県政 150 周年記念事業の展開
【趣 旨】
平成 30（2018）年は、兵庫県が成立して 150 周年目にあたる。この節目に県民一人
ひとりが歴史を振り返るとともに、兵庫の未来を考える機会とするため、記念事業を
全県で展開する。
【基本テーマ】
〈全体テーマ〉
兵庫の未来を創る
～創造と共生の舞台・兵庫の実現をめざして～

〈サブテーマ〉
五国の魅力を磨く
・150 年の歩みの振り返り
・歴史遺産、偉人を後世に繋ぐ取組
・地域の魅力の再発見
・兵庫の先進性を再認識する取組
・地域の個性を活かす新たな拠点づくり

交流の輪を拡げる
・地域内交流の拡大と充実
・五国間交流の活性化による相互理解、
一体感の醸成
・兵庫の魅力の県外への発信
・世界との交流拡大

【事業展開方針】
(1) 基本的な考え方
① 全県エリアで、参加型イベントや行事を重層的に展開
② 県民・地域団体・NPO・学生グループ・企業・行政など参画と協働の実践によ
り展開
③ 150 年の歴史を振り返り、ふるさと兵庫を再認識し、兵庫の未来を考える機会
を創出
(2) 事業期間

平成 30 年１月１日～平成 31 年 3 月 31 日

【事業数・事業費】
区分

事業数

事業費

全県事業(記念式典等含む)

２９

485,533 千円

地域事業

７０

500,000 千円

マスコミ等との連携事業

－

47,000 千円

県民連携事業

－

150,000 千円

計

９９
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1,182,533 千円

１

記念式典
①(新)県政 150 周年記念式典の開催 29,500 千円（企画県民部）
県民とともに 150 周年を祝い、将来の兵庫の姿を共有する機会として、記念式典
を開催
○ 開 催 日 平成 30 年７月 12 日（木）
○ 開催場所 神戸国際会館
○ 出 席 者 約 1,500 人（外国領事、関係省庁、国会議員、近畿ﾌﾞﾛｯｸ知事、
市町長・議長、栄典受賞者、県議会、等）
○ 内
容 記念演奏（芸文センター管弦楽団）
記念講演（(公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構理事長）
小中校生による発表（作文紹介、合唱、事例発表）
兵庫 2030 年の展望（仮称）の発表 等
（式典は、サンテレビで生中継、ダイジェスト版を夜に放送）

②(新)県政 150 周年みなと神戸花火大会の実施 30,000 千円（企画県民部）
県民とともに兵庫県政 150 周年を祝うため、「みなとこうべ海上花火大会」に兵
庫県も参画し、特別版の花火大会を実施
○ 日
時 平成 30 年８月４日（土）19:30～20:30
○ 打ち上げ数 15,000 発
（県政 150 周年記念特別版として例年の 1.5 倍に規模を拡大）
【参考（昨年度実施概要）】
第 47 回みなとこうべ海上花火大会
日 時：平成 29 年８月５日（土）19:30～20:30
主 催：みなとこうべ海上花火大会実行委員会
（神戸市、神戸港振興協会、神戸新聞社、神戸商工会議所、
神戸海事広報協会、サンテレビジョン、ラジオ関西）
場 所：神戸港（新港突堤～メリケンパーク南側海上より）
内 容：開港 150 年を記念して、打ち上げ数 15,000 発（例年の 1.5 倍）に規模を
拡大して実施
集 客：約 33 万人
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２

