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１ 地域づくり活動の支援 

（１）情報提供・相談体制整備    
 
◆ 地域づくり活動に関する情報をわかりやすく提供 
  

地域創生の加速化・本格化を図るため、次代を担う若者目線でのひょうごのイメージ

づくりと魅力発信の取組をはじめ、即時性、拡散性を生かした SNS 等多様な媒体を活用

し、地域創生に関する情報や、地域を元気にしている人、兵庫の魅力などを広く発信し

ました。 
 

 
 ふるさと意識醸成につながる情報発信  
 
□ひょうごチャンネルの運営 

インターネット上で県政情報を動画で配信する「ひょうごチャンネル」を運営。誰

もが自由に利用・加工可能な動画素材の制作及び配信（配信動画 2,977 本） 
 
□次なる波に備えた情報発信の強化（新規） 

県民だより臨時号の発行や知事記者会見のライブ配信、その他、新型コロナウイル

ス感染症について様々な広報媒体を活用して情報を発信 

 
□「兵庫 2030 年の展望」の推進 

県政 150 周年を契機としてこれからの兵庫のめざす姿を示し、今後の地域づくりの

基本方針として策定した「兵庫 2030 年の展望」について、時代潮流や地域課題への

理解を深め、展望で描く兵庫の未来を考えるきっかけとするため、積極的に情報を発

信。中高生を対象とした出前講座のほか、ビジョンを語る会を通じて、県民と地域づ

くりの方向性を共有 

 

□『ひょうご五国の地域創生』の広報展開 

ひょうご五国の魅力を発信するため、県公式地域創生インスタグラムなどの SNS や

雑誌、ラジオ番組等の各種メディアを通じ、若者・ファミリー層などの年齢層や対象

地域に応じた広報を展開 
 
□ひょうご e-県民登録制度の展開 

兵庫県にゆかりのある方（出身者、県内大学・高校の卒業生、勤務経験者、兵庫県

に関心のある方等）とひょうご e-県民アプリ（①フレッシュな地域情報の収集、②上

質な県産品の購入等が可能）を通じてネットワークを構築し、訪問や交流、移住につ

なげる取組を実施（令和２年度末時点 e-県民登録者数 約 52,000 人） 

 

□地域遺産の魅力の発信（新規） 

歴史・自然などの分野を超えて数多く存在している個性豊かな地域遺産について、

その特色や魅力を周知するため、全国最多９件となる日本遺産のパネル展示会を開催

するほか、五国に広がる兵庫の地域遺産を分かりやすくまとめて紹介するパンフレッ

トを作成 

 

□ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業 

兵庫を元気にしている人“すごいすと”、地域で挑戦している若者たち、参画と協

働のまちづくりを進める地域コミュニティ等の情報をインターネット配信（“すごい

すと”11 人、未来のすごいすと２グループ、CO＋COすごい４グループ掲載） 

 



2 
 

□ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバル in 阪神北」の開催 

阪神北地域をはじめとした県民の様々な活動発表の場として「ふれあいの祭典 ふ

れあいフェスティバル in 阪神北」をオンラインで開催し、地域内外の交流を促進 

（１月 29 日～ホームページ公開、2月 7日オンライン配信イベント開催） 

 

□新型コロナウイルス感染症に関連する人権啓発強化事業（新規） 

   新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見を解消するため、新聞や街頭大型

ビジョン等を活用し啓発するとともに、市町の人権啓発担当者等へのオンライン研修

を実施 

 

□外国人県民安全安心ネットの推進（外国人県民相談・情報提供事業） 

外国人県民を取り巻く課題に対し、行政と外国人団体がその取組を協議する場とし

て「兵庫県外国人県民共生会議」を開催するとともに、多文化共生総合相談センター

の運営や、NGO・市町との連携による相談窓口を設置し、様々な生活情報等を提供（相

談数 3,630 件、NGO 等と連携した外国人県民相談 351 件） 

 

□「あいたい兵庫 2020 キャンペーン」の実施 

県、市町、観光関連団体、JR 西日本、地域団体が連携し、本県へのさらなる誘客を

図る「あいたい兵庫キャンペーン」を実施（観光客入込数対前年 94.8％） 

 

□農のゼロエミッションの推進実践支援事業 

農山漁村等における資源の有効利用と循環型社会の構築をめざし、県、市町、民間

事業者、県民等が連携し、バイオマス（食品廃棄物、間伐材等）について、たい肥化

などのマテリアル利用や、メタン発酵などのエネルギー利用を推進 

 

□地域創生！再エネ発掘プロジェクト事業 

バランスのとれた再生可能エネルギーの導入拡大に向け、小水力発電や小規模バイ

オマス発電、小型風力発電の導入を検討する地域団体等による事業立ち上げ時の取組

等の経費の一部を補助。また、全県的なモデルとなり得る先進的な地域団体等の取組

に対し、設備導入に必要な経費の一部を無利子貸付により支援（立ち上げ時取組支援

４団体、基本調査等補助２団体） 

 

□淡路花博 20 周年記念花みどりフェアの実施（新規） 

国際園芸・造園博「ジャパンフローラ 2000」がめざした自然再生の理念を継承す

るとともに、食や自然、歴史・文化など淡路島の魅力を発信する「花みどりフェア」

を令和３年の春と秋の２シーズンに分散し、感染症対策を徹底した上で開催。メイ

ン会場も分散させ、屋外施設を中心に自然と親しむことを基調とするウイズコロナ･

ポストコロナ時代の新しい生活様式を踏まえたイベントも実施 

・テーマ みなとつながる「花 緑 食の島」淡路 

・会 期 春 期 令和３年３月 20 日(土)～５月 30 日(日)   72 日間 

 秋 期 令和３年９月 18 日(土)～10 月 31 日(日)  44 日間 

 

□ひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会の運営 

自然と調和した豊かなライフスタイルの実現、地域間連携の強化及び都市農村交流

の促進による交流人口の拡大を図るため、県、市町、NPO からなる協議会を運営。「ひ

ょうご田舎暮らしフェア」等のイベントを通じ、多種多様な相談に対応 
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 □ひょうごのふるさと魅力発見事業（中学生向け資料「ふるさと兵庫魅力発見！」の配

布） 

   児童・生徒が兵庫県への愛着を高めるために、身近にある自然・産業・伝統等につ

いて紹介及びその背景等を解説する資料を中学校における総合的な学習の時間等で

活用（作成部数 49,000 冊を全公立中学校等に配布） 

 

□ひょうごの遺産魅力発見事業 

県内の豊かな歴史文化を、地域への誇りや愛着の醸成に活かすだけでなく、地域振

興や観光交流に活用。日本遺産認定への支援を行い、認定後は地域の魅力発信を支援 

令和２年６月 19 日認定  

・「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷 

 

□松帆銅鐸等埋蔵文化財を活用した地域振興への支援 

松帆銅鐸について国生み神話との関係を明らかにし、周知することで文化財を通じ

た地域振興やふるさと意識の醸成を支援 

 

□地域活性化支援事業 

  観光関連団体や地域団体等が実施する、神戸の魅力を発信するイベントを支援し、

まちの賑わいづくりを推進（補助件数３件） 

 

□「あにあん倶楽部」での阪神南の情報発信 

地域情報総合ポータルサイト「あにあん倶楽部」を運営し、尼崎、西宮、芦屋の多

彩な観光資源や魅力、特色を情報発信し、３市の交流を促進（会員 5,824 人） 

 

□阪神アグリパーク構想の推進 

阪神地域の多様な「農」や「食」に関わる活動拠点をアトラクションとし、地域全

体をテーマパークと見立て、農業者・食関連事業者・県民（消費者）が連携し、都市

農業及び都市近郊農業の魅力アップを図る「阪神アグリパーク構想」の推進において、

阪神産農産物等の認知度向上や消費拡大を図るため、阪神産食材グルメフェアを実施

（７～８月に実施、参加店舗 10 店舗） 

 

□東播磨ツーリズムファンづくり事業（新規） 

   東播磨地域への誘客促進のため、県民等が撮影した東播磨の美しい風景や観光スポ

ットの写真を Web 上で投稿してもらい、東播磨の魅力あるフォトマップを作成し、そ

の魅力を Web 上で発信。また、新型コロナウイルス感染予防のため、スマートフォン

を使用する非接触型のモバイルスタンプラリーを実施 

 

□北播磨移住促進事業の推進 

移住希望者に対して北播磨地域の魅力・利便性等を紹介する、定期相談窓口を開設

（毎月第２土曜日・神戸）、合同移住相談会の開催（主催３件、出展２件） 

 

□日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 

体感できる馬車模型の製作・設置や、銀馬車かぼちゃ特別メニューの提供とひらが

なラリーなどの実施（ラリー参加者 192 名） 
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□思わず行きたくなる中はりま誘客推進 

   旅行商品の造成や販売、広報に関わる旅行関連事業の担当者を中播磨に案内し、地

域ならではの観光素材についてのプレゼンテーションを通して、旅行商品造成や情報

媒体への活用を促進（R2.11.17-18 実施、参加者 14 名） 

また、中播磨への来訪を増やすため、中播磨を巡り、中播磨で宿泊を伴うツアーを

催行した旅行事業者に対し補助を実施（宿泊補助 2,000 円/１人、交付実績２件） 

 
□日本遺産を生かしたまちづくり支援事業 

日本遺産を生かした地域の魅力づくりやイベント開催、人材育成、または日本遺産認

定をめざした活動を行う、自治会、 まちづくり協議会、ＮＰＯ等の地域団体を支援 

【助成内容】 

○坂越のまち並みを創る会(赤穂市) 『音声ガイドシステム構築による日本遺産魅

力発信事業』 

○室津を活かす会（たつの市）『日本遺産「北前船」推進事業』 

 

□「但馬で働こう」大作戦の推進 

若者の地元就職促進のための就職面接会、合同企業説明会の開催や、但馬で暮らす

先輩達の声をまとめた「UI ターン就活応援ブック」を発行 

 

□夢但馬周遊ツーリズムの推進 

JR 西日本等と協働した広域観光キャンペーンや、サイクルツーリズムの推進など観

光コンテンツの充実を図り、但馬地域の多様な観光資源を一体的に PR 

 

□山陰海岸ジオパークの推進 

山陰海岸ジオパーク推進協議会が中心となり、ジオパークの普及啓発やジオパーク

の素材を活かした地域づくり事業を展開（ビジネス創出支援事業２件、ジオパークガ

イド魅力向上支援事業２件、ジオパークを守る活動への補助 12 件） 

 

□“もりびと”の育成 

小・中学校、高校において、児童・生徒の発達段階に応じて、ふるさとの自然環境

や歴史、文化、特産物等について学習・研究活動を行い、その成果を発表（フォーラ

ムでの発表やパンフレット等の作成・配布） 

 

□恐竜化石フィールドミュージアムの推進 

阪神間での化石発掘体験や川代ラインパークにおけるモバイルスタンプラリーの

実施、丹波地域の玄関口での恐竜ベンチの設置等を行い、誘客を促進 

 

□観光情報の戦略的発信 

「ぶらり丹波路」で統一した観光イメージ戦略を展開し、四季折々の観光情報を

様々な媒体で情報発信することにより、広域観光や交流人口、誘客の促進に向けた取

組を推進 

 

□都市住民の転入促進事業 

「あわじ暮らし・交流」情報を一元的に受・発信するワンストップ窓口「あわじ暮

らし総合相談窓口」を運営し、移住希望者へきめ細やかな相談対応を実施（R２実績

73 組 121 人が当窓口を経由し移住）。また、県、市、NPO からなる「あわじ島に住も

う促進協議会」を開催し、情報共有や連携を深め、移住者増加に向けた取組を推進 
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 地域づくり活動に役立つ情報提供   

 

□ふるさと応援交流センターの設置 

  小規模集落の活性化に向けて、集落の活動支援、都市住民との交流促進等を移住施

策と連携して総合的に行うため、「カムバックひょうごセンター」と併設して「ふる

さと応援交流センター」を運営（研修・セミナー参加者数等 1,983 件） 

 

□「五国の元気づくり交流拠点モデル」の支援 

多自然地域の小規模集落で生産された新鮮な少量多品種の野菜や地域ならではの

加工品を都市部での販売に繋げる「元町マルシェ」に交流拠点を整備し、都市住民向

けのセミナー、研修会の開催や物販・試食等の交流イベントを 17 回開催するなど、

都市住民と小規模集落との交流を促進 

 

□兵庫情報ハイウェイ利用促進事業 

兵庫情報ハイウェイの回線の一部を民間事業者に開放することで、県民生活の情報

化推進及び情報格差是正を推進。民間事業者８社へ高速回線サービスを提供し、高速

インターネットサービスの普及促進など、地域情報格差是正に寄与 

 

 □スマートシティ推進事業（新規） 

 ○スマートシティ推進検討委員会（全県委員会） 

「スマートシティ推進に関する報告書」作成やセミナー等の開催（２回開催） 

 ○東播磨スマートシティ推進協議会 

東播磨県民局、管内市町、民間事業者が参画し、連携して、IoT や AI 等の新

技術やデータを活用した取組を推進 

 

□地域づくり活動情報システム「コラボネット」による情報発信 

活動ノウハウの共有や団体間の交流を促進するため団体・NPO 等の概要や活動概要

を登録し、サイトで発信（活動登録件数 5,987 件） 

 

□のじぎくボランタリーネットの運営 

登録者にメールマガジン等によりボランティア募集情報等を提供し、イベントや地

域におけるボランタリー活動への参加を支援（個人登録 2,043 件、団体 247 件、メー

ルマガジン発行回数 24 回） 

 

 □生涯学習情報コーナーの運営 

県民の生涯学習を支援するため、情報提供コーナーを設置し、学習相談・学習情報

収集発信・ひょごインターキャンバスを活用した生涯学習機関の相互連携等を実施

（神戸クリスタルタワー６Ｆで開設） 
 

□“こころ豊かな美しい兵庫”をめざす県民運動の推進 

県民一人ひとりが地域課題に応じたネットワークを築きながら連携・協働する“こ

ころ豊かな美しい兵庫”をめざす県民運動を展開（年間テーマ「家族・地域の絆を深

め、ふるさと意識を育もう」のもと、８の実践目標を「こころ豊かな美しい兵庫推進

会議」を通じて提唱） 

 

□ポストコロナ社会の新たな生活スタイルの調査研究事業 

県民アンケートや地域関係者等へのヒアリングを実施するなど、今後の新たな生活

スタイルの推進に向けた調査・研究を実施 
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□ビッグデータの健康づくりへの活用促進 

地域課題の明確化や健康施策への展開に向けた積極的な活用を推進するため、健康

関連分析データをホームページ上で公開するとともに、市町職員を対象にデータ利活

用能力向上のための人材育成ワークショップを開催。また、全国統一の国保データベ

ース（KDB）システムに対して、未結合だったデータの投入等により、各市町がそれ

ぞれの健康課題に対応した健康事業が実施できるよう支援 

 

 

 

＜参考＞ SNS 等を活用した情報提供 

区 分 名 称 件 数 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 
「はばタンなび」 

「ひょうごの元気ムラ」 など 
76 件 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 
「hyogokoho」 

「ひょうご子育て」 など 
23 件 

L I N E 
「いのち支える（兵庫県いのち対策室）」 

「ひょうごで働こう！プロジェクト」 など 
３件 

I n s t a g r a m 
「兵庫県公式地域創生インスタグラム」 

「兵庫県立美術館公式インスタグラム」 など 
10 件 

メールマガジン 
「のじぎくボランタリーネット」 

「県民交流広場メールマガジン」 など 
５件 

 
 
◆ 活動の段階に応じた幅広い相談に対応 
 

活動の立ち上げや団体運営、NPO 法人の設立、地域資源を生かした起業など地域づくり

活動に関する様々な相談に応じました。 
また、兵庫に移住しようとする人たちへの相談体制の充実を図りました。 

 
 
□カムバックひょうご促進事業 

兵庫県への移住（UJI ターン）を促進するため、東京・神戸のカムバックひょうご

センターにおいて、ハローワークやひょうご住まいサポートセンターと連携し、移住

に必要な様々な相談を総合的に実施。また、ふるさと回帰支援センター（東京交通会

館）内に「ひょうご移住プラザ」を新たに開設（R2.4.1） 

・カムバックひょうごセンターでの移住相談：窓口相談 564 人/年、 

イベント相談 234 人/年(R2 実績) 

・移住相談会等への出展：11 回/年(R2 実績) 

・移住者数：95 人（R2 実績） 

 

 □県版地域おこし協力隊の設置 

   高齢化や人口減少により生じている小規模集落の人材不足に対する支援として、地

域活動の支援を行う県版地域おこし協力隊を設置（18 市町に 37 名派遣） 

 

 

 

 



7 
 

□ひょうごボランタリープラザでの活動相談 

ひょうごボランタリープラザにおいて、NPO 法人の設立申請、報告書の書類作成や、

災害ボランティア活動等に関する相談に対応。また、県内各地域で活動する NPO 法人

とも連携してコミュニティ・ビジネスの起業、法人運営、資金調達等に関する相談対

応を実施 

 

□中間支援組織を通じた活動相談 

ひょうごボランタリー基金「中間支援活動助成」により、中間支援組織による相談

（活動相談、NPO 法人立ち上げ相談等）業務を支援 

 

□生活創造センター・生活創造情報プラザでの活動相談 

子育て、青少年育成、男女共同参画、環境保全など多彩な分野の生活創造活動を支

援するため、生活創造センターや文化会館等において相談対応や活動スペース等を提

供（生活創造センター３か所、生活創造情報プラザ５か所） 

 

□ICT を活用した市町消費生活相談支援事業 

遠隔地や一人体制の市町にも研修受講機会が設けられるよう、県及び市町消費生活

センターを結ぶ WEB システムを活用し、市町の消費生活相談の充実を支援 

 

□地域活動コーディネーターの設置 

地域情報の提供や地域資源のつなぎ役となるコーディネーターの設置（県民局・県

民センター圏域ごとに１人設置、活動実績 7,183 件） 

 

□生きがいしごとサポートセンターによる起業・就業支援 

  中間支援NPO法人等からの企画提案に基づいて選定した団体が運営する、６つの「生

きがいしごとサポートセンター」が行う、コミュニティ・ビジネス等の起業・就業に

関する支援事業と、地域性や補助団体の特長等を活かした提案事業に必要な経費を補

助し、活力ある地域社会づくりと新たな働き方を創出 

 

□ひょうご再エネ導入加速化プロジェクト（新規） 

   再エネ導入を検討している県民・地域団体、地域エネルギー事業者､地域新電力等

とワークショップを開催する他、再エネ導入支援アドバイザーを派遣し、事業検討、

計画策定、基盤整備、事業実施の各段階において、地域調整や運営方法等、難航する

導入計画の事業化までの課題解決を支援（ワークショップ開催３回） 

 

□西播磨暮らしサポートセンターの運営等 

西播磨地域への移住や短期滞在など田舎暮らしに関する相談・情報提供等をワンス

トップで行う「西播磨暮らしサポートセンター」を運営するなどの取組を推進（西播

磨暮らしサポートセンターでの情報提供・相談 853 件、移住 29 世帯） 

 

□但馬 U・Iターン 400 人大作戦 

但馬の多様な魅力とＵ・Ｉターン関連情報を、管内市町及び関係団体と連携して、

｢オール但馬」として総合的に発信（たじま田舎暮らし情報センターへの相談件数 108

件／年、移住情報提供希望者数 192 人） 

 

□移住・環流プロジェクトの推進 

丹波地域での田舎暮らしの魅力を紹介するセミナー等を実施（たんば暮らしセミナ

ー・カフェ 参加者 702 人、たんば暮らしファン NET 登録者 324 人） 
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＜参考＞ 地域づくり活動に関する相談窓口 
  

分野 機関・施設名 

県民運動・地域づくり 各県民局・県民センター県民交流室 

ボランタリー活動 ひょうごボランタリープラザ 

生涯学習・実践活動 

生涯学習情報コーナー 

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 

但馬文教府 

西播磨文化会館 

淡路文化会館  

嬉野台生涯教育センター 

中播磨県民センター県民交流室 

生きがいしごと 

（コミュニティ・ビジネ

ス含む） 

 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 

生きがいしごとサポートセンター神戸西 

生きがいしごとサポートセンター阪神南 

生きがいしごとサポートセンター阪神北 

生きがいしごとサポートセンター播磨東 

生きがいしごとサポートセンター播磨西 

ＮＰＯ法人制度ほか 兵庫県企画県民部県民生活局県民生活課 

認知症高齢者見守り 兵庫県健康福祉部健康局健康増進課認知症対策室 

健康づくり 兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 

環境学習・教育 ひょうごエコプラザ 

男女共同参画 兵庫県立男女共同参画センター 

※分野別の活動相談は、上記の他にも各分野の関係機関で受付 
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（２） 知識・技能の習得機会提供    
  
◆ 地域で活動するための知識や技能の学びを支援 
 
  地域創生を実現する上で、ふるさとを愛する心を育てることが、参画と協働による地

域づくりの推進力になることから、多様な世代が地域の魅力や課題について学び、ふる

さとへの想いを高める取組を各地域で幅広く展開しました。 
 
 
 青少年の体験学習の充実  

 

□ふるさと文化の伝承・発信サポート事業 

地域の文化団体や住民等が主体となって、かつて継承されていた民俗芸能の復活や

維持発展、生活文化の伝承など、地域固有の魅力的な文化資源を体験し保存すること

で、ふるさとの魅力発信に取り組む事業を支援（補助件数 11 件） 

[主な内容] 

・古民家を会場として、茶道教室を開催（西宮市） 

・地域に伝わる神話を元にした楽曲を制作（洲本市） 

・登録有形文化財の古民家でクラシックコンサートを開催（高砂市） 

・伝統工芸品を活用した作品展示会の開催（香美町） 

・伝統舞踊「三番叟」を現代風にアレンジし、イベント等で披露（香美町） 

 

□高等学校における消費者教育推進事業 

自ら考え、行動する自立した消費者を育成するため、教育委員会や学校現場と協働

で実施（消費生活センター等による出前講座 84 回） 

 

□若者の消費者力アップ事業 

大学生協との連携により養成した「くらしのヤングクリエーター」を中心に、大学

生等の消費者力アップに向けた取組を多様な団体等と連携して実施（啓発活動 13 回、

消費者教育に関する実態調査１回） 

 

 □消費者教育体験学習会事業 

   主体的に考え、行動する消費者を育成するために、幼児から小・中学生、その保護

者などが楽しみながら参加・体験できる学習会の開催（体験学習会４回） 

 

□シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業 

シニア世代と子育て世帯が交流する機会を増やし、地域での一体感やきずなを深める

とともに、地域の伝統を再認識し、愛着心や誇りを育み、子どもや子育て世帯のふるさ

とへの想いを高める取組を支援（実施地区17地区、実施団体12団体、実施テーマ19件） 

 

□「ひょうごっ子・ふるさと塾」の実施 

青少年が、“身近な地域での社会体験”や、“豊かな自然に触れる多様な体験”をし

ながら、世代間や地域間で交流し、ふるさと意識を醸成（32 件） 

 

□こどもの館子育てふれあい事業 

高校生等が関係団体等と連携し、イベントを企画立案・運営し活躍するとともに、

意識向上を推進（高校生等ボランティア数延べ 394 人） 

 

□ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 

  環境体験を幼稚園・保育所等が段階的に実施することで、県内全ての幼児が一定の専門

性を踏まえた環境体験を継続的にできる体制を構築（派遣園数423園） 



10 
 

□環境体験事業の実施 

小学生のふるさとの自然への愛着を醸成するため、保護者、地域ボランティア、NPO 等

との協働により、体験型環境学習を全公立小学校で実施（支援者延べ6,078人（744校）） 

 

□伝統文化の学びの充実事業 

伝統文化に関する学習を充実するため、モデル校を指定し、指導方法や地域の人と

ともに取り組む方法について、実践研究と成果の普及・啓発を推進（指定校 10 校（５

中学校区）、連絡協議会の実施２回） 

 

□地域に学ぶ「トライやる・ウイーク」の実施 

全公立中学２年生を対象に、地域や自然の中で生徒の主体性を尊重した様々な社会

体験活動を展開（実施校 360 校、生徒数 41,893 人、活動場所 1,783 か所、指導ボラ

ンティア数 4,489 人） 

 

□地域に活かす「トライやる・アクション」の実施 

中学生が土日や長期休業日等を利用して、地域の祭りや清掃事業など既存の地域行

事を企画運営するなど、主体的に地域に貢献する取組を校区推進委員と協働で実施

（実施校 187 校、参加生徒 36,222 人） 

 

□自然学校の推進 

小学生が自然に触れる機会を確保するため、技術指導員、自然学校に帯同する大学

生等の指導補助員やボランティア等の支援を受けて、全公立小学校で実施（支援者延

べ 2,895 人、743 校） 

 

□道徳教育推進事業の実施 

児童生徒の道徳性を育成するため、道徳教育実践推進協議会の設置や実践研修の実

施、実践事例集の作成等を実施（道徳教育実践研修の実施（年１回全県）） 

 

□特別支援学校・交流体験チャレンジ事業 

特別支援学校において、在籍する児童生徒等の自立と社会参加に向け、交流・体験

活動にチャレンジ。地域への特別支援教育の理解啓発を推進（すべての県立・市立特

別支援学校 44 校） 

 

□高校生ふるさと貢献・活性化事業 

高校生の地域社会の一員としての自覚と態度を育み兵庫県を支える人材づくりを

推進するため、地域への参画や企業、自治体に地域活性化に向けた解決策等を提案し

実践活動を支援（実施校 147 校、参加生徒 76,073 人） 

 

□社会参画推進学習プログラム研究事業 

高校生の主権者意識、社会発展に寄与する力など、社会参画のための実践力育成に

資する調査研究を実施 

 

□高等学校地域オープン講座の開設 

地域に開かれた学校づくりを推進するため、学校の特色となる科目や地域住民の関

心が高い科目について、地域住民に対して高校生とともに学ぶ場を提供（実施３校８

講座、受講者 60 人） 

 

□子ども多文化共生教育の推進 

外国人児童生徒等の自己実現を支援するため、子ども多文化共生センターにおいて

民族衣装や資料の展示及び貸し出し、母語による支援や教育相談を実施 
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□伝統文化を通じた青少年の文化力アップ 

伝統文化を人間形成の軸とし、青少年の文化力アップ、国際交流と異文化理解、文

化発信と人材育成の推進を図るための各種事業を展開し、中播磨から兵庫県全域に広

く兵庫県伝統文化研修館の意義や取組を発信 
 
□高校生等の消費者力アップ大作戦 

  2022 年４月の成年年齢引き下げにより懸念される高校生等の消費者被害の防止と、

消費者として自立した判断を行うことができる若者を育成するため、地域での消費者

教育を展開（消費者教育出前講座 13 回） 
 
□シューベルティアーデたんば「ふるさと音楽ひろば」の支援 

小学校にプロの演奏家を派遣し、小学生・保護者・地域住民に本物の演奏の鑑賞や

楽器に触れる場を提供するなど、音楽を通した地域住民の交流の拡大 
 
 

 多様な世代の生涯学習の充実  
 

□専門学校リカレント教育推進プロジェクト（新規） 

社会構造の変化に対応し、社会人の学び直しを推進するため、専門学校を拠点に気

運醸成や企業、社会人に対する情報発信を行う「専修学校各種学校リカレント教育研

究会」を実施（実施回数２回、参加専門学校・各種学校数 20 校、参加企業数 18 社） 
 
□リカレント教育推進プロジェクト（新規） 

大学をはじめとする教育機関での社会人の再教育を促進するため、気運醸成や企

業、受講希望者に対する情報発信を実施（リカレントフォーラム 1回、参加者 83 人、

リカレントフェア（Web 開催）） 
 
□ひょうご地域再生塾の開催 

これから地域再生に取組む地区の代表者及び担い手を対象に、①地域の現状や課題

を的確に捉えた地域カルテの作成のすすめや、②地域活動・課題解決のための意見交

換の場を提供し、地域のリーダーを育成（2回開催） 
 
□文化会館等の活性化 

文化会館等（但馬文教府、西播磨文化会館、淡路文化会館、嬉野台生涯教育センタ

ー）において日常的・継続的な賑わいを創出するため、施設ごとの地域特性やニーズ

を踏まえ、地域の各種団体等が参画し、協働する活性化事業を実施 
 
□高齢者大学講座の運営 

園芸や健康づくり、教養など、受講者の多様な興味を深めると同時に、それらを地

域活動にも活かせる学習プログラムを提供。地域活動支援センターを活用し、学生や

卒業生に対して地域づくり活動に関する相談やマッチング等の支援を実施 

【いなみ野学園(受講生)】 

４年制[園芸学科・健康づくり学科・文化学科・陶芸学科] 807 人、 

大学院（２年制）122 人、高齢者放送大学（1年制）1,698 人 

【阪神シニアカレッジ(受講生)】 

４年制[園芸学科・健康学科・国際理解学科] 547 人、 

阪神ひと･まち創造講座（２年制）52 人 

【地域高齢者大学講座(受講生)】 

うれしの学園生涯大学講座、但馬文教府みてやま学園、 

西播磨文化会館ゆうゆう学園、淡路文化会館いざなぎ学園、 

丹波 OB 大学講座 計 804 人  
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□いなみ野学園多世代交流応援プロジェクト 

   「ふるさとひょうご寄附金」を活用し、いなみ野学園の休園日の学舎を活用した学

園生・卒業生と青少年、子育て世代等の交流を図る各種教室等を実施 

 

□但馬文教府「ふるさと交流館」開館記念式典（新規） 

   地域文化、スポーツ、生涯学習・地域づくり活動の拠点としての機能を強化すると

ともに、ふるさとづくりの拠点としての機能を充実させる目的で完成した「ふるさと

交流館」を広く周知するため、開館記念式典を実施 

 

□県立広域防災センターの運営 

来館者に対して県立広域防災センターの平常時と災害時の役割を PR し、災害時の

自主防災組織の役割や防災関係機関との連携について周知するとともに、起震車によ

る地震体験、煙避難体験等を通じて、県民の防災意識付けを強化（訪問者数 7,114 人） 

 

□楽農学校事業 

生きがいとして農業を楽しむ人を対象とした基礎的技術の習得や、本格的に就農を

目指す人を対象とした総合的技術の習得に係る研修等を実施し、県民の楽農生活の実

践を支援（受講者 91 人） 

 

□地域楽農生活センターの開設支援 

県民による「農」の学びや体験の場を身近なものとするため、地域における楽農生

活の拠点（地域楽農生活センター）開設に取り組む活動経費を支援（R2 年度新規開設

１件、累計３件） 

 

□森林ボランティアの育成 

森林ボランティア活動の維持・強化を図るため、地域の環境保全の担い手として、

森林ボランティア講座や森林ボランティアリーダー養成講座を開催（受講者 39 人） 

 

□エコツーリズムバス運行支援事業 

環境関連施設での学習機会や貴重な自然環境に触れる機会を提供するため、団体等

が借り上げたバス等の経費の一部を助成（利用台数 122 台） 

 

□ひょうご環境体験館の運営 

「ひょうご環境体験館」において、地球温暖化対策技術等の展示や体験型環境学

習・教育事業を実施（利用者数 4,727 人） 

 

□社会基盤学習の実施 

道路・河川等の社会基盤施設を題材にした出前講座の実施により、子どもたちが災

害の恐ろしさや社会基盤の役割・必要性を学ぶ機会を創出（34 小学校､１中学校、４

高等学校で実施） 

 

 □地域に学ぶ人権学習推進事業 

地域にある豊かな学習素材を活用した人権学習資料集を開発・発信（６地区に事務

所を設置し調査員を配置、12 市町で 37 講座実施） 
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 地域の魅力や課題を学ぶ取組の支援  

 

□若者等による地域資源の発掘・魅力の継承 

五国に存在する多彩な文化・自然資源を保全・活用できるよう、データベース化を

行うとともに、インターネットにより公開 

 

□県庁発祥の地整備促進事業 

要衝地としての兵庫津の歴史や独自の過程を辿った兵庫県の成り立ち、五国の魅力

や多様性を発信する拠点として「県立兵庫津ミュージアム」を整備 

 

 □地域との協働による先進的教育研究開発事業 

   高等学校が自治体、高等教育機関、産業界等と協働してコンソーシアムを構築し、

地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組を推進するため、国事業を活用し、

地域振興の核として高等学校の機能強化（指定校：生野高校・村岡高校・柏原高校・

兵庫高校・佐用高校） 

 

 

□神 戸：○六甲山ツーリズム推進プロジェクト（新規） 

○「ミュージアムロード＆HAT」アートプロジェクト（新規） 

○兵庫津歴史資源の活用 

○「ジャズの街 神戸」の推進 

○農都こうべ食農教育推進事業の実施 

○淡山疏水の偉業にふれるツアーの実施 

 

□阪神南：○尼崎の森ファミリークラブの実施 

 

□阪神北：○「地域見本市」の開催 

○「北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）構想の推進 

○ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバル in 阪神北」の開催 

○県立有馬富士公園「新宮 晋 風のミュージアム」の魅力発信 

 

□東播磨：○水辺の地域づくりの推進 

○東播磨「人・まち」わくわく学び塾（新規） 

○東播磨「農」のブランド化大作戦 

 

□北播磨：○地域づくり活動への支援 

○夏休みふるさと環境体験ツアー 

○北はりま田園空間博物館交流事業の推進 

○高校生ふるさと活性化事業 

○北播磨インフラツアー 

 

□中播磨：○日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 

○思わず行きたくなる中はりま誘客推進 

 

□西播磨：○西播磨環境学習の推進 

○県立高校との連携による人材育成 

○出る杭大会の Web 開催 

○次世代農業の担い手確保・育成 

○西播磨山城復活プロジェクト（新規） 
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□但 馬：○産業活性化の推進 

○コウノトリと共生する地域づくりの推進 

○ウスイロヒョウモンモドキ保護対策と交流の促進 

○但馬グリーン・ツーリズムの推進 

○「人と森林（もり）をつなぐ道プロジェクト」の推進 

 

□丹 波：○丹波の環境パートナーシップづくり 

○恐竜化石フィールドミュージアムの推進 

○明智光秀ゆかりの地の魅力発信 

○観光情報の戦略的発信 

○関西学院大学柏原スタジオの運営支援 

○学生等による地域貢献活動の推進 

 

□淡 路：○あわじ環境未来島構想の推進 

          ○日本遺産「国生みの島」の魅力発信 

○「淡路くらしのひろば展」の開催 

○「あわじ菜の花エコプロジェクト」の推進 

○「淡路ふるさと学習副読本」、「あわじ環境未来島副読本」の活用 

○ため池交流保全の全島展開 

○淡路島の景観づくり運動の推進 

○「淡路島ガーデンツーリズム」の推進 

 

 

 地域づくり活動の実践的な知識やノウハウを学べる学習機会の確保  

 

□「参画と協働ガイドブック」を活用した県民への普及・啓発 

参画と協働に関する県民意識を醸成するため県民の地域づくり活動のためのヒン

トや県行政へのアプローチ方法などをまとめたガイドブックを公表 

  

□高齢者の特殊詐欺被害防止に向けた啓発事業 

特殊詐欺の標的となりやすい高齢者に対し、自治会・老人クラブ等のリーダーを対

象とした出前講座を実施（18 講座） 

 

□子育て応援ネットの推進 

小学校区ごとに地域の団体や住民がネットワークを組み、地域ぐるみの子育て家庭

支援を全県的に推進（県内の全小学校区でネットワークを立ち上げ） 

 

□防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業 

  福祉事業所と自主防災組織が連携し、平常時のケアプラン等の作成に合わせ、地域

で避難のための実効性の高い個別支援計画作成を促進する事業を実施（59 件） 

 

□ひょうご防災リーダー活動の推進 

自主防災組織など地域防災の担い手となる人材を主な対象として、防災に関する知

識・技術を体系的・実戦的に習得するための講座を実施（修了者 143 名） 

 

□「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーンの実施 

地域住民が共に支え合うことのできる社会づくりを進めるため、地域フォーラムの

開催などの普及啓発事業に要する経費を補助（284 団体参加、全県対象の「推進フォ

ーラム」のほか、地域ごとのフォーラムを開催） 
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□民生・児童協力委員活動支援事業 

地域における福祉活動の充実強化を図り、県民の参加と連帯を基調とする「すこや

かな社会づくり」を推進するため、社会奉仕の精神に基づき、民生委員・児童委員に

協力して福祉活動を行う民生・児童協力委員の設置及び活動等を支援（民生・児童協

力委員定数 9,088 人） 

 

□ひょうごケア・アシスタント推進事業 

  介護業務に接する機会がない高齢者、女性等の地域住民が、自分に適した就労の機

会を得つつ介護業務の体験ができるよう、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設

等において、短期間で体に負担の少ない介護の周辺業務等に従事する「ひょうごケ

ア・アシスタント制度」を実施（63 名参加） 

 

□介護支援専門員への自殺予防研修の実施 

介護を受ける高齢者や家族の自殺を防止するため、介護従事者に対する研修を実施

（３か所 88 人参加） 

 

□いのちとこころを支える相談職員養成研修 

自殺対策に従事する職員等が自殺リスクの高いものから援助を求められた場合に

適切に対処できる対応力を習得するための研修を開催（16 人養成） 

 

□ひょうごいのちとこころのサポーター養成事業 

兵庫県いのち対策室の YouTube アカウント 「いのち支えるチャンネル」において

「私自身が幸せになる（自己肯定感を確立する）」をテーマとしたシリーズ動画を、

視聴申込者のみへの限定公開で配信（延べ 206 回視聴（視聴申込者 120 人）） 

 

□地域における認知症支援体制の強化（街頭キャンペーン等） 

認知症への理解を促進するため、啓発月間に街頭キャンペーンの実施や広報物の配

布等により認知症の人とふれあう機会を創出するとともに、情報交換や早期発見・早

期支援での関わり方を学ぶ認知症カフェ連絡・研修会を開催（啓発グッズ・パンフレ

ット配布 2,470 部、カフェ連絡・研修会参加者 100 名） 

 

□新規就農駅前講座等推進事業 

サラリーマン等が現在の職業を続けながら就農に必要な農業の基礎知識が習得で

きる講座を開催することにより、新規就農意欲を喚起し、就農を促進（受講者 90 人） 

 

□「認知症サポート商店街～ホッと・ほほえみストリート」の普及 

認知症の人も安心して買い物ができる商店街を認定・助成し、認知症サポーター養

成講座等を開催 
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（３） 活動・交流拠点確保    
 
◆ 身近な活動拠点や地域の「たまり場」づくりを支援 
 

地域づくり活動に取り組む団体が行う、住民の交流を促進する地域のたまり場づくり

や地域間交流とにぎわいの拠点づくりを支援するとともに、生涯学習、地域づくり活動

の広域的な拠点の充実を図りました。 
  

 
 身近なたまり場づくり支援  

 

□県民交流広場を活用した地域力の強化 

平成 16 年～29 年度に整備した、県民交流広場の拠点機能の維持・強化を図るため、

地域づくり活動に必要な備品更新等に要する経費を助成（助成件数 188 団体、助成額

164,458 千円） 
 

□子育てほっとステーション設置事業 

子育て家庭の孤立防止のため、商店街等の空き店舗を活用して親子がくつろげるス

ペースを設置（設置箇所 56 か所（累計）） 

 

□まちの子育てひろば事業の推進 

子育て中の親子が気軽に集い、仲間づくりを通して子育ての悩みや情報共有の場と

して、「まちの子育てひろば」を開設し、コーディネーターや専門家を配置（ひろば

開設数 1,936 か所） 

 

□「子どもの冒険ひろば」事業の推進 

身近な地域の大人が子どもたち（主に小学生）を見守り、安心して自由に遊べる場

である「子どもの冒険ひろば」を開設し、地域ぐるみの子育てを推進（ひろば開設数

659 か所） 

 

□高齢者自立支援ひろば運営支援事業 

災害復興公営住宅等に、高齢者の自立を支援するひろばを設置し、自治会等と連携

して常駐型の見守りや介護予防事業等を実施する市を支援（設置箇所 30 か所） 

 

□ユニバーサルカフェの開設応援 

  住み慣れた地域で、高齢者、障害者、子ども・子育て世代、外国人など誰もが気軽

に集い、交流を行える「地域の居場所づくり」の開設経費等を支援（補助件数 10 件） 

 

□職場の健康づくりの環境整備事業 

働き盛り世代の健康づくりを支援するため、健康管理機器や健康づくり機器等の購

入のための経費を補助（補助件数 22 件） 

 

□商店街空き店舗再生支援事業 

  商店街にとって望ましい業種構成の実現や個性的な店舗出店による新たな客層の

来街を促すため、商店街等が主導するサブリースによる出店誘致を支援（補助件数 

新規１件、継続４件） 
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□商店街新規出店・開業支援事業 

商店街の空き店舗への新規出店・開業や、子育て・高齢者支援等の地域交流・生活

支援施設の設置運営等を支援し、商店街の魅力向上と活性化・コミュニティ機能強化

を促進する取組に加え、若者・女性チャレンジ枠を拡充し、幅広い世代の参画を促進

（補助件数 新規：一般４件、若者・女性６件、継続：一般６件、若者・女性 15 件） 

 

□商店街ファンづくり応援事業（商店街支援事業） 

  商店街に継続的な賑わいを創出し潤いをもたらすため、商店街が行う地域性・独自

性をもったイベントなどを支援（補助件数 56 件） 

 

□地域直売所整備促進事業 

JA、農林漁業者等が組織する団体、NPO、自治会等が、農産物等の直売（買）活動

を行うのに必要な施設・備品の整備等を支援（直売所利用者 2,820 万 7 千人） 

 

□空き家活用支援事業の推進 

空き家の有効活用や地域活性化を図るため、地域交流拠点として活用する場合の改

修費を補助（実績９件） 

[主な内容] 

・都市と農村との交流や宿泊ができる施設（佐用町） 

・地域食材を活用した料理の提供や体験教室を実施する飲食店（福崎町） 

・地元の大豆を使用した豆腐や地元ならではの商品を提供する施設（多可町） 

 

□古民家再生の促進支援事業 

既存ストックの有効活用、伝統的木造建築技術やまちなみ景観の維持・継承を図る

ため、地域活動や交流・宿泊施設、店舗など地域のにぎわいや地域活性化に資する施

設改修費を補助（実績４件） 

[内容] 

・様々な地域イベントの開催や地産地消の料理を提供する飲食店（神戸市） 

・近隣住民の拠点施設ともなる地元産の果物等を使用した飲食店（三田市） 

・貸し教室や地域の農産物等を販売する定例市を開催する施設（赤穂市） 

・チャレンジショップや移住体験のできる施設（丹波市） 

 

□「阪神南地域ビジョン交流プラザ」の運営 

阪神南地域ビジョン委員の活動拠点となる場を阪神南県民センターに設置し、地域

ビジョンの実現に向けた継続的な活動を支援 

 

□ため池コウノトリプロジェクトの推進 

地域団体が取り組む、コウノトリが住みやすい生息環境の整備や地域住民への啓発

活動等を支援（浅瀬・魚道整備、浚渫、PR 看板設置、人工巣塔設置、かいぼり支援な

ど６地区） 

 

□西播磨ふるさとの風景づくり 

西播磨の美しい風景や歴史・文化など地域資源を活かした地域づくり活動を進める

ため、市町や地域の団体等が行う集落の元気づくりや基盤づくりに必要な施設整備等

を支援（活性化施設等の整備５件） 
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□丹波の里山づくり促進 

美しい里山の大切さを再認識し、次世代へつなぐ取組を推進するため、住民意識を

醸成する里山育成研修会の開催、モデルとなる里山づくり活動団体（10 団体）の支援、

新たに活動を始める人へのチェーンソー安全講習会の開催 

 

 

 生涯学習・地域づくり活動の広域的な拠点づくり  

 

□兵庫陶芸美術館の運営 

陶芸文化の裾野拡大を図るため普及事業や、県民交流を促進する取組を実施（来館

者数 51,058 人) 

 

□芸術文化センターの運営 

舞台芸術を鑑賞・創作し、発表する機会を提供して芸術文化振興を図るとともに、

地元商店街と連携したまちの賑わいづくりにも参画（来館者 222,962 人） 

 

□ピッコロシアターの運営 

県立ピッコロ劇団の公演などを通じて県民が舞台芸術に触れる機会を創出（入場者

数 29,120 人） 

 
□原田の森ギャラリーの運営 

造形芸術の情報発信拠点や創作活動の発表の場として施設を運営。利用団体等から

なるギャラリー運営会議を設け県民の参画を促進（来館者数 53,703 人） 

 

□横尾忠則現代美術館の運営 

キュレーターズトークやワークショップのほか、地元商店街と連携したイベントの

開催など、来館者だけでなく地域住民との交流も推進（来館者数 29,228 人） 

 

□生活創造センター・生活創造情報プラザの運営 

生涯学習や地域づくり活動に取り組むグループを支援するため、活動・交流の場を

提供（利用者数 483,984 人） 

［機能］①情報収集発信 ②相談・助言 ③学習機会提供 ④ネットワーク化 

⑤協働事業企画実施 ⑥支援機関連携促進 

 

 □但馬文教府の機能強化 

昭和 38 年の開設以降、但馬地域の芸術・文化、生涯学習等の振興と発展に寄与し

てきた但馬文教府について、①老朽化が著しい「活動体験館」をふるさと意識を醸成

するための拠点としての機能を充実させる「ふるさと交流館」として建替整備②来館

者の回遊性を高め、施設の一体的利用を促進するため、各施設を結ぶ連絡通路の整備

等により、地域文化、スポーツ、生涯学習・地域づくり活動の拠点としての機能のよ

り一層の強化を実施 

 

□ひょうごボランタリープラザの運営 

ボランタリー活動に取り組む団体・グループ等を支援するため、活動・交流の場を

提供（来所者数 6,612 人） 

［機能］①交流・ネットワーク ②情報提供・相談 ③人材養成 ④活動資金支援 

⑤調査研究 ⑥災害ボランティアの支援 
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□青少年交流プラザの運営 

青少年や青少年団体の主体的な活動を支援するため、学習・交流の場を提供（来所

者数 4,527 人） 

 

