
令和４年度　

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」県立施設等の受入先一覧

兵庫県教育委員会



番号 地域 関係部局 施 設 名 〒 所 在 地 電話番号 活動内容（具体的に） 実施時期 備 考

1 神戸 企画県民部 兵庫県民会館 650-0011 神戸市中央区下山手通４-１６-３ 078-321-2131

・館内施設見学 （ホールの舞台照明や音響
について学習）
・フロント業務体験 （接客事務全般）
・監視盤業務体験 （機械室等の設備見学）　
・警備業務体験 （館内点検及び巡回）
・清掃業務体験 （館内外清掃）

１１月頃 受入人数：４名まで

2 神戸 企画県民部
県立美術館王子分館 
(原田の森ギャラリー・
横尾忠則現代美術館)

657-0837 神戸市灘区原田通３-８-３０ 078-855-5602

・美術館の来館者対応 （受付・もぎり等）
・ミュージアムショップ営業業務補助
・広報事務補助
・館内巡回　など

６月・１１月

受入人数：２名
※概ね毎週月曜が休館
のため、火曜から金曜の
４日間の受入。

3 神戸
企画県民部
(消費生活課)

県立消費生活総合センター 650-0046 神戸市中央区港島中町４丁目２ 078-302-4001

・消費者への各種普及啓発活動の実施 （消
費者トラブルの未然防止、ＳＤＧｓの実現等
に関する学習及び啓発）
・消費者力アップのための各種講座の体験  
消費者力アップ体験学習会、消費生活講座
等への参加）

６月・１１月
いずれも可

感染予防のため人数制
限する場合もあり。

4 神戸
企画県民部

（防災）
人と防災未来センター 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１-５-２ 078-262-5068

・観覧案内
（人と防災未来センターにおいて来館者に対
するアテンドなどの対応を体験）
・資料整理
 （ 人と防災未来センターが収蔵する各種資
料の整理や資料室の業務を体験）

６月・１１月
いずれも可

・概ね毎週月曜日が休館
日のため、体験活動は火
曜～金曜の４日間が標
準（観覧案内、資料整理
各２日）
・同一期間に複数校を受
入不可
・原則先着順で対応

5 神戸
企画県民部
(兵庫津ミュー
ジアム整備室)

県立兵庫津ミュージアム 652-0844 神戸市兵庫区中之島２丁目１番１７ 078-651-1868

・館内施設見学 （兵庫県の歴史学習、施設
設備学習等）
・来館者受付業務補助
・清掃業務体験 （館内外清掃）
・ボランティア業務体験 （歴史紹介、まち歩
きツアー等の補助）
・イベント補助

受入時期・受入人数は要
調整
（R４.４～１１月は初代県
庁館でのみ受入可能）

6 神戸 健康福祉部
救護施設

のぞみの家
651-2181

神戸市西区曙町１０７０
（総合リハビリテーションセンター）

078-927-2727 福祉体験活動 ６月・１１月 受入人数：３名

7 神戸 健康福祉部 職業能力開発施設 651-2181
神戸市西区曙町１０７０
（総合リハビリテーションセンター）

078-927-2727 福祉体験活動 ６月・１１月 受入人数：２名

8 神戸 健康福祉部
多機能型事業所
あけぼのの家

651-2181
神戸市西区曙町１０７０
（総合リハビリテーションセンター）

078-927-2727 福祉体験活動 １１月 受入人数：２名

9 神戸 健康福祉部
障害者支援施設

自立生活訓練センター
651-2181

神戸市西区曙町１０７０
（総合リハビリテーションセンター）

078-927-2727 福祉体験活動 ６月・１１月 受入人数：３名

10 神戸 健康福祉部
障害児入所施設
おおぞらのいえ

651-2181
神戸市西区曙町１０７０
（総合リハビリテーションセンター）

078-927-2727 福祉体験活動 ６月・１１月 受入人数：２名

11 神戸 健康福祉部 保育室 651-2181
神戸市西区曙町１０７０
（総合リハビリテーションセンター）

078-927-2727 福祉体験活動 １１月 受入人数：２名

12 神戸 健康福祉部 万寿の家 651-1133 神戸市北区鳴子３丁目１-１８ 078-595-7010 福祉体験活動 ６月・１１月
受入人数：特養３名、カ
フェ２名

13 神戸 農政環境部 兵庫楽農生活センター 651-2304 神戸市西区神出町小束野３０-１７ 078-965-2651
・場内の体験ほ場の管理
・簡易な環境整備
・イベントの開催補助　ほか

１０月中旬

14 神戸 産業労働部 兵庫県中央労働センター 650-0011 神戸市中央区下山手通６丁目３-２８ 078-341-2271

・窓口受付業務
・会議室設営及び点検補助
・付属設備設営及び消毒作業の補助
・その他 センター業務に係る運営補助

１１月頃

・新型コロナウイルス感
染症の感染状況をみて、
受入の可否を決定。
・受入の場合も人数、日
数を調整した上で行う。

15 神戸 産業労働部 (公財)兵庫県国際交流協会 651-0073
神戸市中央区脇浜海岸通１-５-１
国際健康開発センター２Ｆ

078-230-3260

・ひょうご国際プラザ図書資料コーナーでの
業務補助
・多文化共生、国際交流、イベント等の事務
補助等

１１月頃

受入人数：最大３名程度
（原則１校１名）
１１月の中で、受入期間
を限定する場合あり。

16 神戸 産業労働部 工業技術センター 654-0037 神戸市須磨区行平町３-１-１２ 078-731-4033 技術支援、研究業務の補助 ６〜１１月 受入人数：４名程度

17 神戸 県土整備部
県立舞子公園
（移情閣を除く）

655-0047 神戸市垂水区東舞子町２０５１ 078-785-5090

・園内作業 （清掃、花苗植等）
・プロムナードでの受付案内業務、館内巡回
・駐車場での大型バス料金徴収、案内業務
・旧木下家及び旧武藤邸での案内受付、清
掃

６月・１１月
頃

18 神戸 企業庁
利水事務所

（神出浄水場・水質管理センター）
651-2313 神戸市西区神出町田井３-１ 078-965-2050

・浄水施設の運転監視と点検実習
・水源パトロール実習
・水質手分析検査実習
・浄水機械設備清掃実習

６月・１１月
いずれも可

受入人数：３名まで
・運動靴、雨具、弁当が
必要。
・事前の検便検査要。
・エレベーター等の設備
なし。
・新型コロナウィルス感染
症対策に係る「まん延防
止等重点措置」以上の指
定期間は受入不可。

19 神戸 病院局 県立リハビリテーション中央病院 651-2181 神戸市西区曙町１０７０ 078-927-2727

・施設全体見学および説明
・医事課業務体験
・リハビリ療法部業務体験
・看護部業務体験
・放射線科業務体験

１１月頃

受入人数：４名まで
※新型コロナウイルス感
染症の状況により断る場
合あり。

20 神戸 病院局 県立ひょうごこころの医療センター 651-1242 神戸市北区山田町上谷上字登り尾３ 078-581-1013

県立の精神科単科病院における各種業務
体験
・看護体験（患者散歩同行、食事・清潔援
助）
・社会復帰業務体験（作業療法、デイケアプ
ログラム）
・薬剤師、検査技師、放射線技師業務見学
・栄養管理業務（調理、配膳）見学
・庁舎管理業務体験、見学

１１月頃
新型コロナウイルスの感
染状況次第では中止の
場合あり。
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21 神戸 病院局 県立こども病院 650-0047 神戸市中央区港島南町１丁目６番７ 078-945-7300

・看護体験
・事務体験(医事企画課、家族支援・地域連
携部）
・院内保育室での保育士体験
・院内見学（栄養管理課、薬剤部、検査・放
射線部、中央監視室）
・神戸ハウス見学

１１月頃

現在の状況では受入不
可。（新型コロナウィルス
感染症等の状況が改善
され、平常状態になった
場合のみ実施可能。その
際、参加受入可能人数
は要相談。）

22 神戸 教育委員会 県立美術館 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１-１-１ 078-262-0907
美術館業務の学習及び体験
（学芸員、広報、警備、清掃等の各業務）

受入人数：前・後期各３
名(各校１名)

