
令和4年1月1日現在

地域別 市町 施設名 設置主体 種別 設立年月日 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

西宮市立むつみ児童館 西宮市 小 S44.5.1 662-0842 西宮市芦原町7番7号 (0798)66-0510

西宮市立浜脇児童館 西宮市 小 S46.4.1 662-0941 西宮市浜脇町3-13 (0798)35-2359

西宮市立津門児童館 西宮市 小 S46.10.1 663-8247 西宮市津門稲荷町5-23 (0798)35-6297

西宮市立鳴尾児童館 西宮市 小 S49.5.1 663-8136 西宮市笠屋町19-1 (0798)46-7496

西宮市立大社児童センター 西宮市 セ S56.4.1 662-0865 西宮市神垣町7-32 (0798)73-4702

西宮市立高須児童センター 西宮市 セ S59.4.1 663-8141 西宮市高須町2丁目1-35 (0798)49-1308

西宮市立塩瀬児童センター 西宮市 セ S51.9.1 669-1134 西宮市名塩新町1番地 (0797)61-1710

段上児童館
(社)西宮市
社会福祉事業団

小 S51.9.1 663-8006 西宮市段上町2丁目10-23 (0798)53-8303

西宮市立山口児童センター 西宮市 セ H21.4.1 651-1412 西宮市山口町下山口4丁目1-8 (078)904-2055

芦屋市
(１) 芦屋市立児童センター 芦屋市 セ S61.5.1 659-0061 芦屋市上宮川町10-5 (0797)22-9229

伊丹市立児童館 伊丹市 小 R2.12.25 664-0855 伊丹市御願塚6丁目1-1 (072)767-7676

伊丹市立人権啓発センター・児童館 伊丹市 小 S49.9.15 664-0871 伊丹市堀池2-2-20 (072)781-2517

神津児童館 伊丹市 小 H28.5.6 664-0842 伊丹市森本１丁目8番地22 (072)764-6781

川西児童館 川西市 小 S55.10.1 666-0032 川西市日高町1-2 (072)758-8398

川西市久代児童センター 川西市 セ S61.5.1 666-0024 川西市久代3丁目16-30 (072)756-1321

三田市
(１)

三田市立池尻児童館 三田市 小 S58.10.1 669-1548 三田市池尻710 (079)564-6881

宝塚市立高司児童館 宝塚市 小 H12.4.1 665-0051 宝塚市高司4丁目4番24号 (0797)76-0205

中筋児童館 (社)愛和会 小 H12.10.1 665-0874 宝塚市中筋2丁目10-18 (0797)80-4156

宝塚市立大型児童ｾﾝﾀｰ 宝塚市 セ H14.6.1 665-0867 宝塚市売布東の町12番8号 (0797)85-3861

宝塚市立安倉児童館 宝塚市 小 H14.10.1 665-0823 宝塚市安倉南1丁目2‐1 (0797)86-1762

御殿山児童館
(社)聖隷福祉
事業団

セ H15.4.1 665-0841 宝塚市御殿山２丁目１番70号 (0797)85-5155

宝塚市立西谷児童館 宝塚市 小 H17.11.1 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1 (0797)91-0735

野上児童館
(社)聖隷福祉
事業団

セ H20.11.1 665ｰ0022 宝塚市野上2丁目3-38 (0797)76-4501

山本山手子ども館 宝塚市 小 H22.4.1 665-0887 宝塚市山手台東1丁目4番1号 (0797)89-3322

加古川市
(１)

加古川市立志方児童館 加古川市 小 S42.4.1 675-0321 加古川市志方町志方町1758-3 (079)452-0505

稲美町
（１）

稲美町立子育て交流施設 稲美町 小 R3.4.1 675-1113 稲美町岡1802番地の2 (079)497-7100

播磨町
(１)

南部子育て支援センター 播磨町 小 H18.4.1 675-0144 加古郡播磨町北本荘3丁目2番31号 (079)437-4188

三木市立児童センター 三木市 セ H7.5.1 673-0433 三木市福井1933-12 (0794)82-2069

三木市立吉川児童館 三木市 小 H12.4.1 673-1115 三木市吉川町大沢412 (0794)72-2220

西脇市
(１)

西脇市こどもプラザ 西脇市 小 H28.4.1 677-0057 西脇市野村町茜が丘16番地の１ (0795)25-2801

小野市
(１)

