
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）とは、地域で子育てのサポートを受けたい

人と行いたい人が会員となり、支え合う会員組織です。 

 岐阜県では、３５の市町（R４．４月現在）が運営しています。（裏面をごらんください） 

●保育施設などの送り迎え 

 ●保育施設や学校などの始業前・終業後の預かり  

 ●病児・病後児の預かり 

 ●緊急時の子どもの預かり（急な用事・残業の時など） 

 ●買い物などの外出時の子どもの預かり など 

 ※サポート内容は各ファミサポによって異なりますので、居住地又は勤務地のファミサポにお問い

合わせください。（連絡先は裏面をごらんください） 

利用してみませんか？ 

こんなサポートが受けられます！ 

 ●事前の登録が必要です。（居住地又は勤務地のファミサポにお問い合わせください。） 

 ●登録料・会費はかかりません。 

 ●利用の流れや利用料金などは、ファミサポによって違いがあります。 

＜利用の流れ＞ 
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登 録 手 続 き 

アドバイザー・サポーターと打ち合わせ 

サポートが必要になった時は、センターへ

電話でサポート依頼 

 

利 用 料 金 の 支 払 い 

サポーターによる子育てサポート 

“子どもの預かり”は 

「ファミサポ」にご相談 

ください！ 

 

たまには子ども

と離れてリフレ

ッシュしたい・・ 

放課後、子ども

一人で家にいる

のは心配・・ 

【お問合せ先】 

県庁・子育て支援課 ＴＥＬ：０５８－２７２－８０７７ Ｅメール：c11236@pref.gifu.lg.jp 

居住地または勤務地のファミサポ（裏面をごらんください） 

＜ファミサポのポイント＞ 

○ファミサポは、地域の方々と行政（国・県・

市町村）が協力して運営しています。 

○ファミサポは、地域でお互いに支え合う、助

け合いの組織です。 

○地域の方々がサポーターとして活躍されて

います。 

○センターのアドバイザーが利用者とサポー

ターをつなぎます。 

○市町によっては、利用費の助成がある場合が

あります。 



                      令和４年４月 1 日現在  

 
市町村名 名称 

病児 

預かり 

病後児

預かり 
電話番号 郵便番号 所在地 

1 岐阜市 
ぎふファミリー・サポート・センタ

ー 
○ ○ 058-295-3420 502-0882 

岐阜市正木中 1-1-1 

カワボウビル３階 

2 大垣市 
大垣市ファミリー・サポート・セン

ター   
0584-82-4120 503-0905 

大垣市宮町 1-1 

スイトアベニュー２階キッズピアおおがき

交流サロン内 

３ 高山市 高山市ファミリーサポート事務局   0577-36-2288 506-0053 
高山市昭和町 2丁目 224 総合福祉セン

ター2階 

４ 多治見市 
多治見市ファミリー・サポート・セ

ンター 
○ ○ 0572-25-2091 507-0034 

多治見市豊岡町 1-55  

ヤマカまなびパーク 1 階ママズプラス内 

５ 関市 
関市ファミリ－・サポ－ト・センタ

－   
0575-23-7774 501-3802 

関市若草通 2-1  

関市わかくさ児童センター内 

６ 中津川市 
中津川市ファミリー・サポート・セ

ンター   
0573-67-9288 508-0011 

中津川市駒場 1666番地の 3904 

中津川市社会福祉協議会 城山事務所 

７ 美濃市 
美濃市ファミリー・サポート・セン

ター   
0575-33-1122 501-3792 

美濃市 1350 

美濃市民生部福祉子ども課 

８ 瑞浪市 瑞浪市ファミリー・サポート・センター 
  

0572-66-1064 509-6103 瑞浪市稲津町小里 364-1 

９ 羽島市 
はしま広域ファミリー・サポート・

センター 
○ ○ 058-391-1228 501-6229 羽島市正木町坂丸 2-95 10 笠松町 

11 岐南町 

12 恵那市 
恵那市ファミリー・サポート・セン

ター 
