
ショートス
テイ

トワイライ
トステイ

ホームページ 問合番号 預け先
定員

年齢 費用

千代田区 ○ ×

http://www.city.chiyoda.
lg.jp/koho/kosodate/ko
sodate/kosodate/shorts
tay/index.html

03-5298-2424 ◆二葉乳児院（新宿区南元町4） 1名 生後7日目から
小学校就学前
まで

1泊3,000円

中央区 ○ ○

http://www.city.chuo.lg.j
p/kosodate/shien/azuk
eru/shortstay.html

03-3534-2103 ◆二葉乳児院（新宿区南元町4）:生後7日目から2歳
◆東京都石神井学園（練馬区石神井台3-35-23）:2歳から
中学3年生
◆協力家庭（中央区内）：2歳から小学6年生

ショートステイ／各1名
トワイライトステイ／2歳から未就学児
10名、小学生 10名

2歳から小学校
6年生まで

1泊6,000円
（以降１泊ごとに3,000円加算）
トワイライトステイ／１回2,000円

港区 ○ ○

http://minato-
pokke.jimdo.com/%E3%8
1%94%E5%88%A9%E7%94
%A8%E6%A1%88%E5%86%
85/%E3%82%B7%E3%83%

03-6400-0090 ◆みなと子育て応援プラザPokke（ショートステイとトワイラ
イトステイ）
◆麻布乳児院（ショートステイ）

みなと子育て応援プラザPokke／ショー
トステイとトワイライトステイ各10名
麻布乳児院３名

0歳から小学校 2歳以上15歳以下（中学生以
下）

新宿区 ○ ×
http://www.city.shinjuku
.lg.jp/kodomo/file03_02_
00002.html

03-3232-0675 ◆二葉乳児院（新宿区南元町4）:0歳～小学校就学前まで
◆協力家庭:0歳～小学6年生まで

各1名 0歳～小学6年
生まで

１泊3,000円

文京区 ○ ×
http://www.city.bunkyo.l
g.jp/nyuyoujisoutosutei.
html

03-5803-1256 ◆二葉乳児院( 新宿区南元町4) １名 生後7日目から
小学校就学前
の乳幼児

１泊6,000円

台東区 ○ ○

http://www.city.taito.lg.j
p/index/kurashi/kosoda
te/hoikutakuji/ittokihoik
u/kosodatetankishien.ht
ml

03-5824-2535 ◆「ほうらい子育てサポートセンター」
　台東区清川2丁目14番7号　福祉プラザ台東清峰会2階

5名 2歳から小学6
年生まで

1泊6,000円
（以降1泊ごとに3,000円加算 )
トワイライトステイ／１回2,000円

墨田区 ○ ×

http://www.city.sumida.l
g.jp/fukusinohiroba/kod
omonikansuru/kosodate
sien/azukeru/kosodate.
html

03-5630-6351 ◆二葉乳児院( 新宿区南元町4)：生後7日目から2歳
◆京愛育苑向島学園（葛飾区水元三丁目13番8号）
：2歳に達した日から小学校4年生

各１名 生後7日目から
小学４年生まで

1泊5,000円

江東区 ○ ×
https://www.city.koto.lg.
jp/seikatsu/kosodate/4
6141/46175.html

03-3647-4408 ◆社会福祉法人カメリア会　パークサイド亀島
（江東区亀戸３－３６－１３）

3名 ２歳から１２歳
まで

1泊6,000円

江戸川区 ○ ×

http://www.city.edogaw
a.tokyo.jp/kosodate/kos
odate/hoiku/shortstay.h
tml

03-3877-2460 ◆そよ風松島荘（東京都江戸川区松島１-１９-１５） 1名 ２歳〜１２歳 １泊6,000円

品川区 ○ ○

http://www.city.shinaga
wa.tokyo.jp/hp/page000
019100/hpg000019021.h
tm

03-5749-1034 ◆品川区立家庭あんしんセンター(品川区平塚２丁目12番
２号)

5名 1歳6ヶ月以上
12歳以下

１泊6,000円
トワイライトステイ／1回1,200円

目黒区 ○ ×

http://www.city.meguro.
tokyo.jp/kurashi/kosoda
te/hoikushisetsu/kosod
atekatei/kodomoshotos
utei.html

