都市農村交流バス「グリーン・ツーリズムバス」対象施設一覧
この一覧表以外でも、農林漁業に関する研修・体験ができる施設はグリーン・ツーリズムバスの対象になります。
なお、対象施設としてあがっていても、その施設において実施する視察や体験の内容が農林漁業に関係ない
場合は、承認できません。（例:陶芸体験、彫金体験、自然観察）
備考欄の設備に関しては、施設からの聞き取り調査結果です。詳細は直接施設にお問い合わせください。
対象施設の名称等
名称

〒

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

所在地

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

神戸地域（神戸市）
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

野菜収穫体験（いちご、きのこ、野菜、さつまいも
等）、農産加工体験（ジャム、パン、もちつき、フ
ルーツ大福等）、木工クラフト体験

体験受付まで
078-965-2651㈹

子供向け野菜やお米、農業のお話
一般向け野菜やお米、農業のお話
施設視察説明等

弓削牧場
（レチェール・ユゲ）

651-1243 神戸市北区山田町下谷上
西丸山5-2

チーズづくり体験セミナー
チーズハウスでチーズづくりを体験しながら講義を
聞き試食 （60分／～50人）

施設まで
078-581-3220

弓削牧場内の牛の飼い方や搾乳ロボットシステム 施設まで
など、弓削牧場がチャレンジしている取り組みにつ 078-581-3220
いて、専門のスタッフがお話をしながら案内します。
（30分/～50人）

４（施設内の一部）

グランメール

651-2334 神戸市西区神出町紫合
74-5

味噌づくり体験、白菜キムチづくり体験
各20人～

(有) ﾍﾙｼｰ・ﾏﾏ・SUN
078-965-2456

有機栽培ｾﾐﾅｰとほ場の見学 20人～

(有) ﾍﾙｼｰ・ﾏﾏ・SUN
078-965-2456

9

道の駅「神戸ﾌﾙｰﾂ・ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰ 651-1522 神戸市北区大沢町上大沢
ｸ 大沢」
2150番地

くだもの狩り（もも・なし・りんご・ぶどう）

神戸市経済観光局農
水産課
078-322-5366

１，３，４，７，８，９，

神戸市立六甲山牧場

657-0101 神戸市灘区六甲山町中一
里山1-1

バターづくり 48人
アイスクリームづくり 48人
１度に体験可能な人数はどちらの体験も48人
ウールクラフト 最大35名

（一財）神戸みのりの公 施設視察説明等 （60分）
社フルーツ・フラワーパー
ク部
078-954-1010
(一財)神戸みのりの公 施設視察説明等 （60分）
社
六甲山牧場
078-891-0280

神戸市立須磨海づり公園

654-0076 神戸市須磨区一ﾉ谷町
5丁目地先

釣り 550人

(一財)神戸みのりの公
社
海浜事業部
須磨海づり公園
078-735-2907

施設視察説明等 （60分）

(一財)神戸みのりの公
社
海浜事業部
須磨海づり公園
078-735-2907

８，９

神戸市立平磯海づり公園

655-0892 神戸市垂水区平磯1-1-66

釣り 700人

(一財)神戸みのりの公
社
海浜事業部
平磯海づり公園
078-753-3973

施設視察説明等 （60分）

(一財)神戸みのりの公
社
海浜事業部
平磯海づり公園
078-753-3973

１，３，４，５，８，９

神戸市立水産体験学習館
(ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸さかなの学校)

655-0036 神戸市垂水区海岸通
12番4号

乾のりづくり (48人)、塩づ くり (48人)

(一財)神戸みのりの公
社
海浜事業部

施設視察説明等 （60分）

(一財)神戸みのりの公
社
海浜事業部

２，４，８，９

【休園中】

マリンピア神戸さかなの学校

651-2204 神戸市西区押部谷町高和
1557-1

(一財)神戸みのりの公
社
六甲山牧場
078-891-0280

１，２，３，４，５，８、９

１，４（チーズ館・体験学習館・南
売店横・レストハウス横のトイレ），
６，９。
施設の立地上，園内通路等は車
椅子に対応しておりません。体験プロ
グラム実施設備（体験学習館）のみ
介助なしの利用が可能です。

マリンピア神戸さかなの学校

078-706-5550
神戸ワイナリー（農業公園）

体験受付まで
(078)965-2651㈹

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

078-706-5550
施設視察説明等（30分）

(一財)神戸みのりの公
社 ワイナリー部
078-991-3911

1，３，４，８，９

細田いちご狩園

神戸市西区押部谷町細田

いちご狩り (35人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

岩岡観光ぶどう園
神出観光ぶどう園

神戸市西区岩岡町大道星
神戸市西区神出町老ノ口

ぶどう狩り (30人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

神出 ２、４

神戸観光なし園

神戸市西区神出町小束野

なし狩り (30人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

２，４

いも掘り農園（複数農園あり）

神戸市西区押部谷町栄
神戸市西区神出町 等

いも掘り (30人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

かき狩園

神戸市西区櫨谷町友清
神戸市西区押部谷町木津

かき狩 (20人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

いちご狩農園
（複数農園あり）

神戸市北区有野町二郎
神戸市北区大沢町
神戸市北区長尾町
神戸市北区淡河町

いちご狩り(35人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

いも掘り農園
（複数農園あり）

神戸市北区山田町
神戸市北区大沢町
神戸市北区長尾町
神戸市北区淡河町

いも掘り (30人～)

