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ため池フォトスポット（イメージ） 

新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 
ﾗｼﾞｵ･ﾃﾚﾋﾞ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

令和５年度 当初予算（案） 
～東播磨県民局の重点取組～ 

東播磨道八幡三木ランプ完成イメージ図 

令和５年２月３日 
東 播 磨 県 民 局 

 

電子回覧システムスマホ講習会 

  明石公園のリノベーション  





〈Ｒ５全体予算額:100,17１千円〉（対前年比 85.6％） 

〈Ｒ５予算額:3,177 千円〉 

    

令和５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「水辺・ものづくりのまちでつながりワクワクする未来」を目指して施策を展開し、コロナ禍の中で

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。 

 

 

 

                       

                     
①INAMINOため池 SDGsプロジェクト（Ⅲ）         

②産官学連携による東播磨地域の空き家を活用したまちの再生（Ⅲ） 

③地域でキラリセーリング環境学習教室（Ⅲ） 

      ④プロギング HYOGO in MINAMOROAD（Ⅲ） 
  

                                    

 

                                   〈33,912千円〉 

＜東播磨スマートシティの一層の推進＞ ［9,880千円］ 
○【拡充】地域 BWA網を活用したシステムの展開 
○【拡充】デジタル化支援による地域団体の活性化 
○スマートシティを体験する「東播磨みらい博」 
○東播磨地域農業スマート化の推進 

         ＜ふるさと意識を養う多様な機会の提供＞ ［23,835千円］ 
○小学生のふるさと魅力大発見 
○地域づくり活動への支援 

               ［1,861千円］ 

                                   〈19,613千円〉 
           ＜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＞ ［12,865千円］ 

○【拡充】東播磨ものづくり企業の魅力発信事業 
○【拡充】東播磨「農」のブランド化推進事業 

＜防災基盤・拠点の整備と多彩なネットワークの構築＞ ［－千円］ 
○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＞ ［3,139千円］ 
○ジュニア・地域防災スクール 
○【拡充】東はりまため池保全管理省力化事業 

                        

                                   〈43,469千円〉 
＜豊かな海の再生＞ ［3,500千円］ 

○【拡充】「東播磨・神戸の豊かな海」再生事業 
 ＜いなみ野ため池ミュージアムの推進＞ ［26,269千円］ 

○【拡充】いなみ野ため池ミュージアムの推進 
○東播磨フィールドステーション事業 

＜魅力と賑わいの拠点づくりの推進＞ ［13,350千円］ 

  ○東播磨ツーリズムファンづくり事業 
○サイクリングライフを楽しむまちづくりの推進 
○明石公園のリノベーションの推進 

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 

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 

大阪・関西万博 2025 関連事業 

公 民 連 携 事 業 

〈R５予算額 96,994 千円〉 
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プロギング（みなもロード） 

 
 
 
 

 

 

 

(1)INAMINOため池 SDGsプロジェクト〔新規〕［1,861千円］ 

「ひょうごフィールドパビリオン」として多くの来訪者が   

見て、学び、体験できるよう、東播磨を象徴する“ため池 

のある水辺空間”に、公民学連携により多言語サインやフ 

ォトスポットを整備する。 
 
 
 
 
(2)産官学連携による東播磨地域の空き家を活用したまちの再生〔新規〕［1,118千円］ 

古いまち並みの残る地区に学生ラボ（研究室）を設置して、

空き家を活用したまちの活性化方策を検討する。また、空 

き家活用の可能性を探る社会実験や、東播磨の各市町、地 

域貢献に意欲的な企業と連携した推進体制づくりに取組む。 

 

 

 

(3)地域でキラリセーリング環境学習教室〔新規〕［180千円］ 

持続可能な循環型社会の実現に向け、小学生を対象に、播 

磨灘に浮かぶプラスチックごみを拾う清掃活動やプラスチッ 

ク資源などの講座を実施する。 

 

 

 

(4)プロギング HYOGO in MINAMOROAD〔新規〕［18千円］ 

県民への SDGsの啓発及び資源循環型社会の意識醸成を図 

るため、「みなもロード」をジョギングしながら清掃するプ 

ロギングイベントを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 重点取組 

国際ため池巡りロゲイニング 

セーリング環境学習教室 

大阪・関西万博2025関連事業 

公 民 連 携 事 業 

空き家の活用イメージ 
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駐車場混雑検知システム 

ドローンによる水稲湛水直播 

電子回覧システム 

 
 

