
平成２６年度 第２回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「姫路駅南駅前広場の整備の考え方等に関する市民意識の調査」について 

姫路駅南駅前広場は、姫路の玄関口にふさわしい機能や景観を有することが

期待されています。しかし、交通混雑が顕在化するなど新たな課題に直面し、

現在、課題解決に向けた整備の検討を進めています。また、南駅前広場の意匠・

デザインについても、市民の皆さんのご意見をお聞きしながら、検討を進めた

いと考えています。 

つきましては、南駅前広場における整備の考え方、南駅前広場の意匠・デザ

イン、南駅前広場における整備の手順についてアンケート調査を実施し、検討

する際の参考とさせていただきます。 

（所管課：姫路駅周辺整備室） 

 

 

◆ 調査期間 

     平成２６年７月１０日（木）～ ７月２４日（木） 

 

◆ 調査方法 

対象・人数 市政モニター １００人 

調査方法 書面・インターネットを通じてアンケートに回答 

回収率 
調査対象１００人に対して 

有効回収数 ９３人 有効回収率 ９３．０％  

質問数 ９問 

 



(件数） （％）

1 58 62.4%

2 18 19.4%

3 48 51.6%

4 54 58.1%

5 48 51.6%

6 2 2.2%

228

 

(件数） （％）

1 56 60.2%

2 20 21.5%

3 6 6.5%

4 5 5.4%

5 6 6.5%

93 100.0%

 

問１　南駅前広場の課題を解決するために、優先すべきはどのような整備だとお考えですか。（複数回答　９３人、２２８件）

選択肢

歩行者の安全な通行を確保するた
め、歩行者と自動車の交差（横断歩
道等）を減尐させる
乗り継ぎの利便性を向上させるた
め、バス・タクシーの乗降場を増設す
る

一般車の安全な走行を確保するた
め、一般車とバス・タクシーとの混在
を解消する

一般車の利便性を向上させるため、
一般車乗降場や駐車場を増設する

交通混雑を解消するため、駅に用事
のない通過車両等の進入を抑制す
る

わからない

計

問２　交通量調査の結果、広場内に進入する一般車の概ね7割以上が、通過車両（姫路駅に用事がなく、素通りする車両）であり、交通混
雑の大きな原因となっていることが分かりました。そこで車両の通り抜けを抑制する方法を検討していますが、どのようにお考えですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単数回答　９３件）

選択肢

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

分からない

計
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(件数） （％）

1 41 44.1%

2 31 33.3%

3 7 7.5%

4 9 9.7%

5 5 5.4%

93 100.0%

 

(件数） （％）

1 56 60.9%

2 25 27.2%

3 6 6.5%

4 2 2.2%

5 3 3.3%

92 100.0%

※無回答　１人

(件数） （％）

1 19 21.1%

2 23 25.6%

3 21 23.3%

4 26 28.9%

5 1 1.1%

90 100.0%

※無回答　3人

問３　通過車両の抑制と歩行者の安全な通行を合わせて確保する方法として、広場内を東西のロータリーに分け、東西で車両の行き来
を抑制するという手法があります。この方法についてどのようにお考えですか。    （単数回答　９３件）

選択肢

良い方法だと思う

どちらかといえば良い方法だと思う

どちらかといえば良い方法だと思わ
ない

良い方法だと思わない

わからない

計

問４　実際の整備を行う際には、交通環境が大きく変化することが予想されます。そうした変化の影響や整備の効果を検証するため、社
会実験（新たな施策を導入する際、場所や期間を限定して試行すること）を兼ねた暫定整備を実施することについて、どのようにお考えで
すか。　　（単数回答　９２件）

選択肢

必要である

どちらかといえば必要である

どちらかといえば必要ではない

必要ではない

わからない

計

問５　現在、南駅前広場に先行して北駅前広場の整備が進んでいますが、北駅前広場とのデザインの統一について、どのようにお考えで
すか。　　 （単数回答　９０件）

選択肢

統一すべき

どちらかといえば統一すべき

どちらかといえば南駅前広場独自の
デザインを検討すべき

南駅前広場独自のデザインを検討す
べき

わからない

計
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問６　【問５で「３」または「４」と答えた方にお聞きします。】
南駅前広場はどのようなデザインが良いとお考えですか。    （自由記述、一部については内容を要約）