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

とうもろこし狩り園

神戸市北区大沢町

とうもろこし狩り（25口～）

神戸市観光園芸協会
078-961-2650

農協市場館 六甲のめぐみ

対象施設の名称等
名称

651-2204 神戸市西区押部谷町字高
和性海寺山1557-1

施設視察説明等（４０分）

１，２，４，８，９

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

農産物直売所 スマイル阪神 664-0836 伊丹市北本町３－５０
（伊丹市公設市場内「食・
農・プラザ」）

施設視察説明等 (40分)
毎月第２・第４火曜のみ対応

施設まで
072-783-6977

１，２，４，９

農産物直売所 西谷夢市場

669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1

施設視察説明等 （30分/～30人）

施設まで
0797-91-1565

１，２，４

宝塚園芸振興センター
あいあいパーク

665-0881 宝塚市山本東2-2-1

寄せ植え等

施設まで
0797-82-3570

施設説明及び園芸に関すること

施設まで
0797-82-3570

１，２，４，７，８，９

宝塚市立
自然休養村センター

669-1211 宝塚市大原野字南宮2-7

花摘み、いちご狩り、いも掘り、
黒枝豆狩り、栗拾い、釣り 等

県立宝塚西谷の森公園

669-1222 宝塚市境野字保与谷14-1

もちつき、田植え、さつまいも掘り、焼き芋
マツタケ山の再生、木工作品など

宝塚
レジャー農業開発協会
0797-91-0057
（担当：石井）
施設まで
施設説明及び里山について （60分）
0797-91-1630

施設まで
0797-91-1630

１，２，３，４，５，８，９

母子茶加工生産組合
茶香房きらめき

669-1501 三田市母子字丸岡2433

手もみ茶作り （6/1～7/30、30人、180分）

施設まで
079-566-1166

施設視察説明等 （30分/～30人）

施設まで
079-566-1166

3

蓬莱牧場

669-1338 三田市上内神1605-470

ＥＭぼかしとたい肥づくり（～30人）

施設まで
079-563-5817

三田もち処つくしの里

669-1415 三田市上槻瀬375

もちつき・試食 （60分/30～60人)

施設まで
079-569-1908

施設視察説明等 （30分/30～60人）

施設まで
079-569-1908

２，４

湖翠荘

669-1303 三田市末字求メ塚1330

昔の農家の生活をしのぶ農機具の展示説明
（30分）

施設まで
079-567-2225

2

農協市場館
パスカルさんだ１番館

669-1514 三田市川除677-1

施設視察説明等 （60分/～100人）

施設まで
079-563-7744

１，２，４，８，９

乙原観光園

669-1503 三田市乙原1065

〒

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

施設まで
078-997-9955

所在地

問合先・電話番号

阪神地域（伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町）

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

栗拾い、松茸狩り （60分）

施設まで
079-566-0005

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

３，８

〒
所在地
669-1411 三田市波豆1517

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）
椎茸狩り

永沢寺そば道場

666-1502 三田市永沢寺76

そば打ち・試食 （120分）

施設まで
079-566-0053

しい茸園有馬富士

669-1515 三田市大原933

椎茸狩り、栗拾い
イワナ釣り、鮎のつかみ取り
ニジマス釣り

施設まで
079-564-5599

しい茸ランドかさや

669-1346 三田市上相野373

椎茸狩り、芋ほり、黒豆枝豆狩り、いちご狩り

施設まで
079-568-1301

体験農園旬彩
農園レストランしきのかほり

669-1302 三田市下青野731-2

米作り、夏野菜の収穫
さつまいもの収穫、黒豆枝豆の収穫
みそ作り、かきもち作り、椎茸の菌入れ

施設まで
079-567-1264

さんだバ－ベキュ－ガ－デンズ
花山観光園

669-1505 三田市尼寺423

栗拾い、いちご狩り、ぶどう狩り

施設まで
079-562-2272

藤の坊 さんだ山荘

669-1506 三田市志手原861-1

松茸狩り、栗拾い

施設まで
079-563-1112

モリタ観光農園

669-1416 三田市下里228

収穫体験 （椎茸、ブルーベリー、りんご、栗）
（30人）

施設まで
079-569-1400

稲鍵ファーム

669-1303 三田市末2089（第一農園） いちご狩り

施設まで
090-3994-3479

新さんだ農園 いな岡

669-1313 三田市福島365

いちご狩り

施設まで
080-2535-4375

ながしお農場

669-1335 三田市沢谷字南山759

いちご狩り

施設まで
080-2404-1515
※事前予約はホーム
ページから

原田いちごファーム

669-1505 三田市尼寺417

いちご狩り

施設まで
090-6986-2926

みぞばた農園

669-1357 三田市東本庄965

ブルーベリー狩り

施設まで
090-5169-7451

仲しい茸園

666-0223 川辺郡猪名川町木間生字
大道下16

椎茸狩り
バーベキュー

施設まで
072-768-0055

橋本農園

666-0253 川辺郡猪名川町差組字
大野18-1

栗拾い、さつまいも掘り

施設まで
072-766-0837

道の駅 いながわ

666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹
添70-１

そば打ち体験 （90分/～15人）

施設まで
072-767-8600

フルーツファーム果楽土

666-0231 川辺郡猪名川町上阿古谷
字縄手674

いちご狩り

施設まで
072-767-4115

3

北山いちご農園

666-0252 川辺郡猪名川町広根下堀
曽３

いちご狩り

施設まで
080-5319-0006

2

対象施設の名称等
名称

〒

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

所在地

問合先・電話番号
施設まで
079-569-0031

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

対象施設の名称等
名称
山香園

問合先・電話番号

１，３，４，８

４，８

３，４

３，４

施設視察説明
（農産販売センター、地域農業情報センター）

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

施設まで
072-767-8600

問合先・電話番号

東播磨地域（明石市、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町）
県立農林水産技術総合セン
ター
水産技術センター
【見学休止中】
兵庫県水産会館
（シートクラブ）