03-5722-9743 ◆目黒若葉寮（東京都目黒区大橋二丁目19番1号） 3歳から12歳以
下

1泊3,000円

大田区 ○ ○

http://www.city.ota.toky
o.jp/seikatsu/kodomo/s
hien/syotosutei.html

03-5753-7830 ◆大田区立ひまわり苑（東京都大田区大森南2-15-18）
◆大田区立コスモス苑（東京都大田区久が原2-3-22）

3〜6名 2歳から15歳
（中学生）まで

1泊6,800円
（以降1泊ごとに3,400円加算）
�トワイライトステイ／1回1,400
円

赤ちゃんショートステイ
http://www.city.setagay
a.lg.jp/kurashi/103/128
/448/d00121161.html

03-5432-2526 ◆日本赤十字社医療センター附属乳児院
（渋谷区広尾4－1－1）

2名 0歳 1日3,000円（1泊6,000円）

子どもショートステイ
http://www.city.setagay
a.lg.jp/kurashi/103/128
/448/d00016096.html

03-5432-2848 ◆福音寮（世田谷区上北沢3丁目1番19号） 5名 1歳以上12歳以
下

1日3,000円（1泊6,000円）
トワイライトステイ／１回1,600円

　渋谷区 ○ ×
http://www.city.shibuya.
tokyo.jp/katei/children/i
kuji/shortstay.html

03-3463-3164 ◆日本赤十字社医療センター附属乳児院（未就学児）
◆協力家庭（2歳～小学校6年生）

2名（協力家庭1名） 小学校6年生ま
で

1泊6,000円（以降1泊ごとに
3,000円加算）

中野 ○ ○

http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/24290
0/d010320.html

03-3228-5612 ◆聖オディリアホーム乳児院：０歳から３歳未満
◆中野区さつき寮 （中野区中央5丁目32番6号 ）：３歳から
15歳以下

聖オディリアホーム乳児院／2名
中野区さつき寮 ／3世帯

ショートステイ
／０歳から15歳
以下
トワイライト／3
歳～小学6年生

さつき寮／1泊5,000円
乳児院／�1泊2,200円
トワイライトステイ／1回2,000
円

杉並区 ○ ×

http://www2.city.sugina
mi.tokyo.jp/guide/guide.
asp?n1=30&n2=400&n3=
730

03-5929-1901 ◆つぼみの寮：2歳未満
◆小百合の寮：2歳以上

3名（0歳から2歳未満）
5名（2歳から12歳）

0歳から12歳まで2歳未満…１泊5,000円（以降１泊
ごとに2,500円加算）
2歳以上…１泊4,300円（以降１泊
ごとに2,150円加算）

豊島区 ○ ×
http://www.city.toshima
.lg.jp/kodomo/hoiku_ser
vice/001996.html

03-3981-2109 ◆東京都石神井学園
◆協力家庭

各1名 2歳以上で12歳
以下

1泊6,000円（以降１泊ごとに3,000
円加算）

北区 ○ ○
http://www.city.kita.tok
yo.jp/misc/jidoukan/j03
1/annai/annai.htm

03-3914-9565  ◆星美ホーム：東京都北区赤羽台4丁目2番14号 5名 １泊2,800円
トワイライトステイ／１回800円

荒川区 ○ ×

http://www.city.arakawa
.tokyo.jp/kosodate/docs
/service/000/000149.ht
ml

03-3802-3111 ◆ハイツ尾竹 3名 2歳から中学3年生まで１泊2,600円

板橋 ○ ○

http://www.city.itabashi.
tokyo.jp/c_kurashi/006/
attached/attach_6672_1.
pdf

03-3579-2656 ◆松葉の園 「子育て支援サービス」 (板橋区氷川町 26-4) 5名 2 歳から 12 歳
まで

１泊2,500円
トワイライトステイ／１回900円

練馬 ○ ○

http://www.city.nerima.t
okyo.jp/kurashi/shussan
/hoiku/shortstay.html

03-3993-8155  ショートステイ
◆陽だまり荘（練馬区豊玉南3丁目32番35号）：満2歳から
12歳（小学生）
◆東京都石神井学園（練馬区石神井台3丁目35番23号）　：
満2歳から17歳
◆聖オディリアホーム乳児院　（中野区上鷺宮5丁目28番28
号）：生後2か月から1歳
トワイライトステイ
◆練馬ぴよぴよ（練馬区豊玉北5丁目18番12号）
◆光が丘ぴよぴよ　（練馬区光が丘2丁目9番6号光が丘区
民センター6階）
◆大泉ぴよぴよ（練馬区東大泉5丁目35番1号）
◆関ぴよぴよ （練馬区関町北1丁目21番15号）
◆陽だまり荘（練馬区豊玉南3丁目32番35号）
◆東京都石神井学園　（練馬区石神井台3丁目35番23号）

東京都石神井学園／定員相談 生後２ヶ月から
１７歳

陽だまり荘・東京都石神井学園
／1泊6,000円（以降1泊ごとに
3,000円加算）
聖オディリアホーム乳児院／1泊
2,200円
トワイライトステイ／１回2,000円

足立 ○ ×

http://www.city.adachi.t
okyo.jp/genki/k-
kyoiku/kosodate/ichiji-
short-stay.html

03-3852-3535 ◆協力家庭：区内14か所、区外5か所
◆クリスマス・ヴィレッジ（足立区西新井本町4丁目13番16
号）

４名（協力家庭1名） 1歳6か月から12歳まで（小学生まで）1泊3,000円
生活保護世帯／1,000円
ひとり親家庭で児童育成手当受
給中の住民税非課税世帯／
1,000円

葛飾区 ○ ○
http://www.city.katsush
ika.lg.jp/26/105/002240.
html

03-3602-1386 ◆希望の家（葛飾区青戸4-14-15） 2歳以上15歳以下（中学生以下）2歳以上15歳以下（中学生以
下）

世田谷区 ○ ○


