
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

姫路市生涯現役推進計画 

アクションプラン（案） 



１　健康づくり
　(1)　健康づくり活動の機会・場の充実【重点施策・健康増進事業】

　　①　運動する機会・場の充実

1 高齢者スポーツ大会の開催 60歳以上の市民を対象に、スポーツ大会を実施する。 継続 生涯現役推進室

2 生涯現役体操教室の実施
年齢や体力を問わず、気軽に身体を動かせる「生涯現役
ガンバルンバ体操」や、さまざまな運動を行う教室を開催
する。

継続 生涯現役推進室

3 市民歩こう会の実施 市内各ブロックごとに歩こう会を開催する。 継続 スポーツ振興室

4 地域スポーツ振興事業の実施
各校区スポーツクラブ21の地域スポーツ振興事業部門が
中心となり、各種イベントを実施する。 継続 スポーツ振興室

5 地域スポーツクラブの活動支援
各校区スポーツクラブ21で構成された姫路市スポーツクラ
ブ21協議会を通じて、クラブ相互の交流事業を行う。 継続 スポーツ振興室

6 新規 エコパークあぼし

7 継続 保健福祉政策課

8 継続 高齢者支援課

9 継続 スポーツ振興室

　　②　科学的知見に基づいた健康づくり

10 シニア健康づくり事業の実施
市内大学や民間企業等と連携し、科学的知見に基づいた
効果的な健康プログラム講座の開催や健康づくりイベント
等を開催する。

新規 生涯現役推進室

　（２）　健康づくり活動を行う高齢者への支援【重点施策・健康増進事業】

　　①　相談窓口の設置

11 介護予防普及啓発事業の実施
地域において高齢者がいつまでも元気でいること（介護予
防）の必要性に関する講演会や体の衰えに対する相談会
を開催する。

継続 地域包括支援課

12
健康増進のための啓発・教育・相
談の充実

適切な食生活や運動、禁煙、口腔の手入れ等、望ましい
生活習慣についての知識を普及させるため、健康教育や
健康相談を実施する。

継続 保健所健康課

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

各種体育施設・健康づくり施設の
管理運営

市民が各自の年齢や体力に応じ、気軽に健康づくりに取り
組める施設を管理運営する。（網干健康増進センター、す
こやかセンター、夢前福祉センター、総合スポーツ会館等）

No 事業名 事業概要
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課

担当課

前計画との
比較
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　　②　活動のリーダー養成

13
食生活改善ボランティアリーダー
の養成

姫路いずみ会のリーダー養成の講習会を開催する。 継続 保健所健康課

14
スポーツ指導者養成講習会の開
催

地域においてスポーツを推進する指導者を対象とした講習
会を開催する。 継続 スポーツ振興室

　　③　活動資金の支援

15-1 老人クラブ活動への助成
老人クラブが実施するさまざまな活動に対し助成を行う。
※健康増進活動のみ抜粋 拡充 生涯現役推進室

　　④　自主的な健康づくり活動への支援

16
地域放送メディアや動画配信を通
した運動講座の実施

地域放送メディアやインターネット動画配信を通して、高齢
者向けの運動を紹介し、高齢者が自主的に健康づくりに取
り組めるように支援する。

新規 生涯現役推進室

17
高齢者の自主的な健康づくり活動
への支援

「いきいき百歳体操」を住民に提案し、地域住民が主体と
なった健康づくり・介護予防活動を実践できるよう支援す
る。

継続
地域包括支援課
保健所健康課

　（３）　健康づくりに関する意識啓発

　　①　情報提供や意識啓発

再掲
地域放送メディアや動画配信を通
した運動講座の実施　（No.16）

地域放送メディアやインターネット動画配信を通して、高齢
者向けの運動を紹介し、高齢者が自主的に健康づくりに取
り組めるように支援する。

新規 生涯現役推進室

再掲
介護予防普及啓発事業の実施
（No.11）

地域において高齢者がいつまでも元気でいること（介護予
防）の必要性に関する講演会や体の衰えに対する相談会
を開催する。

継続 地域包括支援課

再掲
健康増進のための啓発・教育・相
談の充実　（No.12）

適切な食生活や運動、禁煙、口腔の手入れ等、望ましい
生活習慣についての知識を普及させるため、健康教育や
健康相談を実施する。

継続 保健所健康課

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較
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２　役割創出・社会貢献
　（１）　社会貢献活動の機会・場の充実
　　①　ボランティア活動の機会・場の充実