記念事業の推進
①企画委員会・推進協議会の運営 3,575 千円（企画県民部）
記念事業を企画推進するにあたり、記念式典や事業総括について助言、審議する
ため、企画委員会及び推進協議会を開催
ア 企画委員会の運営（2,500 千円）
○ 委員数 15 人
○ 開催回数 ８回/年
イ 推進協議会の運営（1,075 千円）
○ 構 成 員 38 人
○ 開催回数 ２回/年
②(新)何でも 150 事業 700 千円（企画県民部）
県民参加のもと、“150”にちなんだ各項目について、インターネットや各種イ
ベント等でベスト 10 を投票
○ 項 目 例 人（政治家、文化人、スポーツ選手等）、名所、祭りなど
③(新)フィナーレイベントの開催 2,300 千円（企画県民部）
平成 30 年１月から平成 31 年３月の 15 ヶ月間にわたる県政 150 周年記念のフィ
ナーレを飾るイベントを開催
○ 開催時期 平成 31 年３月
○ 開催場所 県公館
○ 参 加 者 ３００人（県政 150 周年記念事業推進協議会、企画委員会、
○
県民連携事業実施団体、一般県民等
○ 内
容 オープニング演奏
シンポジウム（「何でも 150 事業」関係のテーマ）
成果発表会（県民連携事業実施団体、大学生等）
フィナーレ演奏
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３ 全県事業
（１）五国の魅力を磨く
（歩みの振り返り）
①(拡)県政 150 周年を機とした兵庫県史の編纂
9,200 千円（企画県民部）
県政 150 周年の節目を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返り、次代を拓く
礎となる兵庫県史を編纂（兵庫県百年史は、昭和 42 年 7 月発行）
○ 編纂体制
・編纂委員会
編集方針など重要事項を協議・検討
編集会議
構成の決定や分野間の調整、監修を実施
執筆分科会
県史の具体的記述内容について協議・検討
○ 対象期間 昭和 42 年～平成 30 年
○ 仕
様 本編１～３巻程度＋資料編
○ 編纂期間 ５年（予定）
○ 発行時期 平成 34 年３月（予定）
②(新)県庁発祥の地の整備促進 36,286 千円（企画県民部）
初代県庁復元施設の基本設計等を行うとともに、県民が県の成立や兵庫五国の歴
史等への理解を深める県政資料館（仮称）の基本構想・基本計画を策定
（構想・計画の内容）
施設の役割、整備方針
施設の機能、規模
展示計画、施設整備計画、管理運営計画
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（五国の魅力の再発見）
①ふるさとひょうご五国物語の発信 10,000 千円（企画県民部）
県民のふるさと意識の醸成を図るため、県政 150 周年を機に、兵庫五国の地域遺
産をまとめたストーリー映像を発信
○ ふるさとひょうご五国物語の作成
・作成本数 ３本（平成 29 年度：３本）
②(新)県政 150 周年記念酒事業の実施 900 千円（産業労働部）
県政 150 周年をＰＲし日本酒の普及を促進するため、県がデザインする県政 150
周年記念特別意匠を活用した「五国の酒蔵日本酒セット」の作成を支援
○ 対象者 酒類販売事業者等
○ 対象経費 特別意匠箱作成に必要な経費
○ 補助率 1/2 以内
○ 補助限度額 300 千円/件
○ 時 期 平成 30 年７月
③(新) 兵庫の橋梁・トンネル名選 150 事業の実施 2,854 千円（県土整備部）
将来の社会基盤のあり方を考えるきっかけとして、県下の道路橋約３万橋及び道
路トンネル約400本から景観上、技術的に優れているなど特長のある橋梁、トンネ
ルを150箇所選定し、「兵庫の橋梁・トンネル名選150」冊子（写真集及び施設マッ
プ）を作成・配布
○ 作成部数 1,500 部
○ 発行時期 平成 31 年 3 月
○ 配 布 先 県内小・中・高等学校、公立図書館
④(新)「ひょうごの景観ビューポイント 150 選」選定活用 1,873 千円（県土整備部）
良好なまちなみや自然景観を眺望できるビューポイントを 150 選として選定し、
県内外に魅力を情報発信
○ ビューポイントの募集・選定（1,250 千円）
・候補地の現地調査、カルテの作成
○ パンフレット等の作成（623 千円）
・チラシ（応募用紙）、ビューポイントＰＲ用パンフレット 等
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（美術館・博物館等における特別展等）
①(新)県立美術館・博物館における県政 150 周年記念イベント等の実施
8,000 千円（企画県民部・教育委員会）
県政 150 周年を記念し、県立美術館・博物館において各種イベントを実施
○
○
○
○
○
○
○
○

