
（令和３年９月改訂版）
鳥取県・全市町村



もくじ

子どもの成長に応じた
主な子育て支援   ２～３p

●妊娠と出産 
●妊娠が分かったら   ４p
●妊娠・出産・子育ての
　身体的・精神的負担軽減   ５p
●妊娠・出産のことで困ったときは？   ６p
●産休、育休、出産・育児一時金と
　出産手当金、給付金について   ７～８p

●健康と医療 
●子どもが受ける検診、検査について   ９p
●予防接種を受けましょう   10p
●医療費の助成   11p
●子どもの救急   12p

●預ける、利用する 
●子どもを預ける   13～14p
●保育所・地域型保育事業所   15p
●幼稚園・認定こども園   16p
●幼児教育・保育無償化   17p
●病児・病後児保育   18p
●親子で交流   19p
●地域での子育て支援   20p

●相談と支援 
●子どもに関する相談、
　子どもからの相談   21p
●子どもの居場所(こども食堂など)   22p
●ひとり親家庭への支援   23p
●児童福祉施設・里親の元で養育   24p
●児童虐待・DVの相談、防止   24p
●障がい児のいる家庭への支援   25～26p
●高校生通学費助成事業   27p

子育てに便利な情報一覧

●国や県の相談窓口   28～30p
●市町村の
　子育て相談窓口  31～48p

●子育てに便利な情報一覧
・保育所   50～53p
・国立幼稚園・私立幼稚園   54p
・認定こども園   54～56p
・小規模保育事業所・ 
　家庭的保育事業所   57p
・事業所内保育事業所・ 
　届出保育事業所   57～58p
・森のようちえん   58p
・一時預かりを 
　行っている保育所等   59～60p
・休日保育施設   61p
・病児・病後児保育施設   61～63p
・居宅訪問型保育事業所 
　　　(ベビーシッター)   63p
・ファミリー・サポート・センター   63～64p
・地域子育て支援センター   64～65p
・助産所   65～66p
・親の会及び関係団体   66～67p
・チャイルドシート支援事業   67p

子育て王国とっとりの取組
●鳥取県教育委員会
●鳥取県子育て王国課

1

建 築 指 導 課
建 築 相 談 課
建 築 住 宅 課
建 築 営 繕 課
福 祉 課
町 民 福 祉 課
地 域 整 備 課
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個別限度額
(一般公共の用に供されるものであるこ
とが必要です）
　・便器の洋式化 33万円／箇所
　・ベビーベッド 13万円／箇所
　・ベビーチェア 6.6万円／箇所 等

0857-30-8361
0859-23-5227
0858-22-8175
0859-47-1062
0857-73-1333
0858-82-2233
0858-75-4113
0858-72-3590
0858-43-3520
0858-35-5373
0858-55-7805
0858-37-5852
0859-27-5953
0859-54-5207
0859-66-3112
0859-68-5534
0859-82-0374
0859-72-0350
0859-75-2211
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短期入所（ショートステイ）型
　産婦人科や助産所で宿泊によるケアを受けることができます。

通所（デイサービス）型
　産婦人科や助産所に日中、来所いただきケアを受けることができます。

居宅訪問（アウトリーチ）型
　助産師等がご自宅に訪問し、ケアを受けることができます。
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産後ケア事業　実施市町村（R３．４．１時点）

各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）
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子の看護休暇
　小学校就学前までは、１年に5日（子どもが2人以上いる場合は10日）まで病気、けがをした子どもへの看護や、子
どもに予防接種、健康診断を受けさせるために休暇を取得できます。取得は、１日又は時間単位でできます。職場
の担当者を通じて事業主へ申請してください。

※各労働基準監督署（P29）でも問い合わせできます。

鳥取県東部不妊専門相談センターはぐてらす（県立中央病院内）

鳥取県西部不妊専門相談センターはぐてらす（イオンモール日吉津店内）
【電話面接相談】0120-0874-15 月～日 10：00～19：00

　〔電子メール〕：info@hug-terrace.com

●不妊治療等への助成金
　不妊治療のうち、健康保険が適用されない体外受精及び顕微受精（特定不妊治療）、男性不妊治療、人工授
精に要する費用の一部を助成しています。また、不妊検査・精症検査に要する費用の一部を助成しています。

●特定不妊治療費助成
特定不妊治療に要した費用について、治療一回につき33万円、30万円、11万円、10万円を限度に助成。
詳細は、各圏域保健所へお問い合わせください。

●人工授精助成
人工授精に要した費用の10分の7を1年度あたり14万円まで（35歳以上の場合、2分の1、10万円まで）通算2年度まで助成。

●不妊検査費助成
結婚3年以内のご夫婦または妻の年齢35歳未満の夫婦が受けた不妊検査に要した費用のうち、保険適用外となる
費用の全額を2万6千円まで助成。

●不育症検査費助成
先進医療として厚生労働省が告示した検査を対象に5万円まで助成。

各圏域保健所（P29）

各市町村（P31～49）

鳥取労働局雇用環境・均等室・労働基準監督署（P29）
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各市町村　（P31～49）

各年金事務所、各公共職業安定所（P29）

各労働基準監督署（P29）
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各圏域保健所・鳥取市保健所（P29）

…P25参照

各市町村　（P31～49）

各市町村　（P31～49）

各市町村　（P31～49）

予防接種名

予防接種名

予防する病気

定
期
接
種（
無
料
）

任
意
接
種

（
有
料
）

麻しん、風しん
（麻しん風しん混合）

麻しん、風しん
（麻しん風しん混合）

HPV（※1）
（ヒトパピローマウイルス）

HPV（※1）
（ヒトパピローマウイルス）

BCG

BCG

四種混合

二種混合

日本脳炎

Hib（ヒブ）

小児用肺炎球菌

水痘

B型肝炎

ロタウイルス

結核
百日咳、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎（小児まひ）
ジフテリア、破傷風

麻しん（はしか）、風しん（三日はしか）

日本脳炎
細菌性髄膜炎
肺炎、細菌性髄膜炎
水ぼうそう
B型肝炎

子宮頸がん

ロタウイルスによる感染性胃腸炎
おたふくかぜ
インフルエンザ

四種混合
二種混合

日本脳炎
Hib（ヒブ）
小児用肺炎球菌
水痘
B型肝炎

ロタウイルス（※2）
おたふくかぜ
インフルエンザ

 生後 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳～

接種が定められている年齢

小学校就学前1年間

小6～高1相当

1ヶ月半～7ヶ月半

H7.4.2～H19.4.1生まれの者で
4回の接種が終わっていない者は
19才まで接種可能

（※1）HPVについては、平成25年6月14日より積極的勧奨が差し控えられています。
（※2）ロタウイルスについては、令和2年10月1日より定期接種の対象となりました。

各市町村　（P31～49）
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各市町村（P31～49）

ダイヤル回線、IP電話の場合は03-6626-2201
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各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）

幼児教育・保育無償化　P17
施設一覧　P50～53

幼児教育・保育無償化　P17
施設一覧　P57

■ 保育所、認定こども園（保育）、小規模保育などの利用を希望する場合

各市町村（P31～49）

※認定申請と利用申し込みは同時に行うこともできます。また、施設を通じて申請を行うこととしている市町村もあります。
　詳しくは市町村にお問い合わせください。（各市町村の窓口は、P31～49）
※私立幼稚園については、各園にお問い合わせください。（私立幼稚園の一覧は、P55）

（お住まいの地域でこれらのサービスが利用できるかは、市町村（P31～ 49）へお問い合わせください。）

一時預かり
（施設一覧 P59～60）

病児・病後児保育
（施設一覧 P61～63）

ファミリー・サポート・センター
（施設一覧 P63～64）

ショートステイ

トワイライトステイ
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各幼稚園（P54）

各市町村（P31～49）

幼児教育・保育無償化　P17
施設一覧　P54

幼児教育・保育無償化　P17
施設一覧　P54～56

（P54参照）
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各幼稚園（P54）

各市町村（P31～49）

幼児教育・保育無償化　P17
施設一覧　P54
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施設一覧　P54～56

（P54参照）
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各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）
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各市町村（P31～49）

　お住まいの地域がどのような病児・病後児保育を実施しているかは、
P61～63の施設一覧を御覧ください。
　また、利用手続き等についてはお住まいの市町村の保育担当課にお
問い合わせください。
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　お住まいの地域がどのような病児・病後児保育を実施しているかは、
P61～63の施設一覧を御覧ください。
　また、利用手続き等についてはお住まいの市町村の保育担当課にお
問い合わせください。
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相談と支援

子どもに関する相談、子どもからの相談

●子育て中のお父さん、お母さん、ご家族の方へ
子育て相談
　子育ての悩みが募ると、子どもへの虐待につながってしまうこともあります。誰かに相談することで、悩
みが軽減されたり、解決の糸口がつかめたりすることもあります。
　お子さんの発達、育児の悩み・不安、不登校、いじめなどについて、来所やお電話等で相談をお受けして
います。

●子どものみんな（お子さん自身）へ
こ こ じしん

子ども相談
　おうちのことや友だちのことで悩んでいませんか？ひとりで悩まないで、周りの誰かに相談しましょう。

　友だちのことや学校の悩み、家族の悩み、家に帰りたくない、友だちや家族にも話しづらいことなどを、

相談所に行って直接会って相談したり、電話で相談したりできます。

とも

とも

そうだんじょ ちょくせつ あ そうだん でんわ そうだん

がっこう なや なや いえ かえ とも かぞく はなかぞく

なや なや まわ だれ そうだん

連絡・相談先 児童相談所、児童家庭支援センター（P28）

連絡・相談先
れんらく そうだんさき じどうかていしえん こ でんわそうだん

児童家庭支援センター、子ども電話相談（P30）

こ そうだん

ヤングケアラーに関する相談窓口
　大人の代わりに、幼いきょうだいの世話や、障がいや病気のある家族の介護やケアを行うことで、
自らの育ちや教育に支障を来している18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」といいます。
　鳥取県では、ヤングケアラー当事者や保護者の悩みに寄り添い、ヤングケアラーの方を必要な支援
に繋げるための相談窓口を設置しています。
　困ったこと・話をしたいことがあったら、まずは相談してください。

連絡・相談先 ヤングケアラー相談窓口（児童相談所）

相談と支援

各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）

県内の地域子育て支援センターの一覧はP64～P65をご覧ください。

県内のファミリーサポートセンターの一覧はP63～P64をご覧ください。
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相談と支援

子どもに関する相談、子どもからの相談

●子育て中のお父さん、お母さん、ご家族の方へ
子育て相談
　子育ての悩みが募ると、子どもへの虐待につながってしまうこともあります。誰かに相談することで、悩
みが軽減されたり、解決の糸口がつかめたりすることもあります。
　お子さんの発達、育児の悩み・不安、不登校、いじめなどについて、来所やお電話等で相談をお受けして
います。

●子どものみんな（お子さん自身）へ
こ こ じしん

子ども相談
　おうちのことや友だちのことで悩んでいませんか？ひとりで悩まないで、周りの誰かに相談しましょう。

　友だちのことや学校の悩み、家族の悩み、家に帰りたくない、友だちや家族にも話しづらいことなどを、

相談所に行って直接会って相談したり、電話で相談したりできます。

とも

とも

そうだんじょ ちょくせつ あ そうだん でんわ そうだん

がっこう なや なや いえ かえ とも かぞく はなかぞく

なや なや まわ だれ そうだん

連絡・相談先 児童相談所、児童家庭支援センター（P28）

連絡・相談先
れんらく そうだんさき じどうかていしえん こ でんわそうだん

児童家庭支援センター、子ども電話相談（P30）

こ そうだん

ヤングケアラーに関する相談窓口
　大人の代わりに、幼いきょうだいの世話や、障がいや病気のある家族の介護やケアを行うことで、
自らの育ちや教育に支障を来している18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」といいます。
　鳥取県では、ヤングケアラー当事者や保護者の悩みに寄り添い、ヤングケアラーの方を必要な支援
に繋げるための相談窓口を設置しています。
　困ったこと・話をしたいことがあったら、まずは相談してください。

連絡・相談先 ヤングケアラー相談窓口（児童相談所）

相談と支援

各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）

県内の地域子育て支援センターの一覧はP64～P65をご覧ください。

県内のファミリーサポートセンターの一覧はP63～P64をご覧ください。
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各市町村（P31～49）、県家庭支援課（0857-26-7869）、中部・西部総合事務所県民福祉局（P26）

各市町村（P31～49）、県家庭支援課　0857-26-7869

各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）、中部・西部総合事務所県民福祉局（P28）

各市町村（P31～49）、中部・西部総合事務所県民福祉局（P28）

中部・西部総合事務所県民福祉局、各福祉事務所（P29）

一般社団法人 鳥取県母子寡婦福祉連合会　0857-59-6344、各市町村（P31～49）

ひとり親家庭相談支援センター
悩みを抱えるひとり親家族の相談窓口を県内3か所県立ハローワーク内に設置しました。気軽に相談にお越しください。

お 問 い 合 わ せ 一般社団法人 鳥取県母子寡婦福祉連合会　080-7508-4231

相談と支援

相談と支援

子どもの居場所（こども食堂など）

相談と支援

●こども食堂ってどんなところ？
　こども食堂は、孤食状態や家庭の事情で十分に食事がとれない子どもに「温かいご飯をたべさせてあげた
い」との思いから、地域の方々の主体的な活動として始まりました。県内でも活動が広がっており、今では、
食事だけではなく、学習や遊び、創作などさまざまな活動を通して大人と交流しながら、生活習慣やマナー
を身につけるなど、家庭や学校とは違った「子どもの居場所」となっています。また、大人にとっては、情
報交換や子育て相談等、地域の大人同士の交流の場ともなっています。
　その運営スタイルはさまざまで、地域の方々や各種団体が店舗や公民館などを利用して活動するなど、創
意工夫をしながら開催されています。

※利用条件：特になし（事前予約が必要なところもあります）
※利用料金：無料～数百円まで
※開催場所・時間：平日の夕方や休日の日中など、こども食堂によってさまざまです。
※こども食堂に興味がある・利用したいときのお問合せ先
・お住いの市町村の子育て担当課（Web で開催状況が確認できる場合もあります）
・とっとり子どもの居場所ネットワーク ” えんたく ”
　こども食堂をはじめとした「子どもの居場所」の運営者とその活動を応援するかたのネットワークで
す。こども食堂に関する情報提供もしています。

　　https://mirai.roukyou.gr.jp/tottori-children-future-support-network/index.html
　　TEL：0857-30-5311　E-mail：tottori.kodomo.mirai@roukyou.gr.jp
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各市町村（P31～49）、県家庭支援課（0857-26-7869）、中部・西部総合事務所県民福祉局（P26）

