子育て支援施設（児童館・児童センター）一覧
市町名

兵庫県

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番
号

＊神戸市除く

住所

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

079-267-1153 079-266-4632 671-2233 姫路市太市中９１５－４９

9時半から16時半

県立こどもの館は、幼児教育センターをもつ大型児童館で、県内の児童館の中核施設
火・月の末日、年末
として、相談や学習、研究活動を行う機会の場を提供し、こころ豊かな子どもたちの健 http://www.kodomonoyakata.jp/
年始
全育成をめざしています。

むつみ児童館

0798-66-0510 0798-66-0510 662-0846 西宮市森下町１１－２８

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始 「よちよち広場」等、乳幼児の子育て支援

0798-35-2359 0798-35-2359 662-0941 西宮市浜脇町３－１３

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始 「よちよち広場」等、乳幼児の子育て支援

0798-35-6297 0798-35-6297 663-8247 西宮市津門稲荷町５－２３

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始 「よちよち広場」等、乳幼児の子育て支援

大社児童センター

0798-73-4702 0798-73-4702 662-0865 西宮市神垣町７－３２

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始 「よちよち広場」等、乳幼児の子育て支援

高須児童センター

0798-49-1308 0798-49-1308 663-8141 西宮市高須町２－１－３５

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始 「よちよち広場」等、乳幼児の子育て支援

鳴尾児童館

0798-46-7496 0798-46-7496 663-8136 西宮市笠屋町１９－１

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始 「よちよち広場」等、乳幼児の子育て支援

西宮市立塩瀬児童センター

0797-61-1710 0797-61-1710 669-1134 西宮市名塩新町１

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始

定期的に各種ゲーム大会、図工などの教室を開催するほか、季節おりおりの楽しい行
事を行っています。また西宮市地域保健課などど協力して子育てについての指導・悩
みの相談会などを行っています。幼児とお母さんが一緒に遊びながら、ふれあいを高
め、お母さんどうしの輪を広げます。

西宮市立山口児童センター

078-904-2055 078-904-2055 651-1412 西宮市山口町下山口４－１－８

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

日・祝日・年末年始

定期的に各種ゲーム大会、図工などの教室を開催するほか、季節おりおりの楽しい行
事を行っています。また西宮市地域保健課などど協力して子育てについての指導・悩
みの相談会などを行っています。幼児とお母さんが一緒に遊びながら、ふれあいを高
め、お母さんどうしの輪を広げます。

移動児童館

0798-39-1521 0798-35-8001 662-0853

段上児童館

0798-53-8303 0798-53-8303 663-8006 西宮市段上町２－１０－２３

４月～９月 １０時から１８時
１０月～３月１０時から１７時

芦屋市立児童センター

0797-22-9229 0797-22-1659 659-0061 芦屋市上宮川町10-5

９時～２２時（上宮川文化セン
日・祝日・年末年始 育児支援事業、体力増進事業、図書事業
ター）

伊丹市立児童館

072-781-2517 072-779-6224 664-0871 伊丹市堀池２－２－２０

９時から２１時

さまざまな体験活動を通して人権意識を高め、ふれあいや交流を促進するとともに、互
日・祝日・年末年始 いの違いを認めあえる仲間づくりを大切にしながら、健全で人権感覚豊かな児童を育
成する。

伊丹市立女性・児童センター

072-772-1078 072-770-4728 664-0855 伊丹市御願塚６丁目１－１

９時から１７時１５分

火・祝日・年末年始

特徴：広いグランド併設。地域の方々の安らぎの場として愛されています。
活動：三大イベント（こどもまつり、なつのゆうべ、もちつき大会）
季節行事 （たなばた、節分、ひなまつり、クリスマス会）
子育て支援 (親子あそび教室(春・秋・冬）おはなし折り紙）
児童健全育成（Ｇセンクラブ・放課後クラブ・卓球教室 他）

９時から１７時

火・祝日・年末年始

休日などには大学生の体力増進指導員と共に、環境を整備し、あそびの指導、支援ま
た仲間つくりに努め、体力の増進を図っている。土日にはみんなであそぼの時間を設
http://business4.plala.or.jp/kodomo/
け２ヶ月に１度はネイチャーゲーム協会の方によるあそびの提供を受けている。学校長
期休暇や必要に応じて、学習のサポートも行っている。

津門児童館

西宮市

伊丹市

休館日

兵庫県立こどもの館

浜脇児童館

芦屋市

開館時間

「よちよち」「ぴょんぴょん」「ぽ
「よちよち広場」（０歳～２歳児親子）・「ぴょんぴょん広場」（２歳６カ月～５歳児親子）・
西宮市津田町3-40 西宮市子育
かぽか」１０：３０～１１：３０
日・祝日・年末年始 「ぽかぽか広場」（０歳～１歳児親子）の乳幼児の子育て支援および「どんどん広場」
て総合センター
「どんどん」１４：００～１６：００
（満４歳～小学生）を公民館を会場として実施。

伊丹市立こども文化科学館児童センター 072-784-1222 072-772-0778 664-0839 伊丹市桑津3-1-36

日・祝日・年末年始

定期的に各種ゲーム大会、図工などの教室を開催するほか、季節おりおりの楽しい行
事を行っています。また西宮市地域保健課などど協力して子育てについての指導・悩
みの相談会などを行っています。幼児とお母さんが一緒に遊びながら、ふれあいを高
め、お母さんどうしの輪を広げます。

http://www.itami-danjo.jp/index.html

子育て支援施設（児童館・児童センター）一覧
市町名

施設名

宝塚市立大型児童センター

宝塚市立高司児童館

宝塚市立安倉児童館

宝塚市立西谷児童館

宝塚市立山本山手子ども館
宝塚市

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

0797-85-3861 0797-85-3882 665-0867 宝塚市売布東の町12-8

0797-76-0205 0797-76-3643 665-0051 宝塚市高司4-4-24

0797-86-1762 0797-86-1764 665-0823 宝塚市安倉南1-2-1

0797-91-0735 0797-91-0760 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1

0797-89-3322 0797-89-3322 665-0887 宝塚市山手台東1-4-1

＊神戸市除く
開館時間

休館日

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

９時から２１時

・大型児童センターは、老人福祉センターとの複合施設で、２つのタイムシェアリングを
することで、児童と高齢者の２つの機能を併せ持つ世代間交流施設として整備。日常
的な交流としては、日頃老人福祉センターを利用している高齢者ボランティアの指導に
よる「夢の世代間交流かけはしくらぶ」囲碁、将棋、陶芸、茶道）を実施しています。
・主に中高生年齢の子どもたちの居場所づくりを目標とし、中高生の自主活動グルー
プ（愛称フレミラーズ）が中心となってさまざまなイベントを企画・運営をして、大型児童
センター活動を盛り上げてくれています。
・老人福祉センターとの共催のイベントを通して高齢者の方との世代間交流や、乳幼児
と中高生とのふれあいを通して、子ども自身が育っていくための手助けをしていきま
土、日，祝日、小学
す。
生１７時まで
・食生活が乱れがちな中高生の心と身体のバランスをとるため、一緒に調理し、食育
の重要性を学ぶと共に障害者・高齢者の方々との交流も図り、社会性を育み、福祉へ
の参加・協力の第１歩としています。
・また、「思春期ひろば」では、不登校や引きこもりに悩む本人とその保護者が気楽に
集う場を地域社会の中で提供するとともに、地域住民の方に対して情報発信や啓発活
動にも努めています。
・市内の各地域児童館のバックアップ機能として、「児童福祉」に関する児童厚生員研
修事業の企画・実施やアンケートを実施し、その結果を運営に取り入れるなど、児童館
のサービスの拡充を目指していきます。

１０時から１７時

・地域の子育て支援の拠点として就学前の乳幼児及びその保護者を対象に育児講座
（よちよちひろば、おひさまクラス、子育てふれあいステーション）や情報提供等の事業
を実施しています。
･20年度より「パパ力検定｣で有名な小崎恭弘・神戸常盤短期大学准教授監修の父子
向けプログラム｢パパたんとあそぼう！」や地域の父子向け食育サークルの立ち上げを
サポートするなど、｢父親の子育て力向上｣を見据えた事業も展開しています。
・子どもたちを対象に、なかよしクラブ、将棋を楽しむ会、人形劇クラブ、わくわくドキド
http://www.tk-jidoukan.jp/
日・祝日・年末年始
キあそび隊等、地域の高齢者や住民にボランティアとしてかかわってもらい、異年齢交
流を図るクラブ活動を実施しています。
・地域活動事業として、児童館まつり、夏季キャンプ、お楽しみ会等、子どもたちと一緒
に、地域住民との交流事業を実施しています。
・居場所づくり事業への遊びの出前、地域コミュニティのイベントへの参加、出前児童
館事業などにより地域との交流を深め地域ぐるみでの児童健全育成を実施していま
す。

１０時から１７時

・地域の子育て支援の拠点として、就学前の乳幼児及びその保護者を対象に「親子で
あそぼ」や「ひだまりおやこ」などを実施しています。
・ミュージッククラブ、卓球クラブ、将棋サークル、小学生おもしろクラブ、みんな集ま
れ、などを実施しています。
日・祝日・年末年始
・10月に「らくあＣ秋まつり」を実施し、地域交流の輪をひろげています。
・「こいのぼりの集い」「たなばたの集い」「クリスマス会」など季節的行事を実施してい
ます。
・地域の子育て力アップを図り、地域で子育てを実践していく拠点となっています。
・西谷児童館は地域利用施設西谷会館、西谷サービスセンター及び農業振興施設と
の複合施設として整備されたもので、その趣旨を生かし、日常から子どもたちと様々な
人たちがふれ合う機会を大切にしています。
・日曜日も開館（毎週月曜日が休館日）しており、様々な人たちに児童館の利用の機会
http://www.nisitani.com/jidoukan/index.html
を提供しています。
・中、高校生等年長児童の居場所として利用できるよう、開館時間を21時までとしてい
ます。
・地域の産物を生かして、ちまき作り等、季節行事や伝統行事を取り入れています。

