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子育てサポート 

 

☆豊川市の保育園 
保育園は厚生労働省の管轄で、入所するには 

保護者の就労・病気・出産等の要件が必要です。 

園 名 所 在 地 電 話 番 号 小学校区 設置・経営主体 

国府 国府町的場 15―1 87-2209 国府 豊川市 

牛久保 塔ノ木町1丁目45―1 86-3247 天王 豊川市 

下長山 弥生町 1 丁目 13 86-3447 牛久保 豊川市 

御油 御油町河原畑 26―25 87-2068 御油 豊川市 

睦美 三谷原町村前 16 86-3491 東部 豊川市 

八南 野口町花ノ木 40 86-2013 八南 豊川市 

為当 為当町寺下 28―3 75-3082 国府 豊川市 

御油第二 御油町東沢 35 88-2626 御油 豊川市 

一宮 一宮町栄 3 93-4615 一宮西部 豊川市 

大和 豊津町割田 56 93-4625 一宮南部 豊川市 

金沢 金沢町金山 3―1 93-4624 一宮南部 豊川市 

一宮東部 上長山町宝川 1 93-4622 一宮東部 豊川市 

東上 東上町井谷沢 83 93-4733 一宮東部 豊川市 

大木 大木町荒屋 435 93-2013 一宮西部 豊川市 

音羽 長沢町向谷９３－１ 8０-1610 長沢・赤坂 豊川市 
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子育てサポート 

 

園 名 所 在 地 電 話 番 号 小学校区 設置・経営主体 

萩 萩町岩田 16―1 88-2591 萩 豊川市 

赤坂台 赤坂台 1614 88-2755 赤坂 豊川市 

御津西部 御津町大草大森 96 75-5710 御津南部 豊川市 

御津南部 御津町御馬西 16 75-3570 御津南部 豊川市 

御津北部 御津町広石神子田 3―1 75-2014 御津北部 豊川市 

小坂井東 宿町光道寺 41 72-4326 小坂井東 豊川市 

小坂井中 小坂井町野地 17 72-2629 小坂井西 豊川市 

小坂井北 伊奈町南山新田 144―1 72-4921 小坂井東 豊川市 

諏訪 諏訪 3 丁目 118 86-4813 代田 福）豊川市保育協会 

桜町 蔵子 2 丁目 7―26 86-2350 桜町 福）豊川市保育協会 

千両 千両町小路 8―3 83-0103 千両 福）豊川市保育協会 

麻生田 麻生田町寺前 10 86-5644 東部 福）豊川市保育協会 

三上 三上町天神前 14―3 86-6631 東部 福）豊川市保育協会 

平尾 平尾町上貝津 66―1 87-4012 平尾 福）豊川市保育協会 

中部 新道町 2 丁目 60 85-2256 中部 福）豊川市保育協会 

豊川北部 大堀町 300 84-3311 豊 福）豊川市保育協会 

代田 代田町１丁目 20-5 84-3610 代田 福）豊川市保育協会 
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子育てサポート 

