2015

全国のショートステイ・トワイライトステイ実施一覧

※＝実施場所

【北海道】
釧路市：子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
※児童養護施設『釧路まりも学園』
函館市：保育・育児支援（ショートステイ・トワイライトステイ）
※さゆり園

※函館国の子寮

※児童養護施設くるみ学園

札幌市：子育て短期支援事業
※札幌乳児院
｛養護施設｝※柏葉荘 ※札幌育児園 ※札幌南藻園 ※興正学園 ※羊ヶ丘養護園
旭川市：短期入所生活援助事業（ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業） 夜間養護等事業（ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ事業）
※旭川育児院 ※旭川隣保会トキワの森
江別市：子育てサービス
＜ショートステイ＞ ※北広島市の天使の園 ※岩見沢市の光が丘学園
＜トワイライトステイ＞ ※児童養護施設（岩見沢市の光が丘学園）
北広島市：ショートステイ事業
※児童養護施設（天使の園）
（ふくじゅ園）
苫小牧市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
七飯町：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※児童養護施設くるみ学園
千歳市：ショートステイ
※児童養護施設「天使の園」 ※児童養護施設「北光社ふくじゅ園」
北斗氏：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設くるみ学園
稚内市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※市が委託する里親等
音更町：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※児童養護施設十勝学園
登別市：こどもショートステイ事業
※児童養護施設わかすぎ学園
伊達市：子どもショートステイ
※児童養護施設わかすぎ学園
室蘭市：こどもショートステイ
※児童養護施設わかすぎ学園
恵庭市：子育て支援短期利用事業（ショートステイ）
※児童養護施設「天使の園」 ※児童養護施設「北光社ふくじゅ園」
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【青森県】
八戸市：子育てショートステイ
※児童養護施設浩々学園

【岩手県】
一関市、平泉町、奥州市、金ヶ崎町の委託
※児童養護施設「一関藤の園」
（ショートステイ・トワイライトステイ）
八幡平市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※和光学園

※児童養護施設青雲荘

※日赤岩手乳児院

※みちのくみどり学園

※善友乳児院

盛岡市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設など
滝沢市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※和光学園

※児童養護施設青雲荘

※日赤岩手乳児院

※みちのくみどり学園

※善友乳児院

紫波町：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※清光学園 ※和光学園

※日赤岩手乳児院

【宮城県】
仙台市：子育て支援ショートステイ
※宮城県済生会乳児院 ※丘の家乳幼児ホーム
※丘の家子どもホーム ※ラ・サール・ホーム ※仙台天使園 ※小百合園

【秋田県】
秋田市：ショートステイ・トワイライトステイ
＜ショート＞※秋田赤十字乳児院 ※感恩講児童保育院 ※聖園天使園 ※秋田わかばハイム
＜トワイライト＞※秋田婦人ホ－ム

※秋田聖徳会若草ハイム

大仙市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※秋田赤十字乳児院 ※県南愛児園「ドリームハウス」 ※聖園天使園
大館市：夜間養護（トワイライトステイ）等事業
※白百合ホーム

※感恩講児童保育院
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【山形県】
山形市：こどもショートステイ・トワイライト事業
※児童養護施設山形学園

※母子生活支援施設むつみハイム

鶴岡市：ショートステイ・トワイライトステイ
※鶴岡乳児院 ※七窪思恩園
三河町：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※鶴岡乳児院 ※七窪思恩園
庄内町：子育てハンドブック（ショートステイ）
※鶴岡乳児院 ※七窪思恩園
寒河江市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※寒河江学園

【福島県】
福島市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※福 島 愛 育 園

※青 葉 学 園

※ア イ リ ス 学 園

【茨城県】
神栖市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設等

【栃木県】
茨木市：子育て短期支援事業
※児童養護施設

【群馬県】
高崎市：ファミリーサポートセンター(ショートステイ・トワイライトステイ)
前橋市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※鐘の鳴る丘少年の家

※地行園

太田市：子育て短期支援事業
※児童養護施設
みどり市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※鐘の鳴る丘少年の家