県立美術館 県政 150 周年記念 県立美術館スペイン音楽会
県立図書館 ひょうご 150 年－本の中の記憶
県立歴史博物館 ひょうごの歴史文化普及事業
県立人と自然の博物館 収蔵資料展「ひょうご五国の自然展」
県立コウノトリの郷公園 県政 150 周年及び開園 20 周年プレイベント
県立考古博物館 県政 150 周年記念 ひょうご五国の始まりを探る
兵庫陶芸美術館 県政 150 周年記念 陶芸ふれあい交流事業
横尾忠則現代美術館 県政 150 周年記念 オープンスタジオミニライブ

②(新)兵庫県公館所蔵品展 1,500 千円（企画県民部）
県政 150 周年を記念し、公館が所蔵する 150 点の芸術作品の展覧会を開催
○
○
○

実施期間
実施場所
内
容

平成 30 年７月７日（土）～８月 11 日（土）の 36 日間
兵庫県公館
県文化賞受賞者の絵画、書、彫刻等を展示

③(新)ふるさと関連資料でたどる“ひょうごの姿” 4,403 千円（教育委員会）
ふるさと意識を醸成するため、兵庫の誕生から始まる 150 年の歴史を学術文化・
郷土資料でたどる展覧会を開催
○ 県政 150 周年記念展示室の設置
・場所 歴史博物館１階歴史工房
・期間 平成 30 年４月～平成 31 年３月
○ サテライト展示コーナー
・場所 県内７施設
・期間 平成 30 年６月～８月
④芸術文化センター（記念公演） 115,000 千円（企画県民部）
佐渡芸術監督プロデュースのオペラとして、国内外トップクラスのスタッフ、キ
ャストによるウェーバー作曲「魔弾の射手」を上演
○ オペラ公演
・場所 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール
・期間 平成 30 年７月 20 日（金）～29 日（日） ８公演
○ 「ハイライト・コンサート～ええとこどり！」
作品の内容や観どころをわかりやすく紹介
・場所
・期間

洲本市、西宮市、多可町、たつの市、篠山市
平成 30 年４月～５月
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○

その他の関連事業
ワンコイン・プレ・レクチャー、公開リハーサル、ワークショップ＆バック
ステージツアー、前夜祭、関連展示など

⑤(新)県警察音楽隊による特別演奏会等 2,671 千円（警察）
ア 県政 150 周年記念特別演奏会の開催（1,267 千円）
県政 150 周年の歴史や防災・防犯の PR のため、県政 150 周年記念警察音楽隊
演奏会を開催
○ 時期 平成 31 年２月
イ 女性儀じょう隊の新設（1,404 千円）
女性警察官で構成する儀じょう隊を全国に先駆けて新設
○ 隊員数 ６人
○ 出動行事 県政 150 周年関連式典、知事及び警察本部長主催の重要行事
⑥(新) 県立美術館・博物館無料開放事業 895 千円（企画県民部・教育委員会）
県政 150 周年を記念し、県内全域の県立美術館・博物館等の無料開放を実施
○ 実施期間 平成 30 年７月 12 日（木）～16 日（月・祝）の５日間
○ 事業のＰＲ 広報用パンフレット等の作成、SNS での発信
○ 県立施設以外への呼びかけ
兵庫県博物館協会に加入する 145 施設のうち民間・市町立施設に対しても、
７月 12 日を中心とする１～２日の無料開放を呼びかけ
⑦(新)県立ミュージアムスタンプラリー 1,717 千円（企画県民部・教育委員会）
県政 150 周年のＰＲ、県内外の人々の来館促進のため、県立美術館・博物館等が
連携しスタンプラリーを実施
○
○