 

 

１ 東播磨スマートシティの一層の推進 ［9,880千円］ 

(1)地域 BWA網を活用したシステムの展開 〔拡充〕 

県民の利便性向上を図るため、管内２市２町をカバーす    

る地域 BWA網を活用し、県総合庁舎の駐車場に混雑検知シ 

ステムを設置し、実証実験を行った。この成果を管内市町 

と共有し、東播磨地域で展開を図る。 

 

(2)デジタル化支援による地域団体の活性化〔拡充〕  

地域団体のデジタルディバイド解消のため、令和４年度

において電子回覧システムのスマホ講習会を開催し当該シ

ステムのマニュアルを作成した。電子回覧システムの更な

る展開と普及により、地域団体のデジタル化支援による活

動の効率性、利便性の向上を図る。 

 

(3)スマートシティを体験する「東播磨みらい博」（第４回）  

５Ｇ普及も見据えた最先端の ICT 技術の展示や体験ができる「東播磨みらい博」を引き

続き開催し、東播磨地域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る。 

 

(4)東播磨地域農業スマート化の推進  

地域農業の維持・発展のため、ICT等の積極的な活用に  

よるスマート化を図り、農業経営の高度化、働きやすい環  

境づくりにより、農業の基幹産業化を図る。 

 

２ ふるさと意識を養う多様な機会の提供 ［23,835千円］ 

(1)小学生のふるさと魅力大発見  

持続可能な社会の実現を担う子どもたちに、ものづくり企業等の魅力を実感する「東は

りまの魅力 KIDs体験ツアー」の実施や、JR加古川線を利用し、加古川を取り巻く自然環境

について学ぶ「地域でキラリ走る環境学習教室」を実施し、地域への愛着を深めるととも

にふるさと意識を醸成する。 

 

(2)地域づくり活動への支援 

東播磨地域を活動基盤とした地域団体が行う、地域社会の共同利益の実現に向けた主体的 

な取組みに加え、地域ビジョンの実現に向けて取り組む活動に対して支援する。 

  

 

 

 

11 12 13 14 15 16 17
コロナワクチン申請期間

18 19 20 21 22 23 24
コロナワクチン申請期間

隣保長会合

25 26 27 28 29 30 31
コロナワ 資源ゴミ回収もちつき大会

水辺・ものづくりのまちでつながりワクワクする未来 

Ⅰ 誰もが自律し快適な生活を送る東播磨づくり 
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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 ［12,865千円］ 

(1)東播磨ものづくり企業の魅力発信事業 〔拡充〕 

   ものづくり産業の活性化を推進するため、中小企業が実

施する展示会等を通じ、新たに国内外のベンチャー企業へ

も販路拡大への支援を拡充し、合同企業説明会の開催等を

通じて管内中小企業の魅力を広く発信する。 

 

 

(2)東播磨「農」のブランド化推進事業 〔拡充〕 

地産地消や６次産業を推進するため、都市部でのマル

シェの出店支援等に加え、バーボンづくりによる地域循環

型農業をめざす取組に対する支援を行うことにより、ブラ

ンド力を高め持続可能な農業の取組を展開する。 

 

 

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)駅周辺の拠点整備・活用 

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県道曽根停車場線（曽根駅  

の周辺）の歩道を整備する。 

 

(2)多彩なネットワークの構築 

東播磨道（加古川市）の整備、国道２号（明石市、加古川

市）の４車線拡幅、宗佐土山線(稲美町)のバイパス整備を

行うとともに、市町と連携し、播磨臨海地域道路の都市計

画・環境影響評価手続を進める。 

 

３ 地域防災力の向上 ［3,139千円］ 

(1)ジュニア・地域防災スクール 

大規模災害に備え、将来の地域防災の担い手となる小・中

学生等へ出前講座を行ったり、市防災センター等を活用した

集合型講座による防災講義、避難所体験等を実施する。 

 