小野市立児童館 小野市 小 H14.8.11 675-1317 小野市浄谷町2859外 (0794)63-8588

加東市社児童館やしろこどものいえ 加東市 小 H11.4.15 673-1423 加東市東古瀬477番地1 (0795)42-8543

加東市滝野児童館 加東市 小 H15.4.1 679-0212 加東市下滝野1369番地2 (0795)48-0765

多可町中児童館 多可町 小 S58.1.10 679-1106 多可郡多可町中区高岸425-6 (0795)32-4328

多可町みなみ児童館 多可町 小 H15.12.10 679-1214 多可郡多可町加美区的場68-1 (0795)35-1420

県立こどもの館 兵庫県 大 H1.7.21 671-2233 姫路市太市中915-49 (079)267-1153

姫路市立飾磨児童センター 姫路市 セ S56.7.11 672-8064 姫路市飾磨区細江2654 (079)234-6090

姫路市立広畑児童センター 姫路市 セ S56.10.1 671-1116 姫路市広畑区正門通１丁目7-3 (079)239-8440

姫路市立網干児童センター 姫路市 セ S57.4.1 671-1253 姫路市網干区垣内中町120 (079)274-4732

姫路市立東児童センター 姫路市 セ S58.3.1 671-0252 姫路市花田町加納原田813 (079)253-6001

姫路市立安室児童センター 姫路市 セ S60.3.1 670-0081 姫路市田寺東２丁目7-13 (079)294-7212

姫路市立面白山児童センター 姫路市 セ H2.10.3 670-0055 姫路市神子岡前3丁目8番1号 (079)294-3345

姫路市立北児童センター 姫路市 セ H3.4.1 679-2122 姫路市豊富町御蔭1110-3 (079)264-4250

姫路市立東光児童センター 姫路市 セ H1.3.4 670-0835 姫路市幸町99-1 (079)223-4711

姫路市立灘児童センター 姫路市 セ H11.4.15 672-8021 姫路市白浜町宇佐崎中2丁目520 (079)247-3710

姫路市宿泊型児童館星の子館 姫路市 大 H4.5.1 671-2222 姫路市青山1470-24 (079)267-3050

姫路市立坊勢児童館 姫路市 小 H4.4.1 672-0103 姫路市家島町坊勢303-3 (079)327-1655

赤穂市立加里屋児童館 赤穂市 小 S46.5.1 678-0233 赤穂市加里屋中州5丁目21 (0791)43-2360

赤穂市立坂越児童館 赤穂市 小 S50.4.1 678-0173 赤穂市浜市372 (0791)48-8624

赤穂市立赤穂東児童館 赤穂市 小 H26.4.10 678-0225 赤穂市海浜町141番地 (0791)45-7115

赤穂市立塩屋児童館 赤穂市 小 H23.4.1 678-0258 赤穂市古浜町64 (0791)42-0455

たつの市(1) たつの市立中央児童館 たつの市 小 S53.4.1 679-4167 たつの市龍野町富永1005-1 (0791)63-5118

丹波市
(１)

こうがやま児童館 丹波市 小 H14.1.10 669-3601 丹波市氷上町成松217 (0795)82-8620

丹波篠山市
(１)

篠山市立丹南児童館 篠山市 小 S54.4.1 669-2213 篠山市中野28 (079)594-1003

洲本市児童センター 洲本市 セ H4.2.4 656-0024 洲本市山手2丁目2-26 (0799)26-0022

洲本市児童館 洲本市 小 H7.6.1 656-1313 洲本市鮎原西142-4 (0799)32-1433

南あわじ市
(１)

南あわじ市児童館 南あわじ市 小 S40.4.1 656-0502 南あわじ市福良乙999-1 (0799)52-3999

県所管 １８市３町５７館

神戸市 １市１２１館（直営117　民間４）

県立 １館（こどもの館）

計 １９市３町１７９館

児童厚生施設(児童館)市町別一覧表

阪神南
(１０)

西宮市
(９)

阪神北
(１４)

伊丹市
(３)

川西市
(２)

宝塚市
(８)

東播磨
(３)

北播磨
(８)

三木市
(２)

加東市
(２)

多可町
(２)

中播磨
(１２)

姫路市
(１２)

西播磨
(５)

赤穂市
(４)

詳しくは神戸市のＨＰをご覧下さい。https://www.city.kobe.lg.jp/kosodate/chiiki/jidokan/index.html

※　種別欄　　大：大型児童館　　小：小型児童館　セ：児童センター　を表す。

丹波
(２)

淡路
(３)

洲本市
(２)