※桐育乳児園
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【埼玉県】子育て短期支援事業実施市町村一覧
さいたま市：さいたま子育て WEB
＜ショートステイ＞ ※愛泉乳児園
＜トワイライトステイ＞※あおぞらｳｨﾝｸﾙﾑ保育園 ※ｽﾀｰﾁｬｲﾙドみなみ保育園
川越市：子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
※児童養護施設（埼玉育児院）ひまわりルーム
熊谷市：子どものショートステイ
※愛泉乳児園
川口市：子育て短期支援事業
＜ショートステイ＞ ※富士見乳児院 ＜トワイライトステイ＞ ※みどりご園
行田市：ショートステイ事業 トワイライトステイ事業
※児童養護施設「ケヤキホーム」
飯能市：子ども短期入所生活援助（ショートステイ）
※児童養護施設同仁学院
加須市：子どものショートステイ事業 子どものトワイライトステイ事業
※愛泉乳児園 ※愛泉寮
本庄市：子どものショートステイ事業
{乳児園}※:「玉淀園」 {養護施設}※「桑梓」 ※「上里学園」

※「さんあい」 ※「はなこみち」

狭山市：子育て短期支援事業・短期入所生活援助（ショートステイ）
※児童養護施設同仁学院
羽生市：子どものための施設短期利用事業（ショートステイ）
※市内の児童養護施設
深谷市：子どものショートステイ事業
｛乳児園｝※:「玉淀園」 ※愛泉乳児園
｛養護施設｝※「上里学園」 ※「さんあい」

※「愛泉寮」 ※「はなこみち」 ※「雀幸園」

越谷市：子どもショートステイ
※川口乳児院

※富士見乳児院

戸田市：こどもの一時預かり
＜ショートステイ＞ ※市と契約した施設 ＜トワイライトステイ＞ ※社会福祉法人むつみ会
久喜市：子どものショートステイ
※富士見乳児院

※愛泉乳児園

吉川市：子どものショートステイ事業
※市と契約した乳児院
寄居町：子どもショートステイ事業
※康保会玉淀園 ※児童養護施設「さんあい」
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【千葉県】
市川市：子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
※児童養護施設「晴香園」
千葉市：子どもを預けたいとき（ショートステイ・トワイライトステイ）
※こども未来サポートセンターほうゆう
※児童家庭支援センター・ふたば ※児童家庭支援センター旭ヶ丘
船橋市：児童家庭課（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「晴香園」
木更津市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「野の花の家」
松戸市：こどもショートステイ事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「晴香園」
成田市：子どもショートステイ（ショートステイ）
※社会福祉法人大成会 不二学園
習志野市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※ほうゆうベビーホーム（乳児院）
柏市：子ども短期入所（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「晴香園」
流山市：子どもショートステイ（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「晴香園」
我孫子市：子ども短期入所（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「晴香園」
鎌ヶ谷市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※ほうゆうベビーホーム（乳児院）※児童養護施設「晴香園」
浦安市：こどもショートステイ（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「晴香園」
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【東京都】子育て支援情報一覧
千代田区：ショートステイ
※二葉乳児院
中央区：一時的に子どもを預ける（ショートステイ・トワイライトステイ）
※二葉乳児院（ショート）

※石神井学園（トワイライト）※協力家庭

港区：一時預かり一覧（ショートステイ・トワイライトステイ）
※みなと子育て応援プラザ Pokke

※麻布乳児院（ショートのみ）

新宿区：子どもショートステイ
※二葉乳児院 ※協力家庭
文京区：一時的にお子さんを預けたい （ショートステイ）
※二葉乳児院
台東区：子育て短期支援（ショートステイ・トワイライトステイ）
※「ほうらい子育てサポートセンター」
墨田区：こどもショートステイ
※二葉乳児院 ※京愛育苑向島学園
江東区：こどもショートステイ
※社会福祉法人カメリア会 パークサイド亀島
品川区：子ども家庭在宅サービス（ショートステイ・トワイライトステイ）
※品川区立家庭あんしんセンター
目黒区：子どもショートステイ
※目黒若葉寮
大田区：ショートステイ・トワイライトステイ・休日デイサービス
※大田区立ひまわり苑 ※大田区立コスモス苑
世田谷区：短時間・短期間の預かり（ショートステイ・トワイライトステイ）
※日本赤十字社医療センター附属乳児院 ※福音寮
渋谷区：子どもショートステイ
※日本赤十字社医療センター附属乳児院 ※協力家庭
中野区：子どもショートステイ・トワイライトステイ
※聖オディリアホーム乳児院 ※中野区さつき寮
杉並区：子どもショートステイ
※つぼみの寮