(2)東はりまため池保全管理省力化事業〔拡充〕 

  ため池の保全管理省力化方策を PR・普及させるため、改 

修予定のないため池法面等に雑草の生育を抑制するグラン

ドカバープランツを植栽するとともに施設の安全性の向上

を推進する。 

天満大池バイパスの整備 

グランドカバープランツ植栽事例 

東播磨 Farmerｓ（マルシェ） 

Ⅱ 防災基盤が整い産業が活力を生む東播磨づくり 

関西ものづくり新撰 2023特別賞受賞 

ジュニア・防災スクール（播磨小学校） 
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ため池ウェディング（寺田池） 

明石トーカロ球場 

 

 

１ 豊かな海の再生 ［3,500千円］ 

(1)「東播磨・神戸の豊かな海」再生事業 〔拡充〕 

「第 41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」の開催を機

に、海の栄養を回復させる取り組みを進めた。 

SDGｓの達成目標でもある「豊かで美しいひょうごの海」

の創出と継承のため、マダコ産卵用たこつぼの設置や漁場

の環境改善につながる二枚貝の移植など、資源管理や漁場

の保全等漁業者が水産資源の増大を図る取組を支援する。 

           

２ いなみ野ため池ミュージアムの推進 ［26,269千円］ 

(1)いなみ野ため池ミュージアムの推進〔拡充〕 

これまでの取り組みから芽生えてきた様々な活動やネッ

トワークを生かし、「ため池ミュージアム SDGｓ推進リレー

イベント」の開催や「ため池フォトスポットプロジェクト」

などの取り組みを実施する。 

 

(2)東播磨フィールドステーション事業 

  東播磨フィールドステーションを拠点に、ため池みらい研究所の活動を支援し、学生の

参画による農村地域の活性化プロジェクトやため池管理体制の再構築プロジェクトなど、

地域の新たな仕組みづくりをコーディネートする。 

 

３ 魅力と賑わいの拠点づくりの推進 ［13,350千円］ 

(1)東播磨ツーリズムファンづくり事業  

 JR デスティネーションキャンペーン（2023 年 7 月～9 月）や万博を控え、東播磨地域へ 

の来訪を促進するため、様々な情報ツールを活用して地域の魅力を広く PRする取組を実施

する。 

 

(2)サイクリングライフを楽しむまちづくりの推進  

SNSの活用や「東はりま・北はりまサイクリングマップ」に 

よる情報発信、サイクリングイベントの開催により自転車活 

用推進方策や自転車道の利活用を促進する。 

 

 

(3)明石公園のリノベーションの推進  

陸上競技場（きしろスタジアム）のトラック舗装改修工事 

や第一野球場（明石トーカロ球場）のスタンド改修工事を実

施する。 

たこつぼで抱卵しているマダコ（明石市） 

Ⅲ 自然環境を大切にし交流が広がる東播磨づくり 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３

(金) 

東播磨県民局 

地域振興室 

(079)421-1101 

内線 215 

(079)421-9063 

地域振興室長 城谷 美也子 

（班長（水辺地域づくり担当） 

           長谷坂 兼司） 

－ 

 

                         

 

                         【SDGsの目標】 

 

 

大阪・関西万博 2025 関連事業 
 

＜事業内容＞ 
 
１ INAMINOため池 SDGsプロジェクト【新規】        （予算額 1,861千円） 
                                 ［担当：地域振興室］ 

  万博に向けて、ため池巡りロゲイングなど各種イベントを計画し、東播磨を象徴する

“ため池のある水辺空間”を「ひょうごフィールドパビリオン」として多くの来訪者が

見て、学び、体験できるパビリオンとするための整備を公民学連携して行う。 

 

① 多言語サイン・フォトスポットデザインの検討 

海外からの来訪者にも、ため池を見て、学び、体験できるパビリオンとするため、

ため池協議会や学識経験者を交え、多言語に対応したサインやフォトスポットのデザ

インを検討する。 
 

  ②多言語サインの設置 

海外からの来訪者に、ため池の保全や管理など、日々の営みを通じて、ため池の文 

化や価値に理解や共感を得るため多言語サインを設置する。 

 