23 神戸 教育委員会
県立文化体育館

（神戸常盤アリーナ）
653-0837  神戸市長田区蓮池町１-１ 078-631-1701

・館内見学
・フロント業務体験
・講座の準備
・清掃　など

１回受入（１週間）：
最大５名で３校程度

24 神戸 教育委員会 県立神戸西テニスコート 651-2132 神戸市西区玉津町森友７-１ 078-924-4544
・フロント接客補助
・テニスコート整備、テニスレッスン補助
・館内清掃、施設清掃

同時期に３～４人程度

25 神戸 教育委員会 伊川谷北高等学校 651-2103 神戸市西区学園西町６-１ 078-792-6902

・芸術鑑賞会の会場設営
・学校周辺の整美
・各教科（理科、情報、芸術）の授業準備と
アシスタント
・特別棟教室整備

１１月頃

・新型コロナ感染症予防
の徹底を行う。
・事前に中学校の担当者
との情報交換を行い、緊
急時の対応なども定め、
職員全体で共有。

26 神戸 教育委員会 夢野台高等学校 653-0801 神戸市長田区房王寺町２-１-１ 078-691-1546 図書館業務補助 ６月頃 受入人数：３名まで

27 神戸 教育委員会 北須磨高等学校 654-0142 神戸市須磨区友が丘９-２３ 078-792-7661
・校内美化、環境整備
・学校司書補助
・オープンハイスクール企画運営補助

１１月頃
オープンハイスクール
（１１月１３日）より前の期
間が可能。

28 神戸 警察 東灘警察署 658-0054 神戸市東灘区御影中町２-３-２ 078-854-0110 警察各課の業務

29 神戸 警察 灘警察署 657-0831 神戸市灘区水道筋１-２４-８ 078-802-0110 警察各課の業務

30 神戸 警察 葺合警察署 651-0076 神戸市中央区吾妻通５-１-２ 078-231-0110 警察各課の業務

31 神戸 警察 生田警察署 650-0004 神戸市中央区中山手通２-２-２５ 078-333-0110 警察各課の業務

32 神戸 警察 兵庫警察署 652-0047 神戸市兵庫区下沢通３-１-２８ 078-577-0110 警察各課の業務

33 神戸 警察 長田警察署 653-0016 神戸市長田区北町３-４-９ 078-578-0110 警察各課の業務

34 神戸 警察 須磨警察署 654-0026 神戸市須磨区大池町５-１-３０ 078-731-0110 警察各課の業務

35 神戸 警察 垂水警察署 655-0006 神戸市垂水区本多聞３-１２-１ 078-781-0110 警察各課の業務

36 神戸 警察 神戸水上警察署 650-0045 神戸市中央区港島３-１ 078-306-0110 警察各課の業務

37 神戸 警察 神戸西警察署 651-2273 神戸市西区糀台５-１２-２ 078-992-0110 警察各課の業務

38 神戸 警察 神戸北警察署 651-1142 神戸市北区甲栄台３-６-１ 078-594-0110 警察各課の業務

39 神戸 警察 有馬警察署 651-1301 神戸市北区藤原台北町６-１８-１ 078-981-0110 警察各課の業務

40 阪神 教育委員会 県立こばと聴覚特別支援学校 663-8001 西宮市田近野町８-８ 0798-53-5061

・聴覚障害幼児と遊びを通しての交流
・保育活動補助
・壁面飾り等制作補助
・校内環境整備活動

受入人数：２名まで
※新型コロナウイルス感
染症の状況により受入不
可な場合あり。）

41 阪神南 企画県民部
県立尼崎青少年創造劇場

(ピッコロシアター)
661-0012 尼崎市南塚口町３-１７-８ 06-6426-1940

・館内消防点検
・新聞スクラップ
・チラシ整理、発送作業
・舞台裏見学
・劇団稽古見学
・舞台公演鑑賞 (時期が合えば)

５月・１１月
いずれも可

受入人数：各校２名まで
・できる限り『ピッコロわく
わくステージ』(中学生の
ための演劇鑑賞事業、５
/２５(火)～６/３(金)）と連
携させた日程での受入を
希望。なお『ピッコロわく
わくステージ』参加校に
関してはこの限りではな
い。
・月曜休館日
（注）Ｒ４年度の秋のわく
わくステージ上演期間は
１２/２～９で、１１月開催
ではないため、トライや
る・ウィークの受入時期に
馴染まない。

42 阪神南 企画県民部 県立芸術文化センター 663-8204 西宮市高松町２-２２ 0798-68-0223

・舞台準備、片付け作業
・チラシ封入、発送作業
・館内警備
・清掃作業等
（施設の利用状況によって異なる）

６月頃

人数：各週５名以内（要
調整）
・概ね５月中旬から６月
上旬の間、火～金のいず
れか３日間。
・活動内容は公演開催状
況等によって異なる。
・地域内（センターから徒
歩圏内）の学校から受
入。

43 阪神南 健康福祉部 兵庫県動物愛護センター 661-0047 尼崎市西昆陽４-１-１ 06-6432-4599
・動物の飼養管理
・施設内環境整備
・動物と人との課題検討　など

５～６月・１１
月

・基本的には５月～６月
の４週間程度及び１１月
第２週。
・各校２名まで。
・当所を第１希望とする生
徒。
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44 阪神南 県土整備部
武庫川流域下水道管理事務所

（武庫川下流浄化センター）
（兵庫東スラッジセンター）

660-0087
尼崎市平左衛門町１８-４
尼崎市平左衛門町６５-１０

06-6419-4231
06-6411-8356

下水道処理施設の維持管理
・機械・電気設備の試運転及び点検業務
・水質試験業務（採水、検鏡、透視度測定な
ど）
・ポンプ場施設の見学等

６月・１１月
いずれも可

受入可能人数：各４名
・６月(３週目以降）、１１
月とも１回（１週）受入可
能。
・活動内容の中には、兵
庫東スラッジセンターの
業務説明、施設見学含
む。

45 阪神南 県土整備部 県立尼崎の森中央緑地 660-0096 尼崎市扇町３３-４ 06-6412-1900

・維持管理作業（苗の植替え、除草作業、清
掃作業他）
・環境体験学習の準備、対応
・かやぶき民家及び畑管理作業

６月・１１月
いずれも可

・イベント等と日程が重
なった場合は、日時調整
の可能性あり。
・阪神バス平日運休のた
め、移動方法に注意。

46 阪神南 県土整備部 県立甲山森林公園 662-0001 西宮市甲山町４３ 0798-73-4600
・園内巡回清掃、除草作業、剪定作業
・イベント受付　など

６月頃 西宮市立甲陵中学校

47 阪神南 県土整備部 新西宮ヨットハーバー株式会社 662-0934 西宮市西宮浜４-１６-１ 0798-33-0651
・フロント業務補助
・マリーナ業務補助（ロープワーク実習、レン
タルボート清掃、給油作業、体験航海など）

６月頃 ５月末から６月上旬希望

48 阪神南 病院局 県立尼崎総合医療センター 660-8550 尼崎市東難波町２-１７-７７ 06-6480-7000

・院内ボランティアの体験
・看護体験 （室内の環境整備、配膳、シーツ
交換等）
・リハビリテーション体験 （車椅子、歩行訓
練体験等）
・検査部、放射線部、薬剤部業務の見学
・栄養管理課の見学、業務体験

１１月頃

・現在の状態では受入不
可。（新型コロナウィルス
感染症等の状況が改善
され、平常状態になった
場合のみ受入可能。）
・参加受入可能人数及び
活動内容については要
相談。

49 阪神南 病院局 県立西宮病院 662-0918 西宮市六湛寺町１３-９ 0798-34-5151

・院内の各部門（病棟、外来、地域連携、医
療安全、薬剤部、検査部、放射線部、栄養
指導課、リハビリ、総務部、医事企画課、ボ
ランティア等）の見学
・患者さんを中心とした医療について興味や
関心を持っていただくよう体験を通しながら
学べるような支援

６月頃

例年ＧＷ明けで患者が多
く、看護師等の研修繁忙
期である５月に３校から３
週連続で受入要請が来
るが、その時期の受入は
困難である。６月以降、３
校が連続した週にならな
いよう、また３日以内の
日数でコロナの感染状況
が改善された場合は受
入可とするが、患者対応
が優先となるため現状で
は受入不可になる可能
性がある。

50 阪神南 教育委員会 県立総合体育館 663-8142 西宮市鳴尾浜１丁目１６-８ 0798-43-1143

・貸館業務補助  (清掃・利用受付など)
・その他、施設の維持管理業務補助  (修
繕・整備等)
・日常訓練の体験  (救急訓練など)

