
【盛岡地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村名 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1
とりょう保育園地域子
育て支援センター

・とりょう保育園の支援室等を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日8:45-12:15, 15:00-16:30
※年末年始はお休みです。

〒020-0878
岩手県盛岡市肴町2-8

019-651-8580

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_azukeru/hoiku
en/1002658/1002663.ht
ml

-

2
好摩保育所地域子育て
支援センター

・好摩保育所の支援室を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日9:00-14:00
※年末年始はお休みです。

〒028-4125
岩手県盛岡市好摩字野中69-112

019-682-2333

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

koumahoiku@gol.com

3
津志田保育園地域子育
て支援センター

・津志田保育園の支援室を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日8:30-12:00, 15:00-16:30
※年末年始はお休みです。

〒020-0831
岩手県盛岡市三本柳4-16-1

019-656-9134

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

shien.ichiji@tsushida
hoiku.jp

4
愛育園地域子育て支援
センター

・愛育園の支援室や園庭を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日9:00-12:00, 15:00-17:00
※年末年始はお休みです。

〒020-0103
岩手県盛岡市西松園2-8-1

019-661-0678

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

aiiku-kosodate-
c@echna.ne.jp

5
前潟保育園地域子育て
支援センター

・前潟保育園の支援室を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日9:00-16:00
※年末年始はお休みです。

〒020-0143
岩手県盛岡市上厨川字杉原55

019-601-1790

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

maegata-
sien@roushinkai.com

6
みたけ保育園地域子育
て支援センター

・みたけ保育園の支援室を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日8:30-12:00, 14:30-16:00
※年末年始はお休みです。

〒020-0133
岩手県盛岡市青山3-14-5

019-646-6420

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

chiikikosodate@iwate-
douhouengokai.or.jp

7
なかのこども園地域子
育て支援センター

・なかのこども園の支援室を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日8:30-11:15, 13:00-15:15
※年末年始はお休みです。

〒020-0824
岩手県盛岡市東安庭1-13-35

019-681-0811

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

hakuyou.nakano@gmail.
com

8
飯岡こども園地域子育
て支援センター

・飯岡こども園の支援室を開放しています。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日8:00-11:00, 13:00-15:00
※年末年始はお休みです。

〒020-0853
岩手県盛岡市下飯岡8-99

019-613-2611

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
06.html

hakuyou.kodomoen@outl
ook.jp

9
もりおか子育て応援プ
ラザma＊mall（マモー
ル）

・街なかに開設している子育て支援施設です。
・親子で自由に楽しく遊びながら，子育てについてス
タッフに相談できます。

毎週月曜日～土曜日
※毎週日曜日・祝日・お盆休み・年
末年始はお休みです。

〒020-0022
岩手県盛岡市大通り1-9-12
第8大通りビル3階

019-656-8207

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10199
07.html

morioka-
mamall@oenplaza.com

10
盛岡市つどいの広場
（にこっこ）

・街なかに開設している子育て支援施設です。
・親子で自由に楽しく遊びながら，子育てについてス
タッフに相談できます。

毎週水曜日～月曜日
※毎週火曜日・祝日・お盆休み・年
末年始はお休みです。

〒020-0878
岩手県盛岡市肴町5-4
肴町ビル1階

019-681-9722

https://www.city.mori
oka.iwate.jp/kosodate
/kodomo_odekake/10025
05.html

tsudoi-
nikokko@diary.ocn.ne.
jp

盛岡市
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11 八幡平市
森の子育て支援セン
ター

・社会福祉法人杉の子会が経営する森の子保育園内に
あります。
・育児について、来所・電話で相談できます。

平日　9：00～13：00
　　　14：00～16：00

〒028-7111
八幡平市大更18-301

0195-70-1880
wtep-
suginokokai.com/kosod
ate/

-

12
大釜幼稚園保育園子育
て支援センター

親子で自由に遊んだり、お母さん同士の交流の場とし
て園庭や支援室を開放しています。

平日 おおむね9：00-16：00 の間 滝沢市大釜外館117－5 019-687-3030 - oogm@eins.rnac.ne.jp

13
南巣子保育園子育て支
援センター

保育園内にあり、園児と交流をもちながら、一緒に遊
ぶことができます。

平日 おおむね9：00-16：00 の間 滝沢市巣子1162－38 019-688-7718 - m-sugo@t-hoiku.jp

14
なでしこ保育園地域子
育て支援センター

なでしこひろばのお部屋で遊んだり、手作りおも
ちゃ・お絵描き・季節の製作をして過ごします。

平日 おおむね9：00-14：00 の間 滝沢市室小路251－2 019-699-3080 -
kamihojimu@nadesikogp
.com

15
牧の林すずの音保育園
地域子育て支援セン
ター

就学前の親子が安心して遊べる場所です。 平日 おおむね9：00-15：30 の間 滝沢市牧野林891－8 029-699-2230 -
suzunone-sien@
roushinkai.com

