
　　　　　　　　　　　①令和３年度　中播磨地域づくり活動応援事業　助成団体一覧（25団体）

団体名 事業名 事業概要
助成

決定額

Music&Danceの会
第５回記念異文化交流
会

中播磨地域を主とした歌やダンスの団体が参加し披露する他、観客も巻
き込んだ交流タイムを設け全員で「フラダンス」を体験。交流の輪を拡げ、
異文化への理解促進の機会とする。

90,000

NPO法人はりま田舎暮ら
しの会

第４回日本一どでカボ
チャ兵庫県大会

休耕田を活用しジャンボカボチャを栽培することで、ジャンボカボチャを媒
体とした交流の輪を拡げる。また、公式の県大会を開催し地域活性化に
も繋げる。さらに活動の永続性を確保するため公募による実行委員会を
組織する。

150,000

青山1000人会 支え合いのマップづくり

高齢者や障碍者を地域全体で支え合う地域づくりを推進するため、地区
内からモデル的に要援護者（10～20人前後）を選んで「支え合いマップ」
を作成。地域課題について住民全体の共有認識を図り、オレンジカフェで
講演等を開催して認知症の理解を高める。

150,000

特定非営利活動法人せ
いばん地域防災防犯支
援センター

コロナや災害に負けない
集い場づくり～災害現場
へのキッチンカー派遣と
フードコートづくり～

災害時に避難所で「フードコート」を運営できるノウハウを蓄積するためイ
ベントと勉強会を開催。コロナなどの感染症や自然災害への防災意識を
高め、災害時に役に立つキッチンカーの可能性を確認する。

350,000

ふるさとかかし親の会
奥播磨かかしの里「ふる
さとかかしサミット」実施
事業

人間そっくりのかかしを設置した「奥播磨かかしの里」で、かかしを通した
ネットワークで繋がる団体が交流を図る「ふるさとかかしサミット」を開催。
今年度は、近隣の団体・企業等の参加を図り「周遊きっぷ」の販売等も実
施して、地域活性化を図る。

310,000

かみかわ「ふるさと会」 ふるさと神河展
神河町の名所や史跡などを広く周知するため、写真や芸術品の展示を行
い、神河町の隠れた魅力を発見してもらうことで地域の活性化を図る。

160,000

北恒屋みつばちプロジェ
クト

森づくり・森遊びの協働
事業

地元保育園と連携して「蜜源植物」の「種まき」と里山での「植樹」の実施、
県立公園と連携して森の中に「野鳥観察用巣箱」を設置するなど、地域を
訪れる人を増やし、地域の活性化を図る。

200,000

香寺太鼓 香寺太鼓地域づくり事業

和太鼓の演奏を通じた地域コミュニティを図るため、子ども達への和太鼓
指導、各種施設への慰問演奏、次の15周年記念公演に向け「３曲目」の
オリジナル曲を習得し地域で披露することにより、さらなる事業の継続・発
展を図る。

150,000

しるべ（TOMISUMURA
CONCIERGE）

はじめてのキャンプ飯、
キャンプ飯のあおぞら教
室

コロナ渦の影響により人気が高まる「キャンプの醍醐味」について、地元
食材を活用した「キャンプ飯」のレクチャーを実施。地域住民および地域
外からの参加者との「持続的な交流の場」を創出する。

190,000

姫路千姫顕彰会 第７回千姫フォーラム
新しい姫路市文化コンベンションホールの「こけら落とし」公演の「オペラ
千姫」を応援するため、講演会等の実施やお城まつりパレードに参加す
る。

150,000

林田地域振興組合
「秋の収穫」はやしだ地
産地消まつり

地区の団体等が連携して、林田地区の風物詩として「地産地消まつり」の
定着を図るととともに、地区の歴史資源をめぐる「まちなか歩き」のPR等を
行い、林田地区の活性化に取り組む。

130,000

公益社団法人姫路青年
会議所
持続可能な姫路のまち創
造委員会

HIMEJI　JC　FESTIVAL
2021
～ミライヘカケル～

従来「大手前公園」中心に開催していたイベントを、みゆき通り商店街、駅
前広場、市民会館、イーグレひめじ、白鷺小・中学校体育館等で「分散開
催」し、持続可能な姫路のまちの未来を創出できる「多彩な事業」として実
施

350,000

はりま桜の名所づくり連
絡協議会

姫路城 桜再生プロジェ
クト

今年度は「ＮＰＯ法人兵庫県樹木医会」と連携して、四季を通じて姫路城
の桜（ソメイヨシノ）の病状や生育環境の現状調査等を実施して、記録とし
て資料にまとめ、文化庁に再生事業の申請を行う。