受入可能数：６人程度

51 阪神南 教育委員会 県立海洋体育館 659-0032 芦屋市浜風町３０-２ 0797-32-2255
・日常業務補助 （レンタル艇出帰対応、利用
者の安全確保、美化活動等）
・ヨット、カヌーの補修及び整備等

受入人数：単位期間にお
いて最高４名まで
※月曜日休館のため火
曜日から開始。

52 阪神南 教育委員会 尼崎高等学校 660-0804 尼崎市北大物町１８-１ 06-6401-0643
・校内美化活動
・事務室作業補助
・図書室整理作業補助

６月・１１月
いずれも可

53 阪神南 教育委員会 西宮高等学校 662-0813 西宮市上甲東園２-４-３２ 0798-52-0185
・環境整備作業の補助
・事務室作業の補助
・図書室業務の補助

６月・１１月
いずれも可

受入人数：３名まで

54 阪神南 教育委員会 西宮香風高等学校 662-0943 西宮市建石町７-４３ 0798-39-1017

・授業教材作成補助
・進路指導部作業補助 （資料整理）
・図書館実習 （書籍の整理）
・総務部実習 （印刷等）
・事務室、校務員作業補助 （環境整備等）

６月頃

校区の中学生と、本校生
徒との間で配慮すべき人
間関係がある場合は受
入不可な場合あり。

55 阪神南
阪神南

県民センター
尼崎スポーツの森 660-0096 尼崎市扇町４３

06-6412-1655
06-6412-1656

・屋内プール、フィットネス、アイススケートリ
ンク、フットサル運営の受付と監視および清
掃並びに機材等のメンテナンス業務
・維持管理の手順など見学して簡単なもの
は体験
・「尼崎の森中央緑地」の森づくり活動およ
び周辺の清掃活動

６月・１１月
いずれも可

・イベント等と日程が重
なった場合は、日時の調
整あり。
・阪神バス平日運休のた
め、移動方法に注意。

56 阪神南 警察 芦屋警察署 659-0065 芦屋市公光町６-７ 0797-23-0110 警察各課の業務

57 阪神南 警察 西宮警察署 662-0853 西宮市津田町３-３ 0798-33-0110 警察各課の業務

58 阪神南 警察 甲子園警察署 663-8177 西宮市甲子園七番町１１-１４ 0798-41-0110 警察各課の業務

59 阪神南 警察 尼崎南警察署 661-0976 尼崎市昭和通２-６-８２ 06-6487-0110 警察各課の業務

（仮庁舎）Ｒ１.１０～
〒660-0062
尼崎市浜田町４-４５
06-6415-0110

60 阪神南 警察 尼崎東警察署 660-0976 尼崎市潮江５-８-５５ 06-6424-0110 警察各課の業務

61 阪神南 警察 尼崎北警察署 661-0012 尼崎市南塚口町２-１３-２３ 06-6426-0110 警察各課の業務

62 阪神北 農政環境部 県立宝塚西谷の森公園 669-1222 宝塚市境野字保与谷１４-１ 0797-91-1630

・野菜や花の種まき、水やり、花壇の手入れ
・畑作り
・田畑の草引き
・山道の点検と整備
・芝生の手入れ

５～６月頃
月曜日が休園日のため、
火～土の期間に実施。

63 阪神北 県土整備部 県立一庫公園 666-0103 川西市国崎字知明１-６ 072-794-4970

・園内清掃、水景施設（丘の流れ）の清掃、
除草（クヌギ再生林内の外来種）
・芝生の清掃（シカの糞取り）、病虫害対策
（ナラガレ対策）
・ビオトープ池の清掃及び生き物調査
・読書活動（ブックトーク、ブックコマーシャ
ル）
・環境体験学習の補助
・一庫炭を使った鉢植え

要相談
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64 阪神北 県土整備部 県立有馬富士公園 669-1313 三田市福島１０９１-２ 079-562-3040

・園内清掃
・植物管理など軽作業 （剪定、除草）
・園内巡回
・樹名板づくり
・遊具点検　　など

１１月頃 受入人数：３名程度

65 阪神北 県土整備部 県立西猪名公園 666-0024 川西市久代６-３０-１ 072-759-0785
・園内清掃・除草
・剪定補助
・花壇管理他

６月初旬 受入可能人数：３名まで

66 阪神北 企業庁
広域水道事務所
（多田浄水場）

666-0126 川西市多田院字巌険６-３  072-799-2072

・浄水場施設の運転監視と点検実習
・水源パトロール実習
・水質手分析検査実習
・浄水機械設備清掃実習
※主に実習のため服装は汚れることがあ
る。

６月頃

受入人数：３名まで
受入期間：要事前調整
（年１回１週間のみ）
・水道法に規定する糞便
検査要。
・新型コロナ感染症等の
状況により受入不可な場
合あり。
・運動服、運動靴、雨具、
弁当が必要。
・エレベーター等の設備
あり。

67 阪神北 企業庁
広域水道事務所
（三田浄水場）

669-1314 三田市西野上字上通り１５２ 079-567-1663

・浄水施設の運転監視と点検実習
・水源パトロール実習
・水質手分析検査実習
・浄水機械設備点検実習
・見学案内実習

６月頃

受入人数：３名まで
・水道法に規定する糞便
検査要。
・新型コロナ感染症等の
状況により、受入不可な
場合あり。
・運動服、運動靴、雨具、
弁当が必要。
・エレベーター等の設備
なし。

68 阪神北 教育委員会 県立人と自然の博物館 669-1548 三田市弥生が丘６ 079-559-2002

・館内外環境整備
・里山林等の管理、保全補助
・標本資料等の整理
・普及広報活動等の補助
・来館者への対応 （フロアスタッフ業務補
助）
・企画展やセミナー等の準備補助
・図書室の書架等整理　ほか

受入可能数：
春期は各中学校２名まで
秋期は数名程度予定
※月曜日は休館

69 阪神北 教育委員会 県立奥猪名健康の郷 666-0201 川辺郡猪名川町杉生字奥山１-２２ 072-769-0485

・貸館業務補助 （清掃、宿泊受入など）
・自然学校等受入れ業務補助 （時期による）
・その他、施設の維持管理業務補助 （修
繕、整備等）

１０～１１月
頃

受入人数：９名まで
※徒歩や自転車で来ら
れる場所ではないため送
迎が必要。

70 阪神北 教育委員会 宝塚高等学校 665-0024 宝塚市逆瀬台２-２-１ 0797-71-0345 図書室作業補助 ６月頃 受入人数：３名以内

71 阪神北 教育委員会 宝塚北高等学校 665-0847 宝塚市すみれガ丘４-１-１ 0797-86-3291

・理科実験実習助手補助
・演劇科アポロンホール整備補助
・学校広報誌の作成補助
・校内環境整備補助

１１月頃 受入人数：３名程度

72 阪神北 教育委員会 有馬高等学校 669-1531 三田市天神２-１-５０ 079-563-2881

・草花の管理 （花がら摘み、寄せ植え、鉢上
げ、挿し木、花壇の制作など）
・野菜の管理 （収穫、調整、播種、除草な
ど）
・校内樹木の管理 （剪定・剪定枝の片づけ
など）

６月頃
受入人数：３名以内

73 阪神北 教育委員会 三田西陵高等学校 669-1324 三田市ゆりのき台３-４ 079-565-5287 教員補助 ６月頃 受入人数：３名まで

74 阪神北 阪神北県民局 宝塚土木事務所 656-8567 宝塚市旭町２-４-１５ 0797-83-3196
・道路、河川についての学習
・水防活動についての学習
・建築、まちづくりについての学習

６月頃

75 阪神北 警察 伊丹警察署 664-0898 伊丹市千僧１-５１-２ 072-771-0110 警察各課の業務

76 阪神北 警察 川西警察署 666-0003 川西市丸の内町１-１ 072-755-0110 警察各課の業務

77 阪神北 警察 宝塚警察署 665-0835 宝塚市旭町１-２-３０ 0797-85-0110 警察各課の業務

78 阪神北 警察 三田警察署 669-1531 三田市天神１-１０-１ 079-563-0110 警察各課の業務

79 東播磨
企画県民部
(県民生活課)

