資料 1-2
播磨圏域連携中枢都市圏
全 53 事業
連携を図る事務・取組内容

進捗状況

：

連携事業名

連携事業進捗一覧（平成 27 年度～令和元年度）

1 実施中・実施済

52 事業

H27(2015)

2 一部実施中・一部実施済
H28(2016)

１事業

H29(2017)

3 検討中

0 事業

H30(2018)

R1(2019)

進捗状況

播磨圏域成長戦略会議の開催
産学金官民一体となった経済戦略の策定、国の成長
戦略実施のための体制整備
圏域内の企業、大学、研究機関、金融機関、連携
する市町等が一体となった協議会の運営並びに圏

播 磨圏域経 済成長戦 略

播磨圏域活性化推進検討会の開催

１

の推進

播磨圏域政策創造プロジェクトの実施

域の経済戦略の策定、推進及び進捗管理を行う。
都市圏ビジョンの評価
新 産業創出 産学共同 研
究助成事業

都市圏ビジョンの改定

１

大学の共同研究専用施設の活用促進
放射光分析実習
ナノマイクロ切削実習

放 射光施設 活用促進 事

１

業、スーパーコンピュー 放射光微細加工実習
タ活用促進事業
スーパーコンピュータ活用実習
イノベーションセミナー開催
産業クラスターの形成、イノベーション実現、新規

技術相談への対応

創業促進、地域の中堅企業等を核とした戦略産業の
育成

ものづくり支援事業

各種ものづくりセミナー開催

１

圏域の経済戦略に基づき、圏域のものづくり力の

７商工会議所による国

強化に取り組む。

内展示会への合同出典
開業ガイドブック作成

創業マニュアル作成

１

創業ワンストップ窓口「姫路創業ステーション」運営
創業支援事業
特定創業支援セミナー開催
創業機運醸成セミナー開催

播 磨圏域に おける産 学
金官民の交流推進

兵庫県立大学産学連携・研究推進機構への支援
はりま産学交流会への支援
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１

連携を図る事務・取組内容

連携事業名

「企業・大学・学生マッ
チング」事業

H27(2015)

H28(2016)

H29(2017)

H30(2018)

R1(2019)

進捗状況

企業・大学・学生マッチング in HIMEJI 開催

１
兵庫県立大学研究室見学・交流ツアー開催
海外販路拡大セミナー開催

海外展開支援事業

１

海外展開相談窓口の解説
海外バイヤー招聘商談会
ものづくり大学校の利用促進に向けた広報等（情報誌「ファイル」）
ものづくり企業の情報発信

も のづくり 力を支え る （「キラリ！姫路・播磨のものづくり～How to テクノ～）
人材の育成支援事業
産業クラスターの形成、イノベーション実現、新規
ものづくり向上セミナー開催

（情報誌「ファイル」に統合）

１

創業促進、地域の中堅企業等を核とした戦略産業の
グローバル人材養成セミナー開催

育成
圏域の経済戦略に基づき、圏域のものづくり力の
企業立地環境調査

強化に取り組む。

企業投資動向アンケート調査

工場適地の創出・整備に向けた調査研究
企業誘致の推進

工場用地土地台帳整備

１

企業誘致環境ポテンシ
ャル調査
企業立地ガイド作成

企業立地パンフレット作成

国や県の取組、他都市の先進事例調査
水素社会に向けた取組
兵庫県水素社会戦略研究会の WG に参加

１
バ イオマス 産業都市 構

情報収集、調査検討、圏域各市町との情報交換

想の研究

ブランド戦略の研究
地域資源を活用した地域経済の裾野拡大
圏域の経済戦略に基づき、圏域の多彩な地場産品
のブランドの育成に取り組む。

「播磨地域ブランド」の
確立

バイオマス資源利活用

バイオマス発電施設視

バイオマス発電施設視

検討業務委託の実施

察

察

ブランド戦略確立
ホームページ・パンフレットを用いた情報発信

醸造をキーワードにリブランディング
ホームページリニュー
アル

５つ星ひょうご、兵庫認証食品制度の活用促進
醸造をテーマとした食
科学セミナーの開催
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１

連携を図る事務・取組内容

連携事業名

H27(2015)

販売促進戦略の調査、
播 磨地場産 品販路拡 大 研究

H28(2016)

H29(2017)

H30(2018)

R1(2019)