○

実施時期 平成 30 年７月～12 月
参加館(予定) 兵庫陶芸美術館、県立美術館、横尾忠則現代美術館、
県立歴史博物館、県立人と自然の博物館、
県立考古博物館、円山川公苑、県立図書館（講座受講者）
事業内容 一定以上の来館者には、記念グッズやアンケート等を配布し、回
答者の中から抽選で協賛社提供のプレゼントを贈呈

⑧(拡)ふれあいの祭典文化イベント 42,063 千円（企画県民部）
県政 150 周年を記念し、県民文化普及事業を発展・拡充して実施
○ 拡 充 額 広報拡充分：50 千円/事業
事業拡充分：100～700 千円/事業
○ 対
象 23 事業
○

拡充内容

兵庫ゆかりの著名演奏家の招聘、ひょうご五国に関連した演目 等
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（２）交流の輪を拡げる
（県内外への魅力発信）
①(拡)ひょうご五国博の開催（ふれあいの祭典） 35,000 千円（企画県民部）
平成 30 年度のふれあいの祭典は、県政 150 周年記念事業「ひょうご五国博」と
して全県事業を東播磨地域（県立明石公園等）で内容を拡充するほか、地域事業と
して各地域（五国）の主要イベントとタイアップし、県民活動の発露の場として全
県・地域の相乗効果のもと開催
○ 開催場所 県立明石公園及びその周辺
○ 開催時期 平成 30 年 10 月 20 日（土）～21 日（日）（予定）
※「兵庫県民農林漁業祭」と同時開催
○ 基本理念 「地域・交流・共生」
○ 実施内容
・県内の文化・スポーツ等の団体と連携し、多彩なジャンルでの交流促進
・地域資源を活かした参加型メニューの充実
・他地域の資源や活動など、兵庫県全体の魅力と元気を発信
・ふれあいまちなかイベント、事前ＰＲイベント 等
・県内各地域（五国）主要イベントとのタイアップ
（伝統文化の発信、自然を活かしたスポーツイベント 等）
②兵庫県民農林漁業祭 1,800 千円（農政環境部）
県内各地の農林水産物や農産加工品が集まり、「食」と「農」を通して都市と農
村との交流が図られるなど、五国間の交流を促進
○ 開催場所 県立明石公園
○ 開催時期 平成 30 年 10 月 20～21 日（予定）
○ 実施内容
・県産農林水産物・農産加工品の販売
・兵庫県認証食品フェスティバル、まるごと兵庫農業法人フェア 等
③(新)東京圏での県政 150 周年ＰＲフェア 8,000 千円（企画県民部）
本県の認知度・魅力アップのために実施する、県政 150 周年記念事業の効果を高
めるため、東京圏においても積極的な PR を実施
○ 実施期間 平成 30 年７月２日（月）～７月 15 日（日）
○ 実施場所 三井住友銀行東館（東京都千代田区）
○ 事業内容
・オープニングイベント
･招 待 者 300 人程度
（東京兵庫県人会、県内高校同窓会、カムバックセンター登録者等）
･オープニング演奏
･キーノートスピーチ・対談
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・アースガーデンでの展示等
･県政 150 周年の歩みのパネル展示
･五国の風土・歴史、農水産物、文化等のパネル展示 等
④(拡)商店街元気づくり事業 20,000 千円（産業労働部）
県政 150 周年を記念し、県内商店街が行う地域の賑わい創出、魅力づくりのため
の地域と一体となったイベント等を支援
区

