
 
プレスリリース         令和３年３月１５日  公開プレゼンテーションを開催します！ 

協働のまちづくり推進事業の提案団体が市民会館でプレゼンします 
 

主催 加古川市 協働推進課 

日時 令和 3年 3月 19日（金）9時 30分～16時 45分 

場所 加古川市民会館 小ホール 

内容 

加古川市では協働によるまちづくりを進めており、多様な主体が、それぞれ

の特徴を生かして一緒にまちづくりに取り組むことを目指して、「協働のまち

づくり推進事業」を実施しています。 

 

団体のみなさんが自主的・主体的に取り組む事業について提案いただき、

「協働のまちづくり推進事業」として採択された場合は、その事業に係る経費

の一部を補助します。 

 

 令和３年度に実施する事業の提案を募集したところ、多くの提案をいただき

ました。 

 公開プレゼンテーションでは、23団体に提案事業について説明いただき、

「加古川市協働のまちづくり推進事業提案内容検討会」で、評価します。 

 

 ＜スケジュール＞  

・課題解決型     9時 30分～ 

・テーマ設定型    11時ごろ～（課題解決型の終了後） 

・スタート応援型   15時 15分ごろ～（テーマ設定型の終了後） 

 ＜発表団体＞ 23団体（別紙「参加団体・事業一覧」のとおり） 

 ＜発表順＞   事前に抽選にて決定（別紙「発表順表」のとおり） 

 ＜発表時間＞ １団体５分以内、質疑応答を含めて 10分以内 

 

この公開プレゼンテーションは、どなたでも自由にご覧いただけますので、

ぜひご参加ください。 

（ 初めて ・ 恒例 ・ ●回目 ） 

対象（参加者） 発表団体の関係者、一般観覧者など 約 50人 

定員 250人 

参加費 ― 

申込先・方法 ― 

 

目的・背景 

その他 
 

 

市ホームページ 掲載済 

広報かこがわ ３月号に掲載済  
加古川市 協働推進課（担当：西川・樋口） 

０７９-４２７-９７６４（内線 3257） 
問合先 



令和３年度加古川市協働のまちづくり推進事業
公開プレゼンテーション参加団体・事業内容一覧

№ 区分 団体名 事業名 事業内容

1
スタート
（学生）

兵庫県立農業高
等学校　園芸科
園芸研究会

地域でつくるささえあいのし
くみ～園芸活動を広げ地域
を元気に～

学校周辺の高齢者施設を訪問し、高齢者の社会との
つながりや生きがいづくり、精神・身体機能の維持、
改善等の園芸療法的な活動を目指して、園芸活動を
継続的に実施する。

2
スタート
（学生）

兵庫県立農業高
等学校　園芸科
生産流通研究会

楽しい食育（農業体験）と食
を通じた地域ネットワークづ
くりに挑戦

地域の児童・生徒を対象に、地産地消や旬菜旬消、
食品ロス削減等の食育を推進する。食育プログラムと
して、農作物栽培や収穫体験、農作物栽培指導を実
施する。

3
スタート
（学生）

バナナクラブ
カローリングで加古川を元
気にしよう

老若男女問わず楽しむことができるスポーツである
「カローリング」を市民に普及させることで、コミュニ
ケーションを構築し、加古川市に愛着を持つきっかけ
とする。

4
スタート
（学生）

兵庫大学ウェディ
ングｌａｂ.

兵庫大学　キャンパスウェ
ディング

学生プロデュースの公募型ウェディングを実施し、挙
式困難者の課題解決および新婚世帯の移住など人
口増加に貢献する。

5
スタート
（学生）

兵庫大学健康づ
くりナッジプロジェ
クト

階段利用促進運動
多くの人が利用する階段に、階段利用を推奨するポ
スターを掲示することで、地域住民の健康行動を支援
する。

6
スタート
（学生）

加古川市ＰＲ動
画作成プロジェク
ト

加古川観光　かこかこ探検
隊

幅広い世代に加古川市の魅力を発信するためのPR
動画を作成する。グルメや観光地、イベントや商業施
設の紹介等、多岐にわたって加古川市の見どころを
撮影・紹介する。

7 テーマ
一般社団法人き
ずな

加古川河川敷大道芸フェス
ティバル

大道芸のパフォーマーが競う大道芸大会と、著名人
によるストリートパフォーマンスを開催する。また、同
時に飲食ブースも出店する。

8 テーマ
NPO法人播磨夢
づくり

KAKOGAWA　KLONDIKE
DAYS（かこがわ　クロンダ
イク　デイズ）

カナダで毎年７月に開催されるお祭り“クロンダイクデ
イズ”にちなみ、多数の飲食ブース・フリーマーケット・
ダンス発表会・バスケットボール試合からなるイベント
を開催する。

9 テーマ
加古川スケート
ボード協会

スケートボード無料体験＆
気球搭乗体験

気球搭乗体験をメインに、スケートボードの無料体験
もできるイベントを開催する。また、同時に飲食ブース
も出店する。

10 テーマ
加古川ジュニアソ
フトボール連盟

親子で　あ・そ・ぼ！－「投
げる」「打つ」ボール遊び－

小学校低学年までの児童とその保護者を対象に、
「投げる」「打つ」の体験を通して親子でソフトボールを
楽しめるイベントを開催する。



令和３年度加古川市協働のまちづくり推進事業
公開プレゼンテーション参加団体・事業内容一覧

№ 区分 団体名 事業名 事業内容

11 テーマ
かこがわ美食縁
実行委員会

かこがわ美食縁
来場者の投票によりグランプリを決める食のイベント
を開催する。また、同時に地元アーティストによる音
楽ステージや子どもが遊べる場も提供する。

12 テーマ green　walkers
加古川河川敷　ＯＵＴＤＯＯ
Ｒ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＦＥＳＴＡ

