
保育施設等一覧 県西部 森のようちえん
市町村名 実 施 者 名 称 電話番号 開所時間（曜日:月～金）

鳥取市
NPO法人 鳥取・森のようちえん・風りんりん 鳥取・森のようちえん・風りんりん 090-5588-6857 8:00 ～ 18:00
特定非営利活動法人ハーモニィカレッジ 認定こども園ぱっか 0858-72-2468 8:00 ～ 17:30

智頭町 特定非営利活動法人
智頭の森　こそだち舎

智頭町森のようちえん　まるたんぼう 0858-71-0033
（平日15:00 ～ 17:00）

9:00 ～ 17:00
空のしたひろば　すぎぼっくり 9:00 ～ 16:00

倉吉市
自然がっこう旅をする木 自然がっこう旅をする木 090-5963-1078 9:00 ～ 16:00
有限会社ミネ・マネジメント
・システム キンダガーデン 0858-24-5544 7:30 ～ 18:30

伯耆町 森のようちえんmichikusa 森のようちえんmichikusa 080-5624-8065 8:15 ～ 17:00

市町村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

鳥
取
市
・
岩
美
町
・
若
桜
町

智
頭
町
・
八
頭
町

キッズルーム
「こぐま」

鳥取市末広温泉町566
（せいきょう子どもクリニック内） 0857-27-2211 平日

　土
8:00～18:00
8:30～16:30 ・月の初回2,500円/日、

　２回目以降1,000円/日
・兄弟姉妹２人目以降
　月の初回1,200円/日、
　２回目以降500円/日
・生活保護世帯０円
・岩美町、若桜町、智頭
　町、八頭町、在住者は
　一律 
　 2,500円/日

病児保育室
とくよし

鳥取市栄町211-2
（栄町クリニックビル3階） 0857-30-6651 平日 8:00～18:00

コモド第三保育園
瓦町 鳥取市瓦町261 0857-50-0555 平日 8:00～18:00

※児童健康支援センター
「にじっこルーム」

鳥取市的場一丁目1
（鳥取市立病院内） 0857-37-1577 平日 8:00～18:30

鳥
取
市

※病後児支援センター
「たんぽぽ」

鳥取市気高町宝木937
（ひかり保育園内） 0857-82-0508

平日 8:30～17:30 500円/日
生活保護世帯０円※病後児支援センター

「かもめ」
鳥取市青谷町青谷604
（すくすく保育園内） 0857-85-0430

岩
美
町

岩美病院 岩美町浦富1029-2

岩美病院
0857-73-1421
または
役場住民生活課
0857-73-1415

平日8:00～18:00の必
要な時間（ただし、前
日までの利用申込み
の場合のみ可。当日
申込は8:30～17:30）

住民税課税世帯
2,000円（町外2,500円）
住民税非課税世帯
1,000円（町外1,500円）
生活保護世帯０円

智
頭
町

ちづ保育園 智頭町智頭1875
（国民健康保険智頭病院内） 0858-75-0144 平日 8:00～18:00

500円/日
生活保護世帯・町民税非
課税世帯で、ひとり親世
帯は０円

八
頭
町

※郡家東保育所 八頭町稲荷167 0858-72-5000

平日
土　

7:00～18:00
7:00～11:30

500円/日
生活保護世帯０円
町長が認めた場合減免
有り

※郡家保育所 八頭町郡家71-1 0858-72-3123
※国中保育所 八頭町石田百井3-2 0858-72-3137
※船岡保育所 八頭町坂田30 0858-72-6400
※八東保育所 八頭町安井宿1346 0858-84-6425

