
（令和２年７月１日時点）

市町村名 番号 センター名 施設住所 電話番号

1 地域子育て支援センター　 松青ひろば 鹿児島市谷山中央4-4907-11 (０９９)２６８－３７５１

2 地域子育て支援センター　はらっぱ 鹿児島市緑ヶ丘町5-5 (０９９)２４４－１３６５

3 地域子育て支援センター　上町わくわくランド 鹿児島市柳町3-20 (０９９)２２７－７６５６

4 地域子育て支援センター　いっぺこっぺ 鹿児島市伊敷7-8-20 （０９９)２２８－２１４４

5 地域子育て支援センター　つくしぴよぴよ 鹿児島市紫原5-14-3 (０９９)２０１－３０７１

6 地域子育て支援センター  わくわくパンダ 鹿児島市郡山町2519-5 （０９９）２９８－４０１０

7 地域子育て支援センター　花 鹿児島市牟礼岡1-3-1 (０９９)２９４－７８５０

8 すこやか子育て交流館（りぼんかん） 鹿児島市与次郎1丁目10番17号 (０９９)８１２－７７４０

9 東部親子つどいの広場（なかまっち） 鹿児島市中町４番１３号 （０９９）２２６－５５３９

10 南部親子つどいの広場（たにっこりん） 鹿児島市西谷山1丁目3番2号 （０９９）２６６－６５０１

11 北部親子つどいの広場（なかよしの） 鹿児島市吉野町3256番地１ （０９９）２４３－３２５５

12 地域子育て支援センター　ドリームキッズ 鹿児島市石谷町1644 （０９９)８１３-７１８８

13 西部親子つどいの広場（いしきらら） 鹿児島市下伊敷１丁目10-3 （０９９）２２０-１２００

14 城南児童センター 鹿児島市城南町4-19 （０９９）２２３-０８６８

15 三和児童センター 鹿児島市三和町21-23 （０９９）２５５-９９１５

16 郡山児童センター 鹿児島市郡山町39-4 （０９９）２９８-３１４４

17 つどいの広場“ふれあい”（串良ふれあいｾﾝﾀｰ） 鹿屋市串良町有里５０７－１ (０９９４)６３－５０３０

18 つどいの広場“ひよこ”（東地区学習ｾﾝﾀ-） 鹿屋市新川町114-2 （０９９４）３１－１１９０

19 つどいの広場“ひまわり”（西原地区学習ｾﾝﾀｰ） 鹿屋市西原2丁目2番3号 （０９９４）３１－１１９３ 

20 つどいの広場“バンビ”（田崎地区学習ｾﾝﾀｰ） 鹿屋市川西町３６０３－１ （０９９４）４１－５０６６

21 つどいの広場“りな” 鹿屋市大手町1番1号 （０９９４）４４ー２２７７

22 地域子育て支援センター ふたばRCルーム 鹿屋市上谷町11657番地3 (０９９４)４１ー６１９２

23 地域子育て支援センター わかば楽楽 鹿屋市寿４丁目８番１４号 (０９９４)４４ー５２３４

枕崎市 24 子育て支援センター  キッズ 枕崎市中央町２６１番地 (０９９３)７２－０３８２

25 すこやか子育て支援センター 阿久根市折口1633－3 (０９９６)７５－０１７７

26 阿久根市子育て支援センター 阿久根市鶴見町200番地 (０９９６)７２－３９３９

27 出水市子育て支援室 出水市平和町９７番地 (０９９６)６３－７７０５

28 子育て支援センター ハートフル 出水市高尾野町柴引２０６１ (０９９６)８２－５６００

29 乗船寺保育園地域子育て支援センター 指宿市湊１－１１－５ (０９９３)２２－４４０７

30 開聞子育て支援センター　KID’Sキッズ 指宿市開聞十町２８０７
(０９９３)３２－２２７０

0993-32-2100

31 地域子育て支援センター 島っ子 西之表市西之表１６３１４－４ (０９９７)２３－０９９９

32 西之表市子育て支援センター　にこにこひろば 西之表市西之表9786 （0997)23-0017

垂水市 33 垂水市子育て支援センター 垂水市南松原町３８番地 （０９９４）３１－３０５２

鹿児島県内　地域子育て支援拠点一覧
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市町村名 番号 センター名 施設住所 電話番号

