
平成29年度

姫新線利用促進・活性化同盟会総会

とき：平成29年7月3日（月）14時00分～

ところ：たつの市新宮総合支所しんぐうホール

姫新線利用促進･活'性化同盟会
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平成29年度 総会次第

開 会

会 長挨拶

顧問挨拶

来賓紹介・挨拶

会 員紹介

議 事

（1）議案第1号平成28年度事業報告について

（2）議案第2号平成28年度歳入歳出決算について

（3）議案第3号平成29年度事業計画（案）について

（4）議案第4号平成29年度歳入歳出予算（案）について

7閉 会



姫新線利用促進・活』性化同盟会会員名簿

平成29年7月3日現在

会員名 構成団体 職名 氏名

会長 た つの 市 市長 栗原
一

副会長 姫路市 市長 石見利勝

副会長 佐 用 町 町長 庵浴典章

理事 たつの市議会 議長 龍田’惇(新）

理事 姫路商工会議所 会頭 畜木俊治郎(新）

理事 龍野商工会議所 会頭 浅井昌信

理事 たつの市商工会 会長 緒方義則

理事 佐用町商工会 会長 谷 本 学

監事 姫路市議会 議長 川西忠信(新）

監事 佐用町議会 議長 岡本安夫

顧問 兵庫県中播磨県民センター センター長 田中基康(新）

顧問 兵庫県西播磨県民局 局長 東 元 良宏(新）

※氏名欄の「(新)」は、構成団体の代表の交代による新会員を表します。



[毒罰司
平成28年度事業報告について

1 要 望活動

実施日：平成29年3月10日（金)10:00～11

要望事項：姫新線の利便性の向上に関する要望

要望先：西日本旅客鉄道株式会社神戸支社

00

2会議の開催

（1）総会

開催日時：平成28年6月29日（水）10：00

会場：たつの市新宮総合支所第1会議室

出席者：会長以下会員9名、顧問2名、来賓6名

議題：議案第1号平成27年度事業報告について

議案第2号平成27年度歳入歳出決算について

議案第3号平成28年度事業計画（案）について

議案第4号平成28年度歳入歳出予算（案）について

（2）推進会議

年間12回（毎月）開催

担当者による利用促進活動等について協議・調整

JR姫新線を利用し、姫路市役所、たつの市役所、 佐用町役場等で開催

3利用促進活動

（1）利用促進PRの実施

ア広域時刻表の配布・設置

発刊部数:10,000部

県及び姫新線沿線市町（役所・県民局、公民館、図書館、観光案内所

等)、宍粟市内（役所、公民館、図書館等)、姫新線各駅（余部駅、本竜野

駅、播磨新宮駅、佐用駅)、ウエスト神姫バス待合所、たつの市コミュニ

ティバス・佐用町コミュニティバス・圏域バス車内等

イ同盟会主催イベントの開催

く落語列車で佐用に行こう！＞

開催日：平成28年6月18日（士）

＜佐用町栗ひろいハイキング＞

開催日：平成28年10月1日（士）



＜高校生による姫新線列車マナー啓発車内放送＞

開催日：平成28年10月3日（月）～7日（金）

＜臨時列車で行く佐用町大収穫祭＞

開催日：平成28年11月3日（木・祝）

<K列車で行こう1レトロな衣装でオータムフェスティバルin龍野に行こう!>

開催日：平成28年11月19日（土）

<JR西日本姫路鉄道部車両基地見学会＞

開催日：平成28年11月26日（士）

＜東猪崎扉風岩ハイキング＞

開催日：平成29年2月4日（士）

ウ姫新線300万人乗車達成記念式典の開催

開催日：平成28年6月11日（士）

記念式典(JR本竜野駅）

記念セレモニー（龍野経済交流センター）

・感謝状授与

・姫新線の歩み紹介、姫新線応援ソング披露等

エ姫新線80周年記念式典の開催

開催日：平成28年10月10日（月・祝）

記念式典(JR播磨新宮駅）

記念フォーラム（たつの市新宮ふれあい福祉会館）

．「姫新線のある風景」写真コンテスト表彰式

．「姫新線80年のあゆみ」の紹介【JR西日本姫路鉄道部長】

・姫新線80周年記念トークショー「姫新線の魅力“彩”発見」

【フリーアナウンサー：羽川英樹氏】

（2）各種イベント事業への積極的な参加

西播磨フロンティア祭（平成28年4月29日）

佐用町南光ひまわり祭り（平成28年7月16日～7月31日）

たつのふるさとフエスタ（平成28年11月3日）

オータムフェスティバルin龍野（平成28年11月19日）

しんぐう楽市楽座（平成29年3月12日）等



