
②地域子育て支援拠点事業

施設名 電話番号 利用対象者

1 さつきランド 073-473-2444 未就園児とその保護者

2 ようすいランド 073-445-6875 未就園児とその保護者

3 komodo（コモド） 073-456-6003 未就園児とその保護者

4 こうまなかよしランド 073-477-2310 未就園児とその保護者

5 いさおKIDS 073-464-4320 未就園児とその保護者

6 ほっとルームぐるんぱ 073-452-2303 未就園児とその保護者

7 もうひとつのさと「ポピンズ」 073-435-4555 未就園児とその保護者

8 わかば♪ 073-428-2411 未就園児とその保護者

9 ドレミひろば 073-488-6767 未就園児とその保護者

10 育ちのえき　くすの木 073-402-0727 未就園児とその保護者

1 海南市子育て支援センターこじか 073-492-1584
市内在住の就学前の子
供とその保護者

2 海南市子育て支援センターきらら 073-487-4660
市内在住の就学前の子
供とその保護者

3 海南市子育て支援センターみらい 073-483-1522
市内在住の就学前の子
供とその保護者

4 五月山こども園子育て支援センター 073-483-7778
市内在住の就学前の子
供とその保護者

1 キオラクラブ 0736-43-1305 子どもとその保護者等

2 さくらんぼルーム 0736-33-1121 子どもとその保護者等

3 カナカナクラブ 0736-33-7070 子どもとその保護者等

4 ひまわりルーム 0736-44-3322 子どもとその保護者等

5 こののほっとルーム 0736-32-9345 子どもとその保護者等

6 ポトフのおなべ 0736-34-7870 子どもとその保護者等

7 ハッピールーム 0736-26-8669 子どもとその保護者等

1 有田市地域子育て支援センター 0737-83-1470 就学前児童

2 つどいの広場「きらきら広場」 0737-82-3590 就学前児童

3 つどいの広場「にこにこ広場」 0737-83-1596 就学前児童

御坊市 1 地域子育て支援センターぴよぴよ 0738-23-4828
子育てを行っている父

母

1 田辺市地域子育て支援センター愛あい 0739-22-9285
市内在住の就学前の子

供とその保護者

2 田辺市地域子育て支援センターちかの 0739-65-0204
市内在住の就学前の子

供とその保護者

新宮市 1 新宮市子育て支援センター 0735-23-3740
未就園児童とその保護

者

1 那賀子育て支援センター 0736-75-2331 就園前児童

2 桃山子育て支援センター 0736-66-0404 就園前児童

3 レイモンド子育て支援センター 0736-79-7228 就園前児童

1 子育て支援ｾﾝﾀｰいわで 0736-62-3362 就園前児童

2 子育て支援ｾﾝﾀｰあいあい 0736-61-2983 就園前児童

紀美野町 1 紀美野町子育て支援センター 073-489-6700 未就学児とその保護者

1
かつらぎ町地域子育て支援センター

はぐくみ
0736-22-0300

2 三谷こども園子育て支援センター 0736-23-3730

3 佐野こども園子育て支援センター 0736-22-6260

1 子ども子育て支援センター 0736-54-9053
就学前の子供とその保

護者

2 集まれ！！Chicks＆Mommｙ 0736-54-4783 未就園児とその保護者

高野町 1 地域子育て支援センター 0736-56-3938
就学前の子供と

その保護者

湯浅町 1 地域子育て支援センター 0737-63-6066
就学前の子供と

その保護者

1 なかよしランド 0737-62-2610 未就園児及び保護者

2 ちびっこクラブ 0737-62-5152 未就園児及び保護者

有田川町 1 地域子育て支援センター 0737-52-5474
就学前児童とその保護

者

市町村名

有田市

和歌山市

海南市

橋本市

紀の川市

岩出市

広川町

和歌山市西高松1丁目1-26
高松ATビル３階

有田市港町63-2
（港町児童館内）

紀の川市古和田240

橋本市高野口町応其232-1
（応其こども園内）

和歌山市田中町2丁目18-1
CAPビル２階

岩出市金池92
(岩出市総合保福祉ｾﾝﾀｰ内)

