
令和 3 年度

新 規 事 業 の 概 要

姫　路　市



一般会計

（単位　千円）

款 予算額 課　　名

総務費 姫路市国際化推進プラン改訂 3,469 本市の国際化推進及び多文化共生施策の指針である「姫路市 文化国際課

国際化推進プラン」を改訂

計画期間：R4～R8

採用試験におけるAI面接の導入 4,400 多種多様な行政課題に対応できる職員を確保するため、受験者の 人事課

（地方創生臨時交付金充当事業） 特性をより多面的かつ客観的に評価すべくAI面接を導入

白浜支所及び図書館白浜分館 7,000 大規模改修に係る実施設計 住民窓口センター

大規模改修等 S63年築　RC造3F建 1,291㎡　

R3 実施設計　R4～R5 改修工事

全国都市問題会議の開催 24,291 全国の市長・議員等の自治体関係者と学者・研究者が一堂に会 企画政策推進室

し、理論と実際の両面から都市問題、地方自治について議論

開催日：10/7、8　会場：アクリエひめじ

デジタル人材の活用 19,000 民間の高度かつ専門的な知見を活かし、本市のデジタル化及び 企画政策推進室

DXを推進

ワーケーション整備推進助成事業 4,000 ホテル・旅館等が実施するワーケーションのためのWi-Fi設備の 地方創生推進室

（地方創生臨時交付金充当事業） 整備や改装等を支援

補助率1/2　上限2,000千円×2件

SDGs推進事業 20,000 経済・社会・環境の観点から姫路の若者に国際交流の機会を 地方創生推進室

設け、SDGsの精神を根付かせることで、国際人材（＝グローカル

人材）を育成

おためし地域おこし協力隊 1,000 地域協力活動の体験プログラムを提供する「おためし地域おこし 地方創生推進室

協力隊」を実施し、隊員のなり手の確保、受入地域とのマッチング

を図る

福崎町・姫路市連携コミュニティバス 4,855 福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号）の運行により 交通計画室

運行経費 地域ニーズに合った公共交通を確保

自治体ポイントの導入 13,760 健康ポイント等市の施策において付与する自治体ポイントを 情報政策室

電子マネー等として利用するためのシステム環境の整備及び

アプリの導入

新公共施設予約システム構築 21,120 クレジットカードによるオンライン決済に対応した新たな公共施設 情報政策室

（地方創生臨時交付金充当事業） 予約システムを構築

新グループウェア構築 114,840 庁内web会議機能やチャット機能の導入など、庁内コミュニケー 情報政策室

（地方創生臨時交付金充当事業） ション環境の充実を図るため、新たなグループウェアを構築

順番確認システムの導入 220 イベント等での「3密」を避けるため、webサイトから順番や待ち 情報政策室

時間の確認ができる順番確認システムを導入

1台

ハッピーバースポイント付与事業 9,000 マイナンバーカードを作成する新生児に、誕生のお祝いとして 住民窓口センター

自治体ポイントを付与

@2千円×4,500人

事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要
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（単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

総務費 地域活動支援・市民協働研修 236 自治会等の地域活動団体や市職員を対象にICT活用・地域活性 市民活動推進課

つづき 化・市民協働をテーマとする講座・研修を実施

4回

東市民センター改修工事 56,400 既存不適格大ホール天井の改修工事 生涯現役推進室

天井面積 A=380㎡

実施設計、改修工事

網干市民センター改修工事 75,000 外壁及び大ホール床改修工事 生涯現役推進室

S57年築　RC造2F建（一部3F建）　3,259㎡（うち大ホール520㎡)