（3）各駅乗降調査の実施

実施日：平成28年11月17日（木）

場所：姫路駅を除く12駅

〃

(4））地域活動への支援

オータムフェスティバルi婿自野実行委員会

たつの市神岡地:区連合自治会

姫新線大好きネットワーク（80周年記念パネル展）等

9



平成28年度歳入歳出決算について

歳入

歳出

差 引

7,831,423円

7,705,009円

126,414円

議案第2号

1歳入 （単位：円）

事項 予算額 収入済額

市町負担金 2,100,000 2,100,000

県 負 担 金 1,800.000 1,800,000

県 補 助 金 3,000,000 3,000,000

前年度繰越金 806,418 806,418

諸収入 582 125,005

合計 7,707,000 7,831,423

2 歳 出

事項 予 算 額 支出済額

会 議 費 15,000 3,672

会議費 15,000 3,672

事務費 110,000 88,258

需用費 90,000 46,295

通信運搬費 10,000 41,963

旅費 10,000 0

事業費 7,572,000 7,613,079

要望活動費 30,000 21,360

利用促進費 7,542,000 7,591,719

予備費 10,000 0

予備費 10,000 0

合計 7,707,000 7,705,009

過不足額

0

0

0

0

124,423

124,423

不用額

11,328

11,328

21,742

43,705

▲31,963

10,000

▲41,079

8,640

▲49,719

10,000

10,000

1,991

説明

姫路市930,000
たつの市770,00O
佐用町400,000

中播磨県民センター900,000
西播磨県民局900,000

西播磨県民局3,000,000

前年度繰越金

ひまわり祭りミニSL参加費61,100
栗ひろいハイキング参加費63,900
預金利息5

(単位：円）

説明

総会賄

事務用品等

郵券料等

JRへの要望会旅費

300万人乗車達成記念式典
80周年記念フォーラム
乗降調査等



｢羅雲言喜司
平成29年度事業計画（案）について

1事業計画概要

本会は、平成2年8月の発足以来、姫新線の利便‘性の向上及び関連施設・設

備の改善等について、JR西日本及び兵庫県等の関係機関に対して要望活動を

行うとともに、姫新線利用促進のため、各種イベントの実施や、はぱタン列車

の運行等、PR活動に取り組んでまいりました。

このような中、姫新線の一層の利便性向上のため、平成18年度から21年

度にかけて、JR西日本、兵庫県、姫路市、たつの市及び佐用町により、姫新

線の高速ディーゼル化を基幹事業とする輸送改善事業が実施されました｡そし

て、平成22年3月には、念願の高速運行が開業されるとともに、2年間の増

便試行が実施され、沿線各地で利便性が飛躍的に向上しました。

それ以来､本会では､この増便運行を試行期間後も継続的なものとするため、

「チャレンジ300万人乗車作戦」と銘打ち、兵庫県、姫路市、たつの市及び

佐用町とともに、利用促進活動を展開してきたところであります。

そうした中、沿線住民をはじめ、関係各種団体や行政・鉄道事業者によるさ

まざまな取組が奏功し､平成27年度において､ついに目標である300万人、

平成28年度においては、310万人の乗車人員数を達成しました。

また、平成28年3月には播磨高岡駅から播磨新宮駅までの区間で、ICO

CAが導入され､本会の要望が一部実現し、利便‘性が向上したことにより利用

者にもたいへん喜ばれているところです。

ただ一方で､播磨新宮駅から上月駅間については、引き続き利便性の向上に

向けた取り組みを進めていくことが必要であるとともに､その他の区間におい

ても､乗車人員を維持するために更なる利便‘性の向上に努める必要があります。

姫新線が誕生してから80年が経過した今､地元経済団体との協力による姫

新線を核とした地域活性化事業の企画､姫新線を利用した通勤･通学者や団体

利用者に対する助成､地域活動団体などの構成団体の取組と連携し、相乗効果

を上げるよう、より一層積極的な利用促進活動を展開します。

また､姫新線を活かした地域づくりや社会貢献活動に取り組んでいる各種団

体等に補助金を交付するなど､他団体等と連携した利用促進活動にも積極的に