９時から２１時

月、祝、年末年始

１０時から１７時

○運営母体は小学校区ごとのまちづくり協議会の協働によるものである（第６ブロック
子ども館協議会）
○「地域の子どもを地域で育てる」ことをめざし、他2か所（ひばり・中山台）の子ども館
を常設している。
日・祝日・年末年始 ○地域コミュニティの活動拠点と併設されており、連携強化を図ることができる。
○乳幼児向け、小学生向けプログラムを、地域のニーズに応じ、関係機関とも連携して
企画していく。
○出前事業でも地域と連携し、「乳幼児の遊びの場、保護者の居場所・仲間づくりの
場」を広げている。

子育て支援施設（児童館・児童センター）一覧
宝塚市

市町名

施設名

社会福祉法人聖隷福祉事業団
御殿山児童館

社会福祉法人聖隷福祉事業団
野上児童館

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

0797-85-5155 0797-85-1121 665-0841 宝塚市御殿山2-1-70

0797-76-4501 0797-76-4443 665-0022 宝塚市野上2-3-38

社会福祉法人愛和会 中筋児童館 0797-80-4156 0797-80-4116 665-0874 宝塚市中筋2-10-18

＊神戸市除く
開館時間

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

１０時から１７時

＜子育て支援＞
＊乳幼児親子活動
・年齢別の自由参加型親子あそび（きらりんタイム・きらりんベビー）やお話会、季節の
行事や誕生会などを取り入れ、親子で関わることの楽しさを実感してもらえるようなプロ
グラムを実施。
・子育ち・親育ちとともにピアカウンセリングが可能な仲間作りを図るため,登録制の8回
連続親子講座（ぽっかぽか）を実施。食育・造形・散歩・ぶっちゃけ会などのプログラム
やワークショップを実施。
・健康センターや療育センターの専門家と連携し、子育て中の悩みや疑問を相談でき
る場の提供をしている。
http://www.seirei.or.jp/nurseryschool/gotenyamajidokan/
日・祝日・年末年始 〈児童健全育成・居場所事業〉
＊小学生活動＊
・囲碁・将棋・小学生クッキング・集団あそび・野外活動プログラムなど、色々な経験が
できるよう、また子どもたち同士でのコミュニケーションを図る機会として実施。
＊中高生活動
・中高生スペースを常設し、週１回の中高生タイム（開館延長）も周知されてきた。身近
な材料で出来る簡単クッキングを月1回実施。また、居場所・活動拠点となるようフェス
タでのボランティア活動や、乳幼児親子との交流プログラムなど実施。
〈出前児童館事業〉
・本館が山の中腹にあることから、本館以外での居場所づくりを実施。また、地域での
イベントに参加するなど、地域との連携を深めながら活動している。

１０時から１７時

・乳幼児親子活動：月4回の乳幼児親子プログラムを実施。それぞれ、発達段階に応じ
た、親子でのふれあいあそび等を行っている。
・小学生活動：小学生タイムを月１～２回実施。卓球大会、工作、しゃぼん玉、クイズ大
会など遊びを等して異年齢間の交流を行っている。
・中高生活動：中学生の利用が少しずつ増えて来たので、中高生の居場所にもなるよ
日・祝日・年末年始 う活動していく。また大型児童センターなど市内の児童館とも連携を図っていく。
・出前児童館：児童館に足を運びにくい地域の親子の居場所や、遊びの場として実施
している。また地域との連携を深めながら活動をしている。
・身体障害者デイサービスセンターとの複合施設の意味づけをし、日常から子どもたち
と障害者が自然にふれ合う機会を大切にしており、らくあＣまつりを共催するなどの連
携を図っています。

１０時から１７時

ー施設の特徴ー
地域の子育て支援の拠点であり、複合施設（高齢者施設・保育園）として役割と機能を
生かした、世代交流のできる児童館 特別養護老人ホーム利用者と折り紙タイム
ー力を入れている活動ー
＊子育て支援
１・定期プログラム（0・1・2・3歳児の親子プログラム・誕生日会・親子体操他）月1回
２・親育ち家族支援（パパママっ子タイム・ママが講師・パパが講師など家族支援講座
３・母親支援（子どもが居るから、出来る社会参加事業） ４・「命の教育」赤ちゃん講
師学校へ行こう！中学生編
＊子どもの居場所
１・放課後子どもプラン（小学校の出前児童館）実施
２・あそび塾（体験型プログ
日・祝日・年末年始
ラム）
３・伝承遊び
４・中・高校生の支援（県立
宝塚東高校との連携事業…高校生92名、次世代親支援活動･･･中学生70名）
５・不登校・中途退学学生の支援（学習・就労・仲間つくり）
＊地域とのネットワーク連携
１・出前児童館事業の実施（7ヶ所）
２・地域での自然体験（じゃが芋・芋掘り） ３・
企業との食育連携事業（コープこうべ・ヤクルト） ４・地域と連携事業（わがまち好き
やねん！プロジェクトウオークラリー・プレーパーク・たそがれコンサート・青少年サミッ
ト・オレンジリボン推進活動・１・１７を忘れない！次世代に伝えよう）
＊気になる子ども・親の支援事業
１・館長聞いてなどの相談事業（臨床心理士との連携事業）
２・民生児童委員・主任児童委員との会議

川西市久代児童センター

072-756-1321 072-756-1301 666-0024 兵庫県川西市久代３－１６－３０ 9時 から 17時 30分

にこにこひろば（就学前の親子を対象とした集団遊び）、赤ちゃん交流会、まちの子育
てひろば
土曜日午後、日曜 夏祭り、クリスマス会、節分の会などの季節の行事
日、祝日、年末年始 世代間交流事業（囲碁・大正琴）
母親リフレッシュ講座（体操・お菓子作り・フラワーアレンジメント他）
マタニティ交流会

川西児童館

072-758-8398 072-758-2132 666-0032 川西市日高町1-2

9時から17時30分

日・祝・年末年始

幼児が遊べる遊戯室や広い体育室を備えている。幼児教室(3歳児対象ぱんだくらぶ・2
歳児対象たんぽぽくらぶ）をおこなっている。また、地域と子どもをつなげる小学生対象 http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetusogolist/index/htlm
の子ども教室に力を入れている。

池尻児童館

079-564-6881 079-564-6881 669-1548 三田市池尻710

９時から１７時

土・日・祝・年末年
始

子ども会等の地域交流事業や市内の子育てグループ活動の場として利用されていま
す。

川西市

三田市

休館日

http://www.k-shakyo.or.jp/shisetu/kushirojidou.html

子育て支援施設（児童館・児童センター）一覧
市町名

施設名
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猪名川町 木津総合会館

072-768-0217 072-768-0468 666-0225 川辺郡猪名川町木津字上山23

9時から22時

年末年始・町長が
特に必要と認めた
日

習字教室・子ども美術クラブ・英語であそぼクラブ・パソコン教室など、こどもたちの学
習活動を推進している。また子育てグループなどへの貸し館(無料）を推進している。

加古川市 加古川市立志方児童館

079-452-0505 079-452-0505 675-0321 加古川市志方町志方町1758-3

9時から17時

日・祝・年末年始

２，３歳児とその保護者を対象に親子で楽しみながら子育てについて学ぶとともに保護
者同士の交流を深める｢親と子のすこやかクラブ講座(2歳児対象）」｢親と子の元気っ子 http://www.city.kakogawa.lg.jp/
クラブ講座(3歳児対象）」を実施している。

稲美町

稲美町立コスモス児童館

079-492-6592 079-492-6592 675-1122 兵庫県加古郡稲美町中村1259番地 9時 から 17時

稲美町に1つの小型児童館です。主な活動内容として①幼児のつどい（申し込まれた3
歳児親子を対象にした教室で1年を通して楽しい遊びや親子体操、季節の行事を実施
日曜日・祝日（年末
しています。）②コスモスひろば（親子が自由に遊べる場を開放しています。）③児童と
http://www.town.hyogo-inami.lg.jp
年始12月28日～1
アフタースクール（小学生を対象に夏休み教室を開催したり、放課後の遊び場として開
月4日）
放しています。）④母親クラブ（母親同志が手工芸や子育て講座を通して交流できる場
を提供しています。）

三木市立児童センター

0794-82-2069 0794-82-2069 673-0433 三木市福井1933-12

９時から１７時

地域子育て支援拠点事業・ファミリー参加型事業・子育て自主サークル支援事業・母親
土(午後）・日・祝・年
リフレッシュ教室・ＢＰプログラム「赤ちゃんがきた」・子育て講演会・ベビーマッサージ・
末年始
子育て情報紙発行・子育て相談・小学生チャレンジ広場

三木市立吉川児童館

0794-72-2220 0794-72-2220 673-1115 三木市吉川町大沢412

９時から１６時３０分

日、月、祝日、年末 地域子育て支援拠点事業・子育て自主サークルへの支援・小学生工作教室・子育て情
年始
報紙発行・子育て相談・幼稚園との交流・中高生との交流・こどもの居場所づくり

小野市立児童館チャイコム

0794-63-8588 0794-63-8588 675-1317 小野市浄谷町2859番地

9時 30分 から 17時 30分

12月29日～1月3
多くの親子が訪れ、毎日元気な歓声でにぎわう施設になる事を目標に、多世代を対象
日、定期清掃日(2日 にした各種子育て講座、子育てサロン・相談事業、子育てサークルの育成等に力を入 http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/13/7/
間）
れています。

山下児童館

0790-46-1187 -

675-2354 加西市山下町456

8時 から 16時

日・祝・年末年始

母親クラブを中心とした活動

玉野児童館

0790-47-0408 -

679-0107 加西市玉野町552

8時 から 16時

日・祝・年末年始

母親クラブを中心とした活動

9時 から 17時

月・祝・年末年始

平成22年度に約205㎡の広さを持つ多目的室を増築。多人数での活動や母親と乳幼
児が触れ合いながら活動する機会を多く作り、親子の絆を深める活動に力を入れいて http://www.city.kato.lg.jp/kakuka/jidokan/index.html
います。

加東市滝野児童館

0795-48-0765 0795-48-0765 679-0212 兵庫県加東市下滝野１３６９番地２ 9時 から 17時

月・祝・年末年始

従来の館内での親子活動や読み聞かせ活動に加え、隣接する播磨中央公園などでの
親子活動に積極的に取り組み、幼児期からさまざまな体験をすることや、親子の絆を http://www.city.kato.lg.jp/kakuka/jidokan/index.html
深めることに力を入れています。

