
　総合計画実施計画　ひめじ創生事業一覧

事業名、細事業名（▶） 担当課（室）

分野１　市民活動分野

1 コミュニティ活動への参画・協働の促進

▶官民協働による地域づくりの推進 市民活動推進課

2 地域コミュニティ活動への支援

▶地域団体の活動への支援 市民活動推進課

▶地域づくり推進協会の活動への支援 市民活動推進課

▶地域コミュニティ活動に関する表彰 市民活動推進課

▶地域活動の利便性向上につながるデジタル技術の活用 市民活動推進課

3 女性のチャレンジ支援

▶女性のチャレンジへの支援（本掲） 男女共同参画推進センター

▶理工系を目指す女子中学生のチャレンジへの支援 男女共同参画推進センター

4 若手芸術家の育成支援

▶音楽家の育成支援 文化国際課

5 子どもたちへの文化芸術の普及

▶小学校へのアウトリーチ活動の実施 文化国際課

▶子ども向けコンサート、ワークショップ等の開催 文化国際課

6 「音楽のまち・ひめじ」の推進

▶ル・ポン国際音楽祭の開催 文化国際課

▶まちかどコンサートの開催 文化国際課

▶市民ロビーコンサートの開催 文化国際課

▶交響詩ひめじの普及 文化国際課

▶ストリートピアノの設置・活用 文化国際課

7 ＩＣＴを活用した文化活動の振興

▶オンラインによる文化活動への支援 文化国際課

8 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）の活用（市民文化活動）

▶オープニングシリーズの企画・開催
文化国際課

文化コンベンション推進室

分野２　健康福祉分野

9 生きがいづくり活動への支援

▶生涯現役活動団体表彰 生涯現役推進室

▶生涯現役体操教室の開催 生涯現役推進室

▶地域の新しい担い手づくり 生涯現役推進室

10 交流機会の充実

▶高齢者作品展の開催 生涯現役推進室

▶高齢者芸能発表会の開催 生涯現役推進室

▶高齢者スポーツ大会の開催 生涯現役推進室

今後のひめじ創生の進め方について 資料３
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11 保育士等の確保対策の推進

▶保育士・保育所支援センターの充実 幼保連携政策課

▶定着支援一時金を通じた支援 幼保連携政策課

▶住居借り上げへの支援 幼保連携政策課

▶保育士資格・幼稚園教諭免許状取得の支援 幼保連携政策課

▶奨学金返還への支援 幼保連携政策課

▶経験に応じた処遇改善の促進 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設等への産休代替職員確保への支援
こども支援課
こども保育課

12 新たな少子化対策への取組

▶新婚世帯への新生活支援 こども総務課

▶妊産婦のタクシー利用支援 こども総務課

13 放課後児童健全育成

▶放課後児童支援員の育成 こども総務課

▶放課後児童クラブの整備 こども総務課

▶民間事業者の活用促進 こども総務課

14 業務効率向上のためのＡＩ・ＲＰＡ等の活用

▶認可保育施設の入所選考事務におけるＡＩの導入 こども保育課

15 提供体制の計画的な確保・充実

▶子ども・子育て会議の運営 幼保連携政策課

▶市立特定教育・保育施設の充実 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設の運営への助成 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設の整備に対する支援 幼保連携政策課

▶認定こども園の普及
幼保連携政策課

こども保育課
教育企画室

▶届出保育施設の運営への助成 こども保育課

▶届出保育施設からの移行支援 幼保連携政策課

▶学校園等への感染症対策
こども総務課

幼保連携政策課
こども保育課

16 医療従事者の確保・定着

▶医師確保対策の充実 地域医療課

▶小児・周産期医療体制の確保 地域医療課

▶看護師確保への支援 地域医療課

▶救急医療従事者確保緊急対策の充実（後送搬送病院の医師確保） 地域医療課

17 未来のママ・パパの応援事業の推進

▶特定不妊・不育症治療への支援 保健所健康課

▶妊よう性温存治療への支援 保健所予防課

▶思春期保健啓発 保健所健康課

▶（仮称）母子健康支援センターの整備
保健所総務課
保健所健康課
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18 母子の健康づくりの推進

▶乳幼児健診・健康相談の推進 保健所健康課

▶訪問指導の充実 保健所健康課

▶全妊婦面接相談の推進 保健所健康課

▶妊婦健康診査費助成 保健所健康課

▶離島妊婦交通費助成 保健所健康課

▶親子歯科保健の推進 保健所健康課

▶出生前小児保健指導の推進 保健所健康課

▶産後ケアの充実 保健所健康課

▶子育て世代包括支援センターの機能の充実 保健所健康課

19 身近な医療体制の充実

▶姫路市地域医療連絡会議の運営 地域医療課

▶救急医療の適正利用の促進 地域医療課

▶医療情報連携システムの導入検討 地域医療課

▶家島地域の医療体制の確保 地域医療課

▶ＡＥＤの普及啓発 地域医療課

▶南西部地域の医療提供体制の確保 地域医療課

▶遠隔診療の推進 地域医療課

▶休日歯科診療への支援 地域医療課

▶日曜昼間整形外科輪番の安定的実施 地域医療課

20 地域医療の連携強化

▶兵庫県救急医療情報システムの活用 地域医療課

▶救急搬送支援システムの導入 消防局救急課

分野３　教育分野

21 キャリア教育の推進

▶トライやるウィーク体験学習 学校指導課

▶地元企業の見学バスツアー 学校指導課

22 ＩＣＴを活用した教育の推進

▶ＩＣＴ利活用の支援
  ［学校のデジタル化に向けたＩＣＴ支援員の拡充］

総合教育センター教育研修課

▶デジタル技術を活用した学習の充実
学校指導課

総合教育センター教育研修課

23 産官学の連携による学術振興

▶兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との連携・協力 産業振興課

▶産官学連携による人材育成 産業振興課

▶企業・大学・学生マッチングの開催（ラボツアー含む） 産業振興課

▶インキュベーションセンター等の活用促進 産業振興課

▶産学交流団体の活動への支援 産業振興課

24 ＩＣＴ環境の充実

▶ＩＣＴ環境の整備・管理
  [幼稚園への園務支援システムの導入]

総合教育センター教育研修課
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25 奨学学術の振興

▶大学生等への奨学金を通じた支援 企画政策室

分野４　環境分野

26 ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の推進

▶ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の普及啓発 環境政策室

27 再生可能エネルギーの普及促進

▶家庭用蓄電システム等の普及促進 環境政策室

▶廃棄物のバイオマス資源としての利活用の調査研究 美化業務課

▶木質バイオマス搬出への支援 農林整備課

分野５　産業分野

28 農業の担い手の確保・育成

▶認定農業者、集落営農組織の育成・支援 農政総務課

▶若者の就農サポート 農政総務課

▶新規就農の促進 農政総務課

▶法人化の支援 農政総務課

▶就農定着に向けた支援 農業振興センター

▶新規就農者への農業機械等整備に対する支援 農政総務課

▶ひめじ帰農塾の開催 農業振興センター

▶林田チャレンジ農園の充実
農政総務課

農業振興センター

29 林業の担い手の確保・育成

▶森林組合への指導・支援 農林整備課

30 漁業の担い手の確保・育成

▶水産業者への経営指導 水産漁港課

31 スマート農業の推進

▶スマート農業の調査研究 農業振興センター

▶スマート市民農園事業の推進 農政総務課

32 農産物のブランド化の推進

▶姫そだちの普及啓発 農政総務課

▶安全安心な農産物の生産支援（ガンバル農業者応援） 農政総務課

▶姫路和牛のＰＲ 農政総務課

33 水産物のブランド化の推進

▶養殖カキブランド化イベントの開催支援 水産漁港課

▶地元水産物のＰＲ冊子作成、ＰＲ試食会の開催 水産漁港課

▶養殖水産物ブランド化推進支援 水産漁港課

34 姫路市産材等の利用拡大

▶公共施設等での木材利用の推進 農林整備課

▶木質バイオマス搬出への支援 農林整備課

▶木材利用の普及啓発 農林整備課
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35 農商工連携、６次産業化の促進

▶農商工連携マッチングの支援
農政総務課
水産漁港課
産業振興課

▶６次産業化企業誘致 企業立地課

36 地域の交流・連携を進める人材の育成

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用 農政総務課（北部農林事務所）

▶地域おこし協力隊（家島諸島）の活用 地方創生室

▶がんばる地域への支援 地方創生室

37 農林漁業体験イベント・学習の開催

▶森林・林業体験フェアの開催 農林整備課

▶農業体験の実施 農業振興センター

▶ひめじ帰農塾の開催 農業振興センター

▶ひめじ楽園塾の開催 農業振興センター

▶オープンファームの開催 農業振興センター

▶漁業体感学習 水産漁港課

38 北部農山村地域の活性化

▶北部農山村地域の拠点づくりの推進 農政総務課（北部農林事務所）

▶花街道づくり推進（本掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶ひめじ木綿復活プロジェクトへの支援 農政総務課（北部農林事務所）

▶官学連携による資源活用先駆的モデル 農政総務課（北部農林事務所）

▶ハーブの里山プロジェクト 農政総務課

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用 農政総務課（北部農林事務所）

▶作物的獣害対策 農林整備課（北部農林事務所）

39 雇用促進対策の推進

▶インターンシップイベント「あっと！姫路」の開催 労働政策課

▶地域密着型情報発信サイト「ＪＯＢ播磨」の運営 労働政策課

▶地元企業へのＡＩ面接導入の促進 労働政策課

▶地元高校生向けフィールドスタディ（会社見学・職場体験）の実施 労働政策課

▶雇用相談・情報提供 労働政策課

40 多様な人材の就業支援

▶女性の就労支援 労働政策課

▶女性のチャレンジへの支援 男女共同参画推進センター

▶姫路しごと支援センターの運営 労働政策課

▶高年齢者の就業機会の確保（シルバー人材センターへの支援） 労働政策課

▶ジョブマッチングイベント「ずっと姫路」の開催 労働政策課

41 移住・定住の促進による中小企業の人材確保

▶中小企業就業者確保のための奨学金返還支援 労働政策課

▶中小企業ＵＪＩターン促進就業者確保支援モデル事業の推進 労働政策課

▶ひめじＩＪＵ定住奨学金返還支援 高等教育室
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42 若年者の県内就職促進

▶県外大学合同企業説明会の開催 労働政策課

▶県外理系大学生に対する企業見学バスツアー 労働政策課

▶高校の就職担当者への企業説明会の開催 労働政策課

▶合同就職説明会・面接会の開催 労働政策課

43 中小企業の人材育成支援

▶デジタル化推進（中小企業デジタル化推進セミナー） 産業振興課

▶中小企業人材養成への支援 労働政策課

▶職業訓練の促進 労働政策課

▶大学との包括連携協定に基づく連携 高等教育室

44 市内企業と連携したキャリア教育の推進

▶トライやるウィーク体験学習 学校指導課

▶地元企業の見学バスツアー 学校指導課

▶理工系を目指す女子中学生のチャレンジへの支援 男女共同参画推進センター

45 IT・クリエイティブ人材の育成支援

▶校種を越えた理念の共有・連携の推進 学校指導課

▶デジタル技術を活用した学習の充実
学校指導課

総合教育センター教育研修課

▶サイエンスエキスパート講座の開催 姫路科学館

▶ＩＴ・クリエイティブ人材（産業）との連携促進 産業振興課

46 仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの促進

▶ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発活動 労働政策課

▶経済情報誌「ファイル」を活用した先進的事業所の取組紹介 産業振興課

47 勤労者意欲の向上

▶技能功労者表彰 労働政策課

▶中小企業永年勤続優良従業員表彰 労働政策課

48 産官学連携の推進

▶兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との連携・協力 産業振興課

▶産官学連携による人材育成 産業振興課

▶企業・大学・学生マッチングの開催（ラボツアー含む） 産業振興課

▶インキュベーションセンター等の活用促進 産業振興課

49 先端科学技術の活用促進

▶科学技術基盤（放射光施設・スーパーコンピュータ）活用実習の開催 産業振興課

▶科学技術基盤活用促進 産業振興課

▶金属３Ｄプリンタ活用促進 産業振興課

▶デジタル化推進（中小企業のデジタル化に対する支援、中小企業デジタル
化推進セミナー）

産業振興課

50 IT・クリエイティブ人材（産業）との連携促進

▶ものづくりにおけるデザイン活用とブランディング支援 産業振興課

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進 地方創生室
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51 「醸造」を軸とした播磨地域のブランド化の推進