分

既存枠（連続イベント）

（新）県政 150 周年記念枠

補助対象者

商店街・小売市場

対象事業

商店街等が地域と一体となって実施するイベント事業

補助要件

２回以上の連続イベント事業

①150 周年イベントを新設
②150 周年イベントを含め、２回以上の連続イ
ベント事業
①、②どちらでも可
200 千円（定額）

[基礎分]
対象経費
1,500 千円
以上
1,000～1,500 千円
未満
500～1,000 千円
未満
補助限度額

上限（１商店街当たり）

補助額
400 千円（被災地
500 千円）
300 千円（被災地
400 千円）
200 千円（被災地
300 千円）

ア 上記①の場合
200 千円（定額）
イ 上記②の場合
150 周年イベントについて、200 千円
を上限に既存枠の補助額に加算

ただし、500 千万未満は対象経費の 1/4
※[連続イベント加算分]
対象経費

補助額

200 千円以上

100 千円/回

ただし、1 回 200 千円未満のｲﾍﾞﾝﾄは
対象経費の 1/2
基礎分を含めイベント 10 回
（被災地は 12 回）まで
件

数

予 算 額

80 件

100 件

41,200 千円

20,000 千円
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（海外との交流の促進）
①(新)姉妹・友好州省サミットの開催 36,900 千円（産業労働部）
県政 150 周年を記念し、姉妹・友好省等 20 地域の代表者を招き、交流の成果や
将来のあり方を内外に発信するサミットを開催
○ 事業内容
・姉妹・友好州省サミット
基調講演、事例発表、意見交換、共同声明
・友好州省トップセールスＰＲ展示
首長に対して地場産品や観光交流に関するトップセールス及び県内事業者
とのビジネスマッチングを実施
・兵庫魅力発信ツアー
友好州省首長に対して兵庫の魅力を伝える県内周遊バスツアーを実施
○ 開催時期 平成 30 年９月５日（水）～８日（土）
○ 開催場所 神戸ポートピアホテル（サミット）
神戸国際展示場（トップセールスＰＲ）
○ 招聘者 姉妹・友好州省等 20 地域の首長
（３）兵庫の未来を創る
（将来の展望）
①(拡)「兵庫 2030 年の展望（仮称）」の推進 9,615 千円（企画県民部）
21 世紀兵庫長期ビジョンと兵庫県地域創生戦略をつなぐ、2030 年頃の兵庫の姿
とその実現に向けた取組の方向性等を取りまとめ、県政 150 周年記念式典で公表
○ 展望の概要（検討案）
基本方針
・「暮らしの質」の追求
・「未来の活力」への投資
・「ダイナミックな交流・環流」の拡大
兵庫の 2030 年の姿
・ 人と技術の共進化が生む経済活力
・ 高まる防災力と復元力
・ 誰もが活躍できる働き方
・ 環境先進地
・ 充実する「自分時間」
・ 未来に挑戦する人づくり
・ 安心の出産・子育て
・ 御食国ひょうご
・ 健康長寿な暮らし
・ 交流で賑わう五国
○ 企画部会の運営（310 千円）
○ 若者フォーラムの開催（993 千円）
開催回数 ３回（都市、都市近郊、多自然地域）
参加人数 100 人程度（県内在住・在学の高校生、大学生）
○

動画等による普及啓発（8,312 千円）
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（未来を担う人づくり）
①(新)ひょうごのふるさと魅力発見副読本の作成 15,681 千円（教育委員会）
子どもたちの兵庫への愛着を高めるため、兵庫の魅力を俯瞰的に見たり、知識を
統合したりできる副読本を作成、配布
○ 配布対象 全公立中学校・義務教育学校・中等教育学校生徒
○ 作成部数 151,700 部
②(拡)高校生が考える県政 150 周年記念事業 44,100 千円（教育委員会）
県立高校生が独自の視点で兵庫の魅力を考案し、企業や関係団体、地域等に対し
て地域活性化に向けた提案を実施
○ 実施校数 147 校（全県立高校・中等教育学校）
○ 事業単価 300 千円（H29：100 千円）
③(新)大学生が考える県政 150 周年記念事業 1,000 千円（企画県民部）
若者の視点から見た県政 150 周年の意義を発信していくため、地域創生ユースチ
ームをはじめとする大学生等が自らイベントや発表会等を企画し、実施
④(新)生活創造センター等における地域づくり活動の推進 10,000 千円
（企画県民部）
生涯学習・地域づくり活動の活性化を図るため、県政 150 周年を機に、生活
創造センター等において、ふるさと意識の高揚を図るイベント等を実施
○ 開催時期：平成 30 年７月～31 年３月
○ 実施施設：９施設
・生活創造センター
（神戸生活創造センター､東播磨生活創造センター､丹波の森公苑）
・文化会館等
（但馬文教府、西播磨・淡路文化会館、嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ）
・高齢者大学（いなみ野学園、阪神シニアカレッジ）
○ 事業内容：各地域・施設の特色を生かしながら、①地域の歴史、
②地域文化、③生涯学習、④地域づくり活動、⑤参画と協働、
⑥ふるさと意識醸成等について考えるイベント等を開催
４