圏域内での PR（「豊穣の国・はりま」大物産展等）
圏域外への PR（首都圏、京阪神地域）

１

事業
地域資源を活用した地域経済の裾野拡大

醸造商品バイヤーツア

地元特産品 PR 試食会開催

ーの実施

圏域の経済戦略に基づき、圏域の多彩な地場産品
のブランドの育成に取り組む。

事業実施に向けた検討
農商工等連携の推進

進捗状況

農商工連携マッチングセミナー開催

農商工マッチング商談会の開催

１

カラスミ加工施設支援
マアナゴの研究（姫路市＆近畿大学農学部富山試験場）
広域観光ホームページの運営

広域観光連携事業

パンフレットの作成

PR、プロモーション活動の実施（国内の観光案内所、旅行博等）

工場景観モニターツア

１

旅行エージェントとの商談会、観光セミナーでの PR（国内）

ー実施
パンフレット、ツーリストガイドの作成

着地型観光プログラム

外 国人観光 客誘致促 進

１

(インバウンド観光の推 PR、プロモーション活動の実施（国外の旅行博等）
戦略的な観光施策

進)
旅行エージェントとの商談会、観光セミナーでの PR（国外）

圏域の経済戦略に基づき、圏域内への観光客やコ
ンベンション参加者など交流人口の増加に取り組
む。

大 規模集客 イベント の
開催・ＰＲ

各種大規模イベントの実施（姫路城夜桜会・観桜会・お城まつり・ゆかたまつり・観月会・人間将棋姫路の陣）

１
滞在型観光推進事業

姫路城彩時記等

姫路城夜間公開イベント

圏域内の MICE 施設の情報共有

広 域対応型 ＭＩＣＥ 誘

PR、プロモーション活動の実施

致事業

文化コンベンション施

ユニークベニュー

設パンフレット作成

パンフレット作成

１

有識者の活用
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連携を図る事務・取組内容

連携事業名

H27(2015)

H28(2016)

H29(2017)

H30(2018)

R1(2019)

進捗状況

救急医療施設後送委託事業
二 次救急医 療体制の 確
保

１

救急医療従事者確保緊急対策事業
小児救急医療体制整備事業

高度な医療サービスの提供
広域的な救急医療体制の充実のため、兵庫県と協
力しながら二次及び三次救急医療体制の整備や先
進医療の充実など、安定的な診療体制の確立を図る

三 次救急医 療機関へ の
運営支援

救命救急センターへの運営助成（H25～）

１
補助制度の方針決定

運営支援の協議

とともに、医療従事者の確保などに取り組む。
臨床研修医奨励金事業（H23～）
医療従事者の確保

総合診療夏季セミナー（H25～）

医学生向け就業説明会への参加

１

看護師病院合同就職説明会（H25～）
事業の調査・検討、物件移転交渉等の実施
姫 路駅周辺 整備事業 の
高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築

推進

１

姫路駅北駅前広場の管理・活用
姫路市文化コンベンションセンターの整備

圏域全体に対する高度で専門的な都市的サービ
スを提供し、圏域の内外から多様な人々が集まり、
また、大都市への若者の流出に歯止めをかける環境

JR 東姫路駅の整備

１

ＪＲ新駅の整備推進

を構築する役割を担っていくため、魅力的でより質

JR 姫路・英賀保駅間新駅の整備

の高い都市的サービスを提供する高次都市機能の
集積した中心拠点の整備及び広域的公共交通網の
構築に取り組む。

ＪＲ英賀保駅北改札口

JR 播但線香呂駅周辺整備

設置

都 市交通シ ステムの 整
備推進

１

JR 播但線溝の口駅周辺整備
山陽電鉄本線白浜の宮駅周辺整備

山陽電鉄本線大塩駅周辺整備

四大学連携会議の開催（姫路獨協大学、兵庫県立大学・姫路日ノ本短期大学・姫路大学）
高等教育・研究開発の環境整備
将来の圏域を担う人材の育成支援及び高等教育・
研究開発環境の整備に取り組む。

市 内大学及 び連携大 学
支援

大学発まちづくり研究助成事業の実施

１
産学協同研究助成事業の実施
連携大学フィールドワ
ーク支援事業の実施
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連携を図る事務・取組内容

連携事業名

H27(2015)

H28(2016)

H29(2017)

予防接種事務協力体制の協議

H30(2018)

R1(2019)

進捗状況

新型インフルエンザ対応マニュアルの情報交換

新 型インフ ルエンザ 等
の 予防対策 と医療機 関 共有の住民啓発資材の作成
感染症予防対策及び健康管理等の強化

１

受診に関する連携事業
新型インフルエンザ等発生時の手順書作成

住民が地域で安心して生活を営めるよう、感染症
予防に係る啓発及び情報共有に取り組むとともに、

新型インフルエンザ等
発生時の対応協議

広域での高齢者インフルエンザ予防接種の実施

ピンクリボンライトアップ、ピンクリボンキャッスルウォークの実施

検診受診率向上を図るなど、健康管理に係る連携を
推進する。

女性がん（子宮がん、乳 女性のためのがんフォーラム、講演会等の実施
がん）検診受診率向上啓
休日乳がん検診の実施
発事業

１
乳がんの自己触診啓発

成年後見支援体制の充実

成 年後見支 援センタ ー

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を 事業に関する連携
判断する能力が十分でない方が、地域で安心して生
活を営めるよう、相談体制や普及啓発に係る連携強
化を図るなど成年後見支援体制の充実に取り組む。

