
地域子育て支援センター　一覧　 R4.5.1現在

電　　話 Email（※公開）

９：００～１２：００

１３：００～１５：００ 

９：００～１２：００

１３：００～１５：００ 

９：１５～１２：００ 

１３：００～１５：３０ 

火～土 ９：００～１６：００

第１・3木 ９：００～１４：００ 

5 地域子育て支援センター「いるかひろば」 高知市六泉寺町22（港孕保育園内） 
088-834-1484 
070-7487-6999

irukahiroba@eos.ocn.ne.jp 月～金 

９：３０～１２：００
１２：３０～１５：３０ 
※土曜日　月１～３
回９：３０～１２：３０
開設
年２回程度９：３０～
１２：００、１２：３０～
１５：３０開設

6 地域子育て支援センター「うららかなかよし広場」 高知市春野町南ヶ丘1-9-1（うららか保育園内） 088-805-2828 - 月～金 
９：００～１２：００
１３：００～１５：００ 

９：１５～１１：３０ 

１２：３０～１５：１５ 

高知市葛島4丁目3-3 日～木 ９：００～１６：００

（東部健康福祉センター内） 第1・3月 ９：００～１４：００ 

高知市春野町西分1-1（春野あじさい会館内） 月・水・金 ９：３０～１５：００

【出張ひろば】高知市春野町南ヶ丘1-2-1
（南ヶ丘コミュニティーセンター内 ）

火 １０：００～１５：００ 

【出張ひろば】高知市長浜6327-1（長浜宇賀公民館内） 木 １０：００～１５：００ 

９：１５～１１：３０

１２：３０～１５：１５ 

11 地域子育て支援センター「おおつ・にじいろひろば」 高知市大津乙181-4（大津保育園内） 088-866-1249 - 月～金 
９:１５～１２:００
１３:００～１５：３０

12 地域子育て支援センター「さくらんぼの森」 高知市帯屋町2丁目2-9（帯屋町チェントロビル２階） 088-855-7010 - 火～日
１０：００～１２:００
１２：３０～１５：３０

13 地域子育て支援センター「親子みかづき広場」 高知市万々381（みかづき幼稚園内） 088-822-3388 oyakomikadukihiroba@gmail.com 月・水・金 ８：４５～１３：４５

14 地域子育て支援センター「ママン」 高知市南御座90-1（高知蔦屋書店3F） 088-855-5238 - 火～日 １０：００～１５：００

15 地域子育て支援センターおもいっきりひろば 高知市一宮南町１丁目15-13（マルナカ高知インター店敷地内） 088-855-7310 hst8C4@nichiigakkan.co.jp 火～日
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

併設のニチイ
キッズ一宮南
保育園のメー
ルアドレス

16 地域子育て支援センター「こもれびテラス」 高知市塩田町18-10（保健福祉センター内） 088-820-1171 火～土
９：００～１６：００
第２・第４水曜は９：
００～１４：００

17 室戸市 むろと保育園子育て支援センター「クローバー」 室戸市室津2937番地1（むろと保育園内） 0887-22-0587 - 月～金 
９:３０～１２:００
１３:００～１５：３０

18 安芸市 安芸市地域子育て支援センター 安芸市西浜570番地（安芸おひさま保育所内） 0887-37-9310 - 月～金 ９：００～１６：００ 

19 地域子育て支援センター　おひさま 南国市大埇乙3553-1（吾岡保育園内） 088-863-0133 ohi33.smile@gmai.com 月～金 ９：００～１４：００ 

20 地域子育て支援センター　キンダーガーデンおおしの 南国市大埇甲2504（大篠保育園内） 088-863-5515 
ooshino-
hoikuen@iaa.itkeeper.ne.jp

月～金 ９：００～１４：００ 

21 地域子育て支援センター　ひよこルーム 南国市大埇甲320（南国市保健福祉センター内） 088-863-7373 n-chiikihoken@city.nankoku.lg.jp 月～金 ９：３０～１４：３０ 
木曜日午後は
育児相談日