(公財)兵庫県生きがい創造協会
兵庫県いなみ野学園

675-0188 加古川市平岡町新在家９０２-３ 079-424-3380
・施設の維持管理補助
・講座運営補助
・協会運営事務補助

６月頃

いなみ野学園はＲ４トライ
やる・ウィークとして、地
元の平岡中学校から６月
６日(月)～１０日(金)で生
徒３人以下の受入実施で
調整中。

80 東播磨 健康福祉部 県立健康科学研究所 675-0003 加古川市神野町神野１８１９-１４ 079-440-9090

・花粉の観測
・温泉水検査
・広報資料の作成
・感染症情報の整理

１０～１１月

受入可能人数：２名程度
※コロナウイルスの感染
状況により受入不可の場
合あり。

81 東播磨 農政環境部
県立農林水産技術総合センター

水産技術センター
674-0093 明石市二見町南二見２２-２ 078-941-8601

・海域環境調査や生物調査の体験
・展示生物や展示施設の管理
・施設見学者対応補助　等

６～１１月
生物（特に魚類）に興味
を持つ生徒が望ましい。

82 東播磨 県土整備部
加古川流域下水道管理事務所

（加古川下流浄化センター）
675-0025 加古川市尾上町養田１６８７-２ 079-424-1313

下水道処理施設の維持管理
・機械、電気設備の日常点検及び保守作業
・水質試験業務 （採水、顕微鏡による微生
物観察）
・ポンプ施設の見学　等

６月・１１月
いずれも可

受入可能人数：各４名
６月、１１月とも１回（１週）
受入可。

83 東播磨 県土整備部 県立明石公園 673-0847 明石市明石公園１-２７ 078-912-7600

・園内植物管理 （花壇等除草作業、花壇苗
植替え作業等）
・園内清掃 （園路落葉清掃、櫓内清掃等）
・運動施設管理作業 （グラウンド整備作業
等）

１１月

・明石市立中学校受入
（受入人数：最大４名) 
※明石市は市教委が調
整後、受入れ中学校を調
整して公園側に依頼。
・神戸市立中学校受入
（受入人数：最大４名）
★各校２名まで。８月３日
(水) ９時より受付開始。
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84 東播磨 病院局 県立がんセンター 673-8558 明石市北王子町１３-７０ 078-929-1151

・施設見学、説明
・電子カルテ、医事システムでの登録作業等
の見学、体験
・検査部、放射線部、薬剤部での業務の見
学と体験
・リハビリテーション業務の体験
・病棟における看護業務の体験（保清、測
定、環境整備等）

明石市教育
委員会から
依頼された
期間で実施

新型コロナウイルスの感
染状況をみて受入可否を
決定。

85 東播磨 教育委員会 県立図書館 673-8533 明石市明石公園１-２７ 078-918-3366

・新聞整理作業
・受け入れ図書の整理
・展示作成
・カウンター業務
・イベント補助　等

現在の実施
予定：１１月
８日(火) ～ 
１１日(金)

受入可能数：８名
（神戸市・明石市合わせ
て８名）

86 東播磨 教育委員会 県立考古博物館 675-0142 加古郡播磨町大中１-１-１ 079-437-5564

・来館者の対応補助
・古代体験及び体験講座の準備
・常設展示の解説
・広報物発送作業
・大中遺跡公園整備
・資料、報告書等の分類および整理作業

６月・１１月
いずれも可

受入可能数：
６月頃（６名×２週）
１１月頃（６名×１週）

87 東播磨 教育委員会 明石南高等学校 673-0001 明石市明南町３-２-１ 078-923-3617
図書館における司書の補助
(本の整理・補修、貸出・返却作業、本の紹
介文作成　等)

１１月頃
神戸市立王塚台中学校
の生徒を受入予定。

88 東播磨 教育委員会 明石城西高等学校 674-0062 明石市大久保町谷八木１１９０-７ 078-936-8495 校内環境整備等 １１月頃

89 東播磨 教育委員会 農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２-４ 079-424-3341
・圃場の管理および実習
・事務業務の補助

６月頃

90 東播磨 東播磨県民局 東播磨生活創造センター「かこむ」 675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木９７-１ 079-421-1136

・来館者の対応補助
・図書等の整理
・ボランティア活動
・地域づくり活動の状況理解
・館内の清掃作業

１１月頃

91 東播磨 警察 明石警察署 673-0025 明石市田町２-１０-１０ 078-922-0110 警察各課の業務

92 東播磨 警察 加古川警察署 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４-１３ 079-427-0110 警察各課の業務

93 東播磨 警察 高砂警察署 676-0015 高砂市荒井町紙町１-４８ 079-442-0110 警察各課の業務

94 北播磨
企画県民部
(県民生活課)

県立嬉野台生涯教育センター 673-1415 加東市下久米１２２７-１８ 0795-44-0712

・野外活動事業補助
・生涯大学等センター事務補助
・ひょうご冒険教育（HAP）事業補助
・センター施設整備補助

１１月頃

95 北播磨
企画県民部

（防災）
広域防災センター 673-0516 三木市志染町御坂１-１９ 0794-87-2920

・広域防災センターの役割を知る防災の体
験学習
・消防訓練体験
・公園管理部で公園の維持管理業務
・広域防災センターの視察者への来館者対
応業務補助　など

１１月頃
三木総合防災公園につ
いても当センターで調
整。

96 北播磨 健康福祉部
障害者支援施設

小野起生園
675-1355 小野市新部町１-１３２０ 0794-66-6121 福祉体験活動 １１月 受入人数：２～３名

97 北播磨 健康福祉部
障害者支援施設

三木精愛園
673-0534 三木市緑が丘町本町２-３ 0794-85-8791 福祉体験活動 １１月 

受入人数：４名まで
※期間が重なる場合は２
名まで。

98 北播磨 農政環境部 県立なか・やちよの森公園 679-1133  多可郡多可町中区糀屋６７７-１０  0795-30-0050

・各種森の行事や環境学習プログラムの準
備と実施
・公園内の森林の管理
・野菜、稲作の栽培
・木工、クラフト作業

６月頃

・月曜日が休園日のた
め、火～土の期間に実
施。
・山での作業において、ト
イレが展望台に１つしか
なく、注意が必要。

99 北播磨 農政環境部 県立やしろの森公園 673-1414  加東市上久米１０８１-３ 0795-44-1510

・設備の点検補修作業
・森林整備作業
・田畑耕作作業
・プログラム参加　等

１０月頃

受入人数：３～５名
※月曜日が休園日のた
め、火～土の期間に実
施。

100 北播磨 農政環境部 県立三木山森林公園 673-0433  三木市福井字三木山２４６５-１ 0794-83-6100

・イベントで使用するリース用の材料(蔓)の
採取
・クリスマスツリーに飾り付ける小径木丸太
の輪切り
・クリスマスリースに使用する松ぼっくりの採
取
・環境学習の手伝い
・園路の落葉清掃
・茶室周辺の除草
・昆虫が越冬する場所を作るための落葉集
め

１１月頃 水曜日は受入不可

101 北播磨 農政環境部 県立フラワーセンター 679-0187 加西市豊倉町飯森１２８２-１ 0790-47-1182

・温室管理 （一般温室管理、育苗等）
・花壇管理 （育苗、花壇植栽等）
・樹木管理 （バラの花摘み、ウメの軽剪定、
ウメ果実ちぎり）
・業務管理 （入園者対応）、花売店 （利用者
対応、寄植え体験等）

６月頃 受入人数：１０人まで

102 北播磨 農政環境部 県立農林水産技術総合センター 679-0198 加西市別府町南ノ岡甲１５３３ 0790-47-2408
・稲、麦、野菜、花、果樹の栽培管理 （田植
え、収穫、摘果）
・土壌診断、病害虫調査

６月・１０月

103 北播磨 県土整備部
加古川流域下水道管理事務所

（加古川上流浄化センター）
675-1345 小野市黍田町３９８-２ 0794-63-5554

浄化センター（下水処理施設）の維持管理作
業
・機械、電気設備の日常点検、保守作業
・水質試験（各種分析、検鏡）補助作業
・水処理運転の実習（運転管理指標の測定
など）
・中央監視操作の実習（水処理、汚泥処理）

６月・１１月
いずれも可

受入可能人数：各４名
６月、１１月とも１回（１週）
受入可。
※コロナウィルス感染症
の状況により受入中止の
場合あり。
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104 北播磨 県土整備部 県立播磨中央公園 679-0212 加東市下滝野１２７５-８ 0795-48-5289

