
令和５年４月末時点

〔豊岡市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

出石子育てセンター 豊岡市立出石子育てセンター 出石町 0796-52-6188

おさかおのこども園
「ちびっこひろば」

おさかおのこども園 出石町 0796-53-2700

のびのびクラブ
社会福祉法人愛育会

出石愛育園
出石町 0796-52-2137

子育て総合センター 豊岡市立子育て総合センター 大手町 0796-24-4604

コープ子育てひろば
コープくらぶ　ひこうきぐも

コープデイズ豊岡
組合員集会室

加広町
　　　　　0796-24-1266

（コープこうべ第7地区本部）

おもしろたのしみえ
こども園

おもしろたのしみえこども園 鎌田 0796-24-0462

城崎子育てセンター 豊岡市立城崎子育てセンター 城崎町 0796-32-4666

城崎こども園
まちの子育てひろば”さくらんぼ”

認定こども園　城崎こども園 城崎町 0796-32-2269

港認定こども園
まちの子育てひろば

豊岡市立港認定こども園 気比 0796-28-2107

西保育園
まちの子育てひろば

豊岡市立西保育園 正法寺 0796-23-0018

豊陵保育園
まちの子育てひろば

豊陵保育園 中央町 0796-23-2772

えだまめらんど 豊岡市健康増進課 立野町
0796-24-1127

（豊岡市健康増進課）

ひかりの子幼児教室 豊岡地区コミュニティセンター 立野町 0796-22-4868

竹野子育てセンター 豊岡市立竹野子育てセンター 竹野町 0796-47-2030

森本へき地保育園
まちの子育てひろば
「なかよしひろば」

森本へき地保育園 竹野町 0796-48-0300

ヨチヨチランド
竹野南地区コミュニティ

センター
竹野町 0796-48-0008

合橋認定こども園
まちの子育てひろば

「つくもひろば」
合橋認定こども園 但東町 0796-54-0105

なかよしひろば 資母認定こども園 但東町 0796-56-0245

にこにこ広場 高橋認定こども園 但東町
078-341-7711 内線2780
（兵庫県男女青少年課）

但東子育てセンター 豊岡市立但東子育てセンター 但東町 0796-21-9079

日高子育てセンター 豊岡市立日高子育てセンター 日高町 0796-42-4610

蓼川保育園
まちの子育てひろば

蓼川保育園 日高町 0796-42-0169

八代保育園 八代保育園 日高町 0796-42-1731

こくふこども園
まちの子育てひろば

「つくしんぼ」
こくふこども園 日高町 0796-42-1717

蓼川第二保育園
まちの子育てひろば

蓼川第二保育園 日高町 0796-42-1122

まちの子育てひろば
みかたの森こども園

みかたの森こども園 日高町 0796-44-0610

八条認定こども園
まちの子育てひろば

八条認定こども園 弥栄町
078-341-7711 内線2780
（兵庫県男女青少年課）

但馬地区「まちの子育てひろば」一覧表　

※開設者等の了承が得られたひろばの情報を掲載しています。
　 ひろば活動内容や開催日時については記載の連絡先までお問い合わせ下さい。



〔養父市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

子育てサロン「そよ風」 いきいきサロン｢そよ風｣ 上箇
079-664-1142

（養父市社会福祉協議会
養父支部）

子育てサロン関宮 関宮ふれあいの郷 関宮
079-667-3248

（養父市社会福祉協議会
関宮支部）

手作り広場ほわほわ
養父市立関宮高齢者
総合保健福祉センター

ふれあいの郷
関宮

079-667-3248
（養父市社会福祉協議会

関宮支部）

あそびの広場 出合こども園 出合 079-667-8630

子育てひろば・すくすく 広谷こども園 広谷 079-664-0706

三谷こども園子育てひろば 三谷こども園 三谷 079-666-0403

やぶ子育て広場 養父市立養父こども園 養父市場 079-662-0365

子育て広場「のびのび」 養父市立伊佐こども園 八鹿町 079-662-2528

なかよしひろば 養父市立宿南こども園 園庭 八鹿町 079-662-5110

おひさま広場 たいようこども園 八鹿町 079-662-4835

ふれあいさろんパンダ 認定こども園 童和こども園 八鹿町 079-662-5511

まちの子育てひろば
「にこにこるーむ」

日光認定こども園 八鹿町 079-662-2807

子育てサロン高柳 高柳ふれあい倶楽部 八鹿町 079-662-4751（代表者）

子育て支援センターたいよう
「たいようひろば」

子育て支援センターたいよう 八鹿町
079-663-1555

kosodate-taiyou@xa2.so-net.ne.jp

絵本のゆとり広場 養父市立関宮こども園 吉井 079-667-2184

〔朝来市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

生野子育て学習センター
生野子育て学習センター
（生野口銀谷ふれあい

センター内）
生野町 079-679-4010

アイアイ広場 朝来市立生野こども園 生野町 079-679-3602

中川にこにこひろば
認定こども園

朝来市立中川こども園
桑市 079-678-0077

山東子育て学習センター 山東生涯学習センター 山東町 079-676-4633

さくらんぼるーむ やなせこども園 山東町 079-676-2344

バンビ教室 あわが保育園 山東町 079-676-3329

まちの子育てひろば
「リボン・ほっとサロン」

リボンプレイルーム
（若草寮内）

山東町
079-676-5035

（児童家庭支援センターリボン）

朝来子育て学習センター
すまいる

朝来子育て学習センター 羽渕 079-677-0202

こばと 山口こども園 プレイルーム 羽渕 079-677-0140

朝来市和田山子育て学習
センター

和田山生涯学習センター内 和田山町 079-672-6170



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

おやこルーム めばえのにわ保育園 和田山町 079-670-2236

東河なかよし広場 東河こども園 和田山町 079-672-3257

枚田みのり保育園
おやこるーむ

枚田みのり保育園 和田山町 079-672-5504

〔香美町〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

小代子育て・子育ち
支援センター

小代子育て・子育ち
支援センター

小代区忠宮 0796-97-3377

おじろ子育てパーク 小代認定こども園 小代区実山 0796-97-2039

ぽっぽクラブ 余部地区公民館 香住区余部
0796-34-0415

（余部地区公民館）

ブックランド 柴山地区公民館1階会議室 香住区上計
0796-37-0821

（柴山地区公民館）

おはなしの国 香住区中央公民館 香住区香住
0796-36-3764

(香住区中央公民館）

夢ふうせん 奥佐津地区公民館 香住区下岡
0796-38-0832

（奥佐津地区公民館）

あおば”すくすく” 青葉保育園 香住区下浜 0796-36-3135

みっくす 香住地域福祉センター 香住区森 0796-39-1507

高井子育て・子育ち支援
センター

高井子育て・子育ち支援
センター

村岡区耀山 0796-94-0402

ひろば宝樹 宝樹保育園 園舎内 村岡区村岡 0796-98-1234

村岡区中央公民館 村岡区中央公民館 村岡区村岡 0796-98-1366

〔新温泉町〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

はまさかの里
特別養護老人ホーム

はまさかの里
戸田 0796-82-5533

大庭まちの子育てひろば 大庭認定こども園 二日市 0796-82-1239

いちごくらぶ
・新温泉町文化会館
・特養老人ホーム

はまさかの里1Fロビー

・浜坂
・戸田

0796-82-2962

浜坂子育て支援センター 浜坂子育て支援センター 浜坂 0796-82-4152

チビッコサークル 諸寄基幹集落センター 諸寄
078-341-7711 内線2780
（兵庫県男女青少年課）

諸寄まちの子育てひろば 明星認定こども園 諸寄 0796-82-4831


