
子育て世代包括支援センターの設置状況一覧

市町名 名称 郵便番号 所在地 電話番号 開設日時 ホームページアドレス 担当課 担当課電話番号

広島市中区 広島市中保健センター（中区厚生部地域支えあい課） 730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 082-504-2109
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市東区 広島市東保健センター（東区厚生部地域支えあい課） 732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 082-568-7735
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市南区 広島市南保健センター（南区厚生部地域支えあい課） 734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 082-250-4133
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市西区 広島市西保健センター（西区厚生部地域支えあい課） 733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 082-294-6384
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市安佐南区 広島市安佐南保健センター（安佐南区厚生部地域支えあい課） 731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 082-831-4944
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市安佐北区 広島市安佐北保健センター（安佐北区厚生部地域支えあい課） 731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 082-819-0616
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市安芸区 広島市安芸保健センター（安芸区厚生部地域支えあい課） 736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 082-821-2820
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

広島市佐伯区 広島市佐伯保健センター（佐伯区厚生部地域支えあい課） 731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 082-943-9733
月～金（祝日・年末年始・8月6日を除く）
8：30～17：15

呉市 呉市子育て世代包括支援センター　えがお 737-0041
呉市和庄1丁目2番13号
（すこやかセンターくれ3階）

0823-25-3597
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
9：00～16:00

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/44/kuresikosodatesedaihoukatusiensenta.html 地域保健課 0823-25-3542

竹原市 たけはらっこネウボラ 725-0026 竹原市中央三丁目14番1号 0846-22-7157
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
9：00～16：00

https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushika/gyomuannai/ninshin_syussan/2717.html 健康福祉課 0846-22-7157

三原市 子育て世代包括支援センター　すくすく三原 723-8601 三原市港町三丁目5番1号 0848-67-6217

三原市 子育て世代包括支援センター　すくすく本郷 729-0417 三原市本郷南五丁目23番1号 0848-86-3609

三原市 子育て世代包括支援センター　すくすく久井 722-1412 三原市久井町和草1906番地1 0847‐32-8551

三原市 子育て世代包括支援センター　すくすく大和 729-1321 三原市大和町和木1538番地1 0847-34-0960

尾道市 子育て世代包括支援センター　ぽかぽか☀ 722-0017 尾道市門田町22-5 0848-36-5003 月～金（祝日除く）8：30～17：15

尾道市 ぽかぽか☀おのみち 722-0041 尾道市防地町26-24 0848-37-2409 月～金（祝日除く）9：00～16：00

尾道市 ぽかぽか☀いんのしま 722-2323 尾道市因島土生町100-4 0845-22-1545 月～金（祝日除く）9：00～16：00

尾道市 ぽかぽか☀みつぎ 722-0311 尾道市御調町市107-1 0848-76-2235 月～金（祝日除く）8：30～17：15

尾道市 ぽかぽか☀せとだ 722-2416 尾道市瀬戸田町林1288-7 0845-27-3849 月～金（祝日除く）8：30～17：15

尾道市 ぽかぽか☀ひがしおのみち 722-0051 尾道市東尾道4-4 0848-55-7117 月～金（祝日除く）9：00～16：00

尾道市 ぽかぽか☀むかいしま 722-0062 尾道市向東町3504-4 0848-29-9021
月～金（祝日除く）
9：30～16：00（12：00～14：30を除く）

福山市 あのねキッズコム 720-8636 福山市元町1－1（天満屋福山店8階） 084-932-7233
火曜日～日曜日、祝日
10：00～18：00

福山市 あのねふくやま 720-8501
福山市東桜町3-5
　（福山市役所ネウボラ推進課内）

084-928-1357
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8：30～17：15

福山市 あのね松永支所 729-0104 福山市松永町三丁目1-29 084-930-0422
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8：30～17：15

福山市 あのね北部支所 720-1132 福山市駅家町倉光37-1 084-976-1218
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8：30～17：15

福山市 あのね東部支所 721-0915 福山市伊勢丘六丁目6-1 084-940-2583
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8：30～17：15

福山市 あのね神辺支所 720-2123 福山市神辺町川北1151-1 084-962-5056
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8：30～17：15