□人と防災未来センターの運営 

震災や防災に関する資料収集・展示をはじめ、実践的な防災研究、災害対策専門職

員や若手防災専門家の育成、行政･研究者･市民･企業のネットワークの形成等を通じ

て、防災に関する知識及び技術の普及を促進（来館者数 64,517 人） 

 

□ひょうご国際プラザの運営 

国際交流を実践するための場所、情報を提供し、ボランティアとの連携強化や、国

際交流に関心のある県民とのネットワークづくりを推進（来所者数 6,911 人） 

 

□ひょうごエコプラザの運営 

環境学習や実践活動に関する情報提供や支援、人材の紹介など、「環境」に関する

取組を促進 

 

□県立美術館の運営 

   「元気で賑わいのある美術館」を目指し、特別展、コレクション展の開催をはじめ、

ギャラリー、ミュージアムホール、アトリエ、Ando Gallery 等の各施設を活用し、

県民が様々な芸術や文化活動に親しむことができる機会と場を創出（来館者数

238,801 人） 

 

□「ドキドキ！美術館」魅力発信事業 

  学校団体等の来館者が県立美術館で優れた美術作品に間近にふれ、本物に出会う感

動を体験することにより、豊かな情操、感性を養うとともに、今後の持続的な来館の

促進（学校団体受入数 79 校、3,350 人） 

 

□県立考古博物館の運営 

県内の遺跡及び考古資料の調査研究を行い、その成果を活用して、誰もが主役とし

て参加できる参加体験型･ネットワーク型の博物館活動を展開（来館者数 45,730 人） 

加西分館では、千石唯司氏より寄贈された古代中国鏡等を広く公開（来館者数 7,507

人） 

 

□県立考古博物館加西分館（古代鏡展示館）の運営 

  千石氏から新たに唐時代を中心とした貴重な金銀器等の寄贈を受けることから、効

果的な活用を図り、広く一般に公開するため、展示施設を増築 

 

□県立歴史博物館の運営 

多くの県民が交流し、新しい学びの場となる「交流博物館」として、県民に親しみ

のある博物館を目指し、魅力ある特別展等を実施（来館者数 34,647 人） 

 

□県立歴史博物館の施設・設備改修 

資料の保管・展示に必要な環境を整備するため、老朽化した施設・設備の大規模改

修を実施 
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（４） 人材確保    
 
◆ 活動に参画・協賛する人材を確保 
  
将来の後継者となる若者が活躍し、女性が持てる力を発揮し、高齢者がこれまで培っ

てきた知識や技能を生かすなど、全ての人々が活躍できる地域活動の機会づくり等を通

じて、活動への参画を促進しました。   
 
 地域資源を活かした多彩なプロジェクト事業への住民参画の促進  

 

□ひょうご地域安全 SOS キャッチ事業 

県民が日常生活の中で身近な異変に気付いた際に、匿名で通報できる窓口を設置。

地域安全まちづくり推進員等とも連携し、積極的な通報を促進 

 

□潮芦屋まちづくり懇話会 

   公民協働により「災害に強いまちづくり」をはじめ、潮芦屋の魅力あるまちづくり

の取組を推進 

 

□オリンピック・パラリンピック・ムーブメントの展開 

児童生徒のスポーツに親しむ態度の涵養や国際理解の促進を図るため、オリンピッ

ク・パラリンピック教育推進校を指定し、本県ゆかりのオリンピック選手等の技術や

経験に触れる機会を創出（教育推進校 17 校でオリンピアン・パラリンピアンによる

講演会や競技体験等を実施） 

 

□東京オリンピック・パラリンピック応援事業 

東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成や県民のスポーツ振興のため、聖火

リレー出発式では、兵庫県出身の五輪有力選手からの県民へ向けたメッセージ動画の

作成、感染防止対策やテロ未然防止のため関係機関と連携し実地調査等を実施   

事前合宿では、フランス大使館一等書記官による合宿施設（姫路市および三木市）

の視察を実施 

 

□ワールドマスターズゲームズ 2021 関西参加促進事業 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」への県民参加促進のため、地域企業及び

大学と「スポーツクラブ 21ひょうご」との連携チームの設立や「ワールドマスターズ

ゲームズ 2021 関西」開催競技の新チームの設立を支援（３チーム設立） 

 

□ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開催準備 

2022 年５月に１年延期となった大会の開催に向けて組織委員会や開催市町等と連

携し、リハーサル大会の開催や開催記念イベント、PR イベントの実施など大会機運の

醸成及び参加者獲得を目的とした取組など具体的な準備・運営を実施 

 

□関西シニアマスターズ大会兵庫大会の開催（新規） 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」開催に向けた生涯スポーツの機運をさ

らに高めるとともに、中･高年層のスポーツ参加機会の拡充を図るため、競技団体と

連携した交流大会を実施（７競技参加者 1,055 名） 

 

□「ミュージアムロード＆HAT」アートプロジェクト（新規） 

沿道の魅力を高め、県民が参画・交流し、賑わいと活気あふれるまちづくりに寄与

する活動を支援 
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□兵庫津歴史資源の活用 

県庁発祥の地でもある兵庫津地域の賑わい創出として、県の歩みや当地の歴史遺産

を再発見・発信する取組を実施 

 

□「ジャズの街 神戸」の推進 

神戸ならではの特色あるエリアでジャズイベントを開催（兵庫津ジャズライブ 出

演バンド数７組／聴衆 550 人、1 DAY JAZZ ROAD 出演バンド数７組／聴衆 420 人） 

 

□六甲山ビジターセンターの管理・運営 

管理・運営に加え、「山の案内人」やコーディネーターを配置することで六甲山の

魅力発信と自然環境の重要性への理解促進による誘客促進 

 

□六甲山ツーリズム推進プロジェクト（新規） 

   六甲山自然体験シアターの設置や山上事業者と連携したイベントの開催により、六

甲山の魅力の再発見、交流人口拡大による活性化を推進し、六甲山の賑わいを創出 

 

 □六甲山名建築物探訪ツアーの実施 

  六甲山・摩耶山のツーリズム振興を図るため、常時公開されていない貴重な建築物

の見学やガイドツアーを実施し、六甲山の魅力発信につなげる取組を支援 

 

□行政と地域の連携による新長田のまちの活性化（新規） 

   行政が地域に溶け込み、行政と地域が連携してまちの活性化を図るため、合同庁舎

入居機関や地域団体等を構成員とした「新長田合同庁舎地域連携会議」を設置し、商

店街や地域団体が実施する集客イベントとの連携事業等を実施 

 

□農の神戸ブランド創出作戦 

   神戸産の農畜水産物や加工品をＰＲする「農都・神戸フェア」を開催するとともに、

神戸ブランドの創出に向け生産者等が行う新商品開発の取組を支援 

 

□河川愛護活動の支援 

県民の河川愛護活動の振興、良好な河川環境の保全を目的として、河川を環境学習

の場とする活動（まなぶ）、河川環境保全活動（まもる）、河川を主体とした地域交流

活動（ふれあう）に取り組む団体の活動を支援 

 

 □尼崎 21 世紀の森づくりの推進 

尼崎臨海地域（約 1,000 ㏊）において、魅力と活力ある地域に再生するため、緑の

回復、創造と水環境の改善による環境共生型のまちづくりを推進 

 

□官学連携による持続可能な水辺地域づくりの推進 

   地域資源を有効活用した持続可能な地域づくりをめざし、大学、企業、地域など多

様な主体が連携･融合した新たな地域づくり･地域活性化策の手法･方策の研究、検討、

取組みへの支援。（東播磨フィールドステーションの運営管理） 

 

□東播磨「人・まち」わくわく学び塾（新規） 

高校生・大学生等若者を対象に、東播磨地域の魅力や課題を学び、課題解決に向け

た企画立案等を行うことにより、地域への愛着を深め、地域づくり活動への関心を高

めることを目的とするワークショップ（４回、参加者延べ 68 人）、交流会（１回、参

加者７人）等を実施 
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□水辺の地域づくりの推進 

東播磨を象徴するため池群と水路網を地域の財産として守り、活かし、次世代へ継

承することを目的とした「いなみ野ため池ミュージアム」の取組を多様な主体の参画

により展開し、持続可能な地域づくりを推進（ため池保全活動年間 262 回、延べ参加

者 118 千人） 

 

□東播磨「農」のブランド化大作戦 

  JA 兵庫南の直売所イベントで地元産花苗を用いたマスコットキャラクターのモザ

イクアートの作成・演出や加古川和牛流通推進協議会による加古川和牛の試食や生産

者の顔写真入りメッセージカードの作成・配布による消費者等へ PR(来館者 8,268 名) 

地元産デュラム小麦を使用した生パスタの開発とパッケージ、ポスター等制作等によ

る PR により学校給食での食材展開、地元での販売・料理提供店舗数の拡大等につな

がり、ブランド力が強化（加古川生パスタ５種、スナックパスタ２種） 

 

□東播磨「人」と「農」の共創力アップ事業 

   直売所を拠点とした交流・体験により、地域農産物の付加価値化、生産拡大を図り、

かけがえのない「人」と「農」の関係を構築するため、交流・体験イベント等を開催 

 

□「豊かで美しい東播磨・神戸の海」復活大作戦（新規） 

   令和４年秋に明石市で「第 41 回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」が開催ること

から、海底耕うん等の実施など漁業者の栄養塩供給の取組と地域住民の豊かな海への

意識を定着させ、「神戸・東播磨の美味しい魚」をイベント等で PR 

 

□JR 加古川線、神戸電鉄栗生線、北条鉄道利用促進・活性化事業の推進 

北播磨の鉄道ネットワークを守り育てるため、沿線市町や関係団体と協力して、列

車内鉄道絵画展（応募 393 点）の開催、列車を活用したハイキングイベント（応募 148

名・当選者 20 名）を実施 

 

□東条川疏水ネットワークの推進 

   東条川疏水を地域財産として次世代につなぐため、疏水の大切さを学ぶ小学生への

疏水学習（出前授業８校、現地見学４校）、大阪大学ソーシャルイノベーション講座

との連携をきっかけとした「日本酒（山田錦）×伏流水」のせっけん開発や学生の企

画による「東条川フォトコンテスト」のほか、活動 10 周年を迎えて記念シンポジウ

ムを開催 

 

□北播磨「農」の６次産業化促進 

農産加工の開発･商談･ＰＲについて、一連のパッケージとして実施し、北播磨の

「農」の６次産業化を促進（アイスクリーム工房 BOSS&MOM のミルクジャム等６企画） 

 

□高校生による北播磨の「農」と「食」創造事業 

北播磨地域の豊かな「農」と「食」の魅力を広く発信するため、高校生による地産地

消活動を支援（小野工業高校での小野市産小麦粉を使用した幼児食「おやき」のレシピ

開発支援等６団体） 

 

□中はりま縁結び交流会「縁結び交流会 in 夢前」の開催 

   こうのとり大使による縁結び交流会をより一層効果的に実施するため、少子化によ

り廃園となった幼稚園舎を改修した農家レストランでの婚活イベントを計画したが、

コロナウィルス感染症拡大防止のため、イベント内容を変更し、中播磨県民センター

での婚活イベントを実施（１回開催、参加者：男性 10 人、女性 10 人、カップル成立

数４組） 
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□地域団体等の行う体験型メニューの開発支援（新規） 

地域資源を生かした体験メニューを実施する地域団体等の事業の立ち上げや内容

の充実を図り、西播磨地域への交流人口の増加を促進（５団体支援） 

 

□西播磨環境学習の推進 

エコツーリズム事業として「テクノ自然観察ウォーク＆エコ工作」など計４回実施

（参加者 141 人）。また、小学生とともに行う水生生物調査を実施（参加者 175 人） 

 

□次世代農業の担い手確保・育成 

西播磨地域で就農を希望する若年者を対象に、栽培技術や経営手法習得のための研

修や、就農から定着までの支援を総合的に行い、担い手農業者として育成 

 

 □地域で育む ふるさとの川づくり 

   赤穂市の市街地を流れる加里屋川改修事業において、赤穂小学校横の緩傾斜護岸を

フィールドとして、ホタルが飛び交う加里屋川をテーマに、地域住民が主体的かつ継

続的に川づくりに取り組む体制を構築 

 

□クリーン但馬 10 万人大作戦の推進 

但馬地域の環境美化を推進するため、毎年６月第１週の日曜日を基準日として、地

域団体、住民や小・中学生による清掃活動を行っており、海岸漂着ごみもあわせて回

収活動を実施（活動回数 345 回、参加人員 51,225 人、ごみ回収量 1,826t） 

 

□ラムサール条約湿地の保全活動等による人材の育成 

ラムサール条約湿地等で、高校生を主体とした若者によるフィールド観察・生態調

査、保全活動等を実施し、湿地環境の保全推進と人材を育成。高校生が活動結果を発

表する場を設定し、教育効果に貢献（調査・保全活動８回、参加者延べ 237 人、活動

発表会１回、参加者 58 人） 

 

□但馬地域鉄道利用の促進 

インスタグラムを活用したフォトラリー（投稿数 113 件）、駅周辺散策モデルコー

スの HP 掲載などを通じて、山陰本線・播但線沿線の魅力を地域内外に発信。レンタ

サイクル利用補助（利用数 498 件）や管内施設割引パスポート配布事業等を通じて交

流人口の拡大を促進 

 

□自然環境の保全・復活・再生に向けた総合的推進 

近年シカ等による食害と外来種の繁殖等により、自然植生が危機的な状況にあるた

め、地域の自然保護活動団体等で構成された「新さわやかな環境づくり但馬地域行動

計画推進協議会」が中心となって、保全活動等を支援（実施件数６件） 

 

□日本遺産を活用した地域の魅力づくりの推進 

   但馬の日本遺産（３件：鉱石の道、北前船、麒麟獅子）の認定ストーリーにちなん

だ地域づくりを推進するため、鉱石の道ウォーキングコース紹介動画作成、サイクリ

ングイベント、フォトスポット整備、各エリアのイベント支援等を実施 

 

□つながり続けよう但馬と学生グループ応援事業の推進（新規） 

授業やフィールドワークで以前但馬を訪れた大学生等の継続的な地域づくり活動

や地域づくりに意欲を持ち自分たちの地域に貢献する高校生の取組みを支援（大学生

グループ２件、高校生グループ３件） 
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□日本海マリン＆リバーツーリズムの推進 

沿岸の漁業資源を有効に利用して、地域の活性化を図るため、漁業者、観光事業者、

飲食店などが連携して、都市部の消費者に来て、見て、食べて、体験してもらうマリ

ン＆リバーツーリズムを開催（開催数 20 回、参加者 659 名） 

 

□清流の郷づくり大作戦の実施 

但馬北部の矢田川・岸田川・竹野川において、自然豊かな河川環境の復元を目指す

にあたり、地域住民や漁協・高校生等の参画を得てイベントを開催し、農業用施設や

環境保全に対する意識を高揚（環境保全イベント開催３回） 

 

□丹波の環境パートナーシップづくり 

管内における貴重な動植物の保全・再生意識の高揚、環境学習の推進のため、環境

パートナーシップ会議の開催やエコツアーの実施のほか、環境学習プログラムを提供

（参加者 84 人） 

 

□地域農業の担い手の育成・農地のフル活用 

農家の減少・高齢化や耕作放棄地の拡大が進む中、持続可能な農業・農村を実現す

るための「人・農地プラン」の作成と実現に向けて、集落営農の組織化、農業への新

規参入、農地のレベルアップ整備を推進 

 

□淡路人形浄瑠璃の振興 

国指定重要無形民俗文化財である淡路人形浄瑠璃の継承・発展に向けて、島外公演

や後継者交流発表会の開催、人形浄瑠璃のふるさと“西宮～淡路～徳島～京都”の関

係者による情報交換等を実施 

 

□「環境立島」島民率先行動の推進 

島民自らが豊かな環境の保全・創出・再生を目指して、「あわじエコライフスタイ

ル」運動など『環境立島淡路』島民会議を主体に活動を進め、「あわじ環境未来島構

想」の実現に向けた島民気運の醸成を図り、率先行動を推進 

 

 □あわじ環境未来島構想の推進 

生命つながる「持続する環境の島」を目標に、エネルギーと食の自給率向上と誰も

が安心して豊かな暮らしを送り続けることができるよう、住民、地域団体、NPO、企

業等の協働により、持続可能な地域づくりをめざす「あわじ環境未来島構想」を推進 

 

 

 交流等を通じた活動のきっかけづくり支援  

 

□わくわく幼稚園の開設 

幼稚園や保育所に通っていない在宅幼児を対象に、私立幼稚園等で在園児と同等の

基本的な生活習慣を身につける専門的幼児教育を実施（95 園） 

 

□乳幼児子育て応援事業〔私立幼稚園〕 

地域の幼児教育センターとして、在宅乳幼児の子育てを支援するため、地域の私立

幼稚園等で幼児教育体験や親子交流会等を実施（185 園） 

 

□地域ビジョン委員会の設置・運営 

公募委員と学識経験者などによる専門委員が、地域ビジョンの推進に向け、様々な

実践活動を実施 
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□「がんばる地域」交流・自立応援事業 

住民や地域等が企画した、地域活動及び交流拠点等の整備に要する経費を支援し、

多自然地域の自立に向けた取組を促進（実施地区 28 か所） 

 

□地域振興事業費補助 

自然環境の保全や人材育成等、地域住民や民間団体が行う地域ビジョンの推進及び

地域固有の課題解決に資する活動等に対して助成を実施（２団体） 

 

□地域づくり活動応援事業 

地域活動の充実強化を図り、コミュニティの活性化につなげるため、地域団体の創

意工夫による地域特性を活かした取組に対して助成。（助成件数 219 件、助成金額

39,429 千円  

[主な内容] 

・子育てを始めたばかりの新生児の親が育児に関する悩みを共有できるよう、ベ

ビー体操やハロウィン、クリスマスなどのイベントを開催（川西市） 

・自然が造った音楽堂・青龍洞のライトアップをバックに、青龍洞前広場にステ

ージを設営し、感染症防止対策を徹底の上で野外コンサートを実施（豊岡市） 

 

□ひょうごスタイルの普及促進事業（新規） 

新型コロナウイルス感染拡大を予防する新生活様式「ひょうごスタイル」を推進す

るため、「ひょうごスタイル」の普及啓発や活動スタイルの転換を図るための環境整

備を支援（助成件数：45 件、助成金額：27,177 千円） 

 

□ひょうご若者被災地応援プロジェクトの実施 

「ひょうごふるさと寄附金」を活用し、ひょうごの若者が被災地を継続的に支援す

る活動を応援することにより、被災地の復興を支援するとともに、今後の被災地支援

を担う人材育成を実施（令和 2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実績な

し） 

（参考）令和元年度実績：活動団体 17 団体、活動人数 179 人 

 

□ひょうご災害ボランティア協働会議 

  県内の大規模災害発生時に、様々な支援組織・団体が協働し効果的に支援活動を実

施できるよう、県内外の社会福祉協議会、NPO 法人、行政等が集まり、被災者ニーズ

や支援活動等の情報交換・共有を行える場を設置 

 

□大規模災害ボランティア活動応援事業 

  「ひょうごふるさと寄附金」を活用し、大規模災害発生時に、被災地に駆けつけボ

ランティア活動を行う団体・グループへ、交通費・宿泊費等の一部を助成することに

より、被災者の生活の早期復旧や災害ボランティアが駆けつけやすい環境づくりを推

進（令和 2年度は適用地なし） 

（参考）令和元年度実績：活動団体 53 団体、活動人数 663 人 

 

□ちょボラや瞬間ボランティア®の普及促進 

   見守り活動や通勤・通学、買い物などをしながら周囲の安全に目を配るちょボラ、

地域の安全に違和感を覚えた時に二度見や声かけをする瞬間ボランティア®など、誰

でも日常生活の中で簡単にできる見守り活動の普及、促進を実施(研修会２回、2,744

名、地域防犯講座２回、350 名） 
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□女性の就業サポート事業 

出産・育児等で仕事を離れた女性の再就業や継続就業を支援するため、セミナー等

の開催や職業相談・職業紹介等を実施（R2 年度就職者数 243 人） 

 

□ひょうご安全の日のつどいの実施 

犠牲者へ哀悼を捧げ、安全・安心な社会づくりを進めるため、「1.17 のつどい」を

実施した。（参加者：HAT 神戸 430 人（新型コロナウイルスの感染拡大を受け「メモリ

アルウォーク」等関連イベントは中止）） 

 

□地域相互見守りモデル事業（通称「地域となり組」）実施 

子育て支援や高齢者の見守り、地域防犯活動など住民主体の地域づくり活動や住民

交流の場づくり等を通じて、近隣住民が互いの顔の見える関係をつくることにより、

世代・性別を問わず日頃から助け合いのできる地域コミュニティの構築を目指す取組

を支援（８団体） 

 

□わくわく保育所開設事業 

地域における子育て支援の裾野を拡大するため、民間保育所における在宅児童（３

～５歳児）等に対する幼児教育・体験保育を先導的に実施（86 園） 

 

□乳幼児子育て応援事業〔民間保育所〕 

地域における子育て支援の裾野を拡大するため、民間保育所において在宅の０～２

歳児とその親を対象に実施する幼児教育体験や親教育、遊び指導等を支援（492 園） 

 

□里親制度の推進 

里親制度の推進・運営のために、研修や養育相談事業、里親里子交流等を実施 

 

□障害者芸術文化活動の支援 

  障害者の芸術文化活動の更なる振興を図るため、障害者芸術文化活動支援センター

を設置し、芸術文化活動を総合的に支援 

 

□障害者スポーツ推進プロジェクト 

  ワールドマスターズゲームズ2021関西、東京2020パラリンピック競技大会に向け、

県内障害者スポーツアスリートの発掘や育成・強化、障害者スポーツの普及啓発、環

境整備等を推進 

 

□商店街支援事業の実施〔コミュニティ機能強化＋プラン策定〕 

今後の商店街の方向性に向けた合意形成や、住民ニーズに対応した事業計画策定、

地域資源活用などの地域特性や住民ニーズに応じた活性化事業を支援（活性化プラン

策定事業５件、コミュニティ機能強化応援事業１件） 

 

□多面的機能支払交付金制度の推進 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮と地域資源の保全管理の担い手育成の

ため、自治会や子供会等の多様な団体との協働活動に支援（交付対象活動面積

50,630ha）） 

 

□住民参画型森林整備事業 

地域住民やボランティア等による自発的な森林整備活動に対し、資機材等を支援

（８地区（19.2ha）） 
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□生物多様性ひょうご戦略の推進 

行政、NPO、事業者、県民等の連携･協働による生物多様性の保全・再生活動を支援

するため、NPO 等によるオンデマンドでの活動発表会を実施（発表 14 者） 

 

□「スポーツ立県ひょうご」創出プロジェクト事業 

全県スポーツサミット等の開催、大学・企業や障害者スポーツと連携したスポーツイ

ベント及び親子で行うスポーツ大会等を実施（全県スポーツサミット参加者148人ほか） 

 

□ひったくり・特殊詐欺防止キャンペーンの実施 

ひったくり防止の気運を高め、地域の主体的な取組を支援するため、管内各警察署、

防犯協会等関係機関とも連携しながら啓発活動等を推進 

 