22 地域子育て支援センター　にじいろセンター　おこう 南国市岡豊町八幡925-1 （岡豊保育園内） 088-862-0110 n.okouhoikuen@iaa.itkeeper.ne.jp 月～金 ９：００～１４：００ 

23 地域子育て支援センター　とおちどんぐりの森 南国市十市2315-1 （十市保育園内） 088-865-8801 toochihoikuen@shirt.ocn.ne.jp 月～金 ９：３０～１４：３０ 

９：００～１２：００

１３：３０～１５：３０ 

須崎市山手町1-7 ９：００～１１：３０

（須崎市総合保健福祉センター内） １３：００～１５：３０

８：３０～１２：００

１３：４５～１５：１５

９：００～１１：３０

１３：００～１６：００ 

９：００～１１：３０

１３：００～１５：３０

８：３０～１２：００

１３：００～１７：１５ 

30 四万十市地域子育て支援センター にしとさ 四万十市西土佐用井1110番地３（川﨑保育所内） 0880-52-1277 kawasaki-ho@city.shimanto.lg.jp 月・水・金 ９：００～１２：００

香南市野市町西野2072-4 月～金 ９：００～１５：００ 

９：００～１２：００

１３：００～１５：００

９：００～１２：００

１３：００～１５：００

金 ９：００～１２：００

９：００～１２：００

１３：００～１５：００

９：００～１２：００

１３：００～１５：００

32 子育てセンター　びらふ 香美市香北町美良布1085（美良布保育園内） 0887-59-3121 月～金 ９：００～１４：００ 

33 子育てセンター　なかよし 香美市土佐山田町山田1150-1（なかよし保育園内） 0887-53-1008 月～金 ９：００～１４：００ 

月～金
９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０

日（月１回） １０：００～１２：００

35 本山町 本山町子育て支援センター 長岡郡本山町本山558-1（本山保育所内） 0887-76-3003 - 月～金 ９：００～１２：００ 

36 大豊町 大豊町地域子育て支援センター 長岡郡大豊町中村大王1055番地１（大杉保育所内） 0887-72-0056 月・水・金 ９：００～１２：００ 

土佐郡土佐町土居206（土佐町保健福祉センター内） 月～金 ９：００～１５：００ 

【出張ひろば】土佐郡土佐町田井1488-1
（土佐町立図書館ホール内）

火 ９：００～１１：３０

【出張ひろば】土佐郡土佐町田井1555（みつば保育園内） 木 ９：００～１１：００

38 いの町 いの町地域子育て支援センター「ぐりぐらひろば」  吾川郡いの町1510-1（いの町総合健康センター内） 088-892-3151 kyouiku@town.ino.lg.jp 月～金 ９：３０～１５：００ 

９：３０～１２：００ 

１３：３０～１６：００

８：３０～１１：３０

１３：３０～１５：３０ 
高岡郡佐川町乙2310番地 ９：００～１２：００

（佐川町健康福祉センター　かわせみ内） １３：３０～１５：３０ 

42 檮原町 檮原町地域子育て支援センター 檮原町檮原1212番地2　（雲の上の図書館内）
0889-65-1350
（檮原町　生涯学習課）

- 土・日・月 １０：００～

43 日高村 日高村地域子育て支援センター 高岡郡日高村本郷61－１（日高村新庁舎１階） 0889-24-5115 kyouiku@vill.hidaka.lg.jp 月～金 
９：００～１２：００
１３：００～１５：００

44 津野町 津野町地域子育て支援センター「つのっこルーム」 高岡郡津野町永野267番地１（幼保連携型認定こども園にじいろ園内） 0889-55-2234 kyouiku@town.kochi-tsuno.lg.jp 月～金 
９：００～１２：００
１３：３０～１５：３０