福山市 あのね伊勢丘こども園 721-0915 福山市伊勢丘三丁目6-5 084-940-6655
月曜日～土曜日（祝日を除く）
8：30～17：00

福山市 あのね水呑立正保育所 720-0832 福山市水呑町4168 084-956-1630
月曜日～土曜日（祝日を除く）
8：30～17：00

福山市 あのね附属こども園 720-0031 福山市三吉町一丁目6－3 084-925-2621
月曜日～土曜日（祝日を除く）
8：30～17：00

福山市 あのね柳津保育所 729-0114 福山市柳津町五丁目1－20 084-933-4224
月曜日～土曜日（祝日を除く）
8：30～17：00

福山市 あのね新市保育所 729-3103 福山市新市町新市867－5 0847-52-5580
月曜日～土曜日（祝日を除く）
8：30～17：00

福山市 あのね神辺保育所 720-2124 福山市神辺町川南1030－2 084-963-0093
月曜日～土曜日（祝日を除く）
8：30～17：00

福山市 あのねぬまくま 720-0403
福山市沼隈町下山南1255
　（ぬまくま子育て支援センター内）

084-987-1121
第1～第4木曜日（祝日を除く）
10：00～15：00

府中市 子育てステーションちゅちゅ（府中） 726-0004
府中市府川町１８６番地１
（府中天満屋2階）

0847-44-6688
火・水・金　9：00～18：15
木 9：00～19：00
土・日・祝　9：00～17：00

府中市 子育てステーション（上下） 729-3431
府中市上下町上下1013番地4
（上下地域共生交流センター内）

0847-62-2231
月～金曜日　8：30～17：15
(祝日除く）

三次市
ネウボラみよし
三次市妊娠・出産・子育て相談支援センター

728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 0824-62-6257 月～金曜日　8：30～17：15 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kosodate_info/neubora_miyoshi.html

三次市 北部あそびの広場（サテライト） 728-0201 三次市布野町上布野1196番地１
0824-65-2055
（あそび工房）

第1～第4金曜日　10：00～15：00

三次市 三良坂地域子育て支援センター　みつばち（サテライト） 729-4304
三次市三良坂町三良坂5038番地6
三良坂農村ふるさとセンター2階

0824-44-2136 月～金曜日　9：00～15：00

三次市 地域子育て支援センターすまいる 728-0025
三次市粟屋町949番地２粟屋自治交流センター
内

0824－62－2788 月・火・木　10：00～16：00

児童福祉課 0824-73-0051

保健医療課 0824-73-1214

福祉課 0827-59-2148

保健医療課 0827-59-2140

東広島市
出産・育児サポートセンター　すくすく
「すくすくサポート」

739-8601 東広島市西条栄町8番29号 082-420-0407
月～金
8：30～17：15

東広島市 すくすくサポート西条南 739-0024 東広島市西条町御薗宇6245-1 090-8609-0864
月～金（祝日除く）　日曜日（1～2回/月）
10：00～15：00

東広島市 すくすくサポート西条北 739-0041 東広島市西条町寺家1427 082-426-4114
月～金（祝日除く）
9：00～14：00

東広島市 すくすくサポート寺家 739-0041 東広島市西条町寺家6579-1 070-7428-8008
日～木（祝日除く）
9：00～14：00

東広島市 すくすくサポート八本松 739-0142 東広島市八本松東6-6-28 082-428-0030
月～金（祝日除く）
9：00～14：00

東広島市 すくすくサポート志和 739-0268 東広島市志和町志和西1456-3 080-6240-4406
火・木・金（祝日除く）
9：30～14：30

東広島市 すくすくサポート高屋 739-2125 東広島市高屋町中島490-5 080-6263-0665
月～木（祝日除く）　　8：30～13：30
金（祝日除く）　　　　　8：30～12：30/14：00～16：00

東広島市 すくすくサポート黒瀬 739-2612 東広島市黒瀬町丸山1286-1 080-8984-9601
月～金（祝日の除く）
10：00～15：00

東広島市 すくすくサポート福富 739-2303 東広島市福富町久芳1545-1 082-435-2343
月～金（祝日の除く）
10：00～15：00

東広島市 すくすくサポート豊栄 739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋577-1 082-401-2022
月～金（祝日の除く）
10：00～15：00

東広島市 すくすくサポート河内 739-2204 東広島市河内町河戸802-2 082-430-3373
月～金（祝日の除く）
10：00～15：00

東広島市 すくすくサポート安芸津 739-2402 東広島市安芸津町三津5545-2 08946-46-1401
月～金（祝日の除く）
10：00～15：00

廿日市市 ネウボラはつかいち 738-8501 廿日市市新宮1丁目13-1 0829-30-9188 月～金　8：30～17：15

廿日市市 ネウボラさいき 738-0292 廿日市市津田1989 0829-72-1124 月～金　8：30～17：15

廿日市市 ネウボラおおの 739-0492 廿日市市大野1丁目1-1 0829-30-3309 月～金　8：30～17：15

廿日市市 ネウボラよしわ 738－0301 廿日市市吉和３４２５－１ 0829－77－2113 月～金　8：30～17：15

廿日市市 ネウボラみやじま 739－0595 廿日市市宮島町１１６５－６ 0829－44－2001 月～金　8：30～17：15

廿日市市 産前産後サポートセンター 738－0042 廿日市市地御前一丁目3番28号 0829－30－9252 月～土　8：30～17：15

安芸高田市 ネウボラあきたかた 731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地 0823-42-5633
月～金　8：30～17：15
（令和4年10月～　月～金9：00～17：00）

http://www.akitakata.jp 健康長寿課 0826-42-5633

江田島市 江田島市子育て世代包括支援センター 737-2122 江田島市江田島町中央4-18-28 0823-42-2852 月～金　10：00～16：00 https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/8415 子育て支援課 0823-42-2852