□自転車運転マナーアップキャンペーンの実施 

自転車関連事故の減少を図るため、各警察署、交通安全協会等と協働・連携して、

啓発グッズの配布等のキャンペーンを実施 

 

□赤穂海浜公園魅力アップ計画の推進（新規） 

赤穂海浜公園の更なる利用促進や集客増を図るため、「赤穂海浜公園魅力アップ計

画」に基づき、新たな施設整備の他、情報発信の強化や各種団体との連携強化等の管

理運営にかかる取組を推進 

 

□地域の見守り力アップ作戦の展開 

次代を担う但馬の青少年を地域で守り、育て、温かく見守るという意識を高めるた

め、警察や地域団体と連携した取組を展開 

 

□コウノトリの野生化 

コウノトリの野生復帰を進めるため減農薬・無農薬の「コウノトリ育む農法」を普

及させる等、住民の参画と協働による取組を推進（令和３年３月 31 日現在野外個体

数 220 羽） 

 

□あわじ地域づくりプラットフォーム形成事業 

NPO 法人等の地域団体が一堂に集まり、情報交換をして現状や課題を共有し、連携

しながら、地域課題解決や地域づくり活動へつなげていく場（プラットフォーム）を

形成するため、ラウンドテーブル（円卓会議）等を開催し、地域団体相互の連携を強

化し、地域の活性化を実施（ラウンドテーブル等参加者 56 名） 

 

□あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 

分別・リサイクルなどによるごみの減量化や、漂着ごみ問題に対する住民の環境意

識向上を図る取組を推進（一斉清掃年１回、参加者 27,874 人） 

 
 
 若者の育成、女性・シニア層の活躍促進  

 

□女性や高齢者による地域安全まちづくり活動の推進 

高齢者大学等に地域防犯講座を設置し、元気な高齢者の防犯活動への参加を促進（防

犯講座開催２回） 
 

□男女共同参画リーダー養成講座の開催 

地域で男女共同参画社会を推進する人材を養成するための講座を開催（修了生 21

人（うち女性 20 人）） 
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□男女共同参画推進員活動支援 

県民と行政が一体となって男女共同参画社会づくりを推進するため、男女共同参画

社会づくり条例第 24 条に基づき地域や企業、労働組合に男女共同参画推進員を設置

し、その活動を支援（1,312 人） 

 

□女性の活躍推進 

企業訪問等を通じ企業における女性活躍の取組を働きかけるほか、女性の継続就業

や職場復帰を目的としたセミナーを開催（企業訪問 70 社、セミナー開催 16 回） 

  

□地域祖父母モデル事業 

子育て支援に携わりたいというシニア世帯が、支援を受けたい子育て世帯に対して

祖父母のように日常的に行う見守りや相談、緊急時の一時預かり等を通じ、地域にお

ける擬似的な三世代家族の育成、地域全体で安心して子育てができる環境づくりを推

進（実施地区 56 地区、実施団体 18 団体、マッチング数 994 組） 

 

□「ひょうご子ども・若者応援団」活動促進事業 

青少年の健全育成に意欲ある企業･団体等と地域の青少年育成活動をつなぐため、

ニーズマッチング及び寄附金を原資とした助成事業を実施（マッチング 167 件、助成

35 件） 

 

□「ふるさとづくり青年隊」事業 

地域の青年が公募青年と協力し地域の課題解決や地域活性化に取り組む活動を支

援（９団体） 

 

□ひきこもりサポーターの育成 

  地域全体で、潜在するひきこもり者に早期に気づき、適切な支援へつなげられるよ

う、ひきこもりの課題を抱える青少年等を支援する「ひきこもりサポーター」育成研

修を実施し、地域における支援人材を育成（令和 2年度サポーター登録者数 32 人） 

 

□こころ豊かな人づくり 500 人委員育成事業の推進 

青少年育成活動や地域づくり活動に積極的に参画する担い手を育成するため、500

人委員会 OB 会等で構成する実行委員会を設置し、セミナーや交流活動を実施 

 

□女性消防団員活性化研修会の開催 

  女性消防団員の資質、能力の向上を図るため、研修会を開催（WEB 開催） 

 

□老人クラブ活動強化推進事業の実施 

高齢者の生きがいづくりと社会参画を促進するため、老人クラブと市町老人クラブ

連合会が実施する、会員の生きがいと健康づくりのための諸活動を支援（補助対象数

4,226 クラブ） 

 

□高校生献血等推進ボランティア事業 

若年層の献血の普及啓発のため、高校生ボランティアが文化祭の場などを活用し、 

パネル展示やアンケート・献血クイズ等を実施（実施校数３校） 

 

□ひょうご仕事と生活センター事業の推進 

ワーク・ライフ・バランスの全県的な普及を図り、多様で柔軟な働き方を推進する

ため、ひょうご仕事と生活センターおよび地域拠点事務所において、県内企業を対象

に普及啓発、情報発信、相談・研修、各種助成事業等を実施（研修実施件数 115 件） 
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□ものづくり体験館体験事業の実施 

中学生等の職業意識醸成のため、本格的なものづくり体験の機会と場を提供（もの

づくり体験学習 73 校、8,679 人） 

 

□高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業 
高齢者の就業機会を創出するため、高齢者がコミュニティ・ビジネスを立ち上げる

際に必要な経費の一部を補助（補助件数３件、申請件数７件） 
  

□若手起業家支援事業 

地域経済の活性化を図るため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業・第二創

業を目指す若手起業家を支援（補助件数 19 件、申請件数 131 件） 

 

□女性起業家支援事業 

地域経済の活性化を図るため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業・第二創

業を目指す女性起業家を支援（補助件数 57 件、申請件数 289 件） 

 

□シニア起業家支援事業 

地域経済の活性化を図るため、有望なビジネスプランを有し、県内で起業・第二創

業を目指すシニア起業家を支援（補助件数 36 件、申請件数 79 件） 

 

□ひょうごで輝く女性農業者の活躍促進事業 

女性向けの就農セミナー相談（セミナー参加者 26 人、相談者８人）や、若手女性

農業者の交流会の実施、地域で女性農業者が主となって活動するグループが新たに行

う取組に対する助成（４組）により女性農業者の活躍を促進、女性を雇用する事業者

向けの雇用研修会（参加者 43 人）を開催 

 

□高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～の実施 

高校生が就業について主体的な選択ができるよう、職業体験や職業人やキャリア 

アドバイザーによる進路講演会等の講話等を実施（インターンシップ 96 校（65.3%）、

進路講演会の実施 121 校（82.3%）） 

 

□阪神北若い力の魅力発信事業 

若い世代が持つ可能性を再認識し、ふるさと意識の更なる醸成を図るため、「ふれ

あいフェスティバル in 阪神北」の場で、日頃の活動成果を発表する機会を提供する

予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、現地開催中止となったた

め、ふれあいフェスティバルと併せて、出演を予定していた団体のパフォーマンス等

の動画を収録し、WEB 上で配信 

 

□西播磨就職フェアの実施 

  優秀な人材を確保し、地域活力の維持を図るため、コロナ禍での新しい生活様式の

もと、WEB 上で西播磨地域の企業が参加するオンライン合同企業説明会を実施 

 2021 春卒対象 R2.5.31、6.6 (2 日間) 参加企業 62 社、参加学生数 432 人 

 2022 春卒対象 R3.3.12、3.13(2 日間) 参加企業 60 社、参加学生数 304 人 

 

□女性による起業の促進 

丹波地域在住、または丹波地域で起業を目指す女性を対象に、起業に必要な知識・

ノウハウを習得するためのセミナーやビジネスプラン作成のための個別相談を実施

し、女性の起業を支援（参加者 23 人、年度内新規起業者３人） 
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 □学生等による地域貢献活動の推進 

丹波地域の活性化を推進するため、大学生等が地域と連携しながら実施する地域資

源を生かした景観づくりやイベント等の地域貢献活動及びその取組を広く情報発信

する大学連携フォーラムを支援（学生等８団体） 

 

 
 
◆ 活動団体の担い手を育成 
 

地域づくり活動の核となるリーダーの育成や後継者の発掘・育成支援に取り組みました。

また、誰もが円滑に団体業務を担えるよう、活動に必要なノウハウ、相談・調整先等 
を学ぶ機会を提供しました。 

  
 
□ふるさとひょうご創生塾の実施 

地域課題解決のための専門的な講義に加えてリーダーシップを身につけるための実 

践的なカリキュラムを実施し、一定の成果を収めた修了者を「ふるさとひょうご創生 

マイスター」として認定（入塾者数 0人(新型ｺﾛﾅの影響により入塾者なし) 卒塾者数

16 人 卒塾生累計 620 人、自治会等地域団体や NPO のリーダー、審議会委員等として

活躍） 

 

□「しごと活躍講座」事業 

地域で活動したいと考えるいなみ野学園受講生等を対象に、有償ボランティア等と

して活動するために必要な知識や技術を習得する講座を地域団体、関係機関との連携

により開催し、活動のきっかけとなる機会の提供、生きがいづくりを支援（実績：保

育補助者養成、剪定技術等３講座実施、修了者 51 人。昨年度受講者のフォローアップ

研修、受講者 34 人） 

 

□生涯学習リーダーバンクの設置 

     県民の主体的な学習活動を支えるボランティア指導者の人材登録制度を運営（登録

者数 194 人） 

 

□事業所防犯責任者設置事業 

     事業所における地域安全まちづくり活動を促進するため、防犯点検・改修の実施、

事業所内の防犯体制の整備等の役割を担う「防犯責任者」の各事業所での設置を促進 

（設置届出数 9,032 人） 

 

□自助力強化推進事業 

  高齢者や障害者の平常時の備えや早期避難の徹底等を団体内で啓発する防災ピアリ

ーダーを任命し、自助力の強化を推進（防災ピアリーダーの任命 64 人） 

 

□自主防災組織体制強化推進事業 

複数の自主防災組織で行う訓練を支援する「自主防災組織体制強化推進事業」など

を実施し、自主防災組織の活性化を推進 

 

□ボランティア振興事業 

地域福祉のコーディネーター育成のための研修・会議の開催や市町ボランティアセ

ンターへの個別支援を推進し、地域における福祉コミュニティを形成 
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□みんなの声かけ運動の推進・充実強化 

障害者、高齢者、妊婦など誰もがまちなかで困っているときに、みんなが声をかけ

て助け合う「みんなの声かけ運動」推進のため、推進員の登録及び企業・団体等との

応援協定を締結（協定締結団体 11 団体（累計 215 団体）） 

 

□認知症の人と家族を支える地域の人材育成 

認知症の人とその家族を地域で支える体制づくりのため、正しい知識と具体的な対

応方法等を市民に伝える認知症サポーター養成講座の講師役のキャラバン・メイトの

養成（県養成者数 96 人）や、認知症の人とその家族のニーズと認知症サポーター等身

近な支援者をつなぐ各市町の仕組みづくりの支援、認知症サポーターを店舗窓口等に

配置する「ひょうご認知症サポート店(事業所等)」の募集及び活動の推進（登録数 478

箇所） 

 

□いずみ会のリーダー養成と組織育成・活動支援 

よりよい食生活を地域へ浸透させ、県民の積極的な健康づくりを推進するため、兵

庫県いずみ会リーダーの養成や健康課題を踏まえた食生活改善活動を展開（いずみ会

リーダー養成数 76 人） 

 

□ひょうごユース eco フォーラム開催 

高校生・大学生の企画・運営等への参画のもと、世代や分野を越えた環境保全・創

造活動の担い手達による取組を紹介し、活動の活性化、担い手育成を図るフォーラム

を Web 開催（公開動画数 40 動画） 

 

□生涯学習ボランティア活動の推進 

博物館等におけるボランティア活動の拠点となる博物館ボランティアセンターを開設

し、情報提供・相談を行うとともに、各種セミナー等を実施（養成セミナー参加者479人） 

 

□共生博物館地域研究員養成事業の実施 

ひとはく地域研究員をはじめ多様な個人・団体の研究や活動の成果発表機会を確保す

ることで、人と自然の博物館との連携事業やボランティア活動等の実践におけるコーデ

ィネーターとしての更なる資質向上を推進（共生博物館地域研究員認定者延べ 273 人） 

 

□篠山層群化石を活用した地域活性化を目指す人材育成システム構築事業 

篠山層群から出土した岩砕を活用して、丹波市および丹波篠山市において研修会を

行い（参加者延べ 1,100 人）、石割と化石剖出ボランティアの人材育成を実施（登録者：

石割 109 人、化石剖出 31 人） 

 

□自主防災組織パワーアップ事業 

自主防災組織のリーダー等を対象に、新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえた

避難行動等の講義や避難所体験、マイ避難カードの作成（２会場８回、276 人参加） 

 

□北播磨圏域認知症対策事業 

早期認知症対策として、地域の交流基盤の整備を支援し、認知症の人やその家族の

応援団となる人材を育成するため、認知症カフェの立ち上げ支援及び認知症に関する

専門研修等を実施（北播磨型認知症カフェ（絆カフェ）立ち上げ支援３か所） 

 

□北播磨の特産農産物等育成促進事業 

  「山田錦」や「黒田庄和牛」など、北播磨地域の特産農畜産物の生産を支える担い

手の育成や経営安定を図るため、生産拡大・コスト低減・品質向上等につながる技術

導入を支援（４品目実施） 
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□北播磨資源循環型林業フォローアップ事業 

森林組合作業員を対象とした先進事業体等での現地研修を実施（現地研修開催等１

回、11 人受講） 

  

□地域防災力の充実・強化 

平成16年台風23号災害の記憶の風化を防いでその教訓を生かし、風水害や地震などの

自然災害の際に「自分の命は自分で守る」自助の取組を促すため、当時の被害状況等のパ

ネル写真や備えて欲しい防災グッズの展示を、豊岡市と朝来市の２会場で実施 

 

□地域防災力の充実強化 

阪神・淡路大震災から 26 年が経過し、被災県として震災を風化させず、経験と教訓

を継承するとともに、将来の災害の備えの一層の充実を図るため、小学生児童を対象

として、市や学校、地域の関係団体等と連携し、防災学習を実施（参加児童 90 名） 

 

□地域再生活動の次世代への継承 

若手移住者や現役・子育て世代、学生等の若年世代の参画を得て、高齢化や後継者

不足に悩む現在の地域活動の担い手から、活動のノウハウや様々な地域資源、地域活

性化の取組を次世代に承継する取組を支援(３地区) 

 

 
 
◆ 地域活動に取り組む多様な主体を育成 
 

地域が抱える課題をビジネスの手法により解決していこうとする地域運営組織の設立

（法人化）への取組、地域課題を解決するための地域団体の取組、生活支援サービス維

持に向けた取組への支援や、大学や企業が保有する知見や活動資源（人材、資金、施設

等）を地域づくりに活かす取組を支援しました。 
 

 
 グループ、団体・NPO 等の取組支援  

 

□ポストコロナ社会の具体化に向けた調査検討事業（新規） 

   ポストコロナ社会に向けた新たな社会づくりの取組を企業、大学、団体をはじめ県

民の英知を結集して展開するため、「ポストコロナ社会に向けて～兵庫からの挑戦～」

の提案を募集。寄せられた提案をはじめ、ポストコロナ社会に向けた取組を支援（補

助実績 34 件） 

 

□地域運営組織法人化推進事業 

地域活動から事業活動への転換を促進し、持続的、自立的な地域づくりの実現を図

るために、専門アドバイザーなどの派遣を行うとともに地域運営組織の設立（法人化）

のために必要な経費を支援（補助実績 11 件） 

 

□地域おこし協力隊等ネットワーク構築事業 

  県内で活動している100人強の協力隊員のサポートや地域活動の更なる活性化を図

るため、その退任者の６割強は地域に定住していることから、こうした人材を活用し

た OB・OG のネットワーク組織の構築を支援 
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□地域づくり活動等に取り組む団体・個人への表彰 

地域における実践活動の高揚を図るとともに、より良い地域コミュニティの創造を支

援するため、地域づくり活動やボランティア活動等に継続して取り組む団体や個人を表

彰（表彰実績：ひょうご県民ボランタリー活動賞 30団体・20人、くすのき賞 83 団体、

こうのとり賞 169 人） 

 

□まちづくり防犯グループの活動支援（防犯カメラ設置補助） 

地域の見守り力の向上を図るため、まちづくり防犯グループ等の地域団体が行う防

犯カメラの設置に係る経費を助成（428 団体・484 か所） 

 

 □地域安全マップ作成支援事業 

“死角のないまちづくり”に向けて、まちづくり防犯グループ等が行う活動地域内

の危険箇所等を点検する地域安全マップ作成に係る研修を実施することにより、地域

の防犯力向上を推進（４か所） 

 

□県民等からの支援物資を各施設に提供（新規） 

  県民や県内の企業等から寄贈された手づくりマスクや医療用手袋、防護具などの医

療用物資を高齢者施設や医療機関等へ提供 

 

□消防団活性化の支援 

  市町や県消防協会等と協働し、消防団活動の充実強化に向けた取組を支援するた

め、消防団が自主防災組織等と連携して行う実践的な訓練等を支援 

 

□DV 防止対策の実施 

民間支援団体による DV 被害者支援活動を強化するため、DV 被害者支援ボランティ

ア養成講座、DV 被害防止啓発事業、DV 被害者へのカウンセリング等を委託（委託団

体数延べ８団体） 

  

□商店街次代の担い手支援 

次代を担う商店街リーダーとして、商店街の若手商業者グループが取り組む活動を

支援するとともに、活動の成果発表をする場（全県交流会）を設け若手商業者の交流

を通じ、ネットワーク形成と学びの深化を支援（補助件数１件） 

 

□ひょうごフードドライブ運動の推進（新規） 

  家庭で余っている食品をごみにせず、それを必要とする福祉団体等にスーパーを通

じて寄付する活動「フードドライブ」の全県展開を推進（77 店舗で実施） 

 

□ひょうごの水辺魅力再発見！支援事業 

  海域や河川等における水辺環境の保全・再生・創出に資する取組を推進するため、

地域団体等が行う実践活動に対して助成等を実施（補助実績３件） 

 

□レジ袋削減対策の推進 

「ひょうごレジ袋削減推進会議」は全県的にレジ袋の削減を推進することとし、消

費者等にマイバッグの持参を推進 

 

□再生可能エネルギーによる地産地消モデルの構築（新規） 

  再エネ導入・計画が進む阪神北地域を対象に、木質バイオマス資源を活用した持続

可能なエネルギーの地産地消モデルを検討し、全県モデルを構築（フォーラム開催 

１回、検討会開催３回） 
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□「地域ふれあいの会」による地域安全活動の推進 

地域住民と協働して地域安全活動を推進するため、県下全域に地域ふれあいの会を

設置し、防犯パトロール・キャンペーン等を実施（委員活動回数 41,333 回） 

 

□地域安全応援事業 

地域の安全・安心の確保を図るため、地域団体が子どもから高齢者まで幅広く行う

見守り活動等、防犯活動の充実に資する事業に対して補助を実施（補助件数 12 件） 

 

□廃棄物不適正処理対策の推進 

  地域住民、県、市町、警察等の主体が連携して、監視パトロールやクリーン活動な

どの未然防止活動を行い、市民力を活かした廃棄物不適正処理に強い地域づくりを推

進（不法投棄未然防止協議会：宝塚市西谷地区（13 自治会）、猪名川町阿古谷地区（３

自治会）、猪名川町北部地区（４自治会）） 

 

□不法投棄・不適正保管への地域一体となった対応の強化 

地域住民、事業所と行政が一体となって不法投棄、不適正保管への対応を強化し、

不法投棄、不適正保管を許さない地域づくりを効果的に推進するため、監視カメラ、

啓発看板、防止ネット等を提供（不法投棄防止地区 295 地区、不法投棄防止協力事業

所 117 事業所を指定） 

 

□いくつになっても元気いっぱいプロジェクト（新規） 

   丹波地域では、介護予防のために、市において、住民が主体となって地域で多くの

高齢者が参加する健康体操の普及が進められ、地域で健康体操の実践活動が行われて

いる。健康体操の実践は、専門人材を必要とせず、地域の住民が主体となって元気な

高齢者を増やすことができる有意義な取組であることから、両市の取組を支援 

 

□地域防災力の向上支援 

活動の機運醸成を図り、避難訓練の実施等の防災活動への取組を促進するため、津

波防災フォーラム等のイベントを開催するほか、島内小中高等学校に対して防災学習

経費を補助 

 

□廃棄物の適正処理の推進 

不法投棄防止看板や資材の貸し出し等、地域住民等が実施する不法投棄監視活動を

支援することにより活動の活性化を図る。また、広域的に移動している産業廃棄物の

不適正処理を未然に防止するため、廃棄物運搬車両の路上検問を徳島県と合同で実施

（合同検問実施１回、検問車両８台） 

 

 

 コミュニティビジネス等の事業化の支援  

 

□小規模集落起業促進事業 

多様な集落活動サービスが利用できる地域づくりを進めるため、地域と地域に関わ

る人材が連携して起業する場合の経費を支援（実施地区 11 か所） 

 

□移動販売への支援 

中山間地域はもとより、都市部での買物利便性の向上と商店街の活性化を図るた

め、商店街等が行う移動販売を支援（補助件数１件） 
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 大学の活動支援  

 

□大学との連携による地域創生活動支援事業 

持続可能な地域創生・再生の仕組みを構築するため、地域と大学等が連携して実施

する地域活性化活動を支援（補助実績 12 件） 

 

□大学との連携による地域安全まちづくり活動の活性化 

若い世代の防犯活動への参加を促進するため、地域安全まちづくり活動に熱心に取

り組んでいる大学と県との間で学生の地域安全ボランティア活動への参加等を定め

た協定を締結し、連携して活動を促進 

 

□郊外型住宅団地再生先導的支援事業 

急激な人口減少・高齢化による地域活力の低下、空き家・空き地の増加等が懸念さ

れているニュータウンにおいて、市町や地域住民に対し、団地再生に向けた取組を普

及啓発するとともに、地域や市町が実施する団地再生に向けた取組を支援（郊外型住

宅団地再生コーディネーター派遣による団地再生への機運醸成１件） 

 

□関西学院大学柏原スタジオの運営支援 

柏原地域の活性化のため、関西学院大学がまちづくり会社や市、商工会、観光協会

等と連携して行う取組を支援 

 

 

 企業等の地域貢献支援  

 

□企業の社会貢献活動の促進 

地域密着型の CSR を行っている企業へのインタビューを HP「地域とともに歩むひょ

うごの企業」で発信（インタビュー１社、累計 104 社） 

 

□子育て応援協定団体等との協働事業 

地域団体等による特色を生かした子育て支援を推進するため、県と子育て応援協定

を締結した団体等の活動を支援（４団体） 

 

