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新 規 事 業 の 概 要
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名

総務費 昌原市姉妹都市提携20周年 2,623 昌原市姉妹都市提携20周年を記念し、公式訪問団を相互派遣 文化国際課

記念事業 歓迎レセプションの開催

地域夢プランインスタグラム 970 市公式インスタグラムを活用し、地域資源の写真を募集する 企画政策推進室

フォトコンテスト 「インスタグラムフォトコンテスト」を開催。作品は観光PRにも

活用

ひめじIJU定住奨学金返還支援 100 奨学金の返還義務のある者が市内に定住、就業する場合に 企画政策推進室

制度 奨学金返還を支援（債務負担行為：R6　30,000千円）

助成額上限：@1,500千円（返済残額の1/2）×20人

新たな社会課題解決プロジェクト 2,500 行政とICT事業者等の提案とをマッチングし、両者の協働により 地方創生推進室

行政課題の解決と新たな行政サービスの構築を図る

食の多様性推進事業 1,500 播磨圏域内の飲食店等において、ハラル、ベジタリアン、 地方創生推進室

コーシャ等の食の多様性を受け入れる体制を構築

店舗向けセミナー、マニュアル整備、個別相談　等

スマート市民農園事業 15,000 農業用ロボットを使用した市民農園の構築やその改良に係る 地方創生推進室

アイデアコンテストの開催及び農業版STEM教育の実施等に

より、農業分野におけるICT人材の育成を図る （国1/2）

移住・定住公式SNSの開設 3,000 本市の魅力及び移住・定住施策を若者に伝えるため、 地方創生推進室

インスタグラム開設等を行う

家島交流活性化事業 2,000 市内及び近隣地域の住民等を対象に、家島諸島の魅力ある 地方創生推進室

地域資源を体験してもらい、交流人口の拡大を図る

大手前通り自動運転モビリティ 10,000 自動運転機能搭載の車いす導入について、大手前通りで社会 交通計画室

社会実験 実験を実施

空中写真デジタル化事業 4,261 劣化が進む空中写真ネガのデジタル化を実施 工事技術検査室

対象年度:S33、S43、S60・61、H7、H8分

証明書発行手数料等のキャッシュ 4,036 各種証明書の発行手数料等の支払いをキャッシュレス化し、 主税課

レス化 電子マネーやクレジットカード、QRコード決済に対応 住民窓口センター

灘市民センター改修工事 53,000 大ホール天井の張替え工事等 生涯現役推進室

天井面積 A=567㎡　防火シャッター 3箇所

ジュニアオーケストラ創設支援事業 6,000 小学生から大学生までを対象としたジュニアオーケストラの 文化国際課

創設に向けた支援を実施

募集人数：60人程度

好古学園大学校創立50周年記念 1,449 創立50周年記念事業を実施 好古学園大学校

事業 記念式典、記念講演会：7/22

記念DVD制作：大学校の歴史、活動紹介を収録し、販売

事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

民生費 WHO西太平洋地域委員会関連事業 5,000 神戸市で開催されるWHO西太平洋地域委員会に関連した 保健福祉政策課

エクスカーション及びレセプションの開催

人権啓発センター10周年記念事業 825 開設10周年記念事業を実施 人権啓発センター

記念講演会：12月

センター通信「ゆいぱる」記念号発行、グッズ制作

相談支援体制推進事業 273 相談支援従事者初任者研修を受講する者に対し、その受講 障害福祉課

料を助成

@13千円×21人