多可町立中児童館

0795-32-4328 0795-32-4328 679-1106 多可郡多可町中区高岸４２５－６ ８時３０分から１７時

土・日・祝・年末年
始

本児童館は学童保育と併設になっていない分、自由来館児童・生徒、地域の人たちの
利用が多い。そのため、広く地域の児童・生徒や保護者の受け入れ・交流活動に取り
組んでいます。子育て中の親子の受け入れ、交流をさかんにするあそび広場の展開、
興味・特技に取り組む書道、ずこう、工作教室、また町内児童館と連携してのわくわく
体験教室や夏休み特別企画などの開催に取り組んでいます。

多可町立みなみ児童館

0795-35-1420 0795-35-1420 679-1214 多可郡多可町加美区的場６８－１ ８時３０分から１７時

土・日・祝・年末年
始

加美区ならではの木造。木の温かみに包まれた小規模な施設で、まちの子育て広場、
放課後児童クラブの機能を併せ持ち、地域の子育て支援の拠点になっています。地域
性を大切にした活動をしています。

三木市

小野市

加西市

加東市社児童館やしろこどものいえ 0795-42-8543 0795-42-8543 673-1423 兵庫県加東市東古瀬477番地1
加東市

多可町

姫路市

姫路市宿泊型児童館「星の子館」 079-267-3050 079-267-3055 671-2222 姫路市青山1470-24

９時から１７時

９０㎝の大型反射望遠鏡を備えた「宿泊できる」児童館
第２水曜、年末年始 火、木、金曜日に乳幼児クラブの実施、工作教室や映画会といったオリジナル行事の
実施

姫路市立灘児童センター

079-247-3710 079-246-8110 672-8021 姫路市白浜町宇佐崎中2-520

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。

姫路市立東光児童センター

079-223-4711 079-223-0799 670-0835 姫路市幸町99-1

９時から１７時

姫路市の中心部に位置し、街の中に設置された施設のため、周辺住民の理解と協力
月、祝日の翌日、年 を得ながら地域に根ざした活動を展開。乳幼児やその保護者を対象とした子育て支援
末年始
活動、小学生を中心とした児童クラブ活動やイベント実行委員会活動にも力をいれて
いる。

姫路市立北児童センター

079-264-4250 079-264-4709 679-2122 姫路市豊富町御蔭1110-3

９時から１７時

姫路市北児童センター周辺は、田畑が広がる農村地区に立地しています。北児童セン
月、祝日の翌日、年 ターの特徴としては、子育て支援、児童の健全育成に、ボランティアさんが主体的に関
末年始
わりを持ってくださっていること、また近隣施設の(小、中、幼、保）公民館と、隣接してい
ることもあり、各機関と連携し事業を実施しています。

飾磨児童センター

079-234-6090 079-234-0576 672-8057 姫路市飾磨区恵美酒22

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。
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広畑児童センター

079-239-8440 079-237-7233 671-1116 姫路市広畑区正門通1-7-3

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。

網干児童センター

079-274-4732 079-274-2766 671-1253 姫路市網干区垣内中町120

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。

東児童センター

079-253-6001 079-252-2357 671-0252 姫路市花田町加納原田813

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。

安室児童センター

079-294-7212 079-294-7670 670-0081 姫路市田寺東2-7-13

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。

面白山児童センター

079-294-3345 079-298-6404 670-0052 姫路市神子岡前3-8-1

９時から１７時

児童を対象に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、遊
月、祝日の翌日、年
びを通じて、運動に親しむ習慣、運動の仕方、技能の習得等児童の体力増進を図るこ
末年始
とを目的とした施設です。

姫路市夢前ふれあいの館フレンデ

079-335-4154 079-335-4154 671-2134 姫路市夢前町菅生潤1384-1

９時から１７時

月、年末年始

姫路市立坊勢児童館

079-327-1655 079-327-1655 672-0103 姫路市家島町坊勢303-3

９時から１７時

土、日、年末年始

児童センター「きらきら館」

0790-32-2410 0790-32-2537 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村29

9時 から 18時

月曜日 年末年始
（12月27日～1月6
日）

たつの市立中央児童館

0791-63-5118 0791-63-4340 679-4167 たつの市龍野町富永1005-1

９時から１７時

土午後、日、祝、年
仲良くなる。友だちをつくる。片づける。
末年始

たつの市立段之上児童館

0791-75-2862 0791-75-2862 679-4321 たつの市新宮町段之上431-2

１０時から１７時

土・日・祝・年末年
始

幼児教室
絵画教室

毎週月・火・木曜日
毎週月曜日

幼児期からの友だちづくりと情操教育
絵を描くことで創造力を養う

たつの市立福栖児童館

0791-75-1922 0791-75-1922 679-4345 たつの市新宮町福栖466

１０時から１７時

土・日・祝・年末年
始

幼児教室
英会話教室
珠算教室

毎週月・火・木曜日
毎週月・金曜日
毎週月曜日

幼児期からの友だちづくりと情操教育
身近な英語の習得
珠算技能の習得

赤穂市立加里屋児童館

0791-43-2360 0791-43-2360 678-0233 赤穂市加里屋中洲５－２１

１０時から１７時

年末年始

図書室スペースが広く乳幼児の絵本から童話、歴史物、図鑑等図書が充実している。
主任児童委員による創作あそび、絵本の読み聞かせを月１回実施している。

http://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/shisetsu/fukushi/kariyajidoukan.html

赤穂市立塩屋児童館

0791-42-0455 0791-42-0455 678-0258 赤穂市古浜町64

１０時から１７時

年末年始

手遊び、絵本読み聞かせ、体操等親子で楽しめる様保育を実施している。
公民館がすぐ近くにあり、合同で避難訓練を実施している。

http://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/shisetsu/fukushi/kariyajidoukan.html

赤穂市立坂越児童館

0791-48-8624 0791-48-8624 678-0173 赤穂市浜市372

１０時から１７時

年末年始

ワンフロアなので子どもの様子がよくみえ安心である。
季節に対応した製作と折紙(４月…チューリップ、５月…こいのぼり、６月…カエル
１０月…どんふり １２月…サンタクロース）

http://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kodomo/shisetsu/fukushi/kariyajidoukan.html

太子町

太子町立児童館

079-277-3880 079-277-3880 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤135-1

9時 30分 から 17時 0分

月曜日、祝日の翌
日、12/29～1/3

児童クラブ

http://www.town.taishi.hyogo.jp/

上郡町

上郡町児童館

0791-52-2381 0791-52-2381 678-1231

10時 から 17時

土・日・祝日

母親クラブの活動
ただし、冬期の開館時間は10：00～16：00

９時から１７時

土・日・祝・年末年
始

子育て・子育ち支援センターと併設のため午前中は幼児を対象とした「みんなで作ろう
遊ぷるの壁画」や「みんなでルンルンの時間」など、年間を通して簡単な製作活動を
行っている。
また、夏休みなどの学校長期休暇にあわせて、小学生や幼稚園児が気軽に遊べる
「チャレンジタイム」などの企画を行い、時期と年齢を考えた行事開催に努めている。

姫路市

神河町

たつの市

赤穂市

香美町

香美町立香住児童館

兵庫県赤穂郡上郡町上郡1190
番地

0796-39-1507 0796-39-1507 669-6545 美方郡香美町香住区森31-1

個性を伸長させる場を提供、集団活動自然体験を通して健全育成に努める。
・卓球教室 ・将棋教室 ・本と友達 ・野外活動 ・少年少女合唱団

町内外を問わず誰もが気軽に遊びに来られる施設である。地元住民の方に喜ばれて
いる移動図書や子ども向けイベント・地域交流イベントに力を入れている。

子育て支援施設（児童館・児童センター）一覧
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篠山市立丹南児童館

079-594-1003 079-594-1079 669-2213 兵庫県篠山市中野２８

9時 から 17時

土、日祝祭日、（1月 健全な遊び場の提供
1日2日3日・12月29 各種の子育て相談
日～31日）
地域組織活動の育成（子ども会・母親クラブ）

しろやま児童館

0795-82-0843 0795-82-0893 669-3464 丹波市氷上町石生611-12

８時３０分から１７時

祝・日・年末年始

出前児童館→地域のあらゆる所に出向き、触れ合い、あそびながら児童館を知り、来
館につなげていくものです。

こうがやま児童館

0795-82-8620 0795-82-8663 669-3601 丹波市氷上町成松217

８時３０分から１７時

祝・日・年末年始

親子で参加する行事
地域のボランティアの方々のご協力による参加行事
地域に開かれた児童館運営

洲本市児童センター

0799-26-0022 0799-26-0021 656-0024 洲本市山手2-2-26 総合福祉会館内 １３時～１７時３０分

祝・日・年末年始

洲本市児童館

0799-32-1433 0799-32-1433 656-1313 洲本市五色町鮎原西142-4

祝・日・年末年始

丹波市

ホームページ

洲本市

南あわじ
市

南あわじ市児童館

0799-52-3999 0799-52-3400 656-0502

兵庫県南あわじ市福良乙999番
地1

１０時から１７時３０分

9時 から 17時

土・日・祝日・年末
年始

・児童館クラブの運営・充実を図る
・母親クラブの地域組織活動の育成
・青少年健全育成関係及び他機関との連携
・ボーイスカウト・ガールスカウトの事務局
【補足】
10.平成7年改築館
11.237.56㎡
14-2．非常勤職員（週5日勤務）1人と読み替えてください。

http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/

子育て支援施設（子育て支援センターひろば型）一覧
市町
名

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

＊神戸市除く

開館時間

休館日

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

駅前で利便性が高く、保健所と同フロアに設置。毎月、わいわい育児トーキングや絵本の
読み聞かせなど、子育てに関する講座やイベントを開催。世代間交流広場「ほのぼの」や
http://homepage3.nifty.com/sukoyakaplaza/index.html
すこやかおもちゃクリニックなど、世代間交流のイベントも開催。

すこやかプラザ

06-6418-3463

06-6418-3464 660-0052

尼崎市七松町1--3-1-502
（フェスタ立花南館５階）

わいわいステーション

06-6421-8841

06-6421-8841 661-0012

尼崎市南塚口町2-4-23 アラカ
１０時から１６時
サビル４Ｆ

日、月、祝日・盆・ 午前中は栄養士による食に関する相談を実施。
年末年始
毎月、わいわいＴｅａｃｈｅｒ（小児科医・薬剤師・幼稚園園長）による相談会を開催。

こんぺいとう

06-6431-2548

06-6431-2548 661-0033

尼崎市南武庫之荘1-10-23-103 １０時から１５時

土、日、祝日・盆・ 毎月、親子遊び、栄養士による食の講座、絵本を楽しむ時間、子育て講座などのミニプロ
http://www.ama-kodomonomirai.com/konpeito.html
年末年始
グラムを開催。