□企業の森づくり推進事業 

「新ひょうごの森づくり」の趣旨に賛同する企業が所有者に代わって県内の森林を

整備・保全する活動に対して支援し、多様な担い手による森づくりを推進（累計 39

社締結済） 
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（５） 資金調達支援    
 

◆ 活動の立ち上げと自立に向けた財政的支援 
 

地域づくり活動に取り組む団体やボランティアグループ・NPO 等の活動が安定的・継続

的に展開できるよう、持続的で自立に向けた取組や先導的な取組等を支援しました。 
 

 
◆ 活動資金を生み出す仕組みづくりを支援 
 

 ふるさとひょうご寄附金やコミュニティ・ビジネスへの支援など、多様な資金確保

の仕組みによる地域活動への支援を行いました。    

 
□ひょうごボランタリー基金助成 

ボランティアグループ・団体や NPO 法人等が行う地域づくり活動に対する資金支援

を行い、活動の活性化を推進。交流会の開催等を通じ、団体・グループの活動のレベ

ルアップを支援 
 
【県民ボランタリー活動助成】 

法人格を持たないグループによる草の根の活動に対し助成（助成件数 2,306 件 

助成金額 64,568 千円） 

［助成内容］ 

朗読ボランティア、点訳ボランティア、手話サークル、傾聴ボランティア、

ふれあい喫茶、ふれあい給食、いきいきサロン、防犯パトロール、子育て支援、

読み聞かせ、留学生支援 等  
 

【地域づくり活動 NPO 事業助成】 

NPO 法人等が地域団体等と連携し､機動力､専門性を生かして地域づくりを進め

る活動に対し助成（助成件数 43 件、助成金額 17,510 千円） 

［助成内容］ 

就学後の子育て支援、移住定住促進事業、コロナ禍で困難を抱えた方の日常

生活支援、外国人生徒への学習支援、環境学習プログラム、多世代交流プログ

ラム 等 
 

【中間支援活動助成】 

地域の NPO 法人等の活動を支援する NPO 法人、公益法人等の活動に対し助成（助

成件数 15 件、助成金額 12,976 千円） 

［助成内容］ 

団体の組織力向上、ファンドレイズを中心とした相談、NPO・地域団体連携マ

ッチング、 IT リテラシー向上、ネットワーク強化 等 

 

□ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の設置（新規） 

新型コロナウイルス感染症対策に奮闘している医療従事者を支援するため、県・市

町（神戸市を除く。）が協働して、幅広い層からの寄附を募り、医療機関に配分して、

慰労金（品）の支給や勤務環境の向上等の事業を実施（寄附額：令和 2年度末 3,866

件 615,692 千円、第 1次配分額：59 医療機関 486,650 千円） 
 

 
□「ふるさとひょうご寄附金」の募集 

ふるさとひょうご寄附金として、22 プロジェクトに対して寄附を募り、県内外から

多くの寄附申し出（1,330 件、114,083 千円） 



37 
 

（６） 連携支援    
 
◆ 多様な主体の連携を支援 
 

ネットワーク会議の開催や、地域づくり活動の取組の報告会などの場を活用し、ボラ

ンティアグループ、団体・NPO、企業、大学・学校等の多様な主体が情報を共有し、地域

での連携につながる支援をしました。 

 
 ネットワーク会議や事業報告会を通じたつながり形成の支援  

 

□アート de 元気ネットワーク in 兵庫・神戸推進事業 

県内各地で開催されている地域資源を活かした芸術祭や、地域の文化力向上・まち

おこしのためのアートプロジェクト等の連携を促進し、ノウハウの共有や県内外への

情報発信力を強化（参画団体９団体）。豊岡アートシーズン 2020 会場において、参画

芸術祭の共同出品を行い、各地域の芸術祭及び開催地の PR を実施 
 

□NPO と行政の協働会議の開催 

中間支援団体と連携しながら、地域に関わる様々な課題について、NPO 法人、団体、

行政等が協働で解決に取り組むための情報交換・意見交換会を実施（１回開催、参加

者 23 人、オンラインにより開催） 

 

□「新型コロナウイルスに負けない県民運動」の展開（新規） 

ひょうごスタイルの普及推進や適切な消費活動の実践及び特殊詐欺の防止などの取

組の実施について、こころ豊かな美しい兵庫推進会議構成団体を通じて県民への協力

を呼びかけ 
 

□被災地「絆」ボランティア活動支援事業 

「ひょうごボランタリープラザ」を中心に、東日本大震災や熊本地震災害の被災地

においてボランティアバスの派遣などの支援活動を実施 
 

□高齢者・障害者等の情報リテラシー強化事業 

高齢者・障害者等の消費者被害防止のため、市町や警察、福祉関係者団体等と連携

し、地域における見守り支援や、障害者や周囲の人向けのリーフレットの作成・配布

などの啓発を実施 

 

□地域安全まちづくり推進員設置事業 

地域安全まちづくり活動に自ら取り組むとともに、活動の先導や団体の連携のリー

ダーとなる「地域安全まちづくり推進員」の委嘱を進め、研修等により活動を支援（推

進員数 3,916 人） 

 
□地域で守る！子どもの安全安心確保事業 

地域が一体となって、子どもの安全を確保する体制を構築するため、リーダー養成

講座の開催や、地域における子ども等への実践的な訓練・研修会の実施を支援する子

ども安全サポート事業を実施（リーダー養成数 2,455 人、サポート事業 26 団体） 

 

□ひょうご家庭応援県民運動の推進支援 

家庭の絆を深め、地域で家族を支える取組を進めるため、「ひょうご家庭応援ネット

ワーク会議」による「ひょうご家庭応援県民運動」の展開を支援（「家族の日」運動、

ひょうご家庭応援県民大会（YouTube 配信 視聴回数 182 回）） 
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□父親の子育て参画推進事業 

家庭や地域、職場とのバランスの取れた環境づくりを推進するとともに、地域活動

の新たな担い手として活躍できるよう、フォーラムを開催し、男性の子育てや地域活

動への参画機会を広げるきっかけづくりを支援 
 

□ひょうご子育てコミュニティ 

子育て支援団体と支援を受ける者との交流会を開催することにより、少子対策ネッ

トワークを構築し、子育て支援団体や少子対策団体の発展を図る 

 
□介護予防・生活支援マッチング事業（新規） 

   産官学等協働による地域包括ケアの推進に向けて、介護予防・生活支援において広

域的にサービス提供する多様な社会資源である民間事業者、大学、社会福祉法人、NPO

等と、市町のマッチングを支援 
 

□ユニバーサル社会づくり普及推進事業 

ユニバーサル社会づくりに先導的に取り組む個人・団体・企業の顕彰、ラジオ「濱

田祐太郎のひょうごユニバーサル通信」の放送、ユニバーサル社会づくり動画コンテ

スト受賞作品の放映、メールマガジンによる情報発信等を通してユニバーサル社会の

理念普及を推進（ひょうごユニバーサル社会づくり賞 11 件､ラジオ放送月 1回､動画コ

ンテスト受賞作品の三宮センター街大型スクリーン及びイオン神戸南・北店での放映） 

 

□ユニバーサル社会づくりの充実強化 

「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」、「障害者等による情報の取得及び

利用並びに意思疎通の手段の確保に関する条例」（愛称：ひょうご・スマイル条例）、「ひ

ょうごユニバーサル社会づくり総合指針」に基づき、社会福祉審議会ユニバーサル社

会専門分科会での専門的な議論を踏まえた施策を展開 

 

□兵庫ゆずりあい駐車場の普及啓発 
障害者や難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行が困難な方が使用する障害

者等用駐車区画の適正利用を図り、これらの方の社会参加を促進するため、協力駐車

場の登録と利用証の交付を実施（協力駐車場（累計）1,880 施設・4,858 区画） 

 

□農福連携による障害者の就農促進事業 
   農業技術や農作物加工の専門家派遣や農福連携マッチング支援及び障害福祉事業所

の円滑な農業参入を推進するモデル事業等を実施し、障害者の多様な就労の場の充実

を促進 

 

□北播磨“ふるさと”情報の発信 

「生まれ育った北播磨」「生活し続ける北播磨」を大切に思う心を養うため、ふるさと

川柳コンテスト（応募 2,814 点）、ふるさと北播磨写真コンテスト（応募 419 点）を実施 

 

□高齢消費者被害防止対策 

高齢者の消費者被害の防止のため、消費者団体と高校生が協働して啓発チラシを作

成するなど、消費者被害に強い地域づくりを推進（配布枚数 20,000 枚） 

 

□夢但馬応援事業の推進 

夢但馬2014を契機に始まった次世代につなげる地域づくりとおもてなしによる交流

の拡大に繋がる活動の取組を一過性のものとしないため、「あしたのふるさと但馬」を

目指して取り組む地域づくり団体の活動を支援（助成 24 団体、4,520 千円） 
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◆ 地域を越えた連携・交流を促進 
 

地域相互の連携を深め、補完し合う関係をつくるため、地域づくり活動に関する情報

の発信、交流の機会の充実に向けた取組を進めました。 
 
 
 兵庫県や地域に縁や関心のある人・団体とのネットワークづくりの推進  

 

□「ひょうご五国博覧会」の開催 

   ひょうご五国の魅力、兵庫県の暮らしやすさなどを県内外に向けて発信するため、

オンラインによるイベントを開催 

   イベントステージ（６団体）やブースエリア（県の既存サイト 10 サイト）の他、

テレビ番組「ちちんぷいぷい 兵庫県ＳＰ」、ラジオ番組「アッパレやってまーす！」

で兵庫県の魅力を放送 

 

□交流を通じた地域づくり活動の支援 

地域づくり団体が、相互の情報交換や交流を行うため、地域づくりコーディネータ

ー研修会への派遣等を実施し、団体間の交流やスキルアップに寄与 

 

□集落連携計画策定事業 

集落（地域）の持続機能を高めるために、６次産業化の推進や広域的資源管理、事

業展開にあたっての役割分担など、広域的単位の運営組織づくりを進めるための計画

策定を支援（補助実績３件） 
 

□戦略的移住推進モデル事業 

   新たな移住・定住への取組として、戦略的に移住者や二地域居住者の受入れに取り 

組む地域をモデル的に支援（補助実績５件） 

 

 

 

 

 

 専門家によるコーディネート等の支援  

 

□地域再生アドバイザー派遣事業 

過疎化・高齢化が進展する集落の活動を維持・継続するため、アドバイザーの派遣

等により地域内外の合意形成や地域活動の試行的取組について支援（アドバイザー派

遣回数 93 回） 
 

□青少年愛護活動推進員の設置 

青少年課及び各県民局・県民センターに青少年愛護活動推進員を配置し、青少年を

取り巻く良好な社会環境づくりと地域ぐるみでの青少年育成活動を効果的に実施。地

域における環境浄化活動が推進され、有害役務営業店舗への青少年立入禁止明示等の条

例遵守の割合が向上 
 

□まちなか再生協議会等の運営支援 

   県が指定するまちなか再生区域（商店街と周辺住宅地）で活動する協議会に専門の

アドバイザーを派遣し、ハード・ソフト両面から区域のにぎわいづくりを支援 
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□田舎暮らし農園施設整備支援事業 

遊休農地等を活用し、農作業を通じた「楽農生活」を実践するための農園等に利用

する場合に必要となる農園施設整備や空き家等の改修に対して支援（農園施設整備：

２件、空き家改修：３件） 

 

□ふるさとむら活動の支援 

集落（ふるさとむら）に都市部の県民をボランティアとして受け入れ、共に農作業

や交流イベント等を行う活動を支援（ボランティア登録者 3,724 人) 

 

□プロから学ぶ創造力育成事業 

様々な分野で世界の第一線で活躍する兵庫ゆかりのクリエーターを学校へ招聘し、

中学生を対象に講話や実演を行うことで、これからの社会において、より豊かな感性

を働かせ、新たなアイデアを生む力を身につける機会を支援（実施校数 21 校、参加

生徒数 2,977 人） 

 

□地域と学校の連携・協働体制の構築 

社会教育法に基づき、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子ども

たちの成長を支えていくため、地域学校協働活動を推進（地域学校協働活動の総実施

日数 60,191 日（年間のべ日数）（政令市・中核市を除く）） 

 

□参画と協働による県民運動等推進事業 

  「こころ豊かな美しい阪神北推進会議」を支援するとともに、顕著な地域活動を行

っている県民の表彰や報告・交流会を通じて、地域づくり活動への取組を促進し、参

画と協働による“こころ豊かな兵庫”をめざす県民運動のさらなる拡がりを図る 

 

□ため池レガシーを次世代へつなぐプロジェクト（新規） 

   次世代を担う子どもから子育て世代･女性をターゲットに、ため池等の地域資源を

次の世代へとしっかり継承されるように学習会、学生研究支援、食材活用等を支援（学

習会 12 校、学生研究支援２校） 

 

□北播磨インバウンド推進事業 

ゴルフを主目的とした外国人旅行者を誘客し、地域体験観光や日本文化体験へと波

及させる北播磨インバウンドを推進するため、事業者・商工観光団体・行政からなる

兵庫・北播磨インバウンド推進会議が主体となり、誘客拡大にむけた PR 等を実施 

 

□地域づくり活動への支援 

地域団体活動の活性化とふるさと意識の醸成を図るため、地域団体の創意工夫によ

る取組を支援（11 件） 

 

□北播磨広域観光事業の推進 

交流人口の拡大のため、「ハートにぐっと北播磨」をキャッチフレーズに、管内市

町、商工観光団体と連携し、テイクアウトキャンペーンの実施（461 店）や観光情報

発信などの事業を展開 

 

□高校生ふるさと活性化事業 

  北播磨地域の高校生が地域との連携や協働、交流を図りながら行う地域の魅力発信

など、ふるさと活性化に繋がる取組を支援（８件） 
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□｢農｣と｢食｣体験ツアー 

  地元食材を用いた昼食、地場産業見学、地元農園での収穫体験など、地域の魅力を 

 体験するツアー（参加者 38 名）の実施や自然、歴史・文化など地域の魅力を体験す

るオンラインツアー（参加者 20 名）の実施を通じ、魅力を発信 

 

□食と農で結ぶ夢街道づくり事業 

  県道 67 号線を夢街道と名付け、夢街道沿線への集客を促し、地域の活性化を図る

ため、沿線で生産される様々な農畜産物や多くの観光資源や歴史・文化遺産などを活

用した農業体験・交流等の食と農を核とした各種の活動を支援（イベント支援３回） 

 

□「播磨・備前・美作国境地域」賑わいづくり 

   平成 14 年度から岡山県備前・美作両県民局と共同で県際交流マップの発行等（令

和２年度はラジオ関西「ひょうご・おかやまケンザカＥ！」の放送（8/1～3/31））に

よる連携事業や県際地域で開催されるイベントでの共同観光 PR を実施 

 
□ラジオ番組と連携した西播磨の魅力発信 

   ラジオパーソナリティーが西播磨地域の美しい風景とあわせて様々な特産品やグ

ルメを体感し、その内容をラジオで紹介するとともに、インスタグラムで西播磨ツー

リズム振興協議会と共通の＃（ハッシュタグ）で投稿 

 
□出る杭大会の Web 開催 

   夢を持って新しい分野に挑戦し、人や地域社会を元気にしようと取り組んでいる団

体、個人の活動発表を撮影した動画を配信（16 団体参加） 

 
□参画と協働による但馬地域ビジョン（バージョン２）の推進 

但馬地域ビジョン（バージョン２）が目指す将来像を実現するため、但馬夢テーブ

ル委員会を中心としたビジョンの普及啓発、実践活動を支援（実践活動数 88 回） 

 

 

 災害に備えたネットワークの構築  

 

□災害救援ボランティア活動支援事業 

市町社協等関係団体の連絡会議やボランティアコーディネーターの研修等、災害ボ

ランティアに関わる主体のネットワークを強化（災害救援ボランティア活動支援関係

団体連絡会議３回開催・災害ボランティアコーディネーター養成研修２回） 
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２ 県行政への参画と協働の推進 
 

（１） 情報公開の推進    
 

◆ 県民情報をわかりやすく、主体的に選択できるよう提供 
  
県民が的確な判断ができるよう、施策や各種調査データなどの情報を、様々な手段で

提供しました。 
 

 
□多様な広報媒体による広報の推進 

県民だよりひょうごのほか、Facebook などの SNS を効果的に活用して県政情報を提

供 

・印刷媒体：全世帯配布広報紙「県民だよりひょうご」、「あなたの県政-ひょうごEYE-」 

・電波･映像：県民情報番組「ひょうご発信！」、「こちら知事室！井戸敏三です」ほか 

   ・そ の 他：点字広報誌「広報ひょうご」、声の広報「愛の小箱」ほか 
 
□報道機関等への情報提供 

知事の定例記者会見（週１回）により、新聞やテレビなどの報道機関を通じて情報

を発信するとともに、会見の動画はインターネットでライブ・録画配信。また、県政

記者クラブ等と連携し、記者レクを開催 
 
□職員に対する広報研修の実施 

広報マインドを高め、広報技術の向上を図るための職員研修を実施（計 365 名） 

 

□戦略的な広報の展開 

外部専門人材として登用した広報官、メディアディレクター、編集・デザインディレ

クターのもと、統一コンセプトにより、県庁全体の広報力アップに向けた取組を実施す

るとともに、本県の魅力に基づくブランディング戦略を展開 

・全庁広報会議の開催（原則週１回） 

・階層別の職員研修の実施 

・庁内向けメールマガジンの発行（隔週） 

・兵庫五国連邦（Ｕ５Ｈ）プロジェクトの展開 

 

□情報公開制度の運用 

公正で透明な開かれた県政を実現するため、公文書の公開、情報提供等、情報公開

制度を適正に運営（請求件数 公開率（※）3,591 件(91.2%）※公開率＝(全部＋部分

公開)/(請求件数-取下)） 

 
□県民情報センターでの情報公開・情報提供 

情報公開制度及び個人情報保護制度の推進、県の施策・計画・統計等の資料の閲覧

サービスを実施 
・県民情報センター 
・地域県民情報センター（阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、

但馬、丹波、淡路）  
 
□収蔵資料検索・閲覧システムの運用 

公館県政資料館（歴史資料部門）において収蔵している約 10 万点の資料の目録を

データベース化し、インターネットで公開することにより、パソコン端末上での資料

の検索を可能とするシステムを運用 
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□県主催イベントにおける情報配慮支援事業 

聴覚障害者の社会参加促進のため、聴覚障害者が参加又は不特定多数の参加者が 300

人以上の県主催イベントで手話通訳者・要約筆記者の配置やヒアリングループの設置を

実施 

 

□食の安全安心と食育審議会等の設置 

食の安全安心と食育に関する条例に基づき、学識経験者、消費者・事業者・関係団

体の代表者及び公募委員により構成する審議会を年２回開催し、食の安全安心及び食

育に関する推進計画に基づく施策の取組状況について公開で審議し、議事録をホーム

ページで公表 

 

□ひょうご住まいサポートセンター運営事業 

高齢者向け住宅情報や住宅改修業者の登録情報など、住まいに関して行政が保有す

る情報をホームページで提供し、消費者の住宅に関する諸問題をサポート 
 

□インターネットを活用した県民への情報発信 

兵庫県警察ホームページのほか、兵庫県警察がアカウントを取得して運用するフェ

イスブック、ツイッター、ユーチューブを活用し、積極的に情報を発信 
 

□防犯情報等配信システムを活用した情報提供 

   犯罪発生情報をより早く配信し、また配信事案を種別ごとにアイコンで表示する地

点図や、街頭犯罪等を色分けで表示する分布図機能等による分かりやすい情報発信を

推進 
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（２） 政策形成への参画機会確保    
 
◆ 県行政に県民の意見・提案をつなぐ機会を積極的に確保 
 

県民から広く意見を求める機会を確保するとともに、県民による提案が行われる仕組
みを運用し、県民が県行政に提案できる多様な機会を確保しました。 
 
 
□さわやか県民相談の実施 

県民から寄せられる県政への意見や日常生活の諸問題等に関する相談に電話や面

談で直接対応（相談件数 15,754 件） 

 

□「さわやか提案箱」の実施 

ホームページ上の専用送信フォームから県政に関する意見、提案等を受け付け、県

民との対話機会を充実（受信件数 13,574 件） 

 

□県民モニターを活用した広聴の推進 

施策や事業の立案等に生かすため、インターネット上で募集した「県民モニター」

の意見を聴取（登録者 2,447 人、平均回答率 74.9％） 

 

□「21世紀兵庫長期ビジョン」に基づく活動の促進 

2040 年にめざす兵庫の未来像として「創造と共生の舞台・兵庫」を掲げたビジョン

の実現に向け、地域の課題や解決策の共有と、具体的取組についての機会を確保 

 

□地域未来フォーラム（夢会議）の開催 

参画と協働による新ビジョンの検討を進めるとともに、地域ビジョンの普及と実践

活動の輪を拡げることをねらいとして、県民との意見交換会を開催（開催・参加者５

地域５回、約 300 名） 

 

□地域ビジョン委員会の設置・運営 

公募委員と学識経験者などによる専門委員が、地域ビジョンの推進に向け、様々な

実践活動を実施 

 

□長期ビジョン審議会の設置・運営 

「新しい将来ビジョン」の検討について審議を実施 

 

□新長期ビジョンの策定検討 

令和３年度内の新長期ビジョンの策定に向け、地域の様々な団体や有志グループと

の意見交換や、若者がグループワーク形式で兵庫の未来を考える出前講座を実施。新

たな意見交換ツールとしてオンラインツール（Decidim）を導入するなど、検討過程

への多様な参加機会を確保 

 

□「さわやかフォーラム、さわやかトーク」の開催 

知事と県民が気軽に語り合える場を設け、地域づくりについて幅広い意見交換を行

う「さわやかフォーラム」や、地域活動グループを訪問し、現地で自由に意見交換を

行う「さわやかトーク」を開催 
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□県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の効果的な運用 

県民生活に密接に関わる計画や方針、条例案等を策定する際に、県民の意見を募集

し、対応を公表（実施案件 23 件） 

【パブリック・コメント意見提出手続を実施した計画･方針等】 

・住民基本台帳ネットワークに係る特定個人情報保護評価書（全項目評価書） 

・建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する兵庫県計画 

・暴力団排除条例 

・県税の賦課徴収等に関する事務における特定個人情報保護評価書(全項目評価書) 

・ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例 

・環境影響評価に関する条例施行規則 

・農林水産ビジョン 2030 

・ひょうご未来の高校教育あり方検討委員会報告書 

・尼崎西宮芦屋港の長期構想 

・ひょうご多文化共生社会推進懇話会報告 

・福祉のまちづくり基本方針 

・ひょうご男女いきいきプラン 2025（第４次兵庫県男女共同参画計画） 

・第 3 期芸術文化振興ビジョン 

・食品衛生法基準条例の一部を改正する等の条例 

・兵庫県動物愛護管理推進計画 

・参画と協働の推進方策 

・ひょうご消費生活プラン 

・兵庫県地球温暖化対策推進計画 

・兵庫県保健医療計画 

・兵庫県老人福祉計画（第８期介護保険事業支援計画) 

・第６期兵庫県障害福祉実施計画 

・ひょうご公共交通 10 カ年計画（2021-2030） 

・兵庫県ギャンブル等依存症対策推進計画 

 

□県民からの申出処理制度の運営 

男女共同参画に関する県民からの申し出の窓口を設置し、申出処理委員が公平、中

立な立場から対応 

 

□外国人県民共生会議の開催 

外国人県民を取り巻く課題に対し、行政と外国人団体がその取組を協議する場とし

て設置（開催回数１回） 

 

