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子ども課
保育園入園、一時預かり等、子育て中の保護者と子どもが集える場所、子育てについての全般に応じます。
　●相談方法／電話、来庁（市役所４F） ●日時／月～金：８時30分～17時15分  ●子ども課／TEL 0968-43-1514

健康増進課（山鹿健康福祉センター）
妊娠･出産･子どもさんの成長発達や健康面、予防接種等について、保健師、栄養士等が相談に応じます。また、必要に応じ専門機関への紹介を行います。
　●相談方法／電話、来所  ●日時／月～金：8時30分～17時15分  ●健康増進課／TEL 0968-43-0050

鹿本療育センター
お子さんの発達に関する悩みや疑問に応じます。
　●相談方法／電話、来所、訪問  ●日時／月～金：9時～17時30分 第1・3・5土：9時～12時30分  ●鹿本療育センター／TEL 0968-44-2244

子育てに関する相談・施設

あかり
月～金曜日9:00～ 17:00

子育て世代包括支援センター

子育て世代包括支援センター「あかり」

TEL : 0968-43-2525 山鹿市中578（山鹿健康福祉センター内）

★大宮神社●

●タイヤショップ●山鹿中

●山鹿東保育園

●山鹿市民医療センター 菊池 →← 菊水

0歳から18歳未満のお子さんに関すること、自分自身のこ
と、お困りのときはどうぞ、ご相談下さい。秘密は固く守られ
ます。

子ども総合相談窓口
月～金曜日9:00～ 17:00
TEL : 0968-41-5878 山鹿市山鹿1026-3（地域振興局内:1F）

325号線

★
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325号線

コンビニ●
●市役所

子ども総合相談窓口
熊本県鹿本総合庁舎１F

●八千代座

妊娠前から、出産、子育てまでお子さんの成長に合わせて様
々な相談支援を行っています。保健師・保育士などの専門ス
タッフがお話を聞かせていただき、一緒に考えたいと思いま
す。来所・訪問での対応も致します。お気軽にご相談ください
。

325号線

山鹿健康福祉センター内
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子育て支援センター

月～金曜日　10：00～16：00（祝日はお休み）
TEL : 0968-43-1270 山鹿市川端町402（山鹿保育園内）

●ドコモショップ

GS●

●コンビニ

●バスセンター

●マクドナルド

3
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★
山鹿子育て支援センター
（山鹿保育園内）

 
TEL : 0968-32-3194 山鹿市鹿北町四丁1612（鹿北市民センター内）

★
コンビニ
●

●GS

グラウンド

鹿北小学校
鹿北中学校

3号線

鹿北子育て支援センター
（鹿北市民センター内）

月～金曜日　10：00～16：00（祝日はお休み）

とことこ山鹿子育て支援センター

すまいる

ひまわり

鹿北子育て支援センター

菊鹿子育て支援センター

愛称は『とことこ』。いつでも親子で気軽に訪れ楽しんでいける場所を目
指しています。ここには同じ子育て中の友だちを見つけたり、相談をした
り、親が子どもとどう関わりあったらよいかを学ぶヒントがたくさんあり
ます。毎月のミニ講座もあり、いつも親子の笑顔でいっぱい。家の中に閉
じこもりがちなおかあさん、一歩外に踏み出しませんか！？

「あんずの丘」のすぐ近く、菊鹿町公民館の中に開設されています。最近
では、お孫さんを連れて、おじいちゃん、おばあちゃんの利用も多く、様々
な年令での集い、交流ができる場となっています。四季折々の自然が楽
しめる環境の中で、子育ての仲間を作りませんか。

鹿北子育て支援センター「すまいる」は、緑豊かな山鹿市の北部に位置
する鹿北市民センター内に開設されてます。鹿北特産の「あや杉」をふん
だんに使った居心地よいホールと開放感いっぱいの広いデッキが特徴
の子育て支援施設です。子育て支援センター内には、スタッフの手作り
のおもちゃがたくさん揃っており、地域の方が公民館活動や図書館の利
用の際に覗いて遊んでいかれることもあります。ボランティアも盛んで、
地域のさまざまな方に活動をサポートしてもらっています。のんびり、ゆ
ったり、世代を超えて子育てを楽しめる応援施設です。