若
桜
町

※わかさこども園 若桜町大字若桜732-2 0858-82-0011 平日
土　

7:00～18:00
7:30～18:00

500円/日
生活保護世帯０円
町民税非課税地帯で、
ひとり親世帯は０円

※は病後児保育のみ

病児・病後児保育施設
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病児・病後児保育施設

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

倉吉市

病児保育室
きらきら園

倉吉市東昭和町150
（鳥取県立厚生病院内１階） 0858-23-3321 平日 8:00～18:00

1,500円 / 日
生活保護世帯及び市町
村民税非課税世帯０円
（別途診療代が必要）

三朝町
湯梨浜町
琴浦町
北栄町
倉吉市

※病後児保育室
　すくすく園

倉吉市瀬崎町2714-1
（野島病院内）

0858-22-6231
080-2943-4047 平日・土 8:00～17:30

500円 / 日
生活保護世帯及び住民
税非課税世帯０円

三朝町
湯梨浜町
北栄町

琴
浦
町

※みどり保育園 琴浦町徳万254-6 0858-53-2395 平日・土 7:00～19:00

315円 / 日
生活保護世帯及び住民
税非課税世帯０円
所得税非課税世帯減免あり

米
子
市
・
境
港
市
・
日
吉
津
村
・
大
山
町

南
部
町
・
伯
耆
町
・
江
府
町

病児看護センター
ベアーズ
デイサービス

米子市榎原1889-6
（谷本こどもクリニック） 0859-26-5599 平日 8:30～17:30

土　 8:30～15:00

2,500円 / 日
生活保護世帯０円
住民税非課税世帯等減免制度あり
（伯耆町は除く）
南部町は1,000円

病児保育室
ペンギンハウス

米子市西福原九丁目16-26
（ファミリークリニックせぐち小児科内） 0859-38-0780

月～水・金 8:30～17:30
木　8:30～12:30
土　8:30～17:00

2,500円 /日（木曜日1,500円）
生活保護世帯０円
住民税非課税世帯等減免制度あり
（伯耆町は除く）
南部町は1,000円

病児保育
かるがも

米子市両三柳1880
（博愛病院内） 0859-29-1115 月～金 8:30～17:30

2,500円 / 日
生活保護世帯０円
住民税非課税世帯等減免制度あり
（伯耆町は除く）
南部町は1,000円

境港市 済生会
こどもケアルーム

境港市米川町44
（済生会境港総合病院敷地内） 0859-47-1220 平日 8:30～17:30 ０円～2,500円 生活保護世帯０円

保育料の階層区分により減免あり

大山町

※中山みどりの森保育園 大山町赤坂767-2 0858-58-6060 平日 8:30～17:00 2.000円 / 日 ※生活保護世帯０円

※名和さくらの丘保育園 大山町名和637 0859-54-6565 平日 8:30～17:00 2.000円 / 日 ※生活保護世帯０円

※大山きゃらぼく保育園 大山町末長488-1 0859-53-1155 平日 8:30～17:00 2.000円 / 日 ※生活保護世帯０円

南部町 南部町国民健康保険
西伯病院小児科（休止中） 南部町倭397 0859-66-2211 平日 9:00～17:30 1.000円 / 日

生活保護世帯無料、減免制度有

日南町 ※日南病院 日南町生山511-5 0859-82-1235 平日 8:30～17:30 無料

伯耆町
日野町病児・病後児保
育室（日野病院） 日野町野田332 0859-72-2107

（日野町教育委員会） 平日 8:30～17:15

伯耆町　2,500円 / 日
※生活保護世帯０円
日南町　1,000円 / 日
日野町・江府町　０円

日南町
日野町
江府町

企業主導型

鳥
取
市 ※とりっこらんど 鳥取市立川町五丁目417 0857-30-7676 平日 7:30～18:30

・月の初回 2,500円 / 日、
２回目以降 1,000円 / 日

・兄弟姉妹２人目以降
月の初回1,200円、２
回目以降500円 / 日

・生活保護世帯 無料

※は病後児保育のみ
注　施設の利用については、施設へ直接お問合せください。
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病児・病後児保育施設 病児・病後児保育施設

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

鳥
取
市

鳥取ファミリー・
サポート・センター

鳥取市富安二丁目104-2
さざんか会館１階 0857-39-2761

平日（7:00～20:00）　600円 / 時間
上記以外の時間帯　800円 / 時間
土・日・祝日・12/29～1/3　800円 / 時間（終日）
（受付時間平日8:30～17:15）