□ひょうご農林水産ビジョンのフォローアップ 

農林水産業・農山漁村施策の基本となる計画であり、県民の食と「農」に関する行

動指針となる「ひょうご農林水産ビジョン」のフォローアップを実施 

 

□「知事と神戸市民が語る集い」の開催 

神戸市内で活動する地域団体のリーダーと知事が県政や地域課題等について意見

交換を実施（自治会、婦人会、老人クラブ） 

 

□「県政懇話会」の開催 

神戸市各区で地域団体の幹部等と神戸県民センター職員が県政に係る意見交換を実施 
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◆ 審議会などへの県民の参画機会を拡大 
 

審議会や委員会など県行政の政策形成にかかる審議に、県民が直接参画できる機会を

確保し、審議会等にかかる情報の積極的な公開や、県民の広範なニーズの把握に努めま

した。 

 
 
□附属機関等の委員の公募の推進 

県が設置する附属機関等の審議に県民の意見等を反映させることを通じて、参画と

協働による県行政を推進するため、委員公募を積極的に導入（実施 22 機関） 

【委員公募を行った主な附属機関等】   
 
県民生活審議会、地域安全まちづくり審議会、男女共同参画審議会、 

科学技術会議、障害福祉審議会、子ども･子育て会議、 

健康づくり審議会、薬事審議会、食の安全安心と食育審議会、 

環境審議会、まちづくり審議会、景観審議会、住宅審議会、 

県立図書館協議会 等 

 

□審議会等の公開の推進 

県の政策の形成に関して調査審議する附属機関等の公開を推進（公開 51 機関） 

【会議を公開した主な附属機関等】    
県民生活審議会、男女共同参画審議会、長期ビジョン審議会、統計委員会、 
地域安全まちづくり審議会、交通安全対策会議、公益認定等委員会、 
防災会議、国民保護協議会、社会福祉審議会、障害福祉審議会、 
子ども・子育て会議、健康づくり審議会、薬事審議会、 
食の安全安心と食育審議会、職業能力開発審議会、農林水産政策審議会、 
環境審議会、環境影響評価審査会、港湾審議会、まちづくり審議会、 
国土利用計画審議会、土地利用審査会、景観審議会、都市計画審議会、 
住宅審議会、いじめ対策審議会、県立図書館協議会 等 

 

□病院運営懇話会の開催 

病院運営に当たって、県民の多様な意見を求めることにより、医療ニーズの的確

な反映を図るための懇話会を開催（県立病院ごとに設置） 

 

□学校評議員制度の推進 
  学校評議員が、学校の教育活動について地域住民などから幅広く意見を聞き、開

かれた学校づくりを推進（学校評議員 898 人） 
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（３） 協働事業の機会確保    
  
◆多様な公民協働の取組を展開 
 

地域の課題解決に向けたグループ・団体・NPO 法人・大学・企業等との協働事業を展開

するとともに、地域防犯などの特定分野の行政課題解決に向けて取り組む推進員の活動

を支援しました。 

また、県民局（センター）域ごとに取り組む地域特性（里山、ため池、芸術文化等）

を活かした多彩な事業の開催や運営の中で、様々な公民協働を推進しました。 
 
 
 多様な主体の共催事業の推進  

 
□県民文化普及事業の開催 

県内全域に文化の裾野を拡大するため、県域文化団体が主体となり、県内各地で 
文化事業を展開（11 事業、参加者 12,632 人） 

 
□エシカル消費推進事業 

  消費者センター等で各地域の団体や消費者リーダーを対象とした研修会や、捨てる

物をリサイクルして新たな物をつくる体験型講習会を消費者団体と協働で開催 

 

□消費者教育推進プロジェクト 

  「全県の消費者教育の中核拠点」機能強化のため、消費生活に役立つ情報の提供や

展示、団体やグループ活動・交流に使用できる無料のミーティングブースを設置した

「消費生活情報プラザ」を運営 

 

□ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」の運営 

警察に相談できない性暴力被害者の心身の負担軽減、被害の潜在化を防止するた

め、専用相談窓口と医療機関へのつなぎを一体的に行うセンターを運営 
 
□「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 

県民を交通事故から守るため、交通安全思想及び交通モラルの高揚を図るため、交

通安全教室等を実施（交通安全教室 1,029 回、飲酒運転追放宣言書 67 店舗、キッズ

交通保安官 152 人、出前式交通安全教育 13 回） 
 
□ひょうご子育て応援の店（子育て支援パスポート）の普及促進 

子育て世帯を社会全体で応援する取組として、店舗等事業者の協賛を得て、子育て

世帯を対象とした商品割引・特典サービスを実施（会員数 140,167 世帯） 
 
□第６次男女共同参画兵庫県率先行動計画の推進 

県が男女共同参画のモデル職場となるよう行動することにより、企業や市町におけ

る取組を推進 
 

□青少年を守り育てる県民スクラム運動の充実 

関係団体、業界の参画を得て、効果的な青少年施策の展開方法や少年非行への対策

等について協議する青少年育成スクラム会議を開催し、非行防止に向けた取組を展開

（青少年スクラム会議開催 34 回） 
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□インターネット依存等防止対策の推進 

  青少年のインターネット利用に関する基準づくりへの支援の努力義務や、青少年が

使用する携帯電話の原則フィルタリング利用等を定めている青少年愛護条例の趣旨

を踏まえ、産官学民言の協働により、青少年のネット依存防止やネット上の有害情報

への対策等を図り、良好な環境づくりを推進（県内青少年の携帯電話契約時のフィル

タリング利用率 78.7％） 

 

□インターネット利用基準作成遵守支援事業 

  青少年のインターネット利用に関する基準づくりを県内すべての人々が支援するこ

とを定めている青少年愛護条例の趣旨を踏まえ、小中学生のインターネット利用の自

主的なルールづくりの取り組みがさらに進むよう、利用基準の作成及び遵守を市町と

連携して支援（小中学校におけるルール策定状況 100％（835 校、神戸市除く 40市町）） 

 

□JK ビジネス対策の推進 

  改正青少年愛護条例に基づき、女子高生（JK）など児童の性を売り物とする JK ビ

ジネス（有害役務営業）等から青少年を保護するため、青少年が JK ビジネスに関わ

らないよう周知・啓発を行うとともに、青少年愛護活動推進員による実態把握や立入

調査などを行い、青少年の性被害防止対策を推進 

 

□全国健康福祉祭予選会の開催 

全国健康福祉祭へ派遣する兵庫県代表選手を選考するため、全国健康福祉祭（ねん

りんピック）の予選会を開催し、高齢者の交流を推進（出場者 784 人：令和２年度は

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部中止の競技あり） 

 

□健康づくりチャレンジ企業支援制度利用促進事業 

従業員及び家族の受診促進など健康づくりに取り組もうとする企業を「健康づくり

チャレンジ企業」として登録。健康情報の提供、がん検診、歯科検診の受診費助成等

の支援を実施（登録数 1,866 件） 
 
□健康ひょうご 21 大作戦の推進 

県民一人ひとりが自らの生活を見つめ直し、生活習慣の改善を図るため、県民総ぐ

るみで生活習慣病予防などの健康づくりを推進（参加団体の取組件数 5,989 件） 
 
□まちの保健室による健康づくり推進事業 

身近な場所で気軽に健康や子育てについて相談できる「まちの保健室」を開設する

兵庫県看護協会の取組を支援。運営にあたり、兵庫県理学療法士や兵庫県栄養士会と

の協働体制を整備（開設箇所 131 か所） 
 
□健康づくり声かけ運動推進事業 

高齢者や母子等への声かけと健康学習会の開催など健康づくり声かけ運動を展開

する地域組織「愛育班」の活動を支援するため、交流会や研修会等を開催（愛育班員

792 人） 
 
□不安や悩みを抱える若年妊婦等対策の推進（新規） 

思春期保健や妊産婦を支援する関係団体が連携し、正しい性意識や性行動、妊娠・

出産などのライフプランニングについて、シンポジウムの開催等により普及啓発を推

進。「思いがけない妊娠 SOS」相談を開設（相談者数 421 件）。若者を対象としたピア

サポートルームの開設（開設回数年 22 回）、若年妊婦等相談支援（相談者数 4,763 件） 
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□薬物乱用防止対策啓発事業 

地域での薬物乱用防止啓発活動を実施するため、県民に「薬物乱用防止指導員」を

委嘱。ボーイスカウトやガールスカウト等とも連携し活動を展開（啓発活動回数 46

回、参加者 82 人） 
 
□勤労者の骨髄等移植ドナー環境づくり推進支援事業 

ドナー休暇制度の導入など、骨髄等ドナーが骨髄提供しやすい職場環境づくりに取

り組む事業所に対して支援金を交付（交付先２事業所） 
 

□障害者雇用・就業支援事業 

障害者の雇用事業所の開拓・確保に向けた啓発や事業主団体・関係機関との連携、

障害者雇用優良事業所等の表彰を実施（優良事業所等の表彰：企業１社、勤労者４人） 
 
□障害者雇用就業・定着拡大推進事業 

障害者就業・生活支援センターに推進員を配置し、障害者の実習、就職先の開拓や、 
障害特性・能力に応じた就職相談等を実施（支援による就職者 413 人） 
 

□ひょうごジョブコーチ推進事業（新規） 

   障害者の雇用就労・職場定着支援の充実を図るため、県独自のジョブコーチ制度を

創設。ジョブコーチが障害者の職場を訪問し、個々の特性を踏まえた専門的な伴走型

支援を実施。（支援回数 139 回） 

 

□ひょうご観光本部活動支援事業 

民間の活力と地域の主体性を生かしながら国内外からの誘客、地域の活性化に取り

組むひょうご観光本部の活動を支援 
 
□農山漁村活性化応援事業 

農林漁業体験の場や農産物特産品など様々な地域資源を有する農山漁村の魅力を

生かし、都市住民等との交流に係る取組を計画・実施する NPO 法人等を支援（事業採

択件数６件） 
 
□おいしいごはんを食べよう県民運動の推進 

団体、企業、市町、県等が一体となった「おいしいごはんを食べよう県民運動推進

協議会」を中核として、健康的な食生活や農業・農村の保全につながる米食を提唱す

る県民運動を展開 
 
□都市農村交流資金の推進 

都市と農山村の交流を促進するため、体験農園、農家民宿、農家レストラン等の農

村体験交流施設の開設資金を支援（制度研修会開催９回）  
 
□ふるさとの森公園の運営 

地元住民と都市住民や世代間の交流の場、親子・家族のふれあいの場を提供し、人

と自然が共生する豊かな森づくりを推進するため、やしろの森公園など６公園を整備

し、県民の参画を得て、自然環境学習などの自主プログラムを展開（参加者 4,318 人） 
 

□全国豊かな海づくり大会開催準備事業の実施 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催が１年延期となった全国豊かな海

づくり大会兵庫大会の開催機運醸成を図るため、「大会記念リレー放流」や、県産水

産物を使った「大会記念レシピコンテスト」、「ひょうご豊かな海インスタグラム・フ

ォトコンテスト」等を実施 
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□人と環境が適正な調和を保つ環境適合型社会づくり推進事業 

県民一人ひとりの地球環境問題に対する正しい理解と幅広い主体の連携による環

境行動を呼びかける「地球と共生・環境の集い」を開催（例年であれば環境月間の６

月に開催するが、新型コロナウイルス感染症の影響により９月に開催） 
 
□地球環境時代に適応した新しいライフスタイル展開推進事業 

環境に配慮したライフスタイルへの転換を目指し、「地球環境時代！新しいライフ

スタイルを展開しよう～新しいライフスタイル委員会」が実施する調査・研究や省資

源を目的とするキャンペーン、学習会の開催等の普及啓発活動を支援 
 
□上山高原エコミュージアムの推進 

上山高原の豊かな自然を次代へ継承するため、地域の魅力を体験する多彩なプログ

ラムやイベントを地元住民の参画を得て実施（実施プログラム数 16 回、参加者 994 人） 
 
□県民等とのパートナーシップによる道路・河川等の維持管理（ひょうごアドプト） 

道路・河川・海岸などにおいて、地域団体・県・市町の３者による合意書を締結し、

県民とのパートナーシップによる軽易な維持管理や美化活動を推進（団体数 368 団体） 
 

□県民まちなみ緑化事業 

都市の環境改善や防災性の向上を図るため、住民団体等が実施する植樹や芝生化な

どの緑化活動を支援（補助件数 238 件） 
 
□緑化基金事業の推進 

県民の緑化活動を支援するため、基金を活用し、緑化資材等を活動団体に提供（支

援団体数 900 団体） 
 

□オールドニュータウン再生モデル事業（明舞団地）の実施 

地域住民団体と連携し、世代間交流や地域の賑わいを創出するイベントを開催、県

営住宅の空き住戸を活用した学生シェアハウスの運営などの取組を実施（世代間交流

イベント 10 回、学生シェアハウス事業入居者３人） 

 
□播磨科学公園都市の魅力あるまちづくり 

播磨科学公園都市における参画と協働による魅力あるまちづくりを進めるため、住

民等による地域活動を支援するとともに、交流と創造の場としてコミュニティスペー

スを運営 

 

□PTA による学校、家庭、地域の連携強化事業 

地域コミュニティ活性化による地域の教育力向上のため、PTA や地域団体との協働

による活動を推進（新型コロナウイルスの影響により資料配布のみ（868 団体）） 

 
□ひょうご女性スポーツの会の活動支援 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」への参加を促進するとともに、女性の

スポーツ環境の向上、女性のスポーツ人口の増加を目指し、ひょうご女性スポーツの

会の活動支援を実施（会員数 15 団体、9,340 人） 

 

□「関西マスターズスポーツフェスティバル」開催事業 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開催に向けて機運醸成を図るため、県民

が参加可能なオープン型の生涯スポーツ大会を開催（参加者 6,774 人） 
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□地域交通安全活動推進委員との協働による交通安全活動の推進 

公安委員会が委嘱した委員と警察が協働し、交通安全教育や違法駐車追放に向けた

キャンペーン等の活動を展開（交通安全教育 649 回） 
 

□業界団体との協働による高齢運転者交通安全推進事業 

自治体・企業・団体等の協力を得て、「高齢者運転免許自主返納サポート協議会」

を設置し、交通機関の運賃割引等の措置を講じることで、運転に不安をもつ高齢者の

運転免許自主返納を促進（高齢者返納数 24,427 人） 
 
□県民局（県民センター）ごとに取り組まれている協働事業 

神 戸 ・湊川隧道の活用 ・河川愛護活動の支援  
・県立舞子公園の利活用の推進 

 
阪神南 ・尼崎 21 世紀の森づくりの推進 ・尼崎港水質浄化プロジェクト 

 
阪神北 ・阪神アグリパーク構想の推進 

・北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）構想の推進 
 
東播磨 ・水辺の地域づくりの推進  

・官学連携による持続可能な水辺地域づくりの推進 
・東播磨ツーリズムファンづくり事業（新規） 
・みんなでつくって食べよう「東はりま発ヘルシーメニュー」 
・チャレンジショップ「きずな」定着支援事業 

 
北播磨 ・若者の北播磨企業への定着促進  

・「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 
・北はりま田園空間博物館交流事業の推進 
・JR 加古川線、神戸電鉄栗生線、北条鉄道利用促進活性化事業の推進 
・地域包括ケアシステムの推進 ・北播磨「農」の６次産業化促進 

 
中播磨 ・JR 姫新線利便性向上対策事業 

・「ストップ・ザ・交通事故！県民運動」啓発活動強化事業 
・日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 
・播但線沿線等の魅力アップ（新規） 

 
西播磨 ・姫新線利用促進・活性化対策 ・空き家活用まちづくり  

・「赤穂線沿線４市」観光 PR 
・西播磨ツーリズム振興協議会によるツーリズムの総合的推進 
・兵庫・鳥取県際交流～日本の原風景「国道 29 号沿線地域」賑わいづくり～ 

・しゃくなげ優良個体保全と景観整備支援 

・西播磨フードセレクション 2020 ・西播磨ふるさとの風景づくり 
 
但 馬 ・“但馬はひとつ”夢但馬の推進 ・夢但馬応援事業の推進 

・夢但馬周遊ツーリズムの推進 ・クリーン但馬 10 万人大作戦の推進 
・但馬地域鉄道利用の促進 ・山陰海岸ジオパークの推進 
・自然環境の保全・復活・再生に向けた総合的推進 
・日本遺産を活用した地域の魅力づくりの推進（新規） 
・但馬グリーン・ツーリズムの推進 
・清流の郷づくり大作戦の実施 
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丹 波 ・地域医療を支える健康福祉ネットワークの推進 
・丹波の里山づくりの促進 ・地域農業の担い手の育成・農地のフル活用 
・JR 福知山線の利用促進 
 

淡 路 ・「御食国淡路島」推進戦略の展開 ・“御食国あわじ”島グルメの情報発信 
・あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 ・放置竹林の拡大防止とその利用促進 

 
 
 指定管理者制度による施設運営の展開  

 
□指定管理者制度の効果的な運用 

公の施設としての公共性、利用の公平性、運営の安定性を確保する一方で、施設の

特性に応じ、民間事業者のノウハウを活用することにより、効率的で県民サービスの

向上につながる質の高い管理運営が期待できる場合は、原則として公募により指定管

理者を選定（R2 年度公募実施：県民会館、但馬長寿の郷、文化体育館など 14 施設） 
 
 
 企業等との連携協定に基づく協働の推進  

 
□男女共同参画社会づくり協定 

男女共同参画社会づくりに向けた職場づくりに積極的に取り組む県内の事業者と

県が協定を結び事業者の取組内容を広く PR する等、取組を支援（協定締結数 1,375

社・２団体） 
 
□兵庫県子育て応援協定 

連合兵庫、兵庫県経営者協会、兵庫県の三者が、少子対策・子育て支援に民間・行

政が一体となって取り組むために締結した「仕事と生活の調和と子育て支援に関する

三者合意」に基づき、地域の子育て家庭への応援や従業員の子育てと仕事の両立支援

を進める企業・団体と協定を締結（協定締結数 1,401 社、38 団体） 

 
□兵庫県地域見守りネットワーク応援協定 

一人暮らし高齢者世帯などの孤独死が社会問題となる中、見守り活動や緊急事態へ

の早期対応が課題となっていることから、各家庭を訪問し異変を発見する可能性のあ

るライフライン企業等と県、兵庫県社会福祉協議会、兵庫県民生委員児童委員連合会

が協定を締結し、市町が取り組む見守り活動を支援（協定締結数 34 社） 
 
□健康づくり推進サポート企業との健康づくり応援協定 

県と協定を締結した健康づくり推進サポート企業が、有料で健康教室の実施に係る

相談、企画立案、講師の派遣、研修プログラムの提供等を実施し、より一層健康づく

り支援メニューを充実（協定締結数 12 社） 
 
 
 推進員等の設置  

地域福祉、防犯・防災、教育など特定分野の課題の解決に向けて県行政と協働して取

り組む推進員を設置。その活動が円滑に進むよう活動に必要な情報提供や活動の PR、

他の推進員とのネットワークづくりを推進 
〔推進員委嘱数〕69 職種、25,140 人 
〔主な推進員〕男女共同参画推進員、青少年愛護活動推進員、くらしの安全・安心推

進員、地域安全まちづくり推進員、民生・児童協力委員、地球温暖化

防止活動推進員等 
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 行政手続きの簡素化の促進  

 
□行政手続きに関する押印、書面規制等の見直し 

県独自の手続の原則押印廃止（1,895 手続のうち、1,873 手続(98.8％)）により、

県民による申請等の手続について、対面や郵送によらず、オンライン・ペーパーレス

化を推進 
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（４）評価・検証への参画機会確保    
 
◆ 県行政の評価・検証への県民参画を促進 

 
 県民と政策目標を共有し、県事業への関心を高めるため、県施策の推進状況や成果

等をわかりやすく公表する取組を推進するとともに、インターネットアンケート等を

活用し、県民が県施策の事業評価に参画する機会を確保しました。  
 
□外部監査人による監査 

監査結果とともに、監査結果に係る措置結果についても公表 
 

□投資事業評価の実施と評価結果の公表 

審査会において投資事業評価を実施し、審査結果、評価調書等を県 HP 上で公表（98

件） 
 

□県立試験研究機関に係る研究評価の実施と評価結果の公表 

県立試験研究機関における内部評価に加え、外部評価委員会において研究課題の評

価を実施し、評価結果を公表（外部評価委員会開催５回） 
 

□「21 世紀兵庫長期ビジョン」点検・評価指標の運用 

「21 世紀兵庫長期ビジョン」の実現に向け、「兵庫のゆたかさ指標」等を活用し、

評価・検証を実施 
 
□「21 世紀兵庫長期ビジョンの推進状況報告書」の作成（HP 掲載） 

長期ビジョンの掲げる４つの社会像と 12 の将来像の体系に沿って、その推進状況

を明らかにする報告書を作成し、HP 上で公表 
 
□「令和２年度ひょうごの男女共同参画」の作成 

市町等における意識醸成や取組推進のため、男女共同参画の推進状況をまとめ、HP

等で発信し市町へも周知 
 
□「ひょうごみどり白書 2020」の作成 

農林水産ビジョンの実現に向けた取組を評価・検証し、「ひょうごみどり白書」と

して作成・公表 
 
□企業庁経営評価の実施と評価結果の公表 

外部委員で構成する「企業庁経営評価委員会」において、事業の経営状況等に係る

指標を評価・検証（実施回数２回）し、HP 上で公表 
 

 



ひょうごチャンネルの運営 広報戦略課

新 次なる波に備えた情報発信の強化 広報戦略課

「兵庫2030年の展望」の推進 ビジョン課

『ひょうご五国の地域創生』の広報展開 地域創生局企画参事（地域創生担当）

拡 ひょうごe-県民登録制度の展開 地域創生局企画参事（地域創生担当）

新 地域遺産の魅力の発信 地域創生局企画参事（地域資源担当）

ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業 県民生活課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin阪神北」の開催 県民生活課、阪神北県民局県民交流室

新 新型コロナウイルス感染症に関連する人権啓発強化事業 人権推進課

外国人県民安全安心ネットの推進（外国人県民相談・情報提供事業） 国際交流課

「あいたい兵庫2020キャンペーン」の実施 観光企画課

農のゼロエミッションの推進実践支援事業 消費流通課

地域創生！再エネ発掘プロジェクト事業 温暖化対策課

新 淡路花博20周年記念花みどりフェアの実施 公園緑地課

ひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会の運営 住宅政策課

ひょうごのふるさと魅力発見事業（中学生向け資料「ふるさと
兵庫魅力発見！」の配布）

義務教育課

ひょうごの遺産魅力発見事業 文化財課

松帆銅鐸等埋蔵文化財を活用した地域振興への支援 文化財課

地域活性化支援事業 神戸県民センター県民交流室

「あにあん倶楽部」での阪神南の情報発信 阪神南県民センター県民交流室

阪神アグリパーク構想の推進 阪神北県民局阪神農林振興事務所

新 東播磨ツーリズムファンづくり事業 東播磨県民局地域振興室

北播磨移住促進事業の推進 北播磨県民局県民交流室

拡 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 中播磨県民センター県民交流室

拡 思わず行きたくなる中はりま誘客推進 中播磨県民センター県民交流室

拡 日本遺産を生かしたまちづくり支援事業 西播磨県民局県民交流室

｢但馬で働こう｣大作戦の推進 但馬県民局地域政策室

拡 夢但馬周遊ツーリズムの推進 但馬県民局地域政策室

山陰海岸ジオパークの推進 但馬県民局地域政策室

“もりびと”の育成 丹波県民局県民交流室

拡 恐竜化石フィールドミュージアムの推進 丹波県民局県民交流室

拡 観光情報の戦略的発信 丹波県民局県民交流室

都市住民の転入促進事業 淡路県民局洲本土木事務所

ふるさと応援交流センターの設置 地域創生局企画参事（地域振興担当）

「五国の元気づくり交流拠点モデル」の支援 地域創生局企画参事（地域振興担当）

兵庫情報ハイウェイ利用促進事業 情報企画課

新 スマートシティ推進事業 情報企画課

（１）「地域づくり活動支援指針」に関する施策

小項目
新
拡

事業名
再
掲

課室名

情報提供・相談体制整備

■地域づくり活動に役立つ情報提供

県民の地域づくり活動への関わりを促進するとともに、取り組んでいる活動が拡充するよう、地域づくり活動に関する情報提供や活動
の段階に応じた相談に対応します。

□地域づくり活動に関する情報をわかりやすく提供

■ふるさと意識醸成につながる情報発信
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地域づくり活動情報システムによる情報発信 県民生活課