16 雫石町
雫石町地域子育て支援
センター

・七ツ森保育園内にあります。
・未就学児の遊びと育ちの場の提供および子育てに関
することを来所・電話で相談できるところです。

平日 9：30～16：00
※年末年始はお休みです。

〒020-0502
岩手県岩手郡雫石町板橋104-1

019-692-0722 -
nanahoiku@bird.ocn.ne
.jp

17 葛巻町
葛巻町子育て支援セン
ター

親子が集まっての子育て相談や情報交換の場となる
「子育てサロン」、親子でのスポーツ教室やクッキン
グ講座などの活動を行う「なかよし広場」を展開。

子育てサロン・毎週火10:00～12:00
なかよし広場・毎週金9:30～11:30

〒028-5402
岩手県岩手郡葛巻町葛巻12-37-1

0195-66-2532
（葛巻保育園）

-
kuzumaki0908@town.kuz
umaki.iwate.jp

18 岩手町
岩手町子育て支援セン
ター

子育てに不安と悩みを抱える子育て家庭等の支援を
行っています
職員：保育士　２名

平日　９時～14時
〒028-4211
岩手町大字川口16-26-4

0195-65-2131
http://kawaguchihoiku
sho.org

-

19
紫波町子育て応援セン
ター「しわっせ」

・紫波中央駅前、オガールプラザ２階にあります。
・子育て家庭を支え、応援します！
　　ひろば…子育てを行う皆さんの交流の場
　　一時預かり…家庭での保育が困難になった時
　　育児相談…電話相談・来所相談
・職員構成：保育士6名

・ひろば【月曜日～土曜日】
（9:00～12:00・13:00～16:00）
・一時預かり【月曜日～金曜日】
（9:00～16:30）
・育児相談【月曜日～土曜日】
（9:00～16:00）

〈日曜日・祝日・年末年始はお休み
です〉

〒028-3318
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二
丁目３番地３
オガールプラザ内

019-671-2200
https://www.town.shiw
a.iwate.jp/kosodate/2
105.html

shiwasse＠
town.shiwa.iwate.jp

20
虹の保育園子育て支援
センター

〇紫波町立西の杜小学校の東側に隣接した、虹の保育
園内にあります。
〇子育て中のご家庭の保護者やお子さんの交流の場を
提供しています。また育児についての相談も随時受け
付けております。
〇職員は保育士2名常駐しています。

平日 9：30～17：00
土曜日9：30から17：00
年末年始、年度初め、年度末休止

〒020-3451
岩手県紫波郡紫波町稲藤
字牡丹野40番地１

019-673-7307
http://www.shiwa-
shakyo.or.jp/

-

21 ａｉａｉひろば

・さわやかハウス１階にあります。
・子育ての様々な不安や悩みを相談（来所・電話）し
たり親子の交流の場として利用できるところです。
・乳児、幼児それぞれを対象にした講習会等も開催し
ております。

平日 9：00-17：00
※土日祝日、年末年始はお休みで
す。

〒028-3615
矢巾町南矢幅14-78
さわやかハウス内

019-697-1567 - -

22 うさちゃんのへや
田園風景に囲まれた不動児童館内にあります。
子育てに関わる楽しい講習会も月１回開催しておりま
す。

火・木・金曜日
10：00-15：00

〒028-3625
矢巾町室岡12-223-1
不動児童館内

019-697-6981 - -

23 さくらんぼ広場

矢巾東小学校隣り、矢巾東児童館内にあります。
子育てに関わる楽しい講習会も月１回開催しておりま
す。

月・水・土曜日
9：00-12：00

〒028-3609
矢巾町医大通り２丁目３番１号
矢巾東児童館内

019-611-1010 - -

24 どんぐりっこ

・矢巾駅前やはぱーく３階にあります。対象矢巾町民
のみならず、近隣からの利用も多い施設です。
・ちびっこ保育ルーム（一時預かり）利用もでき（事
前登録要）、子育て関連講座も行っています。
・利用予約を専用アプリからできます。

9：00-17：30
定休日：毎週水曜日

〒028-3618
矢巾町駅東１丁目12番１号
矢巾町活動交流センターやはぱーく
内３階

019-656-6630
http://www.dongurikko
.jp

info@dongurikko.jp

紫波町

滝沢市

矢巾町
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1 こどもセンター

【開放day】毎週月曜日、体育館や中ホールで親子で体
を動かして遊ぶ
【おたのしみの日】毎月、様々な企画を親子で楽しむ
【ミニ講座】月１回、体を動かしたり簡単な製作をし
てリフレッシュしたり、子どもの発達に関するミニ知
識を学ぶ機会
【こども図書室】本の貸し出し。ひろばでは毎日読み
聞かせをしている。
【定例子育て相談】毎週火・木曜日のいずれか。月１
回保健師による子育て相談

