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新 モバイルデータ等を活用した来訪者の動態把握 4,000 地域創生局企画参事（地域創生担当）

ICT・データ利活用促進事業 500 情報政策課

拡 兵庫情報ハイウェイ利用促進事業 939,873 情報政策課

スマートシティ推進事業 500 情報政策課

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） 90,000 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） 10,000 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） 21,000 県民生活課

いなみ野学園の運営 26,612 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 47,066 県民生活課

拡 ビッグデータの健康づくりへの活用促進 96,308 健康増進課、国保医療課

ひょうごチャンネルの運営 2,112 広報戦略課

『ひょうご五国の地域創生』の広報展開 30,027 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 66,423 地域創生局企画参事（地域創生担当）

新 ひょうご五国フォーラムの開催 2,000 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 25,200 地域創生局企画参事（地域振興担当）

新 日本遺産の活用促進事業 4,323 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 7,350 県民生活課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin神戸」の開催 20,000 県民生活課、神戸県民センター県民交流室

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）

41,816 国際交流課

あいたい兵庫プロモーションの実施 35,000 観光推進課

農のゼロエミッションの推進実践支援事業 366 消費流通課

拡 地域創生！再エネ発掘プロジェクト事業 6,835 温暖化対策課

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）

4,934 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 4,000 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 7,329 阪神南県民センター県民交流室

拡 阪神アグリパーク構想の推進 15,166 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 9,398 東播磨県民局地域振興室

拡 北播磨移住促進事業の推進 4,300 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 21,200 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 3,836 中播磨県民センター県民交流室

｢但馬で働こう｣大作戦の推進 5,622 但馬県民局地域政策室

（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

予算額（千円） 課室名

情報提供・相談体制整備

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充実するよう、ＩＣＴの活用や活動に関する情報提供、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

□ＩＣＴを活用した情報収集・分析・発信する力を充実・強化
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拡 コロナに負けない但馬観光の推進 27,150 但馬県民局地域政策室

山陰海岸ジオパークの推進 9,913 但馬県民局地域政策室

“もりびと”の育成 933 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 5,100 丹波県民局県民交流室

拡 観光情報の戦略的発信 4,880 丹波県民局県民交流室

都市住民の転入促進事業 7,700 淡路県民局洲本土木事務所

拡 ふるさと応援交流センターの設置 11,696 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域づくり活動情報システムによる情報発信 1,092 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 9,708 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 3,930 県民生活課

県版地域おこし協力隊の設置 129,330 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 37,120 県民生活課

NPO法人の認証・認定 202 県民生活課

地域生活創造情報プラザの設置・運営 382 県民生活課

神戸生活創造センターの運営 43,181 県民生活課

東播磨生活創造センターの運営 26,654 県民生活課

丹波の森公苑の運営 341,627 県民生活課

生涯学習情報コーナーの運営 再 9,708 県民生活課

ICTを活用した市町消費生活相談支援事業 855 消費生活課

地域活動コーディネーターの設置 20,822 青少年課

拡 コミュニティジョブ支援事業 41,019 雇用就業室

ひょうご再エネ導入加速化プロジェクト 1,224 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 12,180 西播磨県民局県民交流室

拡 但馬Ｕ・Ｉターン４００人大作戦 7,298 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 11,299 丹波県民局県民交流室

都市住民の転入促進事業 再 7,700 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 3,600 芸術文化課

拡 つながる芸術文化プロジェクト推進事業 24,738 芸術文化課

拡 ひょうご芸術文化元気プロジェクト 17,350 芸術文化課

新 ひょうご“つながろうアート”応援プロジェクト事業 4,000 芸術文化課

拡 高等学校・特別支援学校等への消費者教育推進事業 1,882 消費生活課

拡 大学生による次世代への消費者教育事業 3,683 消費生活課

消費者力アップ体験学習会事業 3,284 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 3,000 男女家庭課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」の実施 6,875 青少年課

□参加・スキルアップのきっかけづくりを充実

■青少年の体験学習の充実

■地域づくり活動に役立つ情報提供

□活動の段階に応じた幅広い相談に対応

知識･技能の習得機会の提供

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。

2



こどもの館子育てふれあい事業 2,209 青少年課

新 こどもの館の夢プロジェクト事業 500 青少年課

ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 13,813 環境政策課

環境体験事業の実施 86,907 義務教育課

拡 伝統文化の学びの充実事業 2,411 義務教育課

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の 実施 179,298 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 345,719 義務教育課

道徳教育推進事業の実施 6,822 義務教育課

特別支援学校・交流体験チャレンジ事業 5,950 特別支援教育課

高校生ふるさと貢献・活性化事業 44,100 高校教育課

社会参画推進学習プログラム研究事業 3,000 高校教育課

高等学校地域オープン講座の開設 658 高校教育課

子ども多文化共生教育の推進 94,987 人権教育課

伝統文化を通じた青少年の文化力アップ 5,500 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 800 西播磨県民局県民交流室

“もりびと”の育成 再 933 丹波県民局県民交流室

新 再会！シューベルティアーデたんば 2,030 丹波県民局県民交流室

ふるさと音楽ひろば 720 丹波県民局県民交流室

ひょうご五国の魅力づくり事業 450 地域創生局企画参事（地域振興担当）

県庁発祥の地整備促進事業 1,782,124 地域創生局兵庫津ミュージアム整備室

地域との協働による先進的教育研究開発事業 16,330 高校教育課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin神戸」の開催 再 20,000 県民生活課、神戸県民センター県民交流室