▶若い世代への播磨の醸造文化の共感醸成 産業振興課

▶播磨の醸造産品・特産品の地元消費の促進 産業振興課

▶播磨の醸造産品の販路拡大支援 産業振興課

▶播磨の醸造文化や特産品の圏域外ＰＲ 産業振興課

▶「ＧＩはりま」ブランドの推進 地方創生室

▶ブリュッセル国際大会兵庫への参加 産業振興課

52 多様な人材が活躍する企業集積の推進

▶企業訪問の強化と効果的な情報発信 企業立地課

▶広域連携による企業誘致の推進 企業立地課

▶工場適地の開拓と工場用地ライブラリー制度の充実 企業立地課

▶６次産業化企業誘致 企業立地課

▶オフィス誘致の推進 企業立地課

53 工場立地の促進

▶工場設置・雇用等の奨励 企業立地課

54 起業・創業支援の充実

▶創業セミナーの開催支援 産業振興課

▶創業者のスタートアップへの支援 産業振興課

▶姫路版セーフティネット（起業家向け）
（兵庫県中小企業制度融資等に係る信用保証料助成）

産業振興課

▶融資相談（起業家向け） 産業振興課

▶まちなか・商店街創業への支援 産業振興課

▶姫路創業ステーションの活用促進 産業振興課

▶起業プラザひょうご姫路での創業支援 産業振興課

55 空き店舗対策の推進

▶リノベーションまちづくりの推進 産業振興課

▶中心市街地商店街空き店舗対策 産業振興課

▶まちなか・商店街創業への支援 産業振興課

56 中小企業の経営基盤の強化

▶中小企業の経営改善指導の推進 産業振興課

▶デジタル化推進（中小企業のデジタル化に対する支援、中小企業デジタル
化推進セミナー）

産業振興課

▶ものづくりの業務効率化推進（ものづくりにおけるＩＴ導入に対する支援） 産業振興課

▶事業承継サポート 産業振興課

57 新製品・新技術の開発支援

▶ものづくり開発奨励 産業振興課

▶ものづくりにおけるデザイン活用とブランディング支援 産業振興課
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58 販路拡大への支援

▶商談会、見本市等の開催支援 産業振興課

▶国内への販路拡大支援 産業振興課

▶市内企業による利用促進（アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセン
ター））

産業振興課

▶海外展開への支援 産業振興課

59 地場産業の育成・強化

▶姫路・西はりま地場産業センターの活動支援 産業振興課

▶地場産品・特産品のＰＲ支援 産業振興課

▶地場産業・産地のＰＲ強化と担い手育成支援 産業振興課

▶ブリュッセル国際大会兵庫への参加 産業振興課

▶海外向け認証取得支援 産業振興課

60 国際拠点港湾姫路港の活用促進

▶ポートセールスの推進 産業振興課

▶クルーズ客船誘致活動強化 産業振興課

▶姫路港旅客ターミナルエリアの再編整備促進 産業振興課

61 まちなかの魅力向上

▶キャスティタウン等の回遊性の向上と賑わいの創出 姫路駅周辺整備課

▶エリア価値向上に向けた仕組みづくり 産業振興課

▶公共空間の利活用
  [大手前通りの多様な活用]

産業振興課

▶歩行者利便増進道路の活用
道路管理課
街路建設課

62 まちなかの回遊性を高めるネットワークの充実

▶中心市街地Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・活用
産業振興課

観光課

▶シェアサイクル「姫ちゃり」の活用 交通計画室

63 姫路駅北にぎわい交流広場の活用

▶にぎわい交流広場の運営 産業振興課

▶にぎわい交流広場クリスマスイベントの開催 産業振興課

分野６　観光・スポーツ分野

64 集客対策の推進

▶姫路城生きた歴史体感プログラム（リビングヒストリー）の実施
観光課

姫路城管理事務所

▶観光振興イベントの開催支援 観光課

▶観光プロモーション活動の展開 観光課

▶オープニングシリーズの企画・開催（アクリエひめじ（姫路市文化コンベン
ションセンター））

文化国際課
文化コンベンション推進室

▶ＡＲ観光の推進
観光課

姫路城管理事務所

▶平和学習の推進
観光課

地方創生室

▶文化観光施設としての機能強化 美術館総務課
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65 広域観光の推進

▶広域観光団体を通じた連携 観光課

▶日本遺産（北前船・西国三十三所）を通じた連携 観光課

▶日本遺産「銀の馬車道鉱石の道」のＰＲ 地方創生室

66 外国人観光客誘客対策の推進

▶インバウンド向け体験型観光の充実 観光課

▶インバウンド向けプロモーションの推進 観光課

▶外国語パンフレット等の作成 観光課

67 姫路城の保存と活用

▶姫路城保存修理 姫路城管理事務所

▶姫路城防災設備改修 姫路城管理事務所

▶ナイト観光の推進
  [忍者を活用した体験型ナイトイベント等]

姫路城管理事務所

▶菊花展の開催 姫路城管理事務所

▶建造物の運営管理、保守、警備等 姫路城管理事務所

▶姫路城特別公開の開催 姫路城管理事務所

▶姫路城東休憩施設整備の検討 姫路城総合管理室

▶姫路城夜間照明デザイン設計 姫路城管理事務所

▶姫路城建造物の耐震診断 姫路城管理事務所

68 ひめじシティイメージアップ事業

▶映画、テレビのロケ誘致と支援 観光課

▶お城からの手紙の発行 広報課

69 外国人観光客誘客のためのプロモーションの推進

▶インバウンド向けプロモーションの推進 観光課

70 ＭＩＣＥ誘致の促進

▶ＭＩＣＥ施設ＰＲ・誘致活動
  [アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）を活用したMICE誘致］

観光課

▶宿泊施設環境整備支援 観光課

71 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）の管理運営

▶オープニングシリーズの企画・開催
文化国際課

文化コンベンション推進室

72 観光地のＷｉ-Ｆｉ環境の充実

▶中心市街地Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・活用
産業振興課

観光課

73 姫路観光コンベンション事業の推進

▶ＤＭＯ（観光地域づくり法人）を核とした観光地域づくり 観光課

▶オンラインツアー＆体験プログラムの提供 観光課

▶姫路観光コンベンションビューローへの支援 観光課

74 スポーツコミッション事業

▶パラリンピック競技強化拠点の環境整備 スポーツ振興室

▶全国レクリエーション大会の開催 スポーツ振興室
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75 ワールドマスターズゲームス2021関西関連事業 スポーツ振興室

76 東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連イベントの開催

▶東京2020オリンピック聖火リレーへの参加 スポーツ振興室

▶東京2020パラリンピック聖火フェスティバルの開催 スポーツ振興室

▶フランス柔道選手団事前合宿の受入等 スポーツ振興室

▶シッティングバレーボール女子日本代表チームのＰＲ支援 スポーツ振興室

▶パブリックビューイングの開催と大会ＰＲ スポーツ振興室

分野７　都市基盤分野

77 ウォーカブル推進プログラムの策定 都市計画課

78 まちなかの魅力向上

▶キャスティタウン等の回遊性の向上と賑わいの創出 姫路駅周辺整備課

▶歩行者利便増進道路の活用
道路管理課
街路建設課

▶エリア価値向上に向けた仕組みづくり 産業振興課

▶公共空間の利活用 産業振興課

79 公共交通施策の推進

▶地方バス路線維持確保対策 交通計画室

▶コミュニティバス等の運行 交通計画室

▶パーク＆ライド、サイクル＆バスライドの推進 交通計画室

▶シェアサイクル「姫ちゃり」の活用 交通計画室

▶鉄道の利用促進・利便性向上 交通計画室

▶離島航路のサービス水準の維持 交通計画室

80 空き家対策の推進

▶空き家に対する市民意識の啓発 住宅課

▶老朽危険空き家対策への支援 住宅課

▶空き家バンクの活用 住宅課

▶空き家改修支援 住宅課

81 手柄山中央公園の整備

▶連絡通路の整備 手柄山中央公園整備室

▶東エントランス広場の整備 手柄山中央公園整備室

▶スリラー塔・ロックガーデン周辺等の整備 手柄山中央公園整備室

▶新体育館、屋内プール等の整備 手柄山中央公園整備室

分野８　防災・安全安心分野

82 防災教育の推進

▶防災スクールの開校 危機管理室

▶防災出前講座等による啓発 危機管理室

▶ハザードマップの更新配布 危機管理室

▶地域巡回啓発事業の実施 危機管理室

10



分野９　行財政運営分野

83 播磨圏域連携中枢都市圏ビジョンの推進

▶播磨圏域経済成長戦略の推進 地方創生室

▶播磨圏域の情報発信 地方創生室

▶新たな連携事業の検討 地方創生室

84 ひめじ創生の展開

▶高校生等をターゲットとしたＳＤＧｓに基づく国際人材育成・定住促進 地方創生室

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進 地方創生室

85 地域活性化の推進

▶がんばる地域への支援 地方創生室

▶地域おこし協力隊（家島諸島）の活用
  ［移住体験事業の実施］

地方創生室

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用 農政総務課（北部農林事務所）

▶夢前川流域活性化の推進 地方創生室

▶地域資源のＰＲ（地域夢プランＰＲ事業） 企画政策室

▶地域活性化に資する拠点づくりの検討 企画政策室

86 移住・定住の促進

▶兵庫県との共同による移住支援・マッチング支援 地方創生室

▶ふるさと回帰フェアへの出展 地方創生室

▶移住・定住ポータルサイトの拡充 地方創生室

▶ラジオ放送を活用した播磨圏域のＰＲ 地方創生室

▶ひめじＩＪＵ定住奨学金返還支援 企画政策室

▶中小企業就業者確保のための奨学金返還支援 労働政策課

▶中小企業ＵＪＩターン促進就業者確保支援モデル事業の推進 労働政策課

▶介護職員等のＵＪＩターンへの支援 介護保険課

▶定着支援一時金を通じた支援（保育士等） 幼保連携政策課

▶住居借り上げへの支援（保育士等） 幼保連携政策課

87 関係人口の創出・拡充

▶「ふるさと姫路懇話会」の開催 秘書課

▶姫路ふるさと大使による本市の魅力の発信 観光課

▶ふるさと納税の推進 地方創生室

▶企業版ふるさと納税制度の活用 地方創生室

▶ワーケーション受入環境の整備促進 地方創生室

88 民間企業との連携促進

▶民間との連携協定を活用した取組の実施 地方創生室

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進 地方創生室

89 道の駅整備の検討

▶「（仮称）道の駅姫路」整備基本計画の策定 道の駅推進室
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90 インターネットを活用した情報発信