  ③ため池フォトスポットの設置 

   県内最大の加古大池など、特色ある施設や景観を案内し、来訪者に地域内の周遊を

促すため、スポンサー企業を募りデザイン案など協働しながらランドマークを設置す

る。 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３

(金) 

東播磨県民局 

加古川土木事務所 

(079)421-1101 

内線 552 

(079)421-9225 

加古川土木事務所長 上田 英則 

（まちづくり参事 松尾 成史） 
－ 

東播磨県民局 

地域振興室 

(079)421-1101 

内線 319 

(079)421-9130 

地域振興室長 城谷 美也子 

（環境課長 松岡 智郁） 
－ 

東播磨県民局 

加古川土木事務所 

(079)421-1101 

内線 641 

(079)497-5410 

加古川土木事務所長 上田 英則 

（技術専門員（東播海岸担当）加納秀起） 
－ 

 

 

                          

                         

【SDGsの目標】 

公民連携事業 
 

＜事業内容＞ 

２ 産官学連携による東播磨地域の空き家を活用したまちの再生【新規】              

（予算額 1,118千円） 
［担当：加古川土木事務所］ 

  全国的に問題となっている空き家を活用した地域活性化を図るため、東播磨地域のま

ちの特性に応じた活用方策を検討し、民間事業者の取組と連携したまちづくりを推進す

る。 

 

①官学連携による歴史的景観形成地区における活性化方策の検討 

古い建築物が多く残る歴史的景観形成地区をモデルとして、地区内の空き家に地域

密着型のラボ（研究室）を設置し、学生が住民と交流しながら空き家を利用したまち

の活性化方策を検討する。 

 

②産官連携による空き家を活用したまちづくり社会実験 

管内でモデル地区を選定し、地域の若者の起業を支援するチャレンジショップや、 

地域の農産物や商品等を扱う郊外の事業者がまちなかで販売を行うポップアップショ

ップを、周辺のイベントと合わせて開催することで、空き家活用によるまちの活性化の

可能性を探る。 

 

③空き家活用推進体制の確立 

地域貢献に意欲的な企業と連携して、東播磨地域の空き家活用窓口のワンストップ

化と総合的な活用支援体制づくりに取り組む。 
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３ 地域でキラリセーリング環境学習教室【新規】       （予算額 180千円） 
［担当：地域振興室］ 

  SDGsを推進し、かつ県が展開する「プラスチックごみゼロアクション」に協力して

きた団体と連携して、高砂港からヨットを走らせ播磨灘に浮かぶプラスチックごみ等を

拾う清掃活動を実施するとともに、マイクロプラスチックを採取し顕微鏡で計測するこ

とで海洋汚染の実態を知る。 

また、専門講師によるプラスチックごみの講義を実施するとともに、県民局から生分

解性プラスチックの製造やペットボトルの水平リサイクル（B to B）に取組む管内事業

者を紹介することで、プラスチック資源循環の必要性について学ぶ。加えて、これらの

動画を配信することで広く普及啓発を行う。 

 

・対象者：小学生の親子（1回 18組 36名） 

・開催回数：秋頃に 2回 

・実施場所：播磨灘（高砂港） 

・協力団体：NPO法人高砂海文化 21C 

 

４ プロギング HYOGO in MINAMOROAD【新規】              （予算額 18千円） 
［担当：加古川土木事務所］ 

  公民一体で県民への SDGsの啓発及び資源循環型社会の意識醸成を図るため、「みなも

ロード」をジョギングしながら清掃するプロギングイベントを実施する。 

 

・開催時期：令和 5年 11月（予定） 

・開催場所：県立加古川河川敷マラソンコース（みなもロード） 

・参加者：100名 

・協力企業：高砂市内企業（予定） 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

（金） 

東播磨県民局 

総務企画室 

(079)421-1101 

内線 214 

(079)421-9016 

総務企画室長 浪花 正典 

（班長（企画防災・ビジョン担当） 

梶本 智和） 

－ 

 

東播磨県民局 

加古川農林水産振興 

事務所 

(079)421-1101 

内線 413 

(079)421-9615 

加古川農林水産新香事務所長 河田尚顯 

（農政振興課長 土見 誠輝） 
－ 

 

                         

 

           【SDGsの目標】 

 