六甲山ツーリズム推進プロジェクト 8,628 神戸県民センター県民交流室

「ミュージアムロード＆ＨＡＴ」アートプロジェクト 3,500 神戸県民センター県民交流室

兵庫津歴史資源の活用 12,100 神戸県民センター県民交流室

「ジャズの街　神戸」の推進 3,500 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 500 神戸県民センター神戸農林振興事務所

未来へ繋ぐ「こうべ水の恵み」 900 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 479 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 26,475
阪神北県民局県民交流室、阪神農林振興
事務所

「新宮 晋 アート」の魅力発信 5,000 阪神北県民局宝塚土木事務所

拡 ため池ＳＤＧｓ（いなみ野ため池ミュージアム）の推進 18,143 東播磨県民局地域振興室

東播磨「人・まち」わくわく学び塾 1,141 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 6,100 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

地域活動づくりへの支援 5,500 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 500 北播磨県民局県民交流室

北播磨地域の交流強化 3,000 北播磨県民局県民交流室

高校生ふるさと活性化事業 2,000 北播磨県民局県民交流室

北播磨インフラツアー 800 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 21,200 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 3,836 中播磨県民センター県民交流室

西播磨環境学習の推進 2,600 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 200 西播磨県民局県民交流室

西播磨フロンティア祭の開催 7,840 西播磨県民局県民交流室

次世代農業の担い手確保・育成 5,626 西播磨県民局光都農林振興事務所

西はりまツーリズム拠点の整備 5,500 西播磨県民局光都・龍野土木事務所

さわやか環境フェスティバルの開催 751 但馬県民局地域政策室

但馬企業の元気アップ推進 5,166 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 7,344 但馬県民局地域政策室　

「人と森林（もり）をつなぐ道プロジェクト」の推進 1,367 但馬県民局朝来農林振興事務所

拡 丹波の環境パートナーシップづくり 712 丹波県民局県民交流室

■地域の魅力や課題を学ぶ取組の支援
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拡 恐竜化石フィールドミュージアムの推進 再 5,100 丹波県民局県民交流室

拡 観光情報の戦略的発信 再 4,880 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 1,000 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 1,040 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 26,335
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 3,000 淡路県民局交流渦潮室

「淡路くらしのひろば展」の開催 158 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 547 淡路県民局交流渦潮室

淡路ふるさと学習の推進 1,850 淡路県民局交流渦潮室

ため池交流保全の全島展開 1,151 淡路県民局洲本土地改良事務所

淡路島景観緑花づくり運動の推進 3,300 淡路県民局洲本土木事務所

いなみ野学園の運営 再 26,612 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 再 47,066 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

子育て応援ネットの推進 5,745 男女家庭課

避難行動要支援者のための個別支援計画の作成等の強化 18,471 防災企画課

防災リーダーの活動推進育成 3,698 消防課

民生・児童協力委員活動支援事業 4,254 地域福祉課

拡 ひょうごケア・アシスタント推進事業 19,520 高齢政策課

介護支援専門員への自殺予防研修の実施 500 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 2,000 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 640 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） 1,814 健康増進課

新規就農駅前講座等推進事業 1,360 農業経営課

森林ボランティアの育成 1,000 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 4,153 阪神北県民局宝塚健康福祉事務所

新 専門学校リカレント教育推進プロジェクト 480 教育課

リカレント教育推進プロジェクト 981 大学室

生涯学習情報コーナーの運営 再 9,708 県民生活課

地域高齢者大学の運営 ― 県民生活課

新
高齢者大学におけるICTを活用した講座内容の充実と学
びの継続の確保

― 県民生活課

いなみ野学園の運営 再 26,612 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 再 47,066 県民生活課

いなみ野学園多世代交流応援プロジェクト 2,000 県民生活課

県立広域防災センターの運営 141,654 消防課

楽農学校事業 16,709 楽農生活室

拡 地域楽農生活センターの開設支援 10,680 楽農生活室

森林ボランティアの育成 再 1,000 豊かな森づくり課

エコツーリズムバス運行支援事業 7,568 環境政策課

ひょうご環境体験館の運営 29,316 環境政策課

新 ひょうご環境体験館リニューアル事業 1,000 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 13,091 人権教育課

■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

□全員活躍社会に向け、生涯を通じた学びを強化
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「五国の元気づくり交流拠点モデル」の支援 再 25,200 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 85,824 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 243,167 県民生活課

子育てほっとステーション設置事業 23,000 男女家庭課

まちの子育てひろば事業の推進 4,429 男女家庭課

｢子どもの冒険ひろば｣事業の推進 27,449 青少年課

ユニバーサルカフェの開設応援 3,000 ユニバーサル推進課

職場の健康づくり環境整備事業 6,000 健康増進課

商店街空き店舗再生支援事業 17,600 経営商業課

商店街新規出店・開業支援事業 26,102 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） 40,000 経営商業課