▶ホームページによる市政情報の提供 広報課

▶市公式ソーシャルメディアを活用した広報発信の強化 広報課

▶市民向けアプリ「ひめじプラス」の利便性等向上 広報課

91 マイナンバーカードの普及促進

▶様々な手法を活用した積極的なマイナンバーカード広報の実施 情報管理室

▶マイナンバーカード取得率向上に向けた取組の推進 住民窓口センター
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総合計画実施計画　ひめじ創生事業一覧

事業名、細事業名（▶） 担当課（室）

分野１　市民活動分野

1 コミュニティ活動への参画・協働の促進

▶官民協働による地域づくりの推進 市民活動推進課

2 地域コミュニティ活動への支援

▶地域団体の活動への支援 市民活動推進課

3 女性のチャレンジ支援

▶女性のチャレンジへの支援（本掲） 男女共同参画推進センター

▶理工系を目指す女子中学生のチャレンジへの支援（本掲） 男女共同参画推進センター

4 若手芸術家の育成支援

▶音楽家の育成支援 文化国際課

5 子どもたちへの文化芸術の普及

▶小学校へのアウトリーチ活動の実施 文化国際課

▶子ども向けコンサート、ワークショップ等の開催 文化国際課

6 「音楽のまち・ひめじ」の推進

▶ル・ポン国際音楽祭の開催 文化国際課

▶まちかどコンサートの開催 文化国際課

▶市民ロビーコンサートの開催 文化国際課

▶交響詩ひめじの普及 文化国際課

▶ストリートピアノの設置・活用 文化国際課

7 ＩＣＴを活用した文化活動の振興

▶オンラインによる文化活動への支援 文化国際課

8 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）の活用（市民文化活動）

▶オープニングシリーズの企画・開催（再掲）
文化国際課

文化コンベンション推進室

分野２　健康福祉分野

9 生きがいづくり活動への支援

▶生涯現役活動団体表彰 生涯現役推進室

▶生涯現役体操教室の開催 生涯現役推進室

▶地域の新しい担い手づくり 生涯現役推進室

10 交流機会の充実

▶高齢者作品展の開催 生涯現役推進室

▶高齢者芸能発表会の開催 生涯現役推進室

▶高齢者スポーツ大会の開催（本掲） 生涯現役推進室



11 保育士等の確保対策の推進

▶保育士・保育所支援センターの充実 幼保連携政策課

▶定着支援一時金を通じた支援（本掲） 幼保連携政策課

▶住居借り上げへの支援（本掲） 幼保連携政策課

▶保育士資格・幼稚園教諭免許状取得の支援 幼保連携政策課

▶奨学金返還への支援 幼保連携政策課

▶経験に応じた処遇改善の促進 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設等への産休代替職員確保への支援
こども支援課
こども保育課

12 新たな少子化対策への取組

▶新婚世帯への新生活支援 こども総務課

▶妊産婦のタクシー利用支援 こども総務課

13 放課後児童健全育成

▶放課後児童支援員の育成 こども総務課

▶放課後児童クラブの整備 こども総務課

▶民間事業者の活用促進 こども総務課

14 業務効率向上のためのＡＩ・ＲＰＡ等の活用

▶認可保育施設の入所選考事務におけるＡＩの導入 こども保育課

15 提供体制の計画的な確保・充実

▶子ども・子育て会議の運営 幼保連携政策課

▶市立特定教育・保育施設の充実 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設の運営への助成 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設の整備に対する支援 幼保連携政策課

▶認定こども園の普及（本掲）
幼保連携政策課

こども保育課
教育企画室

▶届出保育施設の運営への助成 こども保育課

▶届出保育施設からの移行支援 幼保連携政策課

▶学校園等への感染症対策
こども総務課

幼保連携政策課
こども保育課

16 医療従事者の確保・定着

▶医師確保対策の充実 地域医療課

▶小児・周産期医療体制の確保 地域医療課

▶看護師確保への支援 地域医療課

▶救急医療従事者確保緊急対策の充実（後送搬送病院の医師確保） 地域医療課

17 未来のママ・パパの応援事業の推進

▶特定不妊・不育症治療への支援 保健所健康課

▶妊よう性温存治療への支援 保健所予防課

▶思春期保健啓発 保健所健康課

▶（仮称）母子健康支援センターの整備
保健所総務課
保健所健康課



18 母子の健康づくりの推進

▶乳幼児健診・健康相談の推進 保健所健康課

▶訪問指導の充実 保健所健康課

▶全妊婦面接相談の推進 保健所健康課

▶妊婦健康診査費助成 保健所健康課

▶離島妊婦交通費助成 保健所健康課

▶親子歯科保健の推進 保健所健康課

▶出生前小児保健指導の推進 保健所健康課

▶産後ケアの充実 保健所健康課

▶子育て世代包括支援センターの機能の充実 保健所健康課

19 身近な医療体制の充実

▶姫路市地域医療連絡会議の運営 地域医療課

▶救急医療の適正利用の促進 地域医療課

▶医療情報連携システムの導入検討（本掲） 地域医療課

▶家島地域の医療体制の確保 地域医療課

▶ＡＥＤの普及啓発（本掲） 地域医療課

▶南西部地域の医療提供体制の確保 地域医療課

▶遠隔診療の推進 地域医療課

▶休日歯科診療への支援 地域医療課

▶日曜昼間整形外科輪番の安定的実施 地域医療課

20 地域医療の連携強化

▶兵庫県救急医療情報システムの活用（本掲） 地域医療課

▶救急搬送支援システムの導入（再掲） 消防局救急課

分野３　教育分野

21 キャリア教育の推進

▶トライやるウィーク体験学習（本掲） 学校指導課

▶地元企業の見学バスツアー（本掲） 学校指導課

22 ＩＣＴを活用した教育の推進

▶ＩＣＴ利活用の支援（本掲）
  ［学校のデジタル化に向けたＩＣＴ支援員の拡充］

総合教育センター教育研修課

▶デジタル技術を活用した学習の充実（再掲）
学校指導課

総合教育センター教育研修課

23 産官学の連携による学術振興

▶兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との連携・協力（再掲） 産業振興課

▶産官学連携による人材育成（再掲） 産業振興課

▶企業・大学・学生マッチングの開催（ラボツアー含む）（再掲） 産業振興課

▶インキュベーションセンター等の活用促進（再掲） 産業振興課

▶産学交流団体の活動への支援（再掲） 産業振興課

24 ＩＣＴ環境の充実

▶ＩＣＴ環境の整備・管理（本掲）
  [幼稚園への園務支援システムの導入]

総合教育センター教育研修課



25 奨学学術の振興

▶大学生等への奨学金を通じた支援 企画政策室

分野４　環境分野

26 ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の推進

▶ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の普及啓発 環境政策室

27 再生可能エネルギーの普及促進

▶家庭用蓄電システム等の普及促進 環境政策室

▶廃棄物のバイオマス資源としての利活用の調査研究（再掲） 美化業務課

▶木質バイオマス搬出への支援（再掲） 農林整備課

分野５　産業分野

28 農業の担い手の確保・育成

▶認定農業者、集落営農組織の育成・支援 農政総務課

▶若者の就農サポート 農政総務課

▶新規就農の促進 農政総務課

▶法人化の支援 農政総務課

▶就農定着に向けた支援（再掲） 農業振興センター

▶新規就農者への農業機械等整備に対する支援（再掲） 農政総務課

▶ひめじ帰農塾の開催（再掲） 農業振興センター

▶林田チャレンジ農園の充実（再掲）
農政総務課

農業振興センター

29 林業の担い手の確保・育成

▶森林組合への指導・支援 農林整備課

30 漁業の担い手の確保・育成

▶水産業者への経営指導 水産漁港課

31 スマート農業の推進

▶スマート農業の調査研究（再掲） 農業振興センター

▶スマート市民農園事業の推進 農政総務課

32 農産物のブランド化の推進

▶姫そだちの普及啓発 農政総務課

▶安全安心な農産物の生産支援（ガンバル農業者応援） 農政総務課

▶姫路和牛のＰＲ（再掲） 農政総務課

33 水産物のブランド化の推進

▶養殖カキブランド化イベントの開催支援（本掲） 水産漁港課

▶地元水産物のＰＲ冊子作成、ＰＲ試食会の開催（本掲） 水産漁港課

▶養殖水産物ブランド化推進支援 水産漁港課

34 姫路市産材等の利用拡大（本掲）

▶公共施設等での木材利用の推進 農林整備課

▶木質バイオマス搬出への支援（再掲） 農林整備課

▶木材利用の普及啓発 農林整備課



35 農商工連携、６次産業化の促進（本掲）

▶農商工連携マッチングの支援
農政総務課
水産漁港課
産業振興課

▶６次産業化企業誘致（再掲） 企業立地課

36 地域の交流・連携を進める人材の育成

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用（本掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶地域おこし協力隊（家島諸島）の活用（再掲） 地方創生室

▶がんばる地域への支援（再掲） 地方創生室

37 農林漁業体験イベント・学習の開催

▶森林・林業体験フェアの開催 農林整備課

▶農業体験の実施（再掲） 農業振興センター

▶ひめじ帰農塾の開催（再掲） 農業振興センター

▶ひめじ楽園塾の開催（再掲） 農業振興センター

▶オープンファームの開催（再掲） 農業振興センター

▶漁業体感学習（本掲） 水産漁港課

38 北部農山村地域の活性化

▶北部農山村地域の拠点づくりの推進（本掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶花街道づくり推進（本掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶ひめじ木綿復活プロジェクトへの支援 農政総務課（北部農林事務所）

▶官学連携による資源活用先駆的モデル（本掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶ハーブの里山プロジェクト（本掲） 農政総務課

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用（再掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶作物的獣害対策（再掲） 農林整備課（北部農林事務所）