東播磨スマートシティの一層の推進 
 

安全安心で利便性の高い社会サービスが提供されるスマートシティの取組を推進するた

め、管内市町と連携しながら、新技術を活用した諸課題の解決に向けた持続可能な取組み

を展開する。 

 

 

＜事業内容＞ 
 
１ 東播磨地域スマートシティの推進             （予算額 6,280千円） 

  ［担当：総務企画室］ 

(1) 地域 BWA網を活用したシステムの展開【拡充】 
令和４年度に加古川総合庁舎で試験導入した駐車場混雑状況検知システムの実績 

   を踏まえ、地域 BWA網の有用性を広く周知するため、同様の事業に転用可能な当該シ 
ステム機器一式を購入し、東播磨地域で展開を図る。 

   
 

(2) デジタル化支援による地域団体の活性化【拡充】 

役員の高齢化やなり手不足、コロナ禍における活動停滞等の課題を有する自治会等 
のデジタル化を支援し、活動の効率化と利便性の向上により、地域団体の活性化を促  

進する。 
令和４年度に東播磨連合自治会と連携し、作成した電子回覧板システム導入マニュ

アルを活用し、自治会における導入検討を促進する。 
 

(3) スマートシティを体験する東播磨みらい博の開催（第４回） 
東播磨地域でのスマートシティ推進に対する住民参加意識の一層の高揚を図るた 

   め、市民生活の利便性向上や、企業活動の効率化に資する次世代技術を展示する「東 
   播磨みらい博」を引き続き開催し、県民に今後の５Ｇ普及も見据えた最先端の ICT技 
   術の体験機会を提供する。 
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２ 東播磨地域農業スマート化の推進            （予算額 3,600千円） 
［担当：加古川農林水産振興事務所］ 

 

農業従事者の高齢化や担い手不足が進行しているなか、地域農業の維持・発展のため

ICT技術等を積極的に活用したスマート化を図り、作業の省力化や生産性の向上、高品 

質化とともに、データ活用など農業経営の高度化及び働きやすい環境づくりにより農業

の SDGsを推進する。 

   

  スマート化農業技術（施設・機械等）の導入支援 

  ・ICT、AI、ドローン等先端技術や労力軽減、品質向上等を図る技術の導入支援 

   （直進アシストトラクター、ドローン、ラジコン草刈機など） 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

（金） 

東播磨県民局 

地域振興室 

(079)421-1101 

内線 403 

(079)421-9142 

内線 319 

(079)421-9130 

内線 330 

(079)421-9093 

地域振興室長 城谷 美也子 

（班長（ものづくり産業担当）小山 貴由） 

（環境課長 松岡 智郁） 

（室長補佐兼県民課長 長谷川 美穂） 

－ 

 

 

           
【SDGsの目標】 

                 

ふるさと意識を養う多様な機会の提供 
 

 東播磨地域で生まれ育った人たちが、進学等で地域を離れることがある場合でも、将来

的に地元で就職や生活をしたいと思えるよう、子どもの頃から、ふるさとへの愛着を深め、

地域の魅力を認識できる取組を推進する。 

 

＜事業内容＞ 

１ 小学生のふるさと魅力大発見               （予算額 2,629 千円） 

①東はりまの魅力 KIDs体験ツアー  

地域の未来を担う子どもたちに、東播磨地域の魅力を実感し、地域への愛着と地域 

企業等に関する知見を深めてもらうことにより将来の地元就職にもつなげるため、小 

学生とその保護者を対象に、企業の製造現場の見学やものづくり体験を行うバスツア 

ーを夏休み期間中に実施する。 

・対象者：小学校 4～6年生とその保護者（1回 10組 20名） 

・開催回数：5回（夏休み期間中） 

 

②地域でキラリ走る環境学習教室 

ＪＲ加古川線に貸切電車を走らせて移動し、加古川に生息・生育する生物や植物な 

ど、加古川を取り巻く自然環境について学ぶことで、水辺などの地域環境保全の意識 

を高めていく。 

また、クリーンアップ資材の提供により、環境問題への意識を高めるとともに、地

域における環境美化活動を支援する。 

・対象者：小学生の親子（１回 24組 48名程度） 

・開催回数：2回（夏休みの期間中） 
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２ 地域づくり活動への支援                 （予算額 6,950 千円） 

