子育て支援施設（主管課）
主管課名

市町名

兵庫県 兵庫県立こどもの館

郵便番号

住所

671-2233 姫路市太市中９１５－４９

電話番号
079-267-1153

FAX番号
079-266-4632

こども家庭局こども青少年課こども育
成係

650-0001 神戸市中央区加納町６－５－１

総合児童センター地域児童課

650-0044 神戸市中央区東川崎町１－３－１

078-382-1339

078-360-0215

教育委員会事務局社会教育部
中央公民館

669-0883 尼崎市西難波町６－１４－３４

06-6482-1750

06-6482-1740

（児童館・児童センター）

（地域子育て支援センター ひろば型）

（地域子育て支援センター センター型）

施設名（子育て学習センター）

1 兵庫県立こどもの館
60

メールアドレス
hkyakata@silver.ocn.ne.jp

9

神戸市

67 総合児童センター 他

1 尼崎市立中央公民館
すこやかプラザ
わいわいステーション
こんぺいとう
びすけっと
8 のびのびステーション
きらきら
あみんぐステーション
えがお

尼崎市
こども家庭支援課

西宮市

660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号本庁中館1階 06-6489-6349

06-6482-3781

健康福祉局こども部子育て総合セン
ター

662-0853 西宮市津田町３－４０

0798-39-1521

0798-35-8001

こども課

659-8501 芦屋市精道町７－６

0797-38-2045

0797-38-2160

上宮川文化センター

659-0061 芦屋市上宮川町１０－５

0797-22-9229

0797-22-1659

こども未来部こども室子育て支援課

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-784-8030

072-780-3527

こども未来部こども室保育課

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-784-8035

072-780-3527

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-784-8090

072-784-8083

chiikijidouka@kobekko.or.jp

ama-kodomo-support@city.amagasaki.lg.jp

むつみ児童館
浜脇児童館
津門児童館
大社児童センター
高須児童センター
10
鳴尾児童館
塩瀬児童センター
山口児童センター
西宮市移動児童館
(社副法）段上児童館

kosodate@nishi.or.jp

1

芦屋市

伊丹市 教育委員会事務局生涯学習部社会教育
課

1

すずはらむっくむっくルーム
3 いたみむっくむっくルーム
西伊丹むっくむっくルーム

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-784-8077

072-780-3519

2

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-784-8167

072-780-3527

1

伊丹市立こども文化科学館児童センター

8

宝塚市立大型児童センタ―
市立高司児童館
市立安倉児童館
市立西谷児童館
市立山本山手子ども館
(聖福事）御殿山児童館
（聖福事）野上児童館
(愛和会）中筋児童館

