
日程 対応

元町商店街1番街 水曜市「モトロク市」 神戸市 3月7日、 4月4日 中止
https://www.kobe-

motomachi.or.jp/event/2020/02/motorokuic

生田川さくらまつり 神戸市 4月4日 中止
https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/kenko/e

venttyushi.html

曲水の宴 神戸市 4月7日 中止 https://ikutajinja.or.jp/

三の丸広場 ライトアップ  姫路市 4月1日～4月12日 中止
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/000001

1436.html

ひめじぐるめらんど 姫路市 4月3日～4月5日 中止
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/000001

1687.html

姫路城 夜桜会 姫路市 4月3日～4月12日 中止
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/000001

1436.html

第35回 好古園夜桜会 姫路市
4月3日～4月5日

4月10日～4月12日
中止

http://www.himeji-

machishin.jp/ryokka/kokoen/info_detail.php

姫路城 観桜会 姫路市 4月4日 中止
https://himeji-

machishin.jp/info/%E7%AC%AC35%E5%9B

献茶会 （龍門寺 [網干]） 姫路市 4月4日・5日 中止 http://www.ryomonji.jp/

名古山まつり 姫路市 4月8日 中止 http://www.nagoyama.jp/ypbbs.html

芝桜の小道・夜芝桜鑑賞会 （ヤマサ蒲鉾） 姫路市 4月28日・29日 中止 http://www.e-yamasa.com/

明石公園さくらまつり 明石市 4月1日～4月5日 中止
https://akashi.goguynet.jp/2020/03/09/aka

shikouen-sakuramatsuri/

歌う海賊団ッ！ファミリーコンサート 明石市 5月3日 延期（実施日：未定）

第54回西宮さくら祭 西宮市 4月5日 中止
https://nishinomiya-

kanko.jp/news20200304/

日岡山公園ぼんぼり設置・桜のライトアップ 加古川市 3月14日～5月6日 中止
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikara

sagasu/chiikishinkobu/kankoka/oshirase/18

赤穂御崎さくらまつり 赤穂市 4月4日 中止 https://guide.jr-odekake.net/event/75692

三木市ゴルフ大会第7回大会 三木市 5月11日 中止
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/33/2075

5.html

スプリングフェスタ鹿島川2020 高砂市 4月 4日 中止
https://www.facebook.com/pages/category

/Community/%E3%81%B5%E3%82%8C%E3

さんだ桜まつり2020 三田市 ４月１日～7日 中止 https://sanda-kankou.jp/sanda-news/7273/

三田市消防大会 三田市 4月5日
各種表彰授与のみ延期（9月6日実施

予定）・その他中止
https://www.city.sanda.lg.jp/shoubou_soum

u/2020syouboutaikaityuusi.html

丹波篠山さくらまつり 丹波篠山市 4月4日・5日 中止
https://www.facebook.com/tanbasasayamat

rip/photos/a.1334129739949133/323740688

第47回篠山春日能 丹波篠山市 4月11日 中止 https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/shakaikyoiku/culture/post-215.html

篠山よさこいまつり2020 丹波篠山市 4月12日 中止 https://sasayama.amebaownd.com/

第41回にしきシャクナゲまつり 丹波篠山市 4月18日・19日 中止 https://tourism.sasayama.jp/2020/03/post-578.html

水分れ桜まつり 丹波市 4月4日 中止
https://www.tambacity-

kankou.jp/event/detail.php?id=3256

丹波かたくりまつり 丹波市 4月5日 中止
https://www.tambacity-

kankou.jp/event/detail.php?id=3257

鐘が坂公園桜まつり 丹波市 4月4日 中止
https://www.tambacity-

kankou.jp/event/detail.php?id=3242

川代さくらまつり 丹波市 4月5日 中止
https://www.tambacity-

kankou.jp/event/detail.php?id=3263

西深桜まつり 宍粟市 4月12日 中止 http://www.shiso.or.jp/event/?id=562

ふれあいの館15周年記念イベント 宍粟市 4月5日 中止 http://www.shiso.or.jp/event/?id=559

第13回森のオカリナフェスティバル 宍粟市 4月5日 中止 http://telemanocarina.web.fc2.com/

しそう森のバザール2020 宍粟市 5月17日 中止 http://www.shiso.or.jp/event/?id=564

洲本レトロなまち歩き 洲本市 4月4日・5日 中止 http://sumoto-retro.blogspot.com/

淡路島ウクレレhicoca～デラックス～vol.4 淡路市 4月19日 中止
https://www.facebook.com/pages/category

/Community/%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5

2020いながわ桜まつり 猪名川町 4月5日 中止
https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/tiiki