びすけっと

06-6430-7625

06-6430-7625 660-0064

尼崎市稲葉荘1-7-21木村ビル

10時から15時

土、日、祝日・盆・ 毎月、絵本や遊びを楽しむ時間、子育て講座などのミニプログラムを開催。
年末年始
月１回土曜日には出産前の妊婦と月齢の低い乳児の親子による交流広場を開催。

http://www.ama-kodomonomirai.com/biskettop.html

のびのびステーション

06-6482-8082

06-6482-8082 660-0815

尼崎市杭瀬北新町３－１６－７

10時から15時30分

土、日、祝日・盆・ 施設の広さを活かし、強化ダンボールのすべり台や三輪車などを配置。
年末年始
毎月、「うたう会」や「お話会」を開催。

http://www.amagasaki-nobinobi.com/index.html

きらきら

06-6493-5945

06-6493-5945 661-0982

尼崎市食満1-3-15

１０時３０分から１５時 土、日、祝日・盆・ 園庭を活用して、三輪車や砂場遊び、夏はプール遊びを実施。毎月、お菓子づくりや手
３０分
年末年始
芸、ヨガの講習会など、リフレッシュのためのイベントを開催。

あみんぐステーション

06-6435-8320

06-6435-8320 661-0976

尼崎市潮江1-16-1アミング潮江
１０時から１５時
ウエスト２番館３階

月・火・祝日・盆・
年末年始

えがお

06-6411-2520

06-6411-2520 660-0861

尼崎市御園町5尼崎土井ビル
ディング２階

１０時から１５時

土、日、祝日・盆・
広場の横で一時預かりを実施。
年末年始

すずはらむっくむっくルーム

072-778-3990

072-778-3990 664-0855

伊丹市御願塚6-30-50

９時３０分から１２時
１３時から１６時

土・日・祝

利用者の多くは、当むっくむっくルームの近隣の親子たちです。来所されるお母さんたち
は、ここで友達を作り、子育てに関することや生活のことの情報交換をしています。又、２
つの部屋を年齢や遊びに応じて利用できるように工夫しています。

いたみむっくむっくルーム

072-782-6066

072-782-6066 664-0897

伊丹市桜が丘1-5-20

９時３０分から１２時
１３時から１６時

土・日・祝

お父さんやお母さん、祖父母の方々等、幅広く来所できる雰囲気作りと、子育ての相談に
適切な援助が出来るよう、スタッフ一人ひとりが楽しく気楽に集えるむっくむっくルーム作り
に努めています。

西伊丹むっくむっくルーム

072-783-2351

072-783-0255 664-0026

伊丹市寺本5-373

１０時から１５時

土・日・祝

１０時から１５時の間、いつでも参加出来る形をとる等、利用者の方が気軽に来れる空間
作りに努めています。

きららホールゆうぎしつ

072-770-9500

072-784-8083 664-0007

伊丹市北野４－３０

９時から１７時

水

「読み聞かせ事業」として就学前の児童を対象に毎月開催
１．２歳児は月２回、３～５歳児は月３回実施
講師は、１８名のボランティアが交替で実施

ひだまりひろば

072-781-2517

072-779-6224 664-0871

伊丹市堀池２－２－２０

９時から１２時
１３時から１５時

日

０～３歳児の子どもとその保護者が気軽に集い、子育てについて語り合ったり、親子遊び
を通しながら子育てのアドバイスや相談を行える出会いと仲間づくりの常設のひろばで
す。

こども文化科学館むっくむっく 072-784-1222
ルーム

072-772-0778 664-0839

伊丹市桑津3-1-36

９時３０分から１２時
火・第２，３金・第
１３時から１５時３０分 １，４金午後

プラネタリウム館を併設する児童センター内に設置。乳幼児のいる親子が子どもと共に交
流できる場を提供し、子育ての相談や情報提供、親子遊びなどを実施。月１回の「なかよ http://business4.plala.or.jp/kodomo/
し講座」「みんなをつくろう」(季節もの）など

社会福祉法人 萬年青友の会
やまぼうし保育園 子育てひろ 0797-20-0598
ば

0797-82-2272 665-0874

宝塚市中筋７丁目８２－３

９時半から１５時半

子育て相談（毎回）、親子でお話の会、園庭開放（月１回）
綾子でわらべうた（月１回）、ベビーダンス（要予約）

９時から１７時

水・年末年始

http://www1.ocn.ne.jp/~children/

尼崎市

http://www.eonet.ne.jp/~chirldren/profile3.html

広場の横で一時預かりを実施。ふたご・みつごの親子支援講座や、３７歳以上で出産され
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hei53701/amingu.html
たママの交流会など、多様なイベントを開催。

http://www.nishi-itami-k.ed.jp/

伊丹市

宝塚市

猪名川町子育て支援センター

072-766-7800

072-766-7823 666-0243

川辺郡猪名川町柏梨田字イクシ
9時から17時
124-1

子育てサロン

072-765-3611

072-765-3613 666-0257

川辺郡猪名川町白金3-2-1

猪名川町

10時から15時

火・木・土・日・祝

http://www.yamaboushi.jp

緑豊かな自然の中に立地しており、支援センターの敷地内にも広い庭があり、屋外、屋内
両方で親子で楽しく遊ぶことができます。つどいの広場では、子育て支援相談員（常駐）の
他、栄養士や保育士、救急アドバイザーなどが定期的に入り、気軽な相談の場として活用
土・日・祝・年末年
していただけるようにしています。また子育て支援講座として、学習会や講演会、親子遊 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/03320/index.html
始
びや人形劇観賞会、親子コンサートなどを開催し、ボランティア養成講座も行っています。
子育てグループの活動支援や、赤ちゃん交流会など、仲間づくりにも力を入れてます。子
育て中の親子がホッとできるような場となるよう、きめ細やかな支援を心がけています。
土、日、祝日・盆・
フリースペースなので、各家庭のリズムによって利用できます。
年末年始

子育て支援施設（子育て支援センターひろば型）一覧
市町
名

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

開館時間

＊神戸市除く
休館日

ホームページ

施設の特徴・力を入れている活動

子育て支援センターおおくぼ

078-936-7661

078-936-7661 674-0068

明石市大久保町ゆりのき通１丁
目４－７ 明石市立産業交流セン 9時 から 16時
ター３階

家庭的な環境の中で安心して０歳～３歳児の子育て家庭が楽しく交流・情報交換ができ
http://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/kodomo_shitsu/kosodate_navi/
月曜日、年末年始 る場所づくりを心がけています。
「職員の笑顔」がモットーです。

子育て支援センターあかし西

078-945-0296

078-945-0295 674-0092

明石市二見町東二見１８３６番地
の１ ふれあいプラザあかし西１ 9時 から 17時
階

毎月第４日曜日、
毎週火曜日・金曜日には、親子で体操・手あそび・ふれあい遊び・絵本の読み聞かせ等を
http://www.fureai-akashi.jp/
年末年始（１２/２９
楽しむ会を開催しています。その中で毎月１回、誕生会・工作教室等も行っています。
～１/３）

子育て支援センターうおずみ
ふるーつばすけっとひろば

078-203-8494

078-203-8494 674-0083

明石市魚住町住吉１丁目１－１６ 9時から16時

木曜日・日曜日・
祝日・年末年始

子育て支援センターにしあかし 078-924-5139

078-924-5139 673-0005

いつでも親子が楽しめる環境に整え、衛生的で利用しやすい居場所を提供しています。ま
た、親の「心の実家」になれるよう、アットホームな雰囲気も心がけるよう工夫しています。
利用者の声にも耳を傾け親や子どもたちのニ－ズに応えられるようなサービスを提供して
月・水・土・日曜
います。その中の一つにリラ・カフェを設置し、ママにもこどもたちにもリフレッシュして頂け
12時 30分 から 17
明石市小久保６丁目９番地の１８
日、祝日、年末年 る時間を作ることにより、利用者からも「ホッとできる場」と評価を頂いています。また子育 http://npomix.com
時 30分
始
て支援センターにしあかしでのみ体験できる毎月のお楽しみ会は、いつ来ても楽しめるス
ト－リ－空間をつくり、どの年齢の親子でも“わくわく・どきどき”できる「みっくすワールド」
の時間と場所の提供を心がけています。お楽しみ会は毎月好評でみなさんに楽しんで来
ていただいています。また、その様子はブログでも配信し、みなさんにご紹介しています。

子育て支援センターおおくぼ北
078-203-9624
ふるーつばすけっとひろば

078-203-9624 674-0054

明石市大久保町西脇３５７－１

9時から16時

おおくぼ北ひろばはワンルームタイプの部屋ですので、アットホームな雰囲気の中で遊ん
土曜日、日曜日、 で頂けます。
http://fbcc.boo.jp
祝日、年末年始 毎月、保育士や専門家によるイベントを数多く実施していますが、中でも英語でふれあい
遊び・身体測定（月２回）は大人気で毎回多くの方に参加して頂いています。

加古川駅南子育てプラザ

079-454-4189

079-454-2888 675-0066

加古川市加古川町寺家町45JA
ビル5F

9時から17時

年末年始及び施
設点検日

自由な遊びスペースとしての「こども広場｣子育てサークルが利用できる「プレイルーム｣料
理工作室を備える。子育てサークルの育成・指導を行っており料理工作室を利用した｢親 http://www.bb.banban.jp/kosodatekiraring/index.html
子クッキング」の他子育てに関する各種講座、イベントを実施している。

東加古川子育てプラザ

079-423-5517

079-423-5572 675-0101

加古川市平岡町新在家1588-22 9時から17時

年末年始及び施
設点検日

自由な遊びスペースとしての「こども広場｣子育てサークルが利用できる「プレイルーム｣
ウッドデッキ、砂場、芝生広場を備える。子育てサークルや子育て支援ボランティアの育
成・指導を行っている他子育てに関する各種講座、イベントを実施している。