岩美町 岩美町ファミリー・
サポート・システム

岩美町新井269
（子育て支援センター内） 0857-72-2922 基本時間 7:00～20:00

（受付時間 平日8:30～17:15） 650円 / 時間

若桜町 若桜町ファミリー
サポートシステム

若桜町若桜732-2
（わかさこども園内） 0858-82-0011 7:00～19:00 500円 / 時間

以降250円 /30分

智頭町 智頭町ファミリー・
サポート・センター

智頭町中原99-1
（地域子育て支援センター内） 0858-75-0145 7:00～20:00

500円 / 時間
土・日・祝日及び軽度の
病児童700円 / 時間

八頭町 八頭町ファミリー・
サポート・センター

八頭町郡家殿281-3
（子育て支援センター内） 0858-76-7020 7:00～20:00

平日 500円 / 時間
以降250円 /30分
土・日・祝日 800円 / 時間
以降400円 /30分

倉吉市 倉吉市ファミリー・
サポート・センター

倉吉市上灘町9-1
（子育て総合支援センター内） 0858-24-5355 6:00～22:00

（受付時間 火～土8:30～17:15）
7:00～19:00 500円 / 時間
上記以外の時間帯700円 /時間

三朝町 三朝町ファミリー・
サポート・センター

三朝町横手37-1
（子育て支援センター内） 0858-43-5772 7:00～19:00

（受付時間平日8:30～17:15） 500円 / 時間

湯梨浜町 湯梨浜町ファミリー・
サポート・センター

湯梨浜町久留19-1
（子育て支援課内） 0858-35-5324 7:00～19:00

（受付時間平日8:30～17:15）

500円 / 時間
以降250円 /30分
おやつ等は実費
２人目以降は半額

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育事業（ベビーシッター）

市町
村名 名称 管理者

利用時間
対象年齢 子供の預かりサービスの

マッチングサイトのURL平　　日 土 曜 日
鳥取市 キッズライン 谷山　佳菜 9:00～23:00 9:00～23:00 ６か月～15歳 https://kidsline.me

注　利用される場合は、上記「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL」を使用してマッチングサイトにアクセスし、
　　利用の手続きを行ってください。

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

鳥
取
市

※森のようちえん
　風りんりん base 鳥取市南隈691 0857-30-6436 平日 9:00～17:00

９時～17時 2,000円
９時～13時 1,000円
13時～17時 1,000円
食事代 350円

米子市 ※皆生第二クローバー保育園 米子市皆生温泉2-14-13 0859-57-7948 平日・土 9:00～17:00
９時～17時 2,000円
９時～13時 1,000円
13時～17時 1,000円

※は病後児保育のみ
注　施設の利用については、施設へ直接お問合せください。
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地域子育て支援センター

助 産 所

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

鳥
取
市

０・１・２・３子育てひろば 鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館４階 0857-22-7180
子育て支援センター「あいあい」 鳥取市吉成2-13-8（美保保育園内） 0857-23-2881
子育て支援センター「みやこファミリー」 鳥取市国府町糸谷15-1（谷地区公民館内） 0857-24-8529
子育て支援センター「スマイル広場」 鳥取市福部町海士345-2（福部保育園となリ） 0857-74-3511
子育て支援センター「ほのぼの広場」 鳥取市河原町長瀬48-1（河原保育園内） 0858-85-2750
子育て支援ひろば「もちがせ」 鳥取市用瀬町別府808（もちがせ保育園内） 0858-87-3600
子育て支援センター「おひさま広場」 鳥取市気高町八幡388-1（浜村保育園内） 0857-82-0101
子育て支援センター「カンガルー」 鳥取市鹿野町鹿野583-3（こじか保育園内） 0857-84-2251
子育て支援センター「キューピット」 鳥取市青谷町青谷604（すくすく保育園内） 0857-85-0430
※１ すペーす Comodo 子育てひろば 鳥取市栄町401（本通ビル１階） 0857-29-6101
わくわく子育て支援センター 鳥取市立川町5-417（鳥取みどリ園内） 0857-27-2525
なかよし子育て支援センター 鳥取市里仁27（さとに保育園内） 0857-31-5802
じょうほく子育て支援センター 鳥取市青葉町三丁目121-1（城北保育園内） 0857-24-3833

岩美町 子育て支援センター 岩美町新井269（岩美ふれ愛センター内） 0857-72-2922
若桜町 若桜町子育て支援センター「遊びば」 若桜町若桜732-2（わかさこども園併設） 0858-82-0011
智頭町 智頭町子育て支援センター「ほほえみ」 智頭町中原99-1（旧山郷保育園内） 0858-75-0145
八頭町 八頭町子育て支援センター「ぴょんぴょんクラブ」 八頭町郡家殿281-3 0858-72-3345