新 商店街買い物アシスト事業 18,000 経営商業課

地域直売所整備促進事業 19,754 楽農生活室

空き家活用支援事業の推進 135,810 住宅政策課

古民家再生の促進支援事業 45,315 住宅政策課

「阪神南地域ビジョン交流プラザ」の運営 60 阪神南県民センター県民交流室

ため池コウノトリプロジェクトの推進 3,816 東播磨県民局地域振興室

西播磨ふるさとの風景づくり 4,000 西播磨県民局光都土地改良センター

丹波の里山づくりの促進 4,981 丹波県民局丹波農林振興事務所

兵庫陶芸美術館の運営 242,911 芸術文化課

芸術文化センターの運営 1,585,048 芸術文化課

ピッコロシアターの運営 341,811 芸術文化課

原田の森ギャラリーの運営 46,721 芸術文化課

横尾忠則現代美術館の運営 119,099 芸術文化課

拡 ふるさと応援交流センターの設置 再 11,696 地域創生局企画参事（地域振興担当）

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 43,181 県民生活課

東播磨生活創造センターの運営 再 26,654 県民生活課

文化会館等の運営 130,639 県民生活課

丹波の森公苑の運営 再 341,627 県民生活課

嬉野台生涯教育センターの運営 93,463 県民生活課

ひょうごボランタリープラザの運営 再 37,120 県民生活課

青少年交流プラザの運営 1,683 青少年課

人と防災未来センターの運営 573,011 防災企画課

ひょうご国際プラザの設置･運営 79,541 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 726,668 社会教育課

県立考古博物館の運営 127,089 文化財課

県立歴史博物館の運営 89,725 文化財課

れきはく“ひょうご五国”歴史文化キャラバン 2,574 文化財課

県立考古博物館加西分館（古代鏡展示館）の運営 36,762 文化財課

■気軽に立ち寄れる拠点の整備支援

■生涯学習・地域づくり活動の広域的な拠点づくり

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、何かしたいときに気軽に立ち寄ることのできる拠点の整備を支援し
ます。

□何かしたいときに気軽に立ち寄れる拠点の整備を支援

5



県版地域おこし協力隊の設置 再 129,330 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 6,912 地域安全課

オリンピック・パラリンピック・ムーブメントの展開 5,995 体育保健課

東京オリンピック・パラリンピック応援事業 145,931 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 15,000 スポーツ振興課

ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催準備 88,755 スポーツ振興課

「ミュージアムロード＆ＨＡＴ」アートプロジェクト 再 3,500 神戸県民センター県民交流室

兵庫津歴史資源の活用 再 12,100 神戸県民センター県民交流室

「ジャズの街　神戸」の推進 再 3,500 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 7,686 神戸県民センター県民交流室

六甲山ツーリズム推進プロジェクト 再 8,628 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 700 神戸県民センター県民交流室

行政と地域の連携による新長田のまちの活性化 350 神戸県民センター県民交流室

農の神戸ブランド創出作戦 2,110 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 3,000 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 1,400 阪神南県民センター尼崎港管理事務所

拡 阪神アグリパーク構想の推進 再 15,166 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 9,398 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 13,008 東播磨県民局地域振興室

地域でキラリ☆走る環境学習教室 2,016 東播磨県民局地域振興室

東播磨「人・まち」わくわく学び塾 再 1,141 東播磨県民局地域振興室

拡 ため池ＳＤＧｓ（いなみ野ため池ミュージアム）の推進 再 18,143 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 6,100 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 2,430 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

「豊かで美しい東播磨・神戸の海」復活大作戦 2,500 東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

生物多様性保全活動の推進 1,000 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

3,500 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 7,350 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 1,000 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 800 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 21,200 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 3,836 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 512 中播磨県民センター県民交流室

体験メニューの立ち上げ・充実支援 500 西播磨県民局県民交流室

西播磨環境学習の推進 再 2,600 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 5,626 西播磨県民局光都農林振興事務所

さわやか環境フェスティバルの開催 再 751 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 309 但馬県民局地域政策室

ラムサール条約湿地を活用した環境学習事業 1,789 但馬県民局地域政策室

但馬地域鉄道利用の促進 550 但馬県民局地域政策室　

山陰海岸ジオパークの推進 再 9,913 但馬県民局地域政策室

但馬の自然環境の保全と復活・再生に向けた総合的推進 709 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道エリアＰＲ事業 580 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道探索ウォーキング事業 1,300 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道サイクルツーリング事業 1,500 但馬県民局地域政策室

■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

人材確保

地域づくり活動を体験する機会等を通じて、住民の活動への参画・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
      ～若者がチャレンジできる機会や雰囲気の醸成～
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新 鉱石の道をつなぐ動画作成事業 800 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道フォトラリー事業 390 但馬県民局地域政策室

新 明延まるごと博物館構想推進事業 1,000 但馬県民局地域政策室

新 但馬まるごと感動市への日本遺産ブースの出展 89 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道関係協議会への負担金 2,500 但馬県民局地域政策室

新 日本遺産認定（北前船・麒麟獅子）３周年事業への支援 400 但馬県民局地域政策室

新 明延・神子畑間の接続ルート調査事業 1,000 但馬県民局地域政策室

但馬での学生グループ地域づくり活動支援事業 1,340 但馬県民局地域政策室

新 第17回「日本オオサンショウウオの会・朝来大会」関連事業 200 但馬県民局地域政策室

但馬まるごと感動市の開催 4,500 但馬県民局豊岡農林水産振興事務所

日本海マリン＆リバーツーリズムの推進 400 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 215 但馬県民局豊岡土地改良センター