明石市

うおずみひろばは絵本の部屋とおもちゃの部屋に分かれているので、年齢や目的に合わ
せて遊んで頂けます。毎月、保育士や専門家によるイベントを数多く実施していますが、
中でも英語でふれあい遊び・ベビーマッサージ・身体測定（月２回）は大人気で毎回多くの http://fbcc.boo.jp
方に参加して頂いています。また、毎月第４水曜日には、専門家（言語聴覚士）によるご相
談も受け付けております。

加古川市
http://www.bb.banban.jp/kosodatekiraring/index.html

親子の集いの場の提供や子育て相談、年齢に合わせた講座開催等を通して、子どもの育
ちと親の子育て力の向上を積極的に支援する。
民生委員をはじめ、地域住民、子育てを支援するボランティア、専門機関と連携しながら
http://www.town.harima.lg.jp
地域ニーズに応じた柔軟な支援を行う。
放課後の児童の居場所作りを支援する。
地域組織活動(母親クラブ)活動の支援と連携。

播磨町

南部子育て支援センター

0794-37-4188

0794-37-4649 675-0144

播磨町北本荘3-2-31

小野市

小野市立児童館チャイコム

0794-63-8588

0794-63-8588 675-1317

小野市浄谷町2859番地

加西市

つどいの広場 ねひめキッズ

0790-42-5710

0790-42-8988 675-2362

加西市西上野205-1

すこやかひろば

079-223-5640

079-223-5639 670-0943

姫路市市の郷1006-8 すこやか
９時から１７時
センター３階

わくわく広場こうでら

079-265-0666

079-265-0666 679-2163

姫路市香寺町土師396

９時から１６時３０分

土・日・月・祝・年
末年始

①子育て中の親子の交流の場の提供と交流の促進 ②子育て等に関する相談、援助の
実施 ③地域の子育て関連情報の提供 ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実
施

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/sanka/asobu/hiroba/index.html

わくわく広場やすとみ

0790-66-4352

0790-66-4352 671-2401

姫路市安富町安志1151

９時から１６時３０分

土・日・月・祝・年
末年始

①子育て中の親子の交流の場の提供と交流の促進 ②子育て等に関する相談、援助の
実施 ③地域の子育て関連情報の提供 ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実
施

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/sanka/asobu/hiroba/index.html

わくわく広場ゆめさき

079-335-4153

079-335-4153 671-2134

姫路市夢前町菅生澗1384-1

９時から１６時３０分

土・日・月・祝・年
末年始

①子育て中の親子の交流の場の提供と交流の促進 ②子育て等に関する相談、援助の
実施 ③地域の子育て関連情報の提供 ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実
施

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/sanka/asobu/hiroba/index.html

わくわく広場いえしま

079-325-2641

079-325-1023 672-0192

姫路市家島町真浦2137－１

９時から１６時３０分

土・日・月・祝・年
末年始

①子育て中の親子の交流の場の提供と交流の促進 ②子育て等に関する相談、援助の
実施 ③地域の子育て関連情報の提供 ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実
施

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/sanka/asobu/hiroba/index.html

9時から17時

日・祝・年末年始

http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/13/7/

１０時から１５時

姫路市

日・祝・年末年始

http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/06shie/09nehime.htm

土・日・祝・年末年
子育て中の保護者に対し、子育てに関する相談や子育てに関する情報の提供等を行う。 http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2235640.html
始

姫路市

子育て支援施設（子育て支援センターひろば型）一覧
市町
名

施設名

コッコロクラブ

神河町

電話番号

079-289-0980

FAX番号

郵便番
号

079-289-0980 670-8530

住所

開館時間

＊神戸市除く
休館日

施設の特徴・力を入れている活動

姫路市坂田町３ 姫路市中央保
９時３０分から１７時
健センター地下１階

子ども(乳幼児）の発達に関する相談、具体的な関わり等に関する助言や指導を個別や集
土・日・祝・年末年
団（グループ）という手法を用いて行っている。また、子どもや親、家族のニーズに応じた
始
関係機関との調整や情報提供を行っている。
毎週土曜日、日曜
日、国民の祝日に
関する法律に規
定する休日、12月
29日から翌年1月
3日まで

ホームページ

年齢別グループ活動、体操教室。（登録制、町民に限る）
だれでも参加できるおひさまタイム。（年５回開催）（町外の方は要連絡）
自由解放しているおひさまルーム。
子育て相談。

子育て学習センター「おひさ
ま」

0790-34-0315

0790-34-0035 679-3115

兵庫県神崎郡神河町比延5番地
9時 から 17時
の2

西部子育て学習センター

0790-22-7830

0790-22-2561 679-2212

神崎郡福崎町福田(文化センター
内）

http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/useful/j_13/index.html

東部子育て学習センター

0790-22-1058

0790-22-1058 679-2204

神崎郡福崎町西田原12634(田原幼児園内）

http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/useful/j_14/index.html

龍野子育てつどいの広場

0791-62-9255

679-4167

たつの市龍野町富永４１０－２

９時から１２時
１３時から１６時

土、日、祝、年末
年始

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/tsudoinohiroba.html

新宮子育てつどいの広場

0791-75-4646

679-4311

たつの市新宮町宮内１６

９時から１２時
１３時から１６時

土、日、祝、年末
年始

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/tsudoinohiroba.html

揖保川子育てつどいの広場

0791-72-6577

671-1631

たつの市揖保川町山津屋１９－
１

９時から１２時
１３時から１６時

土、日、祝、年末
年始

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/tsudoinohiroba.html

御津子育てつどいの広場

079-322-2208

671-1341

たつの市御津町釜屋１８０－１

９時から１２時
１３時から１６時

土、日、祝、年末
年始

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/tsudoinohiroba.html

山崎子育て支援センター

0790-64-7716

0790-64-7711 671-2504

宍粟市山崎町東下野18

９時から１６時

月、祝、年末年始

一宮子育て支援センター

0790-72-2100

0790-72-2110 671-4137

宍粟市一宮町閠賀３００

９時から１６時

土・日・祝・年末年
始

波賀子育て支援センター

0790-75-8800

0790-75-2415 671-4241

宍粟市波賀町安賀232-1

９時から１６時３０分

土・日・祝・年末年
始

千種子育て支援センター

0790-76-8600

0790-76-8110 671-3223

宍粟市千種町室1060-1

９時から１６時

土・日・祝・年末年
始

佐用地域子育て支援センター
キラキラっ子ママプラザ

0790-82-4108

0790-82-0342 679-5305

佐用郡佐用町長尾905-9

１３時から１７時

上月地域子育て支援センター
ビスラっ子ママプラザ

0790-86-1153

0790-86-0375 679-5595

佐用郡佐用町上月787-2

１０時から１５時

南光地域子育て支援センター
ひまわりっ子ママプラザ

0790-78-0264

0790-78-1225 679-5292

佐用郡佐用町下徳久1005-1

１０時から１５時

土・日・月・祝・年
末年始

南光文化センター内の一階和室で活動しています。”手をかけて子育てをする”ことに力を
入れ布のおもちゃ、リサイクルおもちゃ、木を使ったおもちゃや簡単おやつ作りなど親子で
http:///www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/kosodate/
楽しめるサークル活動を通して親子の交流を深めています。子育て相談もあり、先輩ママ
との交流もあり子育てに必要な知恵を学ぶ場となっています。

三日月地域子育て支援センター
0790-79-3788
みかづきっ子ママプラザ

0790-79-3633 679-5192

佐用郡佐用町三日月1110-1
佐用町役場三日月支所三日月
文化センター内

１０時から１５時

土・日・月・祝・年
末年始

和室で落ち着いた雰囲気の部屋
手遊び、リズム遊び、わらべうた遊びで親子のふれあい、信頼関係を深める。
栽培活動を通して野菜を育てたり収穫する喜びや土の温もりを感じる体験を…。
父と子のふれあい講座。

福崎町

たつの
市

宍粟市

佐用町

保育園・小学校・中学校・高校が近くにあるので生徒との交流で「命の学習」をする。
親学習をする（多目的ルーム、調理室を利用し体を動かす遊び、リトミック、地産地消に努
日、祝日、年末年
http:///www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/kosodate/
力）
始
ストレスの多い親に対してのフォロー（いつでも気軽に訪れることを大切にする）
相談業務（相手によりそう、保健士との連携）
地域の中心地にある公共施設の一室を開放し明るい雰囲気作りに心がけ親子の交流の
土・日・月・祝・年 場となっている。子育て相談もあり、子どもの年齢に合った活動を通してそれぞれが必要
http:///www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/kosodate/
末年始
な子育ての知恵を得ている。親主体の自主活動を通して協力しあうことを学び交流を深め
ている。

http:///www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/kosodate/

子育て支援施設（子育て支援センターひろば型）一覧
市町
名

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

開館時間

＊神戸市除く
休館日

施設の特徴・力を入れている活動

城崎子育てセンターは城崎総合支所の２階にあります。同じフロアーに図書館もあり、親
子でじっくり楽しむことができます。小さいですが木の温もりのあるホッとできるセンターで
月曜日・日曜日、
す。手作りのおもちゃもあり、心がゆったりします。子育ての相談や情報、親子の友達作り http://www.city.toyooka.lg.jp/sukusuku
祝日
に気軽にお越しください。

豊岡市立城崎子育てセンター

0796-32-4666

0796-32-4666 669-6195

豊岡市城崎町桃島1057-1

10時 から 16時

豊岡市立竹野子育てセンター

0796-47-2030

0796-47-2030 669-6211

豊岡市竹野町和田389-1

10時 から 16時

月曜日、祝日

10時 0分 から 16
時 0分

日高子育てセンターは、日高総合支所３階にあります。目の前の祢布ヶ森遺跡公園は、
春には新緑や桜が、秋には紅葉がとてもきれいです。
月曜日、日曜日 子育てひろば「きっずらんど」は登録なしで自由に遊ぶことができます。ボランティアさん制
（第1以外）、土曜 作のかわいい手作りおもちゃが出迎えてくれますよ。登録制のグループ活動にも参加して http://www.city.toyooka.lg.jp/sukusuku
日（第1）、祝日
みましょう。
市内の子育て情報や子育て相談についても気軽に職員に声をかけてください。ホッと一息
つける身近な居場所としてご利用ください。