各市町村（P31～49）、県家庭支援課　0857-26-7869

各市町村（P31～49）

各市町村（P31～49）、中部・西部総合事務所県民福祉局（P28）

各市町村（P31～49）、中部・西部総合事務所県民福祉局（P28）

中部・西部総合事務所県民福祉局、各福祉事務所（P29）

一般社団法人 鳥取県母子寡婦福祉連合会　0857-59-6344、各市町村（P31～49）

ひとり親家庭相談支援センター
悩みを抱えるひとり親家族の相談窓口を県内3か所県立ハローワーク内に設置しました。気軽に相談にお越しください。

お 問 い 合 わ せ 一般社団法人 鳥取県母子寡婦福祉連合会　080-7508-4231

相談と支援

相談と支援

子どもの居場所（こども食堂など）

相談と支援

●こども食堂ってどんなところ？
　こども食堂は、孤食状態や家庭の事情で十分に食事がとれない子どもに「温かいご飯をたべさせてあげた
い」との思いから、地域の方々の主体的な活動として始まりました。県内でも活動が広がっており、今では、
食事だけではなく、学習や遊び、創作などさまざまな活動を通して大人と交流しながら、生活習慣やマナー
を身につけるなど、家庭や学校とは違った「子どもの居場所」となっています。また、大人にとっては、情
報交換や子育て相談等、地域の大人同士の交流の場ともなっています。
　その運営スタイルはさまざまで、地域の方々や各種団体が店舗や公民館などを利用して活動するなど、創
意工夫をしながら開催されています。

※利用条件：特になし（事前予約が必要なところもあります）
※利用料金：無料～数百円まで
※開催場所・時間：平日の夕方や休日の日中など、こども食堂によってさまざまです。
※こども食堂に興味がある・利用したいときのお問合せ先
・お住いの市町村の子育て担当課（Web で開催状況が確認できる場合もあります）
・とっとり子どもの居場所ネットワーク ” えんたく ”
　こども食堂をはじめとした「子どもの居場所」の運営者とその活動を応援するかたのネットワークで
す。こども食堂に関する情報提供もしています。

　　https://mirai.roukyou.gr.jp/tottori-children-future-support-network/index.html
　　TEL：0857-30-5311　E-mail：tottori.kodomo.mirai@roukyou.gr.jp
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各市町村（P31～49）、県民福祉局（P29）

各市町村（P31～49）、県民福祉局（P29）

○対象者：精神、又は身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを養育している保護者の方等

各市町村（P31～49）
各児童相談所（P28）、各市町村（P31～49）

配偶者暴力相談支援センター、警察（P30）

児童相談所（P28）、各市町村（P31～49）

お問い合わせ

　家庭での養育が困難になった子どもを施設や個人で預かり、育てる制度です。保護者が病気や事
故、離婚などの家庭の事情により、子どもと一緒に生活することが困難な状況になった場合は、お近
くの児童相談所（P28）にご相談ください。
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各市町村（P31～49）、県民福祉局（P29）

各市町村（P31～49）、県民福祉局（P29）

○対象者：精神、又は身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを養育している保護者の方等

各市町村（P31～49）
各児童相談所（P28）、各市町村（P31～49）

配偶者暴力相談支援センター、警察（P30）

児童相談所（P28）、各市町村（P31～49）

お問い合わせ

　家庭での養育が困難になった子どもを施設や個人で預かり、育てる制度です。保護者が病気や事
故、離婚などの家庭の事情により、子どもと一緒に生活することが困難な状況になった場合は、お近
くの児童相談所（P28）にご相談ください。
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0859-23-5271

　聴力が両耳ともに３０デシベル以上又は片側が３０デシベル以上で、医師が装用効果を認めるもので、身体障害者手帳の交
付の対象ではない子どもに対し、補聴器の購入等の費用を助成します。

いじめ・不登校総合対策センター、各特別支援学校、東・中・西教育局（P28）

各市町村教育委員会（P31～49）、各学校（P28）

各市町村（P31～49）
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0859-23-5271

　聴力が両耳ともに３０デシベル以上又は片側が３０デシベル以上で、医師が装用効果を認めるもので、身体障害者手帳の交
付の対象ではない子どもに対し、補聴器の購入等の費用を助成します。

いじめ・不登校総合対策センター、各特別支援学校、東・中・西教育局（P28）

各市町村教育委員会（P31～49）、各学校（P28）

各市町村（P31～49）
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03-6280-6937

03-6341-1977

倉吉保健所

米子保健所

鳥取市富安二丁目138-4
鳥取市役所駅南庁舎 1階

鳥取市幸町71

倉吉市葵町二丁目253-1

0858-23-3124

0859-31-9309

0858-22-8111

0859-23-5153

0859-47-1121

女性からの相談
DV被害の相談

福祉相談センター女性相談課

中部総合事務所
県民福祉局地域福祉課
西部総合事務所
県民福祉局地域福祉課

保健所
倉吉保健所

米子保健所
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03-6280-6937

03-6341-1977

倉吉保健所

米子保健所

鳥取市富安二丁目138-4
鳥取市役所駅南庁舎 1階

鳥取市幸町71

倉吉市葵町二丁目253-1

0858-23-3124

0859-31-9309

0858-22-8111

0859-23-5153

0859-47-1121

女性からの相談
DV被害の相談

福祉相談センター女性相談課

中部総合事務所
県民福祉局地域福祉課
西部総合事務所
県民福祉局地域福祉課

保健所
倉吉保健所

米子保健所
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・小児特別医療費助成・ひとり親家庭医療費助成
・特定疾病医療費助成・未熟児養育医療給付
・出産育児一時金（国民健康保険加入者）
・母子手帳交付、妊婦・産後健診等受診票の交付
・妊娠、出産、育児、食事、歯科に関する相談
・新生児訪問、新生児聴覚検査費用助成
・乳幼児健診、発達相談
・子育てサークル
・不妊検査、不妊・不育治療費助成、相談
・小児慢性特定疾病の医療費助成
・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

総合教育センター
0857-36-6060

・就学援助（小・中・義務教育学校）
・特別支援教育就学奨励（小・中・義務教育学校）
・不登校児童生徒への自立支援
　（サポートルーム「すなはま」「レインボー」「かわはら」）

子ども電話相談東部
（ヤングケアラー東部相談窓口）
子ども電話相談中部
（ヤングケアラー中部相談窓口）
子ども電話相談西部
（ヤングケアラー西部相談窓口）

子どもに関する悩み、
子ども自身の悩み

水・奇数月第2日曜日8:30～17:15
配
偶
者
暴
力
相
談
セ
ン
タ
ー

福祉相談センター
女性相談課
中部総合事務所
県民福祉局地域福祉課
西部総合事務所
県民福祉局地域福祉課

0858-33-3152（平日）
0858-33-3147（平日、緊急の場合）

夜間休日電話相談窓口

ＤＶ相談ナビ（内閣府） ＃8008

ＤＶ被害等の相談
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・小児特別医療費助成・ひとり親家庭医療費助成
・特定疾病医療費助成・未熟児養育医療給付
・出産育児一時金（国民健康保険加入者）
・母子手帳交付、妊婦・産後健診等受診票の交付
・妊娠、出産、育児、食事、歯科に関する相談
・新生児訪問、新生児聴覚検査費用助成
・乳幼児健診、発達相談
・子育てサークル
・不妊検査、不妊・不育治療費助成、相談
・小児慢性特定疾病の医療費助成
・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

総合教育センター
0857-36-6060

・就学援助（小・中・義務教育学校）
・特別支援教育就学奨励（小・中・義務教育学校）
・不登校児童生徒への自立支援
　（サポートルーム「すなはま」「レインボー」「かわはら」）

子ども電話相談東部
（ヤングケアラー東部相談窓口）
子ども電話相談中部
（ヤングケアラー中部相談窓口）
子ども電話相談西部
（ヤングケアラー西部相談窓口）

子どもに関する悩み、
子ども自身の悩み

水・奇数月第2日曜日8:30～17:15
配
偶
者
暴
力
相
談
セ
ン
タ
ー

福祉相談センター
女性相談課
中部総合事務所
県民福祉局地域福祉課
西部総合事務所
県民福祉局地域福祉課

0858-33-3152（平日）
0858-33-3147（平日、緊急の場合）

夜間休日電話相談窓口

ＤＶ相談ナビ（内閣府） ＃8008

ＤＶ被害等の相談
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・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・特別医療費助成
・児童手当
・就学前子育て支援　・子育て応援給付金
・特別児童扶養手当　・出産祝金
・障害児福祉手当等　・子育て応援パスポート

・子育て広場
・子育て講演会
・子育て相談
・ママサークル
・妊婦健康診査費助成
・妊婦歯科健診費用助成
・新生児聴覚検査費用助成
・新生児訪問　・産後ケア　・ショートステイ
・トワイライトステイ
・生後1ヶ月・産後健診費用助成
・離乳食講習会　　　　　　　・乳幼児健診
・未熟児養育医療費給付　　　・５歳児健診
・２歳児歯科教室
・フッ素塗布、フッ化物洗口
・不妊治療費公費助成
・任意予防接種費用全額助成
　（インフルエンザ：乳児から高校生相当まで）

・町立保育所の3歳児以上の副食費無償

１か月児健康診査費の助成事業を拡充
　お子さまが受ける１か月児健診に係る費用助成額の上限を3,000円から5,000円にしました。

〔任意予防接種費助成対象ワクチン〕
・おたふくかぜ
・季節性インフルエンザ
・大人の風しん予防接種
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・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・特別医療費助成
・児童手当
・就学前子育て支援　・子育て応援給付金
・特別児童扶養手当　・出産祝金
・障害児福祉手当等　・子育て応援パスポート

・子育て広場
・子育て講演会
・子育て相談
・ママサークル
・妊婦健康診査費助成
・妊婦歯科健診費用助成
・新生児聴覚検査費用助成
・新生児訪問　・産後ケア　・ショートステイ
・トワイライトステイ
・生後1ヶ月・産後健診費用助成
・離乳食講習会　　　　　　　・乳幼児健診
・未熟児養育医療費給付　　　・５歳児健診
・２歳児歯科教室
・フッ素塗布、フッ化物洗口
・不妊治療費公費助成
・任意予防接種費用全額助成
　（インフルエンザ：乳児から高校生相当まで）

・町立保育所の3歳児以上の副食費無償

１か月児健康診査費の助成事業を拡充
　お子さまが受ける１か月児健診に係る費用助成額の上限を3,000円から5,000円にしました。

〔任意予防接種費助成対象ワクチン〕
・おたふくかぜ
・季節性インフルエンザ
・大人の風しん予防接種
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福祉課（福祉事務所）
0858-72-3590

・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・児童手当　・乳児家庭保育支援給付金事業
・医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾病）
・保育所　　　・延長保育　　・土曜午後保育
・病後児保育　・一時預かり　・フッ化物洗口
・子育て支援センター
・放課後児童クラブ（学童保育）
・ファミリー・サポート・センター
・出産お祝い金支給事業
・子育て応援パスポート
・指定ごみ袋の無料配布

・母子健康手帳の交付　・妊産婦健康診査費助成
・妊婦歯科健診費助成
・新生児聴覚検査費助成　　・不妊治療費助成
・家庭訪問（妊産婦、新生児、乳幼児）
・乳幼児健康診査　　　・２歳児歯科健康診査
・出産（育児）一時金（国民健康保険加入者）
・産前・産後子育て相談事業　・未熟児養育医療
・特別医療費助成（小児、ひとり親家庭、特定疾患）
・子育て相談（電話・訪問）　・予防接種事業
・離乳食講習会・栄養相談　・産前・産後サポート事業
・産後ケア事業　・産前・産後整体事業

・就学援助費　・奨励費
・通学費助成（小・中学生）

・一時預かり　・病児・病後児保育
・延長保育　・乳児保育　・障がい児保育

・子育て講座・子育て相談
・チャイルドシート貸出サービス
・絵本の読み聞かせ　・子育て広場
・育児支援家庭訪問
・ファミリー・サポート・センター　・のびっこ相談

・おはなし会　・子育てコーナー
・ブックスタート　・子どもと本を知る口座

ちえの森ちづ図書館
0858-75-4123
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・不妊治療費助成
・妊産婦健診費助成　・妊婦歯科健診費助成
・母子手帳
・ウェルカムBabyクラス
・出産育児手当一時金（国民健康保険加入者）
・産後健診、１ヶ月児健診費助成　・産後ケア健診
・新生児、乳児訪問　　　・乳幼児健診
・産後ショートステイ　　・乳児一時預かり
・産前産後ヘルパー
・各種予防接種費助成
・未熟児養育医療
・障がいのある児童の発達支援
・ねんねクラス　　・離乳食講習会
・みささっ子食事相談・母乳相談
・１歳児・２歳児相談

〔新生児、乳児訪問〕
新生児、乳児の家庭を全戸訪問し、
助言・指導を行います。
〔各種予防接種費助成〕
インフルエンザ、おたふくかぜ予防
接種費を助成します。
〔ねんねクラス〕
満1歳までのお子さんの相談会です。
〔母乳相談〕
助産師による母乳相談、講話を行な
います。
〔みささっ子食事相談〕
栄養士による食事相談会です。

対象：市内在住の２歳未満の乳幼児
（当該年度満２歳の乳幼児は対象外）
※支給対象者１人に対し１回限り
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【妊娠する前】
・特定不妊治療費助成　・人工授精費用助成
・不育症治療費等助成
【妊娠されたら】
・母子健康手帳の交付
・母子健康手帳アプリ
・妊婦訪問　・妊婦健診費用助成
・妊婦歯科検診費用助成
【赤ちゃんが生まれたら】
・産後健診・乳児健診（3～4か月・9～10か月）
・６か月・１歳６か月・３歳・５歳児健診
・赤ちゃん訪問　・産婦訪問　・予防接種
・離乳食講習会　　　　　・乳児相談
・２歳児子育て相談　　　・歯みがき教室
・むし歯予防教室（保育園・こども園）
・発達障がい児等支援　　・産後ケア事業
・産後ヘルパー派遣事業
・チャイルドシート購入費助成
・ファミリーサポートセンター
・ショートステイ・トワイライトステイ事業

湯梨浜町子育て世代包括支援センターより
　スマートフォン向け母子健康手帳「笑顔ゆりはま子育てアプリ」無料配信始中！
　新たにオンライン相談を開始。出産や子育て等の相談が、外出不要で、スマホ・
タブレット・ＰＣでご自宅からビデオ通話で可能となりました。妊娠から出産・
子育てまで、楽しく安心して子育てができるようサポートします。

子育て関連の休日・夜間電話相談・就学援助　・奨学金（ふるさと人材育成奨学金等）
・特別支援教育就学奨励費援助
・修学旅行補助　・高校生等通学費助成
・フリースクール等利用料・交通費助成
・放課後等学習支援（ゆりはま自主学習の広場・地域未来塾）

・特別医療費助成（0歳～18歳）
・インフルエンザ予防接種費助成
　対象：小・中学生
　助成費：1,500円を上限に年一回限り
　　　　　（生活保護世帯は全額助成）
・風しんワクチン接種費用助成
　対象：希望する女性（風しん抗体価の低い人）
　　　　や妊婦の家族など
　助成費：接種費の３分の２（上限8,000円）