330,000



　　　　　　　　　　　①令和３年度　中播磨地域づくり活動応援事業　助成団体一覧（25団体）

団体名 事業名 事業概要
助成

決定額

プロジェクト東洋 東洋応援プロジェクト

地域産業である皮革を活発化するため勉強会等を開催。また害獣である
鹿肉を地域の名産品として認知を広め、手軽に食べられる加工品を開
発。さらに地域の休耕田を利用して育てた農作物で地域の特産品開発に
取り組み、高校生と地域との繋がりを深める。

350,000

香呂・溝口駅前活性化委
員会

溝口駅前デーワンまつり

地域活性化を目的に開催している駅前デーワン祭りを、校区連合自治会
と合同で開催。プロ演歌歌手の歌謡ショーと中寺校区婦人会の総踊り
や、恒屋城址保存顕彰会の法螺貝と武者行列等で祭りを盛り上げ、地域
の活性化を図る。

160,000

姫路駅西地区まちづくり
協議会

ピーピーアート
空き店舗を活用して簡単なリノベーションを行い、駅西地区のレトロで隠
れ家的な雰囲気を活かしたアートイベントを実施。アート文化を根付か
せ、地域の活性化を図る。

240,000

ひめじSubかる☆フェス
ティバル実行委員会

ひめじSubかる☆フェス
ティバル2021

フェスティバルにおいて、コスプレイヤーの交流、地元アイドルのステージ
等を中心としたサブカルチャー文化を発信。オンラインメディアを活用した
広報の充実を図るとともに、近年注目されている「e-sportsのブース」も出
展予定。

200,000

播磨の黒田武士顕彰会
黒田武士の学習と地域
の交流によるふるさとづ
くり

大河ドラマの終了とともに関心が薄れつつある黒田武士の業績を学習す
る機会を作り、地域を誇りに思う気持ちを育み連帯感を醸成するため、講
演会の開催やお城祭りでのパレードなどを行う。

120,000

認知症予防教室一輪会
昭和30年代の思い出語
りと歌声で軽度認知症予
防

新型コロナ感染による高齢者の外出自粛による「コロナうつ、コロナフレイ
ル」が課題となっており、懐かしい昭和30年代の「映画館」のような雰囲気
を再現。懐かしい出来事や流行歌を綴った「冊子」を作成し、大型スクリー
ンで投影し楽しい時間を過ごす。

100,000

町の駅拠点づくりプロジェ
クト

町の駅拠点づくりプロ
ジェクト

町内のスポットを環状線のように繋ぐ「町の駅」を拠点ごとに設置。フリー
ペーパーの発行や「町の駅」の動画の製作・公開、「町まるごとギャラ
リー」の開催等により地域の活性化を図る。

110,000

なかまづくりプロジェクト
コロナに負けず！　共同
作業をする！！

コロナ渦により、学校行事や家族との思い出づくりなど「生活の自由や楽
しみ」の激減した子供たち等の「笑顔」を取り戻すため、「七夕まつり」を開
催。「七夕飾り制作」の募集や、昨年制作した「希望のうた」の楽譜をつく
り、バンド・吹奏楽等の演奏も行う。

220,000

特定非営利活動法人ス
ローソサエティ協会

コンポストから紡ぎ始め
る、コミュニティのデザイ
ン

新型コロナウイルスの影響で、地域コミュニティの場が減っている。各家
庭の台所から出る生ごみや庭掃除で出る落ち葉について「堆肥」として活
用するため、「地域コンポスト」のモデル的設置、コンポストの製作を学ぶ
連続講座等を開催する。

160,000

城西地区連合自治会 自然観察の庭づくり
小学生等を対象に、環境学習として公民館（ビオトープ）の庭の清掃、樹
木の剪定方法の学習やホタルの幼虫飼育を行うとともに、環境学習会を
実施する。

100,000

ジャコウアゲハが飛び交
う街姫路連絡協議会

ジャコウアゲハが飛び交
う街「姫路」プロジェクト

姫路市の蝶「ジャコウアゲハ」によるおもてなしを図るため、エサとなるウ
マノスズクサの育成、写真展・スケッチ大会等を開催。特に今年は、大手
前通りのレンタルスペース（トキトバ）や動画を活用する。

300,000

一般社団法人Social
Eight

SDGs Life is Journey ～
From Himeji to the World
～

SDGｓを身近に感じてもらえるような、体験型ブースの運営や講演会等を
開催し、親子や地域の方々の交流機会を創設する。

300,000

　合　　計 5,070,000



団体名 事業名 事業概要
助成

決定額

大沢公民館、銀の馬
車道ギャラリー委員
会

大沢公民館に地域歴史資料の
展示と休憩場を設け交流の場
を整備する事業

「銀の馬車道」に関する地区の歴史マップや写真等の展示、地元有
名作家の作品展示、講演会等を開催。馬車道サイクリング等の参加
者へのPRと地域の活性化を図る。

360,000

　合　　計 360,000

団体名 事業名 事業概要
助成

決定額

姫路歴遊会 播磨の語り部養成講座
名所・旧跡、播磨の歴史を学ぶ講座を催しプロのガイド・語り部を育
成。今回は幅広い年齢層に参加を呼びかけ、新たに「戦災の記憶を
伝える語り部」を養成する。