子ども未来部子ども室子ども家庭支援
センター

665-0867 宝塚市売布東の町１２－８

0797-85-3862

0797-85-3886

宝塚市子ども未来部子ども室保育課

665-8665 宝塚市東洋町1-1

0797-77-2037

0797-74-9948

川西市 子育て家庭支援課

666-8501 川西市中央町12-1

072-740-1179

072-740-1339

2

久代児童センター
川西児童館

三田市 こども政策課

669-1595 三田市三輪２－１－１

079-559-5079

079-562-1294

1

池尻児童館

宝塚市

地域振興部参画協働課人権推進室

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

072-768-0468

子育て支援センターむっくむっくルー
ム

kosodate@city.itami.lg.jp

1 北保育所子育て支援センター

こども未来部こども室こども若者企画
課

072-766-8895

1

1 きららホールゆうぎしつ

市民自治部共生推進室同和人権推進課

666-0292 川辺郡猪名川町上野字北畑１１の１ 072-766-8701

info@kamibun.jp

芦屋市立児童センター

伊丹市立児童館（ふらっと児童館）
女性・児童センター 児童会館

生活部福祉課
猪名川町

芦屋市福祉センター内 子育て支援
センター

1 ひだまりひろば
1 こども文化科学館むっくむっくルーム

1

社会福祉法人 萬年青友の会 やまぼ
うし保育園 子育てひろば

木津総合会館

kodomowakamono@city.itami.lg.jp

1

子ども家庭支援センター「きらきらひろば」

m-takarazuka0053@city.takarazuka.lg.jp

2

地域子育て支援センター「すくすく」
地域子育て支援センター「すこやか」

m-takarazuka0054@city.takarazuka.lg.jp

1 三田市地域子育て支援センター
子育て支援センター
2
YMCAしろがね保育園子育てサロン

1

1 伊丹市立北部学習センター

1 星児園 七夕保育園

1 牧の台子育て学習センター

kawa0030@city.kawanishi.lg.jp

1 三田市多世代交流館

kodomoseisaku@city.sanda.lg.jp
fukushi@town.inagawa.lg.jp
inagawa-jinken@town.inagawa.lg.jp

子育て支援施設（主管課）
主管課名

市町名

郵便番号

明石市 こども未来部子育て支援課

673-0886

加古川
こども課
市

住所

電話番号

FAX番号

078-918-5597

078-918-5617

675-8501 加古川市加古川町北在家２０００

079-427-9150

079-424-1317

高砂市 高砂市子育て支援センター

676-0032 高砂市高砂町東浜町1266-1

079-442-2242

079-442-2273

稲美町 健康福祉部地域福祉課

675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地 079-492-9136

079-492-8030

播磨町 福祉グループ

675-0182 加古郡播磨町東本荘１－５－３０

079-435-0831

明石市東仲ノ町６番１号 生涯学習センター７階

079-435-2362

（児童館・児童センター）

（地域子育て支援センター ひろば型）

子育て支援センターおおくぼ
子育て支援センターあかし西
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
5
子育て支援センターにしあかし
子育て支援センターおおくぼ北 ふるー
つばすけっとひろば