拡 丹波の環境パートナーシップづくり 再 712 丹波県民局県民交流室

丹波の里山づくりの促進 再 4,981 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 5,650 丹波県民局丹波農林振興事務所

拡 あわじ環境未来島構想の推進 再 26,335
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

淡路人形浄瑠璃の魅力発信 5,930 淡路県民局交流渦潮室

「環境立島」島民率先行動の推進 500 淡路県民局交流渦潮室

わくわく幼稚園の開設 45,560 教育課

乳幼児子育て応援事業（私立幼稚園） 211,922 教育課

地域ビジョン委員の設置・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 再 85,824 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域振興事業費補助 5,700 地域創生局企画参事（地域振興担当）

拡 ふるさと応援交流センターの設置 再 11,696 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 55,485 県民生活課、各県民局・県民センター

ひょうご若者被災地応援プロジェクトの実施 1,000 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 2,000 県民生活課

ひょうご災害ボランティア協働会議 300 県民生活課

拡 大規模災害ボランティア活動応援事業 12,000 県民生活課

女性の就業サポート事業 25,066 男女家庭課

ひょうご安全の日のつどいの実施 4,715 防災支援課

地域相互見守りモデル事業（通称「地域となり組」）実施 3,000 地域福祉課

拡 人権文化をすすめる県民運動の推進 26,339 人権推進課

わくわく保育所開設事業 2,506 こども政策課

乳幼児子育て応援事業（民間保育所） 600,360 こども政策課

里親制度の推進 28,626 児童課

障害者芸術文化活動の支援 5,721 ユニバーサル推進課

障害者スポーツ推進プロジェクト 45,644 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） 29,750 経営商業課

多面的機能支払交付金制度の推進 3,086,310 農地整備課

住民参画型森林整備事業 28,000 豊かな森づくり課

生物多様性ひょうご戦略の推進 1,989 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 2,927 スポーツ振興課

新
ゴールデン・スポーツイヤーズ等のレガシーとしてのス
ポーツ振興事業

10,000 スポーツ振興課

新 「ながら見守り」活動支援プロジェクト 1,000 警察本部

ひったくり・特殊詐欺防止キャンペーンの実施 575 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 575 阪神南県民センター県民交流室

赤穂海浜公園魅力アップ計画の推進 10,000 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 348 但馬県民局地域政策室

コウノトリの野生化 3,344 但馬県民局地域政策室

あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 1,563 淡路県民局交流渦潮室

■交流等を通じた活動のきっかけづくり支援
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新 専門学校リカレント教育推進プロジェクト 再 480 教育課

リカレント教育推進プロジェクト 再 981 大学室

いなみ野学園の運営 再 26,612 県民生活課

阪神シニアカレッジの運営 再 47,066 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 264 地域安全課

男女共同参画リーダー養成講座の開催 262 男女家庭課

男女共同参画推進員活動支援 710 男女家庭課

女性の活躍推進 26,132 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 3,000 男女家庭課

地域祖父母モデル事業 12,360 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 7,668 青少年課

ひきこもりサポーターの育成 606 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 2,384 青少年課

女性消防団員活性化事業 500 消防課

老人クラブ活動強化推進事業の実施 87,036 高齢政策課

高校生献血等推進ボランティア事業　　　　 120 薬務課

拡 ひょうご仕事と生活センター事業の推進 485,620 労政福祉課

拡 コミュニティジョブ支援事業 再 41,019 雇用就業室

ものづくりチャレンジアップ事業 61,059 能力開発課

若手起業家支援事業 33,862 新産業課

女性起業家支援事業 78,831 新産業課

シニア起業家支援事業 39,415 新産業課

ひょうごで輝く女性農業者の活躍促進事業 2,393 農業経営課

森林ボランティアの育成 再 1,000 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 3,867 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 16,330 高校教育課

阪神北若い力の魅力発信事業 194 阪神北県民局県民交流室

東播磨「人・まち」わくわく学び塾 再 1,141 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 800 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 200 西播磨県民局県民交流室

オンライン西播磨就職フェアの実施 2,800 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 5,626 西播磨県民局光都農林振興事務所

ラムサール条約湿地を活用した環境学習事業 再 1,789 但馬県民局地域政策室

“もりびと”の育成 再 933 丹波県民局県民交流室

拡 女性の活躍応援!起業に向けたスキルアップ塾の開催 2,100 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 1,040 丹波県民局丹波土木事務所

ふるさとひょうご創生塾の実施 6,120 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 262 男女家庭課

ひきこもりサポーターの育成 再 606 青少年課

高齢者・障害者自助力強化推進事業 1,600 防災企画課

防災リーダーの活動推進育成 再 3,698 消防課

自主防災組織体制強化推進事業 2,800 消防課

ボランティア振興事業 6,782 地域福祉課

みんなの声かけ運動の推進・充実強化 6,588 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 3,689 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 2,733 健康増進課

□活動団体の担い手の発掘と育成を推進

■若者の育成、女性・シニア層の活躍促進

8



拡 ひょうごユースecoフォーラム開催 1,500 環境政策課

生涯学習ボランティア活動の推進 160 社会教育課

共生博物学地域研究員養成事業の実施 118 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

12,466 社会教育課

自主防災組織パワーアップ事業 1,000 北播磨県民局総務企画室

北播磨圏域認知症対策事業 5,187 北播磨県民局加東健康福祉事務所

拡 北播磨特産品産地化促進事業 6,980 北播磨県民局加東農林振興事務所

北播磨資源循環型林業フォローアップ事業 5,990 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 755 但馬県民局総務企画室