重度身体障害者見守り安心 149 在宅単身の重度身体障害者に緊急通報用機器を貸与 障害福祉課

サポート事業

障害者福祉施設等整備助成 74,071 日中サービス支援型グループホーム1施設 （国1/2） 障害福祉課

保育士等奨学金返済支援事業 52,710 保育士の安定的な確保に向け、採用後7年までの私立保育士に こども政策課

奨学金返済の一部を補助

@7千円/月　最大7年間

児童福祉施設等整備助成 573,347 保育所新築　1施設　定員90人　　　　　　　　　　 （国2/3） こども政策課

認定こども園改築　1施設　定員150人→165人　（国2/3）

認定こども園改築　1施設　定員45人→45人   　（国1/2）

保育所等分園新築　2施設　定員各30人　　　　　（国2/3）

放課後児童クラブ整備 97,409 別所第三放課後児童クラブ（191.76㎡）（国2/3、県1/6）　等 こども政策課

養育費確保事業 1,038 ひとり親家庭の養育費を確保するため、債務名義のある公正 こども支援課

証書等作成費用及び養育費初回保証料を助成

公正証書作成：@19.2千円×15件

初回保証料：@50千円×15件

ひとり親家庭学習支援事業 1,070 ひとり親家庭等の子どもの学習を支援 こども支援課

　 対象：小学6年生30人

市立保育所整備 144,000 基本設計：（仮称）大塩こども園（R5開設予定） こども保育課

改修設計：城陽保育所

改修工事：めぐみ保育所

介護インターンシップ支援事業 2,072 高校生や介護に興味を持つ人に介護事業所へのインターン 介護保険課

シップの機会を提供

介護職員UJIターン支援事業 4,100 UJIターンにより、市内の介護事業所に就職した正規の介護 介護保険課

職員に対して、転入費用を助成

離島等以外：@200千円×19人　　離島等：@300千円×1人
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

民生費 訪問看護師・介護員離職防止等 347 訪問介護等において2人以上の訪問が必要な場合で、利用者 介護保険課

対策事業 からの同意が得られない際の加算相当分を助成

補助率：2/3　

老人福祉施設建設等助成 344,850 広域型特別養護老人ホーム（短期入所施設併設） 高齢者支援課

　70床1施設

地域密着型サービス拠点整備助成 93,136 認知症グループホーム　 1施設（県10/10） 高齢者支援課

既存施設の減災対策（国10/10）

衛生費 妊よう性温存治療費助成 2,518 若年のがん患者に対し、妊よう性温存治療経費の1/2を助成 保健所予防課

助成額上限：男性 @200千円×5件、女性 @300千円×5件

（仮称）母子健康支援センター整備 10,000 専門性を備えた母子保健・思春期保健の拠点施設を整備 保健所総務課

（債務負担行為：R3　22,000千円）

R2～R3：基本設計、実施設計　R4：工事

医療情報連携の検討 3,000 ICTを活用し、効率的かつ質の高い医療を提供する体制を構築 保健福祉政策課

するため、研究会を開催し、医療情報連携システムに関する

協議・検討を行う

燃料電池自動車購入 7,700 燃料電池自動車の普及促進を図るため、公用車として導入 環境政策室

トヨタ MIRAI　1台

家庭用蓄電池普及促進事業 20,000 家庭用リチウムイオン蓄電池を設置する者に対し、経費の 環境政策室

一部を助成

助成額上限：@100千円×200件

農林水産業費 スマート農業加速化実証プロジェクト 28,000 ICTを活用したスマート農業等の推進に必要な無線局等を整備 農政総務課

し、情報ネットワーク環境整備の現場実証を実施（国10/10) 