１

一般相談・専門相談への対応（市川町、福崎町、神河町）

成 年後見制 度普及啓 発 権利擁護フォーラムの開催
事業

障害者施策の充実

進捗状況の説明：権利擁護フォーラムの共同開催を目指しているが、市町との役割分担について検討中のため。

２

第三者評価の報告結果書の送付

障害のある人もない人も、共に、自分らしくいき
いきとした人生を送ることができる社会（共生社
会）づくりを目指し、障害のある人の自立を支援し、
安心して暮らせる地域社会の実現に向け、障害福祉

障 害者福祉 サービス 等

障害福祉サービス等の質の向上を目的とする研修事業の共催

１

向上対策
第三者評価受審アンケートの実施

制度の円滑な運営及び障害福祉サービス等の質の
向上・改善等を図るための連携を推進する。
スポーツ合宿・スポーツ

誘致活動に向けた検討

スポーツ大会における PR

１

大会等誘致促進事業

オリンピアンを招いたスポーツ教室等の開催

スポーツ振興
スポーツ活動を通じた健康の保持・増進や住民交 ス ポーツ振 興に伴う 住

ウォーキング・ランニングコースの設定検討

流を促進するため、住民が様々なスポーツに触れる 民交流

業

体験会の開催

ジョギングコースの現況調査

１

姫路市スポーツコミッションホームページでの圏域のスポーツ情報発信

機会を提供するなど、スポーツの振興に取り組む。
ス ポーツ指 導者育成 事

ユニバーサルスポーツ

スポーツ指導者を対象としたスポーツ大学講座の開催

１

事業の検討
オリンピアンによるスポーツ講演会等の実施
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連携を図る事務・取組内容

連携事業名

を促すことにより、交流人口の拡大及び地域の活性

H28(2016)

文化芸術活動の推進

文化情報姫路の発行
ル・ポン国際音楽祭の共同開催

小中一貫教育の推進

連携市町との意見交換

の連続性を重視した取組を推進するため、各学校の
特色ある教育活動を生かした小中連携・一貫教育の

小中連携・一貫教育推進
事業

新制度検討懇話会

博 物館等相 互利用促 進
事業

住民の社会教育活動を支援するとともに、その発

進捗状況

１

白鷺小中学校実践研究
発表会

１

小中一貫教育標準カリキュラム検討
カード紛失時の対応方

関係規則の改正

法見直し

どんぐりカードの配布

１

展に寄与するため、社会教育施設の相互利用及び充
実を図る。

R1(2019)

ひめじ教育フォーラム開催

モデルブロック実践研究発表会（白鷺小学校、広嶺中学校）

推進を図る。

社会教育施設の相互利用

H30(2018)

文化情報姫路・赤穂の発行

化を図る。

義務教育の９年間を通して、子どもの発達や学習

H29(2017)

播磨イベントニュースの充実

文化芸術振興
文化芸術の振興に取り組み、圏域内外の住民交流

H27(2015)

図 書館相互 利用促進 事
業

文化財等の保護及び活用

関係規則の改正

課題の検討等（横断検索システム、共通貸出券、返却本集配システム等）

相互利用の実施

マイナンバーカードによる貸出の実施

アーカイブの運営

圏域の文化財等の保護に努めるとともに、それら 郷 土資料デ ジタルア ー

他市町のコンテンツ作成援助

を活用して地域の歴史・文化に対する圏域の住民の カイブ事業
認識を高める取組を推進する。

１

しらさぎ文庫のデジタル化・公開
ジョブトライアル事業

雇用促進対策総合支援事業

合同就職面接会等の共同開催
雇用対策
若年求職者や女性等の就労につながる各種就労 若年者等就労支援事業

１

若年層への就労支援

支援に取り組む。
女性就労支援事業
職業訓練講座
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連携を図る事務・取組内容

連携事業名

H27(2015)

H28(2016)

H29(2017)

H30(2018)

R1(2019)

