
令和５年４月末時点

〔相生市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

コープ子育てひろば
わいわいひろば相生

コープデイズ相生
組合員集会室

旭
079-292-3300

（コープ第７地区本部）

まちの子育てひろば 相生市立総合福祉会館 旭
0791-23-2666

（相生市社会福祉協議会）

ひよこクラブ  相生市立東部公民館 向陽台
0791-22-7804
（東部公民館）

Ｙ.Ｙひろば 相生市立東部公民館 向陽台
0791-23-2666

（相生市社会福祉協議会）

りとるりーふ 八幡保育所遊戯室 那波本町 0791-22-1525

げんきっ子
小規模多機能型
居宅介護事業所

「ふたば」地域交流室
双葉

0791-23-2666
（相生市社会福祉協議会）

緑ケ丘ひろば 緑ケ丘自治会館 緑ケ丘
0791-23-2666

（相生市社会福祉協議会）

矢野っこひろば 矢野町交流広場 矢野町
0791-23-2666

（相生市社会福祉協議会）

どんぐりひろば
相生市立若狭野

多目的研修センター
若狭野町

0791-23-2666
（相生市社会福祉協議会）

竹の子ひろば 隆公民館 山手
0791-23-2666

（相生市社会福祉協議会）

〔たつの市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

いっさいひがしこどもえん
広場

揖西東こども園 揖西町 0791-66-0270

揖保川子育てつどいの広場 揖保川公民館 揖保川町 0791-72-6577

子育て支援センター
つくしんぼの館

子育て支援センター
つくしんぼの館

揖保川町
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）

第一仏光こども園
まちの子育てひろば

第一仏光こども園 揖保川町 0791-72-3240

 まちの子育てひろばらんらん 揖保川総合支所 揖保川町
0791-72-7294

（たつの市社会福祉協議会
揖保川支部）

すみれこども園
まちの子育てひろば

すみれこども園 揖保町 0791-67-0337

龍野太陽ひろば 龍野太陽保育園 揖保町 0791-67-1351

たつの市立神岡保育所
ひろば

たつの市立神岡保育所 神岡町 0791-65-1193

心光こども園
まちの子育て広場

認定こども園心光こども園 新宮町 0791-75-3318

子育てひろばハートフレンズ 新宮ふれあい福祉会館 新宮町
0791-75-5084

(たつの市社会福祉協議会
新宮支部)

新宮こども園
まちの子育てひろば

たつの市立新宮こども園 新宮町 0791-75-4185

西播磨地区「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。



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

たつの市新宮子育て
つどいの広場

たつの市立新宮こども園内 新宮町 0791-75-4646

てんとう虫広場 香島保育園 新宮町 0791-77-1014

東栗栖保育園
まちの子育てひろば

東栗栖保育園 新宮町 0791-75-0188

あさひひろば 認定こども園 旭こども園 龍野町 0791-63-1848

コープ子育てひろば
たっち♪

コープ龍野　組合員集会室 龍野町
079-292-3300

　（コープ第７地区本部）

ここはみんなの広場 片山公民館 龍野町 090-7489-4147

龍野子育てつどいの広場 たつの市はつらつセンター 龍野町 0791-62-9255

たつの市中央児童館
まちの子育てひろば

たつの市中央児童館 龍野町 0791-63-5118

たんぽぽ保育園
まちの子育てひろば

たんぽぽ保育園 龍野町 0791-63-2777

かわい子広場「ほっこりん」 小宅南こども園 龍野町
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）

たつの市立御津北こども園
まちの子育てひろば

たつの市立御津北こども園 御津町 079-322-2278

御津子育てつどいの広場 御津やすらぎ福祉会館 御津町 079-322-2208

〔赤穂市〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

なかよし学級 御崎保育所 朝日町 0791-42-3338

赤穂海浜公園まちの子育てひろば 兵庫県立赤穂海浜公園 御崎 0791-45-0800

赤穂東児童館
まちの子育てひろば

赤穂東児童館 海浜町 0791-45-7115

赤穂地区母親クラブ 加里屋児童館 加里屋中州
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）

おれんじの日
にこにこひろば

赤穂市子育て学習センター 加里屋中州 0791-45-3290

加里屋児童館
まちの子育てひろば

加里屋児童館 加里屋中州 0791-43-2360

さくらんぼ学級 塩屋保育所 古浜町 0791-42-0323

おさき・ふれあいひろば 尾崎公民館 さつき町 0791-45-0039

ひまわり学級 尾崎保育所 清水町 0791-42-2297

ひまわり園 赤穂市民病院 中広 0791-43-3222

坂越児童館
まちの子育てひろば

坂越児童館 浜市 0791-48-8624

なかよし学級 赤穂市立有年保育所 東有年 0791-49-2297



〔宍粟市〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

まちの子育てひろば 一宮ひかり保育所 一宮町
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）

こあらっこひろば 宍粟市立一宮北こども園 一宮町 0790-74-1628

波賀みどり保育園
なかよし広場

波賀みどり保育園 波賀町 0790-75-3641

コープ子育てひろば
森のくまさん

コープこうべ
宍粟組合員集会室

山崎町
079-292-3300

　（コープ第７地区本部）

こころの広場 誠心学園保育園 山崎町 0790-63-1389

菅野幼稚園なかよし広場 宍粟市立菅野幼稚園 山崎町 0790-62-1176

ドロンコひろば ののはな保育園 山崎町 0790-63-0170

なかよしひろば 宍粟市立河東幼稚園 山崎町 0790-62-1563

なかよし広場 宍粟市立神野幼稚園 山崎町 0790-62-1184

なかよし広場しろのこ 宍粟市立城下幼稚園 山崎町 0790-62-0861

にこにこ広場 宍粟市立戸原保育所 山崎町 0790-62-1576

にっこり広場 宍粟市立かしわの保育所 山崎町 0790-62-7488

にっこり広場 宍粟市立城東保育所 山崎町 0790-62-6881

山崎聖旨保育園「さふらん組」 山崎聖旨保育園 山崎町 0790-62-1137

子育ておしゃべりサロン 宍粟防災センター 山崎町
0790-62-5530（宍粟市社会福祉

協議会山崎支部）

〔太子町〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ぽぽたん 太子町保健福祉会館 老原
079-276-4111

（太子町社会福祉協議会）

二葉保育園
まちの子育てひろば

二葉保育園 太田 079-277-0163

はおとの森こども園 はおとの森こども園 上太田 079-276-6210

まちの子育てひろば　　にこにこ
太子町子育て支援センター

ひまはぴ
佐用岡 079-277-3880

にじいろ広場
幼保連携型認定こども園
二葉にじいろこども園

原 079-276-7277

あんようほいくえん
すくすくひろば

幼保連携型認定こども園
安養保育園

福地 079-276-3680

にこにこ子育てひろば 認定こども園　石海保育園 福地 079-277-2600



〔上郡町〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

いずみっこ 泉心学園幼児棟 尾長谷 0791-52-0168

上郡町社会福祉協議会
子育て支援室

上郡町社会福祉協議会 上郡
0791-52-2910

（上郡町社会福祉協議会）

〔佐用町〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

子育てひろば　「ひだまり」 ふれあいの里　三日月 下本郷
0790-78-0830

（佐用町社会福祉協議会）

子育てひろば　「ひまわり」 センターひまわり 東徳久
0790-78-0830

（佐用町社会福祉協議会）