3歳未満児を養育する世帯に1年度
50枚のごみ袋を無料配布しています。

・妊婦健康診査費助成　・子育て応援パスポート
・妊婦歯科検診費用助成　・不妊治療費助成
・不育症治療費助成　・産前・産後サポート事業
・産後ケア事業　・産前・産後ヘルパー派遣事業
・新生児訪問　・乳幼児健診　・幼児歯科健診
・予防接種事業　・両親学級
・１歳児すくすく相談
・２歳児すこやか相談　・ブックスタート
・育児教室（離乳食講習会、発達支援教室等）
・産後健康診査助成
・フッ化物洗口（保育園・こども園）
・出産・入学等祝金（第３子以降）
・家庭子育て支援事業　・認定こども園・保育所
・ファミリー・サポート・センター
・子育て支援センター　・児童手当
・放課後児童クラブ（学童保育）　・一時預かり
・病児・病後児保育　・休日保育
・チャイルドシート貸出サービス
・ショートステイ、トライライトステイ事業
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保険課
0859-23-5121

健康対策課
0859-23-5453
0859-23-5468
【ふれあいの里】

障がい者支援課
0859-23-5159

地域生活課
0859-56-3118
【淀江支所】

・母子健康手帳と妊婦一般健康診査受診票の交付
・産後ケア（ショートステイ・デイケア）
・産後ヘルプ
・マタニティー＆ベビー相談、マタニティースクール
・お子さんの健診
・赤ちゃん訪問、赤ちゃんすくすく相談
・離乳食講習会　　・未熟児養育医療の給付
・子育て応援パスポート　・予防接種

・家庭児童相談　・ペアレントトレーニング
・子育て短期支援事業（ショートステイ）
・子育て支援センター
・児童発達支援センター（あかしや）

・就学援助
・特別支援教育就学奨励費
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ファミリー・サポート・
センター
0859-57-8236

児童館
0859-57-8236

子育て支援センター
080-9155-5026

夏休みひえづっ子クラブは、小学校
附属特別棟で実施
※施設建替え中のため、仮移転中

概ね１歳から
※施設建替え中のため、仮移転中

月～金曜日
９：00～12：00
13：30～16：00
育児講座・絵本の読み聞かせなど
※施設建替え中のため、仮移転中

子育て支援課
0859-47-1046
0859-47-1077

環境衛生課
0859-42-3803

・市指定ごみ袋40ℓの無料配布

・乳児等おむつ代助成
・保育所　・幼稚園　・認定こども園
・一時預かり　・休日保育　・延長保育
・病児・病後児保育　・子育て世代訪問支援事業
・地域子育て支援センター
・ファミリー・サポート・センター
・ファミリー・サポート・センター利用料助成
・家庭児童相談室・児童手当・児童扶養手当
・ひとり親家庭への支援事業
・子育て応援パスポート　・子育てサークル助成
・食物アレルギーをもつ子どもの保護者交流会

・母子健康手帳交付　・母子手帳アプリ
・安心メール相談 ・赤ちゃん登校日 ・子育ての旅
・こんにちは赤ちゃん訪問 ・ハイハイ期親子応援事業
・産後・1か月健診　・6か月・1歳半・3歳児健診
・1歳半事後健診 ・5歳児発達相談 ・フッソ塗布
・妊産婦・乳幼児健康相談　・離乳食講習会
・産後ヘルパー派遣事業 ・ファーストシューズプレゼント
・産後デイケア・ショートステイ事業　・不妊相談
・不妊治療費助成　・すくすく教室
・ブックスタート　・ブックスタートプラス
・妊娠期からの給本の読み聞かせ
・未熟児養育医療給付　　・予防接種
・新生児聴覚検査費助成 ・妊産婦タクシー助成

境港市版ネウボラ～子育て世代包括支援センターをご利用ください～
　妊娠期からきめ細かい子育てを支援する専門のコーディネーター（保健師）を配置し、不安な気持ちや悩みを気
軽に相談でき、安心して子育てができるよう支援しています。お気軽にご相談ください。〔連絡先〕0859-47-1040
境港市子育て支援センター「ひまわり」「きらきら」
　乳幼児と保護者がいっしょに安心して遊ぶことができ、子育てについて相談することもできます。毎月情
報誌による情報提供をしています。保護者同志等の仲間づくりを応援する場です。
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ファミリー・サポート・
センター
0859-57-8236

児童館
0859-57-8236

子育て支援センター
080-9155-5026

夏休みひえづっ子クラブは、小学校
附属特別棟で実施
※施設建替え中のため、仮移転中

概ね１歳から
※施設建替え中のため、仮移転中

月～金曜日
９：00～12：00
13：30～16：00
育児講座・絵本の読み聞かせなど
※施設建替え中のため、仮移転中

子育て支援課
0859-47-1046
0859-47-1077

環境衛生課
0859-42-3803

・市指定ごみ袋40ℓの無料配布

・乳児等おむつ代助成
・保育所　・幼稚園　・認定こども園
・一時預かり　・休日保育　・延長保育
・病児・病後児保育　・子育て世代訪問支援事業
・地域子育て支援センター
・ファミリー・サポート・センター
・ファミリー・サポート・センター利用料助成
・家庭児童相談室・児童手当・児童扶養手当
・ひとり親家庭への支援事業
・子育て応援パスポート　・子育てサークル助成
・食物アレルギーをもつ子どもの保護者交流会

・母子健康手帳交付　・母子手帳アプリ
・安心メール相談 ・赤ちゃん登校日 ・子育ての旅
・こんにちは赤ちゃん訪問 ・ハイハイ期親子応援事業
・産後・1か月健診　・6か月・1歳半・3歳児健診
・1歳半事後健診 ・5歳児発達相談 ・フッソ塗布
・妊産婦・乳幼児健康相談　・離乳食講習会
・産後ヘルパー派遣事業 ・ファーストシューズプレゼント
・産後デイケア・ショートステイ事業　・不妊相談
・不妊治療費助成　・すくすく教室
・ブックスタート　・ブックスタートプラス
・妊娠期からの給本の読み聞かせ
・未熟児養育医療給付　　・予防接種
・新生児聴覚検査費助成 ・妊産婦タクシー助成

境港市版ネウボラ～子育て世代包括支援センターをご利用ください～
　妊娠期からきめ細かい子育てを支援する専門のコーディネーター（保健師）を配置し、不安な気持ちや悩みを気
軽に相談でき、安心して子育てができるよう支援しています。お気軽にご相談ください。〔連絡先〕0859-47-1040
境港市子育て支援センター「ひまわり」「きらきら」
　乳幼児と保護者がいっしょに安心して遊ぶことができ、子育てについて相談することもできます。毎月情
報誌による情報提供をしています。保護者同志等の仲間づくりを応援する場です。
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・母子健康手帳交付　・新生児訪問　・乳幼児相談
・乳幼児健診　・予防接種　・不妊治療費助成
・特別医療費助成　・児童手当
・児童扶養手当　・ひとり親家庭医療費助成
・特別児童扶養手当　・病児・病後児保育
・産後ケア事業　・パパママ教室　・離乳食講習会
・パパスクール　・誕生祝い事業　・はぐなびN@NBU
・子育て親育ち教室　・育児パッケージ
・在宅育児世帯支援給付金　・絵本の進呈
・子育てサロン　・子育て応援スタンプラリー
・子育て応援パスポート
・保育サービス（入退所の手続き）
・ショートステイ（子育て短期支援事業）
・ファミリー・サポート・センター
・児童館　　・放課後児童クラブ
・延長保育
・子育て交流室あいあい（すみれこども園）
・一時預かり（すみれこども園）

〔誕生祝い金〕
令和２年４月１日以降にお生まれ
になったお子様が、満１歳及び満
３歳になられた際に、誕生祝いを
贈呈します。
１歳…防災に利用する物品及び町

内で生産された農産物
３歳…町内観光施設の利用体験
〔パパスクール〕
男性の育児参加を応援するパパス
クールを開講します。
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・母子健康手帳交付　・新生児訪問　・乳幼児相談
・乳幼児健診　・予防接種　・不妊治療費助成
・特別医療費助成　・児童手当
・児童扶養手当　・ひとり親家庭医療費助成
・特別児童扶養手当　・病児・病後児保育
・産後ケア事業　・パパママ教室　・離乳食講習会
・パパスクール　・誕生祝い事業　・はぐなびN@NBU
・子育て親育ち教室　・育児パッケージ
・在宅育児世帯支援給付金　・絵本の進呈
・子育てサロン　・子育て応援スタンプラリー
・子育て応援パスポート
・保育サービス（入退所の手続き）
・ショートステイ（子育て短期支援事業）
・ファミリー・サポート・センター
・児童館　　・放課後児童クラブ
・延長保育
・子育て交流室あいあい（すみれこども園）
・一時預かり（すみれこども園）

〔誕生祝い金〕
令和２年４月１日以降にお生まれ
になったお子様が、満１歳及び満
３歳になられた際に、誕生祝いを
贈呈します。
１歳…防災に利用する物品及び町

内で生産された農産物
３歳…町内観光施設の利用体験
〔パパスクール〕
男性の育児参加を応援するパパス
クールを開講します。

44



・母子健康手帳の交付　・子育て応援パスポート
・子育てハンドブック配布
・妊婦健診費助成　　・妊婦歯科健診費助成
・赤ちゃんを迎えるためのパパママ応援教室
・新生児聴覚検査費用助成　・産後健診費用助成
・出産祝金　　・在宅育児サポート事業
・新生児訪問　・お誕生記念ブックスタート
・ウッドスタート事業　・産後家事ヘルパー事業
・助産師訪問ケア事業
・乳幼児健診（歯科健診フッ素塗布含む）
・予防接種　　・任意予防接種費用助成
・おやこふれあい教室　・離乳食幼児食講習会
・家庭看護力向上支援事業「にっこりサロンヘルス偏」
・特別医療費助成　・未熟児養育医療費給付
・児童手当、児童扶養手当　・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭への各種支援　・不妊治療費助成
・病後児保育（日南病院）
・病児・病後児保育（日野病院）

・出産祝金は、町いきいき条例に
より第１子３万円、第２子５万
円、第３子以降７万円を贈呈し
ます。
・病児保育は、日野病院で実施。
　町内在住の家庭で、日野病院医
師の確認を受けた子どもが利用
可。
・病後児保育は、日南病院及び日
野病院で実施。
　町内在住の家庭で、各院の医師
の確認を受けた子どもが利用可。

にちなん保育園
0859-82-0626
教育委員会
0859-82-1118

・子育て支援（電話での相談も可能）
・おでかけ支援センターにっこり（園巡回相談）
・子育てグループ活動支援
・ファミリー・サポート・センター
・０歳児預かり保育事業
・放課後児童クラブ

・就学援助（小中学校）　　・教育支援センター（えがお）
・放課後子供教室　　・児童館
・高等学校等通学助成金　・伯耆未来塾

乳児家庭保育支援手当
伯耆町の乳児を家庭で保育される保護者に対し、手当を支給します。
①育児休業給付金を受給中の場合…育児休業給付金支給基準額の1/6を支給（乳児の月齢満9月～12月の間）
②①以外の場合…月額33,000円を支給（乳児の月齢満3月～12月の間）
③全員…月額20,000円を支給（乳児の月齢満13月～18月の間）
健康ポイント
母子健診や子育て関連事業への参加、利用するとポイントカードに１回ポイントが押印されます。
10ポイント貯まったら500円相当の町内施設等利用券と交換します。
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・母子健康手帳の交付　・子育て応援パスポート
・子育てハンドブック配布
・妊婦健診費助成　　・妊婦歯科健診費助成
・赤ちゃんを迎えるためのパパママ応援教室
・新生児聴覚検査費用助成　・産後健診費用助成
・出産祝金　　・在宅育児サポート事業
・新生児訪問　・お誕生記念ブックスタート
・ウッドスタート事業　・産後家事ヘルパー事業
・助産師訪問ケア事業
・乳幼児健診（歯科健診フッ素塗布含む）
・予防接種　　・任意予防接種費用助成
・おやこふれあい教室　・離乳食幼児食講習会
・家庭看護力向上支援事業「にっこりサロンヘルス偏」
・特別医療費助成　・未熟児養育医療費給付
・児童手当、児童扶養手当　・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭への各種支援　・不妊治療費助成
・病後児保育（日南病院）
・病児・病後児保育（日野病院）

・出産祝金は、町いきいき条例に
より第１子３万円、第２子５万
円、第３子以降７万円を贈呈し
ます。
・病児保育は、日野病院で実施。
　町内在住の家庭で、日野病院医
師の確認を受けた子どもが利用
可。
・病後児保育は、日南病院及び日
野病院で実施。
　町内在住の家庭で、各院の医師
の確認を受けた子どもが利用可。

にちなん保育園
0859-82-0626
教育委員会
0859-82-1118

・子育て支援（電話での相談も可能）
・おでかけ支援センターにっこり（園巡回相談）
・子育てグループ活動支援
・ファミリー・サポート・センター
・０歳児預かり保育事業
・放課後児童クラブ

・就学援助（小中学校）　　・教育支援センター（えがお）
・放課後子供教室　　・児童館
・高等学校等通学助成金　・伯耆未来塾

乳児家庭保育支援手当
伯耆町の乳児を家庭で保育される保護者に対し、手当を支給します。
①育児休業給付金を受給中の場合…育児休業給付金支給基準額の1/6を支給（乳児の月齢満9月～12月の間）
②①以外の場合…月額33,000円を支給（乳児の月齢満3月～12月の間）
③全員…月額20,000円を支給（乳児の月齢満13月～18月の間）
健康ポイント
母子健診や子育て関連事業への参加、利用するとポイントカードに１回ポイントが押印されます。
10ポイント貯まったら500円相当の町内施設等利用券と交換します。
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〔不妊治療費助成金交付〕
特定不妊治療は最大５万円／回、人
工授精は費用の 2/5 を助成。
〔病児・病後児保育〕

日野病院…病児・病後児保育室の利用
ができます（江府町の方は無料です。）

〔保育料無料〕
町内在住者は子供の国保育園の保育
料が無料
〔子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」〕

月～金曜日　午前９時～午後５時
〔じゃりんこ広場〕

毎月第３土曜日 午前９時～午後４時
子育て支援センターの開放日として
います。休日の遊び場としてご利用
ください。

毎週土曜日（８時30分～17時）の利用
ができます。休日の遊び場としてご
利用ください。

・保育所入所
・一時保育（６か月～利用できます。）
・絵本の読み聞かせ、貸出、ブックスタート
・もしもし相談、すくすく相談
・おはなしひろば　・ふれあいあそび

☆江府町子育て応援手当支給事業
お子さんが満２か月に到達した月から満１歳までの間（10か月）、家庭での子育てを応援するため、保育園な
どを利用されていない世帯に対し、月３万円の子育て応援手当を支給します。
☆子育て世代包括支援センター『おひさま』