・園内清掃
・除草作業
・花壇管理作業
・低木剪定作業
・さいくるらんど接客業務　等

６月・１１月
いずれも可

受入人数：最大３名まで

105 北播磨 企業庁 青野運動公苑 675-2404 加西市油谷町６３９-３ 0790-45-1845

【ホテルフロント業務】
・フロント業務勉強
・お出迎えお見送り等の挨拶
【清掃業務】
共有スペース（フロント・ロビー・大浴場・トイ
レ等）、客室等の清掃
・ベッドメイキング
・テニスコート周辺（屋内外コート・排水溝
等）の清掃
【レストラン業務】　
・洗い場補助
・ホール体験
【テニス業務】　
・テニスコート他メンテナンス
・テニスレッスン体験

５～６月頃 受入人数：２～４名

106 北播磨 産業労働部 いこいの村はりま 675-2443 加西市笹倉町８２３-１ 0790-44-1750

・フロント業務
・客室清掃
・配膳業務
・その他

１１月

緊急事態宣言・まん延防
止等重点措置等の発令
による時短・休業要請に
従い、受入不可な場合あ
り。

107 北播磨 教育委員会 県立教育研修所 673-1421 加東市山国２００６-１０７ 0795-42-3100

・研修講座に関する業務 （会場設営、受付
補助、資料作成 等）
・図書室の業務 （書架の整理、閲覧室の清
掃 等）
・研修所内の環境整備 （消毒作業、植栽の
手入れ、案内表示の確認等）

受入人数：６名程度

108 北播磨 教育委員会 三木北高等学校 673-0521 三木市志染町青山６-２５ 0794-85-6781

・校内美化、環境整備
・校務員、業務支援員補助
・学校司書補助
・事務室業務補助

１１月頃

109 北播磨 教育委員会 社高等学校 673-1461 加東市木梨１３５６-１ 0795-42-2055
・校内環境整備活動
・図書室や事務室の業務補助
・学校行事の準備等

１１月頃

110 北播磨 教育委員会 播磨農業高等学校 675-2321 加西市北条町東高室１２３６-１ 0790-42-1050 農作業体験 ９月か１０月
コロナウィルスの感染拡
大の状況次第で、受入を
判断。

111 北播磨 警察 三木警察署 673-0405 三木市平田２４０-1 0794-82-0110 警察各課の業務

112 北播磨 警察 小野警察署 675-1366 小野市中島町５３５-１ 0794-64-0110 警察各課の業務

113 北播磨 警察 加東警察署 673-1431 加東市社１０７５-２ 0795-42-0110 警察各課の業務

114 北播磨 警察 加西警察署 675-2321 加西市北条町東高室８７３-７ 0790-42-0110 警察各課の業務

115 北播磨 警察 西脇警察署 677-0014 西脇市郷瀬町６６６ｰ６ 0795-22-0110 警察各課の業務

116 中播磨
企画県民部
(青少年課)

県立いえしま自然体験センター 672-0100 姫路市家島町西島 079-327-1508
・施設の清掃、整備
・自然学校の指導補助
・利用者対応

６月・１１月
いずれも可

受入可能数：４名程度
※船便での通勤が必要。

117 中播磨
企画県民部
(青少年課)

県立こどもの館 671-2233 姫路市太市中９１５-４９ 079-267-1153

・紙工作、リサイクル工作指導補助
・木、竹工作指導補助
・図書の貸出、返却、かみしばい会補助
・森の子育てひろば補助
・その他行事、イベントの補助等

１１月頃 受入可能数：３名程度

118 中播磨 農政環境部 県立ゆめさきの森公園 671-2116  姫路市夢前町寺２１６０-２ 079-337-3220

・散策道点検整備
・森林整備
・畑作業 （堆肥作り等）
・クラフト体験 （記念品作製等）

６月頃

受入人数：１０名まで
・月曜日が休園日のた
め、火～土の期間に実
施。
・作業が出来る服装（体
操服可）雨具等。
・弁当、水筒、リュクサッ
クが必要。
・複数の学校の場合は、
日程を合わせることを要
望。

119 中播磨 県土整備部
揖保川流域下水道管理事務所

（揖保川浄化センター）
（兵庫西スラッジセンター）

671-1241
671-1236

姫路市網干区興浜２０９３
姫路市網干区網干浜２４０-２

079-274-2922
079-272-1637

下水道施設の維持管理業務
・機械・電気設備の日常点検
・水質検査補助等 （顕微鏡による微生物観
察）
・中央監視室操作、焼却施設点検業務
・溶接機使用した小物作成

６月・１１月
いずれも可

受入可能人数：各４名
６月、１１月とも１回（１週）
受入可。

120 中播磨 企業庁
利水事務所

（船津浄水場）
679-2101 姫路市船津町４５５２-１ 079-232-5661

・浄水施設の運転監視と点検実習
・水源パトロール実習
・水質手分析検査実習
・浄水機械設備清掃実習

６月・１１月
いずれも可

受入人数：３名まで
・運動靴、雨具、弁当が
必要。
・事前の検便検査要。
・エレベーター等の設備
なし。
・新型コロナウィルス感染
症対策に係る「まん延防
止等重点措置」以上の指
定期間は受入不可。

121 中播磨 病院局 県立はりま姫路総合医療センター 670-0836 姫路市神屋町３丁目２６４番地 079-289-5080

・入院をされる患者さんの案内や荷物搬送
のお手伝い
・外来診察をされる患者さんの案内
・リネン準備、洗濯整理、洗濯後の白衣収納
の実施、ベッド清掃、環境整理、配膳、配茶
など
・看護師とともに血圧測定、車いす介助、生
活援助場面の見学、検査搬送　 等

１１月頃

受入人数：５名程度
・姫路循環器病センター
では５～６月に受入れを
していたが、統合・移転
があり、実施時期を１１月
に変更する。
・コロナの状況により受入
状況に変更が生じる場合
があり。
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122 中播磨 教育委員会 県立武道館 670-0971 姫路市西延末５０４ 079-292-8210
・館の日常業務、施設・備品の点検整備等
・トレーニングルームスタッフ体験
・中央監視室業務体験

受入人数：４名
※月曜日休館日のため
火曜日から開始。

123 中播磨 教育委員会 播磨西教育事務所 670-0947 姫路市北条１-９８ 079-281-9585

・事務業務の補助
・各種研修会の受付補助
・電話対応
・事務所ホームページ作成補助　等

６月・１１月
いずれも可

124 中播磨 教育委員会 姫路飾西高等学校 671-2216 姫路市飾西１４８-２ 079-266-5355

・環境整備作業補助
・事務室作業補助
・図書室作業補助
・国際文化系、自然科学系コース運営補助
・進路指導室作業補助

６月頃

125 中播磨 教育委員会 姫路別所高等学校 671-0223 姫路市別所町北宿字新畑３０３ 079-253-0755 校内の環境整備
６月・１１月
いずれも可

126 中播磨 教育委員会 姫路商業高等学校 670-0983 姫路市井ノ口４６８ 079-298-0437
・図書館における業務補助 （本の整理・補
修・貸出返却作業等）
・校内の整備活動等

６月・１１月
いずれも可

127 中播磨 教育委員会 家島高等学校 672-0102 姫路市家島町宮１７５９-１ 079-325-0165
・事務手伝い
・校務員手伝い
・授業見学等

６月頃

128 中播磨 警察 姫路警察署 670-0943 姫路市市之郷９２６-５ 079-222-0110 警察各課の業務

129 中播磨 警察 飾磨警察署 672-8035 姫路市飾磨区中島１１３０-９ 079-235-0110 警察各課の業務

130 中播磨 警察 網干警察署 671-1234 姫路市網干区新在家１３３６-６ 079-274-0110 警察各課の業務

131 中播磨 警察 福崎警察署 679-2214 神崎郡福崎町福崎新３７６-３ 0790-23-0110 警察各課の業務

132 西播磨
企画県民部
(県民生活課)

県立西播磨文化会館 679-4311 たつの市新宮町宮内４５８-７ 0791-75-3663

・文化会館の業務
・施設や備品等の点検、整備
・ゆうゆう学園 （西播磨高齢者文化大学・大
学院）講座等の支援
・生活創造活動グループの活動支援
・作品展示の準備　等