39 雇用促進対策の推進

▶インターンシップイベント「あっと！姫路」の開催 労働政策課

▶地域密着型情報発信サイト「ＪＯＢ播磨」の運営 労働政策課

▶地元企業へのＡＩ面接導入の促進 労働政策課

▶地元高校生向けフィールドスタディ（会社見学・職場体験）の実施 労働政策課

▶雇用相談・情報提供 労働政策課

40 多様な人材の就業支援

▶女性の就労支援 労働政策課

▶女性のチャレンジへの支援（再掲） 男女共同参画推進センター

▶姫路しごと支援センターの運営 労働政策課

▶高年齢者の就業機会の確保（シルバー人材センターへの支援）（本掲） 労働政策課

▶ジョブマッチングイベント「ずっと姫路」の開催 労働政策課

41 移住・定住の促進による中小企業の人材確保

▶中小企業就業者確保のための奨学金返還支援（本掲） 労働政策課

▶中小企業ＵＪＩターン促進就業者確保支援モデル事業の推進（本掲） 労働政策課

▶ひめじＩＪＵ定住奨学金返還支援（再掲） 高等教育室



42 若年者の県内就職促進

▶県外大学合同企業説明会の開催 労働政策課

▶県外理系大学生に対する企業見学バスツアー 労働政策課

▶高校の就職担当者への企業説明会の開催 労働政策課

▶合同就職説明会・面接会の開催 労働政策課

43 中小企業の人材育成支援

▶デジタル化推進（中小企業デジタル化推進セミナー）（再掲） 産業振興課

▶中小企業人材養成への支援 労働政策課

▶職業訓練の促進 労働政策課

▶大学との包括連携協定に基づく連携（再掲） 高等教育室

44 市内企業と連携したキャリア教育の推進

▶トライやるウィーク体験学習（再掲） 学校指導課

▶地元企業の見学バスツアー（再掲） 学校指導課

▶理工系を目指す女子中学生のチャレンジへの支援（再掲） 男女共同参画推進センター

45 IT・クリエイティブ人材の育成支援

▶校種を越えた理念の共有・連携の推進（再掲） 学校指導課

▶デジタル技術を活用した学習の充実（再掲）
学校指導課

総合教育センター教育研修課

▶サイエンスエキスパート講座の開催（再掲） 姫路科学館

▶ＩＴ・クリエイティブ人材（産業）との連携促進（再掲） 産業振興課

46 仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの促進（本掲）

▶ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発活動 労働政策課

▶経済情報誌「ファイル」を活用した先進的事業所の取組紹介 産業振興課

47 勤労者意欲の向上

▶技能功労者表彰 労働政策課

▶中小企業永年勤続優良従業員表彰 労働政策課

48 産官学連携の推進

▶兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との連携・協力（本掲） 産業振興課

▶産官学連携による人材育成（本掲） 産業振興課

▶企業・大学・学生マッチングの開催（ラボツアー含む）（本掲） 産業振興課

▶インキュベーションセンター等の活用促進（本掲） 産業振興課

49 先端科学技術の活用促進

▶科学技術基盤（放射光施設・スーパーコンピュータ）活用実習の開催 産業振興課

▶科学技術基盤活用促進 産業振興課

▶金属３Ｄプリンタ活用促進 産業振興課

▶デジタル化推進（中小企業のデジタル化に対する支援、中小企業デ
ジタル化推進セミナー）（再掲）

産業振興課

50 IT・クリエイティブ人材（産業）との連携促進（本掲）

▶ものづくりにおけるデザイン活用とブランディング支援（本掲） 産業振興課

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進（再掲） 地方創生室



51 「醸造」を軸とした播磨地域のブランド化の推進（本掲）

▶若い世代への播磨の醸造文化の共感醸成 産業振興課

▶播磨の醸造産品・特産品の地元消費の促進 産業振興課

▶播磨の醸造産品の販路拡大支援 産業振興課

▶播磨の醸造文化や特産品の圏域外ＰＲ 産業振興課

▶「ＧＩはりま」ブランドの推進 地方創生室

▶ブリュッセル国際大会兵庫への参加（再掲） 産業振興課

52 多様な人材が活躍する企業集積の推進

▶企業訪問の強化と効果的な情報発信 企業立地課

▶広域連携による企業誘致の推進 企業立地課

▶工場適地の開拓と工場用地ライブラリー制度の充実 企業立地課

▶６次産業化企業誘致（本掲） 企業立地課

▶オフィス誘致の推進 企業立地課

53 工場立地の促進

▶工場設置・雇用等の奨励 企業立地課

54 起業・創業支援の充実

▶創業セミナーの開催支援 産業振興課

▶創業者のスタートアップへの支援 産業振興課

▶姫路版セーフティネット（起業家向け）
（兵庫県中小企業制度融資等に係る信用保証料助成）

産業振興課

▶融資相談（起業家向け） 産業振興課

▶まちなか・商店街創業への支援（再掲） 産業振興課

▶姫路創業ステーションの活用促進 産業振興課

▶起業プラザひょうご姫路での創業支援 産業振興課

55 空き店舗対策の推進（本掲）

▶リノベーションまちづくりの推進 産業振興課

▶中心市街地商店街空き店舗対策 産業振興課

▶まちなか・商店街創業への支援（本掲） 産業振興課

56 中小企業の経営基盤の強化

▶中小企業の経営改善指導の推進 産業振興課

▶デジタル化推進（中小企業のデジタル化に対する支援、中小企業デ
ジタル化推進セミナー）（本掲）

産業振興課

▶ものづくりの業務効率化推進（ものづくりにおけるＩＴ導入に対する支援） 産業振興課

▶事業承継サポート 産業振興課

57 新製品・新技術の開発支援

▶ものづくり開発奨励 産業振興課

▶ものづくりにおけるデザイン活用とブランディング支援（再掲） 産業振興課



58 販路拡大への支援

▶商談会、見本市等の開催支援 産業振興課

▶国内への販路拡大支援 産業振興課

▶市内企業による利用促進（アクリエひめじ（姫路市文化コンベンション
センター））（再掲）

産業振興課

▶海外展開への支援 産業振興課

59 地場産業の育成・強化

▶姫路・西はりま地場産業センターの活動支援 産業振興課

▶地場産品・特産品のＰＲ支援 産業振興課

▶地場産業・産地のＰＲ強化と担い手育成支援 産業振興課

▶ブリュッセル国際大会兵庫への参加（本掲） 産業振興課

▶海外向け認証取得支援 産業振興課

60 国際拠点港湾姫路港の活用促進

▶ポートセールスの推進 産業振興課

▶クルーズ客船誘致活動強化 産業振興課

▶姫路港旅客ターミナルエリアの再編整備促進 産業振興課

61 まちなかの魅力向上

▶キャスティタウン等の回遊性の向上と賑わいの創出（再掲） 姫路駅周辺整備課

▶エリア価値向上に向けた仕組みづくり（本掲） 産業振興課

▶公共空間の利活用（本掲）
  [大手前通りの多様な活用]

産業振興課

▶歩行者利便増進道路の活用（再掲）
道路管理課
街路建設課

62 まちなかの回遊性を高めるネットワークの充実

▶中心市街地Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・活用（本掲）
産業振興課

観光課

▶シェアサイクル「姫ちゃり」の活用（再掲） 交通計画室

63 姫路駅北にぎわい交流広場の活用（本掲）

▶にぎわい交流広場の運営 産業振興課

▶にぎわい交流広場クリスマスイベントの開催 産業振興課

分野６　観光・スポーツ分野

64 集客対策の推進

▶姫路城生きた歴史体感プログラム（リビングヒストリー）の実施
観光課

姫路城管理事務所

▶観光振興イベントの開催支援 観光課

▶観光プロモーション活動の展開 観光課

▶オープニングシリーズの企画・開催（アクリエひめじ（姫路市文化コン
ベンションセンター））（再掲）

文化国際課
文化コンベンション推進室

▶ＡＲ観光の推進
観光課

姫路城管理事務所

▶平和学習の推進
観光課

地方創生室

▶文化観光施設としての機能強化（再掲） 美術館総務課



65 広域観光の推進（本掲）

▶広域観光団体を通じた連携 観光課

▶日本遺産（北前船・西国三十三所）を通じた連携（本掲） 観光課

▶日本遺産「銀の馬車道鉱石の道」のＰＲ（本掲） 地方創生室

66 外国人観光客誘客対策の推進

▶インバウンド向け体験型観光の充実 観光課

▶インバウンド向けプロモーションの推進（再掲） 観光課

▶外国語パンフレット等の作成 観光課

67 姫路城の保存と活用

▶姫路城保存修理（本掲） 姫路城管理事務所

▶姫路城防災設備改修（本掲） 姫路城管理事務所

▶ナイト観光の推進
  [忍者を活用した体験型ナイトイベント等]

姫路城管理事務所

▶菊花展の開催 姫路城管理事務所

▶建造物の運営管理、保守、警備等（本掲） 姫路城管理事務所

▶姫路城特別公開の開催 姫路城管理事務所

▶姫路城東休憩施設整備の検討 姫路城総合管理室

▶姫路城夜間照明デザイン設計 姫路城管理事務所

▶姫路城建造物の耐震診断 姫路城管理事務所

68 ひめじシティイメージアップ事業

▶映画、テレビのロケ誘致と支援 観光課

▶お城からの手紙の発行 広報課

69 外国人観光客誘客のためのプロモーションの推進

▶インバウンド向けプロモーションの推進（本掲） 観光課

70 ＭＩＣＥ誘致の促進

▶ＭＩＣＥ施設ＰＲ・誘致活動
  [アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）を活用した
MICE誘致］