豊岡市立日高子育てセンター

0796-42-4610

0796-42-4610 669-5391

豊岡市日高町祢布920

豊岡市

豊岡市立出石子育てセンター

0796-52-6188

0796-52-6188 668-0214

豊岡市出石町内町1

10時 から 16時

竹野子育てセンターの特色は、芝生広場をもつ単独の施設です。駐車場と走って遊べる
広場には、ブランコや遊具も設置されていて、子育てには最高の環境です。センターから
見える電車に子どもたちは釘付け！！ご家族で気軽にお越しください。可愛い円卓を囲ん http://www.city.toyooka.lg.jp/sukusuku
でのお弁当も美味しいですよ。

出石子育てセンターは、出石総合支所１階にあります。センターの窓からは出石城跡の景
観が広がり、四季折々の美しさを眺めることが出来ます。日当たりもよく、広場の名称のご
とく まさに「おひさまらんど」そのものです。
日曜日、月曜日、
センターには開放型広場と活動の広場があり、いつでも気軽に遊びに来ていただける広 http://www.city.toyooka.lg.jp/sukusuku
祝日
場となっています。また、相談室もあり、子育てに関することなど、さまざまな相談に対応さ
せていただきます。
但東子育てセンターは市民センター１階にあり、図書館に隣接しています。木の香りがあ
ふれ、どこかなつかしい雰囲気のセンターです。
床暖房で冬はポカポカ、カウンター内からはいつもスタッフが見守り、子育て相談にも応じ
日曜日、月曜日、 ています。
http://www.city.toyooka.lg.jp/sukusuku
祝日
就学前の親子なら誰でも利用でき申し込みは要りません。午後や夏休みなどは、幼稚園
児もたくさん遊びに来ますよ。親子ふれあいの場として、またお母さんのお友だちづくりの
拠点として気軽にお越しください。

豊岡市立但東子育てセンター

0796-21-9079

0796-54-1025 668-0393

豊岡市但東町出合150

10時 から 16時

広谷幼児センター

079-664-0706

079-664-0706 667-0101

養父市広谷284-1

８時から１７時

子どもを愛しみながら感性豊かに伸び伸びと育てたいというお母さんの思いをサポートし、
日、祝日、年末年 地域全体の子どもたちの子育ちと保護者の方々の子育てのパートナーになることが役割
始
だと考えています。そのためにいろいろなメニューを計画し環境を整え親子の集いの場，
遊び場としてセンターを利用していただけるよう開設しています。

出合幼児センター

079-667-8630

079-667-8640 667-1112

養父市出合186

８時から１７時

子どもを愛しみながら感性豊かに伸び伸びと育てたいというお母さんの思いをサポートし、
日、祝日、年末年 地域全体の子どもたちの子育ちと保護者の方々の子育てのパートナーになることが役割
始
だと考えています。そのためにいろいろなメニューを計画し環境を整え親子の集いの場，
遊び場としてセンターを利用していただけるよう開設しています。

大屋幼児センター

079-669-1103

079-669-1169 667-0305

養父市大屋町夏梅351

８時から１７時

子どもを愛しみながら感性豊かに伸び伸びと育てたいというお母さんの思いをサポートし、
日、祝日、年末年 地域全体の子どもたちの子育ちと保護者の方々の子育てのパートナーになることが役割
始
だと考えています。そのためにいろいろなメニューを計画し環境を整え親子の集いの場，
遊び場としてセンターを利用していただけるよう開設しています。

香美町立香住子育て・子育ち支
0796-39-1507
援センター

0796-39-1507 669-6545

美方郡香美町香住区森31-1

９時から１７時

管轄するエリアが広いため、「ひろば」行事のみではなく、香住Ｂ＆Ｇ海洋センターと連携
土・日・祝・年末年
した「元気体操教室」や「親子体操教室」などの出張行事、クリスマス会など季節の行事、
始
キッズクッキングや給食センター見学会などの食育行事等に力を入れている。

香美町立小代子育て・子育ち支 0796-97-3377
援センター

0796-97-2097 667-1503

美方郡香美町小代区大谷564-1 ９時から１７時

新温泉
町

ふれあいセンターゆめっこラン
0796-92-1095
ド子育て支援部

0796-92-2277 669-6821

兵庫県美方郡新温泉町湯1685137

篠山市

ささやま子育てふれあいセン
ター

079-556-2100 669-2441

兵庫県篠山市日置385-1

養父市

ホームページ

香美町

079-556-2100

9時 から 16時

小規模なエリアに設置されているため、対象年齢の子どもを持つ親子に声かけを行い、会
土・日・祝・年末年 員制により親子間の交流を図ることに力を入れている。季節行事や食育活動を基本に、
始
社会福祉協議会や認定こども園との連携により、異世代間の交流事業へも積極的に参加
するよう努めている。

土・日・祝祭日・
12/29～1/3

・赤ちゃん広場
・子育てグループ支援
・機関紙発行
・次世代育成
・関係機関との連携

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/fukushisomu/

子育て支援施設（子育て支援センター センター型）一覧
市町
名
芦屋市

施設名

芦屋市子育て支援センター

電話番号

FAX番号

郵便番号

0797-31-0637 0797-31-0647 659-0051

住所

開館時間

＊神戸市除く
休館日

日・祝日・年末年始

子育て支援センター内に「子育てセンター」，「家庭児童相談室」，「ファミリー・サポート・セン
ター」を併設しており，利用者への対応，連携が迅速に行える。

芦屋市呉川町１４－９

9時 から 17時 30分

子育て支援センターむっくむっ 072-771-1152 072-772-4560 664-0014
くルーム

伊丹市広畑3-1

９時３０分から１６時３０分 水・日・祝

北保育所子育て支援センター

伊丹市北園１－１３

９時 から １７時

子ども家庭支援センター「きら 0797-85-3862 0797-85-3886 665-0051
きらひろば」

宝塚市売布東の町１２－８

○概ね未就園の親子が自由に遊べる場の提供や子育ての相談、遊び方等の支援を行ってい
る。
○平成２４年４月より、きらきらひろば入口前の一角をプレイコーナーとして概ね就園年齢の親
１０時から１７時（１２時か
日・祝日・年末年始 子が利用できるようにした。
www.city.takarazuka.hyogo.jp/
ら１３時昼休憩）
○子育て情報等の提供として、子育てべんりナビ、子育て情報誌「たからばこ」、子育て通信
「きらきら」（年４回）発行し、保護者の情報交換や出会いの場の提供を行っている。
○子育て中の保護者に対する学習機会の提供として、成長過程別の講座を実施している。

地域子育て支援センター「すく 0797-84-0063 0797-81-2717 665-0862
すく」

宝塚市今里町1-1

７時から１９時

保育所の専門的機能や施設を地域の子育て支援に供するため、育児相談・電話相談・園庭開
日・祝日・年末年始 放・出前保育・子育てサークルの育成支援、子育てに関する講座、在宅乳幼児集団生活体験 www.city.takarazuka.hyogo.jp/
事業として、体験保育等の実施。

地域子育て支援センター「すこ 0797-71-7130 0797-77-3096 665-0051
やか」

宝塚市高司1-4-32

７時から１９時

保育所の専門的機能や施設を地域の子育て支援に供するため、育児相談・電話相談・園庭開
日・祝日・年末年始 放・出前保育・子育てサークルの育成支援、子育てに関する講座、在宅乳幼児集団生活体験 www.city.takarazuka.hyogo.jp/
事業として、体験保育等の実施。

三田市地域子育て支援センター 079-569-8050 079-565-8431 669-1337

三田市学園7-1-3

９時３０分から１６時３０
分
「子育てするならゼッタイ三田」をキャッチフレーズに子育て中の親子に寄り添い、安心できる地
日、祝日、年末年始
http://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/shiencenter.html
土曜日：９時３０分から１
域のホットステーションを目指しています。
４時30分

072-765-0770 072-765-2221 666-0262

川辺郡猪名川町伏見台1-1-70

10時から15時

伊丹市
072-785-5964

664-0891

宝塚市

三田市

ホームページ

施設の特徴・力を入れている活動

猪名川町 星児園

七夕

太陽がさんさんと差し込む、明るく、ひろい部屋にボールプールなど、安心して遊べる空間づく
りに努めています。その他、月に一回程度、子育てに生かせる講座や楽しい催しも行っていま
す。

土・日・祝・年末年始 親子教室

日・祝・年末年始

介護施設との併設 世代間交流会あり

http://e-akane.com/project/nishi.html

明石市

あかし子育て支援センター

078-918-5597 078-918-5617 673-0886

明石市東仲ノ町６番１号 生涯学
9時 から 17時
習センター７階

0歳から小学校就学前までの子どもと保護者がおもちゃで自由にあそべ、親同士・子ども同士
月曜日（その日が祝
の交流や情報交換ができる場所で、誰でも安心してあそぶことが出来る環境づくりを心掛けて
日の場合は開所し
います。子育て相談は電話でもお聴きしています。＜相談電話（078）918-5610＞ プレイルー http://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/kodomo_shitsu/kosodate_navi/
翌日休所）、年末年
ムでは、読み聞かせやふれあいあそびを行ったり、妊娠中のご夫婦を対象に沐浴実習などもし
始
ています。妊娠期から安心して、より楽しい子育てができるように取り組んでいます。

高砂市

高砂市子育て支援センター

079-442-2242 079-442-2273 676-0032

高砂市高砂町東浜町1266-1

8時30分から17時15分

土・日・祝・年末年始

古い保育園を利用してのセンター活動ですが、つどいの広場、サークル支援活動、子育て相談
事業等を通じて、乳幼児を持つ親の子育て支援を行っています。

播磨町

北部子育て支援センター

078-944-0717 078-944-0717 675-0160

播磨町西野添2-10-34

9時から17時

日・祝・年末年始

親子の集いの場の提供や子育て相談、年齢に合わせた講座開催等を通して、子どもの育ちと
親の子育て力の向上を積極的に支援する。
隣接している幼稚園・保育園をはじめ、地域住民、子育てを支援するボランティア、専門機関と
http://www.town.harima.lg.jp
連携しながら地域ニーズに応じた柔軟な支援を行う。
地域組織活動(母親クラブ)活動の支援と連携。
ファミリーサポートセンター事務局を施設内に設置し提供会員養成及び利用調整を行う。

小野市

小野市地域子育て支援センター 0794-62-4080
(来住保育所）

675-1343

小野市来住町１３６１－１

http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/13/3/3/

加西市

善防保育所

675-2213

加西市西笠原町７９８

http://www.it-service.co.jp/cgi-local/multi_view.cgi?TNO=8547&right_menu=02&menw_flg=1