火～土曜日　10：00～16：00（祝日はお休み）

 

TEL : 0968-48-4660 山鹿市菊鹿町下内田165（菊鹿公民館内）

★ 5
2
3

線
号

37号線

●
メロンドーム

●
水辺プラザ

●菊鹿市民センター

あんずの丘

菊鹿子育て支援センター
（菊鹿公民館内）
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ぽっかぽか鹿本子育て支援センター

鹿本子育て支援センターは、図書館や鹿本市民センターと共に「ひだま
り」の中に開設されてます。毎日、たくさんの親子がつどい遊びながら仲
間づくりをしたり、子育てについての情報交換をしたりする姿が見られ
ます。子育て支援センターは、子どもの成長や子どもへの関わり方など
を学ぶ場、相談できる場です。また、保育園・幼稚園との交流や、地域の
方の協力による育児講座の開催等、地域のみんなで子育てを応援する
場です。「ひとりではないよ。仲間がいるよ。」最初の一歩を踏み出しまし
ょう。

ほのぼの鹿央子育て支援センター

鹿央子育てセンターは山鹿市の南部に位置し、豊かな自然に囲まれた
鹿央市民センター横の「多目的研修センター」内にあります。子育て真
只中のお母さんお父さんに、育児やしつけ、健康、遊びのことなど幅広い
情報を提供したり、相談に応じたりしています。また、地域の方々の協力
で、子育てが楽しくなるような講座も開催しています。子育て支援センタ
ーは親と子のためのスペースとして、誰でも気軽に利用できます。ゆっく
りゆったり、安心して子育てができるよう応援してます。

おさか童夢

子育て中の親子がそれぞれのペースに合わせながら、いつでも自由に
過ごすことができる広場です。「おさか童夢」は、中心部より少し離れた
旧保育所施設を利用しているので、広い室内や園庭があり天候に関係
なく遊ぶことができます。季節感溢れる自然体験やクッキング等ボラン
ティアや地域の方々の助けを頂きながら開催しています。おさか童夢は
、色んな人が集まりつながり合って「ありがとう」の輪が広がって行く、そ
んな温かい子育て広場です。

