
（８）児童厚生施設（児童福祉法第４０条）

　　　施　　設　　名 所 　在 　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体 認可年月日 備　考

 平井児童館
 〒640-8442
 和歌山市平井72-1
（平井ふれあいセンター内）

 073-453-9075
 073-453-9075

和歌山市  昭和56. 5. 1

 杭の瀬児童館
 〒641-0001
 和歌山市杭ノ瀬77-10
（杭ノ瀬児童・地区福祉センター内）

 073-471-9785
 073-471-9785

和歌山市  昭和57. 6. 1

 芦原児童館
 〒640-8124
 和歌山市雄松町5-2-1

 073-436-1099
 073-436-1099

和歌山市  昭和58. 4. 1

 善明寺児童館
 〒640-8471
 和歌山市善明寺390-1

 073-451-7989
 073-451-7989

和歌山市  昭和59. 5. 1

 鳴神児童館
 〒640-8303
 和歌山市鳴神966-1

 073-473-6021
 073-473-6021

和歌山市  昭和61. 5. 1

 岩橋児童館
 〒640-8301
 和歌山市岩橋1329-5

 073-472-2995
 073-472-2995

和歌山市  昭和61. 5. 1

 本渡児童館
 〒640-0324
 和歌山市本渡435-1

 073-479-0510
 073-479-0510

和歌山市  昭和62.10. 1

 木ノ本児童館
 〒640-8453
 和歌山市木ノ本728-1

 073-455-7062
 073-455-7062

和歌山市  昭和62.10. 1

 七山児童館
 〒640-0441
 海南市七山285-4

           － 海南市  昭和46. 4. 1 休館中

 巽児童館
 〒642-0023
 海南市重根1210-1

 073-487-0049
海南市  昭和48. 4. 1 休館中

 沖野々児童館
 〒640-1175
 海南市沖野々443-5

 073-487-1839
海南市  昭和53. 6. 1 休館中

 新田児童館
 〒649-0101
 海南市下津町下津1293-2

           － 海南市  昭和43. 4. 1

 脇の浜児童館
 〒649-0101
 海南市下津町下津303

           － 海南市  昭和44. 4. 1

 曽根田児童館
 〒649-0151
 海南市下津町曽根田1040-2

 　　　　　－ 海南市  昭和45. 4. 1

 小松原児童館
 〒649-0143
 海南市下津町小松原145-2

 　　　　　－ 海南市  昭和46. 4. 1

 西児童館
 〒649-0101
 海南市下津町下津2095-1

 　　　　　－ 海南市  昭和47. 4. 1 休館中

 仁義児童館
 〒649-0152
 海南市下津町引尾75

 　　　　　－ 海南市  昭和49. 4. 1 休館中

 小原児童館
 〒649-0162
 海南市下津町小原278-3

 　　　　　－ 海南市  昭和53. 4. 1

 中児童館
 〒649-0142
 海南市下津町中378-2

 　　　　　－ 海南市  昭和55. 4. 1

＊ 担当課室　子ども未来課　TEL  073-441-2490

　児童厚生施設は、他の児童福祉施設がなんらかの意味において保護を必要とする児童を入所させるのに対し、広
く一般児童のために健全な遊び場を与え、その健康を増進し情操をゆたかにするための地域組織活動を育成、助長
することによって、児童の健全育成をはかる施設。
  児童館は、主として屋内の児童厚生施設で集会室、遊戯室、図書室を設けている。
　児童遊園は、主として屋外のもので広場、ぶらんこ、砂場、滑り台等が設けられている。