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

674-0093

明石市二見町南二見22-2

水産物とのふれあい体験
（兵庫県水産技術の見学含む） 120人まで

施設まで
078-941-8601

兵庫県の水産業について

施設まで
078-941-8601

１，３，４，６，７，９
施設の大規模修繕のため2019
年9月から工事終了までの間、
見学は休止

673-0883

明石市中崎1-2-3

旬の魚を利用した料理教室 （20人程度）

施設まで
078-917-4137

漁業を取り巻く現状
魚と海に関するテーマで要相談

施設まで
078-917-4137

２，３，４，６，７，９

みとろフルーツパーク

675-1214 加古川市上荘町見土呂
845-16

さつまいも掘り

体験受付まで
079-428-1113

みとろ観光果樹園

675-1214 加古川市上荘町見土呂
835-4

すもも狩り、ぶどう狩り、柿狩り、栗ひろい

体験受付まで
079-428-2133

ＪＡ兵庫南 にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一1179224
対象施設の名称等
名称

１，２，３，４，９

〒

所在地

１，３，４，８，９

４
事前に連絡いただくと平地部へ
の誘導ができます。トイレは、
近隣施設の障害者対応トイレ
を活用できます。
施設視察説明等（30分程度）

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

施設まで
079-495-7716

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

北播磨地域（西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町）

１，２，４，６，８，９

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

篠田いちご園

677-0068 西脇市落方町502-1

いちご狩り (1月～5月）

施設まで
0795-25-8888

栽培グループ、新規就農者、施設見学者等
来訪者のニーズにより各種の説明を行います。

施設まで
0795-25-8888

3

中畑林間ファミリー園

677-0032 西脇市中畑町字東山
1479－1

栗拾い （９月上旬～）

西脇市役所
商工観光課
0795-22-3111㈹

中畑林間ファミリー園の施設概要などの説明

西脇市役所
商工観光課
0795-22-3111㈹

３，４

出会ふれあい農園

677-0062 西脇市出会町

栗拾い （９月下旬～）

施設まで
0795-27-0420

東はりま
フォルクスガーデン黒田庄

679-0311 西脇市黒田庄町喜多
1518-1

北はりま田園空間博物館
総合案内所

677-0022 西脇市寺内517-1

JAみのり特産開発センター

679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1

各種プログラムあります
事務局までお問合せください

事務局
0795-25-2370

西脇市立北はりま農産物直売 677-0054 西脇市野村町800-1
所「北はりま旬菜館」

１，３，４，８，９

田園空間博物館事業の概要など
（90分程度）

事務局
0795-25-2370

１，３，４，５，８，９

黒田庄和牛をはじめとする、地域の特産物など
の案内

施設まで
0795-28-5155

3

農産物直売所の施設概要の説明、生産者による 施設まで
講話や施設内加工グループの活動説明など
0795-24-7900

三木平井山観光ぶどう園

673-0421 三木市平井315

ぶどう狩り

施設まで
0794-83-3546

みずほ観光ぶどう園

673-0701 三木市細川町瑞穂

ぶどう狩り

施設まで
0794-88-2357

里脇観光ぶどう園

673-0751 三木市口吉川町里脇

ぶどう狩り

施設まで
0794-88-0243

長谷観光ぶどう園

673-1127 三木市吉川町長谷248

ぶどう狩り

施設まで
0794-73-1066

長谷いちご園

673-1127 三木市吉川町長谷180

いちご狩り

施設まで
0794-73-0518

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

寄せ植え講習会と自然の素材を生かした、暮らし 施設まで
に関わる講習会など
0795-28-5120
（主な内容については、庭の散策をし落ち葉などの
植物を利用したしおりづくりなど））

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

１，２，４，５、８、９

対象施設の名称等
名称
うららか・のうえん実里

〒
所在地
673-0751 三木市口吉川町里脇784

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）
いちご狩り

ふれあいオーナー園

673-1106 三木市吉川町実楽

黒大豆収穫、枝豆狩り

(代表) 西田
0794-73-0469

トライｉｎｇファームにしやま

673-1243 三木市吉川町豊岡427

酪農体験、収穫体験
手作り体験 (アイスクリーム、バター)

