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令和４年度 東播磨県民局の重点取組 

 
豊かな水辺空間とものづくり産業が集まる地域特性を生かしながら、「東播磨地域ビジョン」が掲げる

将来像を達成し地域創生を推進するための施策を展開して、ウイズコロナの中で一人ひとりの生活の質

の向上とふるさと東播磨の元気の実現を図る。 

 

 

 
 

 

 

 

 

＜東播磨スマートシティの一層の推進＞ 〔10,049千円〕 

○地域 BWA網を活用した混雑度合の可視化実証実験［新規］ 

○デジタルディバイド解消バスツアーによる地域団体の活性化［新規］ 

○スマートシティを体験する東播磨みらい博（第３回）［拡充］ 

○東播磨地域農業スマート化の展開［拡充］ 

         ＜ふるさと意識を養う多様な機会の提供＞ 〔28,853円〕 

○地元小中高生による社会基盤整備現場見学会［拡充］ 

  ○ICT技術を活用し、地域への愛着を育む「東播磨寺子屋」の展開［拡充］ 

○小学生のふるさと魅力大発見［継続］ 

 
 

         ＜ものづくり産業の活性化と豊かな農林水産業と食文化の展開＞ 〔13,329千円〕 

○東播磨ものづくり企業の魅力発信事業［拡充］ 

○東播磨「食」のブランド化大作戦［拡充］ 

＜防災基盤・拠点の整備と多彩なネットワークの構築＞ 〔 － 〕 

○河川整備の促進（総合治水の推進） 

○駅周辺の拠点整備・活用 

○多彩なネットワークの構築 

＜地域防災力の向上＞ 〔5,250千円〕 

○ため池の防災機能の向上（総合治水の推進）［継続］ 

○ジュニア・地域防災スクール［継続］ 

 

 

＜豊かな海の再生＞ 〔4,600千円〕 

○全国豊かな海づくり大会開催に向けた機運醸成（水産物の販売促進等）［拡充］ 

○B to Bリサイクルの市民への浸透促進［拡充］ 

 ＜いなみ野ため池ミュージアムの推進＞ 〔27,414千円〕 

○いなみ野ため池ミュージアム 20周年記念イベント（水辺の祝祭）の開催［拡充］ 

○東播磨フィールドステーションの運営［拡充］ 

＜魅力と賑わいの拠点づくりの推進＞ 〔22,315千円〕 

○自転車を活用するまちづくりの推進［拡充］ 

○東播磨マイクロツーリズムの推進［新規］ 

＜アライグマ等被害対策推進モデル事業＞ 〔800千円〕 

○防護柵等の設置による効率的な捕獲、防護の推進［新規］ 

２ 施策体系 

Ⅰ 誰もが自律し快適な生活を送る東播磨づくり 

水辺・ものづくりのまちでつながりワクワクする未来 

～成長する東播磨へ～ 

〔R4予算額 117,000千円〕 

 〈39,100千円〉 

Ⅱ 防災基盤が整い産業が活力を生む東播磨づくり 

Ⅲ 自然環境を大切にし交流が広がる東播磨づくり 

１ 基本方針 

〈55,680千円〉 

 〈22,220千円〉 
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１ 東播磨スマートシティの一層の推進 ［10,049千円］ 

(1)地域 BWA網を活用した混雑度合いの可視化実証実験 〔新規〕 

管内２市２町をカバーする地域 BWA網を活用して、県民の利便性向上を図るため、公共

施設の混雑度合を可動式カメラ等で把握し可視化する実証実験を行う。成果は管内市町と

共有し、東播磨地域で展開を図る。 

(2)デジタルディバイド解消バスツアーによる地域団体の活性化 〔新規〕 

高齢者のデジタルディバイド解消のため、地域団体の役員・会員等を対象に、スマート

フォンを利用しながら参加することで自然にデジタルデバイスの利用を習得できるバス

ツアーを開催し、当該団体のデジタル化による運営の円滑化及び活性化に寄与する。 

(3)スマートシティを体験する東播磨みらい博（第３回） 〔拡充〕 

地域でのスマートシティ推進に対する県民参加意識

の一層の高揚を図り、スマート技術を活用した地域格

差の是正等につなげるため、次世代技術を体験する「東

播磨みらい博」を開催する。 

(4)東播磨地域農業スマート化の展開 〔拡充〕 

持続可能な地域農業の確立を目指し、集落営農組織

や認定農業者等に対する ICT 等を活用した技術の導入

に向け、新たに利用体験や導入補助等を行う。 

 