アクリエひめじオープニングシリーズ 254,910 アクリエひめじの魅力・知名度の向上を図るため、開館に合わせた

文化国際課

記念イベント等を開催 文化コンベンション

施設整備室

シニア活躍事業所認定事業 373 高齢者の雇用に積極的な事業所をシニア活躍事業所として認定 生涯現役推進室

し、ホームページ等で公表

民生費 ひきこもりサポート事業 8,049 ひきこもりの社会参画に向けた中間過渡期支援として、居場所 総合福祉会館

づくりや、支援機関の情報発信およびネットワークづくりなどの

事業を委託（国1/2）

夢前福祉センター整備事業 54,000 既存不適格プール天井等の改修工事 高齢者支援課

天井面積 A=420㎡

実施設計、改修工事

パートナーシップ制度の導入検討 236 パートナーシップ制度の導入に向けた検討を行い、自治体対象 人権啓発課

説明会への参加や、制度開始に向けた市民・事業者等対象の

研修を実施

人権についての市民意識調査 635 人権教育・啓発の効果測定及び今後の事業を構想する基礎資料 人権啓発センター

とするための意識調査を実施

障害福祉サービス事業所ICT化 16,630 障害福祉サービス事業所におけるICT化推進を助成（国2/3） 障害福祉課

推進助成 補助率10/10、上限1,000千円

障害福祉サービス事業所ロボット等 2,100 障害福祉サービス事業所におけるロボット等の導入費用を助成 障害福祉課

導入支援 （国2/3）

補助率10/10、上限2,100千円

医療支援型グループホーム運営 2,160 支給決定を受けた障害者が入居する医療支援型グループホーム 障害福祉課

支援事業 に対し、運営に要する経費を助成

遠隔手話通訳による意思疎通支援 100 通院する聴覚障害者に対し、スマホ等を用いた遠隔手話サービス 障害福祉課

を提供（国1/2、県1/4）

私立児童福祉施設整備助成 646,568 認定こども園創設　1施設（糸引校区）　定員105人 幼保連携政策課

認定こども園増改築（老朽化対策）　1施設　定員165人→180人

認定こども園改築（老朽化対策）　2施設

保育所等分園創設　1施設（南西部）　定員30人
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（単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

民生費 結婚新生活支援事業 52,550 新婚世帯に対し、新生活のスタートアップに要する経費を支援 こども総務課

つづき @300千円×150世帯（国1/2）

マイナンバーカード所有者加算　@50千円×150世帯（市単独）

妊産婦タクシー利用支援事業 26,520 妊産婦に対し、タクシー利用時の経費を支援 こども総務課

@5千円×4,200人

マイナンバーカード所有者加算　@2千円×1,260人

新生児臨時特別給付金給付事業費 410,000 令和3年4月2日～令和4年4月1日生まれの新生児に臨時特別 こども総務課

給付金を支給

@100千円×4,000人

子育て支援施設の開設 28,921 ピオレ姫路内に子育て支援の拠点となる施設を開設し、地域子育 こども支援課

て支援拠点事業及び利用者支援事業等を実施（国1/3、県1/3）

延床176㎡

届出保育施設の認可移行支援事業 24,000 届出保育施設（認可外保育施設）の認可施設への移行に向け、 幼保連携政策課

施設の設備基準を満たすために必要な改修費等を助成（国1/2）

補助率3/4　

使用済み紙おむつの園処分 16,758 市内保育所・こども園の保護者及び保育士の負担軽減等を図る こども保育課

ため、使用済み紙おむつの園処分を推進

公立園：3,528千円　私立園：13,230千円

認可保育施設入所選考事務に 15,000 認可保育施設の入所選考事務について、業務の効率化と市民 こども保育課

おけるAIの導入 サービスの向上を図るため、ＡＩシステムを導入

児童センター整備事業 4,900 安室児童センター大規模改修工事に係る実施設計 こども支援課

S60年築　RC造2F建　349.72㎡

R3 実施設計　R4 改修工事

老人福祉施設建設等助成 387,052 広域型特別養護老人ホーム 増床10床　　　8,390千円 高齢者支援課

広域型特別養護老人ホーム 創設70床　 328,750千円

特養プライバシー改修 1法人　　　68床　　49,912千円

地域密着型サービス拠点整備助成 424,028 看護小規模多機能型1施設　41,151千円 高齢者支援課

定期巡回1施設　19,940千円　認知症高齢者GH1施設　48,702千円

既存施設改修（看取り環境整備、簡易陰圧装置、換気設備設置他）

防災減災対策（大規模修繕3施設）

クラスター発生施設等事業再開 24,750 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した高齢者施設等 高齢者支援課

