子育て世代包括支援センター・母子保健担当窓口 一覧
令和3年4月1日現在（高知県子ども・子育て支援課作成）
管轄
福祉保
健所

市町村名

子育て世代包括支援センター名

担当部署

高知市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

高知市

高知市

高知市西部子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

こども未来部母子保健課

高知市東部子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

郵便番号 住所

電話番号

FAX

関連ホームページ

780-0850 高知市丸ノ内１丁目7-45 総合あんしんｾﾝﾀｰ

088-855-7795 088-855-7796

780-8050 高知市鴨部860-1 西部健康福祉センター1階

088-843-0415 088-843-2115 http://www.kochi.kochi.jp/soshiki/148/

781-8121 高知市葛島4丁目3－3 東部健康福祉センター1階

088‐882‐0035 088-861‐2388

室戸市

室戸市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰむろとっこ

保健介護課

781-7109 室戸市領家87 室戸福祉ｾﾝﾀｰやすらぎ

0887-22-3100 0887-24-2287 https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page0765.php

安芸市

安芸市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ★きらり★

市民課健康ふれあい係

784-0007 安芸市寿町1-7 健康ふれあいｾﾝﾀｰ「元気館」

0887-32-0300 0887-32-0301

東洋町

東洋町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

安芸

母子保健担当

781-7414 安芸郡東洋町大字生見758-3

0887-29-3394 0887-29-3813

芸西村

－

健康福祉課

781-5701 安芸郡芸西村和食甲1262 芸西村保健ｾﾝﾀｰ

0887-33-4156 0887-33-4035

中芸広域連合

－

保健福祉課

781-6410 安芸郡田野町1456-41

0887-38-8212 0887-32-1016

奈半利町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

住民福祉課

781-6402 安芸郡奈半利町乙1659-1

0887-38-8181 0887-38-7788

田野町

田野町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

田野町保健センター

781-6410 安芸郡田野町1456-41

0887-38-8212 0887-32-1016

安田町

安田町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

安田町保健センター

781-6423 安芸郡安田町西島40-2

0887-38-6678 0887-38-6679

北川村

北川村子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

住民課

781-6441 安芸郡北川村野友甲1530

0887-32-1214 0887-32-1234

馬路村

馬路村子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ「つどマル」

健康福祉課

781-6201 安芸郡馬路村馬路443

0887-44-2112 0887-44-2779

南国市

南国市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ「めばえ」

地域保健係

783-0004 南国市大埇甲320 南国市保健福祉ｾﾝﾀｰ

088-863-7373 088-863-7908

香南市

香南市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰひまわり

健康対策課

781-5292

0887-52-9281 0887-53-1094 https://www.city.kami.lg.jp

奈半利町

香南市野市町西野2706
（香南市役所2階 健康対策課内）

0887-50-3011 0887-50-3012 https//www.city.kochi-konan.lg.jp

中央東

香美市

香美市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰすこやか

健康介護支援課

香美市土佐山田町宝町１丁目2-1
782-8501
（香美市役所2階 健康介護支援課内）

本山町

本山町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ まぱじば

健康福祉課

781-3601 長岡郡本山町本山600番地

0887-70-1060 0887-70-1038

大豊町

大豊町子育て世代支援センター

地域福祉課

789-0392 長岡郡大豊町津家1626番地

0887-72-0450 0887-72-0474

土佐町

－

健康福祉課

781-3492 土佐郡土佐町土居194

0887-82-0442 0887-70-1312

大川村

大川村子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

保健福祉課

781-3703 土佐郡大川村小松27-1

0887-84-2211 0887-84-2328

土佐市

土佐市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰぽっかぽか

健康づくり課子どもの健康係

781-1101 土佐市高岡町甲1792-1

088-852-1113 088-850-2433 http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3398

いの町

いの町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰどんぐり

ほけん福祉課

781-2110 吾川郡いの町1400 すこやかｾﾝﾀｰ伊野

088-893-3811
088-893-1101 http://www.town.ino.kochi.jp/sukoyaka/
088-893-3818

中央西

仁淀川町

仁淀川町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

保健福祉課

781-1501 吾川郡仁淀川町大崎200番地

0889-35-0888 0889-35-0228

佐川町

佐川町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

健康福祉課生活応援係

789-1202 高岡郡佐川町乙2310 健康福祉ｾﾝﾀｰかわせみ

0889-22-7705 0889-22-7721 https://sakawa-kids.jp/soudan

越知町

越知町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

保健福祉課

781-1301 高岡郡越知町越知甲2457 越知町保健福祉ｾﾝﾀｰ

0889-26-3211 0889-20-1186

日高村

日高村子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

健康福祉課

781-2152

須崎市

須崎市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰカンガルーぽっけ 健康推進課

中土佐町
須崎

－

高岡郡日高村沖名23 日高村保健ｾﾝﾀｰ
(R3年度中 新庁舎移転予定）

0889-24-5001 0889-24-7372

785-8601 須崎市山手町1-7

0889-42-1280 0889-42-1245 https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1997

健康福祉課

789-1301 高岡郡中土佐町久礼6663-1

0889-52-2662 0889-52-2432

梼原町

ゆすはら子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

保健福祉課

785-0612 高岡郡梼原町川西路2320-1

0889-65-1170 0889-65-0379

津野町

津野町子育て世代包括支援センターほっとはぐ

健康福祉課

785-0202 高岡郡津野町姫野々431-1

0889-55-2151 0889-55-2119

四万十町子育て世代包括支援センター楓

健康福祉課

786-8501 高岡郡四万十町琴平町16-17

0880-22-3115 0880-22-3725

宿毛市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

健康推進課

788-8686 宿毛市桜町2-1

0880-63-1113 0880-63-0410

健康推進課

787-0392 土佐清水市天神町11-2

0880-87-9117 0880-82-5599

四万十町
宿毛市

土佐清水市 土佐清水市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ虹彩
幡多

四万十市子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ「ベビはぐ」

健康推進課

787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地

0880-34-8015 0880-34-0567 http://www.city.shimanto.lg.jp/life/life-01.html

大月町

大月町子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

保健介護課

788-0311 幡多郡大月町鉾土603

0880-73-1365 0880-73-1613

三原村

三原村子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ

住民課

787-0892 幡多郡三原村来栖野346

0880-46-2111 0880-46-2114

黒潮町

黒潮町子育て世代包括支援センター

健康福祉課保健衛生係

789-1992 幡多郡黒潮町入野5893

0880-43-2836 0880-43-2676

四万十市