２ ふるさと意識を養う多様な機会の提供 ［28,853千円］ 

(1)地元小中高生による社会基盤整備現場見学会 〔拡充〕 

東播工業高校の生徒を対象にした工事現場でのイン

フラ整備体験（インターンシップ）に加え、地元の小学

校、中学校、高等学校の生徒を対象に、「（仮称）“東播

磨道”建設現場まるごと見学ツアー」を実施し、実際の

工事現場で社会基盤整備の知見を深める機会を提供す

ることにより、地元で将来活躍したいと考える人材の

増加を図る。 

(2)ICT技術を活用し、地域への愛着を育む「東播磨寺子屋」の展開 〔拡充〕 

小中学生の地域への愛着を育み、地域力向上を図るため、多様な学生が企画立案等に参

加し、歴史・産業等を踏まえた地域の魅力が伝わる映像を作成。動画は SNS等を用いて無

料配信を行う。 

 (3)小学生のふるさと魅力大発見 〔継続〕 

「東はりまの魅力 KIDs体験ツアー」や「地域でキラリ☆走る環境学習教室」を実施し、

小学生のふるさと意識を醸成する。 

  

３ 重点取組 

Ⅰ 誰もが自律し快適な生活を送る東播磨づくり 

第１回東播磨みらい博（Ｒ２） 

東播磨道現場見学会(小学校３年生) 
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１ ものづくり産業の活性化と豊かな農林水産業と食文化の展開 ［13,329千円］ 

(1)東播磨ものづくり企業の魅力発信事業 〔拡充〕 

東播磨地域のものづくり産業の魅力を PRし、販路開拓と新規就労者獲得を支援するた

め、展示会・商談会等への出展費用支援（国際フロンティア産業メッセ出展補助を拡充）

やオンラインによる合同企業説明会を実施する。 

(2)東播磨「食」のブランド化大作戦〔拡充〕 

農水産物のブランド力の強化や六次産業化を推進す

るため、直売所の販売促進に加え、新たに地元商工会

や生産者等と連携した試食会や街中マルシェ等を開

催する。また JR デスティネーションキャンペーンと

大阪・関西万博を見据えた県外への PRも支援する。 

２ 防災基盤・拠点の整備と多彩なネットワークの構築 ［－千円］ 

(1)河川整備の促進（総合治水の推進）〔継続〕 

河川整備：水田川、別府川、明石川（JR橋梁）等 

 (2)駅周辺の拠点整備・活用〔継続〕 

JR東加古川駅付近、山陽電鉄高砂市域の連続立体交差事業と駅周辺のまちづくりの調

査・検討 

 (3)多彩なネットワークの構築〔継続〕 

東播磨道（北工区）の整備、国道２号（加古川市）の

４車線化・対面化、天満大池ﾊﾞｲﾊﾟｽ、相生橋西詰交差点

改良整備の推進、自転車レーンの整備(高砂市役所周辺) 

３ 地域防災力の向上 ［5,250千円］ 

(1)ため池の防災機能の向上（総合治水の推進）〔継続〕 

ため池雨水貯留機能向上事業、ため池治水活用拡大促進事業 等 

(2)ジュニア・地域防災スクール〔継続〕 

小中学校等への出前講座、市防災センターを活用した集合型講座による防災講義、避

難所体験等を実施する。 

 

 

１ 豊かな海の再生 ［4,600千円］ 

(1)全国豊かな海づくり大会開催に向けた機運醸成（水産物の販売促進等）〔拡充〕 

海の豊かさを守るため、漁業者による海底耕

うんや海浜清掃に加え、新たに遊漁者等と協力

した小型タコの放流や産卵用タコツボの設置

を支援。大会の開催に合わせ、全国からの来場

者や近隣住民に飲食店等にて旬の美味しい魚

を PRする。 

Ⅱ 防災基盤が整い産業が活力を生む東播磨づくり 

 

いなみ野メロン 

全国豊かな海づくり大会(ｲﾒｰｼﾞ) 

Ⅲ 自然環境を大切にし交流が広がる東播磨づくり 

 

天満大池バイパス 
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(2)B to Bリサイクルの市民への浸透促進 〔拡充〕 

住民・事業者・行政の協働により、ペットボトルを新たなペットボトルに再生する取

組（B to Bリサイクル）を拡大するため、参加スーパーに店頭啓発看板を配布するとと

もに、県民・企業向けの広報を行い浸透を図る。 

 