府中町
ネウボラふちゅう
（子育て支援課こども家庭係）

735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 082-286-3224
月曜日～金曜日
8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

082-286-3224

府中町
ネウボラふちゅう
（子育て支援課母子保健係）

735-0023
広島県安芸郡府中町浜田本町5番25号（福寿
館内）

082-286-3258
月曜日～金曜日
8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

082-286-3258

海田町 保健センター 736-0066 海田町中店8-33 082-823-4118
月～金　8：30～17：15
（土日祝，年末年始は休み）

保健センター 082-823-4418

海田町 ひまわりプラザ 736-0052 海田町南つくも町11-16 082-824-1225
月～土　9：00～17：15
（日祝，年末年始は休み）

こども課 082-823-9227

健康推進課 082-820-5637

子育て支援課 082-820-5623

坂町 坂町立保健センター 731-4314 坂町坂西一丁目18番14号 082-885-3131 月～金　8：30～17：30 ― 保健健康課 082-820-1504

安芸太田町 親子相談支援センター 731-3622 安芸太田町大字下殿河内236番地 0826-25-0930
月～金　8：30～17：15
（土日祝，年末年始は除く）

― 健康福祉課 0826-25-0930

北広島町 千代田子育て支援センター　すこやか 731-1533 北広島町有田98-2 0826-72-2382
月曜日～金曜日　10：00～12：00
（電話･オンラインは10：00～15：00）

―

北広島町 芸北子育て支援センター 731-2437 北広島町大元208-1 0826-35-0048
月曜日～金曜日　10：00～12：00
（電話･オンラインは10：00～17：00）

―

北広島町 豊平子育て支援センター　ルンルン 731-1701 北広島町志路原471 050-5812-1170
月曜日～金曜日　10：00～12：00
（電話･オンラインは10：00～16：00）

―

北広島町 大朝子育て支援センター 731-2104 北広島町大朝4650 050-5812-2205
月曜日～金曜日　10：00～12：00
（電話･オンラインは10：00～17：00）

―

大崎上島町 大崎上島町母子健康包括支援センター 725-0401 大崎上島町木江4968 0846-62-0330 月・水・金　9：00～16：00 ― 保健衛生課 0846-62-0330

世羅町 世羅町子育て世代包括支援センター　だっこ 722-1192 世羅町大字本郷947番地 0847-25-0295
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
8：30～17：15

http://www.town.sera.hiroshima.jp/ 子育て支援課 0847-25-0295

神石高原町 神石高原町子育て世代包括支援センター　にじいろ 720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地 0847-89-3368 月～金　8:30～17:15 http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/formation/kosodate/kosodate/neu_nijiiro/ 子育て応援課 0847-89-3368

月～金　8:30～17:15
（祝日・年末年始を除く）

http://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/genre/1378276564776/index.html熊野町 熊野町子育て世代包括支援センター 731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 082-820-5637

大竹市

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/ 保健福祉課 0848-67-6217

大竹市子育て世代包括支援センター
（おおたけ版ネウボラ）

739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号 0827-59-3500
月～金　8：30～17：15
（土日祝、年末年始は休み）

http://www.city.otake.hiroshima.jp

月～金　8：30～17：15
（土日祝，年末年始は休み）

https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/family/kosodate/post_1267.html庄原市
庄原市子育て世代包括支援センター
（愛称　ほのぼのネット）

727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号 0824-73-1214

（令和４年７月１日現在）

健康推進課 0824-62-6257

福祉課 050-5812-1851

子育て支援課

子ども・家庭支援課 082-504-2623

こども家庭課 082-420-0407

子育て応援室 0829-30-9188

子育て支援課 0848-38-9219

ネウボラ推進課 084-928-1252

ネウボラ推進課 0847-44-6688

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/106/

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/kosodate/22221.html

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiromaru/

https://www.town.kaita.lg.jp/site/neubora/

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/19/1826.html

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kosodate_m/ikujishien/kosodate_calender/papamama4-1_2_3_4_2_2_2.html

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kodomomirai/1/9/18803.html

https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/life_scene/ninshin/6381.html

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/44/kuresikosodatesedaihoukatusiensenta.html
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kosodate_info/neubora_miyoshi.html
http://www.akitakata.jp/
https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/8415
http://www.town.sera.hiroshima.jp/
http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/formation/kosodate/kosodate/neu_nijiiro/
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