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参 考

“復興の成果を県政に生かす”３か年推進方策 施策体系（H19年度）

【全190事業、65,655,180千円】

[ H19当初予算額：千円]

・既定経費対応等の事業は

（－）で表示

１．被災地固有の個別課題への対応 （93事業、29,386,852千円）

(1) 高齢者の自立支援

①復興施策と一般施策が連携した高齢者の自立支援

☆高齢者自立支援ひろばの開設[復興基金]（拡充） （107,784） 〔復興支援課〕

○ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）による支援[復興基金] （186,165） 〔復興支援課〕

○ＬＳＡ（生活援助員）による支援 （－） 〔高齢福祉課〕

○ＬＳＡ（生活援助員）活動強化事業 （700） 〔高齢福祉課〕

○民生委員・児童委員による支援 （385,138） 〔社会援護課〕

○保健師・栄養士による支援 （－） 〔健康増進課〕

○地域包括支援センターの運営支援 （2,236） 〔介護保険課〕

○介護支援専門員資質向上事業 （5,690） 〔介護保険課〕

☆介護予防事業支援事業（新規） （5,195） 〔介護保険課〕

○老人保健事業及び地域支援事業（介護予防事業） （1,960,947） 〔介護保険課〕

○アルコール関連問題対策事業 （996） 〔障害福祉課〕

○老人クラブによる健康づくり活動支援事業 （15,738） 〔高齢福祉課〕

○地域リハビリテーション支援体制の推進 （13,288） 〔高齢福祉課〕

②高齢者を包み込むコミュニティづくり

ア 災害復興公営住宅等における自治会等の地域活動の崩壊対策

○コミュニティサポート支援事業[復興基金] （20,250） 〔復興支援課〕

○いきいき県住推進員による支援 （77,738） 〔住宅管理課〕

○地域づくり活動応援事業 （100,000） 〔参画協働課〕

○地域づくり活動サポーター設置事業 （33,999） 〔参画協働課〕

イ 単身高齢者対策

○夜間・休日「安心ほっとダイヤル」の開設[復興基金] （44,453） 〔復興支援課〕

○ガスメーター等を活用した見守りシステムの普及促進

[復興基金] （21,800） 〔復興支援課〕

○災害復興公営住宅高齢者元気アップ活動支援事業[復興基金] （11,542） 〔復興支援課〕

☆所有不動産を担保とした貸付制度の創設（新規） （6,257） 〔社会援護課〕

☆コミュニティ・ビジネス等生きがいしごと支援事業（拡充） （83,588） 〔しごと支援課〕

○ＮＰＯコミュニティ・ビジネス等活動応援貸付事業 （33,981） 〔参画協働課〕

○コミュニティ・ビジネス創出・育成支援事業 （41,673） 〔商業振興課〕

○被災高齢者自立生活支援事業 （45,057） 〔高齢福祉課〕

○県民ボランタリー活動助成[ボランタリー基金] （90,000） 〔参画協働課〕

ウ 公営住宅の高齢化対策

☆新婚世帯・子育て世帯に対する県営住宅への優先入居枠の拡大

（拡充） （－） 〔住宅管理課〕

☆特定公共賃貸住宅への入居支援（新規） （－） 〔住宅管理課〕

☆県営コレクティブハウジングにおける多世代協同居住のモデル

的実施（新規） （－） 〔住宅管理課〕
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③高齢者に優しい環境づくり