進捗状況

各市町の取組情報の集約と発信
多文化共生社会の推進
地域における多文化共生を推進するため、地域住
民と在住外国人等との交流促進に取り組む。

災害対策
大規模災害発生時等における相互応援の円滑化

地 域住民及 び在住外 国

ひめじ国際交流フェスティバルへのブース出展

１

人等交流促進事業
在住外国人地域連携事業

姫路市外国人相談セン

（訪問・電話による生活相談等）

ター開設・運営

広域防災訓練の実施（図上演習、防災講習会等）

１

自然災害等対策事業
兵庫県行政書士会との連携

や地域防災力の向上を図るため、減災・防災体制の
充実を図る。

備蓄物資・訓練資機材等
の情報共有
再 生可能エ ネルギー 等
の普及促進事業

関係市町の備蓄物資・訓練資機材等の把握

１

住宅用発電設備設置補助

１
住宅用燃料電池設置補助

地球温暖化対策
環境イベントの実施（環境月間、緑のカーテンコンテスト、ひめじ環境フェスティバル等）

低炭素、資源循環型社会の形成を図るとともに、
地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出削減
に寄与する取組を行う。

環境意識の啓発事業

圏域各市町との情報交
換、事業の検討

環境学習の実施（出前教室、講座、環境学習教材の貸出、環境ヒーロー「サムライガー」による啓発）

１
生物多様性に関するイベントの実施
環境学習センターの整備

兵庫県生活交通対策地域協議会への参加

広 域連携バ ス路線網 等
の維持・形成事業
地域公共交通ネットワークの維持・形成
地域住民の移動手段の確保、利便性の向上等を図

地域公共交通に係る意見交換会への参加（中播磨県民センター管内）

１
県バス対策費補助金（国庫協調・県単独路線維持）の申請
効率的な再編計画の検討（公共交通機関の乗降人員データの活用）

るため、地域公共交通ネットワークの維持・形成に
連携して取り組む。

事務主管者会議、山陽本線沿線市町連絡会総会の開催
Ｊ Ｒ山陽本 線環境整 備
事業

１

要望会の開催（JR 神戸支社要望）
JR 曽根駅、JR 英賀保駅、JR 竜野駅の整備等
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連携を図る事務・取組内容

連携事業名

H27(2015)

H28(2016)

H29(2017)

H30(2018)

R1(2019)

進捗状況

同盟会担当者会議の開催、利用促進事業実施（音楽列車、ハイキング等のイベント）
姫新線輸送改善事業（輸送改善貸付利息負担金の支払）
地域公共交通ネットワークの維持・形成
地域住民の移動手段の確保、利便性の向上等を図 Ｊ Ｒ姫新線 利用促進 事

要望会の開催（JR 神戸支社要望）

１

るため、地域公共交通ネットワークの維持・形成に 業

JR 東觜崎駅、JR 播磨徳久駅、JR 三日月駅、JR 余部駅、JR 太市駅の整備等

連携して取り組む。
姫新線駅周辺駐車場等使用料助成事業
姫新線団体利用助成事業
同盟会沿線市町勉強会、同盟会事務主幹者会議、同盟会総会の開催
地域公共交通ネットワークの維持・形成
地域住民の移動手段の確保、利便性の向上等を図 Ｊ Ｒ播但線 利用促進 事

要望会の開催（JR 福知山支社要望）

１

るため、地域公共交通ネットワークの維持・形成に 業

北伸部会を中心とした利用促進事業

連携して取り組む。
JR 福崎駅、JR 長谷駅、JR 京口駅、JR 仁豊野駅、JR 甘地駅の整備等
広域幹線道路網の整備促進
圏域内交通の円滑化を図るとともに、防災性と代
替性に富む多核ネットワーク型の地域構造を構築
するため、高規格幹線道路網をはじめとする広域幹

要望会の開催（国、県要望）
播 磨臨海地 域道路網 の
整備促進事業

調査研究活動（国、県の概略ルート検討への協力等）

線道路網の整備促進に連携して取り組む。
移住・定住対策
移住・定住希望者の様々なニーズ等に対応するた
め、地域の特長を生かした移住・定住対策に取り組

１

企業、市民団体との連携促進

移住・定住促進事業

アンケートの実施

移住定住フェアへの出展

パンフレットの作成

全国移住ナビ HP の充実
東京で

む。

ワークショップ開催
関係市町との人材育成・
交流事業

１
ラジオでの播磨圏域の魅力発信

４市人事主管者会議、県下 21 市人事主管者会議

１
各種勉強会の開催（新公会計制度勉強会、PPP/PFI 研修会、営繕業務技術研修会 等）

人材育成・交流
職員の資質及び公務能力の向上を図るとともに、

研修担当者会議、事務主管者会議、総会の開催

職員間の交流を深め、相互の連携強化を図る。
職員研修事業

各種研修の実施、講師紹介セミナーの実施
講師養成研修の実施
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