園   名 所    在    地 電 話 番 号 小学校区 設置・経営主体 

三蔵子 三蔵子町西浦 76 86-6253 三蔵子 福）豊川市保育協会 

天王 中条町広口 16―1 84-5656 天王 福）豊川市保育協会 

八幡 八幡町弥五郎 96 84-8626 八南 福）豊川市保育協会 

豊川 大崎町下金居場 55 86-0221 三蔵子 福）若竹荘 

みどり 金屋西町 3 丁目 18 86-3728 金屋 福）緑福祉会 

光輝 光輝町 2 丁目 45―3 85-1312 牛久保 福）光輝会 

さくら 光明町１丁目 37－１ 86-6161 中部 福）桜福祉会 

ひかり 金屋本町 2 丁目 54 84-3599 金屋 福）久昌会 

みと 御津町西方松本 89 76-2078 御津南部 福）童和福祉会 

菊 御津町下佐脇北浦 20―5 76-2730 御津南部 福）応山会 

アオイ 伊奈町縫殿 60―1 78-2722 小坂井西 福）葵福祉会 

桃里 小坂井町北浦 49 78-2885 小坂井東 福）桃里福祉会 

恵の実 市田町原山 97・98 65-9803 八南 福）恵の実 

たんぽぽ 金屋本町４丁目６８ 56-3090 金屋 福）久昌会 

さつき 八幡町亀ケ坪 6０ 82-2610 八南・国府 福）昇人会 

※保育園への入所は保育課へお問い合わせください。 

※加配保育、時間外保育、休日保育、一時預かり、病

児・病後児保育の実施については 3６～39 ページ

をご覧ください。     

＜問合せ＞保育課 89-2274 
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子育てサポート 

 

☆豊川市の認定こども園 
認定こども園は幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ 

  持つ施設です。豊川市には幼保連携型認定こども園 

があります。 

 

園 名 所 在 地 電 話 番 号 

認定こども園豊川東幼稚園 末広通 3-29 86-2607 

美園こども園 美園２丁目 11-37 72-2846 

 

☆小規模保育事業所 

 

園 名 所 在 地 電 話 番 号 小 学 校 区 設 置 ・ 経 営 主 体 

たいよう 市田町中ノ島 90－1 75－6751 八南 有）ミノルカ自動車 

つぼみ 中央通 5 丁目 30－3 56－7888 金屋 福）緑福祉会 

あおぞら 野口町道下８２－1 85―6060 八南・代田 一社）あおぞら 

おひさま

キラリ 
千歳通４丁目４－１ 56－2377 牛久保 福）光輝会 

             ※３歳未満児が対象です。 

 

☆加配保育 
集団保育が可能な３歳児（年少）から５歳児（年長）

を対象に加配保育を実施しています。 

実施園 

牛久保、下長山、睦美、八南、為当、御油第二、一宮、 

大和、一宮東部、大木、音羽、萩、赤坂台、御津西部、 

御津北部、小坂井東、小坂井中、桜町、千両、平尾、中部、

豊川北部、代田、三蔵子、ひかり、アオイ、豊川東 
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子育てサポート 

 

☆時間外保育 
原則的な保育時間を超えて保育を必要とする 

お子さんのための保育を実施しています。 

 

園     名 時間外保育時間 

国府、一宮、一宮東部、赤坂台 

御津南部、小坂井北、諏訪、麻生田、 

中部、天王、八幡、豊川 

みどり、光輝、さくら、ひかり、さつき 

 

平日 
7：30～  8：00 

16：00～19：30 

土曜日 

7：30～  8：00 

12：00～14：00 

(さつき)12:00∼18:00 

牛久保、下長山、御油、睦美、八南 

為当、御油第二、大和、金沢、東上 

大木、音羽、萩、御津西部 

御津北部、小坂井東、小坂井中、桜町 

千両、三上、平尾、豊川北部、代田 

三蔵子、みと、菊、アオイ、桃里 

恵の実、たんぽぽ、たいよう、つぼみ 

あおぞら、おひさまキラリ 

豊川東幼稚園、美園こども園 

平日 

7：30～  8：00 

16：00～18：00 

(たんぽぽ)16:00―18:30 

土曜日 

7：30～  8：00 

12：00～14：00 

 

 

★時間外保育を利用する場合は、別途時間外保育料等が

必要となります。詳しくは、各園（33～3６ページ）又

は保育課（89-2274）へお問い合わせください。 
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子育てサポート 

 

☆休日保育 
日曜日や祝日等（12/29～1/3 を除く）において、

保育を必要とするお子さんを保育します。ただし、

利用できるのは、豊川市内の保育園に現に入園して

おり、保護者のいずれもが、日曜日や祝日に働いて

いる等により保育を必要とするお子さんのみです。

保育課（89-2274）へ事前登録が必要です。 

 

園 名 ひかり保育園 （84-3599） 

保 育 日 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 

保 育 時 間 8：30～18：00 

 

 

☆一時預かり 
保護者の労働、病気などにより家庭における保育が

継続的または、緊急・一時的に困難となる場合に一

時的に、小学校就学前のお子さんをお預かりする 

事業です。 

 