拡 地域防災力の充実強化 1,553 丹波県民局県民交流室

地域再生活動の次世代への承継 3,750 丹波県民局県民交流室

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） 再 90,000 県民生活課

地域づくり活動応援事業 再 55,485 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 243,167 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 1,092 県民生活課

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

地域運営組織法人化推進事業 12,272 地域創生局企画参事（地域振興担当）

県版地域おこし協力隊の設置 再 129,330 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 783 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 再 ― 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） 40,000 地域安全課

地域安全マップ作成支援事業 500 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 2,384 青少年課

企業防災協力隊支援事業 10,000 消防課

ＤＶ防止対策の実施 6,024 児童課、教育委員会、警察本部

拡 商店街次代の担い手支援 2,410 経営商業課

新 多文化共生ネットワーク会議の設置 1,000 国際交流課

拡 ひょうごフードドライブ運動の推進 3,523 環境政策課

ひょうごの水辺魅力再発見！支援事業 2,767 水大気課

レジ袋削減対策の推進 ― 環境整備課

再生可能エネルギーによる地産地消モデルの構築 10,694 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 3,950 警察本部

地域安全応援事業 2,750 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 575 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 575 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 1,763 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 3,900 北播磨県民局県民交流室

いくつになっても元気いっぱいプロジェクト 612 丹波県民局丹波健康福祉事務所

地域防災力の向上支援 3,490 淡路県民局総務企画室

廃棄物の適正処理の推進 200 淡路県民局交流渦潮室

小規模集落起業促進事業 18,982 地域創生局企画参事（地域振興担当）

■コミュニティビジネス等の事業化の支援

□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

■地縁団体の活性化支援
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コミュニティジョブ支援事業 再 41,019 雇用就業室

新 商店街買い物アシスト事業 再 18,000 経営商業課

大学等との連携による地域創生活動支援事業 6,445 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 88 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 7,654 住宅政策課

関西学院大学柏原スタジオの運営支援 再 1,000 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 1,040 丹波県民局丹波土木事務所

企業の社会貢献活動の促進 8 県民生活課

子育て応援協定団体等との協働事業 1,518 男女家庭課

企業の森づくり推進事業 1,362 豊かな森づくり課

阪神地域障害者就労促進大会の開催 312
阪神南県民センター芦屋健康福祉事務所、
阪神北県民局宝塚健康福祉事務所

地域運営組織法人化推進事業 再 12,272 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 85,824 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 5,700 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 55,485 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 243,167 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） 再 90,000 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） 再 10,000 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） 再 21,000 県民生活課

「ふるさとづくり青年隊」事業 再 7,668 青少年課

拡 地域創生！再エネ発掘プロジェクト事業 再 6,835 温暖化対策課

西播磨ふるさとの風景づくり 再 4,000 西播磨県民局光都土地改良センター

丹波の里山づくりの促進 再 4,981 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 304,000 資金財産室

コミュニティジョブ支援事業 再 41,019 雇用就業室

■大学の活動支援

■企業等の地域貢献支援

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。

□事業を展開する力の強化を支援

□活動資金を生み出す仕組みづくりを支援
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地域おこし協力隊等ネットワーク構築事業 再 783 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 55,485 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 243,167 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 1,092 県民生活課

NPOと行政の協働会議の開催 42 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 3,930 県民生活課

被災地「絆」ボランティア活動支援事業 41,150 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

拡 高齢者・障害者等の特殊詐欺等被害防止啓発事業 3,723 消費生活課

地域安全まちづくり推進員設置事業 1,660 地域安全課

地域で守る！子どもの安全安心確保事業 8,429 地域安全課

子育て応援ネットの推進 再 5,745 男女家庭課

ひょうご家庭応援県民運動の推進支援 1,118 男女家庭課

父親の子育て参画推進事業 3,810 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 20,822 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 2,384 青少年課

介護予防・生活支援マッチング事業 4,744 高齢政策課

ユニバーサル社会づくり普及推進事業 261 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 515 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

農福連携による障害者の就農促進事業 14,732 ユニバーサル推進課

拡 ひょうごユースecoフォーラム開催 再 1,500 環境政策課

ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 再 13,813 環境政策課

北播磨”ふるさと”情報の発信 7,510 北播磨県民局県民交流室

高齢者等消費者被害防止対策 480 西播磨県民局県民交流室

夢但馬応援事業の推進 9,202 但馬県民局地域政策室

あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 再 1,563 淡路県民局交流渦潮室

地域再生アドバイザー派遣事業 7,428 地域創生局企画参事（地域振興担当）

県版地域おこし協力隊の設置 再 129,330 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 26,757 青少年課

まちなか再生協議会等の運営支援 16,000 都市計画課

ひょうご災害ボランティア協働会議 再 300 県民生活課

拡 大規模災害ボランティア活動応援事業 再 12,000 県民生活課

ひょうごボランタリープラザの運営 再 37,120 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 1,000 県民生活課

災害救援ボランティア活動支援事業 960 県民生活課

自主防災組織体制強化推進事業 再 2,800 消防課

■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

■専門家によるコーディネート等の支援

■災害に備えたネットワークの構築

□多様な主体との連携・協働を支援

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。
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新 地域再生大作戦未実施集落元気度調査の実施 23,918 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域再生アドバイザー派遣事業 再 7,428 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 85,824 地域創生局企画参事（地域振興担当）