月～日曜
ひろば：9:00～15:00
図書室：9:00～15:00

※祝日は休み

花巻市花城町１－47
（生涯学習都市会館内）

0198-21-4388

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/kosodat
e_kyoiku/kosodateshie
n/kodomocenter/index.
html

kodomo_c@city.hanamak
i.iwate.jp

2
若葉保育園
地域子育て支援セン
ター

・水曜日の午前は「ぽっぽサロン・プレママサロン」
と題して、乳児と保護者、妊婦さんを対象とする交流
の場を提供
・金曜日の午前は「童話図書館」として、読み聞かせ
を行っている

月～金
　9:00～11:30
 14:00～16:30　　※祝日は休み

花巻市若葉町２丁目１－22
（若葉保育園内）

0198-23-6400
http://ww22.tiki.ne.j
p/~ppo25/

ppo25@mx22.tiki.ne.jp

3
宮野目保育園
地域子育て支援セン
ター

・火曜日は『ママはぴ広場』ヨガ・体操・手芸・手形
カレンダーづくり
・木曜日（第３以外）は『げんきっこ広場』体育セン
タ・振興センターで体を動かして遊ぶ
・水曜日（月２回）は『るんるん広場』講座や製作
【定例子育て相談】第３木曜日は『のびのび広場』保
健師による子育て相談

月～金
　9:00～13:00
 15:00～16:00　　※祝日は休み

花巻市西宮野目６－100
（宮野目保育園内）

0198-26-5655

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/kosodat
e_kyoiku/kosodateshie
n/miyanome/index.html

miyanomekosodate@city
.hanamaki.iwate.jp

4
大迫保育園
地域子育て支援セン
ター

・支援室の開放
【定例子育て相談】大迫保健福祉センターにて保健師
による子育て相談
『心和』お家の方向けの講座（ヨガ・手芸等）
・月・火曜日は『ぐんぐんひろば』大迫保健福祉セン
ターで身体を動かして遊ぶ
・月１回火曜日は『のびのびひろば』カレンダー作り
や季節の行事等

月～金
　9:30～15:30　　※祝日は休み

花巻市大迫町大迫４－22－１
（大迫保育園内）

0198-48-3292

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/kosodat
e_kyoiku/kosodateshie
n/oohasama/index.html

ohasamakosodate@city.
hanamaki.iwate.jp

5
石鳥谷町
地域子育て支援セン
ター

・ホール、園庭を開放（季節の行事や製作、手遊び、
体操等）
・第２水曜日は園庭開放
・第４水曜日は、和の広場で育児講座、親子教室など

月～金
　9:30～12:00
 13:00～15:30　　※祝日は休み

花巻市石鳥谷町北寺林７－58－６
（石鳥谷保育園内）

0198-45-1004

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/kosodat
e_kyoiku/kosodateshie
n/1001464.html

ishiho-
1004@grace.ocn.ne.jp

6
つちざわこども園
地域子育て支援セン
ター

・月１回「ママいこ広場」東和福祉センターで体を動
かして遊ぶ
・月１回「子育て講座」ヨガ・体操・坐禅会・手芸な
ど
・月１回「作ってみよう」製作
・最終金曜日、お誕生会の日、身長体重測定、手形ス
タンプカードのプレゼント

月～金
　9:00～12:00
 14:30～16:30　　※祝日は休み

花巻市東和町土沢２区315
（つちざわこども園内）

080-2835-5193 https://tutizawa.com/
tutizawahoiku@eco.ocn
.ne.jp

花巻市
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7 おやこセンター
遊びの広場、子育て相談、育児講座を行っています。
子どもの室内あそび場が併設されています。

おやこセンター１階
10時～12時、13時～17時（土日祝休
み）
おやこセンター２階なみなみパーク
年末年始以外開所10時～12時、13～
17時

北上市新穀町一丁目４－１ 0197-72-2118

https://www.city.kita
kami.iwate.jp/life/so
shikikarasagasu/kosod
ateshienka/ikujishien
gakari/6/7577.html

kosodate@city.kitakam
i.lg.jp

8
江釣子保育園地域子育
て支援センター

遊びの広場、子育て相談、育児講座を行っています。 10時～16時（土日祝休み） 北上市上江釣子17-138-1 0197-77-5518

https://www.city.kita
kami.iwate.jp/life/so
shikikarasagasu/kosod
ateshienka/ikujishien
gakari/6/7577.html

kosodate@city.kitakam
i.lg.jp

9
おにやなぎ保育園地域
子育て支援センター

遊びの広場、子育て相談、育児講座を行っています。
平日9時30分～16時
土曜日10時～12時

北上市鬼柳町都鳥13-1 0197-67-1021
http://keiwakai.sakur
a.ne.jp/heiwakai_onih
o/page-351/page-160/