観光課

▶宿泊施設環境整備支援 観光課

71 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）の管理運営（本掲）

▶オープニングシリーズの企画・開催（本掲）
文化国際課

文化コンベンション推進室

72 観光地のＷｉ-Ｆｉ環境の充実

▶中心市街地Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・活用（再掲）
産業振興課

観光課

73 姫路観光コンベンション事業の推進

▶ＤＭＯ（観光地域づくり法人）を核とした観光地域づくり（本掲） 観光課

▶オンラインツアー＆体験プログラムの提供 観光課

▶姫路観光コンベンションビューローへの支援 観光課

74 スポーツコミッション事業

▶パラリンピック競技強化拠点の環境整備 スポーツ振興室

▶全国レクリエーション大会の開催 スポーツ振興室



75 ワールドマスターズゲームス2021関西関連事業 スポーツ振興室

76 東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連イベントの開催

▶東京2020オリンピック聖火リレーへの参加 スポーツ振興室

▶東京2020パラリンピック聖火フェスティバルの開催 スポーツ振興室

▶フランス柔道選手団事前合宿の受入等 スポーツ振興室

▶シッティングバレーボール女子日本代表チームのＰＲ支援 スポーツ振興室

▶パブリックビューイングの開催と大会ＰＲ スポーツ振興室



分野７　都市基盤分野

77 ウォーカブル推進プログラムの策定（本掲） 都市計画課

78 まちなかの魅力向上

▶キャスティタウン等の回遊性の向上と賑わいの創出（本掲） 姫路駅周辺整備課

▶歩行者利便増進道路の活用（再掲）
道路管理課
街路建設課

▶エリア価値向上に向けた仕組みづくり（再掲） 産業振興課

▶公共空間の利活用（再掲） 産業振興課

79 公共交通施策の推進（本掲）

▶地方バス路線維持確保対策 交通計画室

▶コミュニティバス等の運行 交通計画室

▶パーク＆ライド、サイクル＆バスライドの推進 交通計画室

▶シェアサイクル「姫ちゃり」の活用（本掲） 交通計画室

▶鉄道の利用促進・利便性向上 交通計画室

▶離島航路のサービス水準の維持 交通計画室

80 空き家対策の推進

▶空き家に対する市民意識の啓発 住宅課

▶老朽危険空き家対策への支援 住宅課

▶空き家バンクの活用 住宅課

▶空き家改修支援 住宅課

81 手柄山中央公園の整備

▶連絡通路の整備 手柄山中央公園整備室

▶東エントランス広場の整備 手柄山中央公園整備室

▶スリラー塔・ロックガーデン周辺等の整備 手柄山中央公園整備室

▶新体育館、屋内プール等の整備（本掲） 手柄山中央公園整備室

分野８　防災・安全安心分野

82 防災教育の推進

▶防災スクールの開校 危機管理室

▶防災出前講座等による啓発 危機管理室

▶ハザードマップの更新配布 危機管理室

▶地域巡回啓発事業の実施 危機管理室

分野９　行財政運営分野

83 播磨圏域連携中枢都市圏ビジョンの推進

▶播磨圏域経済成長戦略の推進 地方創生室

▶播磨圏域の情報発信 地方創生室

▶新たな連携事業の検討 地方創生室

84 ひめじ創生の展開

▶高校生等をターゲットとしたＳＤＧｓに基づく国際人材育成・定住促進 地方創生室

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進（本掲） 地方創生室



85 地域活性化の推進（本掲）

▶がんばる地域への支援（本掲） 地方創生室

▶地域おこし協力隊（家島諸島）の活用（本掲）
  ［移住体験事業の実施］

地方創生室

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用（再掲） 農政総務課（北部農林事務所）

▶夢前川流域活性化の推進 地方創生室

▶地域資源のＰＲ（地域夢プランＰＲ事業） 企画政策室

▶地域活性化に資する拠点づくりの検討 企画政策室

86 移住・定住の促進

▶兵庫県との共同による移住支援・マッチング支援 地方創生室

▶ふるさと回帰フェアへの出展 地方創生室

▶移住・定住ポータルサイトの拡充 地方創生室

▶ラジオ放送を活用した播磨圏域のＰＲ 地方創生室

▶ひめじＩＪＵ定住奨学金返還支援（本掲） 企画政策室

▶中小企業就業者確保のための奨学金返還支援（再掲） 労働政策課

▶中小企業ＵＪＩターン促進就業者確保支援モデル事業の推進 労働政策課

▶介護職員等のＵＪＩターンへの支援（再掲） 介護保険課

▶定着支援一時金を通じた支援（保育士等）（再掲） 幼保連携政策課

▶住居借り上げへの支援（保育士等）（再掲） 幼保連携政策課

87 関係人口の創出・拡充

▶「ふるさと姫路懇話会」の開催 秘書課

▶姫路ふるさと大使による本市の魅力の発信（再掲） 観光課

▶ふるさと納税の推進（本掲） 地方創生室

▶企業版ふるさと納税制度の活用（本掲） 地方創生室

▶ワーケーション受入環境の整備促進 地方創生室

88 民間企業との連携促進

▶民間との連携協定を活用した取組の実施 地方創生室

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進（再掲） 地方創生室

89 道の駅整備の検討（本掲）

▶「（仮称）道の駅姫路」整備基本計画の策定 道の駅推進室

90 インターネットを活用した情報発信

▶ホームページによる市政情報の提供 広報課

▶市公式ソーシャルメディアを活用した広報発信の強化 広報課

▶市民向けアプリ「ひめじプラス」の利便性等向上 広報課

91 マイナンバーカードの普及促進

▶様々な手法を活用した積極的なマイナンバーカード広報の実施 情報管理室

▶マイナンバーカード取得率向上に向けた取組の推進 住民窓口センター



施策イ　多様な主体の協働による地域づくりの促進　（地域づくり）

事業名、細事業名（▶） 　　　　　　　　　　　担当部署

【創】 ①コミュニティ活動への参画・協働の促進

▶官民協働による地域づくりの推進 市民局 市民活動推進課

【創】 ①地域コミュニティ活動への支援

▶地域団体の活動への支援 市民局 市民活動推進課

【創】 ①女性のチャレンジ支援

▶女性のチャレンジへの支援（本掲） 市民局 男女共同参画推進センター

▶理工系を目指す女子中学生のチャレンジへの支援（本掲） 市民局 男女共同参画推進センター



【創】 ①若手芸術家の育成支援

▶音楽家の育成支援 観光スポーツ局 文化国際課

【創】 ③子どもたちへの文化芸術の普及

【創】 ①「音楽のまち・ひめじ」の推進

【主】 ▶ル・ポン国際音楽祭の開催 観光スポーツ局 文化国際課

▶まちかどコンサートの開催 観光スポーツ局 文化国際課

▶市民ロビーコンサートの開催 観光スポーツ局 文化国際課

▶交響詩ひめじの普及 観光スポーツ局 文化国際課

▶ストリートピアノの設置・活用 観光スポーツ局 文化国際課

【創】 ③ＩＣＴを活用した文化活動の振興

▶オンラインによる文化活動への支援 観光スポーツ局 文化国際課

【創】 ①アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）の活用（市民文化活動）

▶オープニングシリーズの企画・開催（再掲）
観光スポーツ局

都市拠点整備本部
文化国際課

文化コンベンション施設整備室





【創】 ①生きがいづくり活動への支援

▶生涯現役活動団体表彰 市民局 生涯現役推進室

▶生涯現役体操教室の開催 市民局 生涯現役推進室

▶地域の新しい担い手づくり 市民局 生涯現役推進室



【創】 ②交流機会の充実

▶高齢者作品展の開催 市民局 生涯現役推進室

▶高齢者芸能発表会の開催 市民局 生涯現役推進室

▶高齢者スポーツ大会の開催（本掲） 市民局 生涯現役推進室

【創】 ①保育士等の確保対策の推進

【主】 ▶保育士・保育所支援センターの充実 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶定着支援一時金を通じた支援（本掲） こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶住居借り上げへの支援（本掲） こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶保育士資格・幼稚園教諭免許状取得の支援 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶奨学金返還への支援 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶経験に応じた処遇改善の促進 こども未来局 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設等への産休代替職員確保への支援 こども未来局
こども支援課
こども保育課

【創】 ⑤新たな少子化対策への取組

【主】 ▶新婚世帯への新生活支援 こども未来局 こども総務課

【主】 ▶妊産婦のタクシー利用支援 こども未来局 こども総務課

【創】 ①放課後児童健全育成

▶放課後児童支援員の育成 こども未来局 こども総務課

【主】 ▶放課後児童クラブの整備 こども未来局 こども総務課

▶民間事業者の活用促進 こども未来局 こども総務課

【創】 ①業務効率向上のためのＡＩ・ＲＰＡ等の活用

【主】 ▶認可保育施設の入所選考事務におけるＡＩの導入 こども未来局 こども保育課

【創】 ①提供体制の計画的な確保・充実

▶子ども・子育て会議の運営 こども未来局 幼保連携政策課

▶市立特定教育・保育施設の充実 こども未来局 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設の運営への助成 こども未来局 こども保育課

【主】 ▶私立特定教育・保育施設の整備に対する支援 こども未来局 幼保連携政策課

▶認定こども園の普及（本掲）
こども未来局

教育委員会事務局

幼保連携政策課
こども保育課
教育企画課

▶届出保育施設の運営への助成 こども未来局 こども保育課

▶届出保育施設からの移行支援 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶学校園等への感染症対策 こども未来局
こども総務課

幼保連携政策課
こども保育課

【創】 ①医療従事者の確保・定着

▶医師確保対策の充実 健康福祉局 地域医療推進課

▶小児・周産期医療体制の確保 健康福祉局 地域医療推進課

▶看護師確保への支援 健康福祉局 地域医療推進課

▶救急医療従事者確保緊急対策の充実（後送搬送病院の医師確保）
（再掲）

健康福祉局 地域医療推進課

施策イ　妊娠・出産と母子の健康を支える環境づくり　（活力づくり）

事業名、細事業名（▶） 　　　　　　　　　　　担当部署

【創】 ①未来のママ・パパの応援事業の推進



【主】 ▶特定不妊・不育症治療への支援 健康福祉局 保健所健康課

【主】 ▶妊よう性温存治療への支援 健康福祉局 保健所予防課

▶思春期保健啓発 健康福祉局 保健所健康課

【主】 ▶（仮称）母子健康支援センターの整備 健康福祉局
保健所総務課
保健所健康課

【創】 ②母子の健康づくりの推進

▶乳幼児健診・健康相談の推進 健康福祉局 保健所健康課

▶訪問指導の充実 健康福祉局 保健所健康課

▶全妊婦面接相談の推進 健康福祉局 保健所健康課

【主】 ▶妊婦健康診査費助成 健康福祉局 保健所健康課

▶離島妊婦交通費助成 健康福祉局 保健所健康課

▶親子歯科保健の推進 健康福祉局 保健所健康課

▶出生前小児保健指導の推進 健康福祉局 保健所健康課

▶産後ケアの充実 健康福祉局 保健所健康課

▶子育て世代包括支援センターの機能の充実 健康福祉局 保健所健康課



【創】 ②身近な医療体制の充実

▶姫路市地域医療連絡会議の運営 健康福祉局 地域医療推進課

▶救急医療の適正利用の促進 健康福祉局 地域医療推進課

【主】 ▶医療情報連携システムの導入検討（本掲） 健康福祉局 地域医療推進課

▶家島地域の医療体制の確保 健康福祉局 地域医療推進課

▶ＡＥＤの普及啓発（本掲） 健康福祉局 地域医療推進課

【主】 ▶南西部地域の医療提供体制の確保 健康福祉局 地域医療推進課

▶遠隔診療の推進 健康福祉局 地域医療推進課

▶休日歯科診療への支援 健康福祉局 地域医療推進課

▶日曜昼間整形外科輪番の安定的実施 健康福祉局 地域医療推進課

【創】 ⑦地域医療の連携強化

▶兵庫県救急医療情報システムの活用（本掲） 健康福祉局 地域医療推進課

▶救急搬送支援システムの導入（再掲） 消防局 消防局救急課

【創】 ③キャリア教育の推進

▶トライやるウィーク体験学習（本掲） 教育委員会事務局 学校指導課

▶地元企業の見学バスツアー（本掲） 教育委員会事務局 学校指導課

【創】 ⑬ＩＣＴを活用した教育の推進

【主】
▶ＩＣＴ利活用の支援（本掲）
  ［学校のデジタル化に向けたＩＣＴ支援員の拡充］

教育委員会事務局 総合教育センター教育研修課

▶デジタル技術を活用した学習の充実（再掲） 教育委員会事務局
学校指導課

総合教育センター教育研修課

【創】 ②産官学の連携による学術振興

▶兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との連携・協力（再掲） 産業局 産業振興課

▶産官学連携による人材育成（再掲） 産業局 産業振興課

▶企業・大学・学生マッチングの開催（ラボツアー含む）（再掲） 産業局 産業振興課

▶インキュベーションセンター等の活用促進（再掲） 産業局 産業振興課

▶産学交流団体の活動への支援（再掲） 産業局 産業振興課

【創】 ②ＩＣＴ環境の充実

【主】
▶ＩＣＴ環境の整備・管理（本掲）
  [幼稚園への園務支援システムの導入]