小規模集落起業促進事業 再 18,982 地域創生局企画参事（地域振興担当）

地域運営組織法人化推進事業 再 12,272 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 10,405 地域創生局企画参事（地域振興担当）

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） 再 90,000 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） 再 10,000 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） 再 21,000 県民生活課

ふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業 再 7,350 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） 再 90,000 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） 再 10,000 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） 再 21,000 県民生活課

県民交流広場を活用した地域力の強化 再 243,167 県民生活課

新 「STOPコロナ差別・偏見！」啓発事業 2,086 人権推進課

新 ポストコロナ起業家支援事業 34,000 新産業課

地域づくり活動情報システムによる情報発信 再 1,092 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

新 「ながら見守り」活動支援プロジェクト 再 1,000 警察本部

「ひょうご五国博覧会」の開催 10,185 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 2,704 芸術文化課

拡 ひょうごe-県民登録制度の展開 再 66,423 地域創生局企画参事（地域創生担当）

新 五国スタンプラリーの実施 2,914 地域創生局企画参事（地域創生担当）

拡 カムバックひょうご促進事業 41,344 地域創生局企画参事（地域創生担当）

『ひょうご五国の地域創生』の広報展開 再 30,027 地域創生局企画参事（地域創生担当）

新 “ひょうごで暮らす！”体験キャンペーン事業 11,000 地域創生局企画参事（地域創生担当）

戦略的移住推進事業 75,024 地域創生局企画参事（地域振興担当）

交流を通じた地域づくり活動の支援 1,496 地域創生局企画参事（地域振興担当）

大学等との連携による地域創生活動支援事業 再 6,445 地域創生局企画参事（地域振興担当）

新 ひょうごのあけぼの五国フォーラムの開催 2,000 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 7,350 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 1,092 県民生活課

県民交流広場を活用した地域力の強化 再 243,167 県民生活課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin神戸」の開催 再 20,000 県民生活課、神戸県民センター県民交流室

｢ひょうご子ども・若者応援団｣活動促進事業 再 ― 青少年課

カムバックひょうごハローワークにおける就労相談 9,802 労政福祉課

仕組みづくり支援

地域を持続的に運営する仕組みづくりやできる時にできる方法で関わる仕組みづくりを支援します。

□持続可能な地域コミュニティの基盤形成を支援

□コロナ禍をきっかけに生まれた地域づくり活動を促進

□地域づくりへの参加方法や関わり方の多様化を推進

□関係人口など地域外からの参加を促す仕組みづくりを推進
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拡 田舎暮らし農園施設整備支援事業 16,678 楽農生活室

ふるさとむら活動の支援 2,012 楽農生活室

企業の森づくり推進事業 再 1,362 豊かな森づくり課

拡 ひょうごユースecoフォーラム開催 再 1,500 環境政策課

ふるさと兵庫こども環境体験推進事業 再 13,813 環境政策課

プロから学ぶ創造力育成事業 4,350 義務教育課

地域と学校の連携・協働体制の構築 77,519 社会教育課

参画と協働による県民運動等推進事業 2,841 阪神北県民局県民交流室

ため池レガシーを次世代へつなぐプロジェクト 5,551 東播磨県民局地域振興室

ため池コウノトリプロジェクトの推進 再 3,816 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 13,008 東播磨県民局地域振興室

地域活動づくりへの支援 再 5,500 北播磨県民局県民交流室

高校生ふるさと活性化事業 再 2,000 北播磨県民局県民交流室

｢農｣と｢食｣体験ツアー 2,700 北播磨県民局県民交流室

第１１回中播磨地域活動交流メッセの開催 1,284 中播磨県民センター県民交流室

拡 はりま姫路の前どれ海の幸グレードアップ作戦 10,300 中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所

拡 食と農で結ぶ夢街道づくり事業 3,000 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 1,000 西播磨県民局県民交流室