地域子育て支援センター 県東部

市町
村名 施設名 所在地 電話番号 開所時間 利用料金

琴浦町 琴浦町ファミリー・
サポート・センター

琴浦町徳万591-2
（子育て世代包括支援センター内） 090-8066-5252 7:00～19:00

（受付時間平日8:30～17:15）

500円 / 時間
以降250円 /30分
おやつ等は実費

北栄町 北栄町ファミリー・
サポート・センター

北栄町瀬戸22-1
（北栄子育て支援センター内） 080-2913-5993 7:00～19:00

（受付時間平日8:30～17:15）
500円 / 時間
以降250円 /30分

米子市 米子ファミリー・
サポート・センター

米子市錦町―丁目139-3
（ふれあいの里２階） 0859-32-0016

平日（7:00～19:00）　　  600円 / 時間
上記以外の時間帯　　　800円 / 時間
土・日・祝日　　　　　800円 / 時間（終日）

境港市 境港市ファミリー・
サポート・センター

境港市竹内町550-2
（こども支援センター内） 0859-45-6660

平日（7:00～19:00）　　  600円 / 時間
上記以外の時間帯　　　800円 / 時間
土・日・祝日　　　　　800円 / 時間（終日）

日吉津村 日吉津村ファミリー・
サポート・センター

日吉津村日吉津936
（農業者トレーニングセンター内） 0859-57-8236 7:00～19:00

500円 / 時間
以降250円 /30分
食事・おやつ等は実費

大山町 大山町ファミリー・
サポート・センター

大山町名和600-1
（大山町ふれあい会館内） 0859-54-2395 7:00～19:30

（受付時間 平日8:30～12:30）

500円 / 時間
以降250円 /30分
おやつ等は実費

南部町 南部町ファミリー・
サポート・センター

南部町倭482
（健康管理センターすこやか内） 0859-66-5525 利用時間は要相談

（受付時間 平日9:00～16:00） 500円～600円 / 時間

伯耆町 伯耆町ファミリー・
サポート

伯耆町吉長37-3
（伯耆町福祉課内） 0859-68-5534 利用時間は要相談

（受付時間 平日8:30～17:15）

500円 / 時間
以降250円 /30分
食事・交通費等実費

日南町 日南町ファミリー・
サポート・センター

日南町生山397-1
（日南町子育て支援センター内） 0859-82-0115 7:00～19:00 500円 / 時間

以降250円 /30分

日野町 日野町ファミリー・
サポート・センター

日野町根雨101番地
（日野町役場健康福祉課内） 0859-72-0334 7:00～19:00

（受付時間 平日8:30～17:15）
500円 / 時間
2人目からは200円 /時間

江府町 江府町ファミリー・
サポート・センター

江府町大字江尾1717-1
（江府町役場住民生活課内） 0859-75-3223 7:00～19:00 800円 / 時間

以降400円 /30分

ファミリー・サポート・センター
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地域子育て支援センター 県西部

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

鳥
取
市

本家助産所　桶谷式母乳育児相談
産後ケア　とっとり 鳥取市津ノ井615

電　話 0857-37-4343
携　帯 090-8063-3521

ひかり助産所 鳥取市湯所町2-341
電　話 0857-21-8119
携　帯 090-3379-0212

産後ケア　やわらかい風 鳥取市馬場町13-1
電　話 0857-20-3941
携　帯 080-3210-7949
ＦＡＸ 0857-20-3941

地域子育て支援センター

助 産 所

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

米
子
市

キッズタウン子育て支援センター 米子市両三柳1400（キッズタウンかみごとう内） 0859-30-0111
米子市子育てひろば支援センター 米子市角盤町一丁目27-2（GOOD BLESS GARDEN 内）３階 0859-22-4170
米子市福原子育て支援センター 米子市上福原二丁目2-2（福生保育園隣） 0859-22-8811
米子市弓ヶ浜子育て支援センター 米子市富益町628（富益保育園併設） 0859-28-8860
新開子育て支援センター CHUCHU 米子市新開6-11-16（子育て情報ステーションCHUCHU内） 0859-33-4122
米子市よどえ子育て支援センター 米子市淀江町淀江2-207（淀江どんぐりこども園内） 0859-57-7302
みのかや子育て支援センターたんぽぽ 米子市蚊屋291-11（箕蚊屋保育園併設） 080-5720-0088