姫路の玄関口としての役目は北駅前広場に任せ、南駅前広場は駅での送迎、市役所などへの案内等市民や駅南方面への訪問者の
利便性がよくなる様にすればいいのではないか。

駅の南側は通過する車両を抑制して、ＪＲやバスを利用する人への優しさをコンセプトとしてほしい。

北側と統一する意味は全くないので、一般車両の送迎が容易にできるように計画してほしい。30分以内の一時駐車場所も必要であ
る。

北は姫路城が主となるが、南は姫路港をイメージすればよいと思う。

北側はお城を全面的に打ち出し、南側は近未来的な産業都市をイメージするデザインがいいと思う。

デザインは思い浮かばないが、南北でカラーを変えた方がいいと思う。

都会的な感じにしてほしい。

北は人優先、南は車優先、シンプルに優美さ等は必要ないと思う。機能的なデザインを求む。

駅南側はお祭りの盛んな地域が多いので、お祭りをメインに考えてみてはどうだろうか。

デザインについては難しいが、スペースが小さいのに待機のためのタクシーの駐車スペースが大きすぎる。

南にはランドマークがないので、オリジナリティのある広場を考えるべきと思う。たとえば、灘のけんか祭りをイメージした桟敷席と祭り
屋台をコラボするのはいかがか。

北は姫路城ばかりに頼ってる感じがするので、南はそれだけではない、というところを印象づけられればよいと思う。

駅南に広場など必要ない。ロータリーへの入場を１回なり時間で有料とし、利便性の優れたデザインにしてほしい。

北は姫路城をメインにした広場になっているので、南は市役所や、総合庁舎への動線となる現代風のものがいい。

現状からみると駅を利用する人たちの送迎車が利用しやすいスペースと混雑しないスムースな移動、長距離バス、観光バス等の利便
性を確保、人が安心して歩ける空間の確保を希望する。そのうえできれば植栽等の緑の空間とベンチなどがあればなおいいのではな
いかと思う。

姫路の顔は北に任せて、南は限られた面積で有効に利用するためには立体広場を検討しては。まずは自家用車での送迎スペースと
バス乗降場の確保が最優先である。

駅北広場はどちらかといえば観光、ショッピング等の休日のイメージがあるが、南は通勤通学の送り迎えやビジネス街、と北と南では
人の流れが違うように思う。南北どちらも同じデザインにはセンスが無いように思えてならない。

商業の北に対して、オフィスの南というコンセプトで、歩道の色、看板の規制、すっきりとした景観が必要、ベンチも必要、バス停も北の
みでよい。
一般車もタクシーも端の方で、中央口付近にはいらない。完全に公園化がよいと思う。

南は北と違って面積も尐なく、機動性のある空間ﾃﾞｻﾞｲﾝが不可欠と思う。地上は車両、人は地下と歩道橋という様に。仙台駅前、小倉
駅前、金沢駅前等は、これらに近い。

北駅前広場が自然を主に考えられたモノなら、南は都会的で華やかな感じの広場が良いと思う。　北と南では全く違う感じを望む。

南はオフィスビル等が多いので、人は上、車両は下を通るようなデザインがいいと思う。

北は観光一辺倒でよいが、南は「利便性重視、ビジネス、人の往来等」産業都市らしい景観を持ったデザインにしてほしい。

北はお城もあるし、おもてなしの姫路の顔となっている。南は徹底的に機能を重視して初めて姫路に来た人でも迷わず、駅に送迎に来
た姫路市民にも使いやすくしてほしい。中途半端な装飾はせず分かりやすい看板を。