２ いなみ野ため池ミュージアムの推進 ［27,414千円］ 

(1)いなみ野ため池ミュージアム 20周年記念イベント（水辺の祝祭）の開催〔拡充〕 

ため池と企業・団体とのコラボイベントなど 20周

年記念事業を実施する。メインイベントとして、令

和４年 11月頃、寺田池(加古川市)などで『ため池×

ウェディング』、『ため池×能』などを実施する。 

 

(2)東播磨フィールドステーションの運営〔拡充〕 

地域住民が主体となって、多様な主体（産学官民）との連携により、畔師による草刈り

の支援拡大など地域の困りごとの相談窓口、学びの場・交流の場として新たな農村づく

りを推進する。 

 

３ 魅力と賑わいの拠点づくりの推進 ［22,315千円］ 

(1)自転車を活用するまちづくりの推進 〔拡充〕 

東はりま・北はりまサイクリングモデルルートを活

用したサイクリングや、「（仮称）サイクルフェスティ

バル」など、自転車を活用したイベントを秋頃に開催

する。 

(2)東播磨マイクロツーリズムの推進〔新規〕 

近場への旅行の魅力が再認識されていることを踏まえ、東播磨近郊居住者をメインタ

ーゲットとした地元の魅力を再発見するマイクロツーリズムツアーを企画・実施する。 

また、リニューアルした観光ポータルサイトの活用等により県内及び隣接県等を中心

に東播磨の魅力を発信する。 

 

４ アライグマ等被害対策推進モデル事業 ［800千円］ 

(1)防護柵等の設置による効率的な捕獲、防護の推進〔新規〕 

イノシシ対策の防護柵では対応できない特定外来生物

アライグマによる農作物等被害に対し、県森林動物研究

センターと連携し、自動撮影カメラや小動物用電気防護

柵等による効果的な防護システムを開発する。 

 

 

SUP体験教室 in加古大池 

サイクリングロード 

小動物用防護柵 



　水辺・ものづくりのまちでつながりワクワクする未来　～成長する東播磨へ～

１  誰もが自律し快適な生活を送る東播磨づくり

(1) ＜東播磨スマートシティの一層の推進＞

総務企画 P.9

農林 P.23

(2) ＜ふるさと意識を養う多様な機会の提供＞

土木 P.34

総務企画 P.9

地域振興 P.14

地域振興 P.16

２  防災基盤が整い産業が活力を生む東播磨づくり

(1) ＜ものづくり産業の活性化と豊かな農林水産業と食文化の展開＞

地域振興 P.14

イ． 東播磨「食」のブランド化大作戦 農林 P.23

(2) ＜防災基盤・拠点の整備と多彩なネットワークの構築＞

土木 P.27

土木 P.31

土木 P.29

(3) ＜地域防災力の向上＞

総務企画 P.7

土木 P.27

加古川流域 P.25

３ 　自然環境を大切にし交流が広がる東播磨づくり

(1) ＜豊かな海の再生＞

ア．全国豊かな海づくり大会に向けた「豊かな海の再生」 農林 P.24

イ．豊かな海の再生と水産業・浜の活性化 農林 P.24

ウ．B to Bリサイクルの市民への浸透促進 地域振興 P.16

(2) ＜いなみ野ため池ミュージアムの推進＞

ア．いなみ野ため池ミュージアムの推進 地域振興 P.15

(3) ＜魅力と賑わいの拠点づくりの推進＞　

土木 P.34

地域振興 P.13

(4) ＜アライグマ等被害対策推進モデル事業＞　

農林 P.25

エ．地域でキラリ☆走る環境学習教室事業

ア．地域防災力の向上

イ． 自然災害に備える防災・減災対策の強化

ア．地元小中高生による社会基盤整備現場見学会

ア．野生動物の管理や被害対策の推進

ア．東播磨ものづくり企業の魅力発信事業

ア． 頻発する風水害に備える統合的な治水対策等

イ． 都市の活力を支える基盤整備の推進

ウ． くらしの交流を支える道路整備の推進

ア．サイクリングライフを楽しむまちづくり

ア． スマートシティの推進

イ． スマート化による新しい農林水産業の実現

イ．東播磨ツーリズムファンづくり事業

ウ． 風水害・津波対策等防災対策の推進（防災基盤の強化）

イ．ICT技術を活用し、地域への愛着を育む「東播磨寺子屋」の展開

ウ．東はりまの魅力KID's体験ツアーの開催

令和４年度東播磨県民局事業（重点項目）
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