(代表) 西山
0794-72-1026

山田錦の館

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い
１，２，３

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

酪農、加工施設視察
食育について

(代表) 西山
0794-72-1026

673-1114 三木市吉川町吉安222

酒米「山田錦」ついて
野菜直売所、加工施設の視察説明

吉川まちづくり公社
0794-76-2401

１，２，４，８，９

三木ホースランドパーク

673-0435 三木市別所町高木

厩舎等、施設の視察説明

㈱三木山人と馬との
ふれあいの森協会
0120-816-892

１，３，４，８，９

エコファーム
コープ土づくりセンター

673-0701 三木市細川町瑞穂2327
三木市細川町瑞穂2328-2

野菜収穫体験

みずほ協同農園
0794-88-3366

施設の概要説明及び土づくりについての説明

みずほ協同農園
0794-88-3366

１，２，４

県立三木山森林公園

673-0433 三木市福井字三木山
2465-1

木工クラフト

体験受付まで
0794-83-6100

ＮＰＯ法人
「ぷらっときすみの」

675-1344 小野市下来住町34-8

手打ちそば体験 （60分）

施設まで
0794-62-5116

食文化の拠点づくりときすみのの町づくり
（60分）

施設まで
0794-62-5116

１，２，４

サンパティオおの

675-1317 小野市浄谷町1545-321

ＪＡ直売所の活動について (60分）

施設まで
0794-64-0831

１，２，３，４，８，９

都市農村交流施設

675-2451 加西市上万願寺町120-1

野菜栽培体験

NPO法人原始人の会
0790-44-0150

県立フラワーセンター

679-0187 加西市豊倉町飯森1282-1

リース作り、寄せ植え、押し花アート
ハーブ石鹸作り

施設まで
0790-47-1182

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

野田いちご園

675-2346 加西市東剣坂町1292

いちご摘み取り（1月～5月）

施設まで
0790-46-1750

かぐや農園

675-2234 加西市大村町54

いちご狩り（12月～5月）

エボルオ㈱
0790-48-2520

加古川流域
滝野歴史民俗資料館

679-0212 加東市下滝野1369

やしろ鴨川の郷

673-1401 加東市上鴨川1061-100

やしろの森公園

問合先・電話番号
㈱実里
0794-88-3310

１，３，４，８，９

県の農・畜産に関する試験研究や取り組みについ 広報情報担当
ての紹介など
0790-47-2400

２，３

加古川流域の生活文化の歴史及び内水面漁
業等について （30分～）

１，３，４

0795-45-0111

１，２，４，６，７，８

673-1414 兵庫県加東市上久米1081-3里山保全ボランティア

0795-44-1510

１，２，４，８，９

エアレーベン八千代

677-0121 多可郡多可町八千代区
中野間363-14

豆腐づくり （90分）

体験受付まで
0795-37-2211

４，８ (1台）

なごみの里 山都

677-0132 多可郡多可町八千代区
大和1520-1

草木染め、そば打ち、
木工

体験受付まで
0795-38-0753

１，４

那珂ふれあい館

679-1105 多可郡多可町中区東山
539-3

木工クラフト （～25人）

体験受付まで
0795-32-0685

１，３，４，８，９

多可青雲の家

679-1201 多可郡多可町加美区豊部
1840-53

あまごつかみ

体験受付まで
0795-35-1572

４，９

多可町立杉原紙研究所

679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽
768-46

紙すき (40分）

体験受付まで
0795-36-0080

ハーモニーパーク

679-1333 多可郡多可町加美区三谷
663-1

改装中のため当面休園

体験受付まで
0795-36-0862

4

箸荷（はせがい）
いちご園

679-1334 多可郡多可町加美区箸荷
900-1

いちご狩り

体験受付まで
0795-36-0862

4

ラベンダーパーク多可

679-1324 多可郡多可町加美区轟
799-127

ルームスプレー作り（30分）、芳香剤作り（30分）、 体験受付まで
ハーバリウム体験（60分）
0795-36-1616

１，４，８ （２台）

ネイチャーパークかさがた

677-0101 多可郡多可町八千代区
大屋379-1

あまごつかみ

体験受付まで
0795-30-5110

４，９

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

木工、田畑体験、里山整備、草木染め
地元農産物を使った加工体験

体験受付まで
0795-30-0050

１，４，８，９

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

対象施設の名称等
名称

〒

ブルーベリーの収穫体験（６～８月）

文化財係まで
0795-48-3422

所在地

講義および作業工程の見学 （60分）

研修受付まで
0795-36-0080

中播磨地域（姫路市・市川町・福崎町・神河町）

１，２，３，４，９

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

大塩漁協観光地地曳き網

671-0101 姫路市大塩町2142-4

地曳き網

施設まで
079-254-2553

地域漁業、水産業等について説明
（20～30分/30人程度）

施設まで
079-254-2553

アイランドハウスいえしま荘

672-0101 姫路市家島町真浦
1533-30

漁業体験 （釣り・底曳き網体験）
季節の魚料理教室

施設まで
079-325-2882

施設の概要及び市の水産業について説明
(30分/30人程度）

施設まで
079-325-2882

３，４，９
ただし、宿泊場所（２階）へのエレ
ベーターはありません。

夢さき夢のさと

671-2105 姫路市夢前町神種
1281-2

そば打ち、野菜の収穫体験
米粉や野菜を使った料理教室
全て要予約

施設まで
079-336-1585

施設の概要及び地域農業について説明
（60分/50人）

施設まで
079-336-1585

３，４，８，９

農家レストラン「且緩々(しゃか
んかん）」

671-2101 姫路市夢前町山之内乙
120-1

カモミール収穫ボランティア
（4～5月の特定日）

香寺ハーブ・ガーデンま
で
079-232-7316

農家レストランの取り組み
ハーブの効能や栽培方法について 等

香寺ハーブ・ガーデンま
で
079-232-7316

3

香寺ハーブ・ガーデン

679-2155 姫路市香寺町矢田部
689-1

ハーブ化粧水作り、ハーブ石けん作り
エアフレッシュナー作り、ソーセージ作り
（20～45人程度/時間は要問い合わせ）

施設まで
079-232-7316

ハーブの効能や栽培方法について
(20～30分/30人程度）

施設まで
079-232-7316

4

中村荘

672-0102 姫路市家島町宮2165-15

定置網体験、地曳き網体験、底曳き網体験
干物作り
（1月～3月は休館）

施設まで
079-325-0492

施設の概要及び地域の水産業等について

施設まで
079-325-0492

福永農産
ぶらんこいちご直売所

679-2101 姫路市船津町4417

いちご収穫体験（２月中旬～５月上旬）
いちごの生育状態により期間は変わる
月曜休み

施設まで
090-5975-8650

姫路市立遊漁センター

671-0112 姫路市的形町福泊地先

海釣り
4～10月 6:00～21:00
11～3月 7:00～16:00
休館日、火曜日、年末年始

施設まで
079-254-5358

白浜潮干狩場

672-8023 姫路市白浜町丙612

潮干狩り (4月上旬～6月下旬予定）

施設まで
079-245-5645

的形潮干狩場

671-0111 姫路市的形町的形1718

潮干狩り（4/1～6/30）

施設まで
079-254-1964

ゆめさき苺ハウス

671-2121 姫路市夢前町宮置585-1

いちご収穫体験（１月～５月まで）
月曜は定休（祝日の場合は翌営業日）

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

9

施設まで
079-335-1411

２，４

対象施設の名称等
名称
もちむぎのやかた

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

〒
所在地
679-2204 神崎郡福崎町西田原
1022-4

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)
問合先・電話番号
もちむぎの歴史及び製造工程やもちむぎを使った もちむぎのやかた
加工品・料理についての説明 （30分/～40人・有 0790-23-1500
料）