18 見守りウォーキングの実施
日常生活の中で気軽に実施できる「ながら見守り」による
地域の見守り力向上を目的とした、ボランティア登録制度
を運用する。

新規 危機管理室

19
住み慣れた地域で安心して暮らし
続けるためのボランティア活動の
充実

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう
に「あんしんサポーター」がボランティア活動を行う。 拡充 地域包括支援課

20
ファミリーサポートセンター事業の
充実

子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人を登録し、
子育ての援助活動を行う。 継続 こども支援課

21 スクールヘルパー制度の推進
地域ボランティア「スクールヘルパー」が登下校時の声か
け、校内巡回等の活動を行う。 継続 健康教育課

22 継続 観光推進課

23-1 継続 文化国際課

23-2 継続 文化国際課

24 継続 美術館総務課

25 継続 姫路文学館学芸課

　（２）　社会貢献活動を行う高齢者への支援【重点施策・役割就労事業】

　　①　相談窓口の設置

26 生涯現役推進専門員の配置
生涯現役に関する相談に応じ、活動のコーディネートを行
う専門員を配置する。 継続 生涯現役推進室

27
市民活動に関する相談機能の充
実

ボランティアやNPO活動に関する相談を受け、活動への参
加機会の拡充を図る。 継続 市民活動推進課

　　②　活動への参加促進

再掲
見守りウォーキングの実施
（No.18）

日常生活の中で気軽に実施できる「ながら見守り」による
地域の見守り力向上を目的とした、ボランティア登録制度
を運用する。

新規 危機管理室

28
市民活動に関する講座・研修会の
開催

市民活動に対する啓発や参加促進を目的とした講座・研
修会を実施する。 継続 市民活動推進課

29 地域の新しい担い手づくりの推進
自ら地域課題を見つけ、解決する力を持つ「新しい担い
手」を養成するための講座等を開催する。 継続 生涯現役推進室

再掲
食生活改善ボランティアリーダー
の養成　（No.13）

姫路いずみ会のリーダー養成の講習会を開催する。 継続 保健所健康課

再掲
スポーツ指導者養成講習会の開
催（No.14）

地域においてスポーツを推進する指導者を対象とした講習
会を開催する。 継続 スポーツ振興室

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

各種ボランティアの活用（観光、国
際交流、文化振興、美術館、文学
館）

市が実施する事業・イベントに協力するボランティアを募
集・活用する。

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較
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　　③　コーディネート組織の設置

30 個人ボランティア登録制度の実施
ボランティアに関する情報提供を行う個人登録制度を実施
する。 継続 市民活動推進課

31-1 生涯現役人材バンクの設置
長年培った知識や経験、技術を持つ高齢者を登録し、その
能力を求める市民とのマッチングを行う。 継続 生涯現役推進室

　　④　活動資金の支援

32 こども見守り隊への助成
連合自治会等の団体が行う通学路のパトロール等の活動
に対し助成する。 継続 危機管理室

33 提案型協働事業の実施
市民と行政が協働して行う事業の提案を募集し、選定され
た事業に対して補助を行う。 継続 市民活動推進課

　　⑤　活動に関する情報提供

34 市民活動団体登録制度の実施
市民活動団体の登録制度を実施し、情報や交流機会を提
供する。 継続 市民活動推進課

35
市民活動に関する情報の収集・提
供

市民活動に関する情報を収集し、さまざまな媒体を活用し
て提供する。 継続 市民活動推進課

36
生涯現役の推進に貢献している団
体の表彰

生涯現役を推進する活動を行っている団体を表彰し、その
取組みを全市に広げる。 継続 生涯現役推進室

　　⑥　老人クラブ活動への支援

37 アドバイザー派遣制度の実施
老人クラブ活動の課題の解決や活性化のために、アドバイ
ザーを派遣する。 新規 市民活動推進課

15-2 老人クラブ活動への助成 老人クラブが実施するさまざまな活動に対し助成を行う。 継続 生涯現役推進室

38
老人クラブの加入促進活動への支
援

老人クラブの加入促進活動を支援する。 継続 生涯現役推進室

39 老人憩の家整備補助事業の実施 老人クラブの活動拠点を充実させるため補助する。 継続 生涯現役推進室

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較
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　(３)　就業への支援【重点施策・役割就労事業】