多可町

多可町子育てふれあいセンター 0795-37-2525 0795-37-2525 677-0114

多可郡多可町八千代区仕出原
353キッズランドやちよ

http://www.takacho.jp/kosodate/

姫路市立中央保育所

079-292-1799 079-292-0376 670-0055

姫路市神子岡前1-11-29

９時から１７時

日、祝日、年末年始

「体験保育」を実施…期間：年間３回１か月(６，７，１１月） 保育時間：９～１５時
対象：未就園児(２～５歳児）各回１０回 利用料12000円保険料１０００円

認定こども園はぎ保育園

079-264-1175 079-264-5138 679-2123

姫路市豊富町豊富1528

９時から１７時

日、祝日

バスを利用して施設に行って、親子のふれあいをしている。(水の館・防災センター・スポーツク
ラブ） 自然をいかして親子のふれあいを深めている。畑での収穫(さつまいも・じゃがいも・大 http://www.hagi.ed.jp/
根・かぶ）芝生を利用した遊び。

0790-48-3765

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/shiritai/hoikusyo/kosodatei_shien/chiiki_shien.html

子育て支援施設（子育て支援センター センター型）一覧
市町
名

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番号

住所

開館時間

＊神戸市除く
休館日

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

認定こども園津田このみ保育園 079-280-7070 079-234-7596 672-8079

姫路市飾磨区今在家6-133

９時から１７時

日、祝日、年末年始

年３回 １か月体験保育の実施 ベビーマッサージの月１回実施 親の自発的活動の支援、
出張保育、公民館活動に参画、わんぱく通信の発行 子育て相談随時受付

認定こども園姫路ひまわり保育 079-293-0205 079-292-0705 671-2202
園

姫路市北夢前台1-59

８時から１６時

日、祝日

当園では一時保育事業・延長保育事業・地域活動事業・地域子育て支援センター事業・休日保
育事業・乳幼児子育て応援事業等多数の事業を行っています。また、ハンディのある多くの子
どもたちが同じ様に通園しています。近くには分園もあり、乳幼児もたくさん通っています。園庭 http://himawarihome.or.jp./h-hoiku/
開放では在園児と遊んだり、保育士に相談したりする親子も増えてきました。行事を通して地域
との交流も豊かに行っています。

認定こども園網干れんげ保育園 079-274-2620 079-271-2227 671-1228

姫路市網干区坂出184

９時から１７時

子育て支援事業として園庭開放(週１回）やれんげサロン（毎日）を行っています。・自然を大切
日、祝日、年末年始 にすることを学ぶ「ムッレ教室」を年に２回行っています。(年長児）・専門の講師による指導を受
けています（リトミック・造形・和太鼓・スイミングなど）

姫路市立広西保育所

079-239-1928 079-239-1921 671-1154

姫路市広畑区吾妻町2-9-1

９時から１７時

姫路市の公立保育所子育て支援センター園として、園庭開放や育児相談をはじめ、月１回程
日、祝日、年末年始 度の遊戯室や園庭を使っての子育てクラブ、保育室を使ってのふれあい保育体験などの活動
を行っています。

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/shiritai/hoikusyo/kosodatei_shien/chiiki_shien.html

姫路市立四郷和光保育所

079-252-1527 079-252-1396 671-0244

姫路市四郷町見野８８０－１

９時から１７時

地域子育て支援センターとして、幅広い地域から利用者が集まっています。おめでとう２歳、ふ
れあい保育、リフレッシュ・ママ、そして園庭開放は毎日行っています。育児クラブは「きらきらク
日、祝日、年末年始 ラブ」の名称で月に１回計画を立てて活動しています。毎回５０組前後の利用者が市内各所か
らの参加者で賑わっています。笑顔いっぱいあふれる四郷和光保育所に遊びにきてね。お待ち
しています！

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/shiritai/hoikusyo/kosodatei_shien/chiiki_shien.html

姫路市立市川台保育所

079-282-0729 079-282-0729 670-0822

姫路市市川台3-11

９時から１７時

電話・来所による育児相談を受け付けており、実施しています。またふれあい保育・わんぱくク
日、祝日、年末年始 ラブ(登録制）園庭開放(随時受け入れ)等家庭のニーズに応えられる方法・メニューを考え地域
に開かれた保育所を目指し子育て家庭を応援しています。

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/shiritai/hoikusyo/kosodatei_shien/chiiki_shien.html

姫路市立城陽保育所

079-281-9900 079-281-9839 670-0948

姫路市北条宮の町93

９時から１７時

日、祝日、年末年始

０～５歳の乳幼児が２０１名在籍し、時間外・延長保育を利用している子どもが多い。
園庭が広く、周りの環境も良く、市の中心部に位置している。
子育て支援センターとしてリフレッシュママ、ふれあい保育事業等、また、育児クラブ（のびっこ
クラブ）、園庭開放などを行っている。

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/shiritai/hoikusyo/kosodatei_shien/chiiki_shien.html

姫路市立大塩保育所

079-254-2499 079-254-0630 671-0101

姫路市大塩町2077-5

９時から１７時

日、祝日、年末年始

姫路市の南東に位置し、緑豊かで自然にあふれ、秋祭りの盛んな場所、大塩町にある公立保
育所です。地域の子育ての拠点として、ふれあい保育、リフレッシュ・ママ、育児クラブ、園庭開
放、おめでとう２歳児、子育て相談などいろいろな子育て支援事業を行っております。親子で楽
しく時間を過ごしてもらいたいと思います。どうぞ遊びに来てください。

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/shiritai/hoikusyo/kosodatei_shien/chiiki_shien.html

市川町

地域子育て支援センター

0790-26-0219 0790-26-0219 679-2318

神崎郡市川町小畑881

９時から１６時

土・日・祝

施設を利用しやすい環境づくり。保護者、子ども、地域の方との交流

相生市

子育て支援センターげんき

0791-23-1404 0791-23-1404 678-0011

相生市那波野１－６－１３

１０時から１６時

月・日・祝祭日

保育所・幼稚園に通っていない乳幼児の父親・これから父親になる予定の方を対象に、年間を
通して育児を楽しむ講座を行っています。

たつの市

子育て支援センター
つくしんぼの館

0791-76-7575

671-1613

たつの市揖保川町二塚385-1

太子町

子育て学習センター

079-277-3733 079-277-3959 671-1502

兵庫県揖保郡太子町原551-1

姫路市

http://www.maaya.or.jp/tukushi/index.html

9時 から 15時 15分

土曜日、日曜日

子どもの情操を育む親子活動

子育て総合センターは、子育て家庭を応援するところです。
●子育ての中で不安になったり、とまどったりしたときに 身近で相談でき、一緒に考える場
●親子で楽しく集え、やすらげる場
火曜日（火曜日が祝
●親子でともだちの輪がひろがる場
日の場合は開館し、
●気軽に話し合いのできる場
翌水曜日が休館日）
●子育てについて、いろいろ学べる場
●お母さんが持っている力を発揮出来る場

豊岡市

豊岡市立子育て総合センター

香美町

香美町立高井子育て・子育ち支 0796-94-0402 0796-94-0402 667-1323
援センター

美方郡香美町村岡区耀山７－２ ９時から１７時

月・祝・年末年始

新温泉
町

浜坂子育て支援センター

兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６
9時 から 17時
６９－１１

あそびのひろば（室内の他、砂遊び、ブランコ等、外遊びもできます）
土・日、祝祭日、警
いろいろな学びの開催（育児・体験講座、絵本の読み聞かせ講座、季節行事、食育健康講座、
報発令時、盆、年末
親子ふれあい遊び）、年齢別ひろば・祖父母と孫の日を毎月開催、認定こども園と交流会、子
年始
育てサークルの支援、子育て相談

0796-24-4604 0796-24-4740 668-0031

0796-82-4152 0796-82-4152 669-6702

豊岡市大手町4番5号

http://konomi.8leaf.jp/konomi/

9時 から 17時

町の子育て拠点施設の中心として、ひろば活動はもちろん、町内施設への出張ひろばや地域
内巡回により、支援が必要な親子の発見に努めている。また、２つの自主活動グループの活動
支援にも力を入れている。

http://www.town.taishi.hyogo.jp/

http://www3.city.toyooka.lg.jp/kosodate/toyooka/

子育て支援施設（子育て支援センター センター型）一覧
市町
名

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番号

篠山市

たんなん子育てふれあいセン
ター

南あわ
じ市

南あわじ市子育て学習・支援セ 0799-42-7703 0799-42-7702 656-0462
ンター

079-594-1040 079-594-1040 669-2205

住所

兵庫県篠山市網掛301

兵庫県南あわじ市市青木198番
地1 働く婦人の家内

開館時間

＊神戸市除く
休館日

施設の特徴・力を入れている活動
健康課（保健師・栄養士・歯科衛生士）や社会福祉協議会（ファミリーサポートセンター）が、同
一施設内にあるため、相談や事業などにおいて連携がとれる。
・子育て学習講座
・父親参加啓発事業
・次世代育成
・関係機関との連携

9時 から 16時

土・日・祝祭日・
12/29～1/3

9時 から 16時

・子育て支援のネットワーク化
・子育て相談・サークルの充実、ボランティアの育成
土・日・祝日・年末年 ・親子交流・学習の場の提供
始
・各子育て施設・関係部署との連携
【補足】
11.122.27㎡

ホームページ

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/fukushisomu/

http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/ http://www.yumerun-net.jp/

子育て支援施設（子育て学習センター）一覧
市町名

施設名

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

＊神戸市除く
開館時間

休館日

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

8時45分 から 21時0分

祝日

開館時間中に子育ての悩みやサークルの問い合わせの電話相談を受けている他、地域
とのつながりを大事にし、市民企画の講座や地域の保育園、小。中学校を交えた講座に
取り組んでいる。

伊丹市立北部学習センター 072-770-9500 072-770-7708 664-0007 伊丹市北野4-30

９時から２１時
９時から１７時(日、祝日）

水、年末年始

きららホールは、図書館公民館・児童館的機能を持つ複合施設。蔵書数約８万冊の図書
館北分館、遊戯室や託児室、趣味・サークル活動に利用できる音楽室や各種会議室、コ
ンサートや軽スポーツに適した多目的ホールなどがあります。市役所北支所の同ホール http://hccweb6.bai.ne.jp/kirara/
内に置き、業務をおこないます。生涯学習の拠点施設としてまた市民生活の窓口としての
役割を果たします。