ア 県営住宅のバリアフリー化

○県営住宅の高齢者向け改修の実施 （49,344） 〔公営住宅課〕

○建替・新型改修等バリアフリー化の推進 （10,000,185） 〔公営住宅課〕

イ 住宅や生活に関わる悪質業者対策

○住宅改修事業者登録制度の推進 （1,387） 〔住宅計画課〕

○住宅リフォーム相談体制等の整備 （3,000） 〔住宅計画課〕

☆くらしの安全・安心サポート体制の強化（拡充） （35,999） 〔消費生活室〕

○地域のくらし安全強化対策事業 （5,535） 〔消費生活室〕

ウ 公共交通のバリアフリー化などユニバーサル社会づくり

☆ユニバーサル社会づくり実践モデル地区整備の推進（拡充） （10,300） 〔まちづくり課〕

○公共交通のバリアフリー化の促進 （272,129） 〔まちづくり課〕

○ユニバーサル社会づくり兵庫県率先行動計画の推進 （1,405） 〔ユニバーサル課〕

○ユニバーサル社会づくり情報発信事業 （6,218） 〔ユニバーサル課〕

○人生80年いきいき住宅改造助成事業 （439,928） 〔まちづくり課〕

④高齢者の生きがいづくりのための能力向上、社会参加の支援

ア 高齢者のエンパワーメント（能力向上）の支援

○いきいき仕事塾Ⅱの開設[復興基金] （11,443） 〔復興支援課〕

☆いなみ野学園大学院の開設（拡充） （9,987） 〔生活創造課〕

○いなみ野学園の運営 （73,271） 〔生活創造課〕

○阪神シニアカレッジの運営 （52,646） 〔生活創造課〕

○地域高齢者大学の運営 （10,054） 〔生活創造課〕

○生涯学習情報プラザの運営 （3,596） 〔生活創造課〕

○高齢者生活情報ラジオ番組「長寿バンザイ」の運営 （10,544） 〔高齢福祉課〕

○高齢者総合相談センターの運営 （5,101） 〔高齢福祉課〕

イ 高齢者の知識やノウハウの社会での活用

○いきいき仕事塾修了生への支援[復興基金] （1,071） 〔復興支援課〕

☆団塊世代等地域づくり活動支援事業（新規） （1,000） 〔参画協働課〕

○シニアしごと倶楽部事業 （8,000） 〔しごと支援課〕

○老人クラブ活動強化推進事業 （222,920） 〔高齢福祉課〕

○老人クラブ助成事業 （172,437） 〔高齢福祉課〕

○シルバー人材センター事業 （21,800） 〔しごと支援課〕

(2) まちのにぎわいづくり

①多様な主体が参画した「まちのにぎわい創出」の支援

ア 持続可能な住民主体のにぎわいづくり

☆まちのにぎわいづくり一括助成事業[復興基金]（拡充） （72,121） 〔復興支援課〕

☆まちなか商業再活性化事業（新規） （20,000） 〔商業振興課〕

☆都心活性化協議会の設置（新規） （1,500） 〔まちづくり課〕

☆商人塾実施事業（新規） （1,000） 〔商業振興課〕

☆駐車場整備計画ガイドプランの策定（新規） （9,000） 〔都市計画課〕

イ まちづくり協議会を核としたまちづくり

○復興まちづくり支援事業[復興基金] （51,550） 〔都市政策課〕

○まちづくり支援事業 （22,468） 〔都市政策課〕

ウ 地域団体・ＮＰＯ等によるまちのにぎわい創出

☆団塊世代等地域づくり活動支援事業（新規） （再掲） 〔参画協働課〕

○地域づくり活動応援事業 （再掲） 〔参画協働課〕

○県民ボランタリー活動助成[ボランタリー基金] （再掲） 〔参画協働課〕

○行政・ＮＰＯ協働事業助成[ボランタリー基金] （19,500） 〔参画協働課〕

エ 大学・学生との協働によるまちづくり

○大学との連携によるまちづくりの推進 （－） 〔都市政策課〕

〔景観形成室〕

○学生による商店街活性化支援事業 （1,000） 〔神戸県民局〕
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②商店街によるまちのにぎわい創出

ア 被災商店街のにぎわい回復

☆商店街・小売市場復興イベント開催支援事業補助[復興基金]