34 子育て支援センター　すくすくランド 薩摩川内市中郷四丁目１８７ (０９９６)２２－５８００

35 子育て支援センター　ほっとランド 薩摩川内市宮里町3048-9 (０９９６)２２－８３１３

36 地域子育て支援センター　すわっこ 薩摩川内市樋脇町市比野550 (０９９６)３８－１１９３

37 地域子育て支援センター　おいでおいで 薩摩川内市西向田町１８－２６ （０９９６）２０－６６８２

38 子育て支援センター　ぱぴいら　　 薩摩川内市隈之城町１００１ （０９９６）２５－１８１５

39 子育て支援センター　スマイリィ 薩摩川内市 青山町４１９４ (０９９６）２０－０７７５

40 地域子育て支援センター　ぽけっと 薩摩川内市平佐町3669－1 ０８０－２７７９－６７２３

41 地域子育て支援センター　てとて 薩摩川内市御陵下町19-5
（０９９６）２０－２６３０
（０９９６）２２－２７６４

42 子育てひろば　ちゃお 日置市伊集院町郡2056-1 (０９９)２７３－１４８３

43 子育て支援センター　エンゼル 日置市東市来町美山1689-1 (０９９)２７４－０８３８

44 子育て支援センター　You・ゆう 日置市日吉町吉利３０18 (０９９)２９２－４０１４

45 子育て支援センター  こがめ 日置市吹上町中之里８５１ (０９９)８１３－７１９１

46 曽於市すえよし子育て支援センター 曽於市末吉町二之方２３４２－２ （０９８６）７６－６５６５

47 曽於市おおすみ子育て支援センター(R元.5～） 曽於市大隅町岩川5718-1 (０９９)４８２－２８７５

48 曽於市たからべ子育て支援センター(R元.9～） 曽於市財部町南俣504-1 (０９８６)７２－２２６６

49 はーとぽっぽ 曽於市財部町北俣１４ (０９８６）７２－０２２２

50 霧島市地域子育て支援センター 霧島市国分福島１丁目１番２５－１ (０９９５)４５－４９２０

51 子育て支援センター　ひだまり 霧島市溝辺町麓２５６０ (０９９５)５８－３００５

52 子育て支援センター　ぴよぴよ 霧島市横川町上ノ４５０３ー１ (０９９５)７３－２371

53 子育て支援センター　子育てルンルン 霧島市霧島田口８０７ (０９９５)５７－１４８２

54 子育て支援センター　すくすく 霧島市福山町福山４９３０－２ ０８０－５７９０－２８６７

55 子育てサロン　つどいのひろば 霧島市隼人町松永１４３４－２ （０９９５）４３－３７２９

56 子育て支援センター　にこにこ（R2.4～） 霧島市隼人町住吉９７１－２ （０９９５）５５－５００１

57 子育て支援センター　キッズパークきりしま 霧島市国分中央三丁目9番20号　国分パークプラザ2階 （０９９５）４８－６８８６

58 子育て支援センター　アトムの家 霧島市国分野口西９－４５ ０５０－３４４１－３０９６

59 子育て支援センター　ぽっけ 霧島市国分広瀬4-4-25 ０９０ー５０２７ー１２４１

60 さわやか子育て支援センター いちき串木野市西塩田町73-1 (０９９６)３３－０１９２

61 子育て支援センターきらきら（R2.7～） いちき串木野市湊町１－１１５ （０９９６）２４－８１１８

南さつま市 62 南さつま市子育て支援センター　こみなとさん家 南さつま市加世田小湊８８９５ (０９９３)５３－９８３４

63 志布志市子育て支援センター　はぐくみランド 志布志市志布志町志布志3ー26ー1 （０９９）４７２－８９９３

64 通山子育て支援センター 志布志市有明町野井倉8547-1 (０９９)４７４－１５０６

奄美市 65 子育て支援センター　わくわくひろば 奄美市名瀬港町5-18 (０９９７）５３－５９００

66 南九州市地域子育て支援センターつみき 南九州市頴娃町別府6652-2 （０９９３）３８－０８００

67 南九州市子育て利用者支援センターつみき(H31.4～) 南九州市知覧町郡105 （０９９３）３８－０８００

68 大口子育て支援センタールピナス 伊佐市大口下殿1678-10(ｅ-Ｇａなんちゅう内) （０９９５）２３－５０８０

69 菱刈子育て支援センターまむ さるーん 伊佐市菱刈前目711-1(まごし館内) (０９９５)２６－２８８２

70 子育て支援センター　ひよこサークル 姶良市加治木町木田4872-2 (０９９５)６３－５０４３

