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大学生がまちにやってくる～ワクワク喜
貴来～

貴崎校区まちづくり協議会 明石市

孤立する高齢者が増えている中、兵庫県立大学
看護学部の教員や学生と連携して、高齢者が元
気になるプログラムを考え実施する。保健・医療・
福祉の担い手育成につながることも期待される。

200,000

がんと共に生きる～本人・家族・地域で
支える緩和ケア～

つなぐ手と手 高砂市

がんによる身体的症状や痛み、心のつらさを和ら
げる「緩和ケア」の現状について、高砂市立図書館
にて市民向け講座を実施し、がん患者とその家族
を地域全体で支えていく体制づくりを目指す。

50,000

第２回はりまＡＤＤＭ講演会 はりまＡＤＤＭ～大人の発達自助会～
加古川市を
中心とした
全国

発達障碍やその自助会について発信する講演会
を開催する。また、障碍の有無にかかわらず交流
できる場を設けることで、より多くの人に発達障碍
についての理解を深めてもらう。

70,000

認知症の人と共に生きる優しいまちづく
り事業

加古川認知症の人と家族、サポー
ターの会

東播磨全
域

公開講座を開催し、認知症への正しい理解の浸透
や認知症ケアの向上を図る。また、若年性認知症
の当人とその家族の支援の制度等をまとめた冊
子を作成し、事例の周知と共有化を図る。

220,000

おりひめフェスティバル NPO法人　はた織り工房おりひめ 加古川市

障害を持つ人たちの社会参加の場をつくるため、
障がい者施設や地元の団体、社会福祉協議会な
どに参加してもらい、「おりひめフェスティバル」を
開催する。

220,000

高砂地区ふれあいまつり ふれあいまつり実行委員会

高砂市高
砂町
高砂小中
学校区

町の活性化、多世代交流を図るために、ふれあい
まつりを開催。準備の段階で町内の多くの団体に
参加してもらい、町の現状や問題点について考え
る契機にする。

70,000

囲碁による文化振興及び地域活性化事
業

明石を囲碁の“まち”にしよう会
明石市
加古川市
朝来市

コロナ禍で人と人との交流が希薄になっている中
で、囲碁を通じて人に対する思いやりや礼節など
を育てる。若年層への囲碁普及に努めるとともに、
タイトル戦の誘致に向けた取り組みも行う。

120,000

稲岡の文書に学びながら加古川わたの
里を広める事業

「稲岡工業株式会社文書」保存会
東播磨全
域

加古川市域が綿作・木綿織の特産地であったこと
を伝える稲岡工業株式会社の文書群を保存・整理
し、ワークショップや「播磨の綿まつり」を開催して
加古川がわたの里であったことを広める。

120,000

高砂景観形成地区活性化事業 高砂地区まちづくり協議会 高砂町

歴史的景観地区に指定された堀川周辺をはじめと
する、高砂町の古い町並みの景観を守り、地域を
活性化するため、古民家を活用した「高砂来て民
家まつり」などのイベントを開催する。

120,000

日本遺産「みなと町高砂」活性化事業 ルネサンスみなと町高砂
東播磨全
域

「日本遺産認定～北前船寄港地船主集落～」「歴
史」「みなと町」をキーワードに、高砂町の更なる活
性化を目指し、すごろく作りやパネル展示などを行
う。

150,000

あつまれ!! ひとまるスポーツクラブ２１体
験会＆お楽しみイベントへ!