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い
４，８，９

八千種自然活用村

679-2202 神崎郡福崎町八千種
3718-1

もちむぎ麺打ち（６０分／２０人～有料）

高井農園

679-2205 神崎郡福崎町東田原462

いちご狩り （20人～） ※１月～５月末

リフレッシュパーク市川

679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557- 木工教室（30分、７～８月の土日）
1

体験受付まで
0790-27-0313

１，２，３，４，８，９

神崎いこいの村
グリーンエコー笠形

679-2411 神崎郡神河町根宇野
1019-13

アマゴのつかみどり、渓流釣り、川あそび

体験受付まで
0790-32-1307

１，３，４，７，９

新田ふるさと村

679-2401 神崎郡神河町新田340-1

アマゴのつかみどり、こんにゃくづくり 体験（120分）

体験受付まで
0790-33-0870

３，４，９

かんざきピノキオ館

679-2412 神崎郡神河町山田30-1

木工体験 （30分～120分）

体験受付まで
0790-32-1796

３，４

水車公園こっとん亭

679-3121 神崎郡神河町上岩87-1

そば打ち体験 （60分）、こんにゃくづくり体験 （120 体験受付まで
分）
0790-34-1666

神崎農村公園 ヨーデルの森

679-2431 神崎郡神河町猪篠1868

パンづくり（60分）、ピザづくり（60分）
クラフト体験（15分～60分）

体験受付まで
0790-32-2911

エルビレッジおおかわち内
グリーンハウス

679-3103 神崎郡神河町長谷字新田
34-1

ガーデニング教室 （90分）

体験受付まで
0790-35-0892

神河町観光交流センター（神
河町観光協会）

679-3112 神崎郡神河町鍛治142-47

対象施設の名称等
名称

〒

４ （駐車場トイレに設置）

施設の概要、地域農業との関わり及び農産物の 体験受付まで
加工工程について説明（30分）
0790-32-2911

問合先・電話番号

１，３，４，８，９

１，３，４，８，９

神河町の特産品等の説明

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

所在地

ふれあい会館
0790-22-5805
福崎町役場農林振興
課
0790-22-0560
高井農園
（高井信介）
0790-23-1992

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

神河町観光協会
0790-34-1001

問合先・電話番号

西播磨地域（赤穂市・相生市・たつの市・宍粟市・上郡町・佐用町・太子町）

３，４

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

才元の里ふるさと交流館

678-0091 相生市矢野町中野129

竹細工（120分）、木工、草木染（180分）
コンニャク作り（180分）、おはぎ作り、竹の子掘り
さつまいも掘り（各120分）

施設まで
0791-29-1010

施設の取組や概要説明・視察

施設まで
0791-29-1010

１，３，４，８，９

羅漢の里

678-0091 相生市矢野町瓜生字
羅漢口28

石焼釜体験
パン作り（180分）、石焼ピザ（120分）

施設まで
0791-29-0900
受付時間
9:00～16:00

施設の取組や概要説明・視察

施設まで
0791-29-0900
受付時間
9:00～16:00

３，４，９

道の駅 海の駅
あいおい白龍城

678-0053 相生市那波南本町8-55

施設の取組や概要説明・視察

施設まで
0791-23-5995

１，４，６，８，９

海の駅 しおさい市場

678-0172 赤穂市坂越290-7

かき剥き体験 (約120分) 12月～3月
漁業体験 (約120分) 4月～9月

体験受付まで
0791-46-8600

塩屋山みかん園

678-0201 赤穂市塩屋3618

みかん狩り （11月）

体験受付まで
0791-42-2651

赤穂市立海洋科学館 塩の国 678-0215 赤穂市御崎1891-4
（赤穂海浜公園内）

塩づくり体験 （通年）
※休館日 火曜日、12/28～1/4

体験受付まで
0791-43-4192

森林体験の森

678-1241 上郡町山野里2748-1

木工教室等

上郡町産業振興課
0791-52-1116

味わいの里三日月

679-5134 佐用町乃井野1266

そば打ち（８０分／～２４人）

体験受付まで
0790-79-2521

道の駅 宿場町ひらふく

679-5331 佐用町平福988-1

ふれあいの里上月

679-5514 佐用町福吉674-1

南光ひまわり館

３，４

復元された塩田の案内、歴史等の説明（３０分／ 施設まで
～４０人）
0791-43-4192

１，３，４，８，９

4

施設の取組や概要、特産加工品の説明・視察
（30分～/～40人）

視察受付まで
0790-79-2521

１，２，３，４，８

産直野菜等の販売取組についての説明
施設の概要説明 (～30人)

視察受付まで
0790-83-2373

１，３，４，８，９

施設の取組や概要、特産加工品の説明・視察
（60分/～30人）

視察受付まで
0790-87-0008

679-5227 佐用町船越232-1

施設の取組や概要、特産加工品の説明・視察
（30分～/～30人）

視察受付まで
0790-77-0766

播州平福 しゃくなげの里

679-5335 佐用町延吉1203-5

しゃくなげの育成についての特徴的な取組や
施設の概要説明 （60分程度/～50人）

視察受付まで
0790-83-2833

みうち若杉館 こんにゃく工房

679-5335 佐用町海内63

こんにゃくづくり(120～180分/通常20人まで）

南光自然観察村

679-5227 佐用町船越222

竹細工・野菜収穫体験・アイスクリーム・ピザづくり 体験受付まで
0790-77-0160

伊沢の里

671-2517 宍粟市山崎町生谷214-1

こんにゃくづくり（１８０分）、ジャムづくり（１２０分）

担当 井口
0790-63-1380

１，２，３，４，６，８，９

宍粟市歴史資料館

671-4113 宍粟市一宮町三方町633

竹細工 （90分）

体験受付まで
0790-74-8855

１，３，４，８，９

波賀不動滝公園 楓香荘

671-4213 宍粟市波賀町原625

川魚（あまご）つかみどり体験 （30分）

施設まで
0790-75-2355

施設概要、地域の農林漁業に関する説明
（30分）

施設まで
0790-75-2355

１，２，３，４，６，８，９

道の駅 みなみ波賀

671-4241 宍粟市波賀町安賀8-1

こんにゃく作り （60分）、ジャム作り （60分）

施設まで
0790-75-3999

施設概要、特産品の加工・販売について説明
及び加工状況等の視察 （40分）

施設まで
0790-75-3999

１，２，３，４，９

原観光りんご園
コテージ「みちの丘」

671-4213 宍粟市波賀町原560-1

りんご狩り （60分）

担当 幸福
0790-75-3600

施設概要の説明 （30分）

担当 幸福
0790-75-3600

２，９

フォレストステーション波賀

671-4221 宍粟市波賀町上野1799-6

あまごのつかみどり（３０分）夏休み期間

担当 進藤
0790-75-2717

施設概要、地域農林漁業に関する説明
（30分）

担当 進藤
0790-75-2717

１，２，３，４，６，７，８，９

食彩館 伊和の里

671-4134 宍粟市一宮町須行名
496-15

施設概要の説明 （30分）

施設まで
0790-72-2202

１，２，９
同じ敷地にある「道の駅播磨
いちのみや」にＡＥＤ設置

小野ふれあい農園

671-4243 宍粟市波賀町小野511-1

世界の梅公園
(御津自然観察公園)

