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市町村名 名　　称 実施施設 所在地 電　話

鹿角市 鹿角市子ども未来センター 鹿角市文化の杜交流館 鹿角市花輪字八正寺１３ ０１８６－３０－０８５５

大館市 城南保育園子育て相談室 城南保育園分園 大館市字水門前１２４ ０１８６－４２－８１８５

扇田保育園地域子育て支援センター 扇田保育園 大館市比内町扇田字町後１３－８ ０１８６－５５－３０９５

たしろ保育園子育て支援室きりん たしろ保育園 大館市岩瀬字上岩瀬上野１９ ０１８６－５４－０４１５

つどいの広場「ひよこ」 有浦児童会館 大館市有浦四丁目６－４３ ０１８６－４９－３３７０

北秋田市
地域子育て支援センター
しゃろーむ

幼保連携型認定こども園
しゃろーむ

北秋田市東横町１０－３４ ０１８６－６２－１９９９

地域子育て支援センター
みなみ

南鷹巣保育園 北秋田市脇神字高村岱１４０ ０１２０－９７８－４１５

つどいの広場
子育てサポートハウス
わんぱぁく

北秋田市花園町１９－４ ０１８６－６２－５５５７

ねまーる広場
北秋田市民ふれあいプラザ
コムコム

北秋田市花園町１０－５ ０１８６－６２－１１３０

能代市 能代市子育て支援センター 能代市第一保育所 能代市上町１２－３２ ０１８５－５２－８１１５

能代市子育て支援センター
さんぽえむ

さんぽえむ 能代市二ツ井町梅内字前田２０６ ０１８５－７３－３１１１

つどいの広場 イオン能代店 能代市柳町１１－１ ０８０－３１９１－６３９９

三種町 琴丘子育て支援センター 保育所 三種町鹿渡字東小瀬川４３－１ ０１８５－８７－４５４５

山本子育て支援センター 保育所 三種町森岳字御休下２２７ ０１８５－８３－２６３３

八竜子育て支援センター 保育所 三種町浜田字福沢１２－４ ０１８５－７２－１００１

八峰町
八峰町子育て支援センター
あいあい

八峰町子育て支援センター
あいあい

八峰町峰浜水沢字稲荷堂後
１１６番地１

０１８５－７４－６１７３

藤里町
藤里町子育て支援センター
ばんぶ～ひろば

藤里保育園 藤里町藤琴字三ツ谷脇３８－１ ０１８５－７９－２７２０

秋田市 秋田市子ども未来センター 秋田拠点センターアルヴェ 秋田市東通仲町４番１号 ０１８－８８７－５３４０

子育て交流ひろば 西部市民サービスセンター 秋田市新屋扇町１３番３４号 ０１８－８２６－９００７

子育て交流ひろば 北部市民サービスセンター 秋田市土崎港西五丁目３番１号 ０１８－８９３－５９８５

子育て交流ひろば 河辺市民サービスセンター 秋田市河辺和田字北条ヶ崎３８番地２ ０１８－８８２－５１４６