のじぎくボランタリーネットの運営 県民生活課

生涯学習情報コーナーの運営 県民生活課

“こころ豊かな美しい兵庫”をめざす県民運動の推進 県民生活課

新 ポストコロナ社会の新たな生活スタイルの調査研究事業 県民生活課

拡 ビッグデータの健康づくりへの活用促進 健康増進課、国保医療課

拡 カムバックひょうご促進事業 地域創生局企画参事（地域創生担当）

拡 県版地域おこし協力隊の設置 地域創生局企画参事（地域振興担当）

ひょうごボランタリープラザの運営 県民生活課

NPO法人の認証・認定 県民生活課

地域生活創造情報プラザの設置・運営 県民生活課

神戸生活創造センターの運営 県民生活課

東播磨生活創造センターの運営 県民生活課

丹波の森公苑の運営 県民生活課

生涯学習情報コーナーの運営 再 県民生活課

ICTを活用した市町消費生活相談支援事業 消費生活課

地域活動コーディネーターの設置 青少年課

生きがいしごとサポートセンターによる起業・就業支援 労政福祉課

新 ひょうご再エネ導入加速化プロジェクト 温暖化対策課

ひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会の運営 再 住宅政策課

西播磨暮らしサポートセンターの運営等 西播磨県民局県民交流室

拡 但馬Ｕ・Ｉターン４００人大作戦 但馬県民局豊岡土木事務所

拡 移住・環流プロジェクトの推進 丹波県民局県民交流室

都市住民の転入促進事業 再 淡路県民局洲本土木事務所

ふるさと文化の伝承・発信サポート事業 芸術文化課

高等学校における消費者教育推進事業 消費生活課

若者の消費者力アップ事業 消費生活課

消費者教育体験学習会事業 消費生活課

シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業 男女家庭課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」の実施 青少年課

こどもの館子育てふれあい事業 青少年課

拡 ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 環境政策課

環境体験事業の実施 義務教育課

拡 伝統文化の学びの充実事業 義務教育課

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の 実施 義務教育課

地域に活かす「トライやる・アクション」の実施 義務教育課

自然学校の推進 義務教育課

道徳教育推進事業の実施 義務教育課

特別支援学校・交流体験チャレンジ事業 特別支援教育課

高校生ふるさと貢献・活性化事業 高校教育課

社会参画推進学習プログラム研究事業 高校教育課

□活動の段階に応じた幅広い相談に対応

知識･技能の習得機会提供

地域づくり活動への興味や関心を喚起するとともに、活動に役立つ知識・技能を習得する機会を提供します。

□地域で活動するための知識や技能の学習機会を提供

■青少年の体験学習の充実
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高等学校地域オープン講座の開設 高校教育課

拡 子ども多文化共生教育の推進 人権教育課

伝統文化を通じた青少年の文化力アップ 中播磨県民センター県民交流室

高校生等の消費者力アップ大作戦 西播磨県民局県民交流室

“もりびと”の育成 再 丹波県民局県民交流室

シューベルティアーデたんば「ふるさと音楽ひろば」の支援 丹波県民局県民交流室

新 専門学校リカレント教育推進プロジェクト 私学教育課

新 リカレント教育推進プロジェクト 大学課

ひょうご地域再生塾の開催 地域創生局企画参事（地域振興担当）

文化会館等の活性化 県民生活課、北播磨・西播磨・但馬・淡路県民局

生涯学習情報コーナーの運営 再 県民生活課

地域高齢者大学の運営 県民生活課

いなみ野学園の運営 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 県民生活課

いなみ野学園多世代交流応援プロジェクト 県民生活課

新 但馬文教府「ふるさと交流館」開館記念式典 県民生活課

県立広域防災センターの運営 消防課

楽農学校事業 楽農生活室

拡 地域楽農生活センターの開設支援 楽農生活室

森林ボランティアの育成 豊かな森づくり課

エコツーリズムバス運行支援事業 環境政策課

ひょうご環境体験館の運営 環境政策課

社会基盤学習の実施 技術企画課、各県民局・県民センター

地域に学ぶ人権学習推進事業 人権教育課

若者等による地域資源の発掘・魅力の継承 地域創生局企画参事（地域資源担当）

県庁発祥の地整備促進事業 地域創生局企画参事（地域資源担当）

拡 地域との協働による先進的教育研究開発事業 高校教育課

新 六甲山ツーリズム推進プロジェクト 神戸県民センター県民交流室

新 「ミュージアムロード＆ＨＡＴ」アートプロジェクト 神戸県民センター県民交流室

兵庫津歴史資源の活用 神戸県民センター県民交流室

「ジャズの街　神戸」の推進 神戸県民センター県民交流室

農都こうべ食農教育推進事業の実施 神戸県民センター神戸農林振興事務所

淡山疏水の偉業にふれるツアーの実施 神戸県民センター神戸土地改良センター

尼崎の森ファミリークラブの実施 阪神南県民センター尼崎港管理事務所

「地域見本市」の開催 阪神北県民局総務企画室

拡 北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）構想の推進
阪神北県民局県民交流室、阪神農林振興事
務所

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin阪神北」の開催 再 県民生活課、阪神北県民局県民交流室

県立有馬富士公園「新宮 晋 風のミュージアム」の魅力発信 阪神北県民局宝塚土木事務所

水辺の地域づくりの推進 東播磨県民局地域振興室

新 東播磨「人・まち」わくわく学び塾 東播磨県民局地域振興室

拡 東播磨「農」のブランド化大作戦 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

地域づくり活動への支援 北播磨県民局県民交流室

夏休みふるさと環境体験ツアー 北播磨県民局県民交流室

北はりま田園空間博物館交流事業の推進 北播磨県民局県民交流室

高校生ふるさと活性化事業 北播磨県民局県民交流室

北播磨インフラツアー 北播磨県民局加東土木事務所

拡 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 再 中播磨県民センター県民交流室

拡 思わず行きたくなる中はりま誘客推進 再 中播磨県民センター県民交流室

西播磨環境学習の推進 西播磨県民局県民交流室

県立高校との連携による人材育成 西播磨県民局県民交流室

■多様な世代の生涯学習の充実

■地域の魅力や課題を学ぶ取組の支援
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出る杭大会のWeb開催 西播磨県民局県民交流室

新
西播磨山城復活プロジェクト（西播磨山城の眺望復活大作
戦、西播磨山城攻略拠点の整備）

西播磨県民局県民交流室、光都農林振興事
務所、光都・龍野土木事務所

次世代農業の担い手確保・育成 西播磨県民局光都農林振興事務所

産業活性化の推進 但馬県民局地域政策室

コウノトリと共生する地域づくりの推進 但馬県民局地域政策室　

ウスイロヒョウモンモドキ保護対策と交流の促進 但馬県民局地域政策室

但馬グリーン・ツーリズムの推進 但馬県民局豊岡農林水産振興事務所

「人と森林（もり）をつなぐ道プロジェクト」の推進 但馬県民局朝来農林振興事務所

丹波の環境パートナーシップづくり 丹波県民局県民交流室

拡 恐竜化石フィールドミュージアムの推進 再 丹波県民局県民交流室

拡 明智光秀ゆかりの地の魅力発信 丹波県民局県民交流室

拡 観光情報の戦略的発信 再 丹波県民局県民交流室

関西学院大学柏原スタジオの運営支援 丹波県民局丹波土木事務所 

学生等による地域貢献活動の推進 丹波県民局丹波土木事務所 

拡 あわじ環境未来島構想の推進
地域創生局企画参事（地域振興担当）、淡路
県民局交流渦潮室

日本遺産「国生みの島」の魅力発信 淡路県民局交流渦潮室

「淡路くらしのひろば展」の開催 淡路県民局交流渦潮室

「あわじ菜の花エコプロジェクト」の推進 淡路県民局交流渦潮室

「淡路ふるさと学習副読本」、「あわじ環境未来島副読本」の活用 淡路県民局交流渦潮室

ため池交流保全の全島展開 淡路県民局洲本土地改良事務所

淡路島の景観づくり運動の推進 淡路県民局洲本土木事務所

拡 「淡路島ガーデンツーリズム」の推進 淡路県民局洲本土木事務所

いなみ野学園の運営 再 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 再 県民生活課

「参画と協働ガイドブック」を活用した県民への普及・啓発 県民生活課

高齢者の特殊詐欺被害防止に向けた啓発事業 消費生活課

子育て応援ネットの推進 男女家庭課

防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業 防災企画課

ひょうご防災リーダー活動の推進 消防課

「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーンの実施 地域福祉課

民生・児童協力委員活動支援事業 地域福祉課

拡 ひょうごケア・アシスタント推進事業 高齢政策課

介護支援専門員への自殺予防研修の実施 いのち対策室

いのちとこころを支える相談職員養成研修 いのち対策室

ひょうごいのちとこころのサポーター養成事業 いのち対策室

地域における認知症支援体制の強化（街頭キャンペーン等） 健康増進課

新規就農駅前講座等推進事業 農業経営課

森林ボランティアの育成 再 豊かな森づくり課

「認知症サポート商店街～ホッと・ほほえみストリート」の普及 阪神北県民局宝塚健康福祉事務所

■地域づくり活動の実践的な知識やノウハウを学べる学習機会の確保

活動･交流拠点確保

地域づくり活動に取り組む団体が、恒常的に活動に取り組める拠点や、住民の交流を促進する地域の「たまり場」づくりを支援しま
す。
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「五国の元気づくり交流拠点モデル」の支援 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

県民交流広場を活用した地域力の強化 県民生活課

子育てほっとステーション設置事業 男女家庭課

まちの子育てひろば事業の推進 男女家庭課

｢子どもの冒険ひろば｣事業の推進 青少年課

高齢者自立支援ひろば運営支援事業 高齢政策課

ユニバーサルカフェの開設応援 ユニバーサル推進課

職場の健康づくりの環境整備事業 健康増進課

商店街空き店舗再生支援事業 経営商業課

商店街新規出店・開業支援事業 経営商業課

商店街ファンづくり応援事業（商店街支援事業） 経営商業課

地域直売所整備促進事業 楽農生活室

空き家活用支援事業の推進 住宅政策課

古民家再生の促進支援事業 住宅政策課

「阪神南地域ビジョン交流プラザ」の運営 阪神南県民センター県民交流室

拡 ため池コウノトリプロジェクトの推進 東播磨県民局地域振興室

拡 西播磨ふるさとの風景づくり 西播磨県民局光都土地改良センター

拡 丹波の里山づくりの促進 丹波県民局丹波農林振興事務所

兵庫陶芸美術館の運営 芸術文化課

芸術文化センターの運営 芸術文化課

ピッコロシアターの運営 芸術文化課

原田の森ギャラリーの運営 芸術文化課

横尾忠則現代美術館の運営 芸術文化課

ふるさと応援交流センターの設置 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

文化会館等の活性化 再 県民生活課、北播磨・西播磨・但馬・淡路県民局

生活創造センター構想の推進 県民生活課

神戸生活創造センターの運営 再 県民生活課

東播磨生活創造センターの運営 再 県民生活課

文化会館等の運営 県民生活課

丹波の森公苑の運営 再 県民生活課

嬉野台生涯教育センターの運営 県民生活課

但馬文教府の機能強化 県民生活課

ひょうごボランタリープラザの運営 再 県民生活課

新 但馬文教府「ふるさと交流館」開館記念式典 再 県民生活課

青少年交流プラザの運営 青少年課

人と防災未来センターの運営 防災企画課

ひょうご国際プラザの運営 国際交流課

ひょうごエコプラザの運営 環境政策課

県立美術館の運営 社会教育課

「ドキドキ！美術館」魅力発信事業 社会教育課

県立考古博物館の運営 文化財課

県立考古博物館加西分館（古代鏡展示館）の運営 文化財課

県立歴史博物館の運営 文化財課

県立歴史博物館の施設・設備改修 文化財課

■生涯学習・地域づくり活動の広域的な拠点づくり

■身近なたまり場づくり支援

□身近な活動拠点や地域の「たまり場」づくりを支援
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拡 県版地域おこし協力隊の設置 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業 地域安全課

潮芦屋まちづくり懇話会 分譲推進課

オリンピック・パラリンピック・ムーブメントの展開 体育保健課

拡 東京オリンピック・パラリンピック応援事業 スポーツ振興課

ワールドマスターズゲームズ2021関西参加促進事業 スポーツ振興課

拡 ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催準備 スポーツ振興課

新 関西シニアマスターズ大会兵庫大会の開催 スポーツ振興課

新 「ミュージアムロード＆ＨＡＴ」アートプロジェクト 再 神戸県民センター県民交流室

兵庫津歴史資源の活用 再 神戸県民センター県民交流室

「ジャズの街　神戸」の推進 再 神戸県民センター県民交流室

六甲山ビジターセンターの管理・運営 神戸県民センター県民交流室

新 六甲山ツーリズム推進プロジェクト 再 神戸県民センター県民交流室

六甲山名建築物探訪ツアーの実施 神戸県民センター県民交流室

新 行政と地域の連携による新長田のまちの活性化 神戸県民センター県民交流室

拡 農の神戸ブランド創出作戦 神戸県民センター神戸農林振興事務所

河川愛護活動の支援 神戸県民センター神戸土木事務所

尼崎21世紀の森づくりの推進 阪神南県民センター尼崎港管理事務所

阪神アグリパーク構想の推進 再 阪神北県民局阪神農林振興事務所

新 東播磨ツーリズムファンづくり事業 再 東播磨県民局地域振興室

拡 官学連携による持続可能な水辺地域づくりの推進 東播磨県民局地域振興室

新 東播磨「人・まち」わくわく学び塾 再 東播磨県民局地域振興室

水辺の地域づくりの推進 再 東播磨県民局地域振興室

拡 東播磨「農」のブランド化大作戦 再 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

拡 東播磨「人」と「農」の共創力アップ事業 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

新 「豊かで美しい東播磨・神戸の海」復活大作戦 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

JR加古川線、神戸電鉄栗生線、北条鉄道利用促進・活性化
事業の推進

北播磨県民局県民交流室

東条川疏水ネットワークの推進 北播磨県民局加古川流域土地改良事務所

北播磨「農」の６次産業化促進 北播磨県民局加東農林振興事務所

高校生による北播磨の「農」と「食」創造事業 北播磨県民局加東農林振興事務所

拡 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 再 中播磨県民センター県民交流室

拡 思わず行きたくなる中はりま誘客推進 再 中播磨県民センター県民交流室

中はりま縁結び交流会「縁結び交流会in夢前」の開催 中播磨県民センター県民交流室

拡 日本遺産を生かしたまちづくり支援事業 再 西播磨県民局県民交流室

新 地域団体等の行う体験型メニューの開発支援 西播磨県民局県民交流室

西播磨環境学習の推進 再 西播磨県民局県民交流室

次世代農業の担い手確保・育成 再 西播磨県民局光都農林振興事務所

地域で育む　ふるさとの川づくり 西播磨県民局光都土木事務所

クリーン但馬10万人大作戦の推進 但馬県民局地域政策室

ラムサール条約湿地の保全活動等による人材の育成 但馬県民局地域政策室

但馬地域鉄道利用の促進 但馬県民局地域政策室　

山陰海岸ジオパークの推進 再 但馬県民局地域政策室

自然環境の保全・復活・再生に向けた総合的推進 但馬県民局地域政策室

拡 日本遺産を活用した地域の魅力づくりの推進 但馬県民局地域政策室

人材確保

■地域資源を活かした多彩なプロジェクト事業への住民参画の促進

県民が地域づくり活動を体験する機会づくり等を通じて活動への参画・協賛を促進します。また、活動団体の担い手や活動主体の
育成に取り組みます。

□活動に参画・協賛する人材を確保

60



新 つながり続けよう但馬と学生グループ応援事業の推進 但馬県民局地域政策室

日本海マリン＆リバーツーリズムの推進 但馬県民局但馬水産事務所

清流の郷づくり大作戦の実施 但馬県民局豊岡土地改良センター

丹波の環境パートナーシップづくり 再 丹波県民局県民交流室

拡 丹波の里山づくりの促進 再 丹波県民局丹波農林振興事務所

地域農業の担い手の育成・農地のフル活用 丹波県民局丹波農林振興事務所

拡 淡路人形浄瑠璃の振興 淡路県民局交流渦潮室

「環境立島」島民率先行動の推進 淡路県民局交流渦潮室

拡 あわじ環境未来島構想の推進 再
地域創生局企画参事（地域振興担当）、淡路
県民局交流渦潮室

わくわく幼稚園の開設 私学教育課

乳幼児子育て応援事業（私立幼稚園） 私学教育課

地域ビジョン委員会の設置・運営 ビジョン課、各県民局・県民センター

「がんばる地域」交流・自立応援事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域振興事業費補助 地域創生局企画参事（地域振興担当）

ふるさと応援交流センターの設置 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域づくり活動応援事業 県民生活課、各県民局・県民センター

新 ひょうごスタイルの普及促進事業 県民生活課

ひょうご若者被災地応援プロジェクトの実施 県民生活課

いなみ野学園多世代交流応援プロジェクト 再 県民生活課

ひょうご災害ボランティア協働会議 県民生活課

大規模災害ボランティア活動応援事業 県民生活課

ちょボラや瞬間ボランティア®の普及促進 地域安全課

女性の就業サポート事業 男女家庭課

ひょうご安全の日のつどいの実施 復興支援課

地域相互見守りモデル事業（通称「地域となり組」）実施 地域福祉課

わくわく保育所開設事業 こども政策課

乳幼児子育て応援事業（民間保育所） こども政策課

里親制度の推進 児童課

障害者芸術文化活動の支援 ユニバーサル推進課

拡 障害者スポーツ推進プロジェクト ユニバーサル推進課

商店街支援事業の実施（コミュニティ機能強化＋プラン策定） 経営商業課

多面的機能支払交付金制度の推進 農地整備課

住民参画型森林整備事業 豊かな森づくり課

生物多様性ひょうご戦略の推進 自然環境課

「スポーツ立県ひょうご」創出プロジェクト事業 スポーツ振興課

ひったくり・特殊詐欺防止キャンペーンの実施 阪神南県民センター県民交流室

自転車運転マナーアップキャンペーンの実施 阪神南県民センター県民交流室

新 赤穂海浜公園魅力アップ計画の推進 西播磨県民局光都土木事務所

地域の見守り力アップ作戦の展開 但馬県民局地域政策室

拡 コウノトリの野生化 但馬県民局地域政策室

あわじ地域づくりプラットフォーム形成事業 淡路県民局交流渦潮室

拡 あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 淡路県民局交流渦潮室

新 専門学校リカレント教育推進プロジェクト 再 私学教育課

新 リカレント教育推進プロジェクト 再 大学課

いなみ野学園の運営 再 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 再 県民生活課

女性や高齢者による地域安全まちづくり活動の推進 地域安全課

男女共同参画リーダー養成講座の開催 男女家庭課

男女共同参画推進員活動支援 男女家庭課

■交流等を通じた活動のきっかけづくり支援

■若者の育成、女性・シニア層の活躍促進
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女性の活躍推進 男女家庭課

シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業 再 男女家庭課

地域祖父母モデル事業 男女家庭課

｢ひょうご子ども・若者応援団｣活動促進事業 青少年課

「ふるさとづくり青年隊」事業 青少年課

ひきこもりサポーターの育成 青少年課

こころ豊かな人づくり５００人委員育成事業の推進 青少年課

女性消防団員活性化研修会の開催 消防課

老人クラブ活動強化推進事業の実施 高齢政策課

高校生献血等推進ボランティア事業　　　　 薬務課

拡 ひょうご仕事と生活センター事業の推進 労政福祉課

生きがいしごとサポートセンターによる起業・就業支援 再 労政福祉課

ものづくり体験館体験事業の実施 能力開発課

高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業 新産業課

若手起業家支援事業 新産業課

女性起業家支援事業 新産業課

シニア起業家支援事業 新産業課

ひょうごで輝く女性農業者の活躍促進事業 農業経営課

森林ボランティアの育成 再 豊かな森づくり課

高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～の実施 高校教育課

地域との協働による先進的教育研究開発事業 再 高校教育課

拡 阪神北若い力の魅力発信事業 阪神北県民局県民交流室

新 東播磨「人・まち」わくわく学び塾 再 東播磨県民局地域振興室

高校生による北播磨の「農」と「食」創造事業 再 北播磨県民局加東農林振興事務所

県立高校との連携による人材育成 再 西播磨県民局県民交流室

西播磨就職フェアの実施 西播磨県民局県民交流室

次世代農業の担い手確保・育成 再 西播磨県民局光都農林振興事務所

ラムサール条約湿地の保全活動等による人材の育成 再 但馬県民局地域政策室

“もりびと”の育成 再 丹波県民局県民交流室

拡 女性による起業の促進 丹波県民局県民交流室

学生等による地域貢献活動の推進 再 丹波県民局丹波土木事務所

ひょうご地域再生塾の開催 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

ふるさとひょうご創生塾の実施 県民生活課

拡 「しごと活躍講座」事業 県民生活課

生涯学習リーダーバンクの設置 県民生活課

事業所防犯責任者設置事業 地域安全課

男女共同参画リーダー養成講座の開催 再 男女家庭課

ひきこもりサポーターの育成 再 青少年課

自助力強化推進事業 防災企画課

ひょうご防災リーダー活動の推進 再 消防課

自主防災組織体制強化推進事業 消防課

ボランティア振興事業 地域福祉課

みんなの声かけ運動の推進・充実強化 ユニバーサル推進課

拡 認知症の人と家族を支える地域の人材育成 健康増進課

いずみ会のリーダー養成と組織育成・活動支援 健康増進課

ひょうごユースecoフォーラム開催 環境政策課

生涯学習ボランティア活動の推進 社会教育課

共生博物館地域研究員養成事業の実施 社会教育課

篠山層群化石を活用した地域活性化を目指す人材育成シ
ステム構築事業

社会教育課

自主防災組織パワーアップ事業 北播磨県民局総務企画室

北播磨圏域認知症対策事業 北播磨県民局加東健康福祉事務所

北播磨の特産農産物等育成促進事業 北播磨県民局加東農林振興事務所

□活動団体の担い手を育成
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北播磨資源循環型林業フォローアップ事業 北播磨県民局加東農林振興事務所