　　①　就業機会の提供

40-1
高齢者の雇用に積極的な事業所を認定し、就職支援サイ
ト「ＪＯＢ播磨」を通じたマッチングを促進する。 新規

生涯現役推進室
労働政策課

40-2
ハローワーク等関係機関と連携しながら、高齢者の希望に
合った多様な働き方を促進する。 継続 労働政策課

41 シルバー人材センターへの支援
シルバー人材センター事業の活性化を支援するため、運
営費等を助成する。 継続 労働政策課

　　②　就業に関する相談等

42
姫路しごと支援センター、雇用アド
バイザーの活用、雇用情報の提供

姫路しごと支援センターにおいて、就職に関する相談等の
支援を行う。また、雇用アドバイザーによる雇用相談や求
人情報の提供を行うとともに、専門家による労働相談を行
う。

継続 労働政策課

　　③　企業への働きかけ

43
高齢者の雇用に関する企業への
働きかけ

定年の引上げや継続雇用、勤務体系の弾力化等高齢者
の雇用促進・雇用環境整備等の取り組みを企業に働きか
ける。

継続 労働政策課

再掲
高齢者の希望にあった多様な働き
方の促進　（No.40-1）

高齢者の雇用に積極的な事業所を認定し、就職支援サイ
ト「ＪＯＢ播磨」を通じたマッチングを促進する。 新規

生涯現役推進室
労働政策課

　（４）　起業・開業への支援

　　①　起業・開業への支援

44 起業を支援する講座の充実
起業家を育成する創業・起業セミナーや起業家フォロー
アップセミナーを、関係機関と連携し開催する。 継続 産業振興課

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

高齢者の希望にあった多様な働き
方の促進

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較
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３　学習・社会参加
　(1)　学習活動の機会・場の充実【重点施策・学びの充実事業】
　　①　学習する機会・場の充実

45 シニアオープンカレッジの開催
概ね50歳以上の方を対象に市内の大学が開設する公開
講座に対し支援する。 継続 企画政策推進室

46 生涯現役応援講座の開催
生涯現役をめざして自分らしく生き生きとした生活が送れ
るよう応援するための講座を開催する。 継続

男女共同参画推進
センター

47
高齢者消費者被害防止講座の開
催

高齢者を対象にした市政出前講座を実施し、最新の相談
事例や契約の知識、悪質商法の手口、クーリングオフ制度
などの知識を深めてもらい、消費者被害等の防止を図る。

新規 消費生活センター

48 農業体験研修事業の実施

農業の多様な担い手を育成する農業研修「ひめじ帰農塾」
と、市政出前講座などを活用した栽培講座「ひめじ楽園
塾」、また研修修了生から栽培指導ボランティア「ひめじア
グリーダー」を育成する。

