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　姫路市は、兵庫県の南部、都市部に加え、海、山、川という豊
かな自然を有した、京阪神、中国、山陰を結ぶ交通の要衝です。
日本で初めて世界遺産に登録された国宝姫路城を有しています。
　加西市は、姫路市の東隣り、播州平野のほぼ中央に位置して
いるまちです。自然豊かな美しい景観や播磨国風土記ゆかりの
地として、様々な地域資源を活用したまちづくりを行っています。

姫路市・加西市
兵庫県

空がつなぐ平和ツーリズム

教育旅行のご提案

宿泊施設

観光情報

平和の大切さを学ぶ

施設名

ホテルモントレ姫路

ホテル日航姫路

TEL

079-224-7111

079-222-2231

収容人数

656人

334人

青野運動公苑アオノスポーツホテル

いこいの村はりま

ホテル　ルートイン加西　北条の宿

0790-45-1845

0790-44-1750

050-5576-8100

130人

130人

221人

レストラン・昼食施設

姫
路
市

施設名

高田の馬場

夢乃そば

和ダイニング三日潮

灘菊酒造

魚・彩・庵 あづま屋

いこいの村はりま

えぇもん王国

いづみ

レストハウスフルーリ
（県立フラワーセンター内）

四ツ目

TEL

079-222-2505

079-335-1188

079-224-1113

079-285-3111

0790-48-2952

0790-44-1750

0790-42-1982

0790-44-0594

0790-47-1182

0790-42-0004

受入人数

200人

500人

270人

250人

60人

240人

70人

60人

80人

80人

姫
路
市

加
西
市

加
西
市

ピース
ツーリズム
とは

姫路城
慶長14（1609）年に建築された大天守を中心に
その美しい姿を現在に残す姫路城。築城以来、
戦火をまぬがれていることから、「不戦、不燃の
城」と言われています。

姫路市本町68　　079-285-1146

所要時間 約1時間～1時間30分
料　　金 小中高300円（30人以上240円）
受入人数 特になし
住 ☎

姫路市平和資料館
戦争の惨禍と平和の尊さを後世に伝えるために
設立された施設。資料の展示のほか、映像、音
響、振動、ジオラマで空襲を疑似体験できます。

姫路市西延末475（手柄山中央公園内）
079-291-2525

所要時間 約1時間

料　　金

受入人数 特になし
住
☎

太平洋戦全国戦災都市空爆死没者
慰霊塔
手柄山中央公園内にある慰霊塔。太平洋戦争中
の空爆その他による犠牲者で、軍人軍属以外の
50万9,700余の死没者を供養し、世界の恒久平
和を祈念しています。

姫路市西延末475（手柄山中央公園内）
079-260-7117

所要時間 約30分
料　　金 無料
受入人数 特になし
住
☎

弾薬庫跡
砲弾、爆弾、機銃弾などが格納されていたといわれてい
ます。コンクリートの厚さは１mもあり、他のコンクリート
製防空壕の２倍以上の厚みがあります。前面には、爆風
から格納品を守るための土堤が設けられています。

所要時間 約15分
料　　金 無料
受入人数 同時に40人

soraかさい
第二次世界大戦中の姫路海軍航空隊の歴史や、
「紫電改」「九七式艦上攻撃機」の実物大模型を
展示するほか、同飛行場から出撃した特攻隊「白
鷺隊」などを映像や資料で解説しています。

加西市鶉野町2274-11　　0790-49-8100

所要時間 約１時間
料　　金 無料
受入人数 特になし
住 ☎ 鶉野フィールドミュージアム内　　0790-49-8100住 ☎

巨大防空壕跡（シアター）
長さ14.5m、幅5m、高さ5mの空間が広がる鶉野
飛行場で最大のコンクリート製防空壕。防空壕
内にはシアターを設置しており、特攻隊員が残し
た遺書の朗読映像を公開しています。

鶉野フィールドミュージアム内　　0790-49-8100

所要時間 約30分
料　　金 500円
受入人数 同時に40人程度
住 ☎

実物資料や戦争遺跡を見学し、戦争の史実を身近に感じるこ
とで、「平和の大切さと命の尊さ」について改めて考えることが
できます。

家島諸島
姫路港から船で30分、播磨灘の沖
合に大小40余りの島々が点在。国
生み神話と神武東征神話が語り継
がれています。

県立フラワーセンター
約46haの大規模な花の公園。季節の
花が咲き競う大花壇や花と彫刻の道
など、約4,500種類の花 が々輝きます。
加西市豊倉町飯森1282-1
0790-47-1182