月～金曜日　10：00～16：00（祝日はお休み）
TEL : 0968-46-6029 山鹿市鹿本町来民686-1（鹿本市民センター内）

● ショッピングセンター ●JA

★
325号線

鹿本小学校

●鹿本郵便局

鹿本子育て支援センター
（鹿本市民センター、ひだまり内）

月～金曜日　10：00～16：00（祝日はお休み）
TEL : 0968-36-2150 鹿央町合里158-1（多目的研修センター内）

水・土曜日　10：00～16：00（祝日はお休み）
TEL : 0968-43-1155 山鹿市小坂2238（旧小坂保育所）

幸村医院●

JA●
●山鹿警察署鹿央駐在所

55号線

鹿央市民センター●
鹿央子育て支援センター
（多目的研修センター内）★

三岳小学校●

日輪寺●
コンビニ●
3号線

★「おさか童夢」



5

児童館・児童センター
※18歳未満の子ども達が安心して遊ぶことのできる施設です。乳幼児は保護者同伴で利用することができます。

団地の中にあり、小学生の子ども達がいつも気軽に
遊びに来ることができる場所です。

第一児童館
月～土曜日　９：30～17：30  
TEL : 0968-43-1128 山鹿市石1085 -1

児童センター
月～土曜日　９：30～17：30  
TEL : 0968-46-4441 山鹿市藤井126

児童センターの前に北公園もあり、
戸外での遊びも満喫できるところです。

中央児童センター
●プラザ５

●市役所

●中央保育園

●コンビニ

●コンビニ

３号線
★

中央児童センター
月～土曜日　９：30～17：30  
TEL : 0968-44-0057 山鹿市山鹿1184-1

鹿本児童館
月～土曜日　９：30～17：30  
TEL : 0968-46-4455 山鹿市鹿本町来民1536-1

★

やはた保育園●
●JA

第一児童館

●コンビニ

●ホームセンター

3号線

広がる田園の中にあり、四季折々の自然が楽しめます。
近くには菊池川も流れ、お散歩も楽しめますよ！

ゆうか
ファミリーロード

児童センター
大道小●

●自動車販売店大道保育園●

●富慈園

★

センターと併設された児童遊園では、
アスレチック道具や砂場もあり
小さい子どもさんから遊びを楽しむことができます。 鹿本児童館

●鹿本市民センター

●文具店

中町商店街

●ショッピングセンター
３25号線

★

（施設利用は無料ですが登録が必要です。）
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※子どもの病気が回復してきたけれど、登園や登校させるにはまだ無理かなと思われる時、
　一時的にお預かりして安心して過ごせるように、子育てを応援します。

病後児保育室

一時保育

病後児保育 あすなろ
月～土曜日　８:00～ 18:00
TEL : 0968-43-1281 山鹿市川端町402（山鹿保育園内）

三玉保育園に併設されている病気回復期の子どもを預かる
施設です。病気ごとに隔離できる部屋が3部屋あり、戸外でゆ
っくり遊ぶスペースもあります。対象は、おおむね1歳から小
学校６年生です。
●事前に登録が必要です。
●利用料金／1日1500円半日（5時間以内）1000円
　延長料金／1時間200円（午前8時から18時以降）

★
病後児保育室 あすなろ
（山鹿保育園内）

GS●
3

線
号

●コンビニ●ドコモショップ

●バスセンター

●マクドナルド

病後児保育室 さくらんぼ

病後児保育室
「さくらんぼ」

月～金曜日8:00～ 18:00（祝日はお休み）
TEL : 0968-43-6330 山鹿市久原2851-1（三玉保育園側）

三玉保育園●

一つ目神社●

★ ●三玉小学校

●久原団地

197号線

0
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■ 実施施設
　　山鹿中央保育園（山鹿）　　          　TEL 0968-44-3653
          山鹿保育園（川端町）　　　　　　TEL 0968-43-1153
　　鹿本こども園（鹿本町御宇田）　　   TEL0968-46-2345
　　平小城保育園（平山）              　　　TEL 0968-43-6084
　　三玉保育園（久原）　　　　　　　TEL 0968-43-6330
　　山鹿西保育園（志々岐）　　　　　TEL 0968-44-5582
　　まほろば保育園（鹿北町四丁）　　 TEL 0968-32-2230
　　ゆりかご乳児保育園（下吉田）　　 TEL 0968-44-2961　※0～2歳児対象
　　家庭的保育室ひよっこ（中）　　　 TEL 0968-28-9071　※0～2歳児対象
※申込は直接保育園へお願いします。 ※既に幼稚園や保育園に入園している場合は利用できません。
※事前登録制になりますので、あらかじめ保育園へご相談ください。（利用の前日までに登録が必要）
※緊急の場合も前日に電話が必要です。
※一時保育を利用する理由によっては利用料金が幼児教育・保育の無償化の対象となる場合もあります。

※詳しくは、山鹿市子ども課へお問い合わせください。TEL 0968-43-1514

山鹿市では、保育園や幼稚園に入園していないお子様で、
保護者の病気・入院・災害・事故・育児疲れの解消などの理由で、
緊急・一時的にお子様をお預かりする事業を実施しています。

　〈対　象〉　おおむね6か月から就学前までの児童
　〈利用できる日数〉　原則として、1週間に3日以内、1ヶ月12日以内
　〈時　間〉　8時30分～17時
　〈利用料金〉　１日：1,200円～1,700円     
　　　　　　　半日：750円～1,500円
       ※お子様の年齢や給食の有無などにより保育園で利用料金が異なります。
　  必要なものは着替えやお昼寝用の布団など、
　　お子様の年齢や利用時間によって違います。

山鹿保育園に併設されている、病気回復期の子どもを一時的に預か
る施設です。対象は、おおむね1歳から小学校６年生です。温かい家
庭的な雰囲気の中で、専門の看護師を配置し、医師との連携も図っ
ています。隣接する保育園や子育て支援センターの子どもたちの声
が、病後児の子どもたちの安心感にもつながるようです。
●事前に登録が必要です
●利用料金／市内に住んでる方1,000円、市外に住んでいて勤務
が市内の方2,000円。