江府町版ネウボラとして、子育て機関の情報や支援を『おひさま』を中心に連携することで切れ目なくつなぎ、
安心して出産・子育てができるよう応援します。

・・・子育てに関するご相談は『おひさま』まで（0859-75-6111）

・母子健康手帳の交付・子育て応援パスポート
・赤ちゃん訪問
・乳幼児健診（無料）
・定期予防接種、インフルエンザ予防接種
・児童扶養手当
・障害児福祉手当
・妊婦一般健診の費用助成、通院費助成
・新生児聴覚検査費助成
・妊婦歯科健診（無料）　・産後ケア事業
・ファミリーサポートセンター
・離乳食訪問指導　　　・育児教室
・歯科健診、フッ素塗布
・特別医療費助成　　　・不妊治療費助成
・病児・病後児保育
・子育て応援手当
・産後健診の費用助成

小学校の振替休日に対応し、開催し
ています。

江府町社会福祉協議会
0859-75-2942

・子供サロン

・児童手当　　　　　・家庭子育て支援金
・特別児童扶養手当　・すくすく子育て支援金
・ひとり親家庭への各種支援　・ごみ袋支給
・特別医療費助成　　・小中学校入学祝金
・新生児聴覚検査費助成
・出生祝い記念品贈呈　・出産祝金
・子育て応援パスポート
・母子健康手帳交付
・妊婦健康診査公費助成
・不妊治療費助成
・妊産婦、乳幼児訪問指導　・産後ケア事業
・産後健診・１か月児健診費助成
・乳幼児健診（歯科・フッ素塗布を含む）
・育児学級
・育児相談　・離乳食相談
・保育所での巡回相談
・定期予防接種　・食育指導
・任意予防接種　・授乳相談
・ファミリー・サポート・センター
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〔不妊治療費助成金交付〕
特定不妊治療は最大５万円／回、人
工授精は費用の 2/5 を助成。
〔病児・病後児保育〕

日野病院…病児・病後児保育室の利用
ができます（江府町の方は無料です。）

〔保育料無料〕
町内在住者は子供の国保育園の保育
料が無料
〔子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」〕

月～金曜日　午前９時～午後５時
〔じゃりんこ広場〕

毎月第３土曜日 午前９時～午後４時
子育て支援センターの開放日として
います。休日の遊び場としてご利用
ください。

毎週土曜日（８時30分～17時）の利用
ができます。休日の遊び場としてご
利用ください。

・保育所入所
・一時保育（６か月～利用できます。）
・絵本の読み聞かせ、貸出、ブックスタート
・もしもし相談、すくすく相談
・おはなしひろば　・ふれあいあそび

☆江府町子育て応援手当支給事業
お子さんが満２か月に到達した月から満１歳までの間（10か月）、家庭での子育てを応援するため、保育園な
どを利用されていない世帯に対し、月３万円の子育て応援手当を支給します。
☆子育て世代包括支援センター『おひさま』

江府町版ネウボラとして、子育て機関の情報や支援を『おひさま』を中心に連携することで切れ目なくつなぎ、
安心して出産・子育てができるよう応援します。

・・・子育てに関するご相談は『おひさま』まで（0859-75-6111）

・母子健康手帳の交付・子育て応援パスポート
・赤ちゃん訪問
・乳幼児健診（無料）
・定期予防接種、インフルエンザ予防接種
・児童扶養手当
・障害児福祉手当
・妊婦一般健診の費用助成、通院費助成
・新生児聴覚検査費助成
・妊婦歯科健診（無料）　・産後ケア事業
・ファミリーサポートセンター
・離乳食訪問指導　　　・育児教室
・歯科健診、フッ素塗布
・特別医療費助成　　　・不妊治療費助成
・病児・病後児保育
・子育て応援手当
・産後健診の費用助成

小学校の振替休日に対応し、開催し
ています。

江府町社会福祉協議会
0859-75-2942

・子供サロン

・児童手当　　　　　・家庭子育て支援金
・特別児童扶養手当　・すくすく子育て支援金
・ひとり親家庭への各種支援　・ごみ袋支給
・特別医療費助成　　・小中学校入学祝金
・新生児聴覚検査費助成
・出生祝い記念品贈呈　・出産祝金
・子育て応援パスポート
・母子健康手帳交付
・妊婦健康診査公費助成
・不妊治療費助成
・妊産婦、乳幼児訪問指導　・産後ケア事業
・産後健診・１か月児健診費助成
・乳幼児健診（歯科・フッ素塗布を含む）
・育児学級
・育児相談　・離乳食相談
・保育所での巡回相談
・定期予防接種　・食育指導
・任意予防接種　・授乳相談
・ファミリー・サポート・センター
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保育所一覧

保育所

県東部

県中部

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
八
頭
町

公 立
郡家東保育所 八頭町稲荷167 0858-72-5000 7:00～19:00 7:00～18:00 ６か月～
郡家保育所 八頭町郡家71-1 0858-72-3123 7:00～19:00 7:00～18:00 ６か月～
国中保育所 八頭町石田百井3-2 0858-72-3137 7:00～19:00 7:00～18:00 ６か月～
船岡保育所 八頭町坂田30 0858-72-6400 7:00～19:00 7:00～18:00 ６か月～
八東保育所 八頭町安井宿1346 0858-84-6425 7:00～19:00 7:00～18:00 ６か月～

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
倉
吉
市

公 立
西郷保育園 倉吉市下余戸129-1 0858-26-2646 7:00～19:00 7:20～19:20 57日目～
上井保育園 倉吉市福庭町二丁目152 0858-26-0868 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
社保育園 倉吉市国分寺342-11 0858-28-1755 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
北谷保育園 倉吉市沢谷289-1 0858-28-1416 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
上小鴨保育園 倉吉市鴨河内1731-1 0858-28-0306 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
灘手保育園 倉吉市尾原500-15 0858-22-5405 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
小鴨保育園 倉吉市中河原551-1 0858-28-2836 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
高城保育園 倉吉市上福田1104 0858-28-2202 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～
関金保育園 倉吉市関金町関金宿2830-2 0858-45-2853 7:20～19:20 7:20～19:20 57日目～

私 立
めぐみ保育園 倉吉市仲ノ町742-2 0858-22-3488 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
上北条保育園 倉吉市新田360-1 0858-26-0066 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
西倉吉保育園 倉吉市西倉吉町2-23 0858-28-2228 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
みのり保育園 倉吉市西福守町594 0858-28-0018 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
向山保育園 倉吉市和田東町向山917 0858-23-0836 7:00～19:00 7:00～18:00 57日目～
うつぶき保育園 倉吉市東昭和町177-1 0858-22-2933 7:00～20:00 7:00～20:00 57日目～
あゆみ保育園 倉吉市海田西町二丁目251 0858-26-0638 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
ひまわり保育園 倉吉市みどり町3180 0858-23-0999 7:00～19:10 7:00～19:10 57日目～
ひかり保育園 倉吉市上井町一丁目104 0858-26-1389 7:00～19:15 7:15～18:15 57日目～
ババール保育園 倉吉市山根425-3 0858-26-0211 7:00～20:00 7:00～20:00 57日目～

三
朝
町

公 立
竹田保育園 三朝町穴鴨201-4 0858-44-2183 7:15～18:30 7:15～18:30 57日目～

公 設 民 営
賀茂保育園 三朝町本泉916 0858-43-0555 7:15～19:30 7:15～18:30

土曜日は延長保育なし 57日目～

湯
梨
浜
町

私 立
太養保育園 湯梨浜町方地511-1 0858-32-2127 7:00～19:30 7:00～19:30 57日目～
ニチイキッズ湯梨
浜ながえ保育園 湯梨浜町長江202-6 0858-32-2320 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～２歳

琴浦町 私 立
みどり保育園 琴浦町徳万254-6 0858-53-2395 7:00～19:30 7:00～19:00 ２か月～

北栄町 私 立
栄保育所 北栄町下種372-1 0858-37-2626 7:30～18:30 7:30～18:30 ３か月～
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保育所一覧 県東部
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥
取
市

公 立
賀露保育園 鳥取市賀露町北二丁目2-15 0857-28-1344 7:30～18:00 7:30～18:00 ４か月～
美保保育園 鳥取市吉成二丁目13-8 0857-22-6291 7:00～19:30 7:00～18:00 ４か月～
みたから保育園 鳥取市寿町501 0857-22-4245 7:00～19:30 7:00～18:00 ４か月～
富桑保育園 鳥取市行徳三丁目705-1 0857-22-6209 7:00～19:30 7:00～18:00 ４か月～
倉田保育園 鳥取市八坂169-1 0857-53-1373 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～
美和保育園 鳥取市上味野545 0857-53-2645 7:30～18:00 7:30～18:00 ４か月～
湖南保育園 鳥取市松原419-2 0857-57-0116 7:30～18:00 7:30～18:00 ４か月～
白ゆり保育園 鳥取市面影一丁目8-16 0857-22-5712 7:30～18:00 7:30～18:00 ４か月～
豊実保育園 鳥取市野坂927 0857-22-4974 7:30～18:00 7:30～18:00 ４か月～
千代保育園 鳥取市江津730 0857-23-7049 7:00～19:30 7:00～18:00 ４か月～
みやこ保育園 鳥取市国府町中郷895 0857-24-8530 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～
さつき保育園 鳥取市国府町谷15-2 0857-24-8529 7:00～19:00 7:00～12:30 ４か月～
福部保育園 鳥取市福部町海士345-1 0857-75-2053 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～４歳
河原保育園 鳥取市河原町長瀬48-1 0858-85-2750 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～４歳
西郷保育園 鳥取市河原町牛戸13-1 0858-85-2633 7:30～18:00 7:30～12:30 ４か月～
散岐保育園 鳥取市河原町佐貫755-6 0858-85-1788 7:30～18:00 7:30～12:30 ４か月～
もちがせ保育園 鳥取市用瀬町別府808 0858-87-3600 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～
さじ保育園 鳥取市佐治町古市130-1 0858-88-0850 7:30～18:00 7:30～12:30 ４か月～
ひかり保育園 鳥取市気高町宝木937 0857-82-0508 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～
浜村保育園 鳥取市気高町八幡388-1 0857-82-0101 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～
こじか保育園 鳥取市鹿野町鹿野583-3 0857-84-2251 7:00～19:00 7:00～18:00 57日目～２歳
すくすく保育園 鳥取市青谷町青谷604 0857-85-0430 7:00～19:00 7:00～18:00 57日目～

公 設 民 営
大正保育園 鳥取市徳尾134-1 0857-22-6289 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
白兎保育園 鳥取市伏野193-5 0857-59-1144 7:00～19:00 7:00～18:00 57日目～

私 立
わかば保育園 鳥取市吉方温泉一丁目322 0857-22-2559 7:00～19:30 7:00～18:00 57日目～
湖山保育園 鳥取市湖山町南一丁目825 0857-28-1573 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
津ノ井保育園 鳥取市津ノ井246-1 0857-51-8227 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
松保保育園 鳥取市布勢91-1 0857-28-0474 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
のぞみ保育園 鳥取市数津94-8 0857-53-4250 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
よねさと保育園 鳥取市中大路49-1 0857-53-0411 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
久松保育園 鳥取市東町一丁目208 0857-36-3636 7:00～19:00 7:00～18:00 57日目～
かんろ保育園 鳥取市立川町六丁目172 0857-22-6529 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
鳥取あすなろ保育園 鳥取市江津571-2 0857-23-3565 7:00～19:00 7:00～18:00 57日目～
賀露みどり保育園 鳥取市賀露町南四町目10-3 0857-28-1278 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
さとに保育園 鳥取市里仁27 0857-28-4392 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
むつみ保育園 鳥取市二階町四町目201 0857-22-5004 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
浜坂保育園 鳥取市浜坂六丁目4-18 0857-27-7878 7:00～19:00 7:00～18:30 57日目～
めぐみ保育園 鳥取市吉方町一丁目201 0857-27-1310 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～
とうごう保育園 鳥取市西今在家205-1 0857-53-1321 7:30～18:00 7:30～12:30 ４か月～
浜坂江津クローバー保育園 鳥取市江津1258 0857-30-7222 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～
城北保育園 鳥取市青葉町三町目121-1 0857-54-1911 7:00～19:30 7:00～18:00 ４か月～

岩
美
町

公 立
浦富保育所 岩美町浦富2171 0857-72-2813 7:00～19:00 7:00～12:30 ６か月～
大岩保育所 岩美町大谷2410 0857-72-2589 7:00～19:00 7:00～18:00 ６か月～
みなみ保育所 岩美町新井55 0857-73-0890 7:00～19:00 7:00～12:30 ６か月～

智頭町 公 立
ちづ保育所 智頭町智頭1152-1 0858-75-0144 7:00～19:00 7:00～19:00 ３か月～
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保育所 県西部
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
米
子
市

わんぱく保育園 米子市米原1-9-32 0859-30-2415 7:45～19:00 7:45～19:00 ３か月～２歳
巌保育園 米子市蚊屋291-11 0859-27-0806 7:30～19:00 7:30～19:00 １歳～
五千石保育園 米子市八幡715-1 0859-26-0130 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
福生保育園 米子市上福原二丁目2-1 0859-33-5707 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
河崎保育園 米子市河崎483-1 0859-29-4633 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
和田保育園 米子市和田町3271-6 0859-28-8319 7:30～19:00 7:30～19:00 １歳～
福米保育園 米子市西福原八丁目2-10 0859-33-1604 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
成実保育園 米子市石井95-3 0859-26-1855 7:30～19:00 7:30～19:00 １歳～
住吉保育園 米子市旗ヶ崎五丁目18-10 0859-29-2947 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
加茂保育園 米子市両三柳4612 0859-29-4329 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
車尾保育園 米子市車尾南一丁目13-13 0859-32-2454 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～
リトルえんぜる保育園 米子市旗ヶ崎2-13-13 0859-21-1746 7:30～19:30 7:30～19:30 ６週～２歳

境
港
市

公 立
わたり保育園 境港市渡町1342-1 0859-45-0656 7:30～19:00 7:30～19:00 １歳～
あがりみち保育園 境港市中野町168 0859-42-3553 7:30～19:00 7:30～19:00 １歳～
なかはま保育園 境港市小篠津町820 0859-45-0208 7:30～19:00 7:30～19:00 １歳～

私 立
栴檀保育園 境港市東本町83 0859-44-6541 7:15～19:00 7:15～19:00 生後８週～
みなと保育園 境港市中野町2055 0859-44-2277 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週～２歳
つばさ保育園 境港市幸神町1695 0859-45-0854 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週～
育成保育園 境港市芝町494-1 0859-44-1958 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週～
夕日ヶ丘保育園 境港市夕日ヶ丘1-66 0859-45-4433 7:00～19:00 7:30～18:00 生後８週～
外江保育園 境港市外江町1770-1 0859-42-3230 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週～
あまりこ保育園 境港市福定町216 0859-44-1393 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週～

