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播磨圏域連携中枢都市圏ビジョンの主な改定内容 

ビジョン掲載ページ 改 定 前 改 定 後 

Ⅰ 連携中枢都市圏

及び市町の名称（1P） 

 赤穂市を追加 

 

Ⅱ 連携中枢都市圏

の中長期的な将来像 

（2～10P） 

 赤穂市の加入に伴う修正・追加 

 

２(2)中長期的な将

来の人口目標（11P） 

 各市町の人口ビジョンの合計

値に修正 

 

Ⅲ 連携協約に基づ

き推進する具体的取

組 

１ 連携事業 

（13P～62P） 

 ・赤穂市など新たに連携事業に

加わった市町について、「関係

市町」の欄を修正 

・平成 28 年度予算（案）等に

係る「事業費欄」及び「活用す

る国県補助事業の名称、補助率

等」の修正 

播磨圏域経済成長戦

略の推進 

（13P） 

【事業概要】 

圏域内の企業、大学、研究機関、

金融機関及び地方公共団体等

で構成する播磨圏域経済成長

戦略会議を開催し、圏域の経済

成長戦略の策定及びフォロー

アップを行う。 

【事業概要】 

圏域内の企業、大学、研究機関、

金融機関及び地方公共団体等

で構成する播磨圏域成長戦略

会議を開催し、圏域の経済成長

戦略の策定及びフォローアッ

プを行う。 

ものづくり力を支え

る人材の育成支援事

業（21P） 

【事業概要】 

 

【事業概要】 

⑷ その他ものづくり力を支

える人材の育成支援 

 科学やものづくり好きの子

どもたちやグローバル人材を

育成するためのイベント等を

開催する。 

 【役割分担、費用負担等】 

・ものづくり関連情報誌及び情

報番組の制作。 

・ものづくり関連情報誌及び情

報番組の制作等に係る費用

は、姫路市が負担する。 

【役割分担、費用負担等】 

・その他本事業を企画し、実施

する。 

・その他本事業の姫路市の役割

分担に係る費用は、姫路市が

負担する。 

資料５ 
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企 業 誘 致 の 推 進

（22P） 

【事業概要】 

広域における定住促進、産業振

興施策等の観点から、企業誘致

に関し、広域連携による情報の

共有や発信を行う。 

⑴ 広域企業立地環境調査 

関係市町におけるものづ

くり産業の集積状況等を調

査・分析して、各市町が持つ

企業立地環境の強み（ポテン

シャル）を的確に把握し、圏

域への企業立地促進策とし

て発信すべき情報の選択や

有効な連携方策を検討する。 

⑵ 広域企業立地ガイドの作

成 

広域企業誘致環境調査に

より得られた圏域情報を基

に、広域企業立地ガイド等の

新たなＰＲツールを作成し、

発信する。 

⑶  広域企業立地動向アンケ

ート調査等の検討 

関係市町の特性や意向を踏ま

え、広域連携による企業誘致の

ための今後の方針の検討や具

体的なアンケート調査対象企

業の絞り込み等を行う。 

【事業概要】 

・広域における定住促進、産業

振興施策等の観点から、企業

誘致という都市間競争の枠

を超えて、各市町の持つ情報

の共有や連携した企業訪問

等による情報の共同発信等

を通して、各市町の持つデメ

リットを相互カバーし、圏域

全体での産業振興を期待す

るような取組を行う。 

・各市町が抱える課題を協議・

検討し相互にアイディアを出

し合うことで、各市町への企業

誘致が進まない状況を広域で

連携し解決する。 

「播磨地域ブラン

ド」の確立（25P） 

【事業概要】 

・既存の認定（認証）等を活用

して選りすぐった多彩な地

場産品を播磨の地場産品

（「（仮称）豊穣の国・はりま

プレミアム」）として統一感

をもって展開することで地

域ブランド力の向上を図る。 

・「（仮称）豊穣の国・はりまプ

レミアム」を紹介するＰＲ冊 

【事業概要】 

・既存の認定（認証）等を活用

して選りすぐった多彩な地

場産品を播磨の地場産品

（「豊穣の国・はりま」）とし

て統一感をもって展開する

ことで地域ブランド力の向

上を図る。 

・「豊穣の国・はりま」を紹介

するＰＲ冊子及び販売促進 
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 子及び販売促進資材を作成し、

