
島根県内放課後児童クラブ一覧（令和４年５月１日時点）
番号 市町村名 郵便番号 所在地 クラブ名

1 松江市 690-0012 松江市古志原4-6-1 古志原地区児童クラブ
2 松江市 690-0012 松江市古志原4-6-1 古志原地区第２児童クラブ
3 松江市 690-0033 松江市大庭町1074 大庭地区児童クラブ
4 松江市 690-0033 松江市大庭町1074 大庭地区第２児童クラブ
5 松江市 690-0871 松江市東奥谷町229 城北児童クラブ
6 松江市 690-0883 松江市北田町273 城東児童クラブ
7 松江市 690-0823 松江市西川津町500 川津児童クラブ
8 松江市 690-0823 松江市西川津町500 川津第２児童クラブ
9 松江市 690-0025 松江市八幡町379-1 竹矢児童クラブ
10 松江市 690-0025 松江市八幡町379-1 竹矢第２児童クラブ
11 松江市 690-0011 松江市東津田町1182-3 津田児童クラブ
12 松江市 690-0873 松江市内中原町225 城西地区児童クラブ
13 松江市 690-0873 松江市内中原町225 城西地区第２児童クラブ
14 松江市 690-0851 松江市堂形町520 城西地区第３児童クラブ
15 松江市 690-0044 松江市浜乃木5-1-10 乃木児童クラブ
16 松江市 690-0044 松江市浜乃木5-1-5 乃木第２児童クラブ
17 松江市 690-0151 松江市古曽志町1759 古江地区児童クラブ
18 松江市 690-0814 松江市東持田町61-1 持田児童クラブ
19 松江市 690-0056 松江市雑賀町586 雑賀児童クラブ
20 松江市 690-0865 松江市西生馬町8 生馬児童クラブ
21 松江市 690-0002 松江市大正町398 中央児童クラブ
22 松江市 690-0065 松江市灘町1-23 中央第２児童クラブ
23 松江市 690-0863 松江市比津町231-1 比津児童クラブ
24 松江市 690-0834 松江市朝酌町115 朝酌児童クラブ
25 松江市 699-0202 松江市玉湯町湯町717 玉湯児童クラブ
26 松江市 699-0401 松江市宍道町宍道1276 しんじっ子クラブ
27 松江市 699-0405 松江市宍道町上来待125 きまちみちくさクラブ
28 松江市 690-2102 松江市八雲町東岩坂111-5 やくも児童クラブ
29 松江市 690-1404 松江市八束町波入1975 八束っ子児童クラブ
30 松江市 690-0262 松江市岡本町70 秋鹿児童クラブ
31 松江市 690-0323 松江市鹿島町手結201 恵曇児童クラブ
32 松江市 690-1115 松江市邑生町76-3 本庄児童クラブ
33 松江市 690-0265 松江市上大野町1826 大野児童クラブ
34 松江市 690-1313 松江市美保関町下宇部尾555-1 美保関児童クラブ
35 松江市 699-0101 松江市東出雲町揖屋2131-3 揖屋児童クラブ
36 松江市 699-0111 松江市東出雲町意宇南5-3-1 出雲郷児童クラブ
37 松江市 699-0102 松江市東出雲町下意東765-35 意東児童クラブ
38 松江市 690-0036 松江市東忌部町904-1 いんべ児童クラブ
39 松江市 690-0401 松江市島根町加賀1325-1 しまね潮風児童クラブ
40 松江市 690-0332 松江市鹿島町佐陀本郷1186 佐太児童クラブ
41 松江市 690-0017 松江市西津田7-9-5 みつき保育園第１わんぱくクラブ
42 松江市 690-0045 松江市乃白町163-1 みつき田和山第２保育園たわやまっこクラブ
43 松江市 699-0112 松江市東出雲町意宇東3-3-1 みつき出雲郷保育園みつきっこクラブ
44 松江市 690-0053 松江市本郷町1-21 学童保育みつき中央キッズクラブ
45 松江市 699-0111 松江市東出雲町意宇南3-5-1 学童保育第２みつきっこクラブ
46 松江市 690-0044 松江市浜乃木6丁目1-58 キッズはまのぎ
