県政 150 周年記念事業計画
１

趣 旨
平成 30（2018）年は、兵庫県が成立して 150 周年目にあたる。この節目に県民一人ひとりが
歴史を振り返るとともに、兵庫の未来を考える機会とするため、記念事業を全県で展開する。

２

基本テーマ

〈全体テーマ〉
兵庫の未来を創る
～創造と共生の舞台・兵庫の実現をめざして～

〈サブテーマ〉
五国の魅力を磨く
・150 年の歩みの振り返り
・歴史遺産、偉人を後世に繋ぐ取組
・地域の魅力の再発見
・兵庫の先進性を再認識する取組
・地域の個性を活かす新たな拠点づくり

交流の輪を拡げる
・地域内交流の拡大と充実
・五国間交流の活性化による相互理解、
一体感の醸成
・兵庫の魅力の県外への発信
・世界との交流拡大

３ 事業展開方針
(1) 基本的な考え方
① 全県エリアで、参加型イベントや行事を重層的に展開
② 県民・地域団体・NPO・学生グループ・企業・行政など参画と協働の実践により展開
③ 150 年の歴史を振り返り、ふるさと兵庫を再認識し、兵庫の未来を考える機会を創出
(2) 事業期間
平成 30 年１月１日～平成 31 年 3 月 31 日
（平成 29 年中は先行実施期間として実施）
４

広報展開
地域団体、ＮＰＯ等による自主的・主体的な県政 150 周年記念事業の実施や県民の事業への
参画を促すため、ロゴマークの活用や各種媒体による啓発、マスコミ等と連携した情報発信を
行う。

５

実施事業
区分
全県事業(記念式典等含む)
地域事業

事業数

H30 年度当初
事業費

2～4 ページ

２９

486 百万円

5～6 ページ［一覧］

７０

500 百万円

マスコミ等との連携事業

4 ページ

－

47 百万円

県民連携事業

4 ページ

－

150 百万円

９９

1,183 百万円

計
1

県政 150 周年記念事業実施事業
１

記念式典

(1) 日 時
(2) 場 所
(3) 招待者

(4) 次

［参考
１
２
３
４

２

平成 30 年 7 月 12 日（木） 13:30～16:30（3h）
神戸国際会館大ホール
約 1,500 名
外国領事、関係省庁、国会議員、近畿ブロック知事、市町長・議長、
栄典受賞者（叙勲・褒賞、県功労等）、県議会、関係団体、記念事業推進協議会 等
第 ① オープニング映像
② 記念演奏（兵庫芸術文化センター管弦楽団(指揮：佐渡裕氏)）
③ 挨拶（県、来賓）
④ 小中高生による発表（ことば、合唱、事例発表）
⑤ 兵庫 2030 の展望（仮称）案 発表
⑥ 記念演奏（兵庫芸術文化センター管弦楽団(指揮：佐渡裕氏)）
⑦ 記念講演（(公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構理事長 五百旗頭真氏）

兵庫県政百年記念祭典］
日 時 昭和 42 年（1967 年）７月 12 日（水）13:00～16:00
場 所 神戸国際会館 大ホール
参 加 約 1,500 名
内 容
○第１部
・来賓挨拶 自治事務次官、大阪府知事、神戸市長等
・県政関係物故者への黙禱
・郷土 100 人の先覚者の遺族への顕彰状贈呈
・県政百年宣言
○第２部
・記念講演
大河内一男 東京大学総長「日本の百年－回顧と展望」
・記念映画上映 １部「兵庫の百年」 ２部「新しい世紀へ」の上映