支援事業 における事業再開を支援 介護保険課

（地方創生臨時交付金充当事業）

介護事業者向け弁護士相談 598 介護職員の離職防止のため、利用者や家族からのハラスメント等 監査指導課

サポート事業 への対応について法律相談に応じる体制を整備（県3/4） 介護保険課

月1回×3時間×12か月

家島地域における世代間交流 6,200 家島老人福祉センター移転整備に伴う家島地域の世代間交流の 生涯現役推進室

拠点の整備 拠点整備に係る実施設計

R3 実施設計　R4 工事

衛生費 骨髄ドナー助成事業 1,600 骨髄等の提供者に、提供に要する入院や通院の日数に応じて 保健所予防課

助成金を交付（県1/2）

対象者：8人　@20千円×10日
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（単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

衛生費 さい帯血採取助成事業 2,234 公的さい帯血バンク提携医療機関に、さい帯血採取に要する経 保健所予防課

つづき 費の一部を助成

@2千円×1,117件

不妊治療ペア検査助成事業 1,868 保険適用外の不妊検査について、検査費用の7割を助成 保健所健康課

@23千円×116件×7/10　（県1/2）

多胎妊婦健診費助成 2,194 超音波検査を受ける頻度が多い多胎妊婦を対象に、妊婦健診費 保健所健康課

助成に超音波検査相当額（3回分）を追加

対象者：66人　@5千円×3枚

胃がん内視鏡検診事業 3,451 胃内視鏡検査と胃ピロリ尿素呼気検査をセットで実施 保健所予防課

対象者：8,000人

対象年齢：4月1日現在 満50歳

健康ポイント事業 2,110 糖尿病ハイリスク予防取組者、禁煙チャレンジ者及び成功者に健 保健所健康課

康ポイントを付与し、健康意識の向上を促進

マイナポイント @0.5千円×1,450人、検査キット購入等

医療系高等教育研究機構開設 3,000 高等教育・研究機構の円滑な開設のため、獨協医科大学と市の 地域医療推進課

関連事業 共同で、NDB（ナショナルデータベース）を活用した地域の健康課

題等に関する先行研究を実施

公共施設LED化推進事業 15,307 市役所本庁舎の照明をLED化し、温室効果ガスを削減 環境政策室

避難所電源対策事業 12,000 避難所施設への太陽光パネル、蓄電池、充放電設備（V2H）設置 環境政策室

に向けた実施設計及び工事

太陽光・蓄電池：実施設計、充放電設備（V2H）：設計・工事

充放電設備（V2H）普及促進事業 500 個人住宅向け充放電設備（V2H）の設置に伴う機器費の一部を 環境政策室

助成

補助率：1/10、上限額：100千円

食品ロス削減マッチングサービス 1,112 新たにアプリを導入し、飲食店等で不要となった食材等を消費者 リサイクル推進課

事業 とマッチングさせることで、食品ロスを削減（県1/2）

農林水産業費 法人運営プロフェッショナル雇用 1,000 個人事業主や集落営農組織が農業法人化するに際し、法人運営 農政総務課

事業 に知見のある人材の雇用と業務委託の費用を助成

上限額：1,000千円　（県1/2）

就農支援交付金 2,700 就農促進のため、市指定の研修等の受講者を対象に、就農時の 農政総務課

機材購入等に要する経費の一部を助成

上限300千円×9名

林田チャレンジ農園講習付区画 6名、帰農塾新規就農枠 3名

アサリ天然蓄養育成実験事業 500 稚貝の放流成果が出ないアサリについて、適切な放流海域と食害 水産漁港課

の影響を探る実験を行い、資源の維持回復を目指す

委託先：姫路市漁業協同組合

養殖水産物ブランド化支援事業 500 プロトン冷凍したカキの海外輸出支援  水産漁港課

補助対象： 輸出用袋制作費、パンフレット制作費等