メディアを利用した西播磨の魅力発信 4,000 西播磨県民局県民交流室

西播磨フロンティア祭の開催 再 7,840 西播磨県民局県民交流室

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 2,054 但馬県民局地域政策室

但馬での学生グループ地域づくり活動支援事業 再 1,340 但馬県民局地域政策室

新 四季の丹波「コト体験」の充実 5,575 丹波県民局県民交流室

新 日本遺産の活用促進事業 再 4,323 地域創生局企画参事（地域振興担当）

新 ふるさと文化の観光資源活用応援プロジェクト 20,000 観光企画課

観光人材確保・育成の強化 7,000 観光企画課

拡 大学生など次世代を担う中核観光人材養成事業 2,700 観光企画課、観光推進課

あいたい兵庫プロモーションの実施 再 35,000 観光推進課

拡
兵庫五国の観光協会等と連携した体験・周遊滞在型ツ
アー造成事業

30,226 観光推進課

新 誘客・周遊の中核となる観光地独自の魅力づくりの支援 20,000 観光推進課

新 鉄道事業者と連携した観光キャンペーンの展開 10,000 観光推進課

新 「瀬戸内・ひょうご安心クルーズ」発信事業 4,500 観光推進課

新 ローカルエアーで結ぶ地方観光のネットワーク化事業 5,400 観光推進課

拡 インバウンド向けツーリズムの創出 3,000 観光推進課

拡 インバウンド向け情報発信力の強化 17,500 観光推進課

拡 地域の魅力に精通した観光ｶﾞｲﾄﾞの強化・育成事業 4,500 観光推進課

新 観光業の再生・活性化に向けた産学官連携事業 2,000 観光推進課

東播丹波連絡道路関連調査の実施 5,000 道路企画課

大阪湾岸道路西伸部整備への支援 131,414 道路企画課

大鳴門橋自転車道設置の検討 40,000 高速道路推進室

播磨臨海地域道路計画調査の実施 120,000 高速道路推進室

但馬空港臨時チャーター便の運航 11,100 空港政策課

但馬－羽田直行便の実現に向けた取組 6,300 空港政策課

拡 神戸空港の利用促進 12,500 空港政策課

「あにあん倶楽部」での阪神南の情報発信 再 7,329 阪神南県民センター県民交流室

新 東播磨ツーリズムファンづくり事業 再 9,398 東播磨県民局地域振興室

北播磨インバウンド推進事業 3,250 北播磨県民局県民交流室

北播磨広域観光事業の推進 4,350 北播磨県民局県民交流室

拡 観光情報の戦略的発信 再 4,880 丹波県民局県民交流室

新 四季の丹波「コト体験」の充実 再 5,575 丹波県民局県民交流室

□地域資源や基盤を活用し、地域間交流を促進
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拡 多様な広報媒体による広報の推進 561,137 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 2,112 広報戦略課

拡 全庁広報力の充実強化 12,557 広報戦略課

情報公開制度の運用 5,260 文書課

収蔵資料検索・閲覧システムの構築 1,886 文書課

県主催イベントにおける情報配慮支援事業 4,309 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 452 生活衛生課

ひょうご住まいサポートセンター運営事業 24,508 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 1,271 警察本部

防犯情報等配信システムを活用した情報提供 4,299 警察本部

「さわやか県民相談」の実施 53,430 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 1,138 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

地域夢会議の開催 506 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 2,880 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 921 ビジョン課

拡 新長期ビジョンの策定検討 23,185 ビジョン課

「さわやかフォーラム、さわやかトーク」の開催 537
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 42 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 292 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　　　 1,896 総合農政課

「知事と神戸市民が語る集い」の開催 1,500 神戸県民センター県民交流室

「県政懇話会」の開催 300 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 26,475
阪神北県民局県民交流室、阪神農林振興
事務所

拡 ため池ＳＤＧｓ（いなみ野ため池ミュージアム）の推進 再 18,143 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 13,008 東播磨県民局地域振興室

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

課室名小項目
新
拡

事業名
再
掲

予算額（千円）

（２）「県行政参画・協働推進計画」に関する施策

14



拡 新全県ビジョン策定 2,997 ビジョン課

新地域ビジョン策定 18,732 ビジョン課

ビジョンを語る会の実施 456 ビジョン課

将来ビジョン構想フォーラムの開催 1,000 ビジョン課

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

拡 兵庫五国連邦(U5H)プロジェクトの新展開 6,345 広報戦略課

県民文化普及事業の開催 30,112 芸術文化課

NPOと行政の協働会議の開催 再 42 県民生活課

ふれあいの祭典「ふれあいフェスティバルin神戸」の開催 再 20,000 県民生活課、神戸県民センター県民交流室

エシカル消費推進事業 1,381 消費生活課

拡 消費者教育推進プロジェクト 12,316 消費生活課

ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業 再 6,912 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 7,497 地域安全課

「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 11,705 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 3,838 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 683 青少年課

インターネット依存等防止対策の推進 488 青少年課

新 青少年の安全安心なインターネット利用の推進 4,280 青少年課

ＪＫビジネス対策の推進 5,742 青少年課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」の実施 再 6,875 青少年課

新 行政手続オンライン化の推進 51,228 デジタル改革課

全国健康福祉祭予選会の開催 2,623 高齢政策課

ユニバーサル社会づくり普及推進事業 再 261 ユニバーサル推進課

職場の健康づくり環境整備事業 再 6,000 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 829 健康増進課

健康ひょうご21大作戦の推進 21,914 健康増進課

まちの保健室による健康づくり推進事業 17,163 健康増進課

健康づくり声かけ運動推進事業 1,658 健康増進課

拡 妊娠SOS相談事業 12,675 健康増進課

高校生献血等推進ボランティア事業　　　　 再 120 薬務課

薬物乱用防止対策啓発事業 1,275 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 2,200 薬務課

■多様な主体の共催事業の推進

協働事業の機会確保

　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

□審議会などへの県民の参画機会を拡大

□参画と協働による新しいビジョンの策定と推進
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障害者雇用･就業支援事業 774 雇用就業室

障害者雇用就業・定着拡大推進事業 48,336 雇用就業室

ひょうごジョブコーチ推進事業 36,032 雇用就業室

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 41,816 国際交流課

ひょうご観光本部活動支援事業 35,495 観光企画課

農山漁村活性化応援事業 2,774 楽農生活室

おいしいごはんを食べよう県民運動の推進 27,641 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 366 消費流通課

都市農村交流資金の推進 113 農林経済課

ふるさとの森公園の運営 171,209 豊かな森づくり課

全国豊かな海づくり大会開催準備事業の実施 2,500 全国豊かな海づくり大会企画課

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 100 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 2,208 環境政策課