地域団体活動の活性化とコミュニティの充実強化のため、地域団体の創意工夫による

地域特性を生かした地域づくりへの取り組みを支援する。 

①地域づくり活動応援事業  

東播磨地域を活動基盤とした地域団体が行う、地域社会の共同利益の実現に向けた 

主体的な取組みに加え、地域ビジョンの実現に向けて取組む活動に対して支援する。 

 

②地域づくり活動の顕彰 

      明るく住みよい地域社会づくり等に貢献された方々及び「水辺を美しくする運動啓

発ポスターコンクール」の上位入賞者への表彰を行う。 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 

 

担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

(金) 

東播磨県民局 

地域振興室 

(079)421-1101 

内線 403 

(079)421-9142 

地域振興室長 城谷 美也子 

（班長（ものづくり産業担当）小山 貴由） 
－ 

東播磨県民局 

加古川農林水産振興

事務所 

(079)421-1101 

内線 413 

(079)421-9615 

加古川農林水産振興事務所長 河田 尚顯 

（農政振興課長 土見 誠輝） 

（水産漁港課長 小田垣 寧） 
－ 

(079)421-1101 

内線 421 

(079)421-9163 

加古川農業改良普及センター所長 

有方 千裕 

（所長補佐兼地域課長 栗山 吉弘） 

 

                         

 

【SDGsの目標】 

 

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 
 

 国内外で開催される展示会・商談会等へ出展する中小企業やベンチャー企業を支援する

ことで、東播磨地域の中小企業の魅力 PRと販路開拓を支援するとともに、近隣大学への

企業説明会や合同企業説明会を実施し、中小企業の魅力を広く発信し、人材確保の支援を

行う。 

 東播磨地域では、多種多様な農畜水産物を生産しているが、県内外での認知度は高いと

は言えず、地産地消や６次産業化を推進するため、都市部への PR強化等により、ブランド

力を高め持続可能な SDGs の取組を展開する。 

（例：いなみ野メロン、スイートコーン、加古川パスタ、加古川和牛、マダコ、マダイ、

サワラ、カキ、ノリ等） 

 

＜事業内容＞ 

１ 東播磨ものづくり企業の魅力発信事業【拡充】      （予算額 4,469千円） 
［担当：地域振興室］ 

①東播磨ものづくり企業魅力ＰＲ・販路開拓支援事業 

東播磨地域のものづくり産業の魅力ＰＲと販路開拓を支援するため、管内中小企業 

や SDGs への達成に向け貢献すると思われるベンチャー企業を対象に、国内外で開催

される展示会・商談会等への出展経費を補助する。 

②合同企業説明会 

管内の中小企業の採用活動を支援するとともに、東播磨出身者等を含む近隣の学生

に、東播磨地域での就職を促進するため、合同企業説明会を実施する。 

    実施時期：令和６年２月（予定） 

    参加企業数：約 30社 
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２ 東播磨「農」のブランド化推進事業        （予算額 6,275千円）  
［担当：農林水産振興事務所］ 

①東播磨産農畜水産物のブランド化推進 

東播磨産農畜水産物の県内外へのブランド化強化と需要拡大等を推進する。 

・地域農畜水産物を活用した新商品の開発及び普及啓発資材等による PRの促進 

・東播磨エシカルな農産物等の PR販売（大阪駅周辺等） 

②加古川和牛のブランド化推進 

加古川和牛が高品質な牛肉であることを一般消費者に PR等することにより、ブラ 

ンド力強化と需要拡大等を推進する。 

・販促用グッズ等普及啓発用資材等による PR 

・試食イベント等による PR 

・省力安定生産等モデル対策にかかる機械等整備 

 

③東播磨の持続可能な「農」の創造【拡充】 

・Yahataバーボンづくりによる地域循環型農業の創造 

・ヘアリーベッチ等の緑肥作物による土づくり支援等 

・ヘアリーベッチを活用した農産物等の認知度向上 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 
（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