拡 地域防災力の充実・強化 但馬県民局総務企画室

地域防災力の充実強化 丹波県民局県民交流室

新 地域再生活動の次世代への承継 丹波県民局県民交流室

新 ポストコロナ社会の具体化に向けた調査検討事業 ビジョン課

地域運営組織法人化推進事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

拡 県版地域おこし協力隊の設置 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域おこし協力隊等ネットワーク構築事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域づくり活動等に取り組む団体・個人への表彰 県民生活課

まちづくり防犯グループの活動支援（防犯カメラ設置補助） 地域安全課

地域安全マップ作成支援事業 地域安全課

こころ豊かな人づくり５００人委員育成事業の推進 再 青少年課

新 県民等からの支援物資を各施設に提供 防災企画課

拡 消防団活性化の支援 消防課

ＤＶ防止対策の実施 児童課、教育委員会、警察本部

拡 商店街次代の担い手支援 経営商業課

新 ひょうごフードドライブ運動の推進 環境政策課

ひょうごの水辺魅力再発見！支援事業 水大気課

レジ袋削減対策の推進 環境整備課

新 再生可能エネルギーによる地産地消モデルの構築 温暖化対策課

「地域ふれあいの会」による地域安全活動の推進 警察本部

地域安全応援事業 神戸県民センター県民交流室

ひったくり・特殊詐欺防止キャンペーンの実施 再 阪神南県民センター県民交流室

自転車運転マナーアップキャンペーンの実施 再 阪神南県民センター県民交流室

廃棄物不適正処理対策の推進 阪神北県民局県民交流室

不法投棄・不適正保管への地域一体となった対応の強化 北播磨県民局県民交流室

新 いくつになっても元気いっぱいプロジェクト 丹波県民局丹波健康福祉事務所

地域防災力の向上支援 淡路県民局総務企画室

廃棄物の適正処理の推進 淡路県民局交流渦潮室

小規模集落起業促進事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

生きがいしごとサポートセンターによる起業・就業支援 再 労政福祉課

移動販売への支援 経営商業課

高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業 再 新産業課

大学との連携による地域創生活動支援事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

大学との連携による地域安全まちづくり活動の活性化 地域安全課

｢ひょうご子ども・若者応援団｣活動促進事業 再 青少年課

郊外型住宅団地再生先導的支援事業 住宅政策課

関西学院大学柏原スタジオの運営支援 再 丹波県民局丹波土木事務所 

学生等による地域貢献活動の推進 再 丹波県民局丹波土木事務所

企業の社会貢献活動の促進 県民生活課

□地域活動に取り組む多様な主体を支援

■グループ・団体・ＮＰＯ等の取組支援

■コミュニティビジネス等の事業化の支援

■大学の活動支援

■企業等の地域貢献支援
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子育て応援協定団体等との協働事業 男女家庭課

企業の森づくり推進事業 豊かな森づくり課

新 ポストコロナ社会の具現化に向けた調査検討事業 ビジョン課

地域運営組織法人化推進事業 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

「がんばる地域」交流・自立応援事業 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域振興事業費補助 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域づくり活動応援事業 再 県民生活課、各県民局・県民センター

新 ひょうごスタイルの普及促進事業 再 県民生活課

県民交流広場を活用した地域力の強化 再 県民生活課

県民ボランタリー活動助成（ひょうごボランタリー基金助成） 県民生活課

中間支援活動助成（ひょうごボランタリー基金助成） 県民生活課

地域づくり活動NPO事業助成（ひょうごボランタリー基金助成） 県民生活課

「ふるさとづくり青年隊」事業 再 青少年課

新 ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の設置 防災企画課

地域創生！再エネ発掘プロジェクト事業 再 温暖化対策課

拡 西播磨ふるさとの風景づくり 再 西播磨県民局光都土地改良センター

拡 丹波の里山づくりの促進 再 丹波県民局丹波農林振興事務所

「ふるさとひょうご寄附金」の募集 資金財産室

生きがいしごとサポートセンターによる起業・就業支援 再 労政福祉課

高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業 再 新産業課

アートde元気ネットワークin兵庫・神戸推進事業 芸術文化課

地域おこし協力隊等ネットワーク構築事業 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域づくり活動応援事業 再 県民生活課、各県民局・県民センター

県民交流広場を活用した地域力の強化 再 県民生活課

地域づくり活動情報システムによる情報発信 再 県民生活課

ＮＰＯと行政の協働会議の開催 県民生活課

“こころ豊かな美しい兵庫”をめざす県民運動の推進 再 県民生活課

新 「新型コロナウイルスに負けない県民運動」の展開 県民生活課

拡 被災地「絆」ボランティア活動支援事業 県民生活課

のじぎくボランタリーネットの運営 再 県民生活課

高齢者・障害者等の情報リテラシー強化事業 消費生活課

□活動の立ち上げと自立に向けた財政的支援

□活動資金を生み出す仕組みづくりを支援

連携支援

地域づくり活動のさらなる拡がりに向けて、多様な活動主体の新たな出会いとつながりを生み出す仕組みづくりや様々な主体をつな
ぐネットワークの形成に取り組みます。

■ネットワーク会議や事業報告会等を通じたつながり形成の支援

□多様な主体の連携を支援

資金調達支援

地域づくり活動に取り組む団体の活動が安定的・継続的に展開できるよう、活動に要する資金の調達を支援します。
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地域安全まちづくり推進員設置事業 地域安全課

拡 地域で守る！子どもの安全安心確保事業 地域安全課

子育て応援ネットの推進 再 男女家庭課

ひょうご家庭応援県民運動の推進支援 男女家庭課

父親の子育て参画推進事業 男女家庭課

ひょうご子育てコミュニティ 男女家庭課

地域活動コーディネーターの設置 再 青少年課

こころ豊かな人づくり５００人委員育成事業の推進 再 青少年課

新 介護予防・生活支援マッチング事業 高齢政策課

ユニバーサル社会づくり普及推進事業 ユニバーサル推進課

ユニバーサル社会づくりの充実強化 ユニバーサル推進課

兵庫ゆずりあい駐車場の普及啓発 ユニバーサル推進課

拡 農福連携による障害者の就農促進事業 ユニバーサル推進課

ひょうごユースecoフォーラム開催 再 環境政策課

拡 ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 再 環境政策課

北播磨”ふるさと”情報の発信 北播磨県民局県民交流室

高齢消費者被害防止対策 西播磨県民局県民交流室

夢但馬応援事業の推進 但馬県民局地域政策室

拡 あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 再 淡路県民局交流渦潮室

地域再生アドバイザー派遣事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

拡 県版地域おこし協力隊の設置 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

青少年愛護活動推進員の設置 青少年課

拡 まちなか再生協議会等の運営支援 都市計画課

「ひょうご五国博覧会」の開催 広報戦略課

アートde元気ネットワークin兵庫・神戸推進事業 再 芸術文化課

『ひょうご五国の地域創生』の広報展開 再 地域創生局企画参事（地域創生担当）

拡 ひょうごe-県民登録制度の展開 再 地域創生局企画参事（地域創生担当）

交流を通じた地域づくり活動の支援 地域創生局企画参事（地域振興担当）

大学との連携による地域創生活動支援事業 再 地域創生局企画参事（地域振興担当）

集落連携計画策定事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

戦略的移住推進モデル事業 地域創生局企画参事（地域振興担当）

ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業 再 県民生活課

地域づくり活動情報システムによる情報発信 再 県民生活課

県民交流広場を活用した地域力の強化 再 県民生活課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin阪神北」の開催 再 県民生活課、阪神北県民局県民交流室

｢ひょうご子ども・若者応援団｣活動促進事業 再 青少年課

「あいたい兵庫2020キャンペーン」の実施 再 観光企画課

田舎暮らし農園施設整備支援事業 楽農生活室

ふるさとむら活動の支援 楽農生活室

企業の森づくり推進事業 再 豊かな森づくり課

ひょうごユースecoフォーラム開催 再 環境政策課

拡 ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 再 環境政策課

プロから学ぶ創造力育成事業 義務教育課

地域と学校の連携・協働体制の構築 社会教育課

「あにあん倶楽部」での阪神南の情報発信 再 阪神南県民センター県民交流室

参画と協働による県民運動等推進事業 阪神北県民局県民交流室

新 東播磨ツーリズムファンづくり事業 再 東播磨県民局地域振興室

新 ため池レガシーを次世代へつなぐプロジェクト 東播磨県民局地域振興室

■専門家によるコーディネート等の支援

□地域を越えた連携・交流を促進

■兵庫県や地域に縁や関心のある人・団体とのネットワークづくりの推進
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拡 ため池コウノトリプロジェクトの推進 再 東播磨県民局地域振興室

拡 官学連携による持続可能な水辺地域づくりの推進 再 東播磨県民局地域振興室

北播磨インバウンド推進事業 北播磨県民局県民交流室

地域づくり活動への支援 再 北播磨県民局県民交流室

北播磨広域観光事業の推進 北播磨県民局県民交流室

高校生ふるさと活性化事業 再 北播磨県民局県民交流室

｢農｣と｢食｣体験ツアー 北播磨県民局県民交流室

拡 食と農で結ぶ夢街道づくり事業 中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所

「播磨・備前・美作国境地域」賑わいづくり 西播磨県民局県民交流室

ラジオ番組と連携した西播磨の魅力発信 西播磨県民局県民交流室

出る杭大会のWeb開催 再 西播磨県民局県民交流室

拡 参画と協働による但馬地域ビジョン（バージョン２）の推進 但馬県民局地域政策室

拡 観光情報の戦略的発信 再 丹波県民局県民交流室

ひょうご災害ボランティア協働会議 再 県民生活課

大規模災害ボランティア活動応援事業 再 県民生活課

ひょうごボランタリープラザの運営 再 県民生活課

ひょうご若者被災地応援プロジェクトの実施 再 県民生活課

災害救援ボランティア活動支援事業 県民生活課

自主防災組織体制強化推進事業 再 消防課

■災害に備えたネットワークの構築
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多様な広報媒体による広報の推進 広報戦略課

報道機関等への情報提供 広報戦略課

職員に対する広報研修の実施 広報戦略課

ひょうごチャンネルの運営 再 広報戦略課

戦略的な広報の展開 広報戦略課

情報公開制度の運用 文書課

収蔵資料検索・閲覧システムの運用 文書課

県主催イベントにおける情報配慮支援事業 ユニバーサル推進課

食の安全安心と食育審議会等の設置 生活衛生課

ひょうご住まいサポートセンター運営事業 住宅政策課

インターネットを活用した県民への情報発信 警察本部

防犯情報等配信システムを活用した情報提供 警察本部

「さわやか県民相談」の実施 広聴課、各県民局・県民センター

「さわやか提案箱」の実施 広聴課、各県民局・県民センター

「県民意識調査」の実施 広聴課

県民モニターを活用した広聴の推進 広聴課

「21世紀兵庫長期ビジョン」に基づく活動の促進 ビジョン課、各県民局・県民センター

地域未来フォーラム（夢会議）の開催 ビジョン課、各県民局・県民センター

地域ビジョン委員会の設置・運営 再 ビジョン課、各県民局・県民センター

　 長期ビジョン審議会の設置・運営 ビジョン課

拡 新長期ビジョンの策定検討 ビジョン課

「さわやかフォーラム、さわやかトーク」の開催
地域創生局企画参事（地域創生担当）、各県
民局・県民センター

ＮＰＯと行政の協働会議の開催 再 県民生活課

県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の効果的な運用 県民生活課

県民からの申出処理制度の運営 男女家庭課

外国人県民共生会議の開催 国際交流課

ひょうご農林水産ビジョンのフォローアップ　　　 総合農政課

「知事と神戸市民が語る集い」の開催 神戸県民センター県民交流室

「県政懇話会」の開催 神戸県民センター県民交流室

拡 北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）構想の推進 再
阪神北県民局県民交流室、阪神農林振興事
務所

水辺の地域づくりの推進 再 東播磨県民局地域振興室

拡 官学連携による持続可能な水辺地域づくりの推進 再 東播磨県民局地域振興室

再
掲

課室名
新
拡

事業名

情報公開の推進

ＩＣＴ等を活用し、県民の視点に立ち、きめ細かな情報をわかりやすく提供します。

□県民に情報をわかりやすく、主体的に選択できるよう提供

政策形成への参画機会確保

県民から意見を広く求める機会を確保するとともに、県民による提案が行われる仕組みを運用し、県民の視点に立った施策展開を
図ります。

□県行政に県民の意見・提案をつなぐ機会を積極的に確保

小項目

（２）「県行政参画・協働推進計画」に関する施策
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附属機関等の委員の公募の推進 県民生活課

審議会等の公開の推進 県民生活課

病院運営懇話会の開催 病院局企画課

学校評議員制度の推進　　　 高校教育課

県民文化普及事業の開催 芸術文化課

ＮＰＯと行政の協働会議の開催 再 県民生活課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin阪神北」の開催 再 県民生活課、阪神北県民局県民交流室

エシカル消費推進事業 消費生活課

消費者教育推進プロジェクト 消費生活課

ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業 再 地域安全課

ひょうご性被害ケアセンター｢よりそい｣の運営 地域安全課

「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 交通安全室、各県民局・県民センター

ひょうご子育て応援の店（子育て支援パスポート）の普及促進 男女家庭課

ひょうご子育てコミュニティ 再 男女家庭課

第６次男女共同参画兵庫県率先行動計画の推進 男女家庭課

青少年を守り育てる県民スクラム運動の充実 青少年課

インターネット依存等防止対策の推進 青少年課

インターネット利用基準作成遵守支援事業 青少年課

ＪＫビジネス対策の推進 青少年課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」の実施 再 青少年課

全国健康福祉祭予選会の開催 高齢政策課

ユニバーサル社会づくり普及推進事業 再 ユニバーサル推進課

職場の健康づくりの環境整備事業 再 健康増進課

健康づくりチャレンジ企業支援制度利用促進事業 健康増進課

健康ひょうご21大作戦の推進 健康増進課

まちの保健室による健康づくり推進事業 健康増進課

健康づくり声かけ運動推進事業 健康増進課

新 不安や悩みを抱える若年妊婦等対策の推進 健康増進課

高校生献血等推進ボランティア事業　　　　 再 薬務課

薬物乱用防止対策啓発事業 薬務課

勤労者の骨髄等移植ドナー環境づくり推進支援事業 薬務課

障害者雇用･就業支援事業 労政福祉課

障害者雇用就業・定着拡大推進事業 労政福祉課

新 ひょうごジョブコーチ推進事業 労政福祉課

外国人県民安全安心ネットの推進（外国人県民相談・情報提供事業） 再 国際交流課

ひょうご観光本部活動支援事業 観光企画課

農山漁村活性化応援事業 楽農生活室

おいしいごはんを食べよう県民運動の推進 楽農生活室

農のゼロエミッションの推進実践支援事業 再 消費流通課

都市農村交流資金の推進 農林経済課

ふるさとの森公園の運営 豊かな森づくり課

拡 全国豊かな海づくり大会開催準備事業の実施 全国豊かな海づくり大会企画課

□審議会などへの県民の参画機会を拡大

　公民協働による事業実施、施設の維持管理など多様な協働機会の確保に努めます。

□多様な公民協働の取組を展開

■多様な主体の共催事業の推進

協働事業の機会確保
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人と環境が適正な調和を保つ環境適合型社会づくり推進事業 環境政策課

地球環境時代に適応した新しいライフスタイル展開推進事業 環境政策課

上山高原エコミュージアムの推進 自然環境課

県民等とのパートナーシップによる道路・河川等の維持管理
（ひょうごアドプト）

技術企画課、道路保全課､河川整備課、砂防
課、港湾課、各県民局・県民センター

県民まちなみ緑化事業 都市政策課、各県民局・県民センター

緑化基金事業の推進 都市政策課、各県民局・県民センター

オールドニュータウン再生モデル事業（明舞団地）の実施 住宅政策課

播磨科学公園都市の魅力あるまちづくり 地域整備振興課

環境体験事業の実施 再 義務教育課

地域と学校の連携・協働体制の構築 再 社会教育課

PTAによる学校、家庭、地域の連携強化事業 社会教育課

ひょうご女性スポーツの会の活動支援 スポーツ振興課

「関西マスターズスポーツフェスティバル」開催事業 スポーツ振興課

地域交通安全活動推進委員との協働による交通安全活動の推進 警察本部

業界団体との協働による高齢運転者交通安全推進事業 警察本部

湊川隧道の活用 神戸県民センター神戸土木事務所

河川愛護活動の支援 再 神戸県民センター神戸土木事務所

県立舞子公園の利活用の促進 神戸県民センター神戸土木事務所

尼崎21世紀の森づくりの推進 再 阪神南県民センター尼崎港管理事務所

尼崎港水質浄化プロジェクト 阪神南県民センター尼崎港管理事務所

阪神アグリパーク構想の推進 再 阪神北県民局阪神農林振興事務所

拡 北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）構想の推進 再
阪神北県民局県民交流室、阪神農林振興事
務所

水辺の地域づくりの推進 再 東播磨県民局地域振興室

拡 官学連携による持続可能な水辺地域づくりの推進 再 東播磨県民局地域振興室

新 東播磨ツーリズムファンづくり事業 再 東播磨県民局地域振興室

みんなでつくって食べよう「東はりま発ヘルシーメニュー」 東播磨県民局加古川健康福祉事務所

チャレンジショップ「きずな」定着支援事業 東播磨県民局加古川健康福祉事務所

若者の北播磨企業への定着促進 北播磨県民局県民交流室

「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 再 北播磨県民局県民交流室

北はりま田園空間博物館交流事業の推進 再 北播磨県民局県民交流室

JR加古川線、神戸電鉄栗生線、北条鉄道利用促進・活性化
事業の推進

再 北播磨県民局県民交流室

地域包括ケアシステムの推進 北播磨県民局加東健康福祉事務所

北播磨「農」の６次産業化促進 再 北播磨県民局加東農林振興事務所

ＪＲ姫新線利便性向上対策事業 中播磨県民センター県民交流室

｢ストップ・ザ・交通事故！県民運動｣啓発活動強化事業 中播磨県民センター県民交流室

拡 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進プロジェクト 再 中播磨県民センター県民交流室

新 播但線沿線等の魅力アップ 中播磨県民センター県民交流室

拡 姫新線利用促進・活性化対策 西播磨県民局総務企画室

空き家活用まちづくり
西播磨県民局総務企画室、中播磨県民セン
ター姫路土木事務所

「赤穂線沿線4市」観光PR 西播磨県民局県民交流室

西播磨ツーリズム振興協議会によるツーリズムの総合的推進 西播磨県民局県民交流室

兵庫・鳥取県際交流～日本の原風景「国道29号沿線地域」
賑わいづくり～

西播磨県民局県民交流室

しゃくなげ優良個体保全と景観整備支援 西播磨県民局光都農林振興事務所

拡 西播磨フードセレクション2020 西播磨県民局光都農林振興事務所

拡 西播磨ふるさとの風景づくり 再 西播磨県民局光都土地改良センター

“但馬はひとつ”夢但馬の推進 但馬県民局地域政策室

夢但馬応援事業の推進 再 但馬県民局地域政策室

拡 夢但馬周遊ツーリズムの推進 再 但馬県民局地域政策室

クリーン但馬10万人大作戦の推進 再 但馬県民局地域政策室

但馬地域鉄道利用の促進 再 但馬県民局地域政策室　

山陰海岸ジオパークの推進 再 但馬県民局地域政策室

自然環境の保全・復活・再生に向けた総合的推進 再 但馬県民局地域政策室

新 日本遺産を活用した地域の魅力づくりの推進 再 但馬県民局地域政策室

但馬グリーン・ツーリズムの推進 再 但馬県民局豊岡農林水産振興事務所
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清流の郷づくり大作戦の実施 再 但馬県民局豊岡土地改良センター

地域医療を支える健康福祉ネットワークの推進 丹波県民局丹波健康福祉事務所

拡 丹波の里山づくりの促進 再 丹波県民局丹波農林振興事務所

地域農業の担い手の育成・農地のフル活用 再 丹波県民局丹波農林振興事務所

拡 JR福知山線の利用促進 丹波県民局丹波土木事務所

拡 「御食国淡路島」推進戦略の展開 淡路県民局交流渦潮室

“御食国あわじ”島グルメの情報発信 淡路県民局交流渦潮室

拡 あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 再 淡路県民局交流渦潮室

放置竹林の拡大防止とその利用促進 淡路県民局洲本農林水産振興事務所

指定管理者制度の効果的な運用 新行政課

ひょうご子育て応援の店（子育て支援パスポート）の普及促進 再 男女家庭課

男女共同参画社会づくり協定 男女家庭課

兵庫県子育て応援協定 男女家庭課

兵庫県地域見守りネットワーク応援協定 地域福祉課

健康づくり推進サポート企業との健康づくり応援協定 健康増進課

企業の森づくり推進事業 再 豊かな森づくり課

推進員等の活動への支援 県民生活課

くらしの安全･安心推進員の設置 消費生活課

地域安全まちづくり推進員設置事業 再 地域安全課

男女共同参画推進員活動支援 再 男女家庭課

青少年愛護活動推進員の設置 再 青少年課

民生・児童協力委員活動支援事業 再 地域福祉課

地球温暖化防止活動の推進 温暖化対策課

新 行政手続きに関する押印、書面規制等の見直し 新行政課

県民モニターを活用した広聴の推進 再 広聴課

外部監査人による監査 財政課

投資事業評価の実施と評価結果の公表 新行政課

県立試験研究機関に係る研究評価の実施と評価結果の公表 新行政課

「21世紀兵庫長期ビジョン」点検・評価指標の運用 ビジョン課

「21世紀兵庫長期ビジョンの推進状況報告書」の作成(HP掲載） ビジョン課

■指定管理者制度による施設運営の展開

■企業等との連携協定に基づく協働の推進

■推進員等の設置

評価・検証への参画機会確保

政策の評価・検証への県民の参画機会を確保し、多面的な視点での行政運営に努めます。

■行政手続きの簡素化の促進

□県行政の評価・検証への県民参画を促進
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「令和2年度ひょうごの男女共同参画」の作成 男女家庭課

県民からの申出処理制度の運営 再 男女家庭課

ひょうごみどり白書2020の作成 総合農政課

ひょうご農林水産ビジョンのフォローアップ　　　 再 総合農政課

企業庁経営評価の実施と評価結果の公表 企業庁総務課

県民の参画と協働の推進に関する条例の推進 県民生活課

参画・協働推進連絡会議 県民生活課

「参画と協働ガイドブック」を活用した職員への普及・啓発 県民生活課

〈参考：県の推進体制整備に関する施策〉
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令和２年度 参画と協働関連施策の年次報告 

 

令和３年７月 

 

兵庫県企画県民部県民生活局県民生活課 

参画協働・ボランタリー活動支援班 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 

電話：078-362-3996 

E-Mail：kenminseikatsu@pref.hyogo.lg.jp 
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