※小百合の寮

豊島区：子ども家庭支援センター（ショートステイ）
※石神井学園

※協力家庭

北区：子ども家庭支援センター（ショートステイ・トワイライトステイ）
※星美ホーム
荒川区：ショートステイ事業
※ハイツ尾竹
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板橋区：ショートステイ・トワイライトステイ事業
※まつば園子育て支援サービス
練馬区：保育が必要なとき（ショートステイ・トワイライトステイ）
＜ショート＞※陽だまり荘

※石神井学園 ※聖オディリアホーム乳児院

＜トワイライト＞※練馬ぴよぴよ ※光が丘ぴよぴよ ※大泉ぴよぴよ
※関ぴよぴよ

※陽だまり荘

※石神井学園

足立区：こどもショートステイ（在宅型・施設型）
※協力家庭

※クリスマス・ヴィレッジ

葛飾区：ショートステイ・トワイライトステイ事業
※希望の家
江戸川区：子どもショートステイ事業
※そよ風松島荘
八王子：ショートステイ・トワイライトステイ
※こどものうち八栄寮
立川市：子どもショートステイ事業
※児童養護施設「至誠学園」
武蔵野市：子育てショートステイ
※児童養護施設「のぞみの家」
・
「赤十字子供の家」
三鷹市：子どもショートスティ・緊急一時保育
※児童養護施設朝陽学園
府中市：一時的なお子さんの預かりや育児援助（ショートステイ・トワイライトステイ）
※子ども家庭支援センターしらとり ※高倉保育所
昭島市：ショートステイ・トワイライトステイ
※保健福祉センター「あいぽっく」
（ショート） ※東京都同胞援護会 双葉園（トワイライト）
調布市：子どもの一時預かり
※子ども家庭支援センターすこやか
町田市：ショートステイ（宿泊保育）
・トワイライトステイ（夜間保育）
※子どもショートステイの家「マルガリータ」
小金井市：こどもショートステイ
※児童養護施設朝陽学園
小平市：子どもショートステイ
※東京サレジオ学園
日野市：一時保育・トワイライトステイ・ショートステイ
※至誠学舎立川（ショート） ※地域子ども家庭支援センター多摩平（トワイライト）
東村山市：子どもショートステイ
国分寺市：ショートステイ
※東京サレジオ学園
国立市：子どもショートステイ事業
※ショートステイホーム・おひさま
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狛江市：子どもショートステイ
※児童養護施設 二葉学園
東大和市：子どもショートステイ事業
清瀬市：きよせ子どもショートステイ事業
※児童養護施設「子供の家」 ショートステイ棟「おひさま」
東久留米市：子どもショートステイ
※児童養護施設「子供の家」 ショートステイ棟「おひさま」
多摩市：子どもショートステイ事業
※地域の養育協力家庭宅等
稲城市：子どもショートステイ事業
※調布学園
西東京市：子育て支援ショートステイ事業
※聖ヨゼフホーム
青梅市、羽村市、あきる野市、福生市、瑞穂町、日の出町
※社会福祉法人東京恵明学園（ショートステイ）

【神奈川県】
横浜市：※児童家庭支援センターみなと（ショートステイ・トワイライトステイ）
※もりの郷さと子ども家庭支援センター（ショートステイ・トワイライトステイ）
藤沢市：子どものショートステイ・トワイライトステイ
※聖園子供の家
＜トワイライトのみ＞※長後あかり

※ほっと・すぺーす

茅ヶ崎市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設白十字会林間学校
川崎市：子育て短期利用事業（ショートステイ・デイステイ）
※しゃんぐりらベビーホーム ※至誠館さくら乳児院 ※白山愛児園
相模原市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※市内の乳児院 ※市内の母子生活支援施設 ※市内の児童養護施設
鎌倉市：子どものショートステイ
※アワーキッズ鎌倉 ※齋藤助産院
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【新潟県】
新潟市：子どもショートステイ
※コスモス鐘木保育園

【富山県】
富山市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
＜ショート＞※富山県立乳児院

※富山市立愛育園

※ルンビニ園

＜トワイライト＞※富山市民病院院内保育室 ※富山市立愛育園

※ルンビニ園

【石川県】
・ショートステイ実施施設一覧
（金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、白山市、能美市、野々市市、穴水町）
※こども家庭支援センター金沢
※あすなろ学園