日吉津村 公 立
日吉津保育所 日吉津村日吉津967-2 0859-27-0708 7:15～18:45 7:15～18:45 ６か月～

大
山
町

公 立
中山みどりの森保育園 大山町赤坂767-2 0858-58-6060 7:30～19:00 7:30～18:00 ６か月～
庄内保育園 大山町押平741-2 0859-54-2277 7:30～18:00 7:30～12:00 １歳～
名和さくらの丘保育園 大山町名和637 0859-54-6565 7:30～19:00 7:30～18:00 ６か月～
大山きゃらぼく保育園 大山町末長488-1 0859-53-1155 7:30～19:00 7:30～18:00 ６か月～
大山保育園 大山町今在家730-3 0859-53-8134 7:30～18:00 7:30～12:00 １歳～

南
部
町

公 立
つくし保育園 南部町阿賀869-3 0859-66-2143 7:00～19:00 7:00～19:00 ６か月～
さくら保育園 南部町天萬1444-1 0859-64-2065 7:30～19:00 7:30～19:00 ６か月～
ひまわり保育園 南部町市山746-1 0859-64-2824 7:30～18:30 7:30～18:30 ６か月～

伯
耆
町

公 立
ふたば保育所 伯耆町吉長63-1 0859-68-2078 7:30～19:00 7:30～18:30 １歳～
あさひ保育所 伯耆町真野1262-1 0859-68-2076 7:30～18:30 7:30～12:30 １歳～
こしき保育所 伯耆町大殿2574 0859-68-2122 7:30～19:00 7:30～18:30 ３か月～
溝口保育所 伯耆町溝口348 0859-62-1317 7:30～19:00 7:30～18:30 ３か月～
二部保育所 伯耆町二部543-1 0859-62-7179 7:30～18:30 7:30～12:30 １歳～

日
南
町

公 立
にちなん保育園 日南町霞740-1 0859-82-0626 7:40～18:00 7:40～12:00 １歳～
石見保育園(分園) 日南町上石見537 0859-83-1158 7:40～18:00 7:40～12:00 １歳～
山の上保育園(分園) 日南町笠木304-12 0859-82-1215 7:40～18:00 7:40～12:00 １歳～

日野町 公 立
ひのっこ保育所 日野町津地690 0859-72-0238 7:30～18:15 7:30～13:00 ６か月～

江府町 公 立
子供の国保育園 江府町久連35 0859-75-2704 7:30～18:30 7:30～13:00 ６か月～
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保育所 県西部
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
米
子
市

公 立
東保育園 米子市博労町三丁目41 0859-22-5695 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
西保育園 米子市錦町三丁目92-7 0859-22-5693 7:30～19:00 7:30～18:30 ２歳～
南保育園 米子市陽田町45 0859-22-5697 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
彦名保育園 米子市彦名町4500-36 0859-29-0835 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
崎津保育園 米子市大崎1444 0859-28-8381 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
小鳩保育園 米子市大篠津町758-1 0859-28-8210 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
富益保育園 米子市富益町628 0859-28-8228 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
春日保育園 米子市上新印238 0859-27-0850 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
こたか保育園 米子市尾高566 0859-27-1020 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
あがた保育園 米子市福万363-4 0859-27-1886 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
ねむの木保育園 米子市錦町三町目77 0859-34-2695 7:30～19:30 7:30～18:30 ６週～１歳
淀江保育園 米子市淀江町淀江480-3 0859-56-3678 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～
宇田川保育園 米子市淀江町中西尾224-2 0859-56-2087 7:30～18:30 7:30～18:30 １歳～

私 立
米子聖園マリア園 米子市東倉吉町142 0859-34-3054 7:30～19:30 7:30～19:00 10か月～
わかば園 米子市加茂町二丁目211 0859-22-3774 7:00～19:30 7:00～19:00 ６週～
かいけわかば園 米子市皆生温泉二丁目8-47 0859-22-3776 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～
ゆりかご保育園 米子市皆生六丁目4-21 0859-33-2368 7:30～19:00 7:30～19:00 ６週～２歳
のぞみ保育園 米子市和田町2002-1 0859-25-1910 7:30～18:30 7:30～18:30 ６週～２歳
いづみ保育園 米子市上福原1379-1 0859-33-8985 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～
キッズタウン
第２保育園 米子市両三柳1400 0859-30-0111 7:00～19:30 7:00～19:30

(日･祝7:00～18:00) ６週～１歳

ひばり保育園 米子市上福原五丁目13-78 0859-33-6166 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～
夜見保育園 米子市夜見町1679-8 0859-29-0927 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～
えんぜる保育園 米子市旗ヶ崎一丁目3-10 0859-33-8550 7:30～19:30 7:30～19:30 ６週～
大和保育園 米子市淀江町中間586-2 0859-56-2203 7:00～20:00 7:00～20:00 ６週～

エルルこども学園 米子市両三柳206-2 0859-21-0032 7:30～19:00 7:30～19:00
(日9:00～18:00) １歳～
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認定こども園
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥
取
市

幼稚園型認定こども園
鳥取第一幼稚園 鳥取市吉方温泉一丁目609 0857-22-5502 7:30～19:00 7:30～18:00 満３歳～8:30～14:00 －
幼稚園型認定こども園
鳥取第三幼稚園 鳥取市浜坂三丁目16-3 0857-23-3305 7:30～19:00 7:30～18:00 満３歳～8:30～14:00 －
幼稚園型認定こども園
鳥取第五幼稚園 鳥取市美萩野二丁目233 0857-59-1177 7:30～19:00 7:30～18:00 満３歳～8:30～14:00 －
保育所型認定こども園
よしなりまなびや園 鳥取市吉成713 0857-30-6636 7:00～18:30 7:30～18:00 57日目～8:30～14:00 －
幼保連携型認定こども園
鳥取みどり園 鳥取市立川町五丁目417 0857-22-2662 7:00～19:00 7:30～19:00 57日目～9:00～14:00 －
幼保連携型認定こども園
わかば台こども園 鳥取市若葉台南二丁目205-2 0857-52-6126 7:00～19:00 7:30～19:00 57日目～8:30～16:30 －

若
桜
町

公 立

若桜町立
わかさこども園 若桜町若桜732-2 0858-82-0011

7:00～19:00 7:30～18:00 ６か月～５歳児
8:30～16:00
(7:00～19:00)
有料預かり保育時間含む

－
(7:30～18:00)
有料預かり保育時間含む

３･４･５歳児

倉
吉
市

私 立
認定こども園
鳥取短期大学附属
こども園

倉吉市福庭854 0858-26-9101
7:30～19:00 7:30～18:30

おおむね６か月～8:30～15:20 (8:00～18:00)
有料預かり保育時間含む

認定こども園
倉吉幼稚園 倉吉市仲ノ町742-1 0858-22-4680 7:30～18:30 7:30～18:30 おおむね６か月～8:30～15:00 7:30～18:30
倉吉東こども園 倉吉市上井781-1 0858-26-3436 7:15～19:15 7:15～19:15 57日目～
認定こども園
聖テレジアこども園 倉吉市福吉町1376-6 0858-22-4659 7:30～19:00 7:30～19:00 57日目～7:30～16:00 7:30～19:00
認定こども園
倉吉愛児園 倉吉市東町342 0858-22-3072 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～

どんぐりこども園 倉吉市上灘町41-1 0858-22-0252 7:00～19:00 7:00～19:00 57日目～

北
栄
町

公 立
北条こども園 北栄町国坂680 0858-36-2009 7:15～19:00 7:15～19:00 ３か月～

8:45～14:00 － ３～５歳児

大誠こども園 北栄町瀬戸38-1 0858-37-2263 7:15～19:00 7:15～19:00 ３か月～
8:45～14:00 － ３～５歳児

由良こども園 北栄町由良宿1802-1 0858-37-2203 7:15～19:00 7:15～19:00 ３か月～
8:45～14:00 － ３～５歳児

大谷こども園 北栄町大谷2112-175 0858-37-2149 7:15～18:15 7:15～18:15 ３か月～
8:45～14:00 － ３～５歳児

私 立
北条みどりこども園 北栄町江北484-3 0858-36-4213 7:15～19:00 7:15～19:00 ２か月～

8:30～16:30 － ３～５歳児

三朝町
公 立

みささこども園 三朝町横手37-1 0858-43-5770 7:15～19:30 7:15～18:30 57日目～
8:15～16:15 － ３～５歳児
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認定こども園

国公立幼稚園

私立幼稚園

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥
取
市

私 立
保育所型認定こども園
とっとりまなびや園 鳥取市千代水二丁目50 0857-38-3218 7:00～18:30 7:00～18:00 57日目～8:30～14:30 －
幼保連携型認定こども園
さくら幼稚園･さくら保育園 鳥取市桜谷347 0857-23-4818 7:00～19:00 7:00～18:00 ４か月～8:30～14:30 －
幼保連携型認定こども園
ひかりこども園 鳥取市湖山町北三丁目405 0857-28-3101 7:00～19:00 7:00～19:00 ６か月～9:30～14:00 －
幼保連携型認定こども園
鳥取第二幼稚園 鳥取市西品治856 乳児部 0857-25-5525

幼児部 0857-22-8864
7:30～19:00 7:30～18:00 ７か月～8:30～14:00 －

幼保連携型認定こども園
鳥取第四幼稚園 鳥取市的場151 乳児部 0857-51-8780

幼児部 0857-51-8580
7:30～19:00 7:30～18:00 ７か月～8:30～14:00 －

幼保連携型認定こども園
稲葉幼稚園･稲葉保育園 鳥取市滝山449-1 0857-26-5656 7:30～19:00 7:30～18:00 満１歳～8:30～14:00 －

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥
取
市

鳥大附属幼稚園 鳥取市湖山町北二丁目465 0857-28-0010 8:20～14:15 ３歳～５歳
※1 福部未来学園幼稚園 鳥取市福部町高江188 0857-75-2146 7:30～18:00 7:30～18:00 ５歳～
※2 河原幼稚園 鳥取市河原町長瀬48-1 0858-85-2750 7:30～18:00 7:30～18:00 ５歳～
※2 こじか幼稚園 鳥取市鹿野町鹿野583-3 0857-84-2251 7:00～18:00 7:00～18:00 ３歳～

※1 の幼稚園は、幼小中一貫施設　※2 の幼稚園は、幼保一体化施設
※1,2 それぞれ延長保育を利用すれば、19:00まで預かり可能

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 休業日預り保育の実施状況平日
鳥
取
市

愛真幼稚園 鳥取市西町一丁目226 0857-22-3044 月～金 ～19:00 夏･冬･春休みも実施 7:45～19:00
小さき花園幼稚園 鳥取市西町一丁目455 0857-26-5141 月～金 ～19:00 夏･冬･春休みも実施 7:30～19:00
修立幼稚園 鳥取市立川町五丁目260-6 0857-22-5855 月～金 ～19:00 土曜､夏･冬･春休みも実施 7:30～19:00
鳥取ルーテル幼稚園 鳥取市元大工町46 0857-24-7301 月～金 ～19:00 夏･冬･春休みも実施 7:30～19:00

米
子
市

良善幼稚園 米子市安倍65 0859-24-0815 月～金 ～18:30 土曜､夏･冬･春休みも実施 7:30～18:30
米子幼稚園 米子市両三柳2755 0859-24-3500 月～金 ～19:00 夏･冬･春休みも実施 7:30～19:00

米子みどり幼稚園 米子市車尾三丁目12-56 0859-33-5106 月～金 ～18:00 第1･3土曜日 午前保育終了後～18:00
夏･冬･春休みも実施 8:00～18:00

東みずほ幼稚園 米子市福市1730-9 0859-26-3931 月～金 ～18:00 土曜､夏･冬･春休みも実施 7:30～18:00

かもめ幼稚園 米子市夜見町2568 0859-29-1058 月～金 ～18:30 第1･3･5土曜日 午前保育終了後～18:30
夏･冬･春休みも実施 8:00～18:30

にしき幼稚園 米子市河崎1660 0859-29-5675 月～金 ～19:00 土曜､夏･冬･春休みも実施 7:30～18:30

西部あおば幼稚園 米子市二本木259-6 0859-27-3459 月～金 ～18:00 土曜日(第２･第４を除く) 午前保育終了後～18:00
夏･冬･春休みも実施 8:00～18:00

境港市 聖心幼稚園 境港市中町106 0859-42-2040 月～金 ～18:30 土曜､夏･冬･春休みも実施 8:30～18:30
注1 対象園児は、いずれの園も３･４･５歳児ですが、２歳児受入を行っている幼稚園もあります。
注2 詳しくは、各幼稚園のホームページをご覧ください。
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小規模保育事業所
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥
取
市

コモド第一保育園 鳥取市末広温泉町132 0857-50-1160 7:30～18:30 7:30～13:00 57日目～２歳
湖山くれよん保育園 鳥取市湖山町北一丁目435 0857-30-5875 7:30～19:30 7:30～12:00 ６か月～２歳
ニチイキッズ鳥取駅南保育園 鳥取市興南町113-2 0857-39-7566 7:30～19:30 7:30～18:30 ３か月～２歳
コモド第二保育園湖山 鳥取市湖山町東三丁目1 0857-30-6702 7:30～18:30 7:30～13:00 57日目～２歳
ニチイキッズ富安保育園 鳥取市富安二丁目35 0857-36-8555 7:30～19:30 7:30～18:30 ３か月～２歳
北園くれよん保育園 鳥取市覚寺61-4 0857-30-4351 7:30～19:30 7:30～12:00 ６か月～２歳
江津クローバー保育園 鳥取市江津1247-3 0857-20-3942 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～２歳
ニチイキッズ吉成保育園 鳥取市吉成255-1 0857-36-9622 7:30～19:30 7:30～18:30 ３か月～２歳
大覚寺ひまわり保育園 鳥取市大覚寺15-5 0857-32-8517 7:30～19:00 7:30～19:00 ８週～２歳
ひかりのこ保育園 鳥取市湖山町北六丁目334-2 0857-30-5425 7:30～19:00 7:30～12:00 ６か月～２歳
コモド第三保育園瓦町 鳥取市瓦町261 0857-50-0616 7:30～18:30 7:00～13:00 57日目～２歳

米
子
市

ベビーハウス向井 米子市安倍717-1 0859-29-8781 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～２歳
小規模保育園すく☆すく 米子市新開6-11-16 0859-33-4122 8:00～19:00 利用不可 満１歳～２歳
ファーストステージあんじゅ 米子市錦町1-177 0859-33-3355 7:30～19:30 7:30～19:30 ６週～１歳
くれよん保育園 米子市新開2-8-38 0859-21-1560 7:30～19:30 利用不可 ６か月～２歳
小規模保育園米子駅前ベアーズ 米子市末広町187 0859-30-2555 7:00～20:00 7:00～20:00 ６週～２歳
小規模保育所クローバー保育園 米子市米原9-4-23 0859-30-4570 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～２歳
ひなたぼっこ保育園 米子市角盤町3-124-3 0859-21-8152 7:30～18:30 7:30～18:30 満１歳～２歳
小規模保育所中央クローバー保育園 米子市長砂町85-8 0859-57-3109 7:30～18:30 7:30～18:30 生後２か月～３歳未満まで
ベビーエルル両三柳 米子市両三柳193-3 0859-21-7333 7:30～18:30 7:30～18:30 生後６週間～１歳未満まで
ベビーエルルR431加茂 米子市両三柳4349 0859-21-1771 7:30～18:30 7:30～18:30 生後６週間～３歳未満まで
はじめの一歩 米子市富益町650 0859-57-4067 7:30～18:30 7:30～18:30 生後５か月～３歳未満まで
山光みらい保育園 米子市尾高654-12 0859-46-0035 7:30～19:00 7:30～19:00 生後２か月～３歳未満まで
福米東ひまわり保育園 米子市東福原6-6-21 0859-36-8118 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週間～３歳未満まで
目久美くれよん保育園 米子市目久美町32-8 0859-46-0701 7:30～19:30 利用不可 生後６か月～３歳未満まで
小規模保育園たんぽぽ 米子市西福原9-14-14 0859-36-8338 7:30～18:30 7:30～18:30 満１歳～３歳未満まで