○ ○ 0573-25-7121 509-7203 

恵那市長島町正家 613番地 10 

木 point内 ログハウス 

13 美濃加茂市 

みのかもファミリー・サポート・セ

ンター   
0574-66-6070 505-0041 

美濃加茂市太田町 2689-23 

大秀ビル１階「星の街広場」内 

14 坂祝町 

15 川辺町 

16 七宗町 

17 土岐市 
土岐市ファミリー・サポート・セン

ター   
0572-54-1111 509-5192 

土岐市土岐津町土岐口 2101  

土岐市役所子育て支援課内 

18 各務原市 
各務原市ファミリー・サポート・セ

ンター   
058-383-7610 504-0912 

各務原市那加桜町 2-163 

総合福祉会館 2階 

19 可児市 
可児市ファミリー・サポート・セン

ター   
0574-62-1111 509-0209 

可児市下恵土一丁目 100番地 

可児市子育て健康プラザ mano内 

20 山県市 
山県市ファミリー・サポート・セン

ター   
0581-22-4750 501-2105 

山県市高富 1276番地 2 

山県市子育て支援センター内 

21 瑞穂市 瑞穂市・本巣市ファミリー・サポ

ート・センター 
○ ○ 058-326-2236 501-0204 

瑞穂市馬場春雨町 1-49  

ＮＰＯ法人キッズスクエア瑞穂 22 本巣市 

23 飛騨市 
飛騨市ファミリー・サポート・セン

ター  
○ 080-1560-4218 509-4221 

飛騨市古川町若宮二丁目 1-60 

子育て応援課内 スマイルキッズ 

24 郡上市 
郡上市ファミリー・サポート・セン

ター 
○ ○ 

090-8955-4848 

0575-88-3334 
501-4610 

郡上市大和町島５３２７ 

特定非営利活動法人 子ラボハウス キキの家 

25 下呂市 
下呂市ファミリー・サポート・セン

ター   

090-7604-0005 

0576-52-3870 
509-2517 

下呂市萩原町萩原 600番地 1 

NPO法人 サン・はぎわら 

26 養老町 
養老町ファミリー・サポート・セン

ター 
  070-4218-7518 503-1254 

養老郡養老町養老公園 1276‐1 

ようろう保育園内 

27 神戸町 
ごうどファミリー・サポート・センタ

ー   
0584-27-8866 503-2324 

安八郡神戸町大字八条 262  

神戸町子育て支援センター内（ふれあい

センター２F） 

28 安八町 
安八町ファミリー・サポート・セン

ター   
0584-64-7115 503-0198 

安八郡安八町氷取１６１番地 

安八町役場福祉課 

29 大野町 
おおのファミリー・サポート・セン

ター 
  0585-34-1010 501-0532 

揖斐郡大野町大字下磯３１３番地２ 

子育てはうす ぱすてる内 

30 北方町 
北方町ファミリー・サポート・セン

ター 
  080-6967-5489 501-0431 

本巣郡北方町北方 1331-3  

ままプラザほっと内 

31 御嵩町 
みたけファミリー・サポート・セン

ター 
  0574-67-5221 505-0122 

可児郡御嵩町顔戸 1176-2  

子育て支援センターぽっぽかん内 

32 輪之内町 
コミュニティママ子育てサポート

事業   
0584-69-4433 503-0204 

安八郡輪之内町四郷 2537-1  

輪之内町社会福祉協議会 

33 池田町 
コミュニティママ子育てサポート

事業   
0585-45-3916 503-2417 

揖斐郡池田町本郷 1628-2  

池田ふれあいサポートセンター 

34 富加町 
コミュニティママ子育てサポート

事業※みのかもファミリー・サポート・センターも利用可   
0574-54-2108 501-3301 

加茂郡富加町加治田 350  

子育て支援センター 

35 白川町 
コミュニティママ子育てサポート

事業   
0574-72-2317 509-1105 

加茂郡白川町河岐 1645-1  

白川町町民会館内 
 

岐阜県内のファミリー・サポート・センター 