子育て交流ひろば 雄和市民サービスセンター 秋田市雄和妙法字上大部４８番地１ ０１８－８８６－５５３０

子育て交流ひろば 南部市民サービスセンター 秋田市御野場一丁目５番１号 ０１８－８３８－１２１６

子育て交流ひろば 東部市民サービスセンター 秋田市広面字釣瓶町１３番地３ ０１８－８５３－１０８２

子育て交流ひろば 中央市民サービスセンター 秋田市山王一丁目１番１号 ０１８－８８８－５６５２

秋田市子ども広場 フォンテＡＫＩＴＡ 秋田市中通二丁目８番１号 ０１８－８９３－６０７５

男鹿市 男鹿市地域子育て支援センター 船川北公民館内 男鹿市船川港比詰字大沢田４４－４ ０１８５－２３－２５５１

潟上市 潟上市若竹子育て支援センター 若竹幼児教育センター 潟上市飯田川下虻川字八ッ口８０ ０１８－８７７－４０５０

潟上市天王子育て支援センター 天王保健センター 潟上市天王字上江川４７－６１０ ０１８－８７８－９８０９

潟上市昭和子育て支援センター 昭和こども園 潟上市昭和大久保字堤の上１－３ ０１８－８３８－０１５０

潟上市出戸子育て支援センター 出戸こども園 潟上市天王字北野２３１－２ ０１８－８７８－４４２０

五城目町
五城目町地域子育て支援センター
こどもの木

もりやまこども園 五城目町字羽黒前７６－１ ０１８－８５２－３８０５

八郎潟町
八郎潟町子育て支援センター
にゃんぱち子育てらんど

八郎潟町えきまえ交流館
はちパル

八郎潟町字中田６７番地４ ０１８－８２７－５６０２

井川町 わいわい広場さくらっこ
子育て支援多世代交流館
「みなくる」

井川町坂本字山崎４９－１ ０１８－８３８－６９１３

大潟村 大潟村子育て支援センター 大潟こども園 大潟村字中央５番地１ ０１８５－４５－２３４５

由利本荘市
本荘子育て支援センター
あいあい

本荘子育て支援センター 由利本荘市石脇字田尻３０－１２ ０１８４－２８－５５３５

矢島子育て支援センター 矢島保育園 由利本荘市矢島町城内字八森下５１５ ０１８４－２７－５６５６

由利子育て支援センター ゆり保育園 由利本荘市前郷字家岸上堤７６ ０１８４－５３－４１９１

鳥海子育て支援センター 川内保育園 由利本荘市鳥海町伏見字久保１６－３ ０１８４－５７－２０１０

大内子育て支援センター 岩谷保育園 由利本荘市岩谷町字日渡５９－１ ０１８４－６５－２００８

岩城子育て支援センター 岩城児童センター 由利本荘市岩城内道川字水呑場２７－１ ０１８４－７３－３６１２
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市町村名 名　　称 実施施設 所在地 電　話