（金） 

東播磨県民局 
総務企画室 

(079)421-1101 
内線 214 

(079)421-9016 

総務企画室長 浪花 正典 
（班長（企画防災・ビジョン担当） 
          梶本 智和） 

－ 

東播磨県民局 

加古川農林水産振興事務所 

(0794)70-7000 

 

(0794)82-9839   

加古川流域土地改良事務所長 松岡 浩司 

（農村計画第１課長 権田 宏治） 
－ 

 

 

 

【SDGsの目標】 

地域防災力の向上 

 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、南海トラフ地震や風水害等の大規

模災害に備えるため、将来の地域防災の担い手となる人材育成、防災・減災対策等を推進し、

災害に強い地域づくりを進める。 

 

＜事業内容＞ 

１ ジュニア・地域防災スクールの開催                  （予算額 639千円） 
［担当：総務企画室］ 

 

地域の防災士、防災リーダーと協働で、集合型講座及び出前講座を実施 

対象者：管内の小学生・保護者等（860名） 

内  容：集合型講座（防災講義、非常食試食、緊急搬送訓練、デジタルツールを活用し 

た防災訓練等） 

出前講座（防災講義、応急搬送、水防訓練、避難所体験等） 

場  所：市防災センター、学校、地域の集まり等 

 

２ 東はりまため池保全管理省力化事業【拡充】            （予算額 2,500千円） 
［担当：加古川農林水産振興事務所］ 

 

  数多くあるため池の中で、高い効果が見込まれるため池３カ所程度で、ため池法面に雑草

の生育を抑制するグランドカバープランツ（地被植物）の植栽等、ため池管理作業の省力化

のための整備を行い、あわせて生育状況等を調査し、ため池管理者に周知し、その取組を誘

導する。  

 

①保全管理に必要な整備 

 グランドカバープランツ植栽、植栽管理・草刈り用足場設置、法面補修、保全管理 

に必要な階段・手すり設置など 

 

②植栽指導、生育調査、植栽施工マニュアル・啓発資料作成 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

（金） 

東播磨県民局 

加古川農林水産振興 

事務所 

(079)421-1101 

内線 418 

(079)421-9162 

加古川農林水産振興事務所長 河田 尚顯 

（水産漁港課長 小田垣 寧） 
－ 

 

 

 

 

【SDGsの目標】 

 

豊かな海の再生 
 

 「全国豊かな海づくり大会兵庫大会」の開催を機に、海の栄養を回復させる取組を進め

てきた。SDGs の達成目標でもある海の豊かさを守り、「東播磨・神戸の豊かな海」の再生

を図るため、産卵場の造成や環境改善に有効な生物の移植など漁業者による資源管理や漁

場保全の取組を支援し、水産資源の増大を図る。 

＜事業内容＞ 
 
１ 「東播磨・神戸の豊かな海」再生事業          （予算額 3,500千円） 
 

  ①資源管理の取組 

漁業者が実施するマダコの産卵場の設置支援（産卵用たこつぼ等資材設置） 
 

  ②漁場の保全【拡充】 

漁業者等が実施する漁場の環境改善に有効な生物（ウチムラサキ等）の移植支援 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

  ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 
担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

（金） 

東播磨県民局 

地域振興室 

(079)421-1101 

内線 215 

(079)421-9063 

地域振興室長 城谷 美也子 

（班長（水辺地域づくり担当）長谷坂  兼司） 
－ 

 

 

 

                                 【SDGsの目標】 

いなみ野ため池ミュージアムの推進 
 

 “ため池群と水路網”及びそれらに関わる歴史的・文化的資源を守り・活かし・次世代へ

継承する、SDGsの理念とも合致する取組を推進するとともに、持続可能な地域づくりの展開

を図る。 

万博に向け、これまでの取組から芽生えてきた様々な活動やネットワークを生かし、地域

が主体となってワクワクできる未来を創造する取組を行う。 

 

＜事業内容＞ 

１ 水辺の地域づくり（いなみ野ため池ミュージアム）推進事業 

                               （予算額 15,333千円） 

①いなみ野ため池ミュージアム運営協議会の展開 

地域課題を、実践活動者、グループ・団体等の交流活動を通じて解決し、次世代に継

承するため持続可能な地域づくり活動の展開を図る。 

 