（拡充） （116,000） 〔商業振興課〕

☆商店街・小売市場共同施設建設費助成事業[復興基金]（拡充 （50,000） 〔商業振興課〕）

○小規模事業者事業再開支援事業補助[復興基金] （8,000） 〔商業振興課〕

イ 特色ある商店街づくり

○先導的活性化事業 （78,000） 〔商業振興課〕

○空き店舗を活用した多様な事業展開による商店街の活性化 （29,674） 〔商業振興課〕

③地域の景観の保全・創造や空き地等の活用

ア 残存空地の活用

○被災地空地の緑化推進助成事業[復興基金] （8,000） 〔都市政策課〕

イ 地域景観の形成

☆持続型花緑活動支援事業（新規） （106,000） 〔都市政策課〕

○景観形成支援事業 （38,000） 〔景観形成室〕

○県民まちなみ緑化事業 （554,000） 〔都市政策課〕

④復興市街地整備事業の早期完成とにぎわい再生

ア 復興市街地整備事業等の早期完成

○復興市街地再開発事業 （－） 〔市街地整備課〕

○復興土地区画整理事業 （－） 〔市街地整備課〕

イ 復興市街地における住宅再建や商業機能の再生

○復興市街地再開発商業施設等入居促進事業[復興基金] （257,614） 〔復興支援課〕

○被災市街地復興土地区画整理事業地区内土地利用促進事業

[復興基金] （85,680） 〔復興支援課〕

○被災者住宅再建・購入支援事業補助[復興基金] （134,522） 〔住宅計画課〕

○住宅債務償還特別対策[復興基金] （163,383） 〔住宅計画課〕

○高齢者住宅再建支援事業補助[復興基金] （13,608） 〔住宅計画課〕

○被災マンション建替支援利子補給[復興基金] （235,268） 〔住宅計画課〕

ウ 中心市街地の活性化

○広域土地利用プログラムによる大規模集客施設の立地の

誘導・抑制 （－） 〔まちづくり課〕

○中心市街地商業活性化基金による助成 （17,000） 〔商業振興課〕

○まちなか空きビル再生支援事業 （3,333） 〔まちづくり課〕

(3) その他の個別課題への対応

①県外居住被災者の帰県支援

○県外居住被災者に対する支援[復興基金] （5,632） 〔復興支援課〕

○県外居住被災者の県営住宅優先入居枠の確保 （－） 〔住宅管理課〕

②未償還の貸付金等対策

○災害援護資金の償還対策 （11,790） 〔社会援護課〕

○生活福祉資金の償還対策 （9,340） 〔社会援護課〕

○緊急災害復旧資金の償還対策 （12,121,210） 〔地域金融課〕

○生活復興資金の償還対策 （419,144） 〔復興支援課〕

③災害復興公営住宅の家賃対策

○被災者に対する公営住宅家賃の一般減免制度への移行 （－） 〔住宅管理課〕

④震災特例住宅税制の優遇措置による支援

○被災地市街地の震災特例税制の取扱い （－） 〔住宅計画課〕

⑤被災自治体の震災関連地方債の償還対策

○既発債の償還延長等の国への要望 （－） 〔市町振興課〕
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２．復興の過程で生まれた先導的取り組みの定着・発展 （36事業、15,894,975千円）