671-1301 たつの市御津町黒崎
1858-4

新舞子潮干狩場

671-1301 たつの市御津町黒崎新舞子 潮干狩り

施設まで
079-322-0424

道の駅 みつ

671-1332 たつの市御津町室津896-23 地曳き網、料理教室、貝殻クラフト等

施設まで
079-322-8020

海をテーマとした体験事業 （120分程度）
不定期実施のため要相談

施設まで
079-322-8020

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

対象施設の名称等
名称

〒

所在地

こんにゃく、もち大豆豆腐、ジャムづくり
（各120分/～10人）

いも掘り （60分）

施設まで
0790-87-0008

体験受付まで
0790-85-0003

施設まで
0790-75-2761

2

施設概要説明 （40分）

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

668-0279 豊岡市出石町片間366

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

ブルーベリー摘み取り

施設まで
079-322-4100

4

１，４，８

但馬地域（豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町）
片間ふれあい農園

1，４

片間ふれあい農園
管理組合
090-5253-8045

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

１，２，４，５，６，７，８，９

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い
１，４

〒
所在地
668-0343 豊岡市但東町奥藤809-1

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）
手作りこんにゃく （約60分）
餅つき (約120分）、そば打ち (約60分）

赤花そばの郷

668-0352 豊岡市但東町赤花159-1

そば打ち （約60分）

施設まで
0796-56-0081
10時～15時
土日祝日営業

農村体験館「八平」

668-0352 豊岡市但東町赤花457

そば打ち、豆腐作り、コンニャク作り
農作業体験、炭焼き

施設まで
0796-56-1116

湯の原温泉オートキャンプ場

669-5359 豊岡市日高町羽尻1510

イモ掘り

施設まで
0796-44-0001

橋本屋観光リンゴ園

669-5371 豊岡市日高町太田1172

りんご狩り （約40分）

施設まで
0796-45-0626

神鍋亭観光リンゴもぎとり園

669-5371 豊岡市日高町太田5

りんご狩り (8月下旬～11月下旬)

施設まで
0796-45-0124

ファームハウス のの花

669-6124 豊岡市気比2373番地

イチゴ狩り、野菜収穫

施設まで
0796-28-3237

民宿 はし本

669-6124 豊岡市気比4509

魚釣り （60分）、さつま芋掘り

施設まで
0796-28-2834

香美町立ジオパークと海の文
化館

669-6541 美方郡香美町香住区境
1113

水産加工体験実習
焼きちくわ、イカの一夜干し、アジみりん干し
（各60分）

施設まで
TEL：0796-36-4671
FAX：0796-36-4672

下浜地曳網組合

669-6564 美方郡香美町香住区下浜

地曳き網体験 （4～10月中旬 ）
※海水浴期間を除く

香住観光協会
0796-36-1234

マル海渡辺水産

669-6701 美方郡新温泉町芦屋853

干物づくり体験・魚の料理講習（60分）

施設まで
TEL：0796-82-5001
FAX：0796-82-5009

２，３，４，６

塩谷観光

669-6753 新温泉町諸寄

地曳き網体験 (約40分/4月～9月)

塩谷観光
TEL：0796-82-1409

３，４

そば処春来 てっぺん

669-6807 新温泉町春来1318

そば打ち （60分程度）

施設まで
0796-92-2770

兵庫県立但馬牧場公園

669-6813 美方郡新温泉町丹土1033

そば打ち、うどん打ち、ソーセージづくり
焼きちくわ、かしわ餅づくり等
＊開催日ＨＰ等 要問い合せ

施設まで
0796-92-2641

１，２，３，４，５，８，９

浜坂観光協会

669-6701 美方郡新温泉町芦屋
853-1

天日干し体験 等（要相談）

浜坂観光協会
TEL：0796-82-4580
FAX：0796-82-3467

３，４

上山高原ふるさと館

669-6953 美方郡新温泉町石橋
757-1

しいたけ植菌（180分）、オリジナルリース（180分）
ワラ・木工・竹細工（180分）、草木染め（180分）
＊開催日限定 要問い合せ

施設事務局まで
TEL：0796-99-4600
FAX：0796-99-4601

１，３，４

まきばの宿

669-6813 新温泉町丹土1033

そば打ち体験（90分）
うどん打ち体験（90分）
ソーセージ作り体験（90分）
パフェ作り体験（30分）
焼きちくわ体験（40分）
ピザ作り体験（60分）
もちつき体験（60分）
かしわもち作り体験（60分）

県立但馬牧場公園
0796-92-2641

森古代村

667-0141 養父市森16-4

そば打ち （30人）

施設まで
079-666-0366

おおや農村公園

667-0315 養父市大屋町加保582

魚つかみ(50人)、魚釣り(50人)、川遊び(100人)

施設まで
079-669-1822

問合先・電話番号
090-9042-3031

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

対象施設の名称等
名称
農家民宿「善」

工場内視察 （30分）
時期によるため、要相談

問合先・電話番号

赤花そばの郷
0796-56-0081
10時～土日祝日営業

３，４

１、３、４

１，２，３，４，６，７

施設説明等（30分程度）

施設説明等（１時間程度）

施設まで
0796-92-2770

県立但馬牧場公園
0796-92-2641

2

１，３，４

３，４

施設の視察、地域農業と施設の概要説明
（30分)

