
企業内
実習

ご協力のお願い

品出し

清掃 調理補助

検品 事務補助

生徒たちの実習先を探しています。ご協力ください。

企業内

実習 雇用
障害者

兵庫県教育委員会
兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課 神戸市中央区下山手通 5-10-1　TEL 078-362-3774　FAX 078-362-4286

県立学校

市立学校

国立学校

県立視覚特別支援学校
（078）751-3291

神戸市垂水区城が山 4丁目 2-1

県立いなみ野特別支援学校
（079）492-6161

加古郡稲美町国安 1284-1

県立のじぎく特別支援学校
わかあゆ分教室（肢）

（0795）48-5425 加東市下滝野 1283-1

宝塚市立養護学校
（0797）84-0953

宝塚市安倉中 6丁目 1-3

川西市立川西養護学校
（072）799-1456

川西市清和台西 2丁目 3-81

三田市立ひまわり特別支援学校
（079）562-7667
三田市富士が丘 3-25

明石市立明石養護学校
（078）918-5935

明石市大久保町大窪 2752-1

加古川市立加古川養護学校
（079）428-2645

加古川市上荘町見土呂 34-1

姫路市立書写養護学校
（079）266-0028

姫路市書写台 3丁目 148-1

神戸市立青陽須磨支援学校
（078）793-1006

神戸市須磨区西落合 1丁目 1-4

神戸市立いぶき明生支援学校
（078）997-6311

神戸市西区井吹台西町 7丁目 -1

丹波篠山市立篠山養護学校
（079）552-5237
丹波篠山市沢田 120-1

神戸市立友生支援学校
（078）576-6120

神戸市兵庫区夢野町 1-1

神戸市立友生支援学校住吉分校
（078）851-0630

神戸市東灘区住吉東町 4丁目 1-58

神戸市立友生支援学校分教室
（078）381-5366

神戸市中央区港島南町 1丁目 6-7

県立のじぎく特別支援学校
おおぞら分教室（肢）

（078）926-1811 神戸市西区曙町 1070

県立播磨特別支援学校
（0791）66-0091

たつの市揖西町中垣内乙 135-1

県立和田山特別支援学校
（079）674-0214

朝来市和田山町竹田 1987-1

県立上野ケ原特別支援学校
（079）563-3434

三田市大原梅の木 1546-6

神戸市立盲学校
（078）360-1133

神戸市中央区東川崎町 1丁目 4-2

神戸市立青陽東養護学校
（078）871-1800

神戸市灘区岩屋北町 6丁目 1-1

三木市立三木特別支援学校
（0794）84-0830

三木市志染町青山 7丁目 1-8

小野市立小野特別支援学校
（0794）66-2571
小野市昭和町 458-1

加西市立加西特別支援学校
（0790）48-2304
加西市西笠原町 172-50

神戸大学附属特別支援学校
（078）936-5683

明石市大久保町大窪 2752-4

尼崎市立あまよう特別支援学校
（06）6482-1530

尼崎市東難波町 2丁目 14 番 40 号

西宮市立西宮養護学校
（0798）57-3521
西宮市田近野町 10-45

伊丹市立伊丹特別支援学校
（072）783-5436
伊丹市鴻池 1丁目 8-6

県立上野ケ原特別支援学校
ひかりの森分教室（病）
（078）581-8620

神戸市北区山田町上谷上字登り尾 3

県立東はりま特別支援学校
（079）430-2820

加古郡播磨町北古田 1丁目 17-17

県立北はりま特別支援学校
（0795）32-3672

多可郡多可町中区間子 602-1

県立姫路特別支援学校
（079）285-3765

姫路市四郷町東阿保字下戸明 476-1

県立西はりま特別支援学校
（0791）59-8277

たつの市新宮町光都 1丁目 3-1

県立出石特別支援学校
（0796）52-3565
豊岡市出石町宮内 2-8

県立出石特別支援学校みかた校
（0796）95-1225

美方郡香美町村岡区川会 33

県立豊岡聴覚特別支援学校
（0796）22-2114
豊岡市三坂町 2-9

県立あわじ特別支援学校
（0799）22-1766

洲本市上物部 2丁目 1-17

県立神戸特別支援学校
（078）592-6767
神戸市北区大脇台 10-1

県立のじぎく特別支援学校
（078）994-0196

神戸市西区北山台 2丁目 566-134

県立神戸聴覚特別支援学校
（078）709-9301

神戸市垂水区福田 1丁目 3-1

県立姫路聴覚特別支援学校
（079）284-0331
姫路市本町 68 番地 48

県立西神戸高等特別支援学校
（078）991-2050

神戸市西区押部谷町高和 1557-1

県立阪神特別支援学校
（0798）52-6868
西宮市田近野町 11-7

県立阪神特別支援学校分教室
（06）6431-6050

尼崎市武庫之荘 8丁目 31-1

県立芦屋特別支援学校
（0797）25-5311
芦屋市陽光町 8-37

県立こやの里特別支援学校
（072）777-6300

伊丹市瑞ヶ丘 2丁目 3-2

県立こやの里特別支援学校分教室
（072）765-3255

川辺郡猪名川町紫合字新林 4-4

県立阪神昆陽特別支援学校
（072）773-5135
伊丹市池尻 7丁目 108

県立高等特別支援学校
（079）563-0689

三田市大原梅の木 1546-6

県立氷上特別支援学校
（0795）75-1737

丹波市春日町棚原 3098-1

兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課

兵庫県内の特別支援学校一覧

県立姫路特別支援学校分教室
（079）253-0790

姫路市別所町北宿 303-1

県立姫路しらさぎ特別支援学校
（079）295-2200
姫路市苫編 668-58

県立赤穂特別支援学校
（0791）43-9266
赤穂市大津 1305
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高等部 1年
校内実習・職場・職業体験実習

校内実習 障害者雇用枠で就職

高等部 2年
職場・職業体験実習

高等部 3年
職場・職業体験実習

進路決定

企業内

実習
企業で働く卒業生

日本パーソネルセンター
株式会社

企業・事業主の皆様
ご協力ください。

兵庫県内には、47 校の特別支援学校があり、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の障害のある子どもたちが、卒業後の自立
と社会参加、就職に向けて日々学んでいます。
また、職業科や就業技術科といった専門学科を設置している学校や、普通科に職業コースを設置している学校もあります。

視覚障害 PC入力、カルテ管理、
企業内ヘルスキーパー等

聴覚障害 一般事務、経理事務、検査・組み立て作業、
印刷物加工補助、清掃等

知的障害

肢体不自由

病弱

荷物運搬仕分け、伝票処理、清掃、調理補助、
品出しなど小売り周辺業務、製造補助等

一般事務、PC入力、データ処理、製造補助、
在宅就労等

一般事務、PC入力、経理事務、
商品管理事務等

株式会社
川重ハートフルサービス

実習から就職（雇用）までの流れ