記念事業の推進

① シンポジウム等による機運醸成［㉙先行事業］
区

分

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（29.3）

内

容

・講演「兵庫津から五国へ、雄県兵庫の誕生と歩み」

１年前シンポジウム（29.7） ・鼎談「五国・兵庫の魅力～地域資源を活用した活性化～」
プレフェスタ（29.11）

・歴史、文化、グルメなど兵庫・五国の魅力を発信するイベント

県政 150 周年記念講演(30.3) ・講演「近代日本を創った男 －初代兵庫県知事 伊藤博文の挑戦－」

② フィナーレイベント
(1) 日
(2) 場
(3) 内

時
所
容

平成 31 年３月下旬 (4 時間程度)
県公館大会議室
記念演奏、記念シンポジウム、成果発表会（県民連携事業）
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３ 全県事業
(1) 五国の魅力を磨く
（歩みの振り返り）
① 県史編纂事業（対象期間：S42～H30 年、発行時期：H34.3(予定)）
② 県庁発祥の地の整備促進（初代県庁復元施設の基本設計、県政資料館(仮称)の基本構想等）
（五国の魅力の再発見）
① ふるさとひょうご五国物語の発信（五国の地域遺産を映像で紹介 作成本数：3 本(H29 年度：3 本)）
② 県政 150 周年記念酒事業（記念特別意匠を活用した「五国の酒蔵日本酒セット」)
③ 何でも 150 事業（‘150’にちなんだ各項目について県民がインターネット等で投票)
④ 「兵庫の橋梁・トンネル名選 150」冊子配布事業
⑤ 「ひょうご景観ビューポイント 150 選」選定活用事業
（美術館・博物館等における特別展等）
① 県立美術館・博物館における県政 150 周年記念イベント等
区 分
県立美術館
県立図書館
歴史博物館
人と自然の博物館
コウノトリの郷公園

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

取組内容
県政 150 周年記念 県立美術館スペイン音楽会
兵庫 150 年 － 本の中の記憶
歴史文化普及（外部公開のできない所蔵品の複製を作成し公開）
収蔵資料展「ひょうご五国の自然展」
開園 20 周年プレイベント（ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、飼育員一日体験等）

考古博物館
県政 150 周年記念 ひょうご五国の始まりを探る
陶芸美術館
県政 150 周年記念 陶芸交流ふれあい交流事業
横尾忠則現代美術館
県政 150 周年記念 オープンスタジオミニライブ
兵庫県公館所蔵展（150 点の芸術作品の展示、7/7～8/11)
ふるさと関連資料でたどる“ひょうごの姿” （場所：歴史博物館、H30.4～H31.3 等）
芸術文化センター（記念講演）
（佐渡芸術監督プロデュースオペラ「魔弾の射手」7/20～29 等 ）
県警察音楽隊による特別演奏会等（特別演奏会 H31.2、女性儀じょう隊(6 人)の新設)
県立美術館・博物館無料開放事業（7/12(木)～7/16(月・祝)）
県立ミュージアムスタンプラリー（H30.7～12、陶芸美術館、県立美術館等 8 施設）
ふれあいの祭典文化イベント（県民文化普及事業の拡充(23 事業)）

(2) 交流の輪を拡げる
（県内外への魅力発信）
① ひょうご五国博（ふれあいの祭典の拡充、10/20(土)～21(日)、県立明石公園及び県内各地域 ）
② 兵庫県民農林漁業祭（ひょうご五国博（明石公園）の一環として実施）
③ 県政 150 周年みなとこうべ花火大会（打ち上げ数：15,000 発、8/4(土)）
④ 東京圏での県政 150 周年ＰＲフェア（7/2(月)～7/15(日)、三井住友銀行東館(千代田区)）
⑤ 商店街元気づくり事業（県政 150 周年記念枠）
（商店街が行う 150 周年イベントへの支援）
（海外との交流の促進）
① 姉妹・友好州省サミット
（20 地域の代表を招いて交流事業を実施、9/5(水)～8(土）、神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ他）
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(3) 兵庫の未来を創る
（将来の展望）
① 「兵庫 2030 年の展望」の策定・公表（記念式典(7/12)で公表、別途若者ﾌｫｰﾗﾑの開催等）
（未来を担う人づくり）
区 分