教育委員会事務局 総合教育センター教育研修課

【創】 ②奨学学術の振興

▶大学生等への奨学金を通じた支援 市長公室 企画政策推進室





【創】 ①ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の推進

▶ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の普及啓発 環境局 環境政策室

【創】 ⑦再生可能エネルギーの普及促進

【主】 ▶家庭用蓄電システム等の普及促進 環境局 環境政策室

▶廃棄物のバイオマス資源としての利活用の調査研究（再掲） 環境局 美化業務課

▶木質バイオマス搬出への支援（再掲） 産業局 農林整備課

【創】 ①農業の担い手の確保・育成

▶認定農業者、集落営農組織の育成・支援 産業局 農政総務課

▶若者の就農サポート 産業局 農政総務課

【主】 ▶新規就農の促進 産業局 農政総務課

▶法人化の支援 産業局 農政総務課

▶就農定着に向けた支援（再掲） 産業局 農業振興センター

▶新規就農者への農業機械等整備に対する支援（再掲） 産業局 農政総務課

▶ひめじ帰農塾の開催（再掲） 産業局 農業振興センター

▶林田チャレンジ農園の充実（再掲） 産業局
農政総務課

農業振興センター

【創】 ②林業の担い手の確保・育成

▶森林組合への指導・支援 産業局 農林整備課

【創】 ③漁業の担い手の確保・育成

▶水産業者への経営指導 産業局 水産漁港課

【創】 ⑤スマート農業の推進

▶スマート農業の調査研究（再掲） 産業局 農業振興センター

【主】 ▶スマート市民農園事業の推進 産業局 農政総務課

【創】 ①農産物のブランド化の推進

▶姫そだちの普及啓発 産業局 農政総務課

▶安全安心な農産物の生産支援（ガンバル農業者応援） 産業局 農政総務課

▶姫路和牛のＰＲ（再掲） 産業局 農政総務課

【創】 ②水産物のブランド化の推進

▶養殖カキブランド化イベントの開催支援（本掲） 産業局 水産漁港課

▶地元水産物のＰＲ冊子作成、ＰＲ試食会の開催（本掲） 産業局 水産漁港課

▶養殖水産物ブランド化推進支援 産業局 水産漁港課

【創】【主】 ③姫路市産材等の利用拡大（本掲）

▶公共施設等での木材利用の推進 産業局 農林整備課

▶木質バイオマス搬出への支援（再掲） 産業局 農林整備課

▶木材利用の普及啓発 産業局 農林整備課

【創】 ④農商工連携、６次産業化の促進（本掲）

▶農商工連携マッチングの支援 産業局
農政総務課
水産漁港課
産業振興課

▶６次産業化企業誘致（再掲） 産業局 企業立地推進課

【創】 ①地域の交流・連携を進める人材の育成

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用（本掲） 産業局 農政総務課（北部農林事務所）



▶地域おこし協力隊（家島諸島）の活用（再掲） 市長公室 地方創生推進室

▶がんばる地域への支援（再掲） 市長公室 地方創生推進室

【創】 ⑤農林漁業体験イベント・学習の開催

▶森林・林業体験フェアの開催 産業局 農林整備課

▶農業体験の実施（再掲） 産業局 農業振興センター

▶ひめじ帰農塾の開催（再掲） 産業局 農業振興センター

▶ひめじ楽園塾の開催（再掲） 産業局 農業振興センター

▶オープンファームの開催（再掲） 産業局 農業振興センター

【主】 ▶漁業体感学習（本掲） 産業局 水産漁港課



【創】【主】 ⑥北部農山村地域の活性化

▶北部農山村地域の拠点づくりの推進（本掲） 産業局 農政総務課（北部農林事務所）

▶花街道づくり推進（本掲） 産業局 農政総務課（北部農林事務所）

▶ひめじ木綿復活プロジェクトへの支援 産業局 農政総務課（北部農林事務所）

▶官学連携による資源活用先駆的モデル（本掲） 産業局 農政総務課（北部農林事務所）

▶ハーブの里山プロジェクト（本掲） 産業局 農政総務課

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用（再掲） 産業局 農政総務課（北部農林事務所）

▶作物的獣害対策（再掲） 産業局 農林整備課（北部農林事務所）



【創】【主】 ①雇用促進対策の推進

▶インターンシップイベント「あっと！姫路」の開催 産業局 労働政策課

▶地域密着型情報発信サイト「ＪＯＢ播磨」の運営 産業局 労働政策課

▶地元企業へのＡＩ面接導入の促進 産業局 労働政策課

▶地元高校生向けフィールドスタディ（会社見学・職場体験）の実施 産業局 労働政策課

▶雇用相談・情報提供 産業局 労働政策課

【創】【主】 ②多様な人材の就業支援

▶女性の就労支援 産業局 労働政策課

▶女性のチャレンジへの支援（再掲） 市民局 男女共同参画推進センター

▶姫路しごと支援センターの運営 産業局 労働政策課

▶高年齢者の就業機会の確保（シルバー人材センターへの支援）（本掲） 産業局 労働政策課

▶ジョブマッチングイベント「ずっと姫路」の開催 産業局 労働政策課

【創】【主】 ④移住・定住の促進による中小企業の人材確保

▶中小企業就業者確保のための奨学金返還支援（本掲） 産業局 労働政策課

▶中小企業ＵＪＩターン促進就業者確保支援モデル事業の推進（本掲） 産業局 労働政策課

▶ひめじＩＪＵ定住奨学金返還支援（再掲） 市長公室 企画政策推進室

【創】 ⑤若年者の県内就職促進

▶県外大学合同企業説明会の開催 産業局 労働政策課

▶県外理系大学生に対する企業見学バスツアー 産業局 労働政策課

▶高校の就職担当者への企業説明会の開催 産業局 労働政策課

▶合同就職説明会・面接会の開催 産業局 労働政策課

【創】 ⑥中小企業の人材育成支援

▶デジタル化推進（中小企業デジタル化推進セミナー）（再掲） 産業局 産業振興課

▶中小企業人材養成への支援 産業局 労働政策課

▶職業訓練の促進 産業局 労働政策課

▶大学との包括連携協定に基づく連携（再掲） 市長公室 企画政策推進室

【創】 ⑦市内企業と連携したキャリア教育の推進

▶トライやるウィーク体験学習（再掲） 教育委員会事務局 学校指導課

▶地元企業の見学バスツアー（再掲） 教育委員会事務局 学校指導課

▶理工系を目指す女子中学生のチャレンジへの支援（再掲） 市民局 男女共同参画推進センター

【創】 ⑧IT・クリエイティブ人材の育成支援

▶校種を越えた理念の共有・連携の推進（再掲） 教育委員会事務局 学校指導課

▶デジタル技術を活用した学習の充実（再掲） 教育委員会事務局
学校指導課

総合教育センター教育研修課

▶サイエンスエキスパート講座の開催（再掲） 教育委員会事務局 姫路科学館

▶ＩＴ・クリエイティブ人材（産業）との連携促進（再掲） 産業局 産業振興課

施策イ　多様な人材が活躍できる労働環境づくり　（人づくり、地域づくり）

事業名、細事業名（▶） 　　　　　　　　　　　担当部署

【創】 ①仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの促進（本掲）

▶ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発活動 産業局 労働政策課

▶経済情報誌「ファイル」を活用した先進的事業所の取組紹介 産業局 産業振興課



【創】 ③勤労者意欲の向上

▶技能功労者表彰 産業局 労働政策課

▶中小企業永年勤続優良従業員表彰 産業局 労働政策課

【創】 ①産官学連携の推進

▶兵庫県立大学産学連携・研究推進機構との連携・協力（本掲） 産業局 産業振興課

▶産官学連携による人材育成（本掲） 産業局 産業振興課

▶企業・大学・学生マッチングの開催（ラボツアー含む）（本掲） 産業局 産業振興課

▶インキュベーションセンター等の活用促進（本掲） 産業局 産業振興課

【創】 ⑤先端科学技術の活用促進

▶科学技術基盤（放射光施設・スーパーコンピュータ）活用実習の開催 産業局 産業振興課

▶科学技術基盤活用促進 産業局 産業振興課

▶金属３Ｄプリンタ活用促進 産業局 産業振興課

▶デジタル化推進（中小企業のデジタル化に対する支援、中小企業デ
ジタル化推進セミナー）（再掲）

産業局 産業振興課

【創】 ⑥IT・クリエイティブ人材（産業）との連携促進（本掲）

▶ものづくりにおけるデザイン活用とブランディング支援（本掲） 産業局 産業振興課

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進（再掲） 市長公室 地方創生推進室



【創】【主】 ⑦「醸造」を軸とした播磨地域のブランド化の推進（本掲）

▶若い世代への播磨の醸造文化の共感醸成 産業局 産業振興課

▶播磨の醸造産品・特産品の地元消費の促進 産業局 産業振興課

▶播磨の醸造産品の販路拡大支援 産業局 産業振興課

▶播磨の醸造文化や特産品の圏域外ＰＲ 産業局 産業振興課

▶「ＧＩはりま」ブランドの推進 市長公室 地方創生推進室

▶ブリュッセル国際大会兵庫への参加（再掲） 産業局 産業振興課

【創】 ①多様な人材が活躍する企業集積の推進

▶企業訪問の強化と効果的な情報発信 産業局 企業立地推進課

▶広域連携による企業誘致の推進 産業局 企業立地推進課

▶工場適地の開拓と工場用地ライブラリー制度の充実 産業局 企業立地推進課

▶６次産業化企業誘致（本掲） 産業局 企業立地推進課

【主】 ▶オフィス誘致の推進 産業局 企業立地推進課

【創】 ②工場立地の促進

▶工場設置・雇用等の奨励 産業局 企業立地推進課

【創】 ③起業・創業支援の充実

▶創業セミナーの開催支援 産業局 産業振興課

▶創業者のスタートアップへの支援 産業局 産業振興課

▶姫路版セーフティネット（起業家向け）
（兵庫県中小企業制度融資等に係る信用保証料助成）

産業局 産業振興課

▶融資相談（起業家向け） 産業局 産業振興課

▶まちなか・商店街創業への支援（再掲） 産業局 産業振興課

▶姫路創業ステーションの活用促進 産業局 産業振興課

【主】 ▶起業プラザひょうご姫路での創業支援 産業局 産業振興課

【創】 ④空き店舗対策の推進（本掲）

▶リノベーションまちづくりの推進 産業局 産業振興課

▶中心市街地商店街空き店舗対策 産業局 産業振興課

▶まちなか・商店街創業への支援（本掲） 産業局 産業振興課

【創】 ④中小企業の経営基盤の強化

▶中小企業の経営改善指導の推進 産業局 産業振興課

【主】 ▶デジタル化推進（中小企業のデジタル化に対する支援、中小企業デ
ジタル化推進セミナー）（本掲）

産業局 産業振興課

【主】 ▶ものづくりの業務効率化推進（ものづくりにおけるＩＴ導入に対する支援） 産業局 産業振興課

▶事業承継サポート 産業局 産業振興課

【創】 ⑤新製品・新技術の開発支援

▶ものづくり開発奨励 産業局 産業振興課

▶ものづくりにおけるデザイン活用とブランディング支援（再掲） 産業局 産業振興課

【創】 ⑥販路拡大への支援

▶商談会、見本市等の開催支援 産業局 産業振興課

▶国内への販路拡大支援 産業局 産業振興課

▶市内企業による利用促進（アクリエひめじ（姫路市文化コンベンション
センター））（再掲）

産業局 産業振興課



▶海外展開への支援 産業局 産業振興課



【創】 ⑧地場産業の育成・強化

▶姫路・西はりま地場産業センターの活動支援 産業局 産業振興課

▶地場産品・特産品のＰＲ支援 産業局 産業振興課

▶地場産業・産地のＰＲ強化と担い手育成支援 産業局 産業振興課

▶ブリュッセル国際大会兵庫への参加（本掲） 産業局 産業振興課

▶海外向け認証取得支援 産業局 産業振興課

【創】 ①国際拠点港湾姫路港の活用促進

▶ポートセールスの推進 産業局 産業振興課

▶クルーズ客船誘致活動強化 産業局 産業振興課

▶姫路港旅客ターミナルエリアの再編整備促進 産業局 産業振興課

【創】 ①まちなかの魅力向上

▶キャスティタウン等の回遊性の向上と賑わいの創出（再掲） 都市拠点整備本部 姫路駅周辺整備室

▶エリア価値向上に向けた仕組みづくり（本掲） 産業局 産業振興課

【主】
▶公共空間の利活用（本掲）
  [大手前通りの多様な活用]

産業局 産業振興課

▶歩行者利便増進道路の活用（再掲） 建設局
道路管理課
街路建設課

【創】 ③まちなかの回遊性を高めるネットワークの充実

▶中心市街地Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・活用（本掲）
産業局

観光スポーツ局
産業振興課
観光推進課

▶シェアサイクル「姫ちゃり」の活用（再掲） 都市局 交通計画室

【創】 ④姫路駅北にぎわい交流広場の活用（本掲）

▶にぎわい交流広場の運営 産業局 産業振興課

▶にぎわい交流広場クリスマスイベントの開催 産業局 産業振興課

【創】 ②集客対策の推進

【主】 ▶姫路城生きた歴史体感プログラム（リビングヒストリー）の実施 観光スポーツ局
観光推進課

姫路城管理事務所

▶観光振興イベントの開催支援 観光スポーツ局 観光推進課

▶観光プロモーション活動の展開 観光スポーツ局 観光推進課

▶オープニングシリーズの企画・開催（アクリエひめじ（姫路市文化コン
ベンションセンター））（再掲）

観光スポーツ局
都市拠点整備本部

文化国際課
文化コンベンション施設整備室

【主】 ▶ＡＲ観光の推進 観光スポーツ局
観光推進課

姫路城管理事務所

【主】 ▶平和学習の推進
観光スポーツ局

市長公室
観光推進課

地方創生推進室

▶文化観光施設としての機能強化（再掲） 教育委員会事務局 美術館総務課

【創】 ③広域観光の推進（本掲）

▶広域観光団体を通じた連携 観光スポーツ局 観光推進課

【主】 ▶日本遺産（北前船・西国三十三所）を通じた連携（本掲） 観光スポーツ局 観光推進課

【主】 ▶日本遺産「銀の馬車道鉱石の道」のＰＲ（本掲） 市長公室 地方創生推進室

【創】 ④外国人観光客誘客対策の推進

▶インバウンド向け体験型観光の充実 観光スポーツ局 観光推進課

▶インバウンド向けプロモーションの推進（再掲） 観光スポーツ局 観光推進課

▶外国語パンフレット等の作成 観光スポーツ局 観光推進課



【創】 ⑤姫路城の保存と活用

▶姫路城保存修理（本掲） 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

【主】 ▶姫路城防災設備改修（本掲） 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

【主】
▶ナイト観光の推進
  [忍者を活用した体験型ナイトイベント等]