住

姫路セントラルパーク
遊園地とサファリパークを併設した
施設。サファリパークでは、190種類
1,200頭羽の動物を飼育しています。
姫路市豊富町神谷1434
079-264-1611

住

法華山一乗寺
白雉元（650）年、法道仙人開基の名
刹。なかでも、三重塔は平安時代末期
の建立で国宝に指定されています。
加西市坂本町821-17
0790-48-2006

住

書寫山圓教寺
康保3（966）年に性空上人が開いた寺
院。大講堂などをはじめ、境内には国
や県指定の文化財が多くあります。
姫路市書写2968
079-266-3327

住

五百羅漢
江戸時代初期に作られた459体の仏像
群。素朴で表情豊かなその姿は必ず親
や子に似た顔があると言われています。
加西市北条町北条1293
0790-43-0580

住

地引網体験
播磨灘の沖合に
浮かぶ家島では、
砂浜から投げ入れ
た大きな網を引き
上げる地引網体験
を用意しています。

フルーツ狩り
いちごをはじめ、季節ごとに美味
しく実った旬のフルーツ狩りを楽
しむことができます。

（一社）加西市観光協会

TEL：0790-49-8200
兵庫県加西市鶉野町2274-11
「soraかさい」内

お問合せ先

公益社団法人 
姫路観光コンベンションビューロー

TEL：079-222-2285
兵庫県姫路市本町68番地姫路市・加西市・錦町・宇佐市・鹿屋市

グリーン
ツーリズム

グリーン
ツーリズム

グリーン
ツーリズム

ブルー
ツーリズム

姫路市 加西市

その他の観光情報はコチラ

小中50円、高210円
（20人以上それぞれ40円、160円）

※受入人数については各施設へご相談ください。
※他にも宿泊施設はありますので、ご相談ください。

姫路観光ナビ
ひめのみち

かさい
観光ナビ

グリーン
ツーリズム

グリーン
ツーリズム

☎

☎

☎ ☎

☎

蒲鉾づくり

体験メニュー

地域の特長を活かした体験メニューを豊富にそ
ろえています。

鶉野フィールドミュージアム

ひ　め さ　いじ か



姫路市、加西市

兵庫県の自然・歴史・文化
にふれる充実の2日間

兵庫県

モデルコース
学習プログラム

姫路市と加西市。
隣り合う市だからこそ可能な横断的な学習プログラムで
平和学習により深みをもたせ、
ほかでは得ることのできない学習機会を提供します。

1泊2日（姫路市、加西市）

約4,500種類の花々が咲き誇る
園内を散策し、兵庫県の美しい
自然を満喫します。（約60分）

かつて川西航空機鶉野工場で組
み立てられた「紫電改」と特攻作
戦にも使用された「九七式艦上攻
撃機」の実物大模型が展示されて
いる他、第２次世界大戦中の鶉野
飛行場に関連した貴重な資料の
展示等を行っています。（約60分）