②ため池ミュージアム SDGs推進リレーイベントの開催【拡充】 

若者やアーティストとのコラボによる水辺の楽しみや、地域の課題を解決へと導くた

めの実証実験、イベントやフォーラム等の開催 

・ため池ロゲイニングの開催 

 

③ミュージアムコーディネーターの設置 

ため池協議会や自治会などの団体との調整、企画立案、現地指導、フォローアップ等

を行うコーディネーターを配置する。 

 

２ 東播磨フィールドステーション事業 

                               （予算額 7,405千円） 

①東播磨フィールドステーションの運営 

地域課題の解決のため、公・民・学の５者協定のもと開設した、「東播磨フィールドス

テーション」を管理運営する。 

 

②水辺空間の新たな活用方法の検討 

   管理が不十分な水辺空間の崩壊を防ぐため、自治会、水利組合に学生も交え、新たな 

水辺空間の活用方法やため池の管理体制のあり方などを検討する。 
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新 聞：令和５年２月８日（水）朝刊以降解禁 

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：令和５年２月７日（火）１３時以降解禁 

記者発表（資料配付） 

月／日 

（曜日） 

 

担当事務所名 

ＴＥＬ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

発表者名 

（担当者名） 

その他 

配布先 

２／３ 

（金） 

東播磨県民局 

地域振興室 

(079)421-1101 

内線 330 

(079)421-9093 

地域振興室長 城谷 美也子 

(班長（ものづくり産業担当）小山貴由) 
－ 

東播磨県民局 

加古川土木事務所 

(079)421-1101 

内線 501 

(079)421-9183 

加古川土木事務所長 上田 英則 

（所長補佐（企画調整担当）藤澤 伸和） 
－ 

 

 

               
【SDGsの目標】 

魅力と賑わいの拠点づくりの推進 

 
 フォトラリーや観光ポータルサイトによる情報発信などにより東播磨地域の魅力を広く

PRする。 

 また、サイクルツーリズムの情報発信やサイクリングイベントを開催して、自転車を活

用したまちづくりを推進する。 

 

＜事業内容＞ 

１ 東播磨ツーリズムファンづくり事業             （予算額 3,090千円） 
［担当：地域振興室］ 

 JRデスティネーションキャンペーンや万博の開催に向けて、多くの観光客に様々な 

情報ツールを活用して情報発信し、東播磨地域の魅力を広く PRするとともに、東播磨 

地域を巡るツアーを実施し、県内外からの来訪を促進する。 
 

①フォトラリー 

  県民目線での東播磨の新たな魅力を掘り起こし、参加者に地域への愛着や関心を持 

たせるための Instagramを用いたフォトラリーを実施する。 

   

②観光ポータルサイトでの情報発信事業 

   定番の観光情報や、フォトラリーで掘り起こされた地域の魅力ある資源を東播磨地 

域の観光ポータルサイト「まるごと東はりま」を活用し、県内外へ広く PRする。 

 

③東播磨ツーリズムツアー 

   JRデスティネーションキャンペーンに関連する施設や体験等を巡るとともに、地 

場産業等に触れるバスツアーを実施する。 

  訪問施設・体験等：明石酒蔵、鶴林寺、石の宝殿、松右衛門帆布小物作り 

かこっとん、加古川パスタの昼食 等 
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２ サイクリングライフを楽しむまちづくり           （予算額 4,500千円） 
［担当：加古川土木事務所］ 

「東はりま・北はりまサイクリングマップ」を製作し、また、サイクルルート周辺地域

の魅力発信の場として SNSを開設した。これらを活かしながら、自転車のイベントを開催

する。 
 

①サイクルツーリズム情報発信 

  加東土木事務所と合同で、SNSを活用し、ルート周辺のビュースポットや、イベン 

トの模様を写真や動画で掲載し、魅力情報を発信する。 

   

②サイクリングイベントの開催 

   加東土木事務所と共催して、東播磨地域の観光スポットやインフラ施設を巡るスタ 

ンプラリーやフォトコンテスト等のイベントを開催することで、東播磨地域の魅了を 

発信するとともに、「東はりま・北はりまサイクリングマップ」の活用を図り、自転車 

活用推進方策や自転車道の利活用を促進する。 
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