観光スポーツ局 姫路城管理事務所

▶菊花展の開催 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

▶建造物の運営管理、保守、警備等（本掲） 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

▶姫路城特別公開の開催 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

▶姫路城東休憩施設整備の検討 観光スポーツ局 姫路城総合管理室

【主】 ▶姫路城夜間照明デザイン設計 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

【主】 ▶姫路城建造物の耐震診断 観光スポーツ局 姫路城管理事務所

【創】 ①ひめじシティイメージアップ事業

▶映画、テレビのロケ誘致と支援 観光スポーツ局 観光推進課

▶お城からの手紙の発行 市長公室 広報課

【創】 ③外国人観光客誘客のためのプロモーションの推進

▶インバウンド向けプロモーションの推進（本掲） 観光スポーツ局 観光推進課

【創】 ①ＭＩＣＥ誘致の促進

【主】
▶ＭＩＣＥ施設ＰＲ・誘致活動
  [アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）を活用した
MICE誘致］

観光スポーツ局 観光推進課

▶宿泊施設環境整備支援 観光スポーツ局 観光推進課



【創】 ②アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）の管理運営（本掲）

【主】 ▶オープニングシリーズの企画・開催（本掲）
観光スポーツ局

都市拠点整備本部
文化国際課

文化コンベンション施設整備室

【創】 ⑧観光地のＷｉ-Ｆｉ環境の充実

▶中心市街地Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・活用（再掲）
産業局

観光スポーツ局
産業振興課
観光推進課

【創】 ①姫路観光コンベンション事業の推進

【主】 ▶ＤＭＯ（観光地域づくり法人）を核とした観光地域づくり（本掲） 観光スポーツ局 観光推進課

【主】 ▶オンラインツアー＆体験プログラムの提供 観光スポーツ局 観光推進課

▶姫路観光コンベンションビューローへの支援 観光スポーツ局 観光推進課



【創】 ③スポーツコミッション事業

【主】 ▶パラリンピック競技強化拠点の環境整備 観光スポーツ局 スポーツ振興室

▶全国レクリエーション大会の開催 観光スポーツ局 スポーツ振興室

【創】 ④ワールドマスターズゲームス2021関西関連事業 観光スポーツ局 スポーツ振興室

【創】 ⑤東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連イベントの開催

【主】 ▶東京2020オリンピック聖火リレーへの参加 観光スポーツ局 スポーツ振興室

【主】 ▶東京2020パラリンピック聖火フェスティバルの開催 観光スポーツ局 スポーツ振興室

【主】 ▶フランス柔道選手団事前合宿の受入等 観光スポーツ局 スポーツ振興室

【主】 ▶シッティングバレーボール女子日本代表チームのＰＲ支援 観光スポーツ局 スポーツ振興室

【主】 ▶パブリックビューイングの開催と大会ＰＲ 観光スポーツ局 スポーツ振興室



【創】【主】 ①ウォーカブル推進プログラムの策定（本掲） 都市局 都市計画課

【創】 ④まちなかの魅力向上

▶キャスティタウン等の回遊性の向上と賑わいの創出（本掲） 都市拠点整備本部 姫路駅周辺整備室

▶歩行者利便増進道路の活用（再掲） 建設局
道路管理課
街路建設課

▶エリア価値向上に向けた仕組みづくり（再掲） 産業局 産業振興課

▶公共空間の利活用（再掲） 産業局 産業振興課

【創】 ②公共交通施策の推進（本掲）

▶地方バス路線維持確保対策 都市局 交通計画室

▶コミュニティバス等の運行 都市局 交通計画室

▶パーク＆ライド、サイクル＆バスライドの推進 都市局 交通計画室

▶シェアサイクル「姫ちゃり」の活用（本掲） 都市局 交通計画室

▶鉄道の利用促進・利便性向上 都市局 交通計画室

▶離島航路のサービス水準の維持 都市局 交通計画室

【創】 ①空き家対策の推進

▶空き家に対する市民意識の啓発 都市局 住宅課

▶老朽危険空き家対策への支援 都市局 住宅課

▶空き家バンクの活用 都市局 住宅課

▶空き家改修支援 都市局 住宅課

【創】【主】 ①手柄山中央公園の整備

▶連絡通路の整備 都市拠点整備本部 手柄山中央公園整備室

▶東エントランス広場の整備 都市拠点整備本部 手柄山中央公園整備室

▶スリラー塔・ロックガーデン周辺等の整備 都市拠点整備本部 手柄山中央公園整備室

▶新体育館、屋内プール等の整備（本掲） 都市拠点整備本部 手柄山中央公園整備室



【創】 ③防災教育の推進

▶防災スクールの開校 市長公室 危機管理室

▶防災出前講座等による啓発 市長公室 危機管理室

▶ハザードマップの更新配布 市長公室 危機管理室

【主】 ▶地域巡回啓発事業の実施 市長公室 危機管理室



【創】 ①播磨圏域連携中枢都市圏ビジョンの推進

【主】 ▶播磨圏域経済成長戦略の推進 市長公室 地方創生推進室

【主】 ▶播磨圏域の情報発信 市長公室 地方創生推進室

▶新たな連携事業の検討 市長公室 地方創生推進室

【創】 ①ひめじ創生の展開

【主】 ▶高校生等をターゲットとしたＳＤＧｓに基づく国際人材育成・定住促進 市長公室 地方創生推進室

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進（本掲） 市長公室 地方創生推進室

【創】 ②地域活性化の推進（本掲）

【主】 ▶がんばる地域への支援（本掲） 市長公室 地方創生推進室

【主】
▶地域おこし協力隊（家島諸島）の活用（本掲）
  ［移住体験事業の実施］

市長公室 地方創生推進室

▶地域おこし協力隊（北部地域）の活用（再掲） 産業局 農政総務課（北部農林事務所）

▶夢前川流域活性化の推進 市長公室 地方創生推進室

▶地域資源のＰＲ（地域夢プランＰＲ事業） 市長公室 企画政策推進室

▶地域活性化に資する拠点づくりの検討 市長公室 企画政策推進室



【創】 ③移住・定住の促進

【主】 ▶兵庫県との共同による移住支援・マッチング支援 市長公室 地方創生推進室

▶ふるさと回帰フェアへの出展 市長公室 地方創生推進室

▶移住・定住ポータルサイトの拡充 市長公室 地方創生推進室

▶ラジオ放送を活用した播磨圏域のＰＲ 市長公室 地方創生推進室

【主】 ▶ひめじＩＪＵ定住奨学金返還支援（本掲） 市長公室 企画政策推進室

▶中小企業就業者確保のための奨学金返還支援（再掲） 産業局 労働政策課

▶中小企業ＵＪＩターン促進就業者確保支援モデル事業の推進（再掲） 産業局 労働政策課

▶介護職員等のＵＪＩターンへの支援（再掲） 健康福祉局 介護保険課

▶定着支援一時金を通じた支援（保育士等）（再掲） こども未来局 幼保連携政策課

▶住居借り上げへの支援（保育士等）（再掲） こども未来局 幼保連携政策課

【創】 ④関係人口の創出・拡充

▶「ふるさと姫路懇話会」の開催 市長公室 秘書課

▶姫路ふるさと大使による本市の魅力の発信（再掲） 観光スポーツ局 観光推進課

【主】 ▶ふるさと納税の推進（本掲） 市長公室 地方創生推進室

▶企業版ふるさと納税制度の活用（本掲） 市長公室 地方創生推進室

【主】 ▶ワーケーション受入環境の整備促進 市長公室 地方創生推進室

【創】 ②民間企業との連携促進

▶民間との連携協定を活用した取組の実施 市長公室 地方創生推進室

▶新たな地域課題解決プロジェクトの推進（再掲） 市長公室 地方創生推進室

【創】 ②道の駅整備の検討（本掲）

【主】 ▶「（仮称）道の駅姫路」整備基本計画の策定 産業局 道の駅推進室

【創】 ③インターネットを活用した情報発信

▶ホームページによる市政情報の提供 市長公室 広報課

【主】 ▶市公式ソーシャルメディアを活用した広報発信の強化 市長公室 広報課

▶市民向けアプリ「ひめじプラス」の利便性等向上 市長公室 広報課

【創】【主】 ①マイナンバーカードの普及促進

▶様々な手法を活用した積極的なマイナンバーカード広報の実施 総務局 情報政策室

▶マイナンバーカード取得率向上に向けた取組の推進 市民局 住民窓口センター



このページは白紙です。



施策ア　保育人材の確保・育成　（人づくり）

事業名、細事業名（▶） 　　　　　　　　　　　担当部署

【創】 ①保育士等の確保対策の推進

【主】 ▶保育士・保育所支援センターの充実 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶定着支援一時金を通じた支援（本掲） こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶住居借り上げへの支援（本掲） こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶保育士資格・幼稚園教諭免許状取得の支援 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶奨学金返還への支援 こども未来局 幼保連携政策課