補助率1/2　上限500千円×1団体

4



（単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

商工費 中小企業デジタル化推進セミナー 2,000 中小企業の情報格差解消を図るため、非接触型対応機器等の 産業振興課

導入などITスキルの向上のための実践型セミナーを実施

中小企業デジタル化推進補助金 540,000 生産性向上等を図るため、市内中小企業者等のデジタル化に 産業振興課

（地方創生臨時交付金充当事業） 要する経費の一部を助成

補助率3/4　@150千円×従業員数（上限3,000千円）

商店街活性化事業補助金 170,000 市内商店街が取り組むプレミアム付き商品券等の発行を支援 産業振興課

（地方創生臨時交付金充当事業） @12,000千円×14団体

県市協調事業　県2/3　市1/3負担

地場産業海外販路拡大支援事業 1,500 地場産業事業者の海外販路の拡大支援を図るため、ハラール 産業振興課

認証、ヴィーガン認証等取得に要する経費の一部を助成

補助率1/2　上限150千円×10社　

（仮称）じばさんまつり・販路拡大 40,000 姫路の地場産業12業種の展示・販売及びワークショップ等を開催 産業振興課

事業 し、市民や観光客に向けて地場産業・地場産品をＰＲ。あわせて、

国内外への販路拡大プロモーションを実施（国1/2）

開催日：11月下旬　会場：アクリエひめじ　

新型コロナウイルス感染症拡大 330,000 緊急事態宣言の発出を受け、営業時間の短縮に協力した飲食店 産業振興課

防止協力金 等に協力金を支給（6万円/日）

（地方創生臨時交付金充当事業） 県市協調事業　地方負担分20％の負担割合は、県2/3　市1/3

プレミアム付き商品券事業 520,000 市内店舗で利用可能なプレミアム付き商品券を発行 産業振興課

（地方創生臨時交付金充当事業） 販売価格 1冊10千円（千円券×12枚綴）、プレミアム分2千円

「ずっと姫路」ジョブマッチング事業 10,000 失業者・転職者等の求職者を対象とした求人ポータルサイト設置 労働政策課

やオンラインによる合同企業説明会を実施（国1/2）

姫路市観光戦略プラン改訂 4,000 本市の観光施策の指針である「姫路市観光戦略プラン」を改訂 観光推進課

計画期間：R4～R8

姫路市観光資源PR事業 2,000 観光客誘致・回遊性向上のため、地域の観光資源等を紹介した 観光推進課

ツールを制作

多言語解説看板整備事業 2,320 文化財の魅力を伝える英語解説看板を書写山圓教寺に設置 観光推進課

29基（国1/2）

大名行列再現事業 11,800 姫路城の新たな魅力をPRするために「姫路お城まつり」等で 観光推進課

酒井家の大名行列を再現

大名行列体感事業 4,000 ホームページ等で大名行列の魅力を広くPRするとともに、ARを 観光推進課

（地方創生臨時交付金充当事業） 活用したまちあるきイベントを実施

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、伝統文化の魅力を 観光推進課

発信

開催日：11/7
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（単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

商工費 WHO西太平洋地域委員会開催 15,000 WHO西太平洋地域委員会の開催に伴い、トラベルデスクの設置や 観光推進課

つづき 支援事業 レセプション等を実施することにより、本市の多彩な魅力を発信

開催日：10/25～29

宿泊施設環境整備支援事業 5,000 観光庁「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」の認定を 観光推進課