１１月頃 受入可能：３名程度

133 西播磨
企画県民部
(青少年課)

県立山の学校 671-2515 宍粟市山崎町五十波４３０-２ 0790-62-8088

・オリエンテーション
・森林実習、木工、農園芸体験
・文化スポーツ等
・清掃、環境整備補助
・イベントの補助等

５月下旬
地元中学校と５/２３～５/
２７で、生徒５名程度を受
入予定で調整中。

134 西播磨
企画県民部

(大学室)

兵庫県公立大学法人兵庫県立大学
　自然・環境科学研究所

　　天文科学センター
679-5313 佐用郡佐用町西河内４０７-２ 0790-82-3886

・天文科学専門員体験 
・来台者に対する天体についての説明
・昼間や夜間の観望会の企画と実施

６月・１１月
いずれも可

135 西播磨 健康福祉部
西播磨総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

ふれあいスポーツ交流館
679-5165 たつの市新宮町光都１-７-１ 0791-58-1050

・各種スポーツ教室参加
・プール監視員業務体験
・車いすスポーツ体験

１１月頃
新型コロナウイルス感染
症の状況により断る場合
あり。

136 西播磨 健康福祉部
障害者支援施設

赤穂精華園成人寮
678-0252 赤穂市大津１３２７ 0791-43-2091 福祉体験活動 受入人数：４名まで

137 西播磨 健康福祉部
障害者支援施設

赤穂精華園やまびこ寮
678-0252 赤穂市大津１３２７ 0791-43-2091 福祉体験活動 受入人数：１名まで

138 西播磨 健康福祉部
特別養護老人ホーム

朝陽ヶ丘荘
679-5331 佐用郡佐用町平福１３８-１ 0790-83-2008 福祉体験活動 ６月・１１月 受入人数：４人程度

139 西播磨 農政環境部 県立国見の森公園 671-2558 宍粟市山崎町上比地３７４  0790-64-0923

・森林や公園内の手入れ、清掃
・木工材料の作成
・小学生等の受け入れ補助
・ミニモノレールの接客、アナウンス体験

６月頃

受入人数：５人まで
※月曜日が休園日のた
め、火～土の期間に実
施。

140 西播磨 農政環境部 ひょうご環境体験館 679-5148 佐用郡佐用町光都１-３３０-３ 0791-58-2065
・来館者受付業務、来館者の案内
・環境学習プログラム実施の際の補助
・施設周辺の環境美化清掃

６月・１１月
受入人数：各時期３名程
度

141 西播磨 農政環境部
県立農林水産技術総合センター

森林林業技術センター
671-2515 宍粟市山崎町五十波４３０ 0790-62-2118

・植栽試験地調査
・木材試験
・場内整備　など

６月頃 受入人数：５名程度

142 西播磨 産業労働部 赤穂ハイツ 678-0221 赤穂市尾崎向山２４７０-６４ 0791-48-8935

・フロント業務
・客室清掃
・配膳業務
・その他

１１月

緊急事態宣言・まん延防
止等重点措置等の発令
による時短・休業要請に
従い、受入不可な場合あ
り。

143 西播磨 県土整備部 県立赤穂海浜公園 678-0215 赤穂市御崎１８５７-５ 0791-45-0800

・タテホわくわくランド内での接客、販売等の
補助（遊戯施設、喫茶、売店）
・テニスコートの管理（コート整備、清掃等）
・園内維持管理（樹木剪定、園内巡視、遊具
点検、清掃等）
・樹名板作成
・キャンプ場管理（受付、清掃等）

１１月頃

受入人数：５名程度
※複数校からの希望が
ある場合、日程を調整し
合同で開催してほしい。

144 西播磨 病院局 県立リハビリテーション西播磨病院 679-5165 たつの市新宮町光都１-７-１ 0791-58-1050 看護業務の見学、体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１月頃
新型コロナウイルス感染
症の状況により断る場合
あり。

145 西播磨 病院局 県立粒子線医療センター 679-5165 たつの市新宮町光都１-２-１ 0791-58-0100
・看護業務の見学と体験
・放射線技術部、薬剤科での業務の見学と
体験

１１月頃

146 西播磨 教育委員会 相生高等学校 678-0001 相生市山手１-７２２-１０ 0791-23-0800 校内整備活動など ６月頃
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147 西播磨 教育委員会 龍野北高等学校 679-4316 たつの市新宮町芝田１５２-２ 0791-75-2900

・各部仕事体験 （広報情報部・看護科）
・図書館、校内整備
・文書作成作業
・教案作り
・ふれあい育児体験　など

１１月頃 たつの市内中学校、最大
１０名まで。

148 西播磨 教育委員会 太子高等学校 671-1532 揖保郡太子町糸井字糸井池１９ 079-277-0123
・校内環境整備
・実習の準備補助
・事務補助等

１１月頃

149 西播磨 教育委員会 赤穂高等学校 678-0225 赤穂市海浜町１３９ 0791-43-2151
・校内美化活動
・図書室事務作業補助

１１月頃 受入人数：３～５名程度

150 西播磨 教育委員会 上郡高等学校 678-1233 赤穂郡上郡町大持２０７-１ 0791-52-0069

・作物の栽培管理
・家畜の飼育管理
・ホームページの作成
・図書室整備　等

６月頃

151 西播磨 教育委員会 佐用高等学校 679-5381 佐用郡佐用町佐用２６０ 0790-82-2434
・農作業体験
・調理、被服、保育体験

６月・１１月
いずれも可

152 西播磨 教育委員会 山崎高等学校 671-2570 宍粟市山崎町加生３４０ 0790-62-1730
・学校内の環境整備
・授業準備の補助
・電話応対等の事務の業務

６月頃 受入人数：６名程度

153 西播磨 警察 たつの警察署 679-4167 たつの市龍野町富永１００５-７５ 0791-63-0110 警察各課の業務

154 西播磨 警察 相生警察署 678-0007 相生市陸本町１１-２６ 0791-22-0110 警察各課の業務

155 西播磨 警察 赤穂警察署 678-0233 赤穂市加里屋中州１-１７ 0791-43-0110 警察各課の業務

156 西播磨 警察 宍粟警察署 671-2573 宍粟市山崎町今宿５ 0790-62-0110 警察各課の業務

157 但馬
企画県民部
(県民生活課)

県立但馬文教府 667-0056 豊岡市妙楽寺４１-１ 0796-22-4407

・オリエンテーション
・但馬文教府の事業説明
・図書整理業務補助
・館内外の環境美化作業
・高齢者大学の講座準備補助
・活動のまとめ

６月頃

158 但馬 健康福祉部
障害者支援施設

出石精和園　成人寮
668-0261 豊岡市出石町荒木１３００ 0796-52-4811 福祉体験活動 受入人数：２人程度

159 但馬 健康福祉部
障害者支援施設

出石精和園第2成人寮
668-0204 豊岡市出石町宮内１０３１ 0796-52-3438 福祉体験活動 受入人数：２人程度

160 但馬 健康福祉部
多機能型事業所

ひまわりの森
669-6545 美方郡香美町香住区森３７ 0796-36-4915 福祉体験活動 ６月 受入人数：３名まで

161 但馬 健康福祉部
特別養護老人ホーム

たじま荘
669-5365 豊岡市日高町十戸４５５ 0796-44-1730 福祉体験活動 ６月 受入人数：４名まで

162 但馬 健康福祉部
養護老人ホーム

ことぶき苑
669-5305 豊岡市日高町祢布１３０４ 0796-42-0430 福祉体験活動 ６月 受入人数：２～４名

163 但馬 健康福祉部 浜坂温泉保養荘 669-6702 美方郡新温泉町浜坂７７５ 0796-82-3645
・障害者等の宿泊受入に係る接客
・清掃業務の体験

６月 受入人数：２～３名

164 但馬 健康福祉部 立雲の郷 669-5252 朝来市和田山町竹田２０６３-３ 079-674-0088 福祉体験活動 ６月 受入人数：２名

165 但馬 農政環境部
県立農林水産技術総合センター

但馬水産技術センター
669-6541 美方郡香美町香住区境１１２６-５ 0796-36-0395

・生物測定
・調査業務補助
・利用加工試験補助

６月 受入人数：５名以内

166 但馬 農政環境部
県立農林水産技術総合センター

水産技術センター内
水面漁業センター

679-3442 朝来市田路１１３４ 079-678-1701

・淡水魚の飼育作業
・飼育水槽の清掃
・展示魚の採集
・イベント材料の作製　など

随時
生物（特に魚類）に興味
を持つ生徒が望ましい。

167 但馬 農政環境部
県立農林水産技術総合センター

北部農業技術センター
669-5254 朝来市和田山町安井１２３ 079-674-1230

・稲、大豆、果樹等の植え付け
・収穫等の栽培管理作業
・食品加工に関する調査分析補助、食品加
工作業

５月下旬～
６月上旬頃

受入人数：５名以内

168 但馬 産業労働部 県立但馬ドーム 669-5379 豊岡市日高町名色８８-５０ 0796-45-1900
・利用者対応体験
・ニュースポーツ指導体験
・施設設備等の点検作業　等

