
県立施設共通招待券をご利用いただける施設一覧 

施 設 名 施  設  概  要 

県立美術館～芸術の館～ 

 

 

 

 

 

 

近代から現代の国内外の絵画、彫刻や版画約

10000 点を所蔵する西日本有数の美術館です。

神戸ゆかりの画家・小磯良平、金山平三両氏

の記念室もあります。世界的建築家・安藤忠

雄氏によって設計された建物にも見どころが

いっぱいです。 

住所 

電話 

開館時間 

 

休館日 

 

駐車場 

 

神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1 

078-262-0901 

10：00～18：00 特別展開催中の金・土曜日は 20:00

まで（入館は閉館の 30 分前まで） 

月曜日（祝休日の場合は翌日）12 月 31 日,1 月 1 日 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ休館 1月 2日～1月 10 日 

80 台（2時間まで 400 円、以降 30 分につき 200 円） 

阪神・淡路大震災記念 

人と防災未来センター 

 

 

 

阪神・淡路大震災の経験と教訓を後世に伝え、

これからの災害への備えや防災・減災の知識

を学ぶことができる防災学習施設。震災の再

現映像の上映や、語り部による体験談、被災

された方から提供いただいた震災資料の展示

などがあり、震災の実情を知ることができま

す。また、東日本大震災被災地のドキュメン

タリー映像も上映中。日没～21 時までは西館

のライトアップも実施しています。 

 

住所 

電話 

開館時間 

 

 

休館日 

駐車場 

神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2 

078-262-5050 

9：30～17：30（入館 16：30 まで）   

7～9 月は 18：00 まで（入館 17：00 まで） 

金･土曜日は【通年】19：00 まで（入館 18：00 まで） 

月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日） 

13 台（1時間まで 250 円、2時間まで 400 円、3時間

まで 500 円） 

県立舞子公園 

舞子海上プロムナード 

 
 

世界一のつり橋「明石海峡大橋」の神戸市側

に開設され、海面からの高さ約 47 メートル、

延長約 317 メートルの回遊式遊歩道です。8

階展望ラウンジには展望カメラシステムがあ

り、明石海峡大橋の主塔（高さ約 300m）にの

ぼった気分が味わえます。床面がガラス張り

の「海上 47m の丸木橋」から眼下に見る明石

海峡はスリル満点です。 

住所 

電話 

開館時間 

 

休館日 

 

 

駐車場 

 

神戸市垂水区東舞子町 2051 

078-785-5090 

9:00～18:00（入館 17:30 まで） 

(ゴールデンウィーク･夏休みは 19:00 まで) 

4 月～9月は無休 

10 月～3月は毎月第 2月曜（祝日の場合は翌日） 

12 月 29～12 月 31 日 

216 台（1時間につき 200 円） 



施 設 名 施  設  概  要 

県立人と自然の博物館 

 

 

「人と自然の共生」をテーマにした自然史系

博物館で、「兵庫の自然誌」「地球・生命と

大地」などの 5つのテーマごとに展示してい

ます。平成 18 年に丹波市で発見された大型草

食恐竜の肋骨、尾椎、血道弓や、同時に発見

された他の恐竜の歯の化石も見ることができ

ます。 

住所 

電話 

開館時間 

休館日 

 

駐車場 

三田市弥生が丘 6丁目 

079-559-2001 

10：00～17：00（入館 16：30 まで） 

月曜日（祝日の場合は翌日） 

12 月 27 日～1月 2日、1月 7日～2月 8日 

近隣に有料駐車場があります。 

（詳細は当館ホームページでご案内しております） 

県立考古博物館 

 

史跡「大中遺跡」の隣接地に平成 19 年 10 月

に開館した施設です。キャッチフレーズは「触

れる・体感する考古学のワンダーランド！」。

館内には子どもたちの創造力を刺激するたく

さんの”しかけ”がいっぱい！子どもたちに

は、発掘ひろばが大人気です。 

住所 

電話 

開館時間 

 

 

休館日 

 

 

駐車場 

加古郡播磨町大中 1-1-1 

079-437-5589 

4 月～9月  9：00～18：00 

10 月～3月 9：00～17：00 

（有料ゾーンへの入場は、9:30 から閉館 30 前まで) 

月曜日（祝休日の場合は翌平日） 

12 月 24 日～12 月 30 日は臨時休館 

12 月 31 日、1月 1日 

近隣に町営駐車場があります。（1回あたり 200 円） 

県立考古博物館加西分館 

「古代鏡展示館」 

 

 

 

 

 

 

所蔵する 300 面を超える古代中国鏡は、歴史

的、美術的に高い価値を有し、世界的にも貴

重なコレクションです。「古代鏡展示館」は平

成 29 年 4 月に開館し、常に 100 面以上の鏡

を公開しています。奥深い古代鏡の世界に皆

様をご案内します。 

住所 

電話 

開園時間 

 

休館日 

 

 

 