内

容

小学生

①未来プロジェクト（作文・図画コンクール）［㉙先行実施］

中学生

②まんが「ひょうごの歴史」の作成［㉙先行実施］
③ひょうごのふるさと魅力発見副読本の作成（全公立中学生に配布）

高校生

④高校生が考える県政 150 周年記念事業（㉙先行、㉚本格実施）（全県立高校）

大学生

⑤大学生が考える県政 150 周年記念事業（大学生自ら企画し実施）

生涯学習

⑥生活創造センター等における地域づくり活動の推進（9 施設でのｲﾍﾞﾝﾄ実施等）

４ 地域事業

（5～6 ページ[一覧]参照）

県民局・県民センター事業として、10 地域ごとに特色を活かした事業を展開（全 70 事業）

５

マスコミ等との連携事業

① マスコミ等との連携事業
・Ｎ
Ｈ
Ｋ
「新兵庫史を歩く（県政 150 周年版）」
・サ ン テ レ ビ
「県政 150 周年記念特別番組」
・ラ ジ オ 関 西
「県政 150 周年ラジオ番組」
・078KOBE×県政 150 周年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ （4/27(金)～29(日) 神戸市内） など

６

県民連携事業

記念事業を県民や各種団体とともに推進するため、地域団体、ボランティア団体、NPO など様々
な団体が行うイベント、活動等について助成する
１ 対象団体
原則、県内で活動する地域団体、ボランティア団体、学生グループ、NPO 法人、実行委員会等
２ 補 助 額
対象事業費
助成額
5～15 万円未満

事業費全額(1 万円未満切捨)

15～30 万円未満

15 万円

30～45 万円未満

25 万円

45～60 万円未満
60～75 万円未満

35 万円
45 万円

75 万円以上

50 万円(上限)

【特認事業】
記念事業の趣旨に強く合致する全県的な事業や市町との協働事業等については、特認事業
として、対象事業費の 1/2 以内の助成（助成額の上限：500 万円）
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地域事業一覧
区分
(事業数)

主な事業

（五国の魅力を磨く）
・県庁発祥の地再発見（県庁設立の日記念イベント(7/12(木)・兵庫津) 等）
・六甲山 150 年の歴史回顧（六甲山ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙｲﾍﾞﾝﾄ(5/13(日) 六甲山) 等）
神 戸 ・神戸ジャズの歴史と魅力発信（「KOBE JAZZ DAY」ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ(4/7(土)・元町) 等）
(6)
・神戸の「歴史・魅力・元気」の伝承事業（神戸における県政の歩み展、湊川隧道展示・見学 等）
（交流の輪を拡げる）
・
「神戸新開地・喜楽館」を核とした賑わい創出（記念落語公演(7 月)、ひょうご寄席 等）
・ミュージアムロードの魅力アップ(灘駅自由通路の装飾 等）
（五国の魅力を磨く）
・阪神南リレーミュージアム（管内の博物館・美術館、共通テーマ「文化で感じる阪神南の 150 年」）
・阪神フルーツ＆スイーツコレクション［阪神北と共同］
（H30.10 伊丹市内のホテル）
阪神南
（交流の輪を拡げる）
(8)
・全国運河サミット in 尼崎運河（全国各地の自治体等関係者が出席、H30.11/16,17 尼崎市内）
・甲山森林公園パークセンター完成記念（完成記念ｲﾍﾞﾝﾄ、子育て支援施設整備等）
・阪神なぎさ回廊魅力発信事業（サイクルイベント(H30.11)、総合案内板等の設置）
（五国の魅力を磨く）
・阪神北歴史・文化発見セミナー（基調講演及びﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、H30.11 伊丹市内）
・阪神フルーツ＆スイーツコレクション［阪神南と共同］
（H30.10 伊丹市内のホテル）
（交流の輪を拡げる）
阪神北
・阪神北彩りフェスタ（H30.10 伊丹駅周辺、“若い力の魅力発信”、こども文化フェスタを同時開催）
(11)
・北摂ＳＡＴＯＹＡＭＡ国際セミナー（国内外の研究者等を招聘、H30.11 宝塚市内）
（兵庫の未来を考える）
・新宮晋氏によるシリーズ対談（有馬富士公園風のﾐｭｰｼﾞｱﾑ、H30.3 月、7 月、11 月）
・「こころ豊かにのびよう！のばそう！ひょうごっ子「宝塚フォーラム」（H31.2 宝塚大劇場）
（五国の魅力を磨く）
・新たなため池文化の創造（ため池博覧会 2018(ﾘﾚｰ方式)、ため池ｺｳﾉﾄﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進ﾌｫｰﾗﾑ(H30.11)（予定））
・東播磨｢農」のブランド化大作戦（フードチェーンの構築）（名物料理の考案、供給体制の構築等）
東播磨
（交流の輪を拡げる）
(6)
・ふれあいフェスティバル in 東播磨（H30.10.20～21 県立明石公園及び周辺）
・東播磨観光ツーリズム（モニュメント制作検討、外国語版ツーリズムマップ制作、インバウンド商談会出展）
・インフラ施設等の周遊型イベントの開催（マンホール・ラリー、インフラ・ツアー、サイクリングマップ）
（五国の魅力を磨く）
・加古川流域を潤す水文化を「つなぐ」～上流から下流へ、次世代への継承～（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）
北播磨 （交流の輪を拡げる）
・北播磨「食」と「農」の祭典（酒の肴コンテスト、祭典(H30.10～31.2・三木市内)）
(4)
・北播磨インバウンド推進（外国人旅行者交通費助成、海外旅行者との商談支援 等）
・ＪＲ加古川線、神戸電鉄粟生線、北条鉄道利用促進・活性化（ヘッドマーク、グルメ列車等）
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区分
（事業数）