人丸まちづくり推進会

明石市立
人丸小学
校内・校区
及び隣接
校区

「10年後も住み続けたいまち人丸」をスローガン
に、誰もが参加しやすい事業を企画する。昨年度
も実施したスタンプラリーや、校庭でのスポーツク
ラブの体験会、マルシェ、制服譲渡会などを行う。

150,000

「ダイバーシティを実現するまちへ」 一般社団法人加古川青年会議所
加古川市
稲美町
播磨町

加古川農業青年クラブの協賛のもと、加古川市内
の田んぼにて、精神障害者と青少年が共に稲刈り
を行う。農福連携を推進するとともに、青少年に農
業を体験してもらう。

150,000

加古川地域活性化フェスティバル 加古川商工会議所青年部 加古川市

JR加古川駅北側エリアの魅力創出のため、兵庫
大学の学生を中心に解決策を提案し、31街区に
て、飲食店の魅力発信やスケートボード、ダンスイ
ベント等を行う。

120,000
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補助内定額

（円）
分野 事 業 名 団体名 実施圏域

播磨町遊びスト発掘事業 特定非営利活動法人ニュー☆ハリマ 播磨町
地域づくり活動等に取り組む人たちを「まちなか遊
びスト」として募集し、町内の公共空間を活用した
「まちなか遊び」の計画提案・実行する。

220,000

スプラーッシュ！明石公園を遊びつく
せ！！～濡れて・走って×探して創る
ワクワクな一日～

一般社団法人明石青年会議所 明石市

明石公園の新しい魅力を発信するため、水鉄砲を
使ったサバイバルゲームや、公園内の植物を使っ
たカードゲーム作成など、親子体験型のイベントを
開催する。

120,000

旧加古川図書館周辺エリアマネジメント
事業

ＰａｋｕＰａｋｕＰａｒｋ 加古川市

高齢化によりさまざまな課題が顕在化しつつある
旧加古川図書館周辺にて、地域の歴史を学ぶ勉
強会や地域での交流を促進するワークショップを
行う。

150,000

ヨットを活用したトリニティー体験学習 NPO法人　高砂海文化２１C
東播磨全
域

「セーリングスポーツを体験する」「郷土の歴史を
学ぶ」「海洋プラスチック課題に触れる」の３つを一
度に体験できるイベントや、堀川運河の観光事業
を実施する。

200,000

メリディアン・マーチングフェスタ2022
（平和なメロディを明石から）

NPO法人音づくり人づくり街づくり
明石市
神戸市
姫路市

明石公園陸上競技場にて、中学生・高校生・プロ
（陸上自衛隊、兵庫県警察音楽隊）によるマーチン
グ演奏や、周辺のパレード行進を行う。

150,000

大中遺跡から　いにしえの風　－　2022 ひょうご考古楽倶楽部
播磨町を中
心に兵庫
県内

文化遺産や歴史への関心、文化財保全意識の向
上に繋げるため、古代体験を定期的に行ってい
る。R4は当会の設立20周年事業として、古代体験
講座のノウハウをまとめ、関係施設に提供する。