1

加古川市立志方児童館

2

施設名（子育て学習センター）

（地域子育て支援センター センター型）

1 あかし子育て支援センター

kosodatesien@city.akashi.lg.jp

加古川市加古川駅南子育てプラザ
加古川市東加古川子育てプラザ

fuk_kodomo@city.kakogawa.hyogo.jp
1 高砂市子育て支援センター

1 稲美町立コスモス児童館

tact2570@city.takasago.hyogo.jp
1

1 播磨町南部子育て支援センター

メールアドレス

稲美町立子育て支援センター

1 播磨町北部子育て支援センター

tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp
fukusi@town.harima.lg.jp

あいあいランド
3 わくわくランド
へそっこランド

西脇市 教育委員会中央公民館

677-0015 西脇市西脇７９０－１５

0795-22-5996

0795-22-6015

三木市 子育て支援課

673-0433 三木市福井１９３３－１２

0794-82-2069

0794-82-2069

2

小野市 市民福祉部子育て支援課

675-1380 小野市王子町806番地の1

0794-63-1645

0794-63-1990

1 小野市立児童館チャイコム

加西市 教育委員会文化スポーツ課

675-2311 加西市北条町横尾1000

0790-42-8775

0790-43-1803

加西市 こども未来課

675-2395 加西市北条町横尾1000番地

0790-42-8726

0790-42-8731

加西市 健康福祉部地域福祉課

675-2395 加西市北条町横尾1000

0790-42-8709

0790-43-1801

2

山下児童館
玉野児童館

fukushi@city.kasai.lg.jp

加東市 福祉部子育て支援課

673-1493 兵庫県加東市社50番地

0795-43-0408

0795-42-6862

2

社児童館やしろこどものいえ
滝野児童館

kosodate@city.kato.lg.jp

0795-32-4142

中児童館
2
みなみ児童館

多可町 多可町教育委員会こども未来課

こども政策課

星の子ステーション

679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利20

671-2222 姫路市青山１４７０－２４

0795-32-2385

079-267-3050

079-267-3055

三木市立児童センター
三木市立吉川児童館

kouminkan@city.nishiwaki.hyogo.jp

kosodate@city.miki.lg.jp

1 小野市立児童館チャイコム

1

小野市地域子育て支援センター（来
住保育所）
2

1 つどいの広場 ねひめキッズ

北部子育て学習センター
善防子育て学習センター

1 善防保育所

koryu@city.kasai.lg.jp
kodomo@city.kasai.lg.jp

1 多可町子育てふれあいセンター

kodomo@town.taka.lg.jp

姫路市宿泊型児童館「星の子館」
姫路市立灘児童センター
姫路市立東光児童センター
姫路市立北児童センター
飾磨児童センター
広畑児童センター
12
網干児童センター
東児童センター
安室児童センター
面白山児童センター
夢前ふれあいの館フレンデ・児童館
坊勢児童館

hoshinoko@city.himeji.hyogo.jp

市立中央保育所
はぎ保育園
姫路ひまわり保育園
津田このみ保育園
網干れんげ保育園
10 ☆市立大塩保育所
☆市立四郷和光保育所
☆市立城陽保育所
☆市立市川台保育所
☆市立広西保育所 （☆小規模
型）

姫路市
保育課

670-8501 姫路市安田４－１

079-221-2318

079-221-2953

こども支援課

670-8501 姫路市安田４－１

079-221-2144

079-221-2953

すこやかひろば
わくわく広場いえしま
5 わくわく広場ゆめさき
わくわく広場こうでら
わくわく広場やすとみ

総合福祉通園センター

670-0806 姫路市増位新町２－３７

079-288-7122

079-224-3173

1 コッコロクラブ

神河町 教育課

679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地

0790-34-0212

0790-34-0645

市川町 健康福祉課

679-2392 神崎郡市川町西川辺165-3

0790-26-1010

0790-26-1049

1 児童センター「きらきら館」

1 姫路市子育て学習センター

kodomoshien@city.himeji.hyogo.jp

renais-a@city.himeji.hyogo.jp

1 子育て学習センター「おひさま」
1 地域子育て支援センター

子育て支援施設（主管課）
主管課名

市町名

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

（児童館・児童センター）

（地域子育て支援センター ひろば型）

2

西部子育て学習センター
東部子育て学習センター

福崎町 学校教育課

679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 0790-22-0560

0790-22-0630

相生市 子育て支援室

678-0031 相生市旭１－６－２８

0791-22-7175

0791-23-4596

たつの
児童福祉課
市

679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永１００５－１ 0791-64-3153

0791-63-0863

教育委員会生涯学習課

678-0292 赤穂市加里屋８１

0791-43-6858

0791-43-6895

子育て健康課

678-0292 赤穂市加里屋８１

0791-43-6808

0791-45-3396

671-2573 宍粟市山崎町今宿5-15

0790-62-1000

0790-62-2695

671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤1369-1

079-277-1013

079-276-3892

1 児童館

上郡町 健康福祉課

678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地 0791-52-1114

0791-52-6015

1 上郡町児童館

佐用町 健康福祉課子育て支援室

679-5305 佐用郡佐用町長尾905-9

0790-82-0342

1 さよう子育て支援センター
豊岡市立城崎子育てセンター
豊岡市立竹野子育てセンター
5 豊岡市立日高子育てセンター
豊岡市立出石子育てセンター
豊岡市立但東子育てセンター