橋本市高野口町向島166
（高野口こども園内）

和歌山市屛風丁17
（市民図書館4階）

和歌山市福島487
ルミノーゾふるい1-C

和歌山市園部1-1
（有功保育園内）

紀の川市桃山町元386-1

有田市箕島２７
（有田市子育て世代活動支援センター

内）

紀の川市名手市場737-3

九度山町九度山1074

田辺市

有田市初島町浜1792
（砂浜児童館内）

火・木・金 9：00～12：00 -

8：30～17：15 -

田辺市中辺路町近露1181

岩出市清水196-1
（岩出保育所内）

9：00～12：00
13：00～16：00

-

8：30～16：30 -

御坊市島333
わかば保育園内

9：30～11：30
13：30～15：30

-

9:00～14:00
-月・火・水・木・金

-

月・火・水・木・金

9：00～12：00
13：00～16：00

-

9:00～16:00

広川町山本1521-4
（ポッポ保育園内）

月・火・水・木・金

-

月・水・木 9：00～12：00 -

月・火・水・木・金
9：30～11：30
13：30～15：30

-

月・火・水・木・金
9：30～11：30
13：30～15：30

-

月・火・水・木・金

かつらぎ町

広川町広583
（なかよし子ども園内）

月・火・水・木・金 8：30～13：30 -

就学前児童と
その保護者

田辺市天神崎3-28 月・火・水・木・金

月・火・水・木・金 9:00～14:00 -

月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：00

-

かつらぎ町丁ノ町2148-1
月・火・水・木・金・土
（土曜日は午前中のみ）

月・火・水・木・金 8：30～17：15 -

紀美野町下佐々1408番地4
（紀美野町総合福祉ｾﾝﾀｰ内）

九度山町

九度山町河根118 月・水・金 9：00～14：30

月・火・水・木・金

8：30～16：00 -

高野町高野山26番地の8
高野町保健福祉センター内

月・火・水・木・金

新宮市新宮451番地 月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：00

-

有田川町下津野245-１ 月・火・水・木・金 8：30～17：15 -

湯浅町青木275番地1
（ゆあさこども園内）

月・火・水・木・金 10:00～15:00 -

かつらぎ町三谷1650 月・火・水・木・金 8：30～16：30 -

かつらぎ町佐野827-1 月・火・水・木・金

9：30～12：00
13：00～16：00

-

月・火・水・木・金 9：00～14：00 -

-月・火・木・金・土・日
9：00～12：00
13：00～16：00

橋本市神野々368-2
（神野々ふれあい会館内）

月・火・水・木・金
10：00～12：00
12：30～15：30

-

橋本市清水388-1
（学文路さつきこども園内）

月・火・水・木・金 9：00～14：00 -

橋本市あやの台2-30-2
（あやの台保育園内）

月・火・水・木・金 10：00～15：00 -

Ｒ５．１．１現在

海南市沖野々434番地
（きらら子ども園内）

月・火・水・木・金
（祝日、年末年始を除く）

9：00～15：00 -

海南市北赤坂3番地1
（五月山こども園内）

月・火・水・木・金
（祝日、年末年始を除く）

9：00～15：00 -

所在地 開所曜日 開所時間 備考

-

海南市日方1273番地22
月・火・水・木・金

（祝日、年末年始を除く）
9：00～15：00 -

和歌山市中島70-8
（さつきこども園内）

月・火・水・木・金

11：00～16：00 -

月・火・水・木・金 10：00～15：00

橋本市東家2-1-23
（橋本こども園内）

月・火・水・木・金 9：45～14：45 -

-

橋本市隅田町上兵庫267
（すみだこども園内）

月・火・水・木・金 9：00～14：00 -

火・水・木・金・土 10：00～15：00 -

月・水・木・金・土・日
(火曜休　祝日の場合は翌日)

10:00～17:00 -

和歌山市田尻493-1
（南保健センター併設）

月・火・木・金・土
月・火・木・金10：00～

16：00
祝・土10：00～15：00

-

月～金10：00～15：30 -

海南市下津町上2番地1
（こじか保育所内）

月・火・水・木・金
（祝日、年末年始を除く）

9：00～15：00

和歌山市西浜1218-3
（ようすい子ども園内）

月・火・水・木・金 月～金10：00～15：00 -

和歌山市松江775番地の1
（河西ほほえみセンター内）

火・水・木・金・土・日
(月曜休　祝日の場合は翌日)