駐車場 

加西市豊倉町飯森 1282-1（県立ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ内） 

0790-47-2212 

9：00～17：00（入館は 16:30 まで） 

（フラワーセンター入園 16：00 まで） 

水曜日(祝日の場合は翌日） 

12 月 20 日～12 月 27 日は臨時休館 

12 月 28 日～1月 1日 

チューリップまつり、菊花展覧会開催期間中は無休 

500 台（無料） 



施 設 名 施  設  概  要 

県立フラワーセンター 園内は周囲を松林に囲まれ、中央に亀ノ倉池、

南国ムードあふれる大温室、大小様々な花壇

や樹木園があります。大温室では、熱帯、亜

熱帯の大輪の花が咲き乱れ、球根ベゴニア、

ゲスネリア、食虫植物については国内でも有

数のコレクションとして知られています。 

住所 

電話 

開園時間 

休館日 

 

 

駐車場 

加西市豊倉町飯森 1282-1 

0790-47-1182 

9：00～17：00（入園 16：00 まで） 

水曜日(祝日の場合は翌日） 

12 月 28 日～1月 1日    

チューリップまつり、菊花展覧会開催期間中は無休 

500 台（無料） 

 

県立歴史博物館 姫路城址内中曲輪の武家屋敷跡に立地し、兵

庫県の歴史や日本の城郭に関する資料を中心

に展示しています。大型映像で城や城下町に

ついて学べるシアター「バーチャル歴史工

房」、懐かしい玩具遊びや、十二単（正絹）・

鎧兜の着付け体験ができる「みんなの家」、児

童文化資料を展示する「こどもはくぶつかん」

などがあります。 

住所 

電話 

開館時間 

休館日 

 

 

駐車場 

 

姫路市本町 68 番地 

079-288-9011 

10：00～17：00（入館 16：30 まで） 

月曜日(祝日の場合は翌平日） 

臨時休館 12 月 3 日（月）～12 月 28 日（月） 

年末年始 12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木) 

近隣に市営駐車場（有料）があります。 

 

  

県立円山川公苑美術館 

 

 

 

 

 

 

 

四季折々の自然環境の中で、気軽にアートに

触れ合える空間を提供しています。油彩・水

彩などといった分野はもとより、メディアア

ートとして絵本や漫画の世界を紹介したり、

サブカルチャーに着目した展覧会なども開催

しています。 

住所 

電話 

開館時間 

休館日 

 

 

駐車場 

豊岡市小島 1163 

0796-28-3085 

9：00～17：00 

月曜日（祝日の場合は翌日） 

12 月 31 日、1月 1日  

（5 月～10 月および冬休み期間中は無休） 

200 台（無料） 



施 設 名 施  設  概  要 

兵庫陶芸美術館 

 

 

日本遺産に認定された日本六古窯の一つ「丹

波焼の里」に立地。丹波焼の名品の常設展示

のほか、国内外の陶芸作品の展覧会を開催し

ています。陶芸ワークショップなど各種陶芸

関係の講座も開催しており、観るだけでなく、

創作・学習などを通して奥深い陶芸文化の世

界に触れることができます。レストランも併

設しており、展望デッキからは丹波焼の里が

一望できます。 

 

住所 

電話 

開館時間 

 

 

 

休館日 

 

駐車場 

 

篠山市今田町上立杭 4 

079-597-3961 

10：00～18：00 

ただし、ゴールデンウィーク期間中は 19:00 まで 

7 月～8月の土・日曜日は 9:30～19:00 

（入館は閉館の 30 分前まで） 

月曜日（祝日の場合は翌平日） 

12 月 31 日、1月 1日 

58 台（無料） 

県立淡路夢舞台温室 

 

 

 

 

 

 

関西国際空港の土砂採掘跡地に自然を甦らせ

た「淡路夢舞台」の中にある日本最大級の温

室です。「感動創造」をメインテーマに、芸術

と緑花を融合させた新しいタイプの展示空間

を創り出しています。夢舞台には、他にも百

段苑や円形フォーラムなど、自然と調和した

さまざまな施設が点在しています。 

住所 

電話 

開館時間 

休館日 

駐車場 

淡路市夢舞台 4 

0799-74-1200 

10:00～18:00（入館 17:30 まで） 

7/12（木）、11/15（木）※1 月、3 月臨時休館あり

600 台（1回あたり 500 円） 

※ウェスティンホテル淡路地下駐車場利用 

横尾忠則現代美術館 

 

兵庫県西脇市出身の美術家、横尾忠則氏から

の寄贈・寄託作品を軸に、国際的に高く評価

されている作品の魅力を国内外にアピールす

るとともに、関わりのある様々な分野のアー

ティストや作品に関連するテーマ展など、多

彩な展覧会を開催します。 

住所 

電話 

開園時間 

 

 

休館日 

 

駐車場 

神戸市灘区原田通 3-8-30 

078-855-5607（総合案内） 

10:00～18:00（入場は閉館の 30 分前まで) 

展覧会開催中の金･土曜日は 10：00～20:00（入場は

19:30 まで） 

月曜日（祝日の場合は翌日） 

年末年始（12 月 31 日、1月 1日）   

31 台（有料） 

＊ ご利用にあたっては念のため開館時間、休館日等を各施設にご確認ください。 

＊ 展覧会内容・期間についても、各施設へお問い合せください。 