※ななお乳児園 ※児童養護施設育松園 ※伊奈美園

※NPO 法人子ども館 ※聖霊乳児院

・トワイライトステイ実施施設一覧
（金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、野々市市、穴水町）
※こども家庭支援センター金沢

※野町保育園

※ななお乳児園

※児童養護施設育松園 ※伊奈美園 ※あすなろ学園

※NPO 法人子ども館

金沢市：託児 Babysitting Services（ショートステイ・トワイライトステイ）
小松市：ショートステイ（短期宿泊）
・トワイライトステイ（夜間預かり）
穴水町：子育て支援短期事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※あすなろ学園
加賀市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設 伊奈美園 ファミリーステーションいなみえん

【福井県】
福井市：子育て支援短期利用事業 （ショートステイ・トワイライトステイ）
※福井県済生会乳児院

※ふれ愛園

※吉江学園

永平寺町：夜間・短期入所保育事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
大野市：子育て短期支援事業
※児童養護施設「偕生慈童苑」 ※福井県済生会乳児院

2015

全国のショートステイ・トワイライトステイ実施一覧

※＝実施場所

【山梨県】
甲府市：子育て短期支援事業（ショートスティ）
※児童養護施設めだかの学校
甲斐市：子育て短期支援（ショートステイ）
※子育ち発達の里・乳児院 ひまわり

【長野県】
長野市：子育て支援ショートステイ事業
※善光寺大本願寺乳児院 ※三帰寮 ※円福寺愛育園
※恵愛学園 ※松代福祉寮

※更級福祉園

松本市：ショートステイ
※松本赤十字乳児院 ※児童養護施設松本児童園
塩尻市：子育て支援ショートステイ事業
※松本児童園（松本市） ※松本乳児院（松本市）※ねざめ学園（木曽郡上松町）
伊那市：子育て短期支援事業 PDF の 15P（ショートステイ）
※児童養護施設たかやずの里

【岐阜県】
岐阜市：ショートステイ、トワイライトステイ
＜ショート＞※日本児童育成園 ※乳児院乳幼児ホーム まりあ
＜トワイライト＞※日本児童育成園 ※母子生活支援施設（きーとす岐阜）
揖斐郡大野町：大野慈童園（ショートステイ・トワイライトステイ）
高山市：子育て短期支援（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「夕陽ケ丘」
山県市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設「若松学園」
本巣市：子育て短期支援事業
※児童養護施設「誠心寮」
坂祝町：子育て短期支援事業
※日本児童育成園

※合掌苑

※美谷学園

※桜学館

瑞穂市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設 誠心寮 ※日本児童育成園 ※乳児院乳幼児ホーム まりあ
恵那市：子育て支援短期利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設
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【静岡県】
静岡市：子育てショートステイ
※児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設）
袋井市: 子育て短期支援事業(ショートステイ)
※まきばの家
富士市：子育てガイド（ＰＤＦの 20 ページ・子育て短期支援事業のショートステイ）
※市内の児童養護施設・乳児院

【愛知県】
豊橋：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※豊橋ひかり乳児院 ※豊橋若草育成園 ※豊橋平安寮
新城市：※子育て支援短期利用事業施設 CLAM の家
碧南市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
東浦町：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※児童福祉施設
武豊町：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※児童福祉施設

【三重県】
志摩市： 子育て短期支援事業
※児童養護施設 精華学院
※母子生活支援施設 サラナ
朝日町：子育て短期支援（ショートステイ）
※乳児院・児童養護施設エスペランス四日市

※児童養護施設エスペランス桑名

【滋賀県】
野洲市：短期入所生活援助事業・夜間養護等事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設 守山学園
草津市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※児童養護施設や 24 時間対応保育施設
野州市：短期入所生活援助・夜間養護（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設 守山学園
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【京都府】
京都市：子育て支援 短期利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※養護施設、乳児院
山科区：ショートステイ・トワイライトステイ事業
※児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設
舞鶴市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※社会福祉法人 舞鶴学園 ※社会福祉法人 舞鶴双葉寮
長岡京市：子どものショートステイ・トワイライトステイ
※社会福祉法人大阪水上隣保館 児童養護施設 遥学園
亀岡市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設青葉学園
木津川市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設・乳児院「京都大和（だいわ）の家」