主な事業

（五国の魅力を磨く）
・日本遺産認定「銀の馬車道・鉱石の道」推進［但馬と連携］
中播磨 （飾磨津物揚場跡(赤煉瓦倉庫)の一部移転・保存整備、マカダム舗装復元、特別列車の移転等）
(3) （交流の輪を拡げる）
・中播磨の食文化発信（播磨の酒ブランド化(H30～H32)、姫路食博 2018 の開催支援）
・姫路港にぎわいプロジェクト（ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(7/16、10/28)）
（五国の魅力を磨く）
・西播磨山城ウォーキング（ラジオでの山城紹介、ウォーキングマップ）
・カヌーの聖地「音水湖」づくり（東京オリンピックの合宿招致に向けた整備等）
西播磨
（交流の輪を拡げる）
(7)
・姫新線イベント列車（イベント列車(年 4 回)、記念ヘッドマーク等）
・西播磨インバウンド受入基盤整備（HP のモバイル対応、英語対応ドライブマップ）
・引原ダム 60 周年記念事業
（五国の魅力を磨く）
・日本遺産認定「銀の馬車道・鉱石の道」推進［中播磨と連携］
（アートフェスティバル、明延・神子畑間の接続ルートの整備検討及びウォーキング大会等の開催）
・ユネスコ世界ジオパーク「山陰海岸ジオパーク“リスタート”会議」（H31.3、豊岡市内）
但 馬
・但馬地域の近代化遺産の情報発信事業（ガイドブック、ガイドマップ）
(9)
（交流の輪を拡げる）
・但馬地域鉄道利便性向上対策（イベント列車運行支援、シャトルバス運行助成）
・「たじまわろう、夢但馬」夢但馬周遊ツーリズム（中国地方からの誘客強化 等）
・たじま子ども体験バス運行（但馬地域の小学生 40 名程度/回 ２回）
（五国の魅力を磨く）
・丹波の森づくり 30 周年記念事業（シンポジウム(11/18)、ﾛｺﾞ･ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸの制定･公表）
・恐竜化石フィールドミュージアム（篠山層群の名所をつなぐツアー､ドローン空撮イベント 等）
丹 波
・丹波の里山づくり促進（森を未来につなぐﾌｫｰﾗﾑ(5/5)、モデル林の選定と整備支援 等）
(5)
（交流の輪を拡げる）
・まんきつ！シューベルティアーデ（コンサート(11/10)、貸切電車の運行と車内演奏）
・観光情報の戦略的発信事業（日本遺産(デカンショ節、丹波焼)の発信強化 等）
（五国の魅力を磨く）
・淡路人形浄瑠璃特別公演（H31.1.12 県立芸文センター(西宮市)）
・パリ“ジャポニスム 2018”での淡路島プロモーション（H30.10 人形座パリ公演 パリ
日本文化会館）
淡 路 ・「永田秀次郎の人生」ドキュメンタリー映像制作支援（島内各所(公民館、学校等)での上映）
(11) （交流の輪を拡げる）
・“県政 150 周年記念”淡路島ロングライド 150（H30.9 島内一周）
・｢神戸新開地・喜楽館」淡路島出張公演への支援（H30.冬 洲本市文化体育館）
・「日本のはじまり淡路島」観光情報発信（新たな CM 制作・放送、海外メディア PR 等）
・「御食国淡路島」推進戦略の展開（御食国ブランドの確立、御食国・和食の祭典in 京都(冬予定)）
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参考１

