
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阪神南地域を活動基盤とする地域団体が、地域課題の

解決や地域活性化に向けて取り組む活動を支援。 

【補助金額】上限 20 万円／件（先進・広域的取組は加算） 

（補助率 2/3 以内） 

【補助件数】15 件程度 

【提出期限】 ４～５月に着手する事業 ３月 31日（金） 

       ６月以降に着手する事業 ４月 25日（火） 

【問合せ】県民交流室県民運動課（県民担当） 

【TEL】06(6481)4629【FAX】06(6482)0579 

阪神南ふるさとづくり応援事業 検索 

 
 
阪神南地域のにぎわいを創出し、魅力を広くＰＲする

イベントを支援。 

【対象事業】各種団体が開催する地域資源を生かした

芸術・文化、スポーツ、産業振興などの

イベント 

【助成件数】20 件程度 

【助成金額】上限 50 万円（補助率 1/2 以内） 

【提出期限】５月 12 日までに着手する事業 ３月 31 日（金）  

            ５月 13 日以降に着手する事業 ５月 11 日（木）  

【問合せ】県民交流室県民運動課（産業振興担当） 

【TEL】06(6481)7673【FAX】06(6481)4387 

 
 
 
ＮＰＯ法人等が地域団体と連携し、その機動力、専門

性などを活かした地域づくり等の取組に助成。 

【助成額】上限 50 万円（助成予定額 2,100 万円） 

【募集時期】４～５月頃 

【問合せ】ひょうごボランタリープラザ 

【TEL】078(360)8845【FAX】078(360)8848 

ひょうごボランタリープラザ 検索 

 
 
県施設の見学により県政への理解を深めていただくと

ともに、地域間交流を促進するため、バスの借上料の

一部を補助（①１日コース、②１泊２日コース）。 

【対 象】地域団体・グループ（20 人以上参加） 
【金 額】バス１台あたり①2.5 万円、②５万円 
【問合せ】県民交流室総務防災課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【TEL】06(6481)4543【FAX】06(6481)8148 

走る県民教室  検索 

 
 
尼崎（あ）・西宮（に）・芦屋（あ）を愛し、楽しむ人

（ん）のための倶楽部。イベントのチケットや特産品

のプレゼントへの応募、施設の入館料割引が受けられ

る。５年目を迎えリニューアル（平成 29 年夏頃予定）。

新たにスマートフォン対応、インスタグラムなど若者

向けＳＮＳを開始。 

【問合せ】県民交流室県民運動課（産業振興担当） 

【TEL】06(6481)7679【FAX】06(6481)4387 

あにあん 検索 

 
 
 
 
 
子育て中の親子が気軽に集い、情報交換ができる場づ

くりを推進するため、遊びの指導等ができる「ひろば

アドバイザー」派遣等を実施。 

【ひろば開設数】374 箇所【アドバイザー派遣】76 回 

【問合せ】県民交流室県民運動課（県民担当） 

【TEL】06(6481)8417【FAX】06(6482)0579 

まちの子育てひろば 検索 

 
 
 
地域のシニア世代が、子育て世帯などに対し、地域の

季節行事や祭り、郷土料理や昔遊びなど、ふるさとに

伝わる伝統を広く伝えていく取組を支援。 

【対 象】子育て支援に関する団体・グループ等 

【実施回数】120 回／年（12 回程度×全県で 10 団体程度） 

【補助額】上限 30 万円／団体 

【問合せ】県男女家庭課 

【TEL】078-362-3169【FAX】078-362-3891 

 
 
独身男女に１対１の出会いの機会を提供。平成 23 年２

月のスタート以来 25,000 件以上のお見合いを紹介し、

580 組以上が成婚。 

【設置場所】尼崎市中小企業センター６階 

【登録料】5,000 円／年（20 代は 3,000 円） 

【問合せ】阪神南出会いサポートセンター 

【TEL】06(6481)7370【FAX】06(6481)7401 

ひょうご出会いサポートセンター 検索 

阪神南県民センター         2017.3  

かわらばん 
 

発行／県民交流室県民運動課（県民担当） 

〒660-8588 尼崎市東難波町 5-21-8 【TEL】06(6481)4618                                 

県民センターでは、29 年度に実施する事業のうち、市民の皆さんにご利用いただけるものをまとめました。 
詳しくは、各担当までお気軽にお問い合わせください。 

ふるさとづくり・元気と賑わい創出 

阪神南ふるさとづくり応援事業［新規］ 
 

地域活性化集客イベントの支援 
 

ひょうごボランタリー基金助成事業 
（地域づくり活動ＮＰＯ事業助成） 

 

走る県民教室（バス助成） 
 

あにあん倶楽部 
 

子育て・青少年活動 

まちの子育てひろば 
 

シニア世代から子育て世代への 
ふるさと伝承事業［新規］ 

阪神南出会いサポートセンター 

尼崎・西宮・芦屋エリアのお散歩と 

夕日を眺めることが大好きな女の子 
明るく、元気で前向きな性格 



 
 