北駅前広場の全体的な感じが良いので、それをベースに、別なデザインで南駅前広場を整備してほしい。



※無回答　６人

(件数） （％）

1 38 41.3%

2 36 39.1%

3 15 16.3%

4 3 3.3%

92 100.0%

※無回答　１人

南側は姫路駅へのアクセス利便性、安全性重視でデザインすれば良いと思う。一般車とタクシー、バス等、公共機関を分けるのは良
いと思うが、東西で分けると渋滞が予想され、立体道路も含めてスムーズに往来が出来るレーンの検討が必要ではないか。

場所が北側に比べて狭いのだから、北側に似た造りにするのには無理があると思う。今ある噴水や植え込みを生かしたスタイリッシュ
でモダンなイメージの南側広場にすればいいと思う。例えば手すりの色を茶色で統一してモダン感を出す、など。

北は姫路城を意識したものがよいが、南は今後商業街として発展していくことを視野に入れた都会的で機能的なデザインがよいと思
う。

有識者の知恵を尊重すべきだ。

前回アンケートより一般車の交通及び混雑に対する要望が大きいと感じたが、今後の尐子高齢化により一般車両は減尐するのでは
ないか。そこで安全な街憩いの広場として歩行者や観光客に照準を合わせた広場をつくってほしい。

瀬戸内海の海のブルーを基調とする色使いにしてほしい。

芦屋駅、大宮駅、仙台駅が印象に残っている。ホームから昇降する度合いが尐なく、商業施設に直結する立体通路や一般車の送迎
時に雤に濡れないで乗り継ぎができるデザインを望む。

シンプルにして広くしたほうが便利で利用しやすいと思う。花壇は全て撤去して周囲に木を尐し植えるくらいでいいと思う。

姫路市を中心に近隣市の地図、模型、ジオラマ等で観光地、産業、歴史的史跡、景勝地等をしめす。
上記関係でモニュメントを作る、例えば姫路市花を主にした花時計など。説明には外国語も用いるべきだ。

南駅前広場は北駅前広場にとらわれず、陽光が燦々とふりそそぐイメージを祭り屋台で表現してはいかがか。

円形の交差点にして、信号機の無い広場を。

何事も仮設でテストをしてみればどうか。

機能性や利便性を重視すべきだと思う。とにかく見分けやすい標識、最短の移動距離、歩きやすい歩道（バリアフリー）など、単純で安
全なデザインでよい。北と比べるのはあまり意味がない。

南駅前広場は花をたくさん植えたり緑を増やしたりして独自のデザインを検討してもよいのでは。

南駅前広場はサラリーマンが多く利用するので、あまり多くの物を造らずにスッキリした明るい広場にしてほしい。

お城のある北側との差別化のために、どちら側にいるか雰囲気だけでもわかるような北側とは違う雰囲気にしてほしい。南側は海に
近いことから開放的な明るい感じがいい。待ち合わせの目印になるようなシンボルがほしい。

デザインは北側にとらわれることなく、人がくつろげる雰囲気のスペースとしてほしい。

問７　現在の南駅前広場には、環境に配慮し、植栽等の緑の空間が設置されています。再整備にあたって、この緑の空間をどのようにす
べきとお考えですか。　　　    （単数回答　９２人）

選択肢

増やしたほうがよい

現状程度でよい

減らしたほうがよい

わからない

計
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(件数） （％）

1 58 63.0%

2 25 27.2%

3 3 3.3%

4 1 1.1%

5 5 5.4%

92 100.0%

※無回答　１人

問８　南駅前広場の整備に伴い、周辺の道路（新幹線の側道等）についても、南駅前広場のデザインに配慮した再整備を検討しています
が、どのようにお考えですか。   （単数回答　９２人）

選択肢

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

計

問９　その他、姫路駅南駅前広場の整備に望むことがございましたら、自由に記入してください。   （自由記述、一部については内容を要
約）

送迎用と見られる一般車の駐車が多いようだが、現行有料駐車場（短時間無料）を大幅増設し、タクシー乗降場近くの一般車駐車禁
止を厳格に実施してほしい。

駅南側のキャッスルホテル裏の東西の道路の幅員を広げ、将軍橋から北条まで一直線の道路にすれば混雑の緩和に繋がるのでは
ないか。

噴水を取り除きそのスペースで一般車両の駐車場を拡張し、その他の場所の緑は現状程度で残す。
駅前歩道にベンチを設置するとともに、一般車両の送迎場所に屋根があればよい。