上山高原エコミュージアムの推進 6,415 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）

65,070
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 640,000 都市政策課、各県民局・県民センター

緑化基金事業の推進 106,264 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 6,229 住宅政策課

播磨科学公園都市の魅力あるまちづくり 1,438 地域整備振興課

環境体験事業の実施 再 86,907 義務教育課

地域と学校の連携・協働体制の構築 再 77,519 社会教育課

PTAによる学校、家庭、地域の連携強化事業 3,339 社会教育課

ひょうご女性スポーツの会の活動支援 5,000 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 7,832 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 2,750 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 3,000 神戸県民センター神戸土木事務所

阪神地域障害者就労促進大会の開催 再 312
阪神南県民センター芦屋健康福祉事務所、
阪神北県民局宝塚健康福祉事務所

尼崎21世紀の森づくりの推進 再 1,400 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 1,800 阪神南県民センター尼崎港管理事務所

拡 阪神アグリパーク構想の推進 再 15,166 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 26,475
阪神北県民局県民交流室、阪神農林振興
事務所

地域でキラリ☆走る環境学習教室 再 2,016 東播磨県民局地域振興室

拡 ため池ＳＤＧｓ（いなみ野ため池ミュージアム）の推進 再 18,143 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 13,008 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 9,398 東播磨県民局地域振興室

チャレンジショップ「きずな」定着支援事業 200 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 3,100 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 1,000 北播磨県民局県民交流室

北播磨地域の交流基盤強化 3,000 北播磨県民局県民交流室

生物多様性保全活動の推進 再 1,000 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 3,500 北播磨県民局県民交流室

地域包括ケアシステムの推進 300 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 1,000 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 950 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 400 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 21,200 中播磨県民センター県民交流室

播但線沿線等の魅力アップ 250 中播磨県民センター県民交流室

姫新線利用促進・活性化対策 7,185 西播磨県民局総務企画室

空き家活用まちづくり 300
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 1,100 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 7,615 西播磨県民局県民交流室
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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～

800 西播磨県民局県民交流室

新 アグリビジネス展開サポート 4,450 西播磨県民局光都農林振興事務所

新 西播磨山城の眺望復活大作戦 5,000 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 7,543 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 4,000 西播磨県民局光都土地改良センター

“夢但馬”地域情報発信事業 3,751 但馬県民局地域政策室

夢但馬応援事業の推進 再 9,202 但馬県民局地域政策室

拡 コロナに負けない但馬観光の推進 再 27,150 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 309 但馬県民局地域政策室

但馬地域鉄道利用の促進 再 550 但馬県民局地域政策室　

山陰海岸ジオパークの推進 再 9,913 但馬県民局地域政策室

但馬の自然環境の保全と復活・再生に向けた総合的推進 再 709 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道エリアＰＲ事業 再 580 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道探索ウォーキング事業 再 1,300 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道サイクルツーリング事業 再 1,500 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道をつなぐ動画作成事業 再 800 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道フォトラリー事業 再 390 但馬県民局地域政策室

新 明延まるごと博物館構想推進事業 再 1,000 但馬県民局地域政策室

新 但馬まるごと感動市への日本遺産ブースの出展 再 89 但馬県民局地域政策室

新 鉱石の道関係協議会への負担金 再 2,500 但馬県民局地域政策室

新 日本遺産認定（北前船・麒麟獅子）３周年事業への支援 再 400 但馬県民局地域政策室

新 明延・神子畑間の接続ルート調査事業 再 1,000 但馬県民局地域政策室

新 第17回「日本オオサンショウウオの会・朝来大会」関連事業 再 200 但馬県民局地域政策室

但馬まるごと感動市の開催 再 4,500 但馬県民局豊岡農林水産振興事務所

清流の郷づくり大作戦の実施 再 215 但馬県民局豊岡土地改良センター

丹波の里山づくりの促進 再 4,981 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 5,650 丹波県民局丹波農林振興事務所

JR福知山線の利用促進 1,200 丹波県民局丹波土木事務所

「御食国淡路島」推進戦略の展開 3,500 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 2,500 淡路県民局交流渦潮室

あわじ全島ゴミゼロ作戦の推進 再 1,563 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 360 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 3,838 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 1,362 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 4,296 消費生活課

地域安全まちづくり推進員設置事業 再 1,660 地域安全課

男女共同参画推進員活動支援 再 710 男女家庭課

青少年愛護活動推進員の設置 再 26,757 青少年課

■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
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民生・児童協力委員活動支援事業 再 4,254 地域福祉課

地球温暖化防止活動の推進 1,755 温暖化対策課

行政手続きに関する押印、書面規制等の見直し ― 新行政課

新 公立図書館ネットワーク強化事業 10,000 市町振興課

新 行政手続オンライン化の推進 再 51,228 デジタル改革課

電子納付システムの構築 ― 会計課

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 12,090 財政課

投資事業評価の実施と評価結果の公表 745 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 677 新行政課

「21世紀兵庫長期ビジョン」点検・評価指標の運用 1,317 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

「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

復興フォローアップの推進 285 防災支援課

ひょうごみどり白書の作成 1,896 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 1,896 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

□県行政の評価・検証への県民参画を促進

〈参考：県の推進体制整備に関する施策〉

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・サービスのデジタル化の推進
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