にかほ市
にかほ市仁賀保子育て支援センター
なかよし広場

にかほ保育園 にかほ市院内字嶋田７０ ０１８４－３２－３２００

にかほ市金浦子育て支援センター
にこにこ

勢至保育園 にかほ市金浦字木の浦山１７－１１ ０１８４－３８－２２９１

にかほ市象潟子育て支援センター
ニコニコクラブ

象潟保健センター にかほ市象潟町字浜ノ田１ ０１８４－４３－７５０１

大仙市
大曲保育会子育て支援センター
すくすく

大曲南保育園 大仙市大曲住吉町２－６２ ０１８７－６２－５７３３

神岡子育て支援センター
おひさまひろば

すくすくだけっこ園 大仙市神宮寺字中瀬古川敷３１－４ ０１８７－７２－２１４８

中仙子育て支援センター
わんぱく広場

なかせんワイワらんど 大仙市長野字新山１３１ ０１８７－５６－４１３９

協和子育て支援センター
きらきらひろば

協和まほろばこども園 大仙市協和荒川字下谷地５３ ０１８－８９２－３４２６

南外子育て支援センター
ぞうさんくらぶ

つきの木こども園 大仙市南外字梨木田９６－１ ０１８７－７３－１０８８

仙北子育て支援センター
わくわく広場

せんぼくちびっこらんど 大仙市高梨字大嶋３６７ ０１８７－６３－１１４３

おおた子育て支援センター
たんぽぽ

おおたわんぱくランド 大仙市太田町横沢字窪関南５１５－４ ０１８７－８６－９１１０

西仙北子育て支援センター
みつばっ子げんきひろば

みつば保育園 大仙市大沢郷宿字山田１７８－１ ０１８７－８７－７１３０

子育て支援拠点施設
まるこのひろば

大花都市再生住宅 大仙市大花町１－７ ０１８７－６３－２３４４

子育て支援拠点施設
うさちゃんひろば

中仙市民会館 大仙市北長野字袴田９５ ０８０－２８４５－９２６７

子育て支援拠点施設
つなっこひろば

土川保育園 大仙市土川字半道寺西野１ ０８０－８２１４－８１５９

仙北市
神代こども園子育て支援センタ－
わかばルーム

神代こども園 仙北市田沢湖神代字珍重屋敷８９－３ ０１８７－４４－２５０２

だしのこ園子育て支援センター
だしっこルーム

だしのこ園 仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７－２６３ ０１８７－４３－１０２５

ひのきないこども園子育て支援室
さくらんぼルーム

ひのきないこども園 仙北市西木町桧木内字高屋１３７ ０１８７－４８－２３４５

にこにここども園子育て支援室
なかよしルーム

にこにここども園 仙北市西木町門屋字六本杉２－１ ０１８７－４７－２５２５

角館地域子育て支援センター
おひさまルーム

角館こども園 仙北市角館町中菅沢９１－１ ０１８７－５３－２９１８

地域子育て支援拠点事業
（さくラッコ）

仙北市子育て支援施設
仙北市角館町田町上丁６９－１
角館児童館２Ｆ

０８０－１６６３－４４９４

美郷町 千畑子育て支援センター 千畑なかよし園 美郷町土崎字上野乙３１ ０１８７－８５－３１１５

仙南子育て支援センター 仙南すこやか園 美郷町飯詰字糠渕４－１ ０１８７－８３－３０７５

あそびにおいで 六郷わくわく園 美郷町六郷字作山１３－７ ０１８７－８４－００２３

横手市
横手市子育て支援センター
なかよし

横手市児童センター 横手市駅前町１番２１号 ０１８２－３２－２４２６

増田町子育て支援センター
ひよこルーム

ますだ保育園 横手市増田町増田字七日町６６番地 ０１８２－４５－４６３７

平鹿町子育て支援センター
りんごちゃんひろば

旧ＪＡ秋田ふるさと
醍醐出張所

横手市平鹿町醍醐字太茂田８番地２３ ０１８２－５６－０４１５

雄物川町子育て支援センター
すくすく

雄物川コミュニティー
センター

横手市雄物川町沼館字高畑３３８番地 ０８０－２８０１－３３０２

大森町子育て支援センタ－
たんぽぽ

大森子どもと老人の
ふれあいセンター

横手市大森町字菅生田２４５番地３４ ０１８２－２６－３５２０

十文字町子育て支援センター
さくらんぼ

十文字保育所 横手市十文字町梨木字羽場下１０番地１１３ ０１８２－５５－２２５５

山内子育て支援センタ－ さんない保育園 横手市山内土渕字菅生３７番地７ ０１８２－５３－２１７２

大雄子育て支援センター たいゆう保育園 横手市大雄字田村４５番地１ ０１８２－５６－５０６１

つどいの広場ひらか アイリスハウス 横手市平鹿町浅舞字蒋沼291番地 ０１８２－２４－３１５５

湯沢市 湯沢市子育て支援総合センター
湯沢市子育て支援総合
センター

湯沢市柳町二丁目１番３９号 ０１８３－７２－３５０１

稲川子育て支援センター あおぞらこども園 湯沢市三梨町字古三梨１５５番地 ０１８３－４２－５２２２

おがち子育て支援センター おがち保育園 湯沢市横堀字土渕２８番地 ０１８３－５２－５６１０

皆瀬子育て支援センター 皆瀬保育園 湯沢市皆瀬字沢梨台４７番地２ ０１８３－４６－２４４６

羽後町
羽後町子育て支援センター
わくわくひろば

羽後町子育て支援センター 羽後町床舞字明通６８番地 ０１８３－６２－５２２８

東成瀬村 なるせっ子夢センター なるせ児童館 東成瀬村田子内字上野８－１ ０１８２－３８－８７１１
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