６月

新型コロナウィルス感染
防止対策の状況をみて、
人数、日数など調整して
受け入れる予定。

169 但馬 県土整備部 但馬空港ターミナル㈱ 668-0081 豊岡市岩井字河谷１５９８-３４ 0796-26-1500

空港管理運用業務及び航空機運航支援業
務体験
・空港場周内パトロール、灯火、無線設備等
施設整備点検保安業務
・気象観測業務
・消防放水訓練　
・対空通信室情報提供業務、保安検査業務
体験
・空港公園及びターミナルビル清掃管理業
務
・到着ゲート係、搭降載担当係等航空機運
航支援業務　等

６月頃

受入人数：４名まで（年１
回）
※豊岡市内の中学校を
優先的に受入れ。（毎
年、豊岡市教育委員会
からの依頼を受入れてお
り、それ以外の受入は困
難。）

170 但馬 教育委員会 県立南但馬自然学校 669-5134 朝来市山東町迫間字原１８９ 079-676-4731

・オリエンテーション （校内案内、概要説明）
・自然学校利用校の活動の支援、貸出備品
の準備 （野外炊事、自然物クラフト、隠れ家
づくり　等）
・施設の保守管理の補助
・アクティビティ体験 （もみじがり　等）　
・活動のまとめ
・修了式　等

受入人数：２名

9／12



番号 地域 関係部局 施 設 名 〒 所 在 地 電話番号 活動内容（具体的に） 実施時期 備 考

令和４年度　地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 県立施設・事務所等の受入先一覧

171 但馬 教育委員会 県立但馬やまびこの郷 669-5135 朝来市山東町森字向山３０４５-１０１ 079-676-4724

・所内掲示の作成
・活動用具の点検補助
・施設の整備補助
・その他、業務の補助

172 但馬 教育委員会 県立兎和野高原野外教育センター 667-1336 美方郡香美町村岡区宿７９１-１ 0796-94-0211

・自然学校の対応補助
・施設、遊歩道の維持管理補助
・キャンプ物品等の貸出、返却、整理補助
・場内環境整備補助
・施設の清掃

受入人数：３名程度

173 但馬 教育委員会 兵庫県　木の殿堂 667-1347 美方郡香美町村岡区和池９５１ 0796-96-1388

・館内清掃
・受付補助
・周辺環境整備補助
・木のおもちゃ、備品整理

受入人数：２名程度
※月曜日は休館日のた
め県立兎和野高原野外
教育センターで受入れ
る。

174 但馬 教育委員会 県立コウノトリの郷公園 668-0814 豊岡市祥雲寺１２８ 0796-23-5666

・コウノトリの普及啓発に係る業務 （環境学
習補助等）
・コウノトリの飼育に係る業務 （給餌、ケージ
内整理等）
・郷公園ジオ研究部の研究に係る業務 （山
陰海岸ジオパークに関する地質学等）

受入可能数：５名以内

175 但馬 教育委員会 県立円山川公苑 668-0071 豊岡市小島１６３ 0796=28-3085

・自然学校等にかかるカヌー、カヤック、カッ
ターの活動補助
・ボートヤード利用者受入準備、清掃、片付
け等
・施設内清掃、環境美化

受入人数：３名程度まで

176 但馬 教育委員会 日高高等学校 669-5395 豊岡市日高町岩中１ 0796-42-1133

・看護科、福祉科の授業準備及び片付けの
補助
・授業見学
・図書室の本整理
・寮の掃除　等

６月頃

受入人数：２人
※校外実習と重ならない
５月３０日～６月３日の週
であれば受入可能。

177 但馬 教育委員会 但馬農業高等学校 667-0043 養父市八鹿町高柳字奥山田３００-１ 079-662-6107
農業職業体験
・野菜、草花、果樹等の手入れ
・畜産（ウシ・ブタ）の飼育管理

６月頃
特別な配慮が必要な生
徒が希望する場合は、必
ず事前に連絡。

178 但馬 教育委員会 香住高等学校 669-6563 美方郡香美町香住区矢田４０-１ 0796-36-1181
・栽培池の飼育生物の管理
・小型実習船の運行、管理

６月頃
受入人数：５人程度まで

179 但馬 但馬県民局 新温泉農業改良普及センター 669-6701 美方郡新温泉町芦屋５２２-４ 0796-82-1161 農業（畜産業を含む）に関すること ６月頃
受入可能数：２名
※業務内容により、活動
時間の前後あり。

180 但馬 但馬県民局 豊岡土木事務所 668-0025 豊岡市幸町７-１１ 0796-26-3739

・道路整備・海岸保全についての学習 （例：
道路計画づくり体験、海岸の安全点検 等）
・道路パトロール
・側溝清掃体験活動 （例：路面補修等作業
体験、道路情報板操作体験、除雪機械見学 
等）
・河川・砂防・急傾斜地についての学習 
（例：急傾斜地工事監督補助、但東ダム管
理実習 等）
・水防活動についての学習 （例：水防倉庫
点検、雨量計・水位局・ボートパーク見学 
等）
・建築・まちづくりについての学習 （例：わが
家の耐震診断実習、豊岡の復興建築群の
学習　等）

６月頃

181 但馬 但馬県民局 豊岡農業改良普及センター 668-0025 豊岡市幸町７-１１ 0796-26-3707

普及指導活動の一部を体験
・水田周辺の生きもの調査 （但馬で普及し
ているコウノトリ育む農法の田んぼ及び畦畔
の生き物を調べ、生物多様性を理解する。）
・土壌分析などの実施 （現場のほ場の土の
栄養成分を分析し、その結果から指導資料
を作成する。）
・現地活動の補助 （現地ほ場の調査(測定・
記録)を補助しながら、調査の目的や内容を
理解する。水稲、野菜、果樹等の生育調査、
但馬牛の発育調査など）

６月頃

受入人数：２名（同一中
学校からの生徒）
※施設の業務上、職員
以外の豊岡市民との対
応が活動内容に含まれ、
コロナ対策で配慮が必要
な場合は受入は難しい。

182 但馬 但馬県民局 新温泉土木事務所 669-6701 美方郡新温泉町芦屋５２２-４ 0796-82-3141
道路、河川、砂防など社会基盤施設の建
設、維持管理に関する業務

５月末～
６月上旬

183 但馬 警察 南但馬警察署 669-5213 朝来市和田山町玉置６５３-２ 079-672-0110 警察各課の業務

184 但馬 警察 豊岡警察署 668-0055 豊岡市昭和町７-５ 0796-24-0110 警察各課の業務

185 但馬 警察 美方警察署 669-6746 美方郡新温泉町戸田３７ 0796-82-0110 警察各課の業務

186 丹波
企画県民部
(県民生活課)

（公財）兵庫丹波の森協会
県立丹波の森公苑

669-3309 丹波市柏原町柏原５６００ 0795-72-2127

・施設見学、里山観察
・里山の調査、管理および整備業務
・講座等開催に係る事務補助
・苑内の環境整備 （緑地管理・清掃）

６月頃
月曜日が休園日のため、
火～土の期間に実施。

187 丹波 健康福祉部
障害者支援施設

丹南精明園
(丹波丹（まごころ）ファーム）

669-2221
丹波篠山市西古佐７００
(丹波市市島町上竹田２３３６-１）

079-594-2298 福祉体験活動
６月

受入人数：２名程度

188 丹波 健康福祉部
障害者支援施設

丹南精明園
669-2221 丹波篠山市西古佐７００ 079-594-2298 福祉体験活動

６月
受入人数：２名程度

189 丹波 健康福祉部
特別養護老人ホーム

丹寿荘
669-4341 丹波市市島町上竹田２３３６-１ 0795-85-3251 福祉体験活動 ６月

受入人数：特養３名、グ
ループホーム３名、デイ
サービス２～３名

190 丹波 農政環境部 県立ささやまの森公園 669-2512 丹波篠山市川原５１１ 079-557-0045
・園内の散策路や登山道の点検作業
・森林内の整備や保全に関する作業
・来園者への案内業務補助、その他

