
松江市役所　子育て部　子育て支援課 松江市末次町８６ 8:30～17:15 0852-55-5326 ○

松江市役所　子育て支援センター
（保健福祉総合センター）

松江市乃白町３２−２ 8:30～17:15 0852-60-8158

松江市役所　鹿島支所　市民生活課 松江市鹿島町佐陀本郷６４０−１ 8:30～17:15 0852-55-5706

松江市役所　島根支所　市民生活課 松江市島根町加賀１１７５−１ 8:30～17:15 0852-55-5726

松江市役所　美保関支所　市民生活課 松江市美保関町下宇部尾６１−２ 8:30～17:15 0852-55-5746

松江市役所　八雲支所　市民生活課 松江市八雲町西岩坂３１６ 8:30～17:15 0852-55-5766

松江市役所　玉湯支所　市民生活課 松江市玉湯町湯町１７９３ 8:30～17:15 0852-55-5786

松江市役所　宍道支所　市民生活課 松江市宍道町昭和１ 8:30～17:15 0852-55-5806

松江市役所　宍道支所　来待出張所
（宍道健康センター）

松江市宍道町上来待２１３−１ 8:30～17:00 0852-55-5811

松江市役所　八束支所　市民生活課 松江市八束町波入２０６０ 8:30～17:15 0852-55-5826

松江市役所　東出雲支所　市民生活課 松江市東出雲町揖屋１１４２ 8:30～17:15 0852-55-5844 

まつえ市民サービスコーナー（テルサ別館） 松江市朝日町４７８−１８ 9:00～17:00 0852-28-4188 ○

浜田市役所　子育て支援課 浜田市殿町１ 8:30～17:15 0855-25-9331 -

浜田市子育て支援センター「すくすく」 浜田市松原２３５−１ 8:30～17:00 0855-22-1253 土のみ

浜田市役所　金城支所　市民福祉課 浜田市金城町下来原１７１ 8:30～17:15 0855-42-1235

浜田市役所　旭支所　市民福祉課 浜田市旭町今市６３７ 8:30～17:15 0855-45-1435

浜田市役所　弥栄支所　市民福祉課 浜田市弥栄町長安本郷５４２−１ 8:30～17:15 0855-48-2656

浜田市役所　三隅支所　市民福祉課 浜田市三隅町三隅１４３４ 8:30～17:15 0855-32-2806

出雲市役所　子ども政策課 出雲市今市町７０ 8:30～17:15 0853-21-6963

出雲市役所　平田行政センター　市民サービ
ス課

出雲市平田町９５１−１ 8:30～17:15 0853-63-5567

出雲市役所　佐田行政センター　市民サービ
ス課

出雲市佐田町反辺１７４７−６ 8:30～17:15 0853-84-0115

出雲市役所　多伎行政センター　市民サービ
ス課

出雲市多伎町小田７４−１ 8:30～17:15 0853-86-3116

出雲市役所　湖陵行政センター　市民サービ
ス課

出雲市湖陵町二部１３２０ 8:30～17:15 0853-43-1214

出雲市役所　大社行政センター　市民サービ
ス課

出雲市大社町杵築南１３９５ 8:30～17:15 0853-53-3116

出雲市役所　斐川行政センター　市民サービ
ス課

出雲市斐川町荘原２１７２ 8:30～17:15 0853-73-9110

益田市立保健センター　子ども福祉課 益田市駅前町１７−１ 8:30～17:15 0856-31-0243

益田市役所　保険課 益田市常盤町１−１ 8:30～17:15 0856-31-0215

益田市役所　美都総合支所　地域振興課 益田市美都町都茂１８０３−１ 8:30～17:15 0856-52-2312

益田市役所　匹見総合支所　地域振興課 益田市匹見町匹見イ１２６０ 8:30～17:15 0856-56-0302

大田市役所　子ども家庭相談室 大田市大田町大田ロ１１１１ 8:30～17:15 0854-83-8148

大田市役所　温泉津支所　市民生活課 大田市温泉津町小浜イ４８６ 8:30～17:15 0855-65-3112

大田市役所　仁摩支所　市民生活課 大田市仁摩町仁万５６２−３ 8:30～17:15 0854-88-2113

安来市健康福祉センター（広瀬保健セン
ター）

安来市広瀬町広瀬１９３０−１ 8:30～17:15 0854-23-3222

安来市役所　安来庁舎　市民課 安来市安来町８７８−２ 8:30～17:15 0854-23-3089

安来市役所　伯太庁舎　伯太地域センター 安来市伯太町東母里５８０ 8:30～17:15 0854-23-3302

江津市役所　子育て支援課 江津市江津町１５２５ 8:30～17:15 0855-52-2501

江津市役所　桜江支所 江津市桜江町川戸１１−１ 8:30～17:15 0855-92-1211

