
駅前の商業施設「アイティ」の

4階に市の子育て支援総合拠

点施設として設置。 時間制で

有料の「子ども広場」には様々

な遊具、玩具などを用意。

◆交流室

◆子ども広場

◆子育て支援センター

◆延床面積 862㎡

（子ども広場のみ）

◆子ども広場利用料：大人

300円、子ども200円

⑫ 豊岡市
WACCU TOYOOKA（ワック トヨオカ）

民間商業施設の３・４階に福

祉・子育て関連施設・窓口等を

集約・複合化。 図書館や親子

で遊べる遊び場施設などを併

設。

◆市立図書館

◆コミュニティールーム

◆子育て支援センター

（あそび場施設）

◆展示ギャラリー

◆延床面積：8,032㎡

（3階・4階合計）

⑬ 宮津市
福祉・教育総合プラザ

ワーケーションや地域の交流

拠点としてリニューアルされ

た施設。 レンタルオフィスの

事業者や学生、市民との交流

イベントなども行われている。

◆レンタルオフィス

◆コワーキングスペース兼イ

ベントスペース

◆延床面積：832㎡

（地上2階建）

⑯ 宮津市
前尾記念クロスワークセンターMIYAZU

植村直己の貴重な実物資料

や、ビジュアル資料が展示。屋

内外で遊べるアクティビティ

や、カフェなどを併設。

◆博物館

◆アクティビティ施設

◆テント・キャンプ施設

◆ミュージアムショップ・カ

フェ

◆ 延床面積：2,395㎡

◆利用料：ミュージアムエリア

+付帯施設 770円

（年間パスなども有り）

⑮ 豊岡市
植村直己冒険館

平成30年7月に施設の一部

を改装しリニューアルし、芝生

の庭や飲食が出来る談話ス

ペース、カフェなども設置され

ている。

◆展示スペース

◆視聴覚ブース

◆館内ラウンジ

◆テラス席

◆芝生広場

◆延床面積：2,804㎡

⑭ 豊岡市
豊岡市立図書館

豊岡市が旧・城崎大会議館

をリニューアルし舞台芸術を

中心とした芸術活動のための

滞在制作を行う施設。

◆スタジオ

◆ホール

◆キッチン

◆宿泊施設

◆敷地面積：2,717㎡

◆ 延床面積：3,944㎡

（地下1階、地上4階）

⑨ 豊岡市
KIAC（城崎国際アートセンター）

生涯学習の総合施設として

設置され、図書館や308席の

ホール、展示室工房など備え

ている。

◆ 町立図書館

◆ ホール

◆ 岩滝地域公民館

◆ 展示室、工房

◆ 視聴覚室

◆ 延床面積:2,999㎡

（地上2階建）

⑩ 与謝野町
生涯学習センター知遊館

地域産の木材を利用した木

造建築で伊根町役場や子育て

支援センター診療所などを併

設。

◆町立図書室

◆ホール・多目的室

◆調理実習室

◆ 延床面積 2,400㎡

（地上2階）

⑪ 伊根町
伊根町コミュニティセンターほっと館

図 会 図 会

会 子 会図 子

図 飲 飲 子 会
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資料３



福知山駅前に立地し、北京都

ジョブカフェ※や図書館の利

用者には無料の託児所が併設

されいる。

◆市立図書館中央館

◆市民交流プラザ

（会議室、視聴覚室など)

◆中央公民館

(北京都ジョブカフェ※、

クッキングルーム、など）

◆延床面積 6,426 m²

（地下1階 地上4階）

⑦福知山市
市民交流プラザふくちやま

※ハローワークと連携した就職支援拠点

“あそび”テーマに、子供と大

人が一緒にあぞぶ場所として

設置された施設。施設内の設

備には木がふんだんに使用さ

れている。

◆交流室

◆遊具施設

◆おもちゃコーナー

◆絵本コーナー

◆中庭・砂場

◆年間利用者数：

62,250人(R1）

◆延床面積： 1,307 m²

◆利用料：無料

(市外在住者は200円）

「市民の健康増進と多様な

交流・にぎわいの拠点」として

の活用を目指して設置された

施設。

◆会議室・交流室

◆カフェ

◆多世代交流施設

「まなびあむ」

◆料理室・視聴覚室など

◆地域包括支援センター

◆JA支店・直売所

◆簡易宿泊機能

◆延床面積：約1,307.41㎡

（地上4階）

由良川の河口に面し、若狭湾

を望む景勝地にある、宿泊の

できる児童厚生施設。児童の

自然体験が年中行え、会議・研

修会等にも利用できる。

◆会議室・研修室

◆プレイルーム

◆宿泊施設・浴室

◆利用料（1泊2日)：

児童 1,000円

中学生 1,500円

高校生以上 2,000円

（プレイルーム・会議室など

の使用料は別途）

地域の文化・福祉の拠点とし

て利用され、子育て支援セン

ター内には親子で利用出来る、

プレイルームも備えられてい

る。

◆市立図書館 夜久野分館

◆夜久野地域公民館

（ホール、会議室、調理実習

室など）

◆子育て支援センター

◆福知山市役所夜久野支所

◆延床面積 2,964 m²

（地上2階）

福知山市三段ヶ池公園内に

あり、科学について楽しみな

がら体験できる科学館。様々

な企画展やイベントも行われ、

動物園、植物園なども併設。

◆プラネタリウム

◆キッズ広場

◆延床面積：2307.9㎡

◆年間利用者数：

31,274人(R1)

◆利用料：

大人330円・子供160円

京都府、綾部市、国立大学法

人京都工芸繊維大学の共同運

営による産学公連携拠点。

◆フリースペース・会議室

◆多目的ホール

◆ 京都工芸繊維大学

綾部地域連携室

◆京都府中小企業技術セン

ター 中丹技術支援室

◆高速開発支援センター

◆延床面積：1,472㎡

（地上2階）

② 舞鶴市
子育て交流施設 あそびあむ

③ 舞鶴市
多世代交流施設 まなびあむ

① 舞鶴市
神崎児童センターまいまいハウス

④ 福知山市
夜久野ふれあいプラザ(夜久野町生涯学習センター)

⑥ 福知山市
福知山市児童科学館

⑧綾部市
北部産業創造センター

会 子 会 子 飲会 子

会図 子

子

舞鶴市の産業と観光の拠点

として利用され、舞鶴湾が一

望出来る展望台も設けられて

いる。

◆コンベンションホール

◆会議室

◆観光情報プラザ

◆土産物販売

◆ハローワーク

◆商工会議所

◆展望台

◆延床面積：6,350㎡

（地上6階建）

⑤ 舞鶴市
商工観光センター(まいづるベイ・プラザ）
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会図 子 会

5

7

4

6

32

8

1

：図書館機能 ：会議機能 ：飲食機能 :子育て機能飲会図 子

周辺市町の市民利用施設 その2