６月頃

・月曜日が休園日のた
め、火～土の期間に実
施。
・実施時期、活動内容等
の要望には可能な限り対
応可。
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191 丹波 農政環境部 森林動物研究センター 669-3842 丹波市青垣町沢野９４０ 0795-80-5500

・センター施設管理
・森林動物専門員業務 （生息数調査、集落
獣害対策指導等）の補助
・研究部での研究体験 （動画解析・標本整
理等）

６月頃

192 丹波 産業労働部 丹波年輪の里 669-3312 丹波市柏原町田路１０２-３ 0795-73-0725

・苑内に飾る花の木製プランターづくり
・木育活動で使用する木のおもちゃづくり
・レーザー加工機を使用した木のキーホル
ダー製作体験
・広報活動 （ホームページ等に掲載する写
真撮影）
・苑内の清掃　他

６月

例年受入れの地域の丹
波市立柏原中学校トライ
やる・ウィーク推進委員
会から、６月７日～９日の
３日間の受入要請があ
り、既に受入事業所とし
て登録済み。

193 丹波 産業労働部 新たんば荘 669-2341 丹波篠山市郡家４５１-４ 079-552-3111

・フロント業務
・客室清掃
・配膳業務
・その他

６月

緊急事態宣言・まん延防
止等重点措置等の発令
による時短・休業要請に
従い、受入不可な場合あ
り。

194 丹波 県土整備部 県立丹波並木道中央公園 669-0021 丹波篠山市西古佐９０ 079-594-0990

・低木除草
・中低木剪定
・木工作業　
・イベント準備手伝い　など

６月頃

２０２２年６月の受入れに
ついては、地元の中学校
からの調査票に対して
「受入可能」との返信済。

195 丹波 教育委員会 篠山東雲高等学校 669-2513 丹波篠山市福住１２６０ 079-557-0039
・本校農場における動物飼育管理
・野菜、草花の飼育栽培管理

６月・１１月
いずれも可

本校や農業に興味関心
が強い生徒が望ましい。

196 丹波 警察 篠山警察署 669-2341 丹波篠山市郡家４０３-１８ 079-552-0110 警察各課の業務

197 丹波 警察 丹波警察署 669-3309 丹波市柏原町柏原２６４９ 0795-72-0110 警察各課の業務

198 淡路
企画県民部
(県民生活課)

県立淡路文化会館 656-1521 淡路市多賀６００ 0799-85-1391

・会館の維持管理 （清掃活動、花壇の水や
り、案内表示板の作成等）
・高齢者大学「いざなぎ学園」講座の運営補
助
・美術展示の運営補助

５～６月頃

199 淡路 健康福祉部
障害者支援施設

五色精光園成人寮
656-1332 洲本市五色町広石北８４７ 0799-35-0231 福祉体験活動 ５月～２月 受入人数：４名程度

200 淡路 健康福祉部
障害者支援施設

五色精光園第２成人寮
656-1337 洲本市五色町下堺１０６２-３ 0799-35-0326 福祉体験活動

５月～２月
受入人数：４名程度

201 淡路 健康福祉部
多機能型事業所

あゆみの部屋事業所
656-1317 洲本市五色町鮎原小山田５１０-７ 0799-32-0400 福祉体験活動

５月～２月
受入人数：２～３名程度

202 淡路 健康福祉部
多機能型事業所
コスモス事業所

656-0042 洲本市池内１２４８-６ 0799-23-1421 福祉体験活動 ５月～２月 受入人数：２～３名程度

203 淡路 健康福祉部
特別養護老人ホーム

あわじ荘
656-1727 淡路市野島貴船２２９-１ 0799-82-1950 福祉体験活動 受入人数：４名程度

204 淡路 健康福祉部 あわじ荘シルバーサポートのじま 656-1721 淡路市野島蟇浦６８１-２ 0799-80-2700 福祉体験活動 受入人数：２～３名

205 淡路 健康福祉部
特別養護老人ホーム

くにうみの里
656-0013 洲本市下加茂１-６-６ 0799-22-3344 福祉体験活動 ５月 受入人数：３名まで

206 淡路 健康福祉部
洲本市五色健康福祉総合センター

（特養、デイサービス他）
656-1331 洲本市五色町都志大日７０７ 0799-35-0503 福祉体験活動 ５月

受入人数：特養２名、デイ
サービス２名、ひろいしの
里２名

207 淡路 農政環境部
県立農林水産技術総合センター

淡路農業技術センター
656-0442 南あわじ市八木養宜中５６０-１ 0799-42-4880

・野菜、花卉、果樹の栽培管理
・収穫作業

５月
南あわじ市立三原中学
校より協力依頼あり。

208 淡路 農政環境部 県立公園あわじ花さじき 656-2301 淡路市楠本２８０５-７ 0799-74-6426

・園内の花壇、プランターの管理 （植栽・手
入れ）
・業務管理 （入園者対応）
・入園者アンケート調査　等

９月頃

受入人数：４名まで
※徒歩や自転車で来ら
れる場所ではないため、
送迎が必要。

209 淡路 産業労働部 津名ハイツ 656-2131 淡路市志筑１６２ 0799-62-1561

・フロント業務
・客室清掃
・配膳業務
・その他

１１月

緊急事態宣言・まん延防
止等重点措置等の発令
による時短・休業要請に
従い、受入不可な場合あ
り。

210 淡路 県土整備部 県立淡路佐野運動公園 656-2213 淡路市佐野新島９-６ 0799-60-4111
・野球場グラウンド整備
・園内清掃
・スポーツ教室補助　他

５月頃 受入人数：最大３名

211 淡路 県土整備部
県立淡路島公園

(ハイウェイオアシスゾーン除く)
県立あわじ石の寝屋緑地

656-2301
淡路市楠本２４２５-２（淡路島公園）
淡路市岩屋茂谷（あわじ石の寝屋緑地）

0799-72-5377

・植栽管理
・花壇管理
・施設管理
・清掃作業等県立公園の管理運営業務

１１月頃

受入人数：３名以内
・淡路島公園・あわじ石
の寝屋緑地の２公園で５
日間の受入。
・集合場所は、５日間とも
淡路島公園。（あわじ石
の寝屋緑地へは、当方
の公用車で移動。）

212 淡路 企業庁 グランドニッコー淡路 656-2306 淡路市夢舞台１番地 0799-74-1000

グランドニッコー淡路での接遇業務等
［宿泊部門］
・客室等の清掃、ベッドメイキング
［料飲部門］
・宴会サービスでの宴席準備
・ホテルショップでの商品陳列、接客業務

６月頃 受入人数：２～３名
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213 淡路 病院局 県立淡路医療センター 656-0021 洲本市塩屋１-１-１３７ 0799-22-1200

・外来部門の患者等の案内、手伝い等（ボラ
ンティア部門の体験）
・検査、放射線、薬剤、リハビリなど病院内
各部門の見学
・院内施設見学

６月頃

現在の状態では受入不
可。（新型コロナウィルス
感染症等の状況が改善
され、平常状態になった
場合のみ受入可能。）

214 淡路 教育委員会 淡路高等学校 656-1711 淡路市富島１７１-２ 0799-82-1137
農業就業体験
・圃場での栽培管理
・農産物の加工体験

６月頃

215 淡路 淡路県民局 洲本土木事務所 656-0021 洲本市塩屋２-４-５ 0799-22-3541

・津波、洪水対策についての学習
・道路、海岸保全についての学習
・河川、砂防、急傾斜地、ダムについての学
習
・建築、まちづくりについての学習

６月頃 受入人数：２名以内

216 淡路 警察 洲本警察署 656-0024 洲本市山手２-１-３ 0799-22-0110 警察各課の業務

217 淡路 警察 淡路警察署 656-2401 淡路市岩屋２９４２-２４ 0799-72-0110 警察各課の業務

218 淡路 警察 南あわじ警察署 656-0472 南あわじ市市善光寺１８-２５ 0799-42-0110 警察各課の業務
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