取り組みます。

さらに、平成30年3月のダイヤ改正に向けて、住民等がより利用しやすい

ダイヤ、車両編成等となるよう、構成団体とともに引き続き関係機関に対して

要望してまいります。



2事業の内容

（1）要望活動

要望事項：より一層利便性の高いダイヤ・車両編成に関する要望

要望先：西日本旅客鉄道株式会社神戸支社

(2）

(3）

会議の開催

ア総会

定期総会平成29年7月3日（月）14時～

イ推進会議

毎月1回、構成団体庁舎等にて開催

利用促進活動

ア利便性向上PRの実施

沿線住民や観光客向けに、各種広報媒体での掲載や、阪神間等の催事

会場へ出向くなど、幅広くPR活動を実施し、利用促進と姫新線の認知

度の向上を図るとともに、姫新線沿線の高校生による乗車マナー啓発車

内放送の実施、乗車マナーアップ川柳を募集し、より！快適な乗車空間の

確保に取り組む。

イ同盟会主催イベントの開催

K列車で行こう！列車ライブ、佐用町栗ひろいハイキング、東皆崎扉

風岩ハイキング、車両基地見学会等の継続的に実施可能なイベントを実

施するとともに、ちよこつと関西歴史たびおもてなしイベント、環境

学習列車、天体観測列車等を実施し、姫新線の新たな魅力を発信する。

ウ各種イベント事業への積極的な参加

沿線地域で開催される各種イベントと連携・協力し、姫新線を利用し

た参加を募集し、利用促進につなげる。

エ各駅乗降調査の実施

新型車両導入の成果を確認するため、沿線各駅（姫路駅を除く｡）で

乗降調査を実施する。

オ地域活動への支援

姫新線の利用促進・活性化に取り組んでいる地域活動団体などに対し

て助成する。

参考：構成団体による実施の事業

O地元経済団体との協力による、姫新線を核とした地域活性化事業の企画

O新たに姫新線で通勤・通学する者に対する駐車場料金等の助成

O団体で姫新線を利用する者に対する運賃の助成

O職員による姫新線を利用したノーマイカーデー通勤の実施



議案第4号

平成29年度歳入歳出予算（案）について

1歳入 （単位：円）

事項 本年度予算額 前年度予算額

市町負担金 1,700,000 2,100,000

県 負 担金 1,800,000 1,800,000

県 補 助金 2,000,000 3,000,000

前年度繰越金 126,414 806,418

諸収入 99,586 582

合計 5,726,000 7,707,000

2歳出

事項 本年度予算額 前年度予算額

会議費 10,000 15,000

会議費 10,000 15,000

事務費 110,000 110,000

需用費 50,000 90,000

通信運搬費 50,000 10,000

旅費 10,000 10,000

事業費 5,596,000 7,572,000

要望活動費 30,000 30,000

利用促進費 5,566,000 7,542,000

予 備費 10,000 10,000

予備費 10,000 10,000

合計 5,726,000 7,707,000

増減額

▲400,000

0

▲1,000,000

▲680,004

99,004

▲1,981,000

増減額

▲5,000

▲5,000

0

▲40,000

40,000

0

▲1,976,000

’0

▲1,976,000

0

0

▲1,981,000

説明

姫路市663,000
たつの市648,00o

佐用町389,000

中播磨県民センター900,000
西播磨県民局900,000

西播磨県民局2,000,000

前年度繰越金

ひまわり祭りミニSL参加費
栗ひろいハイキング参加費
預金利息

(単位：円）

説明

総会等

事務用品等

郵券料

JRへの要望会

各種利用促進活動



市町負担金の内訳 (単位：円）

市町名 本年 度 前 年 度 増減額

姫路市 663,000 930,000 ▲267,000

たつの市 648,000 770.000 ▲122,000

佐用町 389,000 400,000 ▲11，000

合計 1,700,000 2,100,000 ▲400,000

県負担金の内訳 (単位：円）

市町名 本年 度 前年度 増減額

中播磨県民センター 900,000 900,000 0

西播磨県民局 900,000 900,000 0

合計 1,800,000 1,800,000 0