-

10
ときわだい保育園地域
子育て支援センター

遊びの広場、子育て相談、育児講座を行っています。
平日9時～12時、14時30分～16時30
分
土曜日9時～12時

北上市藤沢21-180-1 0197-72-6856

https://www.city.kita
kami.iwate.jp/life/so
shikikarasagasu/kosod
ateshienka/ikujishien
gakari/6/7577.html

-

11
遠野地域子育て支援セ
ンター「まなざし」

・在宅親子への家庭支援や育児相談等について、来
所・電話対応しております。
・隣接する保育園の園庭（遊具）開放も行っていま
す。
職員構成：施設長、保育士２名

平日 9：00～12：30
　　13：30～16：30
年末年始はお休みです。

遠野市松崎町白岩13-42-1 0198-60-1187
http://hoiku-
tonokko.jp/

manazasi@tonotv.com

12
子育て支援センター
「こども本の森遠野」

・令和３年７月に開所された「こども本の森遠野」施
設内にあります。
・本の読み聞かせ等のイベント開催のほか、育児相談
にも対応しています。
職員構成：保育士２名

9：30～16：30
毎週日曜及び水曜日はお休みです。
年末年始はお休みです。

遠野市中央通り1-16 0198-63-3003
https://kodomohonnomo
ri-tono.com/

kodomo-
honnnomori@city.tono.
iwate.jp

13 西和賀町 -

北上市

遠野市



【両磐地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1 一関市
一関子育て支援セン
ター

・一関保健センター内にあります。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。（子育て相談・発達支援相談・就学相談・ペ
アレントトレーニング）
・職員構成：臨床心理士1名・保健師1名・保育士4名・
幼児期特別支援コーディネーター2名