（地方創生臨時交付金充当事業） 受けた市内宿泊施設に対して整備経費の一部を助成

補助率1/3　上限1,500千円

書写山観光施設整備事業 135,000 観光トイレ、休憩室整備　S造平屋建 150㎡ 観光推進課

展望デッキ整備 150㎡

旧山上駅舎解体　500㎡

東京2020オリンピック・パラリン 109,500 オリンピック聖火リレーの実施 スポーツ振興室

ピック関連事業 開催日： 5/23

会場：大手前公園、大手前通り、三の丸広場

パラリンピック聖火フェスティバルの実施

開催日： 8/15

会場：大手前公園

フランス柔道選手団の事前合宿受入、市民交流事業の実施

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等

動物園開園70周年記念事業 1,500 動物園開園70周年を記念し、イベントの開催や記念誌を発行 動物園

土木費 古民家再生促進支援事業助成 2,500 歴史的町並み景観の維持・継承に資する古民家の再生に対する まちづくり指導課

助成

補助率1/3（県随伴）　上限2,500千円×1件

公園等ごみ回収依頼システム 1,000 公園等の清掃後のごみ回収をスマートフォン等から依頼できる 公園緑地課

構築 システムを構築

手柄山スポーツ施設整備運営事業 - 手柄山中央公園内に新体育館及び新市民プールを整備 手柄山中央公園

整備：R3～R8、管理運営：R8～R22 （債務負担行為） 整備室

PFI法に基づく民間資金を活用

消防費 指令業務AI支援システム導入 2,026 AIを活用して119番通報時の会話を文字表示するとともに、指令 情報指令課

員へ対処方法等を表示させ、指令業務の迅速性と正確性を向上 情報政策室

運用開始：R3.9　　端末 2台

救急搬送支援システム導入 23,696 搬送先医療機関の迅速な選定のためのICTシステムを導入 救急課

運用開始：R3.10～

教育費 市立高等学校の在り方検討 1,400 審議会を設置し、今後の市立高等学校の在り方を検討 教育企画課

ウォータークーラー設置 16,640 小中学校にウォータークーラーを設置 健康教育課

（地方創生臨時交付金充当事業） 設置台数：小学校 69台、中学校 35台
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（単位　千円）

款 予算額 課　　名事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

教育費 市立中学校の全員給食実施 136,396 （仮称）南部エリア学校給食センターによる給食提供の開始により、 健康教育課

つづき 全ての市立中学校において全員給食を実施

R4.1 試行実施（3校程度）　R4.2 本格実施（12校）

デジタル教科書の実証実施 1,783 小中学校においてデジタル教科書を試験導入 学校指導課

実施予定校：小学校 19校、中学校 8校 教育研修課

文化財活用事業講座 121 市内文化財を会場にして文化財や郷土史等に関する講座を開催 文化財課

会場：山本家住宅、古井家住宅、誠塾、佐野邸

置塩城跡再現CG製作 6,000 置塩城跡の主要部に存在した建物、石垣、庭園等をCGで再現し、 埋蔵文化財

城跡の価値や魅力のPRや文化財の保存活用を図る センター

（国1/2、県1/4）

中央体育館メインアリーナ照明 41,384 中央体育館メインアリーナ照明のLED化 スポーツ振興室

改修

陸上競技場第二種検定対応 192,000 第二種公認検定に伴う走路等の改修 スポーツ振興室

ウレタン切削オーバーレイほか工事

検定 R4.3
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特別会計

（単位　千円）

会計 予算額 課　　名

国民健康保険 特定健診における人間ドック助成 10,004 特定健診の受診券を人間ドックの助成券として利用することで、 国民健康保険課

事業 受診料の一部を助成

@6千円×1,640人

健康ポイント付与事業 782 マイナンバーカード所有者のうち特定保健指導の終了者に健康 国民健康保険課

ポイントを付与

動機付支援 @0.5千円×886人、積極的支援 @1.5千円×226人

介護保険 介護認定審査会のオンライン化 5,395 介護認定審査会をオンラインで実施 介護保険課

32合議体

要介護認定申請進捗状況閲覧の 2,000 要介護認定申請の進捗状況をweb上で閲覧可能とするための 介護保険課

オンライン化 システム改修

介護支援ボランティアポイントの 75 介護支援ボランティアポイントをマイナンバーカード所有者に 地域包括支援課

マイナンバー連携 自治体ポイントで付与

マイナンバーカード所有者加算 @活動交付金（上限5千円）×0.1×150人

介護予防普及啓発事業 1,929 いきいき百歳体操の活動支援と参加者へのフォローアップを実施 地域包括支援課

グループ継続支援 対象：市内495グループ　1グループあたり年3回　

企業会計

（単位　千円）

会計 予算額 課　　名

水道事業 開栓・閉栓等受付管理システムの 2,735 電話・FAX等により対応している開閉栓等の手続きについて 水道局総務課

構築 インターネットで受付可能となるシステムの構築

事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要

事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要
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