継続 農業振興センター

49 市民教養講座の開催 歴史講座、現代社会講座を開催する。 継続 生涯学習課

50 公民館活動の充実 教養講座、地域講座、文化講座の充実を図る。 継続 生涯学習課

　　②　生涯学習大学校・好古学園大学校の充実

51 生涯学習大学校活動の充実 生涯学習大学校講座の充実を図る。 継続 生涯学習大学校

52-1
生涯学習大学校の短期集中特別
講座の充実

生涯学習大学校の短期集中特別講座の充実を図る。 新規 生涯学習大学校

53 好古学園大学校活動の充実 好古学園大学校講座の充実を図る。 継続 好古学園大学校

　　③　展示会、発表会の開催

54 高齢者作品展の開催
60歳以上の市民による絵画、書、工芸等の作品展を開催
する。 継続 生涯現役推進室

55 高齢者芸能発表会の開催
60歳以上の市民グループによる音楽やダンス等の発表会
を開催する。 継続 生涯現役推進室

　(２)　学習活動を行う高齢者への支援

　　①　相談窓口の設置

再掲
生涯現役推進専門員の配置
（No.26）

生涯現役に関する相談に応じ、活動のコーディネートを行
う専門員を配置する。 継続 生涯現役推進室

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

6



　　②　学習成果を生かす機会の提供

56
市民農園・レクリエーションファー
ムの充実

市民農園・レクリエーションファームの充実を図る。 継続 農政総務課

31-2 生涯現役人材バンクの設置
長年培った知識や経験、技術を持つ高齢者を登録し、その
能力を求める市民とのマッチングを行う。 継続 生涯現役推進室

　(３)　情報の活用

　　①　総合的な情報提供

57 インターネットによる情報提供
生涯現役に関する情報を総合的に提供するポータルサイ
ト「生涯現役ネットひめじ」を運営する。 継続 生涯現役推進室

58 啓発パンフレットの作成 市民に生涯現役意識を啓発するための冊子を作成する。 継続 生涯現役推進室

59 コミュニティFM放送の活用
コミュニティFM放送を活用し、生涯現役に活躍する人の紹
介や、生涯現役に関する情報を提供する。 拡充

生涯現役推進室
生涯学習大学校
好古学園大学校

　　②　情報格差の解消

再掲
高齢者消費者被害防止講座の開
催　（No.47）

高齢者を対象にした市政出前講座を実施し、最新の相談
事例や契約の知識、悪質商法の手口、クーリングオフ制度
などの知識を深めてもらい、消費者被害等の防止を図る。

新規 消費生活センター

60
地域活動担い手パソコン講座の実
施

地域活動担い手のためのパソコン講座を実施する。 新規 生涯現役推進室

52-2
生涯学習大学校の短期集中特別
講座の充実

生涯学習大学校の短期集中特別講座の充実を図る。
※　短期パソコン講座のみ抜粋

新規 生涯学習大学校

　(４)　社会参加への促進

　　①　交流する機会・場の充実

61
市民会館・地区市民センターの管
理運営

地域のコミュニティ施設として、市民会館・地区市民セン
ターを管理する。 新規 生涯現役推進室

62 高齢者交流施設の管理運営
高齢者の教養向上、健康増進、レクリエーションのため、
香寺いきがいセンター、家島宮老人の家他3施設を管理運
営する。

継続 生涯現役推進室

63 継続 生涯現役推進室

64 継続 保健福祉政策課

65 継続 高齢者支援課

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課
前計画との
比較

老人福祉センター等の管理運営
高齢者の教養向上、健康増進、レクリエーションのため、
老人福祉センター等を管理運営する。
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　　②　地域の支え合い活動の推進

66
ひとり暮らし高齢者へのふれあい
食事サービスの実施

地域の高齢者のふれあい・交流を深め孤独感を解消し、
生きがいの高揚を図るため、昼食を提供する。 新規 高齢者支援課

再掲
高齢者の自主的な健康づくり活動
への支援　（No.17）

「いきいき百歳体操」を住民に提案し、地域住民が主体と
なった健康づくり・介護予防活動を実践できるよう支援す
る。

継続
地域包括支援課
保健所健康課

67 認知症サロンの充実
認知症の人であるか否かに関わらず、地域の高齢者が自
由に通うことができる「認知症サロン」を支援する。 拡充 地域包括支援課

68 認知症サポーターの養成
地域や職域において認知症の人やその家族を支援する
「認知症サポーター」を養成する。 継続 地域包括支援課

69 地域包括支援センターの充実
体の衰えや地域での暮らしに不安のある高齢者に対し、
地域包括支援センターが相談・支援を行う。 継続 地域包括支援課

　　③　高齢者の外出促進

70 高齢者交通安全教室の開催
参加体験型の学習を通して、交通安全意識の向上を図
る。 拡充 危機管理室

71 公共交通のバリアフリー化の推進
高齢者・障害者等に配慮した公共交通のバリアフリー化を
推進する。 継続 保健福祉政策課

72 高齢者福祉優待カードの交付
65歳以上の市民を対象に、市内公共施設の無料優待券を
交付する。 継続 高齢者支援課

73
高齢者バス等優待乗車助成事業
の実施

75歳以上の市民を対象に、バス、電車、船舶（バス等の利
用が困難な要介護度２以上の人にはタクシー）の優待乗車
券を交付する。

継続 高齢者支援課

No 事業名 事業概要
前計画との
比較

No 事業名 事業概要 担当課

担当課

前計画との
比較
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