【相談】
平日 9：00-16：00（予約制）
※年末年始はお休みです。

〒021-0026
岩手県一関市山目字前田13-1

0191-21-4170
https://@city.ichinos
eki.iwate.jp

shien@city.ichinoseki
.iwate.jp

2
平泉町子育て支援セン
ター

親子で参加できる各種行事の実施、園庭の開放もして
います。また、子育てや幼稚園・保育所の生活に関す
る相談にも応じます。

9:00～16：00 平泉町平泉字倉町152番地 0191-46-2767 - -

3
平泉町福祉活動セン
ター アピュイ

親子が気軽に立ち寄れるひろばとして常時開放してい
ます。また、子育てをするうえでの悩みや不安を解消
することを目的として、子育て相談を行なっていま
す。

9:00～16：30 平泉町平泉字志羅山12番地6 0191-46-5658

http://www8.plala.or.
jp/h-
shakyo/kosodate/index
.html

-

平泉町



【胆江地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1
奥州市子育て総合支援
センター（こっころ）

・子育てに関することを来所・電話・メール等で相談
できるところです。
・職員構成：所長1名、助産師1名、臨床心理技師1名、
児童療育指導員11名

平日 ８：30-17：15
※12/29～1/3はお休みです。

〒023-0803
岩手県奥州市水沢字田小路67

0197-24-6405 -
kosodatesougou@city.o
shu.iwate.jp

2
エンゼルプラザみずさ
わ

・未就学児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士等2名

月～土曜日　10：00-12：00
　　　　　　13：00-16：00
※祝日、お盆、12/29～1/3はお休み
です。

〒023-0801
岩手県奥州市水沢横町2-1（メイプ
ル地下）

0197-22-2385 - -

3
こばとこども園子育て
支援センター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士等2名

月・水・金曜日　10：00-15：00
※祝日、お盆、年末年始はお休みで
す。

〒023-0862
岩手県奥州市水沢福吉町31-3

0197-25-8800
http://www.e-
fukuho.com/

-

4
駒形こどもの杜子育て
支援センター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士2名

月・火・金曜日　8：30-13：30
※祝日、お盆、年末年始はお休みで
す。

〒023-0857
岩手県奥州市水沢中上野町1-83

0197-23-5018
https://komagata.oshu
shi.com/

-

5
東水沢保育園子育て支
援センター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士等2名

火～木曜日　９：00-12：00
　　　　　　14：00-16：00
※祝日、年末年始はお休みです。

〒023-0841
岩手県奥州市水沢真城字町屋敷325

0197-24-3014
https://www.aigokai.j
p/hoiku_higashimizusa
wa/

-

6
聖愛地域子育て支援セ
ンター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士等5名

月～土曜日　９：00-14：00
※祝日、お盆、年末年始はお休みで
す。

〒023-1101
岩手県奥州市江刺岩谷堂字下惣田
290-4

0197-35-5413

子育て相談専用電話
0197-35-0243

https://www.pup.waiwa
i-
net.ne.jp/~seiai.bh/

sien.bh@pup.waiwai-
net.ne.jp

7
江刺保育園子育て支援
センター友游広場

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士2名

平日　10：00-15：00
※祝日、お盆、12/29～1/3はお休み
です。

〒023-1121
岩手県奥州市江刺男石一丁目1-28

090-7327-9686
http://www.esashihoik
uen.com/

-

8
前沢子育て支援セン
ター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士等2名

平日　９：45-12：00
　　　13：00-15：45
※祝日、お盆、12/29～1/3はお休み
です。

〒029-4208
岩手県奥州市前沢字新町裏75

0197-56-4515 - -

9
胆沢保育園子育て支援
センター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士等3名

平日　９：00-12：00
　　　13：00-15：00
※祝日、お盆、年末年始はお休みで
す。

〒023-0401
岩手県奥州市胆沢南都田字石行186-
3

0197-41-4141
http://www.fuku-
aiikukai.jp/

-

10
あゆみ園子育て支援セ
ンター

・未就園児と保護者が自由に集う場です。
・来所・電話等による子育て相談に応じます。
・職員構成：保育士2名

平日　９：00-14：00
※祝日、お盆、12/29～1/3はお休み
です。

〒029-4332
岩手県奥州市衣川古戸72-1

0197-52-3131 - -

11 金ヶ崎町
金ケ崎町子育て支援セ
ンター

妊婦さんや0歳児から5歳児までの子育て親子（父・
母・祖父母等）の遊びの場です。育児・健康・食事に
ついて来所・電話での相談もできるところです。

開所日：月曜日から土曜日（10：00
～16：00）
休所日：日曜日および祝祭日
8月13日から15日・年末年始はお休
みです。

〒029-4503
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根高谷野原
1072

0197-44-3365
https://www.aigokai.j
p/hoiku_kosodate/

kosodatesien@aigokai.
jp

奥州市



【宮古地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1
宮古市地域子育て支援
センター「にこにこ
ルームみやこ」

・小山田保育所（公立）２階にあります。
・子ども、親同士の交流の場と、子育てについて身近
に相談できる場を提供しています。
・職員構成：保育士２名

平日　9:00-12:00／13:00-15:00
※年末年始はお休みです。

〒027-0038
岩手県宮古市小山田二丁目7-3

0193-62-0884 - -

2
つどいの広場「すくす
くランド」

・キャトル宮古（駅前商業施設）５階にあります。
・子ども、親同士の交流の場と、子育てについて身近
に相談できる場を提供しています。
・職員構成：保育士３名

毎日　10:00-18:00
※年末年始・キャトル宮古休業日は
お休みです。

〒027-0076
岩手県宮古市栄町3-35

0193-63-8061 - -

3
つどいの広場「ひよこ
クラブ」

・認定こども園宮古ひかり内にあります。
・子ども、親同士の交流の場と、子育てについて身近
に相談できる場を提供しています。
・職員構成：保育士３名、子育て支援員１名

月～土　9:00-14:00
※日・祝日・お盆・年末年始はお休
みです。

〒027-0061
岩手県宮古市西町三丁目3-26

0193-62-6845 - -

4
つどいの広場「のびっ
こクラブ」

・認定こども園そけい幼稚園内にあります。
・子ども、親同士の交流の場と、子育てについて身近
に相談できる場を提供しています。
・職員構成：幼稚園教諭２名

月・水・金　9:00-12:00/13:00-
15:00
※火・木・土・日・祝日・お盆・年
末年始はお休みです。

〒027-0023
岩手県宮古市磯鶏沖4-20

0193-62-8678 - -

5 山田町
山田町地域子育て支援
センター

場所：豊間根保育園内「なかよしの森」
内容：未就園児と保護者を対象に、親子や保護者同士
の交流の場を提供するほか、子育て等に関する相談に
も対応します。
その他：出前事業として、「おでかけ広場」「ぴよぴ
よランド」「とことこランド」も実施しています。