太子町 生活福祉部

社会福祉課

0790-82-0341

豊岡市 こども育成課

668-0045 豊岡市城南町23番6号

0796-29-0053

0796-29-0054

朝来市 教育委員会

679-3431 兵庫県朝来市新井７３－１

079-677-2116

079-677-1513

社会教育課

養父市 教育委員会こども育成課

667-0101 養父市広谷２５０－１

079-664-0315

079-664-1758

香美町 教育委員会こども教育課

667-1392 美方郡香美町村岡区村岡３９０－１ 0796-94-0101

0796-98-1532

新温泉
福祉課
町

669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜阪２６７３－１ 0796-82-5620

0796-82-2970

保健福祉部福祉総務課

669-2397 兵庫県篠山市北新町41

079-552-7101

079-554-2332

市民生活部 人権推進課

669-2397 兵庫県 篠山市北新町４１

079-552-6926

079-552-2332

4

龍野子育てつどいの広場
新宮子育てつどいの広場
揖保川子育てつどいの広場
御津子育てつどいの広場

1

3

1 子育て学習センター

子育て支援センター つくしんぼの
館

kyosyogai@city.ako.lg.jp

kosodate@city.ako.lg.jp
山崎子育て支援センター
一宮子育て支援センター
波賀子育て支援センター
千種子育て支援センター
1 子育て学習センター

fukushi@town.hyogo-taishi.lg.jp
1

3

広谷幼児センター（子育てゆとり創造セン
ター）
大屋幼児センター（子育てゆとり創造セン
ター）
出合幼児センター（子育てゆとり創造セン
ター）

2

香美町立香住子育て・子育ち支援セン
ター
香美町立小代子育て・子育ち支援セン
ター

上郡町子育て学習センター

kenkou@town.kamigori.hyogo.jp
kosodateshien@town.sayo.lg.jp

1 豊岡市立子育て総合センター

kodomoikusei@city.toyooka.lg.jp

4

香美町立香住児童館

kosodate@city.aioi.hyogo.jp

jidofukushi@city.tatsuno.lg.jp

加里屋児童館
塩屋児童館
坂越児童館

4

1

メールアドレス
kyouiku@town.fukusaki.hyogo.jp

1 赤穂市子育て学習センター

赤穂市

宍粟市 健康増進課

1 福崎子育て支援センター
1 子育て支援センターげんき

中央児童館
3 段之上児童館
福栖児童館

施設名（子育て学習センター）

（地域子育て支援センター センター型）

生野子育て学習センター
和田山子育て学習センター
山東子育て学習センター
朝来子育て学習センター

shakaikyoiku@city.asago.hyogo.jp

kodomoikusei@city.yabu.hyogo.jp

1 香美町立高井子育て・子育ち支援センター

kodomokyouiku@town.mikata-kami.lg.jp

1 ふれあいセンター「ゆめっこランド」子育て支援部

1 浜坂子育て支援センター

fukushi@town.shinonsen.lg.jp

1 ささやま子育てふれあいセンター

2 たんなん子育てふれあいセンター

fukushisomu_div@city.sasayama.hyogo.jp

篠山市
1 篠山市立丹南児童館

jinken_div@city.sasayama.hyogo.jp
柏原学習センター
山南学習センター
春日学習センター
6
氷上学習センター
青垣学習センター
市島学習センター

669-3198 丹波市山南町谷川１１０

0795-70-0813

0795-70-0815

2

しろやま児童館
こうがやま児童館

健康福祉部福祉課

656-8686 洲本市本町３－４－１０

0799-22-3321

0799-22-1690

2

洲本市児童センター
洲本市児童館

教育委員会社会教育課

656-8686 洲本市本町３－４－１０

0799-24-7631

0799-26-1510

2

洲本市子育て学習センター
五色すこやか子育てセンター

sｈakyou@city.sumoto.hyogo.jp

淡路市 社会教育課

656-2192 兵庫県淡路市志筑1600番地１

0799-64-2520

0799-62-0551

5

津名子育て学習センター
岩屋子育て学習センター
北淡子育て学習センター
一宮子育て学習センター
東浦子育て学習センター

awaji_shakai@city.awaji.lg.jp

南あわ
健康福祉部少子対策課
じ市

656-0192 兵庫県南あわじ市広田広田1064番地 0799-44-3040

0799-44-3036

丹波市 子育て支援課

fukushi@city.sumoto.hyogo.jp

洲本市

1 南あわじ市児童館

1

南あわじ市子育て学習・支援セン
ター

shoushitaisaku@city.minamiawaji.hyogo.jp