様々な広報媒体を通じて圏

域内外へ向けて情報発信を

行う。 

・「（仮称）豊穣の国・はりまプ

レミアム」の充実・拡大を図

るため、地場産品の掘り起し

や認定（認証）制度の活用を

促進する。 

資材を作成し、様々な広報媒体

を通じて圏域内外へ向けて

情報発信を行う。 

・「豊穣の国・はりま」の充実・

拡大を図るため、地場産品の

掘り起しや認定（認証）制度

の活用を促進する。 

 【効果】 

「（仮称）豊穣の国・はりまプレ

ミアム」として、播磨の地場産品

を統一感をもってＰＲすることが

可能となり、新たな消費の拡大や

地域ブランド力の向上が期待でき

る。 

【効果】 

「豊穣の国・はりま」として、

播磨の地場産品を統一感をも

ってＰＲすることが可能とな

り、新たな消費の拡大や地域ブ

ランド力の向上が期待できる。 

文化芸術活動の推進 

（45P） 

【事業概要】 

各関係市町が実施している文

化芸術に関するイベント等の

情報を集約し、各市町が有する

様々な広報媒体を通じて情報

発信するとともに、各イベント

等への住民の参加を促す。 

 

【事業概要】 

各関係市町が実施している文

化芸術に関するイベント等の

情報を集約し、各市町が有する

様々な広報媒体を通じて情報

発信するとともに、各イベント

等への住民の参加を促す。 

ル・ポン国際音楽祭を共同で開

催（姫路市及び赤穂市） 

 【役割分担、費用負担等】 【役割分担、費用負担等】 

・姫路市及び赤穂市はル・ポン

国際音楽祭を共同で開催す

る。 

小中連携・一貫教育

推進事業（46P） 

【事業概要】 

国の制度改革を視野に入れな

がら、関係市町間での情報共有

を通じて、地域の特色を生かし

た小中連携・一貫教育を関係市

町全体で推進する。 

【事業概要】 

義務教育学校の設置を視野に

入れながら、関係市町間での情

報共有を通じて、地域の特色を

生かした小中連携・一貫教育を

関係市町全体で推進する。 

若年者等就労支援事

業（49P） 

【事業概要】 

⑵ 合同就職説明会等の共同

開催 

【事業概要】 

⑵ 合同就職説明会等の共同

開催 
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関係市町の事業者や求職者

等を対象とした合同就職説明

会・面接会を共同で開催する

（民間の就職支援事業者等へ

の委託により、姫路市外での開

催を想定）。 

⑶ 若年層等への就労支援 

関係市町と連携して、若者サ

ポートステーション事業の効

果的な活用を図るとともに、若

年無業者の社会復帰・就労支援

を図るジョブトレーニング事

業（中間就労者支援事業）を実

施する。 

ハローワークや経営者協会

等と連携し、関係市町の事業者

や求職者等を対象とした合同

就職説明会・面接会を共同で開

催する。 

 