10:00～16:00 -

和歌山市下三毛566
（こうま保育園内）

月・火・水・木・金 月～金10：00～16：00 -

月・火・水・木・金 月～金10：00～15：00 -

月・火・水・木・日
月～木10：00～16：00
日10：00～15：00

-

月・火・木・金・土
（祝日は休み）



②地域子育て支援拠点事業

施設名 電話番号 利用対象者市町村名

Ｒ５．１．１現在

所在地 開所曜日 開所時間 備考

美浜町 1 子育てつどいのへや 0738-22-3650
町内に住所を置く未就

園児及び保護者

日高町 1 日高町子育て支援センター 0738-70-4140
概ね3歳未満の乳幼児

とその保護者

由良町 1 由良町地域子育て支援センター 0738⊸65⊸2155
由良町に住所を有して
いる小学校就学前の児

童対象

印南町 1 いなみっ子交流センター 0738-42-1170
就学前の子供と

その保護者

みなべ町 1
みなべ町地域子育て支援センター

こひつじランド
0739-74-2711

保育所や幼稚園などに
通っていない就学前児

童

1 かわべ地域子育て支援センター 0738-22-8560
就学前の子供とその保

護者

2 なかつ地域子育て支援センター 0738-54-2030
就学前の子供とその保

護者

1 白浜保育園 0739-42-3503
就学前の子供とその保

護者

2 湯崎保育園 0739-43-0921
就学前の子供とその保

護者

3 しらとり保育園 0739-45-1404
就学前の子供とその保

護者

4 日置保育園 0739-52-2128
就学前の子供とその保

護者

上富田町 1 子育て支援センター 0739-34-2611
概ね3歳未満の乳幼児

とその保護者

すさみ町

那智勝浦町 1 那智勝浦町地域子育て支援センター 0735-52-0224 未就園児とその保護者

太地町 1 ふれあいルーム 0735-59-2335
就学前児童とその保護

者

古座川町 1
古座川町地域子育て支援センター

のびのびひろば
0735-72-3344

未就園児、就園児
とその保護者

北山村

1 子育て支援センターにこにこひろば 0735-72-0299
未就園の子どもと

その保護者

2 子育て支援センターりぼん 0735-62-5552
未就園の子どもと

その保護者

※補助金の交付を受けていない場合も含む。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用日、利用時間等に変更が生じている場合があります。

美浜町吉原602－1

月・水・木・金 9：00～12:00

白浜町十九淵52-1 月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：30

-

印南町印南1986 月・火・水・木・金・土・日
月～金10：00～15：00
土～日12：00～17：00

-

白浜町2246-1 月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：30

-

みなべ町谷口301-4
（みなべ町生涯学習センター内）

月・火・水・木・金
9：30～12：00
13：00～16：00

-

-

-

-

白浜町日置340 月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：30

白浜町

串本町

日高川町

由良町畑162番地の3
（由良町立ゆらこども園内）

月・火・水・木・金 9：00～16：00

日高川町小熊6076
（かわべ保育所敷地内）

月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～15：00

日高川町高津尾1071
（なかつ保育所内）

月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～15：00

太地町大字太地3431番地
（子育て支援ハウス）

月・水・金 10：00～11：30

串本町上野山143 月・火・水・木・金

9：00～12：00
13：00～16：00

月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：00

-

お茶ひろば　木曜日 8：30～14：00
育児相談　金曜日 8：30～17：00
（場所：子育て支援センター）

出張広場　金曜日（月1回）8：30～14：00
（場所：串本町保健センター他）

串本町串本508-3 月・火・水・木・金 8：30～17：00

ひろば　月・水・木　9：00～12：00、13：
00～15：00

10か月未満児ひろば　月１回　10：00～11：
00

プレ保育　月１回　10：00～11：30
育児相談　月～金曜日　9：30～11：00、

13：00～16：00

8：30～17：00

-

古座川町高池777
（古座川町中央公民館内）

月・火・水・木・金
9：00～11：30
13：30～16：45

火曜日は午前のみ開所
毎月第2土曜日を開所

那智勝浦町天満796-3 月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～15：00

-

白浜町190 月・火・水・木・金
9：00～12：00
13：00～16：30

-

上富田町岩田1674番地の1
（はるかぜ保育所内）

-

-

-
日高町大字小中1308

（日高町保健福祉総合センター内）
月・火・水・木・金

（第３金曜日の午後休館）