平日9：30～16：00
※土日祝日、年末年始はお休みで
す。

〒028-1302
岩手県下閉伊郡山田町豊間根3-177-
10

070-4394-3329
http://wncpn538.blog.
fc2.com/

-

6
いわいずみ子育て支援
センター

・いわいずみこども園内にあります。
・親子で遊べる場、交流の場、育児情報の交換や相談
の場等としてご利用できます（電話相談対応もしてい
ます）。

平日
・10：00～13：00
・14：00～16：00
※年末年始はお休みです。

〒027-0501
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松
７－６

0194-31-1177
https://www.town.iwai
zumi.lg.jp

-

7
こがわ子育て支援セン
ター

・こがわこども園内にあります。
・親子で遊べる場、交流の場、育児情報の交換や相談
の場等としてご利用できます（電話相談対応もしてい
ます）。

平日　9：00～12：00
※年末年始はお休みです。

〒028-5641
岩手県下閉伊郡岩泉町門字町32－６

0194-25-4128
https://www.town.iwai
zumi.lg.jp

-

8
おもと子育て支援セン
ター

・おもとこども園内にあります。
・親子で遊べる場、交流の場、育児情報の交換や相談
の場等としてご利用できます（電話相談対応もしてい
ます）。

平日　9：00～12：00
※年末年始はお休みです。

〒027-0422
岩手県下閉伊郡岩泉町中島字長内
212－１

0194-28-2134
https://www.town.iwai
zumi.lg.jp

-

9 田野畑村
田野畑村地域子育て支
援センター

・保健センター隣の建物内にあります。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。

平日 10：00-12：00
電話相談は平日 10：00-15：00

〒028-8407
岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑120-
1

070-2036-9917
https://www.vill.tano
hata.iwate.jp/docs/20
18083100010/

-

宮古市

岩泉町



【釜石地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1
甲子子育て支援セン
ター

親子で楽しめるリズム遊び等のリフレッシュ講座や楽
しく英語に触れられる機会を設けています。
自然豊かな立地環境を生かし、ちびっこ農園での野菜
の栽培や収穫を行うほか地域の方々との交流も図りま
す。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため利用条件
を設けています。利用条件を釜石市ホームページ
（https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020030
300022/）で確認しセンターへ電話予約の上ご利用くだ
さい。

月～金曜日　10:00～16:00
釜石市甲子町8-178-30
(ふれあい交流センター清風園内)

0193-23-4113
https://kamaishi-
shakyo.or.jp/publics/
index/18/

k.kosodate@jewel.ocn.
ne.jp

2
中妻子供の家子育て支
援センター

年齢別（1歳児・2歳児）親子サークルのほか、毎月2回
程度、リズム遊びやエアロビなど親子で楽しめるイベ
ントを用意しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため利用条件
を設けています。利用条件を釜石市ホームページ
（https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020030
300022/）で確認しセンターへ電話予約の上ご利用くだ
さい。

月～土曜日
9:30～12:00
13:00～15:30

釜石市中妻町1-13-22
(中妻子供の家保育園内)

0193-23-5552

https://kamaishi-
aiikukai.com/nursery_
school/nakaduma/kosod
ate-n.html

-

3
かまいしこども園子育
て支援センター

毎週水曜日の午後は0～2歳児の親子対象のBabyタイム
を設定しています。
“音符”“おはなし”などテーマに合せた様々な遊び
が楽しめます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため利用条件
を設けています。利用条件を釜石市ホームページ
（https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020030
300022/）で確認しセンターへ電話予約の上ご利用くだ
さい。

月～土曜日　9:00～16:00
釜石市天神町5-13
(かまいしこども園内)

0193-27-8273
https://kamaishi-
kodomoen.jp/pages/21/

-

4
鵜住居保育園子育て支
援センター

年齢別（0歳児～・1歳児～）親子サークルのほか、保
健師さんも参加する子育てひろば、ママの手作り講座
など楽しいひろばも開催しています。畑では、ブルー
ベリーや野菜の収穫も楽しめます。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため利用条件
を設けています。利用条件を釜石市ホームページ
（https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020030
300022/）で確認しセンターへ電話予約の上ご利用くだ
さい。

月～土曜日　9:30～16:00
釜石市鵜住居町3-10
(鵜住居保育園内)

0193-28-3361

https://kamaishi-
aiikukai.com/nursery_
school/unosumai/kosod
ate-u.html

-

釜石市



【釜石地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

5 釜石市
平田子育て支援セン
ター

釜石市の木材を使用した床や数多くの木のおもちゃ、
たまごプールなどを設置し、木の温もりを感じながら
遊べる空間を提供しています。
持参したお昼ご飯を食べられる和室も用意していま
す。
毎週1回、カフェの日を設定しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため利用条件
を設けています。利用条件を釜石市ホームページ
（https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020030
300022/）で確認しセンターへ電話予約の上ご利用くだ
さい。

