日の 8:45～17:15 

☆発達相談・療育☆       
  ♪発達支援センター（渋川福複センター３階） 
  （電話・来所）  
  ℡０７７－５６９－０３５３ FAX０７７－５６６－５１４４／月～金曜日の 8:30～17:15 
  ♪湖の子園（渋川福複センター３階） 
  （電話・来所）  
  ℡０７７－５６９－０３５２ FAX０７７－５８４－５６０９／月～金曜日の 8:30～17:15 

☆ その他、児童相談☆ 
  ♪滋賀県中央子ども家庭相談センター（草津市笠山 7－4－45） 
  （電話・来所） 
  ℡０７７－５６２－１１２１／月～金曜日の 8:30～17:15（来所の場合要予約） 

☆ 子どもへの虐待の通告（連絡）☆ 
♪滋賀県児童虐待ホットライン（24 時間対応） ℡０７７－５６２－８９９６ 
♪児童相談所虐待対応ダイヤル（24 時間対応） ℡１８９（いちはやく） 

     ※全国共通・無料ダイヤル 最寄りの児童相談所につながります 
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