　　　施　　設　　名 所 　在 　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体 認可年月日 備　考

 青枝児童館
 〒649-0147
 海南市下津町青枝411-1

 　　　　　－ 海南市  昭和58. 4. 1

 梅田児童館
 〒649-0132
 海南市下津町梅田24-1

 　　　　　－ 海南市  昭和59. 4. 1

 はらだ子ども館
 〒648-0063
 橋本市原田239

 0736-33-0330
橋本市  昭和50. 9. 1

 きしかみ子ども館
 〒648-0085
 橋本市岸上203

 0736-32-5094
橋本市  昭和53. 4. 1

 大野児童館
 〒649-7207
 橋本市高野口町大野773-1

           － 橋本市  昭和44. 4. 1 休館中

 浦之段児童館
 〒649-7203
 橋本市高野口町名古曽1003

 　　　　　－ 橋本市  昭和48. 4. 1 休館中

 友愛児童館
 〒649-7202
 橋本市高野口町伏原1068-2

 0736-42-5004
橋本市  昭和51. 5. 1

 平山城児童館
 〒649-7201
 橋本市高野口町応其443-57

           － 橋本市  昭和56. 4. 1 休館中

 名古曽児童館
 〒649-7203
 橋本市高野口町名古曽1190

 0736-42-5560 橋本市  昭和57. 4. 1

 青空児童館
 〒649-7203
 橋本市高野口町名古曽1125-1

           － 橋本市  昭和60. 5. 1 休館中

 港町児童館
 〒649-0305
 有田市港町63-2

 0737-82-3590
 0737-82-3590

有田市  昭和58. 1. 1

 砂浜児童館
 〒649-0306
 有田市初島町浜1792

 0737-83-1596
 0737-83-1596

有田市  平成1. 4. 1

 財部児童館
 〒644-0011
 御坊市湯川町財部485

 0738-23-2394
 0738-23-2394

御坊市  昭和54. 4. 1

 藤田児童館
 〒649-1342
 御坊市藤田町吉田288-1

 0738-23-2180
 0738-23-2180

御坊市  昭和56. 9. 1

 御坊市立児童センター
 〒644-0002
 御坊市薗897

 0738-23-3881
 0738-23-3881

御坊市  昭和63. 8. 1

 芳養児童センター
 〒646-0056
 田辺市芳養町1725-28

 0739-24-5485
 0739-24-5487

田辺市  昭和50. 9. 1

 末広児童館
 〒646-0038
 田辺市末広町15-33

 0739-23-1892
 0739-23-1893

田辺市  昭和51.10. 1

 天神児童館
 〒646-0050
 田辺市天神崎17-24

 0739-24-5323
 0739-24-5326

田辺市  昭和52. 5. 1

 中央児童館
 〒647-0041
 新宮市野田1-1
 新宮市福祉センター内

 0735-21-7577
 0735-21-7577

新宮市  昭和56. 4. 1

 橋本児童館
 〒647-0052
 新宮市橋本1-8-28

 0735-21-0105
 0735-21-0105

新宮市  昭和62. 8. 1



　　　施　　設　　名 所 　在 　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体 認可年月日 備　考

 浮島児童館
 〒647-0014
 新宮市浮島1-10

 0735-22-4619
 0735-22-4619

新宮市  昭和62. 8. 1

 下田児童館
 〒647-0081
 新宮市新宮4514-5

 0735-23-0978
 0735-23-0981

新宮市  平成 3. 8. 1

 くろしお児童館
 〒647-0071
 新宮市佐野1-9-13

 0735-31-9640
 0735-31-9640

新宮市  平成17. 4. 1

 高野児童館
 〒649-6161
 紀の川市高野96

 0736-77-7575
紀の川市  昭和50. 4. 1 休館中

 西井阪児童館
 〒649-6426
 紀の川市下井阪18

 0736-77-5032
紀の川市  昭和51. 4. 1 休館中

 打田児童館
 〒649-6414
 紀の川市打田320-4

 　　　　　－ 紀の川市  昭和56. 4. 1 休館中

 三谷児童館
 〒649-6434
 紀の川市中三谷419

 0736-77-6156
紀の川市  昭和63. 4. 1 休館中

 南勢田児童館
 〒649-6403
 紀の川市南勢田39-3

 0736-77-7268
紀の川市  平成 4. 4. 1 休館中

 北志野児童館
 〒649-6501