月～金曜日　10:00～15:00
釜石市大字平田2-25-142
（ニュータウン改良住宅1階）

0193-27-5223

【HP】https://nijino-
kai.org/heita/
【Facebook】
https://m.facebook.co
m/pages/category/Nonp
rofit-
Organization/%E5%B9%B
3%E7%94%B0%E5%AD%90%E
8%82%B2%E3%81%A6%E6%9
4%AF%E6%8F%B4%E3%82%B
B%E3%83%B3%E3%82%BF%E
3%83%BC-
%F0%9D%91%BB%F0%9D%92
%86%F0%9D%92%82-
%F0%9D%91%BB%F0%9D%92
%93%F0%9D%92%86%F0%9D
%92%86-
103540464697705/

shien@nijino-kai.org

6
大槌町地域子育て支援
センターかりん

・幼保連携認定こども園おおつちこども園内に設置
・子育て親子の交流の場、子育てに関する相談、援
助、情報の提供
・保育士２名が常駐

平日(※祝日を除く)午前9:30から午
後4:00まで

〒028-1121
大槌町小鎚第26地割161-5（おおつ
ちこども園内）

TEL.0193‐42‐2570
https://team-
otsuchi.jp/karin/

o-
tuchi@bz04.plala.or.j
p

7
つつみ子育て支援セン
ター-tekuteku-

・幼保連携認定こども園つつみこども園内に設置
・子育て親子の交流の場、子育てに関する相談、援
助、情報の提供
・高齢者等の多様な世代との交流、伝統文化や習慣、
行事の実施等

平日(※祝日を除く)午前9:30から午
後4:00まで

〒028-1121
大槌町吉里吉里2‐2‐3（つつみこ
ども園内）

TEL.0193‐27‐5700
http://tsutsumifukush
ikai.jp/tsutsumi/publ
ics/index/38/

tsutsumi@tsutsumifuku
shikai.jp

大槌町



【気仙地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1
つどいの広場わいわい
ステーション

・大船渡市Y・Sセンター内にあり、子育て中の親子が
気軽に集まって遊んだり、おしゃべりすることができ
ます。広場内では、異年齢との交流もでき、子ども同
士の交流、ママ友づくりの場にもなります。滑り台や
玩具、絵本などで楽しく遊ぶことができ、子育て支援
員が常駐しています。
・利用者支援事業、ファミリー・サポート・センター
事業を一体的に運営し、各種相談支援や子育て支援に
関する情報提供、ファミリー・サポート・センターの
登録、申込、援助もできます。
・子育て家庭の交流だけでなく、健康や栄養など様々
な子育てに関する講習会を行っています。

午前10時～午後４時
※日曜・月曜・祝日はお休みです。

大船渡市立根町字下欠125番地12 0192-27-0001
http://ofunato-
shakyo.com/childindex
/waiwaiindex/

ooshakyo@cocoa.ocn.ne
.jp

2 すくすくルーム
・南三陸ショッピングセンター「サン・リア」２階に
あります。
・妊婦相談、育児相談などが行えます。

午前10時～午後４時
※土曜・祝日はお休みです。

大船渡市盛町字町10番地11 0192-47-5689
https://kosodateship.
org/sukusuku_room/

kosodate-
ship@ceres.ocn.ne.jp

3 おひさま広場

・いかわこども園内にあります。
・広い園庭があり、子育て親子に遊びと交流の場を提
供しているほか、子育て相談や保護者向け交流会を開
催しています。

午前９時～12時、午後1時～３時
※土曜・日曜・祝日はお休みです。

大船渡市猪川町字轆轤石34番地１ 0192-26-3212
https://ikawahoikuen.
jp/ohisama.html

-

4 ひだまり
・大船渡保育園内にあります。
・子育て親子に遊びと交流の場を提供しているほか、
子育て相談や保護者向け交流会を開催しています。

午前９時30分～午後３時30分
※土曜・日曜・祝日はお休みです。

大船渡市大船渡町字台24番地11 0192-27-7507 - -

5
子育て支援センター
あゆっこ

・市立気仙保育所の中にあります。
・保育所の遊具やホールの利用や交流もあります。

平日9：30～15：00
※年末年始を除く

〒029-2204
陸前高田市気仙町字三本松41-19

0192-55-6261
https://www.city.riku
zentakata.iwate.jp

rt10078@city.rikuzent
akata.iwate.jp

6
子育て支援センター
にこにこ

・広田保育園の中にあります。
平日9：30～15：30
※年末年始を除く

〒029-2208
陸前高田市広田町字大久保25

0192-56-4600
https://www.city.riku
zentakata.iwate.jp

-

7
子育て支援センター
たかた

・市立高田保育所の中にあります。
・相談など個別利用もできます。（要事前予約）

平日9：30～15：30
※年末年始を除く

〒029-2205
陸前高田市高田町字中和野36-2

0192-54-4830
https://www.city.riku
zentakata.iwate.jp

rt12408@city.rikuzent
akata.iwate.jp

8
おやこの広場
きらりんきっず

・陸前高田駅裏「アムウェイハウス」の中にありま
す。
・家庭に寄り添った支援や活動を行っています。

平日9：30～15：00
※年末年始を除く

〒029-2205
陸前高田市高田町字館の沖111

0192-47-3908
http://kirarinkids.bl
ogspot.jp/

kirarin@vesta.ocn.ne.
jp

9 住田町 下有住児童館
・住田町の下有住地区公民館で活動しています。
・対象は住田町内の児童・生徒・幼児です。

平日 10：00-16：00
〒029-2502
住田町下有住字中上100-5

0192-48-2531 - -

大船渡市

陸前高田市



【久慈地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1 久慈市 久慈市子育て支援センター
・久慈駅東側地下道出てすぐ！　　　　　　　　　　　　・
ホール、オムツ換え、授乳室有。０か月～就学前までの親子