施設まで
079-669-1822

３、４

棚田のコメづくり体験（田植え・稲刈り・下草刈り） シルバー人材センター
（20人）
079-662-6093
あけのべ自然学校

667-0436 養父市大屋町明延1184

炭焼き（5～10人）、魚つかみ（100人）
竹細工（100人）、もちつき（100人）

施設まで
079-668-0258

３，４，９

内山いちごの国

667-0145 養父市長野1332

いちご狩り

施設まで
079-666-0309

３

ほたるの館

667-0121 養父市奥米地773

魚つかみ(50人)

施設まで
079-665-0588

３

スカイビラさのう

679-3453 朝来市佐嚢66-1

蒟蒻作り、炭焼き、木工加工、もちつき
アマゴつかみどり、お茶摘み・紅茶作り
お茶の淹れ方教室、農作業体験、うどん作り
フォレストアドベンチャー（アドベンチャースポーツ）

施設まで
079-677-1855

自然体験プログラム（アウトドア体験）
野菜収穫体験、バームクーヘン作り、ピザ作り

施設まで
079-678-1180

中山間地域における農業と都市部との交流拠点、

お茶の振興（～40分）

施設まで
079-677-1855

２，４，９

多々良木フォレストリゾート

679-3423 朝来市多々良木727-2

県立
農林水産技術総合センター
森林林業技術センター
緑化センター

669-5114 朝来市山東町野間903-1

森林の機能と林業の役割
樹木の品種改良と苗木の作り方
（室内30人・野外30人/30分～120分）

施設まで
079-676－2257

３，４，９

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

施設の視察
地域農業・食品加工と施設及び業務の概要説
明
(30分）

施設まで
079-674－1230

１、３，４，８，９

県立
農林水産技術総合センター
内水面漁業センター

679-3442 朝来市田路1134

施設の視察、内水面漁業と施設及び業務の概
要説明等(３０分)
ビデオ学習・視察(40人）

施設まで
079-678－1701

３，４

対象施設の名称等
名称

〒

所在地

３，４，８，９

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

枝豆狩り４０人～
＊要問い合せ

施設まで
079-590-8077

地域特産品等説明（２０分～３０分／３０人～５ 施設まで
０人）
079-590-8077

１，２，４，８

地域特産品等説明 （30分/30～180人）

１，２，４，９

問合先・電話番号

丹波地域（篠山市・丹波市）
黒豆の館

669-2733 篠山市下板井511-2

特産館ささやま

669-2321 篠山市黒岡７０－１

ユニトピアささやま

669-2356 篠山市矢代231-1

魚つかみ取り ～200人
枝豆、サツマイモ収穫 ～200人

施設まで
079-552-5222

農事組合法人
真南条営農組合

669-2462 篠山市真南条上167-1

施設まで
079-595-0700
079-595-0729

森口栗園

669-2702 篠山市本郷236

黒大豆植付け、黒大豆枝豆狩り、黒大豆選り、
田植え、稲刈り
野菜の植付、収穫
丹波の赤じゃが植付、収穫
農産加工体験（各２０人～３０人）
栗拾い

イチゴ狩り、黒枝豆狩り
※要予約

施設まで
090-8650-0415

農事組合法人 丹波たぶち農 669-2723 篠山市口阪本158-3
場

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

施設まで
079-552-3386
0120-02-3386

１，３，４

施設説明、特産物加工品説明、里山散策等
（２０人、６０分～１２０分）

施設まで
070-1737-1212

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

０７９－５９５－０７００
０９０－３９９１－７９８１

1

対象施設の名称等
名称
県立丹波年輪の里

〒
所在地
669-3312 丹波市柏原町田路102-3

青垣いきものふれあいの里

669-3833 丹波市青垣町山垣2115-6

福田観光栗園

669-3583 丹波市氷上町福田192

栗拾い

施設まで
0795-82-1616

東芦田ごりんかん

669-3801 丹波市青垣町東芦田

豆腐作り20人

施設まで
0795-87-0185

今出せせらぎ園

669-3832 丹波市青垣町遠阪1625

そば打ち、田植え、しいたけ菌の植え込み
じゃがいも・さつまいもの収穫
魚のつかみ取り

施設まで
0795-88-0558

春日農園

669-4124 丹波市春日町野上野1835

黒大豆枝豆、梨 収穫体験 250人

施設まで
0795-74-2211
090-9092-7787

丹波いちじまふぁーむ

669-4312 丹波市市島町北奥160

三ッ塚観光ブドウ園

669-4321 丹波市市島町上垣36-30

ぶどう狩り

施設まで
050-3544-9678

いちごの郷 あぐり丹波

669-3464 丹波市氷上町新郷

イチゴ狩り 100人まで
※完全予約制

施設まで
0795-86-8070

農事組合法人
稲畑どろんこ会

669-3581 丹波市氷上町稲畑616

黒豆狩り (60分程度/150人）
ニンニク植え、収穫（各々60分程度/20人）

施設代表者まで
090-8824-3300

南多田営農組合

669-3301 丹波市柏原町南多田

枝豆もぎ取り 80人 （10月中）

亀井剛
090-2701-7527

薬草薬樹公園 遊工房

669-3157 丹波市山南町和田347

パンづくり、薬草染め体験

施設まで
0795-76-2121

企業組合 氷上つたの会

669-3464 丹波市氷上町上新庄1-6

農作業体験

施設まで
0795-82-4839

対象施設の名称等
名称

〒

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）
木工クラフト 90人まで
※完全予約制

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

所在地

問合先・電話番号
施設まで
0795-73-0725

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)
丹波年輪の里内施設の案内 5～30分
※完全予約制

問合先・電話番号
施設まで
0795-73-0725

施設視察説明等
（要予約）

体験受付まで
0795-88-0888

656-1301 洲本市五色町都志1087

いちご狩り （30分～)、玉ねぎ収穫 (30分～）
さつまいも収穫 (30分～)
ブルーベリー収穫（30分～）
ケナフ紙すき・染色 （60～90分）
うどん・そば打ち （120分）
淡路瓦粘土の陶芸体験(60～90分)