shinkou/sangyo/kanko/matsuri/1583288445

静思館おひなまつり 猪名川町 4月1日～5日 中止
https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/kyo

uikuiinkai/kyouikusinnkouka/ibentokouza/se

第４回市川町ゴルフまつり 喜楽☆喜楽GOLFフェス 市川町 4月18日 中止

福崎町民俗辻広場まつり 福崎町 4月4日 中止

桜華園さくらまつり 神河町 4月11日・12日 中止 https://www.kamikawa-navi.jp/syun/3154

越知川名水街道春物語 神河町 4月19日 中止

上郡町さくら園・桜トンネルライトアップ 上郡町 3月23日～4月6日 中止
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/bosai/c

oronavirus/eventstop.pdf

上郡町さくらウォーク 上郡町 4月4日 中止
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/bosai/c

oronavirus/eventstop.pdf

上郡町消防出初式 上郡町 4月5日 中止
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/bosai/c

oronavirus/eventstop.pdf

佐用町桜まつり 佐用町 4月5日 中止 http://34cho.com/event/20200311/

第29回山陰オープンゲートボール大会 香美町 4月4日・5日 中止
https://www.town.mikata-

kami.lg.jp/www/contents/1583143331139/i

第15回佐津・訓谷オープンガーデンフェスタ 香美町 4月19日・20日 中止
https://www.kasumi-

kadoya.co.jp/blog/26006

第22回はまさかみなとほたるいか祭り＆地えび 新温泉町 4月5日 中止
http://www.hamasaka.com/wpblog/?p=201

0

２ 観光施設

日程 内容

人と防災未来センター 神戸市 ～4月7日 臨時休館 http://www.dri.ne.jp/

横尾忠則現代美術館 神戸市 ～4月7日 臨時休館 http://www.ytmoca.jp/

兵庫県立美術館 神戸市 ～4月7日 臨時休館 https://www.artm.pref.hyogo.jp/

兵庫県立芸術文化センター 西宮市
http://www1.gcenter-

hyogo.jp/news/2020/03/0305_chus

兵庫県立歴史博物館 姫路市 ～4月7日 臨時休館 https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/

兵庫県立人と自然の博物館 三田市 ～4月7日 臨時休館 https://www.hitohaku.jp/

延期・中止の公演があるため、個別にお問合せください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのイベント＆観光施設の対応状況（4月1日現在）