47 松江市 690-0863 松江市比津町295-5 比津学童クラブ別館
48 松江市 690-0863 松江市比津町318 比津学童クラブKIT館
49 松江市 690-0873 松江市内中原町320-17 キッズ内中原１号館
50 松江市 690-0873 松江市内中原町320-17 キッズ内中原２号館
51 松江市 690-0873 松江市内中原町320-17 キッズ内中原３号館
52 松江市 690-2102 松江市八雲町東岩坂404-1 つくし児童クラブ
53 松江市 690-0033 松江市大庭町1132 遊学館なの花
54 松江市 690-0044 松江市浜乃木2-7-7 遊学館なの花のぎ
55 松江市 690-0017 松江市西津田9-2-40 虹の子児童クラブ
56 松江市 690-0825 松江市学園2-7-10 あおぞら児童クラブ１号館
57 松江市 690-0825 松江市学園2-7-10 あおぞら児童クラブ２号館
58 松江市 690-0825 松江市学園2-10-2 あおぞら児童クラブ３号館
59 松江市 690-0825 松江市学園2-15-18 あおぞら児童クラブ４号館
60 松江市 690-0882 松江市大輪町420-40 大輪児童クラブ１号館
61 松江市 690-0882 松江市大輪町420-40 大輪児童クラブ２号館
62 松江市 690-0882 松江市大輪町420-40 大輪児童クラブ３号館
63 松江市 690-0017 松江市西津田2-15-37 こそけん学童保育津田校　スマイルルーム
64 松江市 690-0017 松江市西津田2-15-37 こそけん学童保育津田校　ドリームルーム
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番号 市町村名 郵便番号 所在地 クラブ名
65 松江市 690-0017 松江市西津田2-16-24 こそけん学童保育津田校　ホープルーム
66 松江市 690-0063 松江市寺町200-3 こそけん学園中央校　ファンルーム
67 松江市 699-0101 松江市東出雲町揖屋1142 こそけん学園東出雲校　ジャンプルーム
68 松江市 699-0101 松江市東出雲町揖屋1142 こそけん学園東出雲校　サンクスルーム
69 松江市 690-0884 松江市南田町84-2 学童保育施設ウイズキッズＭＴ－Ｍ校
70 松江市 690-0877 松江市春日町194-10 学童保育施設ウイズキッズＫＳ－Ｃ校
71 松江市 690-0044 松江市浜乃木2-10-25 学童あおのほし
72 松江市 690-0044 松江市浜乃木2-10-25 第２学童あおのほし
73 松江市 690-0015 松江市上乃木8-10-31 こばと児童クラブ
74 松江市 699-0202 松江市玉湯町湯町1720-1 さくら児童クラブ
75 松江市 690-0883 松江市北田町282 たまち母衣児童クラブ
76 松江市 690-0876 松江市黒田町450-1 ひらぎの学童クラブ１号館
77 松江市 690-0876 松江市黒田町63-65 ひらぎの学童クラブ２号館
78 松江市 690-0876 松江市黒田町63-65 ひらぎの学童クラブ３号館
79 松江市 690-0015 松江市上乃木6-7-21 学童保育こしばらっこクラブ
80 松江市 690-2101 松江市八雲町日吉333-143 ひよしサンサンクラブ
81 松江市 699-0111 松江市東出雲町意宇南5-5-4 坪内学園児童クラブ
82 浜田市 697-0024 浜田市黒川町3738-4 杉の子学級放課後児童クラブ
83 浜田市 697-0024 浜田市黒川町3738-4 杉の子第2学級放課後児童クラブ
84 浜田市 697-0024 浜田市黒川町3738-4 杉の子第3学級放課後児童クラブ
85 浜田市 697-0052 浜田市港町262-5 ふたば学級放課後児童クラブ
86 浜田市 697-1321 浜田市周布町イ63-3 ひまわり学級放課後児童クラブ
87 浜田市 697-1322 浜田市日脚町1053-8 ひまわり第2学級放課後児童クラブ
88 浜田市 697-0015 浜田市竹迫町2396-2 さくら学級放課後児童クラブ