実施園 
牛久保、御油、金沢、音羽、御津西部、小坂井北、 

諏訪、八幡、豊川、光輝、ひかり、恵の実 

保育時間 
平 日： 8：30～16：00 

土曜日： 8：30～12：00 
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子育てサポート 

 

☆病児・病後児保育 
病気または病気の回復期にあり、保護者の勤務の都

合や病気、冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない理由

により家庭で保育ができない生後４か月から小学３

年生までのお子さんを保育します。保育課への事前

登録が必要です。 

 

実施施設 イルカルーム（可知病院） 

保育時間 

平 日： 9：00～17：00 

（18：30 まで延長あり、ただし火曜日は 17：30 まで） 

土曜日： 9：00～12：30 

 

＜問合せ＞イルカルーム 88-3177 

        保育課 89-2274 

 

☆ミニ体験 

 
これからお子さんを保育園、こども園等に預けようか

と思っている方は、ミニ体験を利用してみてはどうで

すか。市内の保育園、こども園等でミニ体験を実施し

ています。 

詳しい日程や内容は、各保育園のＨＰをご覧いただく

か、直接保育園へお問い合わせください。（子育て支

援センターのＨＰにも掲載中です。） 

 

☆育児休業明け保育所等入所予約制度 
 育児休業の期間を終了し、育児休業前の仕事に復帰す

る場合の予約制度があります。（但し要件あり） 
詳しくは保育課へお問い合わせください。 
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子育てサポート 

 

 

☆豊川市の幼稚園 

幼稚園は文部科学省の管轄で入園要件等はありませ  

  んが、原則として３歳からのお子さんを預かる施設 

です。 

 

園 名 所 在 地 電 話 番 号 

愛知双葉幼稚園 下野川町 2-10 86-5406 

光明寺幼稚園 西豊町 1-69 86-2879 

西明寺幼稚園 八幡町寺前 1 番地 87-2661 

豊川幼稚園 幸町 124 86-2514 

花井幼稚園 新宿町 1 丁目 95-3 86-4416 

 

入園については、直接各園へお問い合わせください。 

 

 

☆企業主導型保育事業所 

 

施 設 名 所 在 地 電話番号 

しおざき保育園 蔵子６丁目 11-28 86-5511 

にじこども園みやび 八幡町弥五郎 143 95-0300 
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子育てサポート 

 

☆認可外保育施設（託児所） 
豊川市内の認可外保育施設(一般利用できる施設のみ)は

以下のとおりです。利用料金等詳細については各施設へ 

お問い合わせください。     （令和４年 4 月 1 日現在） 

施 設 名 所 在 地 電話番号 

チャイルドハウス ゆうゆ 美幸町 2 丁目 59－2 84-4062 

ちびっこハウス 三和 山道町 2 丁目 56 86-7988 

ワンダフルワールド 

 インターナショナルスクール 

３歳未満児 ナーサリー 

御津町赤根水神 14 74-7611 

ワンダフルワールド 

 インターナショナルスクール 

３歳以上児 プリスクール 

御津町大草西浜 5－４ 74-4519 

ESCOLA INFANTIL BELAS ARTES 蔵子 6 丁目 6－6 080-7027-1091 

みそのキッズルーム 金沢町弁天下 38-3 65-8083 

ヤクルト稲荷 保育ルーム 豊栄町 7-1 0532-31-8960 

ヤクルト豊川みなみ保育ルーム 堺町 2-27 0532-31-8960 

さわ助産院 

虹色保育園「Ｌeｉ」 
伊奈町出口 40-1 78-5173 

上記の施設は、児童福祉法第 59 条の 2 第 1 項の規

定に基づく設置届を愛知県知事に提出している施設で

す。なお、「認可外保育施設」とは、乳幼児を保育す

ることを目的とした施設であり、愛知県知事の認可を

うけていない施設を総称したものです。 
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子育てサポート 

 