境港市 夕日ヶ丘ひまわり保育園 境港市夕日ヶ丘二丁目27 0859-36-8707 7:30～19:00 7:30～19:00 生後８週間～２歳
サンライズキッズ保育園 境港市中野町5561 050-5807-2240 7:30～19:00 7:30～19:00 生後４か月～２歳

日吉津村 パジャちゅうりっぷ保育園 日吉津村日吉津1160-1 イオン1F 0859-27-5661 7:15～18:45 7:15～18:45 満６か月～２歳
小規模保育園日吉津ベアーズ 日吉津村日吉津84-1 0859-30-2488 7:15～18:45 7:15～18:45 満６か月～２歳

大山町 大山ひめぼたる保育園 大山町末長499 0859-53-1300 7:30～18:00 7:30～18:00 ６か月～２歳
伯耆町 小規模保育所こどもパル 伯耆町大殿1081-7 0859-39-8211 7:30～19:00 7:30～18:30 生後３か月～２歳
南部町 小規模保育園南部町ベアーズ 南部町東町4-19 0859-36-8220 7:00～19:00 7:00～19:00 ６か月～２歳

家庭的保育事業所
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥取市 ゆりかご保育園 鳥取市湖山町北五丁目167 0857-28-6806 7:30～18:30 7:30～13:30 生後４か月～２歳

事業所内保育事業所
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
智頭町 智頭病院ほのぼの保育所 智頭町智頭1922-2 0858-75-1644 8:00～18:00 － ２か月(産休明け)～２歳

米子市 いずみっこ保育園 米子市淀江町淀江1075 0859-56-1300 7:00～20:00 7:00～20:00 生後６か月～３歳未満まで
よどえババール園 米子市淀江町佐陀2169 0859-56-5268 7:00～20:00 7:00～20:00 ６週～２歳

南部町 西伯病院さくらキッズ 南部町倭397 0859-66-4770 7:30～19:00 7:30～19:00 ６か月～２歳
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認定こども園
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
湯
梨
浜
町

公 立
たじりこども園 湯梨浜町田後781-2 0858-35-2074

･7:00～19:30

･8:30～15:30
(7:00～19:30)
有料預かり保育時間含む

･7:00～19:30

･8:30～15:30
(7:00～19:30)
有料預かり保育時間含む

・57日目～

・３歳～５歳児

はわいこども園 湯梨浜町光吉107-1 0858-43-4111
とうごうこども園 湯梨浜町門田3 0858-32-1800
あさひこども園 湯梨浜町泊1175-7 0858-34-2136
わかばこども園 湯梨浜町宇谷606-1 0858-34-2126
ながせこども園 湯梨浜町はわい長瀬544 0858-35-5501
まつざきこども園 湯梨浜町中興寺192-1 0858-32-0510

琴
浦
町

公 立
やばせこども園 琴浦町田越550 0858-53-0909 7:15～18:45 7:15～18:45 ６か月～8:00～16:00 －

しらとりこども園 琴浦町下伊勢161-1 0858-52-6066 7:15～18:45 7:15～18:45 ６か月～8:00～16:00 －

ふなのえこども園 琴浦町佐崎12 0858-55-1972 7:15～18:45 7:15～18:45 ６か月～8:00～16:00 －

ことうらこども園 琴浦町赤碕252-3 0858-55-0710 7:15～18:45 7:15～18:45 ６か月～8:00～16:00 －

こがねこども園 琴浦町釛500 0858-52-3715 7:15～18:45 7:15～18:45 ６か月～8:00～16:00 －
私 立

赤碕こども園 琴浦町赤碕1867-8 0858-55-0708 7:15～18:45 7:15～18:45 ２か月～8:15～16:15 －

米
子
市

私 立
幼保連携型認定こども園
かいけ心正こども園 米子市新開4-14-11 0859-22-7900 7:30～19:00 7:30～19:00 ６か月～8:30～15:00 －

認定こども園
あけぼの幼稚園 米子市義方町4-1 0859-22-5054

7:30～18:30 7:30～18:30
８か月～9:30～14:30 8:30～11:30

(第1･3･5土曜日)
認定こども園
ベアーズ 米子市榎原1889-6 0859-39-7100 7:00～20:00 7:00～20:00 ６週～9:30～14:30 －
幼保連携型認定こども園
キッズタウン
かみごとう

米子市両三柳1400 0859-30-0111 7:00～19:30 7:00～19:30
(日･祝7:00～18:00) ２歳～

9:30～14:30 －
認定こども園
キッズタウンさくら 米子市兼久606-3 0859-26-2692 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～

認定こども園
みずほ幼稚園 米子市陰田町324-6 0859-33-3118 7:30～18:30 7:30～18:30 10か月～

よなごまなびや園 米子市皆生新田3-6-21 0859-36-8007 7:00～18:30 7:00～18:00 ８週～
認定こども園
米子ナーサリー･スクール 米子市新開7-3-27 0859-21-9030 7:30～18:30 7:30～18:30 満１歳～

幼保連携型認定こども園
仁慈保幼園 米子市東町456 0859-34-3267 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～

保育所型認定こども園
あゆみ保育園 米子市両三柳2406-3 0859-33-8616 7:00～19:00 7:00～19:00 ６週～

境港市
私 立

認定こども園
美哉幼稚園 境港市明治町175 0859-42-2839 7:30～18:30 7:30～18:30 満１歳～8:30～15:00 －

南部町
公 立

すみれこども園 南部町法勝寺1008 0859-66-2040 7:30～18:30 7:30～18:30 ６か月～8:30～12:30 －
※開所時間の上段は「子どもの保育ができない｣(P15参照）場合、下段はそれ以外の場合による時間
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市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

鳥
取
市

城北保育園 鳥取市青葉町三丁目121-1 0857-54-1911 平日 8:30～17:00

３歳未満児
　2,000円/日
　1,300円/半日(給食あり)
　1,000円/半日(給食なし)

３歳以上児
　1,300円/日
　900円/半日(給食あり)
　600円/半日(給食なし)

めぐみ保育園 鳥取市吉方町一丁目201 0857-27-1310
平日 7:30～18:00とうごう保育園 鳥取市西今在家205-1 0857-53-1321

松保保育園 鳥取市布勢91-1 0857-28-0474
河原保育園 鳥取市河原町長瀬48-1 0858-85-2750 平日 7:30～18:00
もちがせ保育園 鳥取市用瀬町別府808 0858-87-3600 平日 8:00～18:00
ひかり保育園 鳥取市気高町宝木937 0857-82-0508 平日 7:30～19:00
こじか保育園 鳥取市鹿野町鹿野583-3 0857-84-2251 平日 8:30～17:00
すくすく保育園 鳥取市青谷町青谷604 0857-85-0430 平日 7:30～18:00
すぺーすcomodo子育てひろば 鳥取市栄町401 0857-29-6101 平日 9:00～17:00
修立幼稚園 鳥取市立川町五丁目260-6 0857-22-5855 平日･土 8:30～18:00

岩美町 大岩保育所 岩美町大谷2410 0857-72-2589 平日 7:00～19:00
土　 7:00～18:00

３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,800円/日

若桜町 わかさこども園 若桜町若桜732-2 0858-82-0011 平日･土 7:30～18:00 ３歳未満児1,800円/日
３歳以上児1,500円/日

智頭町 ちづ保育園 智頭町智頭1152-1 0858-75-0144 平日 8:00～16:30 ３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,500円/日

八
頭
町

郡家東保育所 八頭町稲荷167 0858-72-5000

平日 7:00～19:00
土　 7:00～18:00

３歳未満児1,500円/日
３歳以上児1,000円/日

郡家保育所 八頭町郡家71-1 0858-72-3123
国中保育所 八頭町石田百井3-2 0858-72-3137
船岡保育所 八頭町坂田30 0858-72-6400
八東保育所 八頭町安井宿1346 0858-84-6425

倉
吉
市

向山保育園 倉吉市和田東町向山917 0858-23-0836 平日･土 7:00～19:00

３歳未満児2,000円/日
※４時間以内
　昼食あり1,400円
　昼食なし1,000円

３歳以上児1,000円/日
※４時間以内
　昼食あり800円
　昼食なし500円

市からの委託事業実施
単価。市立保育園の自
主事業で実施の場合は
各園の単価による。

上北条保育園 倉吉市新田360-1 0858-26-0066 平日･土 7:00～19:00
あゆみ保育園 倉吉市海田西町二丁目251 0858-26-0638 平日･土 9:00～19:00
ババール園 倉吉市山根425-3 0858-26-0211 平日･土日･祝 7:00～20:00
めぐみ保育園 倉吉市仲ノ町742-2 0858-22-3488 平日･土 9:00～17:00
ひまわり保育園 倉吉市みどり町3180 0858-23-0999 平日･土 8:00～16:00
みのり保育園 倉吉市西福守町594 0858-28-0018 平日のみ 8:30～15:30
西倉吉保育園 倉吉市西倉吉町2-23 0858-28-2228 平日･土 7:00～19:00
小鴨保育園 倉吉市中河原551-1 0858-28-2836

平日･土 7:20～19:20高城保育園 倉吉市上福田1104 0858-28-2202
関金保育園 倉吉市関金町関金宿2830-2 0858-45-2853
認定こども園倉吉幼稚園 倉吉市仲ノ町742-1 0858-22-4680 平日･土 7:30～18:30
認定こども園
鳥取短期大学附属こども園 倉吉市福庭854 0858-26-9101 平日 7:30～19:00

土　 7:30～18:30
認定こども園聖テレジアこども園 倉吉市福吉町1376-6 0858-22-4659 平日･土 7:30～19:00
倉吉東こども園 倉吉市上井781-1 0858-26-3436 平日･土 8:30～18:00
認定こども園倉吉愛児園 倉吉市東町342 0858-22-3072 平日･土 8:00～18:00

三
朝
町

賀茂保育園 三朝町本泉916 0858-43-0555
平日 7:15～18:30
土　 7:15～12:00

３歳未満児2,000円/日
(半日利用1,200円)
３歳以上児1,300円/日
(半日利用800円)みささこども園 三朝町横手37-1 0858-43-5770

湯
梨
浜
町

とうごうこども園 湯梨浜町門田3 0858-32-1800 平日･土 7:30～19:30

３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,000円/日
(ともに半日利用は半額)

たじりこども園 湯梨浜町田後781-2 0858-35-2074 平日･土 7:30～19:30
はわいこども園 湯梨浜町光吉107-1 0858-35-4111 平日･土 7:30～19:30
あさひこども園 湯梨浜町泊1175-7 0858-34-2136 平日･土 7:30～19:30
わかばこども園 湯梨浜町宇谷606-1 0858-34-2126 平日･土 7:30～19:30
まつざきこども園 湯梨浜町中興寺192-1 0858-32-0510 平日･土 7:30～19:30
ながせこども園 湯梨浜町はわい長瀬544 0858-35-5501 平日･土 7:30～19:30
太養保育園 湯梨浜町方地511-1 0858-32-2127 平日･土 7:30～19:30

一時預かりを行っている保育所等
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森のようちえん

届出保育事業所

市町
村名 実施者 名称 電話番号 開所時間

(曜日：月～金)
鳥取市 NPO法人鳥取･森のようちえん･風りんりん 鳥取･森のようちえん･風りんりん 090-5588-6857 7:30~19:00

特定非営利活動法人ハーモニィカレッジ 空山ぼくじょうようちえん ぱっか 0858-72-2468 8:00~17:30

智頭町 特定非営利活動法人
智頭の森こそだち舎

智頭町森のようちえん まるたんぼう 0858-71-0033
(平日15:00～17:00)

9:00~17:00
空のしたひろば すぎぼっくり 9:00~17:00

倉吉市 自然がっこうを旅をする木 自然がっこう旅をする木 090-5963-1078 9:00~16:00
伯耆町 森のようちえんmichikusa 森のようちえんmichikusa 080-5624-8065 8:15~17:00

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 乳幼児

受入時期平日 土曜日
鳥
取
市

託児所ふたば 鳥取市今町 0857-27-4193 7:00～15:00 － ０歳～就学前
ニチイキッズ吉成第二保育園 鳥取市吉成255-1 0857-25-6082 7:30～19:30 7:30～18:30 ３か月～２歳

とりっこらんど 鳥取市立川町五丁目417 0857-30-7676
7:30～18:30

※延長含む 7:00～22:00
※閉所日なし。日祝も開所

３か月～２歳

企業主導型保育園
鳥取･森のようちえん･
風りんりんbase

鳥取市南隈691 0857-30-6436 7:00～19:00 7:00～19:00 ６か月～６歳

千代水クローバー保育園 鳥取市千代水一丁目145 0857-30-5570 7:30～18:30 7:30～18:30 60日～就学前

ひのまるみらい保育園 鳥取市古海620番地
日ノ丸自動車3階 0857-32-6210 7:00～20:00 7:00～20:00 ０歳～就学前

倉吉市 キンダガーデン 倉吉市光栄町971-2 0858-24-5544 7:30～18:30 ２歳～就学前

米
子
市

ズー・フォニックス・アカデミー米子
インターナショナルプリスクール 米子市西福原7-11-36 0859-21-0169 9:00～15:00 ２歳～就学前

北クローバー保育園 米子市皆生温泉3-2-5 0859-57-4245 8:00～19:00 8:00～19:00 ２か月～３歳
南クローバー保育園 米子市八幡714-1 0859-57-2448 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～就学前
プチトマト保育園 米子市皆生2-13-13 0859-30-2510 7:30～18:30 7:30～18:30 ０歳～就学前
皆生第二クローバー保育園 米子市皆生温泉2-14-13 0859-57-7948 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～就学前
企業･地域型
きら☆きら保育園 米子市新開6-11-8 0859-21-1711 8:00～19:00 8:00～19:00 １歳～就学前

