
令和５年４月末時点

〔西脇市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ひよこ保育園 ひよこ保育園 板波町 0795-22-3323

西脇市こどもプラザ
へそっこランド

黒田庄福祉センター  黒田庄町
0795-25-2801

（西脇市こどもプラザ）

どれみこども園
まちの子育てひろば

どれみこども園  高松町 0795-22-5740

つまこども園 つまこども園  寺内 0795-22-1693

重春野村マミイ
西脇市茜が丘複合施設

「Miraie」
野村町

0795-25-2801
（西脇市こどもプラザ）

西脇市こどもプラザ
あいあいランド

西脇市総合市民センター 野村町
0795-25-2801

（西脇市こどもプラザ）

西脇市こどもプラザ
西脇市茜が丘複合施設

「Miraie」
野村町

0795-25-2801
（西脇市こどもプラザ）

ひえっこ広場 比延こども園 比延町 0795-22-7258

〔三木市〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ぴよぴよひろば 三木市立上の丸保育所  上の丸町 0794-82-6020

コープ子育てひろば
NPO法人ほっぺ　加佐のひろば

加佐ハートフルプラザ３階 加佐
0794-87-7755

（コープ第４地区本部）

神和認定こども園
まちの子育てひろば

神和認定こども園  加佐八幡本 0794-82-7363

ママのおしゃべりタイム
自由が丘公民館
志染町公民館
別所町公民館

志染町
志染町
別所町

078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

コープ子育てひろば 
うっきっきー！

コープこうべ　協同学苑  志染町
0794-87-7755

（コープ第４地区本部）

コープ子育てひろば
NPO法人ほっぺ

コープ志染ぴっぴ
コープ志染　いこい～の志染 志染町

0794-87-7755
（コープ第４地区本部）

中１丁目幼児とママのつどい 中１丁目自治会館  志染町
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

なかよしタイム 三木市立広野幼稚園  志染町 0794-84-0777

乳幼児教育学級 志染町公民館 志染町 0794-87-3814

ひまわりっこ 志染町公民館 志染町
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

まちの子育て　ひろのひろば ひろの認定こども園  志染町 0794-85-2995

わくわく広場 三木市立志染保育所  志染町 0794-83-5660

わくわく自由ヶ丘ひろば 自由ヶ丘認定こども園  志染町 0794-85-3650

北播磨地区「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

えびすっこひろば
えびす福祉会

えびす認定こども園
宿原 0794-83-3247

生涯学級乳幼児セミナー
「にこにこクラブ」

三木南交流センター 福井 0794-83-1710

三木市立児童センター 三木市立児童センター  福井 0794-82-2069

てくてく広場 三木市立別所認定こども園  別所町 0794-82-7278

ひよこクラブ 細川町公民館  細川町 0794-86-2059

みんなのひろば　おおきなき みんなのひろば　おおきなき  緑が丘町 070-6667-7193

コープ子育てひろば
NPO法人ほっぺ

コープ三木緑が丘ぴっぴ

コープ三木緑が丘　コミュニティス
ペース

 緑が丘町
0794-87-7755

（コープ第４地区本部）

三木市吉川児童館 三木市吉川児童館  吉川町 0794-72-2220

よかわひまわりクラブ よかわ認定こども園  吉川町 0794-73-1171

〔小野市〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ノアくらぶ あお福音ルーテル教会  粟生町 0794-66-4752

あおこども園
まちの子育てひろば

幼保連携型　認定こども園
粟生こども園

 粟生町 0794-66-5947

市場ひろば 市場保育園  市場町 0794-62-2044

子育て広場「おひさま文庫」 自宅  市場町 0794-62-4400

亀鶴保育所
まちの子育てひろば

亀鶴保育所  河合中町 0794-66-7808

石井文庫 自宅 久保木町 0794-62-6324

小野東幼稚園ひよこ学級 小野東幼稚園 黒川町 0794-62-2666

まちの子育てひろば 白百合保育園  敷地町 0794-62-2823

来住保育所
まちの子育てひろば

来住保育所  下来住町 0794-62-4080

チャイコム広場 小野市立児童館チャイコム  浄谷町 0794-63-8588

いちご教室 中央保育所  新部町 0794-66-2944

下東条西保育園
まちの子育てひろば

下東条西保育所  住吉町 0794-67-0312

みやまひろば みやま保育園  中谷町 0794-67-0158

わかまつひろば 小野市立わか松幼稚園 西本町 0794-62-2113



〔加西市〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

たもんひろば 認定多聞こども園  尾崎町 0790-48-2383

加西市つどいの広場
ほくぶキッズ

オークタウン加西 鴨谷町 0790-44-0719

認定　白竜こども園
まちの子育てひろば

認定　白竜こども園  玉野町 0790-47-1185

愛の光キッズ 認定愛の光こども園  段下町 0790-48-2733

加西市つどいの広場
ぜんぼうキッズ

善防公民館  戸田井町 0790-48-3404

かさいっこクラブ 加西こども園 中野町 0790-49-2363

善防こども園　いちごくらぶ 善防こども園  西笠原町 0790-48-3765

かもっこくらぶ 加西市立賀茂幼児園 福住町 0790-46-0313

どんぐりくらぶ 加西市立北条ならの実こども園  北条町 0790-42-0420

ひよっこタイム・わくわくタイム 加西市健康福祉会館  北条町 0790-42-6704

まちの子育てひろば 北条保育園  北条町 0790-42-5566

すみれくらぶ 北条東すみれこども園  北条町 0790-43-1654

よつばっこくらぶ 加西市立泉よつばこども園 満久町 0790-45-0324

〔加東市〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

子育てさろん 秋津保育園 秋津 0795-47-0745

かめの子トータひろば 正覚坊こども園 上田 0795-42-2692

米田げんきっ子くらぶ 米田こども園 上久米 0795-44-0101

かもクラブ 加茂こども園 北野 要連絡　0795-48-5000

河高にこにこキッズ 河高こども園 河高 0795-48-2398

まちの子育てひろば 高岡育児園 高岡 0795-48-2624

泉こども園
まちの子育てひろば

泉こども園 西垂水 0795-42-0100

すくすくひろば 東条こども園 掎鹿谷 0795-47-1601

なかよしひろば 加東市立鴨川保育園 平木 0795-45-0271

サンフラワーひろば 社福祉センター 社
0795-42-2006

（加東市社会福祉協議会）

ファミサポ交流ひろば
加東市

ファミリー・サポート・センター
社 0795-43-0444

どんぐりっこ やしろショッピングパークBio 社 0795-38-8884

兵庫教育大学附属幼稚園
子育てひろば

兵庫教育大学附属幼稚園 山国 0795-40-2227



〔多可町〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

みなみ児童館
「まちの子育てひろば」

多可町立みなみ児童館  加美区 0795-35-1420

さくら広場 あさかこども園  中区 0795-32-0026

四恩こども園
ひまわりサロン

社会福祉法人四恩こども園  中区
要連絡　0795-32-2915

sion_kids@maia.eonet.ne.jp

中児童館 中児童館  中区 0795-32-4328

にこにこひろば
多可町子育てふれあい

センター
 八千代区 0795-32-2816