 
 
 
地域における子ども等への実践的な取組（不審者対応

訓練・研修会等）を支援。 

【補助額】２万円【対象数】全県で 100 件 

【問合せ】県地域安全課 

【TEL】078(362)3173【FAX】078(362)4465 

 
 
 
近隣住民が互いの顔の見える関係（となり組）をつく

り、行う子育て支援や高齢者・障害者の見守りなどの

地域活動を支援。 

【対 象】地域団体（自治会、婦人会等） 

【補助額】50 万円（定額） 

【実施箇所】全県で６カ所 

【問合せ】県社会福祉課 
【TEL】078(362)9121【FAX】078(362)4264 

 
 
 
 
 
親子で防災意識を高めるため、事前予約なしで見学で

きる一般開放を実施。 

【時 期】４月 29 日～５月７日（毎日）、 

７月１日～８月 27 日（土、日、祝日） 

【問合せ】尼崎港管理事務所施設課 

【TEL】06(6409)1356【FAX】06(6409)0938 

 
 
尼ロックを中心に、普段は立ち入りができない防災施

設の見学・案内を実施。 

【時 期】４月 29 日（土） 

【内 容】乗船しての閘門航行や排水機場内見学、陸

閘閉鎖体験 等 

【問合せ】尼崎港管理事務所施設課 

【TEL】06(6409)1356【FAX】06(6409)0938 

 

 

地域で行う防災・減災活動を支援。 

【対 象】地域団体（自主防災組織、自治会等）等 

【内 容】実践的な防災訓練、防災学習（防災専門家

等による指導・協力のもとに実施するもの） 

【助成金額】２～30 万円以内（定額） 

【募集時期】通年（事業開始月の前月５日まで） 

【問合せ】県民交流室総務防災課 

【TEL】06(6481)8072【FAX】06(6481)8148 

ひょうご安全の日 検索 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
商店街の賑わい創出、魅力づくり、地域コミュニティ

機能向上を一体的に促進するため、地域と一体となっ

たイベント等を支援。 

【補助対象事業】商店街等が地域と一体となって実施

するイベント事業 

【補助額】［基礎分］＋［連続イベント加算分］ 

     ※上限：基礎分を含めイベント 12 回まで 

【提出期限】３月 17 日（金） 

［基礎分］※50 万円未満は対象経費の 1/4 

 

 
 
 
 

［連続イベント加算分］ 
※１回 20 万円未満のイベントは対象経費の 1/2 

対象経費 補助額（上限） 

20 万円以上 10 万円／回 

【問合せ】県民交流室県民運動課（産業振興担当） 
【TEL】06(6481)7673【FAX】06(6481)4387 
 
 
空き店舗を活用した新規出店や子育て・高齢者支援施

設の設置を支援。 

【補助限度額】初年度 150 万円、２年目 50 万円 

【補助件数】新規出店 通常枠（18 件）、若者・女性チ

ャレンジ枠（32 件） 

地域交流促進等施設（子育て等）（１件） 

【問合せ】（公財）ひょうご産業活性化センター 

【TEL】078(291)8508【FAX】078(291)8190 

（3/21 以降）【TEL】078(977)9076【FAX】078(977)9119 

 
 
商店街の若手商業グループが実施する、商店街の課題

を踏まえた魅力向上の実践活動を支援。 

【対象経費】実践活動の企画・実施、成果発表等にか

かる経費（例：商店街の空きスペースを

利用した高齢者向けの健康体操の実施、

商店街クリーンアップ大作戦 等） 

【補助額】30 万円（定額）（最長２年） 

【補助件数】全県で５件 

【提出期限】３月 24 日（金） 

【問合せ】県経営商業課 

【TEL】078(362)3326【FAX】078(362)4274 

 
 
 
 
 

対象経費 補助額（上限）  

150 万円以上 50 万円 

100～150 万円未満 40 万円 

50～100 万円未満 30 万円 

防災フェスティバル［新規］ 
 

防災・減災 

尼ロックの防災展示室の一般開放 

商店街の活性化・多世代交流 

商店街元気づくり事業 

地域安全 

子ども安全サポート事業［新規］ 
 

地域相互見守りモデル事業 
（通称：地域となり組）［新規］ 

商店街新規出店・開業への支援［拡充］ 
 

商店街次代の担い手支援［新規］ 
 

住宅再建共済制度（フェニックス共済） 
あらゆる自然災害が対象のフェニックス共済に、万が一に

備え、ぜひご加入ください。 

●住宅再建共済制度（住宅を所有の方） 
年額 5,000 円の負担金で 
最大 600 万円の給付 

●家財再建共済制度（住宅にお住まいの方） 
年額 1,500 円の負担金で 
最大 50 万円の給付   フェニックス共済 検索  

 

ひょうご安全の日推進事業 
 