雲南市役所　子ども政策課 雲南市木次町里方５２１－１ 8:30～17:15 0854-40-1044

大東総合センター　市民福祉課 雲南市大東町大東１０３８ 8:30～17:15 0854-43-8162

加茂総合センター　市民福祉課 雲南市加茂町加茂中９７２−５ 8:30～17:15 0854-49-8612

木次総合センター　市民福祉課 雲南市木次町新市３７９ 8:30～17:15 0854-40-1083

三刀屋総合センター　市民福祉課 雲南市三刀屋町三刀屋１４４−１ 8:30～17:15 0854-45-9501

吉田総合センター　市民福祉課 雲南市吉田町吉田１０６６ 8:30～17:15 0854-74-0215

掛合総合センター　市民福祉課 雲南市掛合町掛合１２５１－１ 8:30～17:15 0854-62-0056

雲南市 - - ○ −

安来市 - ○ − − ※２

江津市 - - − −

益田市 - ○ ○

必要に応じて地区
振興センター・保育
所・幼稚園経由での
申請を受け付ける
場合があります。

益田市役所保険
課では、転入や出
生などの異動の届
出に伴う申請のみ
受け付けていま
す。

大田市 - ○ ○ −

浜田市 ○ ○ −

-

出雲市 - - ○ -

松江市
-

- - ※１
-

しまね子育て応援パスポートこっころ　交付窓口

市町村名 交付窓口 住　　所 受付時間 電話番号
土日の
申請

その他
郵送
申請

代理人
申請

留意
事項



しまね子育て応援パスポートこっころ　交付窓口

市町村名 交付窓口 住　　所 受付時間 電話番号
土日の
申請

その他
郵送
申請

代理人
申請

留意
事項

奥出雲町役場　仁多庁舎　町民課 奥出雲町三成３５８−１ 8:30～17:15 0854-54-2510

奥出雲町役場　横田庁舎　結婚・子育て応援
課

奥出雲町横田１０３７ 8:30～17:15 0854-52-2206

飯南町役場　住民課　赤名庁舎窓口 飯南町下赤名８９０ 8:30～17:15 0854-76-2213 ○

飯南町役場　住民課　頓原庁舎窓口 飯南町頓原２３１９ 8:30～17:15 0854-72-0311

飯南町役場　来島支所 飯南町野萱３１１−６ 8:30～17:15 0854-76-2393

飯南町役場　志々支所 飯南町八神１１７−１ 8:30～17:15 0854-73-0001

川本町 川本町役場　健康福祉課 川本町大字川本271-3 8:30～17:15 0855-72-0633 - ○ −
乳幼児検診時に案
内を行っています。

美郷町役場　健康福祉課 美郷町粕渕１６８ 8:30～17:15 0855-75-1931

美郷町役場　大和事務所 美郷町都賀本郷１６３ 8:30～17:15 0855-82-3121

邑南町役場　福祉課 邑南町矢上６０００ 8:30～17:15 0855-95-1115

邑南町役場　瑞穂支所　窓口業務部 邑南町淀原１５３−１ 8:30～17:15 0855-83-1121

邑南町役場　羽須美支所　窓口業務部 邑南町下口羽４８４−１ 8:30～17:15 0855-87-0223

津和野町役場　津和野庁舎　健康福祉課 津和野町後田ロ６４−６ 8:30～17:15 0856-72-0673

津和野町役場　本庁舎　総合窓口 津和野町日原５４−２５ 8:30～17:15 0856-74-0059

吉賀町役場　保健福祉課 吉賀町六日市７５０ 8:30～17:15 0856-77-1165

吉賀町役場　柿木地域振興室 吉賀町柿木村柿木５００−１ 8:30～17:15 0856-79-2211

海士町 海士町役場　健康福祉課 海士町大字海士１４９０ 8:30～17:30 08514-2-1823 - ○ ○ −

西ノ島町 西ノ島町役場　健康福祉課 西ノ島町大字浦郷５３４ 8:30～17:15 08514-6-0104 - ○ ○
検診時等随時受付
を行っています。

知夫村 知夫村役場　村民福祉課 知夫村１０６５ 8:30～17:15 08514-8-2211 - ○ ○ −

※１　・「郵送申請」の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要ですので、事前に連絡してください。
　　　 ・「子育て家庭」で子どもと同居されていない場合は、健康保険証等を提示してください。

※２　「子育て家庭用」の申請において、子どもと同居されていない場合は、末子の生年月日が分かる確認資料（健康保険証等）を提示してください。

邑南町 - - −

津和野町 - ○ ○ −

吉賀町 - ○ ○ −

隠岐の島町 - 　○

−
−

美郷町 - ○ ○ −

　○08512-2-85778:30～17:15隠岐の島町城北町１番地隠岐の島町役場　福祉課

飯南町 - -

奥出雲町 - -
○

（家族）
−