日航ホテル前の道路の設計を考えるべきでは。

現状の観光バス、路線バスの乗り場を神姫バスと交渉のうえ、北側のバスターミナルに統一させる方がよいのではないか。

北側の大手前通りはせっかくの木がかなり切られてしまっているので、南は季節の花木が季節ごとに咲くような明るい広場であってほ
しい。

観光バスの駐車場が尐ないので、バスが入ってこれずに長い間待たされる。これを解消してほしい。

現在観光バスの発着場があるが、あまり賛成しない。

南口に出たときに、ほっと心和む雰囲気がほしい。そのためには極論を言えばバスターミナルも移設して、緑のエリアをもっと増やして
ほしい。南口から車両を遠ざけて欲しい。

車での送迎がしやすくなる方がいいと思う。送るときは短時間の駐車でよいが、迎えに行くときはもう尐し時間がかかる場合があるの
で、乗り降りだけの車と、数分必要な車が混在しないような工夫があれば。

大きな地図なども必要だと思う。市役所や裁判所、税務署、法務局、年金事務所など、歩いて行かれる方やバスで行かれる方に向け
た案内板などもあればよい。

駅北は商業・観光ゾーン、南は将来的には官庁、ビジネスが主体というイメージがある。
市として駅南ゾーンをどう発展させていこうとしているのか、そのコンセプトを明確にすることが必要である。

あまりお城を意識しなくてよいのでは。むしろ海（家島等）の観光PRなどを折り込むのも一つのアイデアと思う。

南駅前広場からの高架沿いの歩道を整備してほしい。歩道もなく、自転車が道路にはみ出したりととても危ない。蛍光灯の明かりもほ
とんどなく治安が悪い。駅前にお金をかけるばかりでなく、周辺道路にも目をやってほしい。

道路が広くなればいいと思う。

乗降車の安全配慮のため特別レーンを設けてほしい。
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緑の空間を設置した後、管理を十分に行うことも大事である。

一般車が入ってこないようにしてほしい。現在はロータリーに駐車して交通渋滞が発生しており、こんな乱雑な駅前広場は見たことが
ない。

路線バスの乗降場は北側に統一してはどうか。

市民が行きやすいと思う、観光客がまた行ってみたいと思うような憩いの広場をつくってほしい。

全てを一から整備せずに、例えば他の場所から植栽を移動させるなど工夫して他のところに税金を使ってほしい。

人が集まるような魅力的で、わかりやすい広場になることを希望する。

駅北側を広場として利用し、南側は駅利用者に重点を置いた整備が必要である。車と人を分離する歩道橋を取り入れ、信号や横断歩
道を減らし、流動をよくする。立体化が未来に向けて重要なポイントである。

景観も大事だが、広場を大きくとるとタクシーや自家用車を降りてから改札までずいぶん遠い駅になってしまう。便利で使い勝手のい
い駅にしてほしい。

禁煙の徹底や一般車の乗り入れを禁止して安心・安全な空間を作ってほしい。

雤の日の雤避けと猛暑の日の日除け対策をしてほしい。日差しが厳しい場所では人々が集い、賑わう空間に成り得ない。

姫路城と駅を往復するだけでなく、南側にも足を運んでもらえるような観光施設やお店などがあればよい。

バリアフリー整備を更に充実させ、バスなどの公共交通機関への連接が円滑になるような広場作りをしてほしい。高齢者が利用できる
ような足湯があり、子供たちが楽しく遊べるスペースがあれば、高齢者、子供、障害者とが共有できるスペース作りになると思う。

駅北と同様、駅南広場も安全で綺麗な景観にしてもらいたい。黒田官兵衛など姫路の歴史上の人物の銅像を設置してほしい。

車で駅に送る時は混んでいて停めにくいし、迎えに来てもらう時も気を遣う。これを解消するようにしてほしい。

JR山陽線の北側はバス、JR姫新線、播但線と公共交通機関が発達している、南は山電のみで、姫路駅へ行くためには自家用車に頼
らざるを得ない。自家用車での送迎は必須であり、この利便性はより改善されるべき。