（今後の成熟社会を切り拓くための先導的取り組みの定着・発展）

(1) まちの保健室の定着・発展

○「まちの保健室」事業・ まちの保健室」キャラバン隊訪問「

事業[復興基金] （18,500） 〔健康増進課〕

○「まちの保健室」推進事業の実施 （7,208） 〔健康増進課〕

(2) シルバーハウジング、コレクティブハウジング等の推進

☆県営コレクティブハウジングにおける多世代協同居住の

モデル的実施（新規） （再掲） 〔住宅管理課〕

○ひょうご住まいサポートセンター住まいづくりの支援事業

による民間コレクティブハウジング建設の支援 （2,700） 〔住宅計画課〕

○県営シルバーハウジング、コレクティブハウジングの推進 （－） 〔住宅計画課〕

〔公営住宅課〕

〔住宅管理課〕

(3) こころのケアの推進

①こころのケア対策の推進

○こころのケア相談室の設置 （15,449） 〔障害福祉課〕

○こころのケアセンターの運営 （200,983） 〔障害福祉課〕

②心のケア担当教員の取り組みを継承した教育相談体制の充実

○心のケア担当教員の配置 （－） 〔教育企画課〕

○こころの相談支援事業の実施 （485,522） 〔義務教育課〕

○教職員のカウンセリング・マインド実践事例研修の実施 （－） 〔義務教育課〕

〔高校教育課〕

(4) ボランタリー活動や芸術文化活動などへの支援

①震災を機に広がった県民ボランタリー活動の推進

○「ボランタリー活動元気アッププログラム」の推進 （134,670） 〔参画協働課〕

・ボランタリー活動資源マッチングシステムの構築・運営

・ひょうごボランタリープラザの運営等 等

○市町ボランタリー活動支援事業の実施 （195,750） 〔社会援護課〕

○ひょうご勤労者ボランティアシステムの推進 （11,756） 〔しごと支援課〕

☆のじぎくボランタリーネット（仮称）の創設（新規） （487） 〔参画協働課〕

②文化を活かした個性ある地域づくり

○芸術文化センターの運営 （1,671,733） 〔芸術文化課〕

・創造・公演事業の展開

・兵庫芸術文化センター管弦楽団の運営

○地域アーティスト情報発信支援事業 （4,400） 〔芸術文化課〕

○青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～の実施 （130,538） 〔義務教育課〕

〔教育課〕

○芸術文化活動支援事業 （39,979） 〔芸術文化課〕

○県立美術館“芸術の館”の運営 （992,533） 〔社会教育課〕

○尼崎青少年創造劇場・ピッコロ劇団の運営 （385,486） 〔芸術文化課〕

○歴史文化遺産活用活性化事業の実施 （810） 〔文化財室〕

③青少年の体験・交流の機会づくりの推進

○子どもの冒険ひろば事業 （42,244） 〔青少年課〕

○若者ゆうゆう広場事業 （11,500） 〔青少年課〕

④男女が協働した取り組みの推進や家族の絆の再認識

○男女共同参画社会づくりの推進 （120,656） 〔男女家庭課〕

○家庭づくりの支援 （15,861） 〔男女家庭課〕
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(5) 新しい働き方や雇用就業への支援