☆豊川市ファミリー・サポート・センター 

 
豊川市ファミリー・サポート・センターとは、「育

児の応援をして欲しい方」（依頼会員）と、「育児

の応援をしたい方」（援助会員）が、会員となって、

お互いに助け合いながら活動する組織です。 

会員を随時募集しています。お気軽にご相談くだ

さい。 

 

＜センターのしくみ＞ 

 

 

＜問合せ＞豊川市ファミリー・サポート・センター 

                           86-5040 
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子育てサポート 

 

☆産後ケア事業 
  市が指定する産科機関や助産所で、育児のサポ

ートや、こころとからだのケアが受けられます。

産後６か月未満の間に合わせて７日間利用で

き、宿泊型とデイサービス型アウトリーチ型

（自宅訪問型）が選べます。（費用の自己負担

あり） 
 

●対 象  豊川市に住民票がある生後６か月未満

の赤ちゃんとママで以下に該当する方 

・授乳や赤ちゃんの接し方に不安がある 

・産後の体調に不安がある 

・出産後身内等から十分な支援を受けられない 

※医療行為の必要な方は利用できません 

＜問合せ＞保健センター 妊産婦保健係 

       95-4652 
 

 

☆産前・産後ヘルパー利用費補助事業 
妊娠中又は産後の母親の負担を軽減し、安心した

子育てを支援する制度です。家事支援等のヘルパ

ーを利用した際、１日２時間以内で、４５日を限

度とし、１時間の利用費につき、３５０円を補助

するものです。 

 

●対 象  母子手帳の交付を受けている妊婦、ま

た産後４か月未満の産婦（多胎出産の

場合、産後８か月未満の産婦）で、身

内等から十分な支援が受けられない方 

 



 

 

44 

 

子育てサポート 

 

●援助内容 食事の支度及び片付け買い物、衣類の洗

濯及び補修、居室の掃除及び整理整頓、

沐浴の準備及び片付け、育児。 

（お母さんと一緒に行います。） 

※利用を希望される場合は、事前に保健センターへの

申請が必要です。 

＜問合せ＞保健センター 妊産婦保健係 

       95-4652 
 

☆子育て支援事業（ホームヘルパー派遣） 
子育て中の家庭が、安心してゆとりをもって子ど

もを養育できるようホームヘルパーを派遣して

子どもの養護や家事等の援助をします。 

●対象者  市内在住で乳幼児及び小学３年生まで

の児童を養育している方で、保護者の

一時的な病気・ケガ等で子育てに支障

がでている時 

●利用時間 8：00～17：15 

＜問合せ＞社協ヘルパーステーション 88-7287 

  豊川市社会福祉協議会 83-5211 

 

☆コープあいち くらしたすけあいの会 
病気やケガ、産前・産後などで家事ができない方

への食事作り、買い物、掃除、洗濯などの家事援

助などを行っています。 

●利用時間 9：00～17：00 

●対象者  会員になる必要があります。 

      年会費１口１,０００円（１口以上） 

＜問合せ＞生活協同組合 有償家事援助サービス 

            090-9172-0477 
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子育てサポート 

とよかわ子育てネットＨＰ 

 

☆はんず（家事サポート） 

産前産後・乳幼児を子育て中の家庭に、先輩ママス

タッフたちの手で個別の支援をお届けします。「困

った！」「どうしたらいいの？」という方は、ご相

談ください。 

●利用時間 ご相談ください 

●料 金  平日    ５００円/３０分 

      土日・祝日 ６００円/３０分 

      ＋交通費 1 回２００円 

●受付時間 10：00～1５：00 

※詳しくは、とよかわ子育てネットのＨＰ内 

 「家事サポートはんず」のページをご覧ください。 

 

＜問合せ＞ 

（特非）とよかわ子育てネット 

080-5291-9273 

 

 

☆おんぶぎつね こん（託児） 
●会 場 安全な室内にて、託児します 

●日 時 月～金曜日 10：00～15：00 

●託児スタッフ 子ども１名につきスタッフ１名 

●料 金 登録料 ２００円（初回のみ） 

   託児  ５００円/３０分 

※詳しくは、とよかわ子育てネットのＨＰ内 

 「おんぶきつねこん」のページをご覧ください。 

 