姫路駅北側同様、女性が一人で歩いても大丈夫なように照明を充実してほしい。

最初の20分無料といった駐車場を設置、利用を促すといった一時駐車の対策が必要である。

駅南の東方の道路の渋滞に悩むことが多い。車線を増やすか、一方通行などの整備が必要と思われる。

自転車置場の設置とロータリーの拡大を希望する。問４の社会実験はぜひやってみてほしい。

北、南の両方にバス停、タクシー、一般車と全ての機能を持たせようとするから混雑する。50年後の姫路を見据えた駅南の整備が必
要。

現状では一般車乗降場で長時間の駐車が見受けらるので、取り締まりを強化してほしい。

お年寄りが座れるイスもある緑の多いゆったりとした空間がほしい。今の車優先の空間はいかがかと思う。

都市の印象は、まず駅舎を出て周囲を眺めた瞬間に決まるという。北は観光客、南はビジネス客というイメージデザインもよいと思う。

ロータリーを整備して、混雑が緩和されるようにしてほしい。

緑の空間はどの様な場所においても望ましいが、開発に差し支えるほどの緑のスペースは不要である。

人が主役で車は脇役的デザインを期待したい。特にトイレの設置を優先してほしい。一仕事終わったら北の広大な空間に足が向くイ
メージはいかがか。

限られたｽﾍﾟｰｽの中であれもこれもしようとするとみんな中途半端になる。北に車が入れなくなった分、南に車がもっと増えるので使い
易い駅にしてほしい。



一般車は駅南の出口で進入禁止とし、新幹線高架下等の別のエリアか駐車場に停めるように出来ないか。また、ベンチ（屋根付き）が
尐なくトイレも近くにあればいい。東側の横断歩道は信号が無いため、高齢者や子供に危険である。

タクシーの待機場が４０台分も必要なのか。タクシー利用者が多くなければ一般車駐車場を増やしてほしい。

ガードレール、手すりの色をひとつにまとめるほか、JRの「姫路駅」の看板が車で走っているときに目立つので、それらのイメージもま
とめて南側駅前広場づくりをすればよいのではないか。

姫路市民はもちろん、周辺から姫路に来た人、外国人にもよく分かる現在地、行き先等表示をしてほしい。

北駅前広場と同様に一般車の進入を制限してはどうか。

全体が狭く感じるので、すっきりした景観がよいのではないか。

城なくして姫路の街は考えられない。だとすれば市内全てが城のある街としてのデザインになっているか当事者全てが心すべきであ
る。なにも近代都市をつくりあげるのが街づくりではない。車優先ではなく歩行者優先の街に。

京都駅伊勢丹の「美術館駅」のように広場内にギャラリーがあればいいと思う。電車やバスに乗り遅れても待ち時間が心豊かに過ご
せるのでは。

とにかく今は「ごちゃごちゃしている」という印象です。たまに駅南に知人を迎えに行った時に、どこに進入してよいのか迷うことがあっ
た。今後の整備はわかりやすく、すっきりとしたものにしてほしい。

すぐの完成を急ぐのではなく、何年もかけて黒竹が増えていき木々が大きくなり、草花が咲いていくような完成を楽しめる緑を作ってほ
しい。

現状はとにかく狭くてごちゃごちゃしているので、花壇等は造らず場所を確保してほしい。タクシーやバス、車、人間の動線を考えてシ
ンプルな造りにしてほしい。駅の近くなので人を待っていられる場所をぜひつくってほしい。

待ち合わせに便利なシンボル的な屋根付きの何かや、ベンチとかを駅と日航の間に設置してもらえると便利になる。
東西を分断するというのは画期的だと思うが、職安方向へ車で行くには不便になる。アンダーパス等の設置はいかがか。