・平日、8：30～17：00　　　　・
土曜、8：30～12：00

〒028-0051
久慈市川崎町11-1 0194-52-3210 久慈市HP

kosodate＠
city.kuji.iwate.jp

2 普代村
普代村　はまゆり子ど
も園　子育て支援セン
ター

・はまゆり子ども園にあります。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。
・職員構成：保育士2名

平日 9：00-16：00
※休日は園の休みと同じです。

〒028-8335
岩手県下閉伊郡普代村第13地割156
番地1

0194-35-2142 -
f-
kodomo@vill.fudai.iwa
te.jp

3 野田村
地域子育て支援セン
ター

・野田村保育所にあります。
・毎週水曜日・金曜日の午前９時30分～11時の時間帯
で「なかよし広場」を利用できます。
・平日の午前９時30分～午後４時の間で、来所・電話
で子育てについて相談できます。

【電話・来所相談】
月曜日～金曜日：9：00～16：00
【なかよし広場】
毎週水・金曜日　9：30～11：00

〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田15-22-
5

0194-78-2107 - -

4
種市こども園地域子育
て支援センター

保育所に入所していない児童とその家族が利用でき、
子どもたちのあそび場や、子育て世帯の交流の場を提
供し、健康・発達についての相談もお受けしていま
す。

月～金　9：00～14：00
〒028-7912
岩手県九戸郡洋野町種市37-21-8
（ひらない児童館内）

0194-65-2143 - -

5
大野こども園地域子育
て支援センター

保育所に入所していない児童とその家族が利用でき、
子どもたちのあそび場や、子育て世帯の交流の場を提
供し、健康・発達についての相談もお受けしていま
す。

月～金　9：00～14：00
〒028-8802
岩手県九戸郡洋野町大野8-36-3

0194-77-2803 - -

6
なかのこども園地域子
育て支援センター

保育所に入所していない児童とその家族が利用でき、
子どもたちのあそび場や、子育て世帯の交流の場を提
供し、健康・発達についての相談もお受けしていま
す。

月～金　9：00～17：00
〒028-7906
岩手県九戸郡洋野町中野9-29-22

0194-67-3733 - -

洋野町



【二戸地域】子育て支援センター一覧 令和３年４月１日時点

番号 市町村 センター名 施設紹介 開設時間 施設住所 電話番号 ホームページ（URL） メールアドレス

1 二戸市
二戸市子育て支援セン
ター

子ども達が遊ぶ姿を見守りながら、子育ての悩みを相
談したり、情報交換やリフレッシュの場として運営し
ています。一時保育への対応は有料（1000円～2300
円）となりますのでご相談ください。

月曜～日曜
8時30分～17時（祝日、年末年始を
除く)

二戸市石切所字荒瀬18番地 0195-23-0818
https://www.city.nino
he.lg.jp/info/714

-

2 軽米町 ピヨピヨ広場

・軽米町立青少年ホームにて、子育て支援員２名体制
で開設しております。
・就学前のお子さんと保護者の方が気軽に集まって遊
んだり、おしゃべりできる場です。また、子育てに関
する相談等も行っております。
・月に１～２回程度イベントも実施しております。

月・水・金　10：00～15：00
※年末年始、国民の祝日・休日、お
盆はお休みとなります。

九戸郡軽米町大字軽米2-42-5 0195-46-2497 - -

3 九戸村
九戸村子育て支援セン
ター

・庁舎１階の保健センタ―内にあります。
・子育てに関することを来所・電話で相談できるとこ
ろです。
・職員構成：保育士1名

役場開庁時
8：30~17：30

岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-
11-6

0195-42-2111 - -

4 一戸町
子育て支援広場のびの
び

・子育て中のお母さんと主に3歳未満児が対象
・親同士、子ども同士の交流を図り、地域に密着した
子育てをサポートします。
・子育ての相談に応じたり情報提供を行うほか、様々
な行事や教室を開催しています。

平日の月曜、水曜、金曜日
9：30～14：30

一戸町高善寺字大川鉢24-9
一戸町役場隣

0195-32-3770 - -