R2：無線設備整備　R3：現場実証 

ひめじ地産地消給食デー 3,000 市内小中学校の給食における姫路産タマネギの提供及び 農政総務課

消費拡大のためのブランドPR

給食提供：年7回　ブランドPR：年2回

地産地消ブランド推進店舗整備事業 15,811 姫路の農産物ブランド「姫そだち」の推進を図るため、専用店 農政総務課

舗の整備を支援

対象：旬彩蔵書写、S造平屋　392.49㎡、補助率：3/10

北部農山村地域活性化事業 3,000 北部地域活性化を図るため、案内看板の設置、ゆずのブラン 農政総務課

ド強化に向けた支援、野生鳥獣をテーマとするモニターツアー

を実施

北部農山村地域おこし協力隊 7,000 高齢化等により生じている集落の人材不足に対する人的支援 農政総務課

として、地域おこし協力隊2名を導入 （国1/2、県1/4）

安富町、夢前町　各1名
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

農林水産業費 鳥獣対策サポーター派遣事業 1,124 総合的に鳥獣対策を進めるため、被害の大きい集落等の現地 農林整備課

調査・指導を実施 （県1/4）

対象：3集落

狩猟免許取得助成事業 450 有害鳥獣捕獲活動従事者の確保を目的として、狩猟免許取得 農林整備課

費用の一部を助成

@18千円×25人　補助率：1/2

獣害ベルト緊急整備事業 6,800 鳥獣防止柵設置後も鳥獣による農業被害が深刻な集落に対し、 農林整備課

緩衝帯の整備、雑木林の刈払い、放任果樹の除去等を実施

@1,700千円 × 4地区

ため池マップ作成 3,000 決壊すると家屋等に被害を及ぼす恐れのある農業用ため池 農林整備課

について、浸水想定区域図を作成しホームページ等で公表

（国10/10）

集落周辺森林整備事業 13,600 山地災害防止機能等を高めるため、集落に近接する森林の 農林整備課

整備や簡易土留柵の設置等を実施

商工費 リノベーションスクール開催事業 8,000 姫路駅西地区（忍町・久保町）を対象エリアとして、実践演習 産業振興課

型のリノベーションスクールを開催（県1/2）

起業プラザ運営事業 8,484 播磨地域における起業家支援のハブ拠点として、「起業プラザ 産業振興課

ひょうご姫路」を開設

コワーキングスペース、スモールオフィス9室

海外展開推進事業 2,773 市内企業等の海外進出及び販路拡大を支援するため、シンガ 産業振興課

ポールで開催される「FOOD JAPAN2020」に出展

ＵＪＩターン促進住宅支援モデル事業 1,805 中小企業に就業した県外からのUJIターン者に、賃貸住宅家賃 労働政策課

の一部を助成

補助率：１/2　助成額上限@20千円/月

オフィス誘致推進事業 2,945 本社、支社、営業所などのオフィスを誘致するため、オフィス立 企業立地推進課

地に関する投資意向アンケート調査を実施し、企業を訪問

対象：4,000件

姫路城忍者体験事業 8,500 夜間の姫路城等を活用して、外国人に人気のある忍者を 観光企画課

テーマとした事業を実施

大名行列再現事業 5,000 お城まつりのパレード等で、市所蔵の絵図等を参考に 観光企画課

姫路藩主・酒井家の大名行列を再現 観光振興課

開催日：11/7、2月下旬

伝統文化PR事業 8,000 三の丸広場での獅子舞等の演舞披露により、伝統文化の 観光企画課

魅力を発信
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

商工費 JR姫路駅南駅前広場Wi-Fi整備 1,583 観光バス待合者等の利便性向上を図るため、南駅前広場 観光企画課

事業 において公衆無線LANを設置（国1/2）

グループツアー・アーリーバード 3,000 修学旅行等の誘致拡大に向け、市内宿泊事業者と連携 観光企画課

支援事業 した受入体制の整備及びプロモーション活動を実施

若者向け賑わい・情報発信事業 2,000 若者向けの集客イベントや動画制作により、市の魅力を発信 観光企画課

実施場所：三の丸広場等

MICEブランドロゴマーク作成事業 1,543 姫路のMICEブランドのPRを図るため、ロゴマークやノベルティ 観光企画課

を作成

日本版DMO登録支援事業 41,400 （公社）姫路観光コンベンションビューローの日本版DMO登録 観光企画課

に向けた支援を実施

R2：候補法人登録　R3：本登録

観光案内所機能強化事業 3,000 災害時においても観光案内業務を継続できるよう、観光案内所 観光振興課

に非常用電源装置を設置 （国1/2）　　

東京2020オリンピック・パラリンピック 105,000 オリンピック聖火リレーの実施 スポーツ推進室

関連事業 開催日：5/24　

実施場所：大手前通り、三の丸広場等

パラリンピック聖火フェスティバルの実施

開催日：8/15、16

開催場所：大手前公園、総合福祉通園センター等

フランス柔道選手団の事前合宿受入・市民交流

開催時期：7月中旬

コミュニティライブサイトの実施

種目：柔道、シッティングバレーボール

姫路城耐震対策 55,000 早期の耐震診断が必要な櫓等の耐震対策を実施 姫路城管理