【大阪府】
堺市：短期入所生活援助事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
｛児童養護施設｝※愛育社

※泉ヶ丘学院 ※清心寮 ※東光学園

※母子生活支援施設ハピネス・ハーク
寝屋川市：子どもを預かってほしいとき（ショートステイ・トワイライトステイ）
※救世軍希望館 ※八尾母子ホーム ※大阪水上隣保館（養護施設遙学園）
※大阪水上隣保館（乳児院）
東大阪市：ショートステイ・トワイライトステイ
※児童養護施設公徳学園 ※児童養護施設若江学院
＜ショート＞｛児童養護施設｝※生駒学園 ※花園精舎 ※乳児院ガーデンエル・ガーデンロイ
柏原市：ショートステイ・トワイライトステイ
※児童養護施設 武田塾 ※児童養護施設南河学園
和泉市：ショートステイ・トワイライトステイ
※信太学園
＜ショートのみ＞※女子慈教寮 ※和泉乳児院・幼児院

※八尾母子ホーム

吹田市：子育て支援短期利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※大阪西本願寺常照園（児童養護施設） ※松柏学園（児童養護施設） ※大阪水上隣保館乳児院
島本町：一時保育・休日保育（ショートステイ・トワイライトステイ）
※大阪水上隣保館（養護施設遙学園）
枚方市：ショートステイ・トワイライトステイ
※大阪水上隣保館（養護施設遙学園）
高槻市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※大阪水上隣保館（養護施設遙学園）
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箕面市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※救世軍希望館 ※大阪西本願寺常照園（児童養護施設）
＜ショート＞※大阪水上隣保館（養護施設遙学園）

※大阪乳児院 ※大阪水上隣保館 乳児院

八尾市：一時的な預かりサービス（ショートステイ・トワイライトステイ）
＜ショート＞※八尾母子ホーム

{児童養護施設}※生駒学園

※武田塾 ※南河学園

＜トワイライト＞※八尾母子ホーム
大東市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※公徳学園（児童養護施設）※児童養護施設生駒学園
※八尾母子ホーム
四條畷市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設南河学園
泉大津市：子育て短期支援事業(ショートステイ)

子育て短期支援事業(トワイライトステイ)

＜ショート＞※和泉乳児院・幼児院 ※助松寮 ※女子慈教寮

※信太学園

＜トワイライト＞※和泉幼児院 ※信太学園
熊取町：子育て支援短期利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
｛児童養護施設｝※三ケ山学園

※和泉乳児院

※岸和田学園

岸和田市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設等

【兵庫県】
姫路市： 子育て短期支援事業(ショートステイ)
※乳児ホームるり ※ピューパホール ※アメニティホーム広畑学園

※児童ホーム東光園

※パルコミュニティハウス信和学園 ※二葉園 ※アメニティホーム光都学園

【奈良県】
奈良市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童福祉施設
橿原市：ショートステイ・トワイライトステイ
※児童福祉施設
大和郡山市：子育て短期支援利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設
大和高田市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童福祉施設等

全国のショートステイ・トワイライトステイ実施一覧

2015
※＝実施場所

【和歌山県】
田辺市：子育て短期支援事業 ショートステイ
＜ショート＞※和歌山乳児院

トワイライトステイ

＜トワイライト＞※ひまわり寮 ※くすのき ※紀南学園

岩出町：子育て短期支援利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※和歌山乳児院 ※こばと学園 ※丹生学園 ※旭学園
白浜町：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※ひまわり寮 ※和歌山乳児院 ※白浜なぎさホーム
かつらぎ町：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

【鳥取県】
鳥取市：ショートステイ、トワイライトステイ
岩美町：ショートステイ、トワイライトステイ（子育て短期支援事業）
※鳥取子ども学園

【島根県】
出雲市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※さとがた保育園 ※ＣＳいずも児童デイサービス・ＣＳいずも第２児童デイサービス

【岡山県】
津山市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
{児童養護施設}※わかば園 ※立正青葉学園 ※津山二葉園
岡山市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※旭川乳児院 ※若松園