境港市
境港市地域子育て支援センター「きらきら」 境港市竹内町550-2 0859-45-0116
※２ 境港市地域子育て支援センター「ひまわり」 境港市幸神町952 0859-21-8103

日吉津村 日吉津村子育て支援センター「ちゅーりっぷ」 日吉津村日吉津936-1（ふれあい生活館内） 080-9155-5026

大山町
子育て支援センターだいせん 大山町末長488-1（大山きゃらぼく保育園併設） 0859-53-1157
子育て支援センターなわ 大山町名和600-1（大山町ふれあい会館内） 0859-54-2395
子育て支援センターなかやま 大山町赤坂767-2（中山みどりの森保育園併設） 0858-58-6062

南部町 南部町子育て交流室「あいあい」 南部町法勝寺1008（すみれこども園併設） 0859-66-3208
伯耆町 伯耆町子育て支援センター 伯耆町大殿1010（パルプラスオン内） 0859-39-8011
日南町 日南町子育て支援センター 日南町生山397-1 0859-82-0115
日野町 日野町子育て支援室「おひさまひろば」 日野町津地690番地（ひのっこ保育所） 0859-72-0238
江府町 子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」 江府町久連35（子供の国保育園） 0859-75-2704

※１の施設は一時預かり、※２の施設は休日保育を実施しています。詳細は各施設に直接お問い合わせください。

地域子育て支援センター 県東部

地域子育て支援センター 県中部

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

倉吉市
倉吉市子育て総合支援センター「おひさま」 倉吉市上灘町9-1 0858-22-3914
のびのび子育て支援センター 倉吉市上井781-1（倉吉東児童センター内） 0858-26-3436

三朝町 三朝町地域子育て支援センター 三朝町横手37-1（みささこども園） 0858-43-5772

湯
梨
浜
町

はわいこども園子育て支援センター
東郷地域：月～金曜日
泊 地 域：火曜（月２回）

湯梨浜町光吉107-1（はわいこども園）

東郷地域：湯梨浜町門田4（花見コミュニティ施設）
泊 地 域：湯梨浜町宇谷606-1（わかばこども園）
　　　　　湯梨浜町泊1175-7（あさひこども園）

080-2923-0687
0858-35-5324

琴浦町
みどり保育園地域子育て支援センター「ひまわリ」 琴浦町下伊勢196-3（多世代交流施設） 0858-24-6911
赤碕こども園子育て支援センター「アトリエ・ラボ」 琴浦町赤碕1867-8（赤碕こども園） 080-3877-4205

北栄町 北栄子育て支援センター「すまいる」 北栄町瀬戸22-1（大栄健康増進センター内） 0858-37-2124
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親の会及び関係団体

団体名 所在地 電話番号
社会福祉法人 鳥取県身体障害者福祉協会 鳥取市扇町21 県民ふれあい会館３F 0857-50-1070
公益社団法人 鳥取県視覚障害者福祉協会 米子市皆生温泉三丁目18-3 0859-35-4336
公益社団法人 鳥取県聴覚障害者協会
　鳥取県東部聴覚障がい者センター
　鳥取県中部聴覚障がい者センター
　鳥取県西部聴覚障がい者センター

米子市旗ヶ崎六丁目19-48
鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館４階
倉吉市葵町724-15
米子市旗ヶ崎六丁目19-48 堀田ビル１F

0859-30-3720
0857-32-6070
0858-27-2355
0859-30-3659

鳥取県難聴者・中途失聴者協会（事務局） 米子市彦名町5235 （Fax）0859-29-1190
鳥取県清音会（喉頭摘出者福祉団体） 境港市竹内町1324-1（会長　深田隆雄方） 0859-45-2651
一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会 鳥取県支部 倉吉市西倉吉町423-6（福井恵理子方） 0858-28-1776
全国脊髄損傷者連合会 山陰支部 倉吉市横田497（福永方） 090-1359-6488