①コミュニティ・ビジネスなど新しい働き方への支援

☆コミュニティ・ビジネス等生きがいしごと支援事業（拡充） （再掲） 〔しごと支援課〕

○コミュニティ・ビジネス創出・育成支援事業 （再掲） 〔商業振興課〕

②ひょうご・しごと情報広場等による雇用就業対策の推進

ア ひょうご・しごと情報広場、地域労働相談・しごと情報広場の運営

○ひょうごしごと情報広場の運営 （117,587） 〔しごと支援課〕

・就職・職業能力開発に関する情報提供、相談、セミナーの

実施

・就職活動実践プログラムの実施

・出張方式の就職支援セミナーの実施

・産業施策連携職業紹介事業

・若者しごと倶楽部の運営

イ シニアしごと倶楽部等による中高年のしごとへの支援

○シニアしごと倶楽部の運営 （再掲） 〔しごと支援課〕

(6) ツーリズム振興と新しい都市づくり

①震災ツーリズム等地域の特色を生かしたツーリズム振興

☆「ひょうご」の観光地活性化支援事業（拡充） （40,750） 〔観光振興課〕

☆兵庫県大型観光交流キャンペーンの実施準備（新規） （5,000） 〔観光政策課〕

☆体験・交流型観光の推進（新規） （5,000） 〔観光振興課〕

○ファッションイベントの実施 （8,000） 〔工業振興課〕

○神戸ルミナリエの開催支援 （25,000） 〔神戸県民局〕

○人と防災未来センターの活用 （688,174） 〔企画課〕

○産業ツーリズムの推進 （10,000） 〔観光振興課〕

○国際フロンティア産業メッセの開催 （8,000） 〔産業政策課〕

②被災地における新都市づくり

ア 潮芦屋の整備推進

☆阪神地域整備事業による潮芦屋の整備推進（拡充 （10,475,099の内数） 〔潮芦屋整備課〕）

・まちびらき10周年記念イベントの実施

・民間事業者等と協働した新規宅地分譲の実施

・県産木材を活用した住宅の導入

・潮芦屋マリーナ周辺ゾーンの整備

・下水処理場拡張用地の暫定利用による社会体育施設の整備

イ 「尼崎21世紀の森」の推進

☆「尼崎21世紀の森」の推進（拡充） （19,100） 〔21世紀の森課〕

・尼崎21世紀の森拠点地区バス対策費補助

・森づくり協議会の運営

ウ 明舞団地等オールドニュータウンの再生

☆明舞団地再生推進事業（新規） （4,500） 〔住宅計画課〕

・住み替えコンサルティング事業、円滑な住み替えシステム

の検討

・多世代共生ステーションの整備



- 6 -

３．震災の経験と教訓の継承・発信 （61事業、20,373,353千円）

（今後の大規模災害に備えた減災・復興の仕組みづくりの推進）

(1) 「１月17日は忘れない」ための取り組みの推進

☆防災力強化県民運動の展開（新規） （1,000） 〔企画課〕

○ひょうご安全の日推進県民会議の運営等 （1,725） 〔企画課〕

○「ひょうご安全の日のつどい」の開催 （10,000） 〔企画課〕

○「ひょうご安全の日宣言」の発信 （－） 〔企画課〕

○災害メモリアルkobeの開催 （2,500） 〔企画課〕

○「1.17は忘れない」地域防災訓練等の実施 （24,250） 〔災害対策課〕

○「1.17防災未来賞」選奨事業の実施[震災記念基金] （3,500） 〔企画課〕

○ひょうご安全の日推進事業の実施[震災記念基金] （100,000） 〔企画課〕

(2) 自助・公助・共助が一体となった住宅再建への支援

①被災者生活再建支援制度（支援法）の充実

○居住安定支援制度補完事業の実施 （69,445） 〔復興支援課〕

②住宅再建共済制度の推進

○兵庫県住宅再建共済制度の推進 （99,455） 〔復興支援課〕

③地震保険制度の改善

○地震保険制度の改善 （－） 〔復興支援課〕

(3) 住宅や公共施設等の耐震化の推進

①住宅の耐震化

○わが家の耐震改修の促進 （232,671） 〔建築指導課〕

・わが家の耐震改修促進事業

・簡易耐震診断推進事業

☆住宅耐震改修支援事業（新規） （7,500） 〔住宅計画課〕

☆構造計算適合性判定機関の設立（新規） （19,304） 〔建築指導課〕

②公共施設等の耐震化

○県有施設耐震化の推進 （846,671） 〔災害対策課〕

○県立学校施設の耐震化の推進 （9,523,198） 〔施設室〕

☆学校、病院、福祉施設（民間）に対する耐震診断助成（新規 （10,000） 〔建築指導課〕）

(4) 総合的な減災対策の推進

①防災対策の計画的推進

☆ひょうご防災戦略プログラムの策定（新規） （700） 〔防災計画課〕

☆津波重点対策の推進（拡充） （28,000） 〔港湾課〕

☆海岸保全施設耐震対策整備計画（仮称）の策定（新規） （10,000） 〔港湾課〕

☆津波監視カメラ等の整備（新規） （11,740） 〔防災情報課〕

☆企業の防災・危機管理の充実支援（新規） （1,000） 〔防災計画課〕

☆消防広域化推進計画の策定（新規） （700） 〔消防課〕

○津波広報プレートの設置 （4,700） 〔防災計画課〕

○Ｅ－ディフェンスを活用した減災対策の研究 （43,780） 〔防災計画課〕

○防災訓練の実施 （32,050） 〔災害対策課〕

・総合防災訓練の実施

・地域防災訓練の実施

・ 1.17は忘れない」地域防災訓練の実施「

②災害時における情報発信の充実

○ひょうご防災ネットの運営 （16,170） 〔災害対策課〕

○フェニックス防災システムの運営 （255,465） 〔防災情報課〕

○兵庫衛星通信ネットワークの運営 （181,111） 〔防災情報課〕

☆衛星通信ネットワークのデジタル映像送受信装置の設置

（新規） （5,995） 〔防災情報課〕
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③防災に係る専門人材の養成