70,000

網干歴史ロマンの会
網干まちなかあるき/キッズフェ
スティバル

従来の「網干まちなかあるき」に「キッズフェスティバル」を同時開催
し幅広い年代に参加してもらい、網干の歴史や町なみに興味を持っ
てもらい地域の活性化を図る。

310,000

越知谷大楽交実行委
員会

越知谷村を楽しむプラットホー
ム“越知谷大楽交”創造事業

廃校となった小学校・幼稚園を活用し、「越知谷マルシェ」「ワーク
ショップ」や、山村留学生として「神河やまびこ学園」（小学校）で学ん
だ卒業生（町外出身者）も巻き込んだ「デジタルアルバム」の編集等
を行う。

190,000

播州秋祭広報部
播州の伝統文化の職人技を知
る

播州の祭りの「職人」に、その技術と伝統を教えていただく「工房見
学」を実施。公募で見学者を募り「感想」などの取材ページをつくっ
て、「ＨＰ」で国内外に発信する。

180,000

　合　　計 750,000

③令和３年度　地域文化継承応援事業　助成団体一覧（４団体）

②令和３年度　「銀の馬車道」魅力ＵＰ事業　助成団体一覧（１団体）



　　　　　　　　　　　　　　　　④令和３年度　書面審査分　助成団体一覧（10団体）

団体名 事業名 事業概要
助成

決定額

汐入川をきれいにする
会

汐入川の清掃と環境学習
汐入川を住民に知ってもらうため、川の観察会、鳥や生物の撮
影会、専門家の協力による植物調査や、他団体の取り組み状
況の勉強等を実施する。

70,000

日本ボーイスカウト姫路
第６団

子どもの自然体験活動の実践
とその強化

地域の子どもを招いての「水辺の自然体験遊び」や、神河町・
家島町を訪問しての自然体験を実施。海外のスカウト仲間と
のオンラインによる「国際交流」も実施する。

70,000

姫路立川文庫研究会
猿飛佐助に繋がる人々～創作
当時も今も

「猿飛佐助」をはじめとした「真田十勇士」の発刊に関わり勝原
地区で育った立川熊次郎について、地域住民等ともに研究し、
地元への愛着を感じてもらう。

50,000

東北復興支援プロジェク
ト委員会

第11回東北復興支援プロジェク
ト・ハートフルフェスティバル・心
のコンサート

東日本大震災を風化させず応援し続けるため、イベントを実施
し募金を募り被災地へ送る。防災士の講演やYouTube動画配
信により、地域の防災意識の向上を図る。

50,000

もこもこプロジェクト
朝鮮人参のため池利用栽培実
験

地区内にあるため池を活用し、健康食品として根強い人気と需
要のある「朝鮮人参」の「水耕栽培」の実験を行い、広く県内の
「ため池管理者」や「栽培農家」に情報発信を図る。

60,000

特定非営利活動法人
ひょうご里山１１

苔テラリウム ワークショップ事
業

ガラス容器の中で手軽に苔を育成する「苔テラリウム」ワーク
ショップを実施し、生物への興味関心を高めるとともに自然環
境の大切さについて学ぶ機会を作る。

50,000

三軌：Next　Epoch　兵
庫支部

第７回 三軌：Next　Epoch　in
HIMEJI 2021

全国の美術館で展示されている美術作品を姫路に集約し、他
府県に出向くことなく、地域の方々に文化芸術を体感いただ
く。

60,000

一般社団法人馬車道ひ
めじ応援の会

「銀の馬車道＆鉱石の道」の歴
史講話

歴史講話の実施により、沿線地域等の住民に対して銀の馬車
道の興味喚起を促すとともに、さらなる認知度向上を図る。

50,000

播磨の食文化を伝える
会

播磨の食文化を継承する事業
青少年を対象とした「播磨の食文化」の継承に取り組むため、
講演会の開催や、地域の伝統野菜等の「生産者」へのインタ
ビュー等を実施。YouTubeやSNSで発信する。

80,000

置塩城跡を継承する会
置塩城跡の歴史を学び史跡保
存活動および史跡の継承事業

置塩城跡の歴史等を伝承するため講座等を実施、若いボラン
ティアガイドの育成する。今年度は、地元中学校（全校生徒）に
「置塩城まつり」への参加も図る。

80,000

　合　　計 620,000