R2：基礎調査、モデル耐震診断 事務所

R3～R4：耐震診断、補強計画策定

R5～：補強対策　

姫路城ライトアップ設備整備 15,000 姫路城のライトアップ照明をLED化 姫路城管理

 （債務負担行為：R3　20,000千円） 事務所

R2～R3：基本設計、実施設計　R4～R5：整備工事

土木費 JR英賀保駅北第二自転車駐車場 27,610 JR英賀保駅北側駐輪場の利用者増に対応するため、 道路総務課

整備 駐輪場を増設

整備主体 ： (公財)自転車駐車場整備センター

整備予定台数：150台（既設駐輪場250台）

R2：用地取得（A=288.3㎡）　R3：整備
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

土木費 未就学児利用道路安全対策 10,000 保育園等の散歩コースとして利用している歩道での事故を 長寿命化推進課

予防するため、ガードレール等の交通安全施設を整備

整備箇所数：25箇所

ドローンを活用した橋りょう点検 300 橋りょう等の損傷状況を確認するため、ドローンを導入 長寿命化推進課

導入台数：1台

ウォーカブル推進計画策定 13,000 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を実現するため、ウォーカ 都市計画課

ブル推進都市としての方向性や空間構成を定め、計画を策定

景観ガイドライン策定 5,000 大手前通りにおいてにぎわいのある空間形成を図るため、建 まちづくり指導課

築物低層部の形態や意匠についてガイドラインを策定

公園管理用品購入助成 2,400 公園愛護会が刈払機等を購入する際、費用の一部を助成 公園緑地課

補助率：１/2　助成額上限@50千円

手柄山植物園開園40周年記念事業 1,000 開園40周年を記念し、講演会を開催 公園緑地課

開催日：9/12

消防費 救急搬送支援システムの試験運用 4,950 円滑な救急搬送を実現するため、救急隊と医療機関で受入 救急課

情報を共有するシステムの試験運用

R2：試験運用　R3：システム導入

消防音楽隊発足70周年記念演奏会 361 発足70周年を記念し、他市音楽隊と合同演奏会を開催すると 消防局総務課

ともに、広く火災予防を啓発

防災ベンチの配備 250 防災学習及び避難所運営の一助となるよう、飾磨工業高校生 危機管理室

による防災ベンチ製作を支援

寄贈先：避難所となる小学校、義務教育学校

災害対策用液体ミルクの備蓄 316 乳児避難者対策のため、既存の粉ミルクに加えて、液体ミルク 危機管理室

を備蓄。更新対象分は7ヶ月児の健康相談等で配布し啓発

地域防災力向上研修 1,173 地域防災力を高めるため、自主防災組織を対象とした実践的な 危機管理室

研修を実施

年3回程度　対象：各校区1名程度

荒川分団詰所新築工事 29,200 県道の拡幅工事に伴う分団詰所の移転新築工事 消防局総務課

S造2Ｆ　71.42㎡

教育費 市立幼稚園の在り方方針策定 1,052 中・長期的な視点に立った市立幼稚園の在り方や方策につい 教育企画課

て、検討委員会を開催し、方針を策定

鑑賞教育プロジェクト 1,604 所蔵品を中心に美術品の価値を幅広い層にわかりやすく 美術館

伝えるためのアートカードを作成し、鑑賞教育を実施
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一般会計 （単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

教育費 公民館整備 25,546 大規模改修実施設計（4館） 生涯学習課

林田公民館（H3年築 RC造2F 509㎡）

青山公民館（H2年築 RC造2F 901㎡）

砥堀公民館（H3年築 RC造2F 403㎡）

手柄公民館（H5年築 RC造2F 966㎡）

全国レクリエーション大会 579 第74回全国レクリエーション大会を県内各市で開催 スポーツ推進室

開催期間 ：11/13～15

競技会場 ：ウインク体育館、ウインク陸上競技場等

ワールドマスターズゲームズ2021 3,599 ワールドマスターズゲームズ2021開催に向けリハーサル大会を スポーツ推進室

関西関連事業 開催

実施競技：テコンドー

特別会計 （単位　千円）

会計 予算額 課　　名

卸売市場 海外展開推進事業 2,773 輸出促進に向けた販路拡大を支援するため、シンガポールで 中央卸売市場

開催される「FOOD JAPAN2020」に出展

企業会計 （単位　千円）

会計 予算額 課　　名

水道事業 水道ビジョンの推進 200 水道ビジョン推進会議の開催 水道局総務課

下水道事業 姫路駅周辺地区内水ハザード 10,000 市民の防災意識向上のため、姫路駅周辺地区の想定最大 下水道整備室

マップ作成 規模降雨について内水ハザードマップを作成

事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要
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