地域事業
①(新)県民局・県民センター事業 500,000 千円
○ 10 地域ごとに地域の特色を活かした事業を展開（全 70 事業）
※詳細は、13～14 ページ参照
(単位：百万円)
県民局・県民Ｃ
金額

神戸

阪神南

阪神北

東播磨

北播磨

中播磨

西播磨

但馬

丹波

淡路

56

49

47

49

49

50

47

51

46

56
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計
500

５

マスコミ等との連携事業
①(新)県政 150 周年記念事業の広報展開 47,000 千円（企画県民部）
ノベルティ等啓発物の作成や、マスコミ等との連携により、７月 12 日を中心に
記念事業実施期間中、県政 150 周年を PR
○ 啓発物の作成
・啓 発 物 リーフレット、ピンバッジ、うちわ各 15,000 個 等
○ マスコミ等との連携事業
・Ｎ Ｈ Ｋ 「新兵庫史を歩く」
・サンテレビ 「150 周年記念特別番組」
・ラジオ関西 「県政 150 周年ラジオ番組」 など

６

県民連携事業
①県民との協働推進事業 150,000 千円（企画県民部）
県政 150 周年の節目を迎えることから、県内で活動する団体が企画・実施する創
意工夫にあふれた様々な取組を支援
○ 助成対象 原則、県内で活動する地域団体、ボランティア団体、
学生グループ、NPO 法人、実行委員会 等
○ 補助要件
①県民自ら、ふるさと兵庫の再認識や新たな兵庫づくりを考える機会とな
ること
②一過性のイベントではなく、今後に繋がる物的・人的成果が残ること
③対外的に県政 150 周年記念事業であることを明示すること
○ 対象経費 印刷製本費、通信費、消耗品費、使用料、委託料、保険料、
謝金、交通費、人件費 等
○ 助 成 額 対象事業費に応じて、定額
対象事業費

助成額

５～15 万円未満

事業費全額（１万円未満切捨）

15～30 万円未満

15 万円

30～45 万円未満

25 万円

45～60 万円未満

35 万円

60～75 万円未満

45 万円

75 万円以上

50 万円

※事業費 100 万円以上の事業のうち、記念事業の趣旨に強く合致する全県的な事
業や市町との協働事業等は、対象事業費の 1/2 以内の助成を実施
（特認事業：上限 500 万円）
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＜地域事業一覧＞
県民局・県民ｾﾝﾀｰ
（事業数）

神 戸
（6）

阪神南
（8）

阪神北
(11)