ア 家屋被害認定士の養成

○家屋被害認定士制度の実施 （826） 〔災害対策課〕

イ 被災建築物応急危険度判定制度の推進

○被災建築物の応急危険度判定制度の推進 （1,037） 〔建築指導課〕

・被災建築物応急危険度判定士の養成

・実施体制の整備

・広域支援体制及び判定基準等の整備

・研修会、訓練等の実施

④自主防災組織の活性化

○自主防災活性化事業の推進 （1,255） 〔消防課〕

・地域防災活動推進大会

⑤災害ボランティアへの活動支援

☆災害ボランティアへの活動支援（拡充）

・災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議の運営 （387） 〔参画協働課〕

・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施（新規） （－） 〔防災計画課〕

・災害救援専門ボランティア制度の運営 （2,627） 〔企画課〕

⑥災害時要援護者への支援

○聴覚障害者災害等緊急時情報発信システムの運用 （1,260） 〔障害者支援課〕

⑦災害時の広域避難者への支援

○災害時の広域避難者への支援 （－） 〔災害対策課〕

⑧災害救助法に基づく救助の見直し等

○災害救助法に基づく救助の見直し （127,386） 〔災害対策課〕

○防災に係る基本的事項の共有化・標準化の推進 （－） 〔災害対策課〕

⑨災害時における警察活動の推進

○都市型駐在所の設置・運用 （－） 〔県警・地域企画課〕

○災害モニターの委嘱 （－） 〔県警・災害対策課〕

○災害時等警察活動協力員の委嘱 （－） 〔県警・災害対策課〕

⑩災害救急医療の取り組み

○ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の体制整備 （－） 〔医務課〕

・西日本地区ＤＭＡＴ研修事業

○救急医療体制の整備 （335,917） 〔医務課〕

・救命救急センター運営費補助

・救急医療機関等確保事業

・広域災害・救急医療情報システム、災害医療システムの

運営

○救急業務の高度化 （109,419） 〔消防課〕

(5) 「兵庫の防災教育」の推進と、人と防災未来センターの積極的な活用

①新たな防災教育と学校防災体制の充実

ア 「兵庫の防災教育」の推進

○兵庫の防災教育の推進 （591） 〔教育企画課〕

・防災教育推進連絡会議の開催

・防災教育専門推進員の配置

・防災教育研修会の開催

・防災教育推進指導員養成講座の実施

・阪神・淡路大震災に係る心のケア担当教員研修会の開催

イ 震災・学校支援チーム（EARTH）の取り組みの推進

○震災・学校支援チーム（EARTH）の運営 （662） 〔教育企画課〕
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②人と防災未来センターの積極的な活用

☆人と防災未来センター防災未来館の展示情報の充実（新規） （352,444） 〔企画課〕

○人と防災未来センターの活用 （再掲） 〔企画課〕

(6) 国際防災協力の推進

①国際防災・人道支援拠点の形成の推進

ア 国際防災復興協力機構（ＩＲＰ）への運営支援

○国際防災復興協力機構への支援 （29,143） 〔企画課〕

イ 国際防災・人道支援協議会に対する支援

○国際防災・人道支援拠点構想の推進 （3,000） 〔企画課〕

②国際的な防災研修専門機関の整備

☆国際防災研修センターの設立（拡充） （37,000） 〔企画課〕

(7) 災害に強い基盤整備等の推進

①三木総合防災公園、地域防災公園等の整備

○三木総合防災公園の整備 （2,104,000） 〔公園緑地課〕

☆三木総合防災公園屋内テニス場の開設（新規） （－） 〔公園緑地課〕

☆三木総合防災公園体育館（屋内防災施設）の整備計画の策定

（新規） （－） 〔公園緑地課〕

☆県立淡路佐野運動公園屋内運動施設の整備（新規） （－） 〔公園緑地課〕

○地域防災公園の整備 （1,957,470） 〔公園緑地課〕

○広域防災拠点（阪神南ブロック拠点）の整備 （247,428） 〔災害対策課〕

②大阪湾岸道路西伸部の推進

○大阪湾岸道路西伸部の推進 （－） 〔道路計画課〕

③六甲山「水と緑の回廊」構想の推進

ア 六甲山系グリーンベルト整備事業の推進

○六甲山系グリーンベルト整備事業 （954,433） 〔砂防課〕

イ 阪神疏水構想の推進

○阪神疏水構想の推進 （－） 〔河川計画課〕

④災害時における食料の安定供給等

○ため池保全機能の強化 （2,555,319） 〔農村環境課〕

・警戒ため池の早期整備（県営・団体営）の推進

・ため池等改修事業の受託実施

○ふるさとむら保全活動支援の実施 （9,119） 〔農村環境課〕