89 浜田市 697-0015 浜田市竹迫町2396-2 さくら第2学級放課後児童クラブ
90 浜田市 697-0022 浜田市浅井町1415-2 くすのき学級放課後児童クラブ
91 浜田市 697-0006 浜田市下府町2164-81 かもめ学級放課後児童クラブ
92 浜田市 697-0006 浜田市下府町2164-81 かぜの子学級放課後児童クラブ
93 浜田市 697-0063 浜田市長浜町1 とびうお学級放課後児童クラブ
94 浜田市 697-0017 浜田市原井町1045 若潮学級放課後児童クラブ
95 浜田市 697-1323 浜田市内田町1117-2 山ばと学級放課後児童クラブ
96 浜田市 697-0123 浜田市金城町下来原1541-5 雲城地区児童クラブ
97 浜田市 697-0302 浜田市金城町今福1422-3 今福地区児童クラブ
98 浜田市 697-0425 浜田市旭町今市615 今市児童クラブ
99 浜田市 699-3225 浜田市三隅町古市場450 三隅小児童クラブ
100 浜田市 699-3226 浜田市三隅町岡見516 岡見小児童クラブ
101 浜田市 697-1211 浜田市弥栄町長安本郷325-1 やさか児童クラブ
102 出雲市 693-0002 出雲市今市町北本町2丁目1-1 今市第１児童クラブ
103 出雲市 693-0002 出雲市今市町北本町2丁目1-1 今市第２児童クラブ
104 出雲市 693-0011 出雲市大津町394 大津第１児童クラブ
105 出雲市 693-0011 出雲市大津町588-4 大津第２児童クラブ
106 出雲市 693-0021 出雲市塩冶町675-2 塩冶第１学童クラブ
107 出雲市 693-0021 出雲市塩冶町653-2 塩冶第２学童クラブ
108 出雲市 693-0021 出雲市塩冶町423-4 塩冶第３学童クラブ
109 出雲市 693-0021 出雲市塩冶町473 塩冶第４学童クラブ
110 出雲市 693-0006 出雲市白枝町396-1 高松第１児童クラブ
111 出雲市 693-0054 出雲市浜町2110-4 高松第２児童クラブ
112 出雲市 693-0063 出雲市大塚町821-3 四絡第１児童クラブ
113 出雲市 693-0063 出雲市大塚町827-1 四絡第２児童クラブ
114 出雲市 693-0063 出雲市大塚町821-3 四絡第３児童クラブ
115 出雲市 693-0065 出雲市平野町1209-2 高浜児童クラブ
116 出雲市 693-0071 出雲市稲岡町14-3 北陽第１こどもクラブ
117 出雲市 693-0013 出雲市荻杼町211-1 北陽第２こどもクラブ
118 出雲市 693-0101 出雲市上島町869 上津児童クラブ
119 出雲市 693-0214 出雲市所原町185 朝山児童クラブ
120 出雲市 693-0216 出雲市乙立町1028-4 乙立子どもクラブ
121 出雲市 693-0104 出雲市稗原町2825 稗原児童クラブ
122 出雲市 693-0031 出雲市古志町1955 古志児童クラブ
123 出雲市 693-0033 出雲市知井宮町481-1 神戸川第１児童クラブ
124 出雲市 693-0035 出雲市芦渡町790 神戸川第２児童クラブ
125 出雲市 699-0822 出雲市神西沖町479-1 神西児童クラブ
126 出雲市 693-0044 出雲市荒茅町3901 長浜児童クラブ
127 出雲市 691-0002 出雲市西平田町6-1 平田コスモス児童クラブ
128 出雲市 691-0003 出雲市灘分町2091 灘分いなほ児童クラブ
129 出雲市 691-0011 出雲市国富町381 国富あおぞら児童クラブ
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番号 市町村名 郵便番号 所在地 クラブ名
130 出雲市 691-0033 出雲市万田町790-1 ひかり児童クラブ
131 出雲市 691-0031 出雲市東福町453 ひまわり児童クラブ
132 出雲市 691-0076 出雲市園町64-2 あさひ児童クラブ