鳥取県腎友会 鳥取市港町８番地（旧鳥取港海友館内）
（事務局長　津村和文） 0857-30-2727

公益社団法人 日本オストミー協会 鳥取県支部 鳥取市千代水二丁目57-2（奥田春寿方） 0857-28-8118
鳥取県肢体不自由児協会 鳥取市伏野1729-5（鳥取県社会福祉協議会内） 0857-59-6344
鳥取県肢体不自由児者父母の会連合会 鳥取市伏野1729-5（鳥取県社会福祉協議会内） 0857-59-6344
日本二分脊椎症協会 鳥取県支部 東伯郡湯梨浜町長江300-2（石田方） 0858-32-0023
全国心臓病の子どもを守る会 鳥取県支部 境港市上道町314（足立方） 090-6837-5271

団体名 所在地 電話番号
一般社団法人 鳥取県手をつなぐ育成会 鳥取市伏野1729-5（鳥取県社会福祉協議会内） 0857-59-6344
特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 鳥取市瓦町601番地 0857-30-2776

団体名 所在地 電話番号
全国重症心身障害児（者）を守る会 鳥取県支部 東伯郡琴浦町金屋343（中原正方） 0858-52-2479

団体名 所在地 電話番号
公益社団法人 日本てんかん協会 鳥取県支部 米子市皆生温泉2-2-15 0859-35-0505

市町
村名 施設名 所在地 電話番号

八頭町 れんげ助産所 八頭郡八頭町久能寺630-1 携　帯 090-3742-2521
智頭町 （一社）女性と子どものサポートセンターいのちね 八頭郡智頭町中原359 電　話 0858-71-0369
倉吉市 琴ミント助産院 倉吉市昭和町2-117 携　帯 090-2863-0132
三朝町 まきた助産院 東伯郡三朝町助谷273 携　帯 080-1949-2580
米子市 西江助産院 米子市錦海町2-9-6 電　話 0859-31-3624
大山町 マーテル助産院 西伯郡大山町坊領302 電　話 0859-53-3932
日野町 山根助産院 日野郡日野町野田66 携　帯 090-3308-0065

助 産 所
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親の会及び関係団体

圏域 団体名 所在地 電話番号

全県
特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 鳥取市瓦町601番地 0857-30-2776

ペアレントメンター鳥取事務局 鳥取市瓦町601
（特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会内） 0857-30-0670

東部

NPO法人 全国LD 親の会所属
らっきょうの花（親と当事者の会） 鳥取市覚寺72-32（斎藤方） 090-6832-8108

アスペルガーの家族の会 090-3638-2445
ラビットの集い 090-5374-7027

中部 保護者のピアサポートの会 東伯郡北栄町国坂125番地17（河本方） 090-6414-5337

西部

発達障がい家族ネット 米子市西倉吉町83-3
（障害者生活支援センターまちくら内） 0859-35-5647

NPO法人 発達障がい児 親の会 CHERRY cherrymamanokai@yahoo.co.jp

鳥取県ことばを育む会 tottorioyanokai@gmail.com
090-4653-5130

チャイルドシート支援事業

市町村名 問い合わせ先
琴 浦 町 0858-27-1333

境 港 市 0859-47-1023

岩 美 町 0857-73-1411

三 朝 町 0858-43-3505

大 山 町 0859-54-5205

南 部 町 0859-64-3781

伯 耆 町 0859-68-5534

市町村名 問い合わせ先
岩 美 町 0857-72-2922

智 頭 町 0858-75-0145

湯 梨 浜 町 0858-35-5324
日 吉 津 村

（社会福祉協議会） 0859-27-5351

チャイルドシートを使用していない場合は、正しく使用し
ている場合にくらべて

➡ 致死率は約5.3倍です！
※（出典） 警察庁チャイルドシート使用有無別交通事故関連統計

（平成29年～令和３年合計）

○だっこされていると…
　　大人がシートベルトをしていても、子ど
もを手で支えることができません。
　　時速40㎞の衝突で、体重10㎏の子どもが
200㎏以上の重さに！　

○そのまま、座席に座っていると…
　　小さな体は車内を飛び、座席の間をすり抜け、窓に激突、
車外に放り出されることもあります！

幼い命を守ります

チャイルドシートを使用しましょう

※このほか、鳥取県交通安全協会各地区協会も
　貸出を行っています

助 産 所 親の会及び関係団体
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