45 四万十町窪川地域子育て支援センター 高岡郡四万十町北琴平町10-7 0880-22-2525 - 月～金 

46 四万十町十和地域子育て支援センター 高岡郡四万十町昭和416-4（昭和保育所内） 0880-28-4233 - 月～金 

47 四万十町大正地域子育て支援センター  高岡郡四万十町大正385番地1（認定こども園たのの内） 0880-27-0363 - 月～金 

９：００～１２：００

１３：００～１６：４５

【出張ひろば】幡多郡黒潮町佐賀920（旧佐賀保育所内） 火 ９：３０～１１：３０

連絡先
市町村 施　　　　　設　　　　　名 住所 開設曜日 開設時間 備考

1 地域子育て支援センター「あい」 高知市百石町2-18-25（ちぐさ内） 088-834-2040 - 月～金 

2 地域子育て支援センター「にこにこひろば」 高知市曙町1-11-8（朝倉中央保育園内） 088-844-1823 - 火・水・金 

3 地域子育て支援センター「あそぼっと」 高知市若草南町23-47（若葉保育園内） 088-844-5615 - 月～金 

4 地域子育て支援センター「ぽけっとランド」 高知市鴨部860-1（西部健康福祉センター内） 088-828-4781 -

7 地域子育て支援センター「たんぽぽ」 高知市薊野北町2-7-5（あざみの保育園内） 088-845-1253 - 月～金 

8 地域子育て支援センター「くすくすひろっぱ」 088-882-9387 -

9 地域子育て支援センター「はるの・わくわくぽけっと」 080-8637-8934 -

10 地域子育て支援センター「こあら」 高知市神田2098-2（（株）山崎技研敷地内） 088-833-7077 - 月～金 

南国市 

24 土佐市 土佐市子育て支援センター　「なかよし広場」 土佐市蓮池1331（蓮池保育園内） 088－852-0090 -
月～金・ 
土（月1回）

25
須崎市 

須崎市子育て支援センター　はっぴいぽけっと 0889-42-1159 jidou@city.susaki.lg.jp 月～金 

26 子育て支援センター　サンサンひろば 須崎市吾井郷乙1917番地１（おひさま保育園内） 0889-59-0553 shk-ohisama33@mb.pikara.ne.jp 月～金 

27 宿毛市 宿毛市地域子育て支援センター 宿毛市和田2321 0880-63-2457 fukushi@city.sukumo.lg.jp 月～金 

28 土佐清水市 土佐清水市地域子育て支援センター　どんぐりっこ 土佐清水市清水ヶ丘31-1（きらら清水保育園内） 0880-83-0033 kosodate@city.tosashimizu.lg.jp 月～金 

29
四万十市 

四万十市地域子育て支援センターなかむら 四万十市右山元町1丁目2-10 0880-35-3748 poppo-ho@city.shimanto.lg.jp 月～金 

【出張ひろば】香南市吉川町吉原49-1
（吉川みどり保育所内）

月

【出張ひろば】香南市香我美町下分711-2
（香我美おれんじ保育所内）

火

【出張ひろば】香南市赤岡町534-3（赤岡保育所） 水

【出張ひろば】香南市夜須町坪井1577-1（夜須保育所） 木 

香美市 

34 中芸広域連合 遊分舎（あそぶんじゃ） 安芸郡田野町1488番地1 090-7628-0401 -

・臨時休有
・日曜日は土
曜日に変更に
なる場合有

37 土佐町 土佐町子育て支援センター 0887-82-0483 tosat-91@town.tosa.lg.jp

39 仁淀川町 仁淀川町地域子育て支援センター 吾川郡仁淀川町大崎158 0889-35-0433 himawari33@castle.ocn.ne.jp 月～金 

40 中土佐町 中土佐町子育て支援センター　はぐ 高岡郡中土佐町久礼6551-１（中土佐町こどもセンター内） 0889-52-2533 - 月～金 

41 佐川町 佐川町子育て支援センター「なかよしひろば」 080-2997-6959 - 月・火・木・金 

四万十町 
９：００～１２：００ 
１３：００～１６：３０ 

48 黒潮町 黒潮町地域子育て支援センター 
幡多郡黒潮町入野5695（大方中央保育所内） 

0880-43-0512 -
月～金 

高知市 

31 香南市 香南市総合子育て支援センター 0887-50-5257 nikonan@city.kochi-konan.lg.jp
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