川西市

牧の台子育て学習センター 072-794-7065 072-794-7065 666-0111 川西市大和東１－４７－１

９時３０分から１５時

土・日・祝日

子育て中の親子が気軽に足を運んでほっと一息つける場所として開放しています。他の
親子と交流したり、様々な子育てに関わる情報をお知らせしたりもしています。週に一度０ http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/
歳児対象の交流会をおこない、外へ出かけるきっかけ作りとなるように取り組んでいます。

三田市

三田市多世代交流館

９時３０分から１７時３０分
＊シニアユースひろばは
火～土20:30まで

月・祝・年末年始

世代や分野を超えたさまざまな人との出会い・ふれあいを通じて、市民が協働して次代を http://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/kosodate/tasedai/index.html
担う子どもを育む環境づくりを進めています。

稲美町子育て支援センター 079-492-9090 079-492-9090 675-1115 加古郡稲美町国岡1丁目1番地

8時30分から17時 15分

0歳から未就学の子どもとその保護者を対象に親同士が育児のスキルや悩みを共有し、
土曜日・日曜日・祝 子どもと共に育つことの喜びを得られる場になるよう、気軽に参加できる事業を行ってい
http://www.town.hyogo-inami.lg.jp
日（年末年始12月 る。
29日～1月3日）
特に産後間もない母親たちの育児に対する不安を緩和し、母親同士の結びつきを深め
るため、0歳児の親が参加しやすい事業を定期的に開催している。

西脇市子育て学習センター 0795-28-5702 0795-28-5703 679-0303
西脇市黒田庄町前坂2140
へそっこランド

８時３０分から１７時１５分

土・日・祝日

西脇市の子育て学習センターの中心的な役割を担う。年齢別の教室や健康劇、講演会を
開催しながら、子育て支援ボランティアの育成や保育所幼稚園子育て支援グループ等、 www.city.nishiwaki.hyogo.jp
地域に出向いた支援活動を行っている。

西脇市子育て学習センター 0795-22-4150 0795-22-6015 677-0015
西脇市西脇790-15
あいあいランド

８時３０分から１７時１５分

月、祝日

西脇市の中心に設置されているため、家族向けの教室「あそびの広場ふぁみりー」を隔週
の土曜日に開催している。児童館的役割を担っており、休館日以外は広場を開設してい www.city.nishiwaki.hyogo.jp
る。

西脇市子育て学習センター
わくわくランド

９時から１７時

日、祝日

コミュニティセンター比延地区会館が管理している建物の一部を借用し、児童館型のひろ
ばを開設している。そのため、火、水、金曜日の午前中は子育て学習センターの職員が対
www.city.nishiwaki.hyogo.jp
応するが、それ以外はコミセンの職員が対応している。また地域の人の運営による「へそ
でちゃ」も隣接し、アットホームな心温まる空間である。

尼崎市

中央公民館

伊丹市

稲美町

西脇市

06-6482-1750 06-6482-1740 660-0893 尼崎市西難波町6-14-34

079-562-8421 079-562-8422 669-1546

三田市弥生が丘１－１－２
サンフラワービル２階

677-0033 西脇市鹿野町720-1

北部子育て学習センター

0790-45-1523

善防子育て学習センター

0790-48-3404 0790-48-3085 675-2232

675-2432 加西市満久町230

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kouminkan/index.html

http://www.city.kasai.hyogo.jp

加西市
兵庫県加西市戸田井町３８８－１
9時 0分 から 15時 0分
０

土、日、祝日

善防公苑内にあり、自然豊かな環境に恵まれています。近辺には、散策できるコースもあ
http://www.city.kasai.hyogo.jp
ります。
親子活動、親学習、地域交流などに力を入れています。

姫路市

姫路市市の郷1006-8 すこやか
９時から１７時
姫路市子育て学習センター 079-223-5640 079-223-5639 670-0943 センター３階

土・日・祝・年末年
始

グループ活動や季節の行事を通して、子育てに関する体験学習を行う。

相生市

子育て学習センター

１０時から１６時

土・日・祝祭日

元幼稚園である当センターは、広いプレイルームや園庭があり気軽にどなたでも利用して
いただけます。子育て相談をはじめ、子育て講座、年齢別グループ活動（マタニティ、０歳
http://www.city.aioi.lg.jp/site/gakusyuu
児、１歳児、２歳児）自主グループ活動(人形劇、ハンドベル、アレルギーママの会 等）な
ど”手作り活動”を行っています。

赤穂市

赤穂市子育て学習センター 0791-45-3290 0791-45-3290 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-55

１０時から１６時

月、土、日

太子町

子育て学習センター

9時 から 15時 15分

土曜日、日曜日

子どもの情操を育む親子活動

上郡町

上郡町子育て学習センター 0791-52-1067 0791-52-1067 678-1262 番地

10時 から 15時

土・日・祝日

すこやか子育て教室・子育てグループ育成

0791-22-8313 0791-22-8313 678-0071 相生市緑ヶ丘4-5-5

079-277-3733 079-277-3959 671-1502 兵庫県揖保郡太子町原551-1
兵庫県赤穂郡上郡町岩木乙585

http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2235640.html

http://www.eonet.ne.jp/~a-koso/new5.htm

http://www.town.taishi.hyogo.jp/

子育て支援施設（子育て学習センター）一覧
市町名

施設名

生野子育て学習センター

電話番号

FAX番号

郵便番
号

住所

＊神戸市除く
開館時間

兵庫県朝来市生野町口銀谷４１
079-679-4010 079-679-4010 679-3301
9時 から 15時 50分
８－４

兵庫県朝来市和田山町玉置８２

休館日

施設の特徴・力を入れている活動

ホームページ

・グループ活動 年齢別のグループに分かれ、戸外遊び、工作、お菓子作りなどの自主活
動を行っています。
土・日曜日、祝日及
・この指と～まれ 子供のための手作り（絵本、料理など）や親子で自然とふれあう活動
び年末年始
（野菜作りなど）にトライします。
・グループ活動
年齢別グループに分かれた親子活動や、トールペイント、ブラックファンタジー、音楽
サークルなどの自主グループ活動を通じた仲間づくりなど。

和田山子育て学習センター 079-672-0188 079-672-1734 669-5213 ４－１

9時 から 15時 50分

日・月曜日、祝日及
び年末年始

山東子育て学習センター

079-676-4633 079-670-7012 669-5104 兵庫県朝来市山東町末歳７１０

9時 から 15時 50分

・おやおや教室 子どもの成長の“今”を絵本にします。その他、子育て学習会の開催
日・月曜日、祝日及
・パクパクモグモグの会 アレルギーを持つ子ども達と親の会。除去・代替え食などの情報
び年末年始
交換、お互いに支え合い、学び合う活動をします。

朝来子育て学習センター

079-677-2116 079-677-1513 679-3431

柏原学習センター

0795-72-4747

669-3305 丹波市柏原町下小倉605

http://www.city.tamba.hyogo.jp/

山南学習センター

0795-77-3160

669-3131 丹波市山南町谷川1110

http://www.city.tamba.hyogo.jp/

春日学習センター

0795-74-3040

669-4192 丹波市春日町黒井496-2

http://www.city.tamba.hyogo.jp/

氷上学習センター

0795-82-1001

669-3692 丹波市氷上町成松字甲賀１

http://www.city.tamba.hyogo.jp/

青垣学習センター

0795-87-1919

669-3811 丹波市青垣町佐治399-1

http://www.city.tamba.hyogo.jp/

市島学習センター

0795-85-3030

669-4322 丹波市市島町上田814

http://www.city.tamba.hyogo.jp/

五色すこやか子育てセン
ター

0799-33-1935 0799-33-1935 656-1301

朝来市

丹波市

兵庫県朝来市新井７３－１ 朝来
9時 から 15時 50分
市役所朝来庁舎内

・グループ活動 年齢別のグループに分かれた親子遊びなどの自主活動や、自主グルー
土・日曜日、祝日及
プ（人形劇）活動を通じた仲間づくりなどを行っています。
び年末年始
・近隣の保育所、宅老所との交流や図書館からの読み聞かせなどを行っています。

洲本市五色町都志１７０五色中
央公民館内

１０時から１２時

土・日・祝・年末年
始

http://www1.sumoto.gr.jp/c-koumin/kosodate/gosiki/gosiki%20sukoyaka%20midasi.html

洲本市山手3-3-2 洲本中央公
洲本市子育て学習センター 0799-24-3374 0799-23-0776 656-0024 民館内

１０時から１２時

土・日・祝・年末年
始

http://www1.sumoto.gr.jp/c-koumin/kosodate/sumoto/sumotosennta.html

津名子育て学習センター

0799-62-4991 0799-62-4991 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島7-1

10時 から 12時

火曜日

・子育て相談 ・遊びの広場 ・子育て情報の発信
・学習会 ・講演会 ・交流会の開催

http://www.city.awaji.lg.jp/

岩屋子育て学習センター

0799-72-5112 0799-72-2927 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1514-18

10時 から 12時

月曜日

・子育て相談 ・遊びの広場 ・子育て情報の発信
・学習会 ・講演会 ・交流会の開催

http://www.city.awaji.lg.jp/

北淡子育て学習センター

0799-70-4082 0799-70-4082 656-1711 兵庫県淡路市富島1388

10時 から 12時

金曜日

・子育て相談 ・遊びの広場 ・子育て情報の発信
・学習会 ・講演会 ・交流会の開催

http://www.city.awaji.lg.jp/

一宮子育て学習センター

050-71055196

10時 から 12時

金曜日

・子育て相談 ・遊びの広場 ・子育て情報の発信
・学習会 ・講演会 ・交流会の開催

http://www.city.awaji.lg.jp/

東浦子育て学習センター

0799-75-3811 0799-75-3812 656-2311 兵庫県淡路市久留麻1741-1

10時 から 12時

月曜日

・子育て相談 ・遊びの広場 ・子育て情報の発信
・学習会 ・講演会 ・交流会の開催

http://www.city.awaji.lg.jp/

洲本市

淡路市

0799-85-2509 656-1511 兵庫県淡路市郡家686