【主】 ▶経験に応じた処遇改善の促進 こども未来局 こども保育課

▶私立特定教育・保育施設等への産休代替職員確保への支援 こども未来局
こども支援課
こども保育課

施策イ　ゆとりを持って子育てできる地域づくり　（地域づくり）

事業名、細事業名（▶） 　　　　　　　　　　　担当部署

①地域における子育てサービスの充実

▶ファミリーサポートセンター事業の推進 こども未来局 こども支援課

【主】 ▶地域子育て支援拠点の充実 こども未来局 こども支援課

▶保育所（園）子育て支援拠点の運営 こども未来局 こども保育課

②子育てに関する情報提供・相談体制の充実

▶利用者支援専門員の設置 こども未来局
こども支援課
こども保育課

③親育ち学習機会の充実

▶子育て学習センターの充実 こども未来局 こども支援課

④経済的負担の軽減

▶乳幼児、こども、母子家庭医療費助成 健康福祉局 保健福祉政策課

▶児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の給付 こども未来局 こども支援課

▶子育てワンストップサービスの推進 こども未来局 こども支援課

▶幼児教育・保育の負担軽減（無償化） こども未来局 こども保育課

▶多子世帯の保育料軽減 こども未来局 こども保育課

【主】 ▶新生児臨時特別給付金の支給 こども未来局 こども総務課

【創】 ⑤新たな少子化対策への取組

【主】 ▶新婚世帯への新生活支援 こども未来局 こども総務課

【主】 ▶妊産婦のタクシー利用支援 こども未来局 こども総務課

⑥福祉のまちづくりの推進（再掲） 健康福祉局 保健福祉政策課

⑦ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりの推進（再掲） 都市局 まちづくり指導課

⑧仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの促進（再掲）

▶ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発活動 産業局 労働政策課

▶経済情報誌「ファイル」を活用した先進的事業所の取組紹介 産業局 産業振興課



担当課別事業数 掲載事業数
市民活動推進課 2
生涯学習課 0
生涯現役推進室 6
人権総務課 0
人権啓発課 0
人権総務課
人権啓発課
人権啓発センター 0
人権啓発センター 0
人権教育課 0
男女共同参画推進センター 4
男女共同参画推進課 0
保健福祉政策課 0
障害福祉課 0
地域包括支援課 0
こども家庭総合支援室 0
文化国際課 7
学校指導課 5
文化国際課
文化コンベンション施設整備室 3
学校施設課 0
姫路科学館 1
水族館 0
城内図書館 0
美術館総務課 1
姫路文学館総務課 0
書写の里・美術工芸館 0
埋蔵文化財センター 0
城郭研究室 0
平和資料館 0
保健所予防課 1
こども支援課 0
生活援護室 0
高齢者支援課 0
国民健康保険課 0
保健福祉政策課
観光推進課 0
総合福祉会館 0
監査指導課 0
後期高齢者医療保険課 0
国民健康保険家島診療所 0
労働政策課 22
産業振興課 56
総合福祉通園センター 0
障害福祉課
保健所予防課 0
まちづくり指導課 0
介護保険課 1
監査指導課
介護保険課 0
高齢者支援課
介護保険課 0
高齢者支援課
介護保険課
保健所予防課 0
幼保連携政策課 10
こども保育課 5
こども支援課
こども保育課 1
こども保育課
こども支援課 0
こども総務課 5
幼保連携政策課
こども保育課
教育企画課 1
こども総務課
幼保連携政策課
こども保育課 1
地域医療推進課 14
保健所健康課 11
保健所総務課
保健所健康課 1
スポーツ振興室 8



保健所総務課 0
消防局救急課 1
保健所総務課
保健所予防課 0
環境衛生研究所 0
保健所衛生課 0
保健所衛生課
食肉衛生検査センター 0
食肉衛生検査センター 0
総合教育センター育成支援課 0
健康教育課 0
危機管理室 4
企画政策推進室 6
学校指導課
総合教育センター教育研修課 2
水産漁港課 5
農政総務課 10
農政総務課
水産漁港課 0
総合教育センター教育研修課 2
教育企画課 0
学校施設課
健康教育課 0
教育委員会総務課
健康教育課 0
道路保全課
長寿命化推進課
道路建設課 0
学校指導課
総合教育センター育成支援課 0
生涯学習大学校 0
好古学園大学校 0
城郭研究室
城内図書館 0
文化財課
埋蔵文化財センター 0
観光推進課 15
地方創生推進室 22
文化財課 0
市史編集室 0
行政管理課
市史編集室 0
姫路城管理事務所 8
美化業務課
環境政策室 0
環境政策室 2
エコパークあぼし
環境政策室 0
美化業務課 1
美化業務課
北部美化事務所 0
河川管理課 0
交通計画室 7
公園緑地課
公園整備課 0
公園緑地課 0
農林整備課 6
公園緑地課
農業振興センター 0
農林整備課（北部農林事務所） 1
リサイクル推進課 0
産業廃棄物対策課 0
美化業務課
リサイクル推進課
市川美化センター
北部美化事務所 0
エコパークあぼし 0
市川美化センター 0
美化業務課
中部衛生センター 0
中部衛生センター 0
美化業務課
産業廃棄物対策課 0
農業振興センター 7
農業委員会 0
農政総務課
水産漁港課
産業振興課 1
企業立地推進課 7
中央卸売市場 0
農政総務課（北部農林事務所） 7
道の駅推進室 1
姫路駅周辺整備室 2



道路管理課
街路建設課 2
産業振興課
観光推進課 2
道路総務課 0
都市計画課 1
観光推進課
姫路城管理事務所 2
観光推進課
地方創生推進室 1
姫路城総合管理室 1
動物園 0
姫路城総合管理室
動物園 0
広報課 4
観光推進課
姫路城総合管理室
動物園
姫路城管理事務所 0
公園整備課 0
手柄山中央公園整備室 4
阿保地区整備課
区画整理補償課 0
区画整理課
区画整理補償課 0
鉄道駅周辺整備室 0
道路管理課 0
街路建設課
用地対策課 0
道路建設課
用地対策課
北部道路事務所 0
道路保全課
北部道路事務所 0
長寿命化推進課
北部道路事務所 0
道路建設課 0
道路建設課
北部道路事務所
用地対策課 0
住宅課 4
建築指導課 0
名古山霊苑管理事務所
都市計画課 0
水道局浄水課 0
水道局施設課 0
水道局総務課 0
下水道管理課
下水道業務課
下水道管理センター 0
下水道管理課
下水道業務課 0
下水道管理センター
下水道整備室 0
下水道管理課 0
下水道整備室 0
水道局建設課 0
水道局施設課
水道局浄水課
水道局建設課 0
下水道管理センター 0
下水道業務課 0
消防局予防課 0
消防局総務課 0
河川整備課 0
下水道管理センター
下水道整備室
河川整備課 0
建築指導課
道路総務課 0
消防局総務課
消防局警防課
消防局救急課 0
消防局警防課
消防局救急課 0
消防局警防課 0
消防局救急課
消防局警防課 0
消防局情報指令課 0
消防局予防課
消防局警防課 0
市民総合相談室 0
人事課 0
研修厚生センター 0
工事技術検査室 0
職員倫理課 0
秘書課 1
行財政改革推進課 0
議会事務局 0
財政課 0
主税課 0



管財課 0
営繕課 0
情報政策室 1
行政管理課 0
法制課 0
会計課 0
契約課 0
監査事務局 0
選挙管理委員会 0
企画政策推進室
人事課 0
生涯学習課
生涯学習大学校
好古学園大学校 0
住民窓口センター 1
主税課
住民窓口センター 0



担当課別事業数（ソート）
産業振興課 117
学校指導課 50
文化国際課 45
障害福祉課 44
情報政策室 42
農政総務課 39
観光推進課 38
農林整備課 38
地方創生推進室 35
スポーツ振興室 34
労働政策課 33
まちづくり指導課 33
危機管理室 33
市民活動推進課 29
保健所健康課 29
公園緑地課 28
交通計画室 27
地域包括支援課 26
環境政策室 26
保健所予防課 24
地域医療推進課 23
介護保険課 22
保健福祉政策課 21
水産漁港課 21
農業振興センター 19
美化業務課 18
生涯学習課 17
生涯現役推進室 17
人権教育課 17
企画政策推進室 17
リサイクル推進課 17
こども支援課 14
姫路駅周辺整備室 14
高齢者支援課 13
総合教育センター育成支援課 13
健康教育課 13
市民総合相談室 13
こども保育課 12
消防局救急課 12
保健所衛生課 12
姫路城管理事務所 12
農林整備課（北部農林事務所） 12
農政総務課（北部農林事務所） 12
都市計画課 12
幼保連携政策課 11
公園整備課 10
住宅課 10
総合教育センター教育研修課 9
消防局予防課 9
男女共同参画推進センター 8
企業立地推進課 8
広報課 8
鉄道駅周辺整備室 8
城内図書館 7
美術館総務課 7
国民健康保険課 7
総合福祉通園センター 7



姫路城総合管理室 7
建築指導課 7
人権啓発課 6
姫路科学館 6
姫路文学館総務課 6
城郭研究室 6
生活援護室 6
消防局総務課 6
人事課 6
財政課 6
こども家庭総合支援室 5
水族館 5
こども総務課 5
手柄山中央公園整備室 5
下水道整備室 5
人権啓発センター 4
文化国際課
文化コンベンション施設整備室 4
書写の里・美術工芸館 4
埋蔵文化財センター 4
平和資料館 4
文化財課
埋蔵文化財センター 4
産業廃棄物対策課 4
中央卸売市場 4
道の駅推進室 4
区画整理課
区画整理補償課 4
道路建設課
用地対策課
北部道路事務所 4
長寿命化推進課
北部道路事務所 4
河川整備課 4
行政管理課 4
人権総務課 3
人権総務課
人権啓発課
人権啓発センター 3
総合福祉会館 3
後期高齢者医療保険課 3
保健所総務課 3
学校指導課
総合教育センター教育研修課 3
教育企画課 3
美化業務課
北部美化事務所 3
公園緑地課
公園整備課 3
エコパークあぼし 3
市川美化センター 3
道路管理課
街路建設課 3
産業振興課
観光推進課 3
道路総務課 3
名古山霊苑管理事務所
都市計画課 3
水道局総務課 3
下水道業務課 3
消防局警防課 3
行財政改革推進課 3
管財課 3
住民窓口センター 3
男女共同参画推進課 2
保健福祉政策課
観光推進課 2
監査指導課 2
幼保連携政策課
こども保育課
教育企画課 2
保健所総務課
保健所予防課 2
環境衛生研究所 2
食肉衛生検査センター 2
農政総務課
水産漁港課 2
道路保全課
長寿命化推進課
道路建設課 2



城郭研究室
城内図書館 2
エコパークあぼし
環境政策室 2
河川管理課 2
公園緑地課
農業振興センター 2
農政総務課
水産漁港課
産業振興課 2
観光推進課
姫路城管理事務所 2
動物園 2
姫路城総合管理室
動物園 2
阿保地区整備課
区画整理補償課 2
道路管理課 2
街路建設課
用地対策課 2
水道局浄水課 2
水道局施設課 2
下水道管理センター
下水道整備室 2
水道局建設課 2
下水道管理センター
下水道整備室
河川整備課 2
研修厚生センター 2
工事技術検査室 2
職員倫理課 2
秘書課 2
監査事務局 2
学校施設課 1
国民健康保険家島診療所 1
障害福祉課
保健所予防課 1
監査指導課
介護保険課 1
高齢者支援課
介護保険課 1
高齢者支援課
介護保険課
保健所予防課 1
こども支援課
こども保育課 1
こども保育課
こども支援課 1
こども総務課
幼保連携政策課
こども保育課 1
保健所総務課
保健所健康課 1
保健所衛生課
食肉衛生検査センター 1
学校施設課
健康教育課 1
教育委員会総務課
健康教育課 1
学校指導課
総合教育センター育成支援課 1
生涯学習大学校 1
好古学園大学校 1
文化財課 1
市史編集室 1
行政管理課
市史編集室 1
美化業務課
環境政策室 1
美化業務課
リサイクル推進課
市川美化センター
北部美化事務所1
美化業務課
中部衛生センター 1
中部衛生センター 1
美化業務課
産業廃棄物対策課 1
農業委員会 1
観光推進課
地方創生推進室 1
観光推進課
姫路城総合管理室
動物園
姫路城管理事務所1
道路保全課
北部道路事務所 1
道路建設課 1
道路建設課
北部道路事務所
用地対策課 1
下水道管理課
下水道業務課
下水道管理センター1
下水道管理課
下水道業務課 1
下水道管理課 1
水道局施設課
水道局浄水課
水道局建設課 1
下水道管理センター 1
建築指導課
道路総務課 1
消防局総務課
消防局警防課
消防局救急課 1
消防局警防課
消防局救急課 1



消防局救急課
消防局警防課 1
消防局情報指令課 1
消防局予防課
消防局警防課 1
議会事務局 1
主税課 1
営繕課 1
法制課 1
会計課 1
契約課 1
選挙管理委員会 1
企画政策推進室
人事課 1
生涯学習課
生涯学習大学校
好古学園大学校 1
主税課
住民窓口センター 1