133 出雲市 693-0503 出雲市佐田町須佐1137-1 須佐小児童クラブ
134 出雲市 693-0522 出雲市佐田町一窪田1988-1 窪田小児童クラブ
135 出雲市 699-0903 出雲市多伎町小田50 多伎児童クラブ
136 出雲市 699-0812 出雲市湖陵町二部1117 湖陵児童クラブ
137 出雲市 699-0711 出雲市大社町杵築南1201 杵築児童クラブ
138 出雲市 699-0721 出雲市大社町修理免752-1 荒木児童クラブ
139 出雲市 699-0731 出雲市大社町遙堪73 遙堪児童クラブ
140 出雲市 699-0503 出雲市斐川町神庭273 荘原小児童クラブ
141 出雲市 699-0621 出雲市斐川町富村520-1 西野小第１児童クラブ
142 出雲市 699-0621 出雲市斐川町富村519-1 西野小第２児童クラブ
143 出雲市 699-0631 出雲市斐川町直江4244 中部小児童クラブ
144 出雲市 699-0554 出雲市斐川町三分市1076 出東小児童クラブ
145 出雲市 699-0612 出雲市斐川町出西1495 出西児童クラブ
146 出雲市 693-0064 出雲市里方町754-1 デハ１にこにこ児童クラブ
147 出雲市 693-0006 出雲市白枝町397-2 あすなろ児童クラブ
148 出雲市 691-0001 出雲市平田町475-9 のびのび児童クラブ
149 出雲市 693-0044 出雲市荒茅町1021-4 荒茅学童クラブ
150 出雲市 693-0021 出雲市塩冶町2128番地 わくわく児童クラブ
151 出雲市 693-0035 出雲市芦渡町822番地15 神門おひさま児童クラブ
152 益田市 698-0005 益田市本町7-17 めだか児童クラブ
153 益田市 698-0042 益田市中吉田町357-1 トマト第１児童クラブ
154 益田市 698-0042 益田市中吉田町357-1 トマト第２児童クラブ
155 益田市 698-0042 益田市中吉田町272 トマト第３児童クラブ
156 益田市 698-0042 益田市中吉田町272 トマト第４児童クラブ
157 益田市 698-0041 益田市高津1-34-1 いちご第１児童クラブ
158 益田市 698-0041 益田市高津1-34-1 いちご第２児童クラブ
159 益田市 698-0032 益田市水分町11-3 どんぐり児童クラブ
160 益田市 699-3676 益田市遠田町758-1 さくら児童クラブ
161 益田市 698-0012 益田市大谷町347-2 つくしんぼ児童クラブ
162 益田市 699-5132 益田市横田町147 わくわく第１児童クラブ
163 益田市 699-5132 益田市横田町147 わくわく第２児童クラブ
164 益田市 698-2141 益田市白上町イ743-4 いきいき児童クラブ
165 益田市 698-0212 益田市美都町仙道98-1 東仙道児童クラブ
166 益田市 698-0203 益田市美都町都茂1803-3 都茂児童クラブ
167 益田市 699-3506 益田市西平原町571－7 鎌手地区児童クラブ
168 益田市 698-0025 益田市あけぼの西町10番地13 あっとほ～むチャイルド
169 大田市 694-0064 大田市大田町大田イ590 大田わんぱく児童クラブ
170 大田市 694-0064 大田市大田町大田イ274-1 大田ルーテル・ラブリー児童クラブ
171 大田市 694-0064 大田市大田町大田イ140-8 大田いきいき児童クラブ
172 大田市 694-0063 大田市大田町吉永1355-1 あゆみ放課後児童クラブ
173 大田市 694-0044 大田市長久町土江108-1 長久ゆうゆう学童クラブ
174 大田市 699-2211 大田市波根町15 朝波にこにこ児童クラブ
175 大田市 699-2301 大田市仁摩町仁万176-2 仁摩児童クラブひまわり
176 大田市 699-2511 大田市温泉津町小浜イ486 温泉津児童クラブたんぽぽ
177 大田市 694-0052 大田市久手町刺鹿2644-10 久手なかよしキッズクラブ