＜問合せ＞ 

（特非）とよかわ子育てネット 

080-5291-9273 
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子育てサポート 

 

☆赤ちゃんの駅 
 

豊川市内の公共施設や民間施設で、 

右のマークの表示がある施設では、 

どなたでも授乳やおむつ替えが 

できるスペースを提供しています。 

お気軽にご利用ください。 

 

＜問合せ＞子育て支援課 89-2133 

 

 

☆子育て短期支援事業 
保護者が一時的な傷病、冠婚葬祭、出張などによ

り児童の養育が困難な場合、または仕事などが夜

間にわたり養育が困難な場合などに児童の養育・

保護を行っています。 

費用は、所得などの負担能力に応じて徴収します。 

●短期入所（ショートステイ事業） 

   利用期間 原則として７日以内 

   利用施設 養護施設、乳児院、 

母子生活支援施設 

 

 

 

＜問合せ＞子育て支援課 89-2133 
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子育てサポート 

 

☆発達に心配のある児童へのサービス 
 

豊川市では、発達に心配のある児童の健やかな発

育を目指して、次の事業を行っています。 

 

 

●児童発達支援 

未就学の児童に、日常生活における基本的な動

作や集団生活に慣れるための練習をします。 

 

●放課後等デイサービス 

就学中の児童に、日常生活における動作や集団

生活の練習をします。 

 

 

サービス提供事業所、費用等詳しいことは福祉課

障害福祉係へお問い合わせください。 

 

 

＜問合せ＞福祉課障害福祉係 89-2159 

     児童発達相談センター 56-8733 

    （相談事業、単独通所事業） 
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子育てサポート 

☆放課後児童クラブ 

就労などの理由により、昼間、自宅に保護者がい

ない児童のために、適切な遊びや生活の場を提供

し、健全な育成を図ることを目的としています。 

●児童クラブ一覧     （令和 4 年４月１日現在） 

児童クラブ名 開設場所 電話番号 

豊川第１児童クラブ 豊川小学校内 090-5459-0290 

豊川第２児童クラブ 豊川小学校内 090-8340-2984 

東部第１児童クラブ 東部小学校内 090-7852-9468 

東部第２児童クラブ 東部小学校内 080-4180-0158 

桜木第１児童クラブ さくらぎ児童館内 090-5458-6286 

桜木第２児童クラブ 桜木小学校内 090-7693-9719 

三蔵子第１児童クラブ さんぞうご児童館内 090-5458-5399 

三蔵子第 2 児童クラブ ほんのふれあいホール 090-5876-4082 

三蔵子第 3 児童クラブ ほんのふれあいホール 090-8340-2185 

千両児童クラブ 千両小学校内 090-5855-4355 

牛久保第１児童クラブ うしくぼ児童館内 090-5459-3094 

牛久保第 2 児童クラブ 牛久保小学校内 080-1614-0385 

中部第１児童クラブ 中部小学校敷地内 090-7435-4623 

中部第 2 児童クラブ 中部小学校隣地 090-7303-4866 

中部第 3 児童クラブ 中部小学校隣地 080-4054-0153 

八南第１児童クラブ はちなん児童館内 090-5030-7958 

八南第２児童クラブ はちなん児童館内 080-2638-6112 

八南第 3 児童クラブ 八南小学校内 080-1612-9898 
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児童クラブ名 開設場所 電話番号 