イベント名
内容

内容
施設名

市町名

市町名

お知らせＵＲＬ

お知らせＵＲＬ



兵庫陶芸美術館 丹波篠山市 ～4月7日 臨時休館 http://www.mcart.jp/

兵庫県立考古博物館 播磨町 ～4月7日 臨時休館 http://www.hyogo-koukohaku.jp/

神戸市立小磯記念美術館 神戸市
https://www.city.kobe.lg.jp/kanko/bunka/bu

nkashisetsu/koisogallery/index.html

神戸市立博物館 神戸市 https://kobecitymuseum.jp/

神戸ゆかりの美術館 神戸市 ~4月10日 臨時休館+展示替えのため
https://www.city.kobe.lg.jp/kanko/bunka/bu

nkashisetsu/yukarimuseum/index.html

ルミナス神戸2 神戸市 未定 民事再生法適用の為 https://www.luminouskobe.co.jp/

グリコピア神戸 神戸市 ～4月3日 臨時休館
https://www.glico.com/jp/enjoy/experience

/glicopia/kobe/

神戸どうぶつ王国 神戸市 https://www.kobe-oukoku.com/

姫路城 姫路市 ～4月6日
天守と西の丸百間廊下公開休止

（入場料減額）
https://www.himeji-kanko.jp/

好古園 双樹庵 姫路市 ～4月6日 臨時休館
http://www.himeji-

machishin.jp/ryokka/kokoen/info_detail.php

姫路市立動物園 ※一部利用停止 姫路市 ～4月6日
（ふれあい広場・はく製展示室・カバ舎

の一部）

https://www.city.himeji.lg.jp/dobutuen/0000

011554.html

姫路文学館 姫路市 ～4月6日 臨時休館 http://www.himejibungakukan.jp/

姫路市平和資料館 姫路市 ～4月6日 臨時休館
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/000001

1604.html

姫路市立水族館 姫路市 ～4月6日 （交流ステーションは開館）
https://www.city.himeji.lg.jp/aqua/index.ht

ml

姫路市立手柄山温室植物園 姫路市 ～4月6日
http://himeji-

machishin.jp/ryokka/greenhouse/stop

星の子館 姫路市 ～4月6日 臨時休館
https://ssl.himeji-

hoshinoko.jp/archives/14332

姫路科学館 姫路市 ～4月6日 臨時休館 https://www.city.himeji.lg.jp/atom/

姫路市書写の里・美術工芸館 姫路市 ～4月6日 臨時休館 https://www.city.himeji.lg.jp/kougei/

姫路セントラルパーク ※屋内施設の一部 姫路市 未定 臨時休館 https://www.central-park.co.jp/

太陽公園  姫路市 営業中 白鳥城エリア公開中止（入場料減額）
https://www.taiyo-

park.com/news/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e

姫路市青少年センター 姫路市 ～4月6日 臨時休館
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/000000

1429.html

西二階町 七福座 姫路市 https://www.nishinikaimachi.com/

ひめじ防災プラザ 姫路市 ～4月6日 臨時休館
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/000000

0800.html

兵庫県立図書館 明石市 ～4月7日 臨時休館 https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/

アサヒ飲料明石工場 工場見学 明石市 未定 工場見学休止
https://www.asahiinryo.co.jp/entertainment

/factory/akashi/tour.html

明石浦漁業協同組合 セリ市見学 明石市 未定 セリ市見学休止

ぶらり子午線観光ガイド連絡会 明石市 未定 ガイド休止 https://www.yokoso-akashi.jp/facility/2536

西宮市貝類館 西宮市 ～4月15日 休館 http://shellmuseum.jp/shell_db/

白鹿記念酒造博物館 西宮市 未定 記念館が休館 https://www.hakushika.co.jp/museum/

阪神甲子園球場 甲子園歴史館 西宮市 ～当面の間 臨時休館
https://koshien-

rekishikan.hanshin.co.jp/

リゾ鳴尾浜 西宮市 一部営業中 （ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾌﾟｰﾙと温泉再開）
https://www.n-reso.jp/2020/03/post-

150.html

北山緑化植物園 西宮市 未定 一部施設が休館
https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/hanat

omidori/shokubutsuen/index.html

名塩和紙学習館 西宮市 ～4月15日 臨時休館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsuk

an/kyodoshirokan/gakusyukan.html

西宮市立郷土資料館 西宮市 ～4月15日 臨時休館
https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsuk

an/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.html

武庫川女子大学甲子園会館 西宮市
http://www.mukogawa-

u.ac.jp/~kkcampus/info/index.html#202002
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キッザニア甲子園 西宮市 ～4月5日 臨時休館 http://www.kidzania.jp/koshien/