五色洋ランセンター
0799-33-0261
夢工房 (直通)
0799-33-1540

エトワール生石
（洲本市由良交流センター）

656-2543 洲本市由良町由良2605-1

平岡農園

656-0012 洲本市宇山451

みかん狩り(9月下旬～12月上旬)
レモン狩り(9月下旬～12月上旬)

施設まで
0799-22-2729

パルシェ香りの館・香りの湯

656-1501 淡路市尾崎3025-1

お香作り、香水作り（各40分）
ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ（45分）
ﾊｰﾌﾞ石けん作り （30分）、ﾘｰｽ作り （60分）
ハーブ寄せ植え（30分）

パルシェ香りの館
0799-85-1162

北淡路カントリーガーデン

656-1726 淡路市野島常盤1463-6

パニールチーズづくり （30分～）
施設まで
いちご狩り（30分）
0799-82-2953
※いも掘り、栗拾い、ぶどう狩り、スイカ狩りは紹介
のみ

産直赤い屋根

656-2163 淡路市中田4139-4

淡路景観園芸学校

淡路島フルーツ農園

常盤観光ぶどう組合

なし

なし

なし

なし

656-1726 淡路市野島常盤954-2

656-1523 淡路市上河合674

656-1726 淡路市野島常盤

いちご狩り （12月中旬～６月中旬）
ぶどう狩り （7月～10月中旬）
ブルーベリー狩り （7月～9/中旬）
いちじく狩り（8月中旬～10月中旬）
さつまいも掘り （８月中旬～11月中旬）
みかん狩り （10月中旬～12月）

体験受付まで
0799-85-2696

ぶどう狩り （30分～)
びわ狩り(6月～7月)

淡路島観光協会
0799-72-3420

パソナチャレンジファームin淡路 656-1726 淡路市野島常盤
野菜の植え付け体験(120分）
（淡路景観園芸学校付近） 収穫体験(約60分)
クラフト製作(オプション)
玉ねぎ収穫体験

淡路島牧場

656-0443 南あわじ市八木養宜上1

南あわじ市
浮体式多目的公園
（うずしおメガフロート海づり公
園）
いづみ丸

南あわじ市丸山海釣り公園

乳しぼり （30分）、バター作り （30分）
乳飲まし （10分）

施設まで
0799-80-2240

１、２、３、４、６、７、８、９

１，３，４，８

地場産業研修

施設まで
0795-85-0448

施設視察説明等

施設まで
0795-76-2121

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

淡路地域（洲本市・淡路市・南あわじ市）
ウェルネスパーク五色

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い
１，３，４，８，９

１，２，３，４，６，７，８，９

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

施設の概要説明 （60分）
菜の花・ひまわりエコプロジェクト説明（菜種、ひま
わり油の搾油・BDF燃料の製油）(30分）
バイオマス(竹チップ)ボイラー施設説明（30分）

浜千鳥
0799-33-1600

１，３，４，８，９

夢工房
0799-33-1540

１，３，４

地元水産業及び特産物の紹介 （30分）

受付まで
0799-25-7033

３，４，９

１，２，４，８

館内（香り展示）・園内（ハーブ園、温室）の見学
説明 （30分）

パルシェ香りの館
0799-85-1162

１，３，４，８，９

動物の飼育員の都合がつく場合のみ、動物の生
態系を観察するガイドツアーを開催する。

施設まで
0799-82-2953

地域あるいは当館で販売している特産品等に
ついて

施設まで
0799-62-7245

２，４，８，９

～花とみどりのまちづくりについて～
地域の自然や風土を見つめ直す「景観園芸」

総務部普及指導課
0799-82-3125

１，２，４，５，６，７，８，９

なし

なし

なし

なし

なし

なし

6次産業化
農業分野への雇用創造の取組
食による地域創生
野菜に関するセミナー
J-GAP
ム

施設まで
0799-80-2240

なし

などのプログラ

案内事務所受付まで
0799-42-2066

２，４，８

656-0542 南あわじ市阿万吹上町田尻 釣り （60～120分）

施設まで
0799-55-0400

大型バスの進入不可。
マイクロバスは進入可。

656-0661 南あわじ市阿那賀1505

干物作り （60分）、地曳き網 （60分）
漁船での漁体験 （90分～180分）

施設まで
0799-39-0147

656-0661 南あわじ市阿那賀
丸山漁港

釣り（60分～120分）

体験受付まで
0799-39-0399

あわじ島まるごと食の拠点施設 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 たまねぎ収穫体験（30分）（５、６月）
農畜水産物直売所
美菜恋来屋（みなこいこいや）

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

施設まで
0799-43-3751

荒天、冬（12～3月頃）は
受入不可

施設の設置目的、その背景、地域の農業の特
徴、施設の概要説明など（30分）

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

施設まで
0799-43-3751

１，２，４，５，６，７，８，９
(出入口が平坦なので３は無い）
視察説明はバス車内で行う場
合がある

対象施設の名称等
名称

〒

農林漁業体験の受入(20名以上の団体)
実施プログラム（時間）

所在地

問合先・電話番号

視察研修の受入(20名以上の団体)
研修テーマ等(時間)

問合先・電話番号

備考欄：ピクトグラム（絵文字）の説明

分類
駐車場

ピクトグラム

ピクトグラムの説明

掲載番号

障害者対応駐車区画

障害者等が利用できる駐車区画がある

1

平坦

建物の主な外部出入口前が平坦

2

スロープ

建物の主な外部出入口前などにスロープがある

3

障害者対応トイレ

障害者対応トイレ（車いすで利用できるトイレ）がある

4

オストメイト対応トイレ

オストメイト対応トイレがある

5

エレベーター

一般用のエレベーターがある

6

車いす対応エレベーター

車いす使用者対応エレベーターがある

7

車いす貸出し

貸出し用車いすがある

8

AED

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置している

9

敷地内通路

トイレ

昇降設備

その他

注）掲載施設での各種体験及び視察研修は事前の予約等が必要です。

また、収穫体験等は天候等の事情で取り止める場合もありますので、必ずお問い合わせのうえご利用下さい。

備
考
欄外(下）のピクトグラムを参照くださ
い