普及活動実績
１ ロゴマークを活用した広報展開
区分
ピンバッジ

内

容

50,000 個（タテ型 34,000 個・ヨコ型 16,000 個）
＊H29.9.22～全職員、県議、県政 150 周年記念事業推進協議会等へ配布
＊秋以降、市町、各種団体、民間企業等へ順次配布

名刺・公用封筒等

ロゴマーク入りの公用封筒、名刺
＊H29.9.8～ 幹部職員用名刺をロゴマーク入りに順次切り替え
＊H29.12～

ポスター・のぼり

公用封筒（本庁分）をロゴマーク入りへ順次切り替え

ポスター5,000 枚・のぼり 500 枚
＊H29.秋～ 県庁舎、市町庁舎、量販店、金融機関、各種イベント等で掲示

動画でのＰＲ

「兵庫 五国で歩んだ歴史」
（記念映像）
［5 分版、30 分版］
「兵庫津から五国へ、雄県兵庫の誕生と歩み」
（田辺眞人氏講演）
［30 分版］
＊H29.7～ 生活創造センター等で貸し出すとともに動画チャンネルに掲載

ウェブサイト

県政 150 周年専用ホームページ
＊H29.11～ イベント情報や県民連携事業に係る情報を順次公開
＊関連動画の視聴も可能

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ電光掲示板

「H30.7.12」に向けてのカウントダウン
＊H30.1.4～ 兵庫県関係者新年交礼会での除幕式
＊2 号館玄関前に設置（～H30.7.12）

庁舎横断幕等

本庁舎、総合庁舎等に横断幕・懸垂幕を掲示
＊H30.1（本格実施）～、19 庁舎に掲示（本庁舎は、一号館 13 階に横断幕）

ﾙﾐﾅﾘｴ作品の掲示

ロゴマーク入りルミナリエ（H29.12 作品）を掲示
＊H30.1（本格実施）～、一号館別館南側壁面に掲示

〈ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ電工掲示板（本庁 2 号館玄関前）
〉

〈横断幕（本庁 1 号館 13 階）〉

〈ルミナリエ作品(本庁１号館別館〉

民間企業等でのロゴマーク活用例
百貨店・ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆ、ホテル、飲料メーカー、金融機関、交通機関等

〈記念福袋〉

〈ビール(ラベル)〉
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〈年賀状〉

２

イベント等による普及啓発
区分
ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
（H29.3.29）
於 県公館大会議室
（約 300 人出席）

内

容

・基調講演「兵庫津から、五国へ、雄県兵庫の誕生と歩み」
（園田学園名誉教授 田辺眞人氏）
・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「ひょうご、五国の今と未来への可能性」
（関西学院大学教授 角野幸博氏、作家・兵庫県教育委員 玉岡かおる氏ほか）
・兵庫県の歩みを振り返るパネル展
・ＶＲコーナーの設置（初代県庁の執務室等を仮想現実で体験）