178 大田市 694-0024 大田市久利町久利852-1 久利放課後児童クラブ
179 大田市 694-0035 大田市五十猛町1141-5 五十猛児童クラブスマイル
180 大田市 694-0011 大田市川合町川合1618 かわい児童クラブ
181 大田市 694-0035 大田市静間町548 静間児童クラブえがお
182 大田市 694-0041 大田市長久町長久イ353番地1 アフタースクールココエミ
183 安来市 692-0012 安来市宮内町101 社日こどもクラブ
184 安来市 692-0011 安来市安来町843-3 十神どじょっこクラブ
185 安来市 692-0001 安来市赤江町1740-1 あかえっ子クラブ
186 安来市 692-0007 安来市荒島町2728 あらしまっ子クラブ
187 安来市 692-0025 安来市穂日島町485 島田たけのこクラブ
188 安来市 692-0404 安来市広瀬町広瀬754-22 広瀬っこクラブ
189 安来市 692-0205 安来市伯太町安田中159 安田っ子クラブ
190 安来市 692-0211 安来市伯太町母里28 母里児童クラブ
191 安来市 692-0056 安来市清井町763 南児童クラブ
192 安来市 692-0066 安来市飯梨町445-1 飯梨こどもクラブ
193 安来市 692-0321 安来市伯太町赤屋116-6 赤屋っ子クラブ
194 安来市 692-0056 安来市清井町323-1 宇賀荘児童クラブ
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番号 市町村名 郵便番号 所在地 クラブ名
195 安来市 692-0731 安来市広瀬町西比田1708-4 ひだっ子クラブ
196 安来市 692-0404 安来市広瀬町広瀬1834-1 ひろせ学童クラブ
197 安来市 692-0011 安来市安来町843-3 いちご児童クラブ
198 安来市 692-0011 安来市安来町1118-4 児童クラブ「たいよう」
199 江津市 695-0024 江津市二宮町神主イ1215 津宮放課後児童クラブ
200 江津市 695-0016 江津市嘉久志町イ645 高角放課後児童クラブ
201 江津市 699-2841 江津市後地町1035 江津東放課後児童クラブ
202 江津市 699-4226 江津市桜江町川戸1280 桜江放課後児童クラブ
203 江津市 695-0001 江津市渡津町674-1 渡津放課後児童クラブ
204 江津市 699-3162 江津市敬川町2251-2 川波放課後児童クラブ
205 江津市 695-0011 江津市江津町536 郷田放課後児童クラブ
206 雲南市 699-1252 雲南市大東町田中58-1 ちゃれんじクラブ
207 雲南市 699-1223 雲南市大東町下阿用684-7 学童クラブキリカ
208 雲南市 699-1206 雲南市大東町南村275 うしお児童クラブ
209 雲南市 699-1232 雲南市大東町仁和寺2435-11 西児童クラブ
210 雲南市 699-1106 雲南市加茂町加茂中1040-1 加茂第１児童クラブ
211 雲南市 699-1106 雲南市加茂町加茂中1040-1 加茂第２児童クラブ
212 雲南市 699-1311 雲南市木次町里方928-1 斐伊児童クラブ
213 雲南市 699-1332 雲南市木次町木次1012-1 きすき児童クラブ
214 雲南市 699-1322 雲南市木次町寺領526-3 寺領児童クラブ
215 雲南市 690-2405 雲南市三刀屋町古城1-1 三刀屋放課後児童クラブ
216 雲南市 690-2701 雲南市掛合町掛合2151-1 かけや児童クラブ
217 奥出雲町 699-1432 仁多郡奥出雲町馬馳1324-8 ふせ児童クラブ
218 奥出雲町 699-1511 仁多郡奥出雲町三成407-5 スマイル
219 奥出雲町 699-1701 仁多郡奥出雲町亀嵩2204-2 かめだけ児童クラブ
220 奥出雲町 699-1621 仁多郡奥出雲町上阿井103-3 あい児童クラブ
221 奥出雲町 699-1513 仁多郡奥出雲町三沢384-1 みざわ児童クラブ