 紀の川市北志野92

 0736-73-5799
紀の川市  昭和47. 8. 1 休館中

 嶋児童館
 〒649-6552
 紀の川市嶋107-1

 0736-73-7329
紀の川市  昭和53. 4. 1 休館中

 粉河児童館
 〒649-6531
 紀の川市粉河1729-1

 0736-73-8669
紀の川市  昭和54. 4. 1

 上田井児童館
 〒649-6551
 紀の川市上田井267

 0736-73-3058
紀の川市  昭和56. 4. 1 休館中

 東野児童館
 〒649-6542
 紀の川市東野82-3

 0736-73-7947
紀の川市  昭和58. 4. 1 休館中

 中ノ才児童館
 〒649-6531
 紀の川市粉河4071-1

 0736-73-7037
紀の川市  昭和59. 4. 1 休館中

 竜門児童館
 〒649-6565
 紀の川市杉原25

 0736-73-7075
紀の川市  昭和60. 4. 1

 上名手児童館
 〒649-6605
 紀の川市江川中872

 0736-75-2594
紀の川市  昭和44. 4. 1 休館中

 麻生津児童館
 〒649-6612
 紀の川市北涌489

 0736-75-3873
紀の川市  昭和47. 4. 1 休館中

 王子児童館
 〒649-6622
 紀の川市後田91-1

 0736-75-4000
紀の川市  昭和48. 4. 1 休館中

 那賀児童館
 〒649-6631
 紀の川市名手市場1456

 0736-75-2221
紀の川市  昭和58. 4. 1 休館中

 名手児童館
 〒649-6631
 紀の川市名手市場121-3

 0736-75-3912
紀の川市  昭和61. 4. 1

 中央児童館
 〒649-6112
 紀の川市桃山町調月384

 0736-66-2288
 0736-66-2289

紀の川市  昭和57. 4. 1 休館中

 丸栖西児童館
 〒640-0401
 紀の川市貴志川町丸栖270-5

 0736-64-6020
紀の川市  昭和54. 4. 1 休館中



　　　施　　設　　名 所 　在 　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体 認可年月日 備　考

 井ノ口上ノ段児童館
 〒640-0424
 紀の川市貴志川町井ノ口
 1517-5

 0736-64-6256
紀の川市  昭和55. 4. 1 休館中

 神戸児童館
 〒640-0413
 紀の川市貴志川町神戸160-1

 0736-64-6426
紀の川市  昭和58. 4. 1 休館中

 上岩出児童館
 〒649-6214
 岩出市水栖81-2

 0736-61-1132
岩出市  昭和46. 4. 1

 大池児童館
 〒649-6214
 岩出市水栖5-1

 0736-62-7095
岩出市  昭和52. 4. 1

 岡田児童館
 〒649-6222
 岩出市岡田643-4

 0736-62-7693
岩出市  昭和53. 4. 1

 紀美野町吉野児童館
 〒640-1103
 紀美野町吉野148-2

 　　　　　－ 紀美野町  昭和52. 4. 1

 紀美野町吉見児童館
 〒640-1121
 紀美野町下佐々1752-2

 　　　　　－ 紀美野町  昭和53. 4. 1

 紀美野町小畑児童館
 〒640-1141
 紀美野町小畑304-1

 073-489-3551
紀美野町  昭和54. 4. 1 休館中

 紀美野町動木児童館
 〒640-1131
 紀美野町動木58-1

           － 紀美野町  昭和55. 4. 1

 紀美野町中央児童館
 〒640-1121
 紀美野町下佐々173

 　　　　　－ 紀美野町  昭和60. 4. 1

 毛原児童館
 〒640-1473
 紀美野町毛原宮204

 　　　　　－ 紀美野町  昭和47. 4. 1 休館中

 福田児童館
 〒640-1244
 紀美野町福田143

 　　　　　－ 紀美野町  昭和54. 4. 1 休館中

 真国児童館
 〒640-1205
 紀美野町真国宮138-2

 　　　　　－ 紀美野町  昭和60. 8. 1 休館中

 丁ノ町児童館
 〒649-7121
 かつらぎ町丁ノ町297-1

 0736-22-7831
かつらぎ町  昭和41. 8. 1

 西渋田児童館
 〒649-7154
 かつらぎ町西渋田61-1

 0736-20-5085 かつらぎ町 平成29. 2. 14

 笠田西部児童館
 〒649-7163
 かつらぎ町萩原65-1
　　　　　　（老人憩いの家内）

           － かつらぎ町  昭和47. 4. 1 休館中

 大谷児童館
 〒649-7173
 かつらぎ町大谷147-1

 0736-22-4446
かつらぎ町  昭和44. 4. 1

 山崎児童館
 〒649-7131
 かつらぎ町山崎184