東播磨
（6）

北播磨
（4）

主な事業
（五国の魅力を磨く）
・県庁発祥の地 再発見事業（県庁設立の日（7.12）記念イベント等）
・六甲山 150 年の歴史回顧事業
・神戸ジャズの歴史と魅力発信事業
・神戸の「歴史・魅力・元気」の伝承事業
（交流の輪を拡げる）
・「神戸新開地・喜楽館」を核とした賑わい創出事業
・ミュージアムロード県政 150 周年記念魅力アップ事業
（五国の魅力を磨く）
・阪神南リレーミュージアム事業
（管内美術館・博物館による共通テーマでの展覧会）
・阪神フルーツ＆スイーツコレクションの開催（阪神北と共同）
（交流の輪を拡げる）
・全国運河サミット in 尼崎運河の推進
・甲山森林公園パークセンター完成記念事業
・エコサイクリングの推進（阪神なぎさ回廊の活用）
（五国の魅力を磨く）
・阪神北歴史・文化発見セミナーの開催
・阪神フルーツ＆スイーツコレクションの開催（阪神南と共同）
（交流の輪を拡げる）
・阪神北彩りフェスタの開催
（“若い力の魅力発信”、こども文化フェスタを同時開催）
・北摂ＳＡＴＯＹＡＭＡ国際セミナーの開催
（兵庫の未来を考える）
・新宮晋氏によるシリーズ対談
・「こころ豊かにのびよう！のばそう！ひょうごっ子「宝塚フォーラム」の開催
（五国の魅力を磨く）
・新たなため池文化の創造（リレーイベント、推進フォーラム等）
・東播磨｢農」のブランド化大作戦（フードチェーンの構築）
（交流の輪を拡げる）
・東播磨ふれあいフェスティバル（仮称）開催
・東播磨観光ツーリズムの推進
・インフラ施設等の周遊型イベントの開催
（五国の魅力を磨く）
・加古川流域を潤す水文化を「つなぐ」～上流から下流へ、次世代へ
の継承～
（交流の輪を拡げる）
・北播磨「農」と「食」の祭典
・北播磨インバウンド推進事業進（外国人旅行者交通費助成等）
・ＪＲ加古川線、神戸電鉄粟生線、北条鉄道利用促進・活性化事業の
推進
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県民局・
県民ｾﾝﾀｰ

主な事業

中播磨
（3）

（五国の魅力を磨く）
・日本遺産認定「銀の馬車道・鉱石の道」推進事業（但馬との連携）
（金銀銅文化プロジェクト、一円電車復活、マカダム式舗装復元等）
（交流の輪を拡げる）
・中播磨の食文化発信事業（播磨の酒ブランド化等）
・姫路港にぎわいプロジェクト事業

西播磨
（7）

（五国の魅力を磨く）
・西播磨侍ウォーキング（山城跡）の推進
・カヌーの聖地「音水湖」づくり
（交流の輪を拡げる）
・姫新線イベント列車
・西播磨広域観光プロモーションの推進
・引原ダム 60 周年記念事業

但 馬
（9）

（五国の魅力を磨く）
・日本遺産認定「銀の馬車道・鉱石の道」推進事業（中播磨との連携）
（明延・神子畑間の旧牛馬道の復元・整備の検討等）
・ユネスコ世界ジオパーク「山陰海岸ジオパーク“リスタート”会議」
・但馬地域の近代化遺産の情報発信事業
（交流の輪を拡げる）
・但馬地域鉄道利便性向上対策事業（イベント列車運行等）
・「たじまわろう、夢但馬」 夢但馬周遊ツーリズムの推進
・たじま子ども体験バス運行事業

丹 波
（5）

（五国の魅力を磨く）
・丹波の森づくり 30 周年記念事業
（シンポジウム、ロゴマーク、発信力強化等）
・丹波地域恐竜化石フィールドミュージアムの展開
・丹波の里山づくり促進事業
（交流の輪を拡げる）
・まんぷく！シューベルティアーデ（コンサート、音楽列車運行等）
・観光情報の戦略的発信事業

淡 路
（11）

（五国の魅力を磨く）
・淡路人形浄瑠璃特別公演（芸文センター(西宮市)での特別公演）
・「永田秀次郎の人生」ドキュメンタリー映像制作支援事業
（交流の輪を拡げる）
・“県政 150 周年記念”淡路島ロングライド 150 の開催
・｢神戸新開地・喜楽館」淡路島出張公演
・「日本のはじまり 淡路島」観光情報発信事業
・「御食国淡路島」推進戦略の展開
（問い合わせ先）企画県民部地域創生局県政 150 周年記念事業室 078-362-4263
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