222 奥出雲町 699-1832 仁多郡奥出雲町横田1125 わくわくキッズよこた
223 奥出雲町 699-1822 仁多郡奥出雲町下横田509-1 やかわ児童クラブ
224 奥出雲町 699-1941 仁多郡奥出雲町大馬木1858-2 まき児童クラブ
225 美郷町 699-4621 邑智郡美郷町粕渕93 いつでも道場
226 美郷町 696-1131 邑智郡美郷町別府8-5 やすらぎの里
227 美郷町 696-0703 邑智郡美郷町都賀西311-4 まほろばわくわく教室
228 邑南町 696-0103 邑智郡邑南町矢上3836 矢上地区児童クラブ
229 邑南町 696-0102 邑智郡邑南町中野1002-4 石見東児童クラブ
230 邑南町 699-4311 邑智郡邑南町日貫3330-3 日貫放課後児童クラブ
231 邑南町 696-0222 邑智郡邑南町下田所282-1 みずほ児童クラブ
232 邑南町 696-0406 邑智郡邑南町高見3014-3 たかはら児童クラブ
233 邑南町 697-0631 邑智郡邑南町市木2093-1 いちぎ児童クラブ
234 邑南町 696-0501 邑智郡邑南町阿須那153-１ 阿須那児童クラブ
235 邑南町 696-0603 邑智郡邑南町下口羽484-1 口羽児童クラブ
236 津和野町 699-5604 鹿足郡津和野町森村ロ104 つわのっこクラブ
237 津和野町 699-5634 鹿足郡津和野町中川424 きべっこクラブ
238 津和野町 699-5221 鹿足郡津和野町日原235 日原ひまわりクラブ
239 津和野町 699-5211 鹿足郡津和野町青原300 あおぞらクラブ
240 津和野町 699-5616 鹿足郡津和野町部栄375 畑迫あじさい児童クラブ
241 吉賀町 699-5504 鹿足郡吉賀町蔵木54 蔵木放課後児童クラブ
242 吉賀町 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市582-1 六日市放課後児童クラブ
243 吉賀町 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市748 六日市保育所放課後児童クラブ
244 吉賀町 699-5523 鹿足郡吉賀町朝倉994-2 朝倉放課後児童クラブ
245 吉賀町 699-5522 鹿足郡吉賀町七日市942-5 七日市放課後児童クラブ
246 吉賀町 699-5522 鹿足郡吉賀町七日市467-2 七光保育所放課後児童クラブ
247 吉賀町 699-5301 鹿足郡吉賀町柿木村柿木613 柿木第１放課後児童クラブ
248 吉賀町 699-5301 鹿足郡吉賀町柿木村柿木680-1 柿木第２放課後児童クラブ
249 海士町 684-0403 隠岐郡海士町海士3980-31 海士町放課後児童クラブ
250 西ノ島町 684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷67-8 西ノ島町放課後児童クラブ
251 隠岐の島町 685-0014 隠岐郡隠岐の島町西町大城の一16番地9 コスモス児童クラブ
252 隠岐の島町 685-0017 隠岐郡隠岐の島町下西166番2 いるか児童クラブ
253 隠岐の島町 685-0005 隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30番地2 双葉保育園児童クラブ
254 隠岐の島町 685-0027 隠岐郡隠岐の島町原田461番地 原田保育所児童クラブ
255 隠岐の島町 685-0434 隠岐郡隠岐の島町中村1486番地1 中村保育園児童クラブ
256 隠岐の島町 685-0017 隠岐郡隠岐の島町下西462番地 下西保育所児童クラブ
257 隠岐の島町 685-0311 隠岐郡隠岐の島町郡174番地2 ごか保育園児童クラブ
258 隠岐の島町 685-0104 隠岐郡隠岐の島町都万2431番地 都万保育所児童クラブ
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