⑶ 若年層等への就労支援 

関係市町と連携して、若者サ

ポートステーション事業の効

果的な活用を図るとともに、若

年無業者の社会復帰・就労支援

を図るジョブトレーニング事

業（中間就労者支援事業）や、

男女共同参画推進センター等

を活用した女性の社会進出支

援等を実施する。  

自然災害等対策事業

（52P） 

【事業概要】 

播磨広域連携協議会を通じて、

地震等の自然災害の発生を想

定し、関係市町全体で減災・防

災体制の連携を図る。 

【事業概要】 

⑴ 広域防災訓練等の実施 

播磨広域連携協議会を通じ

て、地震等の自然災害の発生を

想定し、関係市町全体で減災・

防災体制の連携を図る。 

⑵ 協定の締結 

大規模な災害が発生し、被災

市町のみでは十分な応急対応

が実施できない場合に備え、民

間事業者等と協定を締結する。 

再生可能エネルギー

等の普及促進事業

（54P） 

【効果】 

再生可能エネルギーの導入を

促進するとともに、創エネルギ

ーを進めることにより、温室効

果ガスの削減が期待できる。 

【効果】 

再生可能エネルギーの導入を

促進するとともに、創エネルギ

ーを進めることにより、温室効

果ガス排出量の削減が期待で

きる。 

環境意識の啓発事業 

（55P） 

【事業概要】 

情報交換の場の設定、ライトダ

ウンキャンペーン、緑のカーテ

ン、環境イベントにおける連

携、こどもエコクラブ連携活 

【事業概要】 

情報交換の場の設定、ライトダ

ウンキャンペーン、緑のカーテ

ン、環境イベントにおける連

携、環境ヒーローによる環境学 
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 動、環境ヒーローによる環境学

習、その他啓発事業、環境学習

事業 

 

習、オープンガーデン、その他

啓発事業、環境学習事業 

 

 【効果】 

圏域住民の環境問題に対する

意識の向上と共有を図ること

により、ライフスタイルの転換

などの環境行動を促し、家庭部

門からの二酸化炭素排出量の

削減が期待できる。 

【効果】 

圏域住民の環境問題に対する

意識の向上と共有を図ること

により、ライフスタイルの転換

などの環境行動を促し、家庭部

門からの温室効果ガス排出量

の削減が期待できる。 

JR 山陽本線環境整

備事業（57P） 

【事業概要】 

山陽本線沿線市町連絡会を通

じて、ＪＲ山陽本線の環境整備

及び利便性向上を図るための

要望等を行う。 

【事業概要】 

山陽本線沿線市町連絡会を通

じて、ＪＲ山陽本線(神戸線及

び赤穂線）の環境整備及び利便

性向上を図るための要望等を

行う。 

各市町は地域公共交通の拠点

となる駅周辺の整備等により、

連携中枢都市及び連携市町へ

のアクセス等利便性の向上及

び利用促進による交通体系の

維持に資する。 

JR 姫新線利用促進

事業（57P） 

【事業概要】 

姫新線利用促進・活性化同盟会

を通じて、ＪＲ姫新線輸送改善

事業に取り組み、ＪＲ姫新線の

速達性、快適性の向上を進める

とともに、バスアクセスの充実

やパーク＆ライド駐車場整備、

姫新線サポーターの育成支援

などを推進する。 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

姫新線利用促進・活性化同盟会

を通じて、ＪＲ姫新線輸送改善

事業に取り組み、ＪＲ姫新線の

速達性、快適性の向上を進める

とともに、バスアクセスの充実

やパーク＆ライド駐車場整備、

姫新線サポーターの育成支援

などを推進する。 

各市町は地域公共交通の拠点

となる駅周辺の整備等により、

連携中枢都市及び連携市町へ

のアクセス等利便性の向上及

び利用促進による交通体系の

維持に資する。 
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 【役割分担、費用負担等】 【役割分担、費用負担等】 

本事業に必要な費用は、必要に

応じて各関係市町が負担する。 

JR 播但線利用促進

事業（58P） 

【事業概要】 

日本海と瀬戸内海を結ぶ播但

線複線電化促進期成同盟会を

通じて、ＪＲ播但線の複線電化

の実現に向け、輸送改善を図る

ための要望等に連携して取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

日本海と瀬戸内海を結ぶ播但

線複線電化促進期成同盟会を

通じて、ＪＲ播但線の複線電化

の実現に向け、輸送改善を図る

ための要望等に連携して取り

組む。 

各市町は地域公共交通の拠点

となる駅周辺の整備等により、

連携中枢都市及び連携市町へ

のアクセス等利便性の向上及

び利用促進による交通体系の

維持に資する。 

 【役割分担、費用負担等】 【役割分担、費用負担等】 

本事業に必要な費用は、必要に

応じて各関係市町が負担する。 

３ 進行管理（63P）  ・成果指標の最新の数値を追加 

・赤穂市を含む８市８町の数値

に変更 

 