〈パネルディスカッション〉

１年前シンポジウム
（H29.7.12）
於 県公館大会議室
（約 300 人出席）

・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「五国・兵庫の魅力 ～地域資源を活用した活性化～」
（田辺眞人氏、絵本作家・永田萠氏、日本遺産 3 地域代表者）
・兵庫県警察音楽隊による記念演奏
・兵庫県の歩みを振り返るパネル展
・ＶＲコーナーの設置（初代県庁の執務室等を仮想現実で体験）

プレフェスタ
（H29.11.23）
於 ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｽﾍﾟｰｽｼｱﾀｰ
（約 2 万人参加）

・夏休み「小学生作文・図画コンクール」表彰式（知事賞・議長賞ほか）
・トーク：パティシエ エス コヤマ氏、淡路人形座 吉田史興氏ほか
・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ：スーパーキッズオーケストラ、和太鼓演奏 木村優一氏
・ブース：五国を味わおう！食と日本酒、五つ星ひょうごほか
・Kiss FM KOBE 公開生放送（田辺眞人氏がゲスト出演）
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：まんが「ひょうごの歴史」作成のデモンストレーション

〈表彰式〉

県政 150 周年記念講演
（H30.3.27）
於 県公館大会議室
（約 300 人出席）

〈パフォーマンス〉

・
「近代日本を創った男－初代兵庫県知事 伊藤博文の挑戦 1853-1909－」
（京都大大学院教授 伊藤之雄氏）
・雅楽の演奏（(一財)日本雅楽協会）
・小学生作文・図画コンクールの入賞作品展示
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県政150周年記念事業・イベントカレンダー
4～6月

参考２
8～9月

7月
記念式典
［7/12(木) 神戸国際会館大ﾎｰﾙ］

10～12月

県政150周年みなとこうべ花火大会
［8/4(土) 神戸港］
ひょうご五国博、農林漁業祭
［10/20(土)～21(日) 県立明石公園等］

姉妹・友好州省サミット
［9/5(水)～8(土) 神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ等］

県立美術館・博物館無料開放 ［7/12(木)～16(月・祝) 各施設］

兵庫県公館所蔵展［7/7～8/11］

美術館
博物館

「兵庫の橋梁・トンネル名選150」冊子配布事業」［3月発行］

3
3
年
度
末

～）

「ひょうご景観ビューポイント150」選定活用事業［7～9月 募集］

3
0
年
度

県
史
編
纂
事
業

）

「高校生が考える県政150周年記念」（全県立高校）［通年］ 「大学生が考える県政150周年記念［ﾌｨﾅｰﾚｲﾍﾞﾝﾄで発表］ 「ひょうごのふるさと魅力発見副読本の作成」［全公立中学生 3月配布］

「何でも150」事業（人、名所、食等）［5月～募集開始］

県
庁
発
祥
の
地
の
整
備

（

兵庫2030の展望（仮称）案の公表
［7/12 記念式典にて］

ﾌｨﾅｰﾚｲﾍﾞﾝﾄ（事業総括）
［3月 県公館大会議室］

備考

（
～

東京圏での県政150周年ＰＲフェア
［7/2(月)～15(日) 三井住友銀行(千代田区)］

全県事業

1～3月

県立ミュージアムスタンプラリー ［7月～12月 陶芸美術館、県立美術館等８施設］
ふるさと関連資料でたどる“ひょうごの姿” ［H30.4～31.3 歴史博物館１Ｆ、H30.6～8 サテライト展示コーナー（県内7施設））

神 戸

阪神南
阪神北
東播磨
地
域
事
業

北播磨

・「KOBE JAZZ DAY」ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ［4/7 元町］

・県庁設立の日記念イベント［7/12 兵庫津］

・六甲山ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙｲﾍﾞﾝﾄ［5/13 六甲山］・県政150周年記念落語公演［7月 神戸新開地・喜楽館］