※岡山聖園子供の家 ※南野育成園

※新天地育児院 ※善隣館

【広島県】
広島市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
＜ショート＞※広島乳児院・広島修道院 ※似島学園 ※八幡学園
＜トワイライト＞※広島修道院 ※八幡学園
東広島市：短期入所生活援助・夜間養護（ショートステイ・トワイライトステイ）
※実施施設
呉市：くれ子育てねっと（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設 救世軍愛光園 ※児童養護施設 仁風園
※母子生活支援施設 嶺南荘 ※児童養護施設 救世軍豊浜学寮
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【山口県】
下 松 市 、岩 国 市 、光 市 、柳 井 市 周南市、周 防 大 島 町、和 木 町、上 関 町、
田 布 施 町 町、平 生 町
※児童養護施設 共楽養育園（ショートステイ、トワイライトステイ、休日預かり事業）
長門市：子ども未来室（ショートステイ・トワイライトステイ）
※俵山湯の家
下関市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※下関大平学園 ※なかべ学院
山陽小野田市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養育施設等

【徳島県】とくしまはぐくみネット（子育て短期支援事業）
＜ショートステイ・トワイライトステイ＞
※阿波国慈恵院（徳島市）※徳島児童ホーム（徳島市）※常楽園（徳島市）
※鳴門子ども学園（鳴門市）※たちばな学苑（阿南市）※宝田寮（阿南市）
※加茂愛育園（三好郡東みよし町）徳島赤十字乳児院（小松島市）

【香川県】
高松市：児童の短期預かり（ショートステイ・トワイライトステイ）
※社会福祉法人讃岐学園
東かがわ市：短期入所援助事業・夜間養護等事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

【愛媛県】
松山市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設

【高知県】
高知市：子育て短期支援事業
＜ショート＞※高知聖園ベビーホーム ※高知聖園天使園 ※児童養護施設子供の家
※愛仁園 ※南海少年寮 ※母子生活支援施設ちぐさ ※博愛園 ※さくら園
＜トワイライト＞※母子生活支援施設ちぐさ
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【福岡県】
久留米市：いろいろな預かり
＜ショート＞※福岡乳児院

※洗心寮 ※久留米天使園 ※清心慈愛園

＜トワイライト＞※久留米天使園 ※清心慈愛園
宮若市：子育てサポート情報（ショートステイ・トワイライトステイ）
※報恩母の家（岡垣町） ※鞍手乳児院（鞍手町）
北九州市：子どもショートステイ事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※門司ヶ関学園
※暁の鐘学園

※天使育児園

※双葉学園

※若松児童ホーム

※聖小崎ホーム ※北九州乳児院

【佐賀県】
多久市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※みどり園

※佐賀清光園

※聖華園

【長崎県】
長崎市：子育て応援情報サイト「イーカオ」
（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設明星園 ※浦上養育院 ※マリア園（南山手町） ※西山台保育園
大村市：子育て短期支援事業（ショートステイ）子育て短期支援事業（トワイライトステイ）
※社会福祉法人光と緑の園
佐世保市：一時保育（ショートステイ・トワイライトステイ）
＜ショート＞※児童養護施設若竹の家

※児童養護施設清風園

※社会福祉法人光と緑の園

＜トワイライト＞※児童養護施設若竹の家 ※児童養護施設清風園

【熊本県】
熊本市：ショートステイ、トワイライトステイ等事業
※施設
八代市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※八代乳児院

※八代ナザレ園

宇城市：子育て支援短期利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※八代乳児院

※八代ナザレ園

合志市：家庭での子育てが困難なとき
※養護施設など

※みどり園
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【大分県】
宇佐市：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童家庭支援センター「和」 ※乳児院 栄光園 ※聖ヨゼフ寮

【宮崎県】
宮崎市：子育てナビ（ショートステイ）
※児童福祉施設
延岡市：子どもを預けたいとき（ショートステイ・トワイライトステイ）
※みどり学園
河南町：子育て支援短期利用事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※社会福祉法人金鈴学園

※小規模児童養護施設じゅうじの家

門川町：子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
※児童養護施設

【鹿児島県】
霧島市：子育て短期支援事業（ショートステイ）
※若葉学園 ※鹿児島乳児院

【沖縄県】
那覇市：※那覇市母子生活支援センターさくら(ショートステイ)
※はるはうす子育て支援センター(ショートステイ)
名護市：※児童家庭支援センターなごみ(ショートステイ)