住吉クローバー保育園 米子市旗ヶ崎2322 0859-57-6005 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～就学前
東クローバー保育園 米子市二本木977-1 0859-57-7202 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～就学前
たいそうさん☆さん保育園 米子市新開六丁目1-29 0859-21-1133 8:00～19:00 8:00～19:00 ３歳～５歳
あいぐらん保育園米子 米子市東町171米子第一生命ビル1階 0859-21-8068 7:00～20:00 7:00～20:00 ２か月～３歳
角盤にじいろ保育園 米子市角盤町一丁目27番地2 5F 0859-30-2286 8:00～19:00 8:00～19:00 ６か月～２歳
上福原クローバー保育園 米子市上福原708-1 0859-21-2310 7:30～18:30 7:30～18:30 ２か月～就学前
こころキッズ
ワタキュー米子ルーム 米子市旗ヶ崎2318 0859-29-5515 7:45～18:15 7:45～18:15 １歳～就学前

米子第2ナーサリースクール 米子市西福原7-11-36 0859-21-0169 8:00～19:00 － １歳～４歳
米子えいご保育園 米子市車尾5-9-18 0859-36-8181 8:00～20:00 8:00～20:00 ２か月～３歳

境港市 境ひまわり保育園 境港市上道町2171-1 0859-30-4823 7:30～19:00 7:30～19:00 90日～就学前
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休日保育施設

病児・病後児保育施設

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

鳥取市
わかば保育園 鳥取市吉方温泉一丁目322 0857-22-2559 日･祝日 7:30～18:00 0～2,000円
認定こども園
とっとりまなびや園 鳥取市千代水二丁目50 0857-38-3218 日･祝日 7:30～18:00 0～2,000円

倉吉市

ババール園 倉吉市山根425-3 0858-26-0211 日･祝日 7:00～20:00 0～2,500円三朝町
湯梨浜町
北栄町
琴浦町 しらとりこども園 琴浦町下伊勢164-1 0858-52-6066 日･祝日 7:00～18:30 2,500円
米子市 認定こども園ベアーズ 米子市榎原1889-6 0859-39-7100 日･祝日 7:00～19:00 2,000円

境港市 地域子育て支援センター
ひまわり 境港市幸神町952 0859-21-8103 日･祝日 7:30～18:30 0～2,000円

伯耆町 こしき保育所 伯耆町大殿2574 0859-68-2122 日･祝日 8:00～18:00 0～2,000円

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金
鳥
取
市
・
岩
美
町
・
若
桜
町

智
頭
町
・
八
頭
町

キッズルーム
｢こぐま」

鳥取市末広温泉町566
(せいきょうこどもクリニック内) 0857-27-2211 平日 8:00～18:00 ･ 月の初回2,500円/日､

２回目以降1,000円/日
･ 兄弟姉妹２人目以降
月の初回1,200円/日､
２回目以降500円/日
･生活保護世帯０円
･ 岩美町､若桜町､智頭
町､八頭町､在住者は
一律2,500円/日

病児保育室
とくよし

鳥取市栄町211-2
(栄町クリニックビル3階) 0857-30-6651 平日 8:00～18:00

コモド第三保育園
瓦町 鳥取市瓦町261 0857-50-0555 平日 8:00～18:00

※児童健康支援センター
｢にじっこルーム｣

鳥取市的場一丁目1
(鳥取市立病院内） 0857-37-1577 平日 8:00～18:30

鳥
取
市

※病後児支援センター
｢たんぽぽ｣

鳥取市気高町宝木937
(ひかり保育園内） 0857-82-0508

平日 8:30～17:30 500円/日
生活保護世帯０円※病後児支援センター

｢かもめ｣
鳥取市青谷町青谷604
(すくすく保育園内） 0857-85-0430

岩
美
町

岩美病院 岩美町浦富1029-2

岩美病院
0857-73-1421
または
役場住民生活課
0857-73-1415

平日 8:30～17:30の必
要な時間(ただし､前日
までの利用申込みの場
合のみ可。当日申込は
8:00～17:00)

住民税課税世
2,000円(町外2,500円)
住民税非課税世帯
1,000円(町外1,500円)
生活保護世帯０円

智
頭
町

ちづ保育園 智頭町智頭1875
(国民健康保険智頭病院内) 0858-75-0144 平日 8:00～18:00

500円/日
生活保護世帯・町民税
非課税世帯で、ひとり
親世帯は０円

八
頭
町

※郡家東保育所 八頭町稲荷167 0858-72-5000

平日 7:00～18:00
土　 7:00～11:30

500円/日
生活保護世帯０円
町長が認めた場合減免
有り

※郡家保育所 八頭町郡家71番地1 0858-72-3123
※国中保育所 八頭町石田百井3-2 0858-72-3137
※船岡保育所 八頭町坂田30 0858-72-6400
※八東保育所 八頭町安井宿1346 0858-84-6425

若
桜
町

※わかさこども園 若桜町大字若桜732-2 0858-82-0011 平日 7:00～18:00
土　 7:00～11:30

500円/日
生活保護世帯０円
町民税非課税世帯で、
ひとり親世帯は０円

※は病後児保育のみ
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一時預かりを行っている保育所等
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

琴浦町 やばせこども園 琴浦町田越550 0858-53-0909 平日･土 7:15～18:45 ３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,500円/日みどり保育園 琴浦町徳万254-6 0858-53-2395 平日･土 7:00～19:00

北
栄
町

由良こども園 北条町由良宿1802-1 0858-37-2203
平日･土 8:30～17:00

３歳未満児2,000円/日
1,000円/半日
３歳以上児1,500円/日
800円/半日北条みどりこども園 北条町江北484-3 0858-36-4213

米
子
市

東保育園 米子市博労町三丁目41 0859-22-5695 平日･土 7:30～18:30

３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,000円/日

ねむの木保育園 米子市錦町三丁目77 0859-34-2695 平日 9:00～17:00
巌保育園 米子市蚊屋291-11 0859-27-0806 平日･土 7:30～19:00
和田保育園 米子市和田町3271-6 0859-28-8319 平日･土 7:30～19:00
成実保育園 米子市石井95-3 0859-26-1855 平日･土 7:30～19:00
キッズタウンかみごとう 米子市両三柳1400 0859-30-0111 平日･土 7:00～18:00
よどえババール園 米子市淀江町佐陀2169 0859-56-5268 平日･土 7:00～18:00
淀江保育園 淀江町淀江480-3 0859-56-3678 平日･土 7:30～18:30

境
港
市

わたり保育園 境港市渡町1342-1 0859-45-0656
平日･土 7:30～18:30

2,000円/日
(給食費･副食費等を含む)
※ ３歳以上児の方は無
償化の対象になる場
合があります。

あがりみち保育園 境港市中野町168 0859-42-3553
なかはま保育園 境港市小篠津町820 0859-45-0208
栴檀保育園 境港市東本町83 0859-44-6541 平日･土 8:00～18:00
みなと保育園 境港市中野町2055 0859-44-2277

平日･土 9:00～17:00つばさ保育園 境港市幸神町1695 0859-45-0854
育成保育園 境港市芝町494-1 0859-44-1958
外江保育園 境港市外江町1770-1 0859-42-3230 平日･土 9:00～17:00あまりこ保育園 境港市福定町216 0859-44-1393

夕日ヶ丘保育園 境港市夕日ヶ丘1-66 0859-45-4433 平日 9:00～16:00

３歳未満児3,000円/日
３歳以上児2,500円/日
(給食費･副食費等を含む)
※ ３歳以上児の方は無償化の
対象になる場合があります｡

大山町
中山みどりの森保育園 大山町赤坂767-2 0859-58-6060

平日･土 7:30～18:00
満１歳から就学前の児童
2,000円/日
※生活保護世帯０円

名和さくらの丘保育園 大山町名和637 0859-54-6565
大山きゃらぼく保育園 大山町末長488-1 0859-53-1155

南
部
町

すみれこども園 南部町法勝寺1008 0859-66-2040 平日 8:30～17:00
３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,000円/日
半日利用の場合は日額料金の半額
給食提供は別に210円

伯耆町
こしき保育所 伯耆町大殿2574 0859-68-2122 平日 8:00～17:00

土　 8:00～12:30
３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,000円/日
半日利用の場合は日額料金の半額溝口保育所 伯耆町溝口348 0859-62-1317

日南町 にちなん保育園 日南町霞740-1 0859-82-0626 平日 8:00～16:00 無料
日野町 ひのっこ保育所 日野町津地690 0859-72-0238 平日 8:00～16:00 月額保育料の日割り額

江府町 子供の国保育園 江府町久連35 0859-75-2704 平日 8:30～17:00 ３歳未満児2,000円/日
３歳以上児1,000円/日
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病児・病後児保育施設

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

米
子
市

※皆生第二クローバー保育園 米子市皆生温泉2-14-13 0859-57-7948

平日･土 9:00～17:00
９時～17時 2,000円
９時～13時 1,000円
13時～17時 1,000円

※住吉クローバー保育園 米子市旗ヶ崎2322 0859-57-6005
※上福原クローバー保育園 米子市上福原708-1 0859-21-2310
※東クローバー保育園 米子市二本木977-1 0859-57-7202
※南クローバー保育園 米子市八幡714-1 0859-57-2448

※は病後児保育のみ
注　企業主導型病後児保育施設の利用については、施設へ直接お問合せください。

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

鳥
取
市

鳥取ファミリー・
サポート・センター

鳥取市富安二丁目104-2
さざんか会館１階 0857-39-2761

平日(7:00～20:00)　600円/時間
上記以外の時間帯　 800円/時間
土・日・祝日　　　 800円/時間(終日）
(受付時間 平日8:30～17:15）

岩美町 岩美町ファミリー・
サポート・システム

岩美町新井269
(子育て支援センター内） 0857-72-2922 基本時間 7:00～20:00

(受付時間 平日8:30～17:15) 650円/時間

若桜町 若桜町ファミリー
サポートシステム

若桜町若桜732-2
(わかさこども園内） 0858-82-0011 7:00～19:00 500円/時間

以降250円/30分

智頭町 智頭町ファミリー・
サポート・センター

智頭町中原99-1
(地域子育て支援センター内) 0858-75-0145 7:00～20:00

500円/時間
土日祝日及び軽度の病
児童700円/時間

八頭町 八頭町ファミリー・
サポート・センター 八頭町郡家殿281-3 0858-76-7020 7:00～20:00 500円/時間

以降250円/30分

倉吉市 倉吉市ファミリー・
サポート・センター

倉吉市上灘町9-1
(子育て総合支援センター内) 0858-24-5355 6:00～22:00

(受付時間 火～土8:30～17:15)
7:00～19:00 500円/時間
上記以外の時間帯700円/時間

三朝町 三朝町ファミリー・
サポート・センター

三朝町横手37-1
(子育て支援センター内） 0858-43-5772 7:00～19:00

(受付時間 平日8:30～17:15) 500円/時間

湯梨浜町 湯梨浜町ファミリー・
サポート・センター

湯梨浜町久留19-1
(子育て支援課内） 0858-35-5324 利用時間は要相談

(受付時間 平日8:30～17:15)
500円/時間
以降250円/30分
おやつ等は実費

琴浦町 琴浦町ファミリー・
サポート・センター

琴浦町徳万591-2
(子育て世代包括支援センター内) 090-8066-5252 7:00～19:00

(受付時間 平日8:30～17:15)
500円/時間
以降250円/30分
おやつ等は実費

北栄町 北栄町ファミリー・
サポート・センター

北栄町瀬戸22-1
(北条子育て支援センター内) 080-2913-5993 7:00～19:00

(受付時間 平日8:30～17:15)
500円/時間
以降250円/30分

市町
村名 名称 管理者 利用時間 対象年齢 子供の預かりサービスの

マッチングサイトのURL平日 土曜日
鳥取市 キッズライン 中村由紀恵 9:00～18:00 9:00～18:00 １歳～15歳 https://kidsline.me
米子市 KIDSLINE@菊池 菊池敏子 8:00～15:00 8:00～15:00 １歳～15歳 https://kidsline.me
注　 利用される場合は、上記「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL」を使用してマッチングサイトにアクセス

し、利用の手続きを行ってください。
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病児・病後児保育施設
市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金
倉吉市

病児保育室
きらきら園

倉吉市東昭和町150
(鳥取県立厚生病院内１階) 0858-23-3321 平日 8:00～18:00

1,500円/日
生活保護世帯及び市町
村民税非課税世帯０円
(別途診療代が必要）

三朝町
湯梨浜町
琴浦町
北栄町
倉吉市

※病後児保育室
すくすく園

倉吉市瀬崎町2714-1
(野島病院内）

0858-22-6231
080-2943-4047 平日･土 8:00～17:30

500円/日
生活保護世帯及び住民
税非課税世帯０円

三朝町
湯梨浜町
北栄町

琴
浦
町

※みどり保育園 琴浦町徳万254-6 0858-53-2395 平日･土 7:00～19:00
315円/日
生活保護世帯及び住民
税非課税世帯０円
所得税非課税世帯減免あり｡

米
子
市
・
境
港
市
・
日
吉
津
村
・
大
山
町

南
部
町
・
伯
耆
町
・
江
府
町

病児看護センター
ベアーズ
デイサービス

米子市榎原1889-6
(谷本こどもクリニック) 0859-26-5599 平日 8:30～17:30

土　 8:30～15:00

2,500円/日
生活保護世帯０円
住民税非課税世帯減免制度あり
(伯耆町は除く）
南部町は1,000円

病児保育室
ペンギンハウス

米子市西福原九丁目16-26
(ファミリークリニックせぐち小児科内) 0859-38-0708

月～水･金 8:30～17:30
木　 8:30～12:30
土　 8:30～17:00

2,500円/日(木曜日1,500円)
生活保護世帯０円
住民税非課税世帯減免制度あり
(伯耆町は除く）
南部町は1,000円

病児保育
かるがも

米子市両三柳1880
(博愛病院内） 0859-29-1115 月～金 8:30～17:30

2,500円/日
生活保護世帯０円
住民税非課税世帯減免制度あり
(伯耆町は除く）
南部町は1,000円

境港市 済生会
こどもケアルーム

境港市米川町44
(済生会境港総合病院敷地内) 0859-47-1220 平日 8:30～17:30 ０円～2,500円 生活保護世帯０円

保育料の階層区分により減免あり

大山町
※中山みどりの森保育園 大山町赤坂767-2 0858-58-6060 平日 8:30～17:00 2,000円/日 ※生活保護世帯０円
※名和さくらの丘保育園 大山町名和637 0859-54-6565 平日 8:30～17:00 2,000円/日 ※生活保護世帯０円
※大山きゃらぼく保育園 大山町末長488-1 0859-53-1155 平日 8:30～17:00 2,000円/日 ※生活保護世帯０円