屋外ヨガをはじめ、サップ、ノルディックウォーキング
等の河川敷アクティビティイベントを実施する。また、
同時に飲食ブースも出店する。

13 テーマ
Ｋ-FESTA実行委
員会

Ｋ-ＦＥＳＴＡ
「賑わいと音楽」をテーマに、音楽アーティストの出演
と飲食ブースの出店による音楽フェスを開催する。

14 テーマ
加古Re：Birth（か
こ・りばーす）

加古川河川敷「しん」体
験！アート・おんがく・もの
づくりフェスティバル

地元の学生や地元出身プロミュージシャンによる野外
ライブ、体験型のライブペインティング、ものづくり体
験のワークショップ、飲食ブースの出店からなるイベ
ントを開催する。

15 テーマ
KAKOGAWA

MUSIC　FES実行
委員会

KAKOGAWA　MUSIC　FES
著名なプロミュージシャンやタレントを招き、市内外か
らの観客を動員するイベントを開催する。また、同時
に飲食ブースの出店やフリーマーケットを開催する。

16 テーマ
ロハスパーク実
行委員会

ロハスパーク加古川
ハンドメイド雑貨の販売をメインに、パフォーマンス
ショーや地元学生による演奏会、体験型ブース等の
様々な催しを実施する。

17 テーマ
がんばろう加古
川実行委員会

秋祭り～加古川～
地産地消のＰＲを兼ね、地元飲食店による飲食ブー
スが多数出店するイベントを開催する。また、ソロキャ
ンプや花火の打ち上げ等も実施する。

18 テーマ 株式会社ムサシ
加古川リバーツーリング事
業

毎週末に実施するマルシェ形式のイベント（補助事業
対象外）会場を発着場として、気候の良い時期に加古
川を利用したカヌーツーリング体験を実施する。

19
課題解決
（団体）

まちフェス
まちフェス withチャレンジ
ショップ

定期開催しているイベントにチャレンジショップを取り
入れることで、子育て中の女性を含む多くの女性に更
なる活躍の場を提供する。

20
課題解決
（団体）

加古川認知症の
人と家族、サポー
ターの会

加古川認知症の人と家族
サポーターの会「元気会」
公開講座

認知症に対する偏見の解消や、本人及び介護者の
負担軽減等を目的とした公開講座を開催する。



令和３年度加古川市協働のまちづくり推進事業
公開プレゼンテーション参加団体・事業内容一覧

№ 区分 団体名 事業名 事業内容

21
課題解決
（団体）

西条の防災を考
える会

「西条まちづくり」防災セミ
ナー

防災セミナーを開催し、地域住民へ防災減災のあり
方を提言する。同時に住民の意識向上と危機感の醸
成を図る。

22
課題解決
（団体）

東播磨地域史懇
話会

西条古墳群出土遺物を活
かした地域史セミナー活動

西条古墳群の遺物を調査し、その結果をまとめた資
料を使用したセミナーを実施することで、埋もれた文
化財を市民に周知する。

23
課題解決
（団体）

ひょうごゲームコ
ンベンション実行
委員会

第３回ひょうごゲームコンベ
ンション

コミュニケーション能力や忍耐力等の「生きる力」を獲
得するため、幼児から楽しんで参加できるボードゲー
ムイベントを開催する。



ブロック 順番 発表時間（予定） 団体名

1 9：30-9：45 まちフェス

2 9：45-10：00 加古川認知症の人と家族、サポーターの会

3 10：00-10：15 西条の防災を考える会

4 10：15-10：30 東播磨地域史懇話会

5 10：30-10：45 ひょうごゲームコンベンション実行委員会

10：45-11：00 休憩

6 11：00-11：15 NPO法人播磨夢づくり

7 11：15-11：30 加古川ジュニアソフトボール連盟

8 11：30-11：45 かこがわ美食縁実行委員会

9 11：45-12：00 green　walkers

12：00-13：00 昼休憩

10 13：00-13：15 加古Re：Birth（かこ・りばーす）

11 13：15-13：30 株式会社ムサシ

12 13：30-13：45 加古川スケートボード協会

13 13：45-14：00 ロハスパーク実行委員会

14 14：00-14：15 KAKOGAWA MUSIC FES実行委員会

15 14：15-14：30 がんばろう加古川実行委員会

16 14：30-14：45 Ｋ-ＦＥＳＴＡ実行委員会

17 14：45-15：00 一般社団法人きずな

15：00-15：15 休憩

18 15：15-15：30 兵庫県立農業高等学校　園芸科　生産流通研究会

19 15：30-15：45 兵庫県立農業高等学校　園芸科　園芸研究会

20 15：45-16：00 バナナクラブ

21 16：00-16：15 兵庫大学健康づくりナッジプロジェクト

22 16：15-16：30 加古川市ＰＲ動画作成プロジェクト

23 16：30-16：45 兵庫大学ウェディングｌａｂ.

Aブロック
（団体提案）

Bブロック
（テーマ前半）

Dブロック
（スタート学生）

令和３年度　加古川市協働のまちづくり推進事業補助金
公開プレゼンテーション発表順表

Cブロック
（テーマ後半）