71 子育て支援センター　あゆみ 姶良市平松5061-2 (０９９５)６５－１７１０

72 子育て支援センター　建昌っ子 姶良市東餅田2602番地 （０９９５）６７－３３３３

73 子育て支援センター　たんぽぽ 姶良市下名60番地 （０９９５）６５－２５３１

74 あいら親子つどいの広場「あいあい」 姶良市西餅田589番地 （０９９５）７３－５３３３

75 かじき親子つどいの広場「かじきっず」 姶良市加治木町本町253番地 （０９９５）７３－６９１２
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市町村名 番号 センター名 施設住所 電話番号

76 みしま村子育て広場　　野いちご 鹿児島郡三島村黒島67－4 090-5283-7065

77 みしま村硫黄島つばき園 鹿児島郡三島村硫黄島90-61 080-1790-0290

78 みしま村竹島グーミーズ 鹿児島郡三島村竹島7 090-1515-1743

79 くちっこ園 鹿児島郡十島村口之島19-67 09912-2-2221

80 中之島ほしのこ園 鹿児島郡十島村中之島133番 09912-2-2131

81 すわっこ園 鹿児島郡十島村諏訪之瀬島90番 09912-2-2666

82 のびっこ園 鹿児島郡十島村大字悪石島65番26 09912-3-2021

83 子宝園 鹿児島郡十島村大字小宝島16番 09912-4-2010

84 子育て広場　いまきら園 鹿児島郡十島村宝島923番 09912-4-2217

85 たいらっこ園(H30.11～） 鹿児島郡十島村平島120番 09912-2-2508

86 子育て支援センター　クオラ 薩摩郡さつま町船木2336-1 （０９９６)５３－１１８４

87 にこにこハウス 薩摩郡さつま町柏原５１８３ （０９９６)５９－８６７５

長島町 88 子育てひろば　すまいる 出水郡長島町鷹巣1659-1 （０９９６)８６-２３３１

89 子育て支援センター　すくすく 姶良郡湧水町川西800-1 (０９９５)７５－２０４０

90 子育て支援センター　ぽかぽか 姶良郡湧水町米永４３３－１ （０９９５)７４－５０１４

大崎町 91 子育て支援センター　ひよこクラブ 曽於郡大崎町神領１３０-１ (０９９)４７６－２１６６

東串良町 92 子育て支援センター　ひまわり館 肝属郡東串良町川西1902 (０９９４)６３－５５３３

93 錦江町田代子育て支援センター 肝属郡錦江町田代川原275-1 (０９９４)２５－２０３７

94 大根占子育て支援センター　ほほえみ 肝属郡錦江町城元4750-3
(0994)29－0256
080-6452-1658

南大隅町 95 南大隅町子育て支援センター 肝属郡南大隅町根占川北１８９７－２ (０９９４)２４－２２１２

96 高山子育て支援センター　ちゃいるどはうす 肝属郡肝付町新富5589-8 (０９９４)６５－１３０８

97 肝付町内之浦地域子育て支援センター 肝属郡肝付町南方２６３８－１ (０９９４)６７－２３４９

中種子町 98 子育て支援センター  おひさま 熊毛郡中種子町野間４３０３ （０９９７）２７－００３１

南種子町 99 南種子町子育て支援センター 熊毛郡南種子町中之上2788-1 （０９９７）２６－0135

瀬戸内町 100 すこやか福祉センター 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 （０９９７）７２－1068

喜界町 101 子育て支援センター  ひまわり 大島郡喜界町大字湾１７９４ (０９９７)６５－１４１９

徳之島町 102 子育て支援センター　われんきゃ広場 大島郡徳之島町亀津4223-7 （０９９７）８２－０６６０

天城町 103 天城町地域子育て支援拠点　むすびーの(H31.4～） 大島郡天城町天城427 070-4333-5605

和泊町 104 地域子育て支援ｾﾝﾀｰ　ほっとステーション 大島郡和泊町和泊３９－３ (０９９７)８４－３５1６

知名町 105 子育て広場　あしＢee～Na 大島郡知名町瀬利覚2126 （０９９７）９３－２０７５

与論町 106 ゆんぬ子育て支援センター 大島郡与論町茶花2002-1 （０９９７)９７－４２８５
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十島村