ナチュールスパ宝塚 宝塚市 http://www.naturespa-takarazuka.jp/

伊丹市こども文化科学館 伊丹市 ～4月19日 臨時休館 http://business4.plala.or.jp/kodomo/

伊丹市立伊丹郷町館「みやのまえ文化の郷」 伊丹市 ～4月19日 臨時休館 http://itami-cs.or.jp/itami-gochou/

伊丹市昆虫館 伊丹市 ～4月19日 臨時休館 https://www.itakon.com/

ビートルズ文化博物館<サロン・ド・グラスオニオン> 赤穂市 未定 臨時休館 https://beatles21.jimdo.com/

にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」 西脇市 ～4月12日 臨時休館

西脇市岡之山美術館 西脇市 ～4月12日 臨時休館

鍛冶屋線市原駅記念館 西脇市 ～4月12日 臨時休館

旧来住家住宅 西脇市 ～4月12日 臨時休館

北はりま田園空間博物館総合案内所（体験学習室のみ） 西脇市 ～4月12日 臨時休館

西脇市日時計の丘公園オートキャンプ場（管理棟内研修室のみ） 西脇市 ～4月12日 臨時休業

西脇市日時計の丘公園フォルクスガーデン（研修室のみ） 西脇市 ～4月12日 臨時休業

ネスタリゾート神戸 三木市 当分の間 屋内施設の一部休業 http://nesta.co.jp

旧玉置家住宅 三木市 ～4月12日 臨時休館期間の延⾧ http://mikishi-kankou.com

旧小河家別邸 三木市 ～4月12日 臨時休館期間の延⾧ http://mikishi-kankou.com

三木鉄道記念公園ふれあい館 三木市 ～4月12日 臨時休館期間の延⾧ https://www.city.miki.lg.jp

三木市農産物工房（ハーブ工房みきヴェルデ） 三木市 ～4月12日 工房を閉鎖（電話対応業務のみ実施）https://www.city.miki.lg.jp

三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ エオの森研修センター 三木市 ～4月12日 大集会室 臨時閉鎖 http://www.miki-hlp.or.jp

有馬富士自然学習センター 三田市 ～4月6日 休館
https://www.city.sanda.lg.jp/gakushuu/kyuu

kann.html

ふるさと学習館 三田市 ～4月6日 休館
https://www.city.sanda.lg.jp/gakushuu/kyuu

kann.html

旧九⿁家住宅資料館 三田市 ～4月6日 休館
https://www.city.sanda.lg.jp/gakushuu/kyuu

kann.html

3月20日から再開（営業時間短縮）

開館中（一部サービス利用見合わせ）

一部開館中（常設展示のみ）

https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kinkyutopics/14921.html

４月までの七福座内で行うすべてのイベントを中止

4月以降は状況を考慮して判断

4月1日から営業再開



三輪明神窯史跡園 三田市 ～4月6日 休館
https://www.city.sanda.lg.jp/gakushuu/kyuu

kann.html

黒川温泉 朝来市 ～当面の間 臨時休館 http://hyogo-kurokawaonsen.com/

ヒメハナ公園 朝来市 ～４月12日 施設内展示の中止 なし

ハローキティスマイル 淡路市 3月31日再開予定 臨時休館
https://awaji-

resort.com/hellokittysmile/news/20
猪名川天文台 猪名川町 ～4月20日 臨時閉館

https://www.town.inagawa.lg.jp/kanko/kank

o/alps/1495698488449.html

福崎町駅前観光交流センター 福崎町 時間短縮し再開 9：00～18：00（短縮） https://fukusaki-fun.com/ekimae

峰山高原ホテルリラクシア 神河町 ～3月31日 臨時休館 http://www.hotel-relaxia.com/

銀の馬車道交流館 神河町 ～4月15日 臨時休館 https://www.kamikawa-navi.jp/syun/3154

エル・ビレッジおおかわち 神河町 未定 当面の間営業中止
https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/

community/pr/okawachi/index.html

ヨーデルの森内 「ふれあいにゃんこ村」 神河町 未定 当面の間営業中止 http://yodel-forest.jp/

上郡町観光案内所 上郡町 未定 臨時休館
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-

sypher/www/info/detail.jsp?id=13393

城崎マリンワールド 豊岡市 http://marineworld.hiyoriyama.co.jp/

3 交通機関

内容 日程

フジドリームエアラインズ 一部運休・減便 3月16日～4月20日

スカイマーク 一部減便 3月29日～4月12日

ルミナス神戸2 運休 未定

https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/

https://www.fujidream.co.jp/company/press/doc/200312.pdf

https://www.luminouskobe.co.jp/

施設名
内容

お知らせＵＲＬ

3月30日から再開（一部アトラクション休止）