平尾第 1 児童クラブ 平尾小学校内 090-5853-8723 

平尾第２児童クラブ 平尾町公民館内 070-1584-2605 

国府第１児童クラブ 西部地域福祉センター内 090-5452-2914 

国府第 2 児童クラブ 西部地域福祉センター内 080-1614-0451 

国府第 3 児童クラブ 西部地域福祉センター内 080-4293-0427 

桜町第１児童クラブ 桜町小学校内 090-5458-4078 

桜町第２児童クラブ 桜町小学校内 090-8340-3114 

御油第１児童クラブ ごゆ児童館内 090-5031-9326 

御油第２児童クラブ 御油保育園内 080-4054-0196 

天王児童クラブ 天王小学校内 090-5851-5925 

代田第１児童クラブ 代田小学校内 090-7854-4744 

代田第２児童クラブ 代田小学校内 080-2657-0100 

代田第３児童クラブ 代田小学校内 080-4054-0271 

金屋児童クラブ 金屋小学校内 090-7852-5765 

豊第１児童クラブ 豊小学校内 090-5030-7674 

豊第 2 児童クラブ 豊小学校内 080-1614-0463 

一宮東部児童クラブ 一宮東部小学校内 090-7047-6098 

一宮南部児童クラブ 一宮南部小学校内 090-2266-4933 

萩児童クラブ 萩小学校内 080-1614-0474 

長沢児童クラブ 長沢小学校内 090-2266-4712 

赤坂児童クラブ 赤坂小学校内 090-7611-7526 

御津北部児童クラブ ひろいし児童館内 090-7047-6172 

 ＜問合せ＞子育て支援課（児童クラブ担当） ９５－０２５０ 
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子育てサポート 

 

●保護者会運営児童クラブ一覧（令和４年４月１日現在） 

児童クラブ名 開設場所 電話番号 

もちの木児童クラブ 一宮西部小学校内専用室 0533-93-7436 

第２もちの木児童クラブ 一宮西部小学校内専用室 0533-93-7436 

すきっぷクラブ第１ 御津南部小学校内専用室 0533-75-2286 

すきっぷクラブ第２ 御津南部小学校内専用室 0533-75-2286 

学童保育小坂井 

フレンドクラブ 

小坂井東保育園北側専用室 

（小坂井東小校区） 

0533-78-3190 

学童保育小坂井 

フラップクラブあお 

小坂井東小学校内専用室 

（小坂井東小校区） 

0533-72-5045 

学童保育小坂井 

フラップクラブにじ 

小坂井東小学校内専用室 

（小坂井東小校区） 

0533-72-5022 

学童保育小坂井 

キッズクラブ 

南山グラウンド内専用室 

（小坂井西小校区） 

0533-72-6387 

学童保育 

さくらくらぶ 

小坂井中央公園東側専用室 

（小坂井西小校区） 

0533-56-8938 

学童保育 

つばめくらぶ 

南山グラウンド西側専用室 

（小坂井西小校区） 

0533-95-5440 

 

＜問合せ＞ 各クラブへお問い合わせください。 
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☆ひとり親支援 
ひとり親家庭等を支援するための色々な扶助制度が

あります。 

●児童扶養手当 

この手当はひとり親家庭等の生活の安定と児童

の健全育成のために支給されます。 

●愛知県遺児手当 

●豊川市遺児の育成をはかる手当 

●母子家庭等医療費の助成 

 

＜問合せ＞子育て支援課 89-2133  

保険年金課 89-2135 

 

☆子ども食堂 
 子どもが地域の人たちと一緒に食事や交流をし、安心 

して過ごすことができる居場所を提供しています。 

＜問合せ＞子育て支援課 89-2133 

活動名称 開催場所 連絡先 

みんなの食堂 
豊地区市民館（東豊町） 

0533-84-5678 
ワーカーズコープ愛知三河事務所 

ひまわりキッチン 諏訪神社（諏訪西町） 090-8158-2951 

ひまわりキッチン 牛久保公民館（牛久保町） 090-8158-2951 

ひまわりキッチン 御油生涯学習センター(御油町) 090-8158-2951 

はらぺこ食堂 お好みダイニング ichi（金屋橋町） 0533-89-5001 

（株）豊成 子ども食堂 ソリーソカフェ(中央通り) 0533-95-3478 

子ども食堂＆（あんど） ちな舎（ちなや）(高見町) 090-4446-0980 

だれでも食堂 三輪舎（西香ノ木町） 0533-89-1224 

子ども食堂わっしょい！ 
コミュニティセンター国府市民館 

2F（国府町） 
090-9023-9941 