           － かつらぎ町  昭和45. 3. 1 休館中

 四郷児童館
 〒649-7103
 かつらぎ広口1197

 0736-25-0002
かつらぎ町 平成25. 4. 1

 高田児童館
 〒649-7166
 かつらぎ町高田67-2

 0736-22-1864
かつらぎ町  昭和47. 3. 1 休館中

 平沼田児童館
 〒649-7135
 かつらぎ町平沼田182

           － かつらぎ町  昭和48. 3. 1

 名山児童館
 〒649-7151
 かつらぎ町東渋田620-1

           － かつらぎ町  昭和52. 3. 1 休館中

 妙寺児童館
 〒649-7113
 かつらぎ町妙寺445-1

 0736-23-1611 かつらぎ町  平成29. 4.17



　　　施　　設　　名 所 　在 　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体 認可年月日 備　考

 中飯降児童館
 〒649-7112
 かつらぎ町中飯降284-1

 0736-22-8015
かつらぎ町  昭和57. 3. 1

 笠田東児童館
 〒649-7161
 かつらぎ町笠田東353－1

 0736-22-4764
かつらぎ町  平成25.10.1

 入郷児童館
 〒648-0161
 九度山町入郷82

           － 九度山町  昭和45. 4. 1

 椎出児童館
 〒648-0141
 九度山町椎出410-2

           － 九度山町  昭和49. 9. 1

 河根児童館
 〒648-0111
 九度山町河根119-1

 　　　　　－ 九度山町  昭和50. 4. 1

 慈尊院児童館
 〒648-0151
 九度山町慈尊院112-5

 　　　　　－ 九度山町  昭和52. 4. 1

 九度山児童館
 〒648-0101
 九度山町九度山1671-8

 　　　　　－ 九度山町  昭和53. 4. 1

 富貴児童館
 〒648-0401
 高野町大字西富貴45

 　　　　　－ 高野町  昭和46.10. 1 休館中

 由良児童館
 〒649-1111
 由良町里1126-3

 0738-65-2584
由良町  昭和53. 4. 1

 山野児童館
 〒649-1441
 日高川町山野80-1

 0738-53-0330
日高川町  昭和48. 4. 1 休館中

 江川児童館
 〒649-1442
 日高川町江川790

 0738-53-0433
日高川町  昭和48. 4. 1

 小熊児童館
 〒649-1323
 日高川町小熊3396-2

           － 日高川町  昭和50. 4. 1 休館中

 早蘇児童館
 〒649-1312
 日高川町三百瀬870-1

 0738-52-0151
日高川町  平成17. 4. 1

 和佐児童館
 〒649-1443
 日高川町和佐1528

 0738-53-0764
日高川町  平成17. 4. 1 休館中

 白浜町立児童館
 〒649-2324
 白浜町十九淵226-12

 0739-45-2117
 0739-45-3443

白浜町  昭和52. 6. 1

白浜町立住民交流センター
 〒649-2524
 白浜町安宅464-1

 0739-52-2446
白浜町  昭和55. 4. 1 休館中

 朝来児童館
 〒649-2105
 上富田町朝来2284

 0739-47-2492
上富田町  昭和48. 4. 1

 下鮎川児童館
 〒649-2108
 上富田町下鮎川439-3

 0739-49-0812
上富田町  昭和52. 4. 1

 岩田児童館
 〒649-2102
 上富田町岩田2843

 0739-47-3306
上富田町  昭和54. 4. 1

 古座川町児童館
 〒649-4104
 古座川町高池777

 0735-72-3344
 0735-72-2018

古座川町  昭和59. 5. 1



　　　施　　設　　名 所 　在 　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設置主体 認可年月日 備　考

 前地児童館
 〒649-3523
 串本町和深689

 0735-67-0174
 0735-67-1233

串本町  昭和56. 4. 1

（９）児童自立支援施設（児童福祉法第４４条）
　＊ 担当課室　子ども未来課　TEL  073-441-2490

施    設    名 所    　在    　地
電話番号
ＦＡＸ番号

定　員 設置主体 認可年月日

 仙渓学園
 〒649-6435
 紀の川市東三谷900

 0736-77-3172
 0736-77-4740

50  和歌山県 明治42 3.10

  不良行為をした児童や将来不良行為をするおそれのある児童及び環境上の理由で生活指導を要する児童を入所
させ、社会生活に適応するよう必要な指導を行い、その自立を支援する施設です。