・阪神南リレーミュージアム［10～31.3 管内博物館・美術館］ ・全国運河サミット［11/16,17］

・尼ロック防災フェスティバル［6月］

・甲山森林公園パークセンター完成記念イベント［秋］ ・阪神なぎさ回廊サイクルイベント［11月 管内］
・阪神フルーツ＆スイーツコレクション［10月 伊丹市内ホテル］【阪神南と共催】

・新宮晋氏と著名人の対談［3月、9月、3月 有馬富士公園］
・ジャパン碁コングレスin宝塚［7月 宝塚市内］
・ため池博覧会2018［30.1～30.12 管内ﾘﾚｰｲﾍﾞﾝﾄ］
・カラーマンホール・ラリー［夏休み 管内］
・県政150周年記念ヘッドマーク列車の運行［7月神鉄、北条鉄道、JR］
・鉄道施設見学会［7月神鉄、8月北条鉄道、12月JR］

中播磨
西播磨
但 馬
丹 波
淡 路

マスコミ等との
連携事業

・観光クルーズ船の招致［5月 姫路港来港］
・姫路港ふれあいフェスティバル［夏7/16、秋10/28］
・西播磨フロンティア祭［4/29 播磨科学公園都市］

・宝塚ﾌｫｰﾗﾑ［2月、宝塚大歌劇場］
・北摂SATOYAMA国際セミナー［11月 宝塚市内］
・ふれあいフェスティバルin東播磨［10/20,21 明石公園及び周辺］
・ため池コウノトリプロジェクト推進フォーラム［11月（予定） 兵庫大学］
・東播磨インフラツアー［11/17］
・「農」と「食」の祭典［11月（調整中） 三木市内］
・神鉄90周年グルメ＆まちあるき列車［11/28 三木市内］
・水文化を「つなぐ」上流から下流へ、次世代への継承［9～31.2(総括イベント)］
・姫路食博2018［11/中旬 大手前公園］ ・銀の馬車道・鉱石の道“馬車”復活事業［11月 神河］

・姫新線イベント列車［環境学習(7月)、グルメ(10月)、天体観測(12月)、山城探訪(3月)］

・カヌーの聖地「音水湖」 カヌーまつり［7/21］ 関西学生カヌー選手権大会［8/8～12］
・日本海マリンツーリズム［5月、夏休み］

・たじま子ども体験バス［夏～秋］

・日本遺産認定記念アートフェスティバル［秋］

・山陰海岸ジオパーク"リスタート”会議［31.3豊岡市内］

・たじま移住体験ツアー［７月］
・森を未来につなぐフォーラム［5/5 篠山市立四季の森生涯学習ｾﾝﾀｰ］

・恐竜化石ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ開館記念イベント［名所をつなぐツアー(12月)、化石発掘調査見学会及び発掘体験(2～3月) 等 管内］
・まんきつ！シューベルティアーデ［11/10 篠山城大書院 ほか］ ・丹波の森づくり30周年シンポ［11/18 丹波の森公苑］

・うみぞら映画祭［5月 大浜海岸］
・淡路花祭2018［春(3～5月)、秋(9～11月) 島内各地］

078KOBE × 県政150周年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
［4/27(金)～29（日） 神戸市内］

・「神戸新開地・喜楽館」淡路島出張公演［冬］
・淡路人形座パリ公演［10月 パリ日本文化会館］ ・淡路人形浄瑠璃特別公演［1月 芸文センター］

・ロングライド150［9月 島内1周］

記念式典生中継［7/12(木)］
記念特別番組［7月の土日］

兵庫の宝ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ五国ｽﾄｰﾘｰ発表［7～12月］

サンテレビコラボCM開始（4月～31年3月）

県民連携事業

・神戸における県政の歩み展［秋］
・「近代遺産 湊川隧道～その知恵と歴史～」展示・見学会［秋］
・ひょうご寄席［冬 神戸新開地・喜楽館］

NHK 新兵庫史を歩く 収録・放送
［11月 神戸市内］

ラジオ関西「おもしろひょうご楽」（4月～31年3月）

県民連携事業（随時募集・事業実施）
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