兵庫県立
フラワーセンター

soraかさい

蒲鉾づくりや和菓子づくりなど
の体験に参加したり、姫路市の
産物を購入できる施設に立ち寄
ります。（約60分）

姫路駅前散策

昼 食

宿 泊

兵庫県の歴史に関する資料を展
示している歴史博物館や、絵画
や彫刻、刀剣など3,700点を所蔵
する市立美術館などを巡ります。
（120分～180分）

姫路城その周辺
（歴史博物館・美術館等）

戦争で失われた
命の尊さを感じる旅

1泊2日（姫路市、加西市）

大正4（1915）年に建てられた
ローカル線の駅舎は、国登録有
形文化財に登録されています。
（約30分）

北条鉄道法華口駅

早朝、係留した気球に乗って、空
から加西市の空中散歩を楽しめ
ます。 （※事前に要相談）

気球の搭乗体験

戦争に関する資料を展示する平
和資料館や、空爆の死没者を供
養した慰霊塔を巡ります。（約90
分）

手柄山
（平和資料館・慰霊塔）

昼 食

宿 泊

戦火を乗り越えて残る
貴重な文化財にふれる

半日（姫路市）

性空上人が開いた寺院。見学だ
けでなく、写経や坐禅などを体
験することができます。（120分～
150分）

書寫山圓教寺

慶長14（1609）年に建築された
大天守を中心にその美しい姿を
現在に残しています。（約120分）

姫路城

加西市を舞台に航空隊員
たちの想いを受け継ぐ

半日（加西市）

戦争遺跡を巡るフィールドワー
クを通して、当時を偲びます。

学習のポイント学習のポイント

戦争の惨禍を学び、平和の尊
さを改めて感じるきっかけとし
ます。

学習のポイント学習のポイント 築城以来、戦火をまぬがれ「不
戦、不燃の城」と言われている城
を見学し、平和への想いを再認
識します。

学習のポイント学習のポイント

かつて川西航空機鶉野工場で組
み立てられた「紫電改」と特攻作
戦にも使用された「九七式艦上攻
撃機」の実物大模型が展示されて
いる他、第２次世界大戦中の鶉野
飛行場に関連した貴重な資料の
展示等を行っています。（約60分）

soraかさい

当時は自家発電所として使用さ
れたと言われており、現在はその
空間にシアターを設置し、特攻隊
の遺書を映像で公開しています。

巨大防空壕（シアター）

若い隊員たちが残した想いを通
して、戦争や平和に対する理解
をより深めます。

学習のポイント学習のポイント

姫路市の歴史と文化を
1日かけて体験する

1日（姫路市）

日本の城郭建築を代表する建造
物として評価され、日本初の世
界文化遺産に登録されました。
（約120分）

姫路城

播磨灘の沖合に浮かぶ家島での
地引網体験では、大きな網を参加
者全員が協力して引き上げます。

地引網体験

県下最古の文化財と
現存する滑走路を巡る

1日（加西市）

地域の伝統漁法を体験すること
で地域の暮らしを知り、平和の
大切さを再認識します。

学習のポイント学習のポイント

白雉元（650）年、法道仙人開基
の天台宗の名刹で、西国33ヵ所
巡礼第26番札所です。国宝の三
重塔をはじめ、多数の文化財を
有しています。（約60分）

法華山一乗寺

戦時中、多くの飛行機が飛び立っ
た1,200mもの滑走路が、当時の姿
のまま残っています。（約120分）

鶉野飛行場跡（滑走路）

戦前より変わらない姿で現存す
る文化財を通して、受け継がれ
る歴史の重みを感じ取ります。

学習のポイント学習のポイント

姫路海軍航空隊の練習生たちが
よく利用した駅舎を見学し、彼ら
の足跡を辿ります。

学習のポイント学習のポイント

旧陸軍兵器庫を改装した市立美
術館。戦争遺跡を活用したまち
づくりにふれます。

学習のポイント学習のポイント

貴重な戦争遺跡のほか、寺社仏閣や博物館、地引
網体験や散策など、多種多様の観光スポットを有し
ているため、平和学習に重きを置きつつ、幅広いジャ
ンルを盛り込んだコースの組み立てが可能です。

旅の特徴
姫路市と加西市は隣接しているため、車に乗っ
て約40分で行き来が可能です。お互いの市の施
設を巡ることで、より旅の内容に深みを出し、学
び多き教育旅行とすることができます。

おすすめ
ポイント

昼 食

昼 食

不戦の城として築城以来、日本
の伝統的な美しさを保つまちの
シンボルをゆっくり散策します。
（約120分）

姫路城

砲弾、爆弾、戦闘機に装備した機
銃弾が貯蔵されていたといわれて
います。内部の壁は１ｍの厚みが
あり、１ｔ爆弾にも耐える構造と
なっています。（約15分）

弾薬庫跡

加西IC 姫路駅 姫路駅 姫路駅

姫路駅 姫路駅

バスで約5分 バスで約10分

バスで約40分

徒歩すぐ

徒歩で約10分

バスで約15分 バスで約10分

バスで約25分

バスで約10分

姫路駅

バスで約10分

バスで約10分

バスで約10分

バスで約5分

バスで約15分

バスで約30分

バスで約20分

フェリーで約60分　　バスで約15分

加西IC 加西IC

加西IC

加西IC

加西IC