南部町 南部町国民健康保険
西伯病院小児科(休止中) 南部町倭397 0859-66-2211 平日 9:00～17:30 1,000円/日

生活保護世帯無料、減免制度有
日南町 ※日南病院 日南町生山511-5 0859-82-1235 平日 8:30～17:30 無料

日野町 日野町病院･病後児
保育室(日野病院) 日野町野田332 0859-72-2107

(日野町教育委員会) 平日 8:30～17:15 500円/日

企 業 主 導 型

鳥
取
市 ※とりっこらんど 鳥取市立川町五丁目417 0857-30-7676 平日 7:30～18:30

･ 月の初回 2,500円/日､
２回目以降 1,000円/日
･ 兄弟姉妹２人目以降
月の初回1,200円、２
回目以降500円/日
･生活保護世帯 無料

※森のようちえん
　風りんりんbase 鳥取市南隈691 0857-30-6436 平日 9:00～17:00

９時～17時 2,000円
９時～13時 1,000円
13時～17時 1,000円
食事代 350円

※は病後児保育のみ
注　企業主導型病後児保育施設の利用については、施設へ直接お問合せください。
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地域子育て支援センター

地域子育て支援センター

助産所

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

倉吉市 倉吉市子育て総合支援センター「おひさま」 倉吉市上灘町9-1 0858-22-3914
のびのび子育て支援センター 倉吉市上井781-1（倉吉東児童センター内） 0858-26-3436

三朝町 三朝町子育て支援センター 三朝町横手37-1（みささこども園） 0858-43-5772

湯
梨
浜
町

はわいこども園子育て支援センター
東郷地域：月～金曜日
泊 地 域：火曜(月２回）

湯梨浜町光吉107-1（はわいこども園）
東郷地域：湯梨浜町門田4（花見コミュニティ施設)
泊 地 域：湯梨浜町宇谷606-1（わかばこども園)
　　　　　湯梨浜町泊1175-7（あさひこども園)

080-2923-0687
0858-35-5324

琴浦町 みどり保育園地域子育て支援センター「ひまわり｣ 琴浦町下伊勢196-3（多世代交流施設） 0858-24-6911
赤碕こども園子育て支援センター「アトリエ・ラボ｣ 琴浦町赤碕1867-8（赤碕こども園） 080-3877-4205

北栄町 北栄子育て支援センター「すまいる」 北栄町瀬戸22-1（大栄健康増進センター内） 0858-37-2124

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

米
子
市

キッズタウン子育て支援センター 米子市両三柳1400（キッズタウンかみごとう) 0859-30-0111
米子市子育てひろば支援センター 米子市錦町一丁目139-3（ふれあいの里２階) 0859-22-4170
米子市福原子育て支援センター 米子市上福原二丁目2-2 0859-22-8811
米子市弓ヶ浜子育て支援センター 米子市富益町628（富益保育園） 0859-28-8860
新開子育て支援センターCHUCHU 米子市新聞6-11-16（子育て情報ステーションCHUCHU内) 0859-33-4122

境港市 境港市地域子育て支援センター「きらきら」 境港市竹内町550-2 0859-45-0116
境港市地域子育て支援センター「ひまわり」 境港市幸神町952 0859-21-8103

日吉津村 日吉津村子育て支援センター「ちゅーりっぷ」 日吉津村日吉津936-1（ふれあい生活館内） 080-9155-5026

大山町
子育て支援センターだいせん 大山町末長488-1（大山きゃらぼく保育園併設) 0859-53-1157
子育て支援センターなわ 大山町名和600-1（大山町ふれあい会館内） 0859-54-2395
子育て支援センターなかやま 大山町赤坂767-2（中山みどりの森保育園併設) 0859-58-6062

南部町 南部町子育て交流室「あいあい」 南部町法勝寺1008（すみれこども園内） 0859-66-3208
伯耆町 伯耆町子育て支援センター 伯耆町大殿1010（パルプラスオン内） 0859-39-8011
日南町 日南町子育て支援センター 日南町生山397-1 0859-82-0115
日野町 日野町子育て支援室「おひさまひろば」 日野町津地690番地（ひのっこ保育所） 0859-72-0238
江府町 子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」 江府町久連35（子供の国保育園） 0859-75-2704

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

鳥
取
市

桶谷式本家母乳育児相談室　本家助産所 鳥取市津ノ井615 電　話 0857-37-4343
携　帯 090-8063-3521

ひかり助産所 鳥取市湯所町2-341 電　話 0857-21-8119
携　帯 090-3379-0212

産後ケア　やわらかい風 鳥取市馬場町13-1
電　話 0857-20-3941
携　帯 050-3630-4138
ＦＡＸ 0857-20-3941

みやこ助産所 鳥取市田園町2-217 携　帯 090-7971-3297
智頭町 一般社団法人助産院　いのちね 八頭郡智頭町中原359 電　話 0858-71-0369

県中部

県西部
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ファミリー・サポート・センター

地域子育て支援センター

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

米子市 米子ファミリー・
サポート・センター

米子市錦町一丁目139-3
(ふれあいの里２階） 0859-32-0016

平日(7:00～19:00)　600円/時間
上記以外の時間帯　 800円/時間
土・日・祝日　　　 800円/時間(終日）

境港市 境港市ファミリー・
サポート・センター

境港市竹内町550-2
(こども支援センター内） 0859-45-6660

平日(7:00～19:00)　600円/時間
上記以外の時間帯　 800円/時間
土・日・祝日　　　 800円/時間(終日）

日吉津村 日吉津村ファミリー・
サポート・センター

日吉津村日吉津970-2
(日吉津村立児童館内） 0859-27-3637 7:00～19:00

500円/時間
以降250円/30分
食事・おやつ等は実費

大山町 大山町ファミリー・
サポート・センター

大山町名和600-1
(大山町ふれあい会館内） 0859-54-2395 7:00～19:30

(受付時間 平日8:30～12:30)
500円/時間
以降250円/30分
おやつ等は実費

南部町 南部町ファミリー・
サポート・センター

南部町倭482
(健康管理センターすこやか内) 0859-66-5525 利用時間は要相談

(受付時間 平日9:00～16:00) 500円～600円/時間

日南町 日南町ファミリー・
サポート・センター

日南町生山397-1
(日南町子育て支援センター内) 0859-82-0115 500円/時間平日

7:00～19:00
500円/時間
以降250円/30分

日野町 日野町ファミリー・
サポート・センター

日野町根雨101番地
(日野町役場健康福祉課内) 0859-72-1852 7:00～19:30

(受付時間 平日8:30～17:15)
500円/時間
２人目からは200円/時間

江府町 江府町ファミリー・
サポート・センター

江府町大字江尾2088-3
(江府町総合健康福祉センター内) 0859-75-6111 7:00～19:00 800円/時間

以降400円/30分

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

鳥
取
市

０･１･２･３子育てひろば 鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館４階 0857-22-7180
子育て支援センター「あいあい」 鳥取市吉成2-13-8（美保保育園内） 0857-23-2881
子育て支援センター「みやこファミリー」 鳥取市国府町糸谷15-1（谷地区公民館内） 0857-24-8529
子育て支援センター「スマイル広場」 鳥取市福部町海士345-2（福部保育園となり) 0857-74-3511
子育て支援センター「ほのぼの広場」 鳥取市河原町長瀬48-1（河原保育園内） 0857-85-2750
子育て支援ひろば「もちがせ」 鳥取市用瀬町別府808（もちがせ保育園内） 0857-87-3600
子育て支援センター「おひさま広場」 鳥取市気高町八幡388-1（浜村保育園内） 0857-82-0120
子育て支援センター「カンガルー」 鳥取市鹿野町鹿野583-3（こじか保育園内） 0857-84-2251
子育て支援センター「キューピット」 鳥取市青谷町青谷604（すくすく保育園内） 0857-85-0430
すぺーすComodo子育てひろば 鳥取市栄町401（本通ビル１階） 0857-29-6101
わくわく子育て支援センター 鳥取市立川町5-417（鳥取みどり園内） 0857-27-2525
なかよし子育て支援センター 鳥取市里仁27（さとに保育園内） 0857-31-5802
じょうほく子育て支援センター 鳥取市青葉町三丁目121-1（城北保育園内） 0857-24-3833

岩美町 子育て支援センター 岩美町新井269（岩美ふれ愛センター内） 0857-72-2922
若桜町 若桜町子育て支援センター「遊びば」 若桜町若桜732-2（わかさこども園併設） 0858-82-0011
智頭町 智頭町子育て支援センター「ほほえみ」 智頭町中原99-1（旧山郷保育園内） 0858-75-0145
八頭町 八頭町子育て支援センター「ぴょんぴょんクラブ｣ 八頭町郡家殿281-3 0858-72-3345

県東部
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➡ 致死率は約8.1倍です！
※（出典）警察庁チャイルドシート使用有無別交通事故関連統計

（平成28年～令和２年合計）

親の会及び関係団体

チャイルドシート支援事業

｢発達障がいのある方や家族等｣を対象とする団体
圏域 団体名 所在地 電話番号

全県
特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 鳥取市瓦町601番地 0857-30-2776

ペアレントメンター鳥取事務局 鳥取県瓦町601
(特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会内) 0857-30-0670

東部

NPO法人 全国LD親の会所属
らっきょうの花（親と当事者の会） 鳥取市覚寺72-32（斎藤方） 090-6832-8108

アスペルガーの家族の会 090-3638-2445
ラビットの集い 090-5374-7027

中部 保護者のピアサポートの会 東伯郡北栄町国坂125番地17（河本方) 090-6414-5337

西部

発達障がい家族ネット 米子市西倉吉83-3
(障害者生活支援センターまちくら内) 0859-35-5647

NPO法人 発達障がい児 親の会 CHERRY cherrymamanokai@yahoo.co.jp

鳥取県ことばを育む会 tottorioyanokai@gmail.com
090-4653-5130

補助金事業
市町村名 問い合わせ先
琴 浦 町 0858-27-1333
境 港 市 0859-47-1023
岩 美 町 0857-73-1411
三 朝 町 0858-43-3505
大 山 町 0859-54-5205
南 部 町 0859-66-3114
伯 耆 町 0859-68-5534

貸出事業
市町村名 問い合わせ先
岩 美 町 0857-72-2922
智 頭 町 0858-75-0145
湯 梨 浜 町 0858-35-5324
日 吉 津 村

(社会福祉協議会) 0859-27-5351

※ このほか、鳥取県交通安全協会各地区協会
も貸出を行っています

自治体では、チャイルドシート着用推進のため、さまざま
な支援を行っています。詳細は直接お問い合わせください。
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助産所

親の会及び関係団体

市町
村名 施設名 所在地 電話番号
倉吉市 琴ミント助産院 倉吉市昭和町2-117 携　帯 090-2863-0132
三朝町 まきた助産院 東伯郡三朝町助谷273 携　帯 080-1949-2580

米子市 西江助産院 米子市錦海町2-9-6 電　話 0859-31-3624
ママ＆ベビーヘルス　笑顔助産院 米子市観音寺新町3-2-8 メール mini.kiruto-food5009@docomo.ne.jp

大山町 マーテル助産院 西伯郡大山町坊領302 電　話 0859-53-3932
メール 1559mgri@gmail.com

日野町 山根助産院 日野郡日野町野田66 携　帯 090-3308-0065

｢身体障がいのある方｣を対象とする団体
団体名 所在地 電話番号

社会福祉法人 鳥取県身体障害者福祉協会 鳥取市扇町21 県民ふれあい会館３Ｆ 0857-50-1070
公益社団法人 鳥取県視覚障害者福祉協会 米子市皆生温泉三丁目18-3 0859-35-4336
公益社団法人 鳥取県聴覚障害者協会
　鳥取県東部聴覚障がい者センター
　鳥取県中部聴覚障がい者センター
　鳥取県西部聴覚障がい者センター

米子市旗ヶ崎六丁目19-48
鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館４階
倉吉市葵町724-15
米子市旗ヶ崎六丁目19-48 堀田ビル１Ｆ

0859-30-3720
0857-32-6070
0858-27-2355
0859-30-3659

鳥取県難聴者・中途失聴者協会 米子市西福原三丁目8-8 (Fax)0859-22-6079
鳥取県清音会（喉頭摘出者福祉団体） 境港市竹内町1324-1（会長　深田隆雄方） 0859-45-2651
一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会 鳥取県支部 倉吉市西倉吉町423-67（福井恵理子方） 0858-28-1776
全国脊髄損傷者連合会 山陰支部 倉吉市横田497（福永方） 090-1359-6488

鳥取県腎友会 鳥取市港町８番地（旧鳥取港海友館内）
(事務局長　山本一登） 0857-30-2727

公益社団法人 日本オストミー協会 鳥取県支部 鳥取市千代水二丁目57-2（奥田春寿方） 0857-28-8118
鳥取県肢体不自由児協会 鳥取市伏野1729-5（鳥取県社会福祉協議会内） 0857-59-6344
鳥取県肢体不自由児者父母の会連合会 鳥取市伏野1729-5（鳥取県社会福祉協議会内） 0857-59-6344
日本二分脊椎症協会 鳥取県支部 東伯郡湯梨浜町長江300-2（石田方） 0858-32-0023
全国心臓病の子どもを守る会 鳥取県支部 境港市上道町314（足立方） 090-6837-5271

｢知的障がいのある方｣を対象とする団体
団体名 所在地 電話番号

一般社団法人 鳥取県手をつなぐ育成会 鳥取市伏野1729-5（鳥取県社会福祉協議会内） 0857-59-6344
特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 鳥取市瓦町601番地 0857-30-2776

｢身体障がい・知的障がいのある方｣を対象とする団体
団体名 所在地 電話番号

全国重症心身障害児(者)を守る会 鳥取県支部 東伯郡琴浦町金屋343（中原正方） 0858-52-2479

｢精神障がいのある方｣を対象とする団体
団体名 所在地 電話番号

公益社団法人 日本てんかん協会 鳥取県支部 米子市皆生温泉2-2-15 0859-35-0505
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あそびっきい

あそびきるん

ねっこりん

毎日の積み重ねが子どもの未来をつくります。子どもの思いや夢を応援しましょう！
家庭は子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点です。
毎日の積み重ねが子どもの未来をつくります。子どもの思いや夢を応援しましょう！
家庭は子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点です。

家庭や園で「遊び」を通して身に付けた力は、小学校以降の学びの土台となります。
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建 築 指 導 課
建 築 相 談 課
建 築 住 宅 課
建 築 営 繕 課
福 祉 課
町 民 福 祉 課
地 域 整 備 課
福 祉 課
健 康 福 祉 課
総 合 福 祉 課
建 設 環 境 課
福 祉 課
建 設 産 業 課
福 祉 介 護 課
総 務 課
福 祉 課
福 祉 保 健 課
建 設 水 道 課
総 務 課

個別限度額
(一般公共の用に供されるものであるこ
とが必要です）
　・便器の洋式化 33万円／箇所
　・ベビーベッド 13万円／箇所
　・ベビーチェア 6.6万円／箇所 等

0857-30-8361
0859-23-5227
0858-22-8175
0859-47-1062
0857-73-1333
0858-82-2233
0858-75-4113
0858-72-3590
0858-43-3520
0858-35-5373
0858-55-7805
0858-37-5852
0859-27-5953
0859-54-5207
0859-66-3112
0859-68-5534
0859-82-0374
0859-72-0350
0859-75-2211
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（令和３年９月改訂版）
鳥取県・全市町村