150,000

まちかどミュージアム（人や文化がアー
トで出会いつながり広がる事業）

まちかどミュージアムを成功させる会
東播磨全
域

個人宅や公的スペースなど、様々な場所で趣味の
作品やコレクション等の展示公開し、まち全体を
ミュージアムにする。

220,000

バラの文化を育むまちづくり事業 加古川ばら会
東播磨全
域

5月と10月にバラ文化を発信するイベントを実施す
るとともに、バラ育成技術を伝承するための講座を
継続して開催する。

60,000

アートと自然に触れ 笑顔が生まれるモ
ノづくり体験

MUSIC ZOO
東播磨全
域

保育園や小学校等でTシャツ製作などのワーク
ショップを開催することで、親子で気軽に本格的な
文化・芸術体験を楽しめる機会をつくる。。

120,000

100人の自分展 つくるとであう
東播磨全
域

マイノリティーの人々がのびのびと活動・活躍でき
る場をつくるため、「自分とは何か」をテーマに作品
を広く募集し、市内各地で展覧会・交流会を開催す
る。

120,000

石の宝殿と竜山周辺の魅力再発見と伝
承のための「A地域歴史の散策・B出前
講座・C史跡の魅力写真展」ABC

石の宝殿研究会
東播磨全
域

石の宝殿とその周辺の魅力を発信するため、「実
際に体験する現地での歴史散策」「深く学ぶ出前
講座」「魅力を伝える写真展」の３つのアプローチ
で事業を進める。

110,000

地域＆世代間交流　夏のつどい
いなみ野学園同窓研修会　地域＆世
代間交流　夏のつどい実行委員会

東播磨全
域
神戸市

地域の学生やプロの演奏家による音楽演奏や演
芸発表などあらゆる年齢層で楽しめるイベントを企
画し、幼児から高齢者までの世代間・地域間交流
を促進する。

80,000

高砂・工楽松右衛門　文化塾
高砂・工楽松右衛門　文化塾　実行委
員会

高砂市
工楽松右衛門の顕彰会づくりのため、工楽松右衛
門の末裔を特別講師として招き、学習講演会を開
催し、その内容をまとめた記録集を作成する。

80,000

論語素読会 仁譲塾
東播磨全
域

経済一辺倒の価値観を見直し、より健全な思想を
育成、発展させるため、月1回論語素読会を開く。
また、「子ども論語カルタ大会」を開催し、事業の広
がりを図る。

20,000

わらべうたで結ぶ　心の絆 兵庫稲美少年少女合唱団 稲美町

社会生活の変化に伴い、世代を超えた「わらべう
た」の伝承が困難になっている。従来より採譜して
きた「わらべうた」にコロナ禍でも遊べる工夫を加
え、コンサートやSNSで発信する。

150,000

ま
ち
づ
く
り

文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー

ツ

2／3



令和４年度　東播磨地域づくり活動応援事業　採択事業一覧

事業内容
補助内定額

（円）
分野 事 業 名 団体名 実施圏域

しあわせな子どもを増やす事業　～す
べての子育て人に解放のひとときを～

はりまぁるチャイルドケア 播磨町

完全託児付きのヨガや料理といった講座等を実
施。子育て中の人が子どもから離れてリフレッシュ
の時間を持てるようにすることで、産後うつや虐待
に繋がるケースを減らす効果が期待できる。

150,000

音でつながる親子リズムあそびの会 ほしぞらリトミック
東播磨全
域

季節ごとに親子でリズム遊びなどをするイベントを
開催し、同年代の子どもと遊ぶ場所、子育ての悩
みを打ち明ける機会を提供する。また、地域の高
齢者等とも触れ合い、世代間交流を図る。

30,000

キッズ・文化スポーツ少年団育成事業 高砂市スポーツ少年団
加古川市
高砂市
姫路市

小学校低学年を中心に毎月2回活動を行い、陸上
教室や食農教育等を実施し、総合的な子どもの健
全育成を図る。また、外国の子どもたちと交流する
機会を増やし、国際感覚を養う。

120,000

赤ちゃんとママ 赤ちゃんとママ実行委員会
東播磨全
域

出産後の負担を軽減するため、産まれる前から心
理面、環境面での準備をができるように働きかけ
る。情報交換の場となるイベントを開催し、地域の
助産院・助産師との交流会を実施する。

90,000

『スポーツリズム運動遊び』～楽しくス
ポーツに必要なリズム感づくり～

播州ストリートダンス協会 明石市

5～12歳の子供たちを中心に、集団でのリズム遊
びやスポーツリズム運動をすることで、運動神経
や創造性、協調性を養う。全4回のワークショップ
の集大成として発表会・交流会を開催する。

160,000

高砂ミニマダンとマダン派遣事業＋オン
ライン

東播磨地区在日外国人教育講座実
行委員会

東播磨全
域

日本人と在住外国人が、お互いの文化に触れ交
流する楽しい広場（マダン）をつくり、相互理解推進
を図る。映画上映を中心としたイベントを開催し、
各地イベントへの舞台・国際屋台の派遣も行う。

70,000

播磨地域の文化施設の連携、ネット
ワーク化に向けて

播磨の文化施設をつなぐ会 播磨地域

博物館や図書館等の文化施設の、地域文化の核
としての機能を拡充するため、異分野施設のネット
ワーク化を図る。施設職員同士の交流会の実施
や、一般県民向けの講演会を開催する。

70,000
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