問３に関連して、そもそも姫路駅に用事が無い一般車両は姫路駅周辺には入れないという方法はないか。

タクシーの待合所を縮小し、地下に待合場所を設定する。一般の駐車場は撤去すべきで必要ない。

駅北が一般車両の乗り入れ禁止なので、駅南は乗り入れや駐車を許可するなどしてはどうか。

駅北の高層ビルを規制し、駅南をビル街としてそこに誘導できないか。そうすれば新幹線からも姫路城が良く見えるし、駅南の高層ビ
ルに登れば姫路市全部と小豆島、家島、淡路島、城も見えるのではないか。

駅南にも姫路にゆかりのある物を設置する等、ちょっとした観光スポットになるように工夫してほしい。

交通渋滞を緩和するような施策および街路樹等の植栽など緑の空間を増やすことを希望する。姫路駅南側も日航ホテルなどへの宿
泊客用のリムジンバス等の乗り入れは認める一方、一般の自動車の進入は規制する方向で検討してほしい。

温暖化が進んでいるであろう近未来の対策として、緑の空間の設置は重要であると思う。植栽にあたり姫路らしさ（日本的美しさ）を演
出する、モミジや竹などを活用し、個性ある緑の空間作りをしてほしい。

※各項目の割合の合計は端数処理をしているため、必ずしも１００％になりません。

徒歩で南下する際、横断歩道が遠い。どこから渡っていいのか旅行者は悩むと思う。「緑化」はいいことだと思うが、足下の植え込み
は運転手の視界をさえぎり危険なので、植樹するなら日除けになる背の高い木にするべき。また、駅周辺にはできるかぎり屋根（アー
ケード）を設置してほしい。

姫路駅北側のように、歩行スペースを広めにとってほしい。南側はビジネスホテルや学校があるので、スーツケースを持った通行人と
自転車が交差するのは危ないと思う。

駅周辺の表示や標識が尐ないと思う。

スペースが限られているのである程度高い場所を緑化してはどうか。

南側は日当たりがよく夏には暑いので、日差しを避けて歩けるような工夫がほしい。

南駅前には北側のような商業施設が尐ないため、時間待ちの場所が不足していると思う。バス乗降の区域へは一般車進入禁止とし
て歩行者がバスを利用しやすい工夫をしてほしい。



◆ 調査結果のまとめ 

 

〈調査テーマ〉  

 「姫路駅南駅前広場の整備の考え方等に関する市民意識の調査」について 

 

１ 整備の考え方について（問１～問３） 

問１で、「南駅前広場で優先すべき整備」を複数回答でお聞きしたところ、「歩行者の安

全な通行を確保するため、歩行者と自動車の交差（横断歩道等）を減少させる」(62.4%)

が最も多く、その次に「一般車乗降場や駐車場の増設」(58.1%)、さらに「一般車とバス・

タクシーの混在の解消」と「通過車両の進入の抑制」(ともに 51.6%)が続いています。し

かし、回答数にそれほどの差がなく、意見が比較的分散した結果となっています。 

問２で、「通過車両を抑制する方法を検討していること」についてお聞きしたところ、「賛

成」、「どちらかといえば賛成」を合わせて 80%を超える結果となりました。 

問３で、「広場内を東西のロータリーに分け、東西で車両の行き来を抑制する方法」につ

いてお聞きしたところ、「良い方法である」、「どちらかといえば良い方法である」を合わせ

て 80%近くに達する結果となりました。 

 

２ 整備の手法について（問４） 

「社会実験を兼ねた暫定整備」についてお聞きしたところ、「必要」、「どちらかといえば

必要」を合わせて 90%近くに達する結果となりました。整備にあたっては、周辺地域への

影響等を見極め、慎重に進めていきます。 

 

３ 意匠・デザインの考え方について（問５～問７） 

問５で、「南駅前広場と北駅前広場のデザインの統一」についてお聞きしたところ、「独

自のデザインを検討すべき」、「どちらかといえば独自のデザインを検討すべき」(合わせて

52.2%)が、「統一すべき」、「どちらかといえば統一すべき」(合わせて 46.7%)をわずかに上

回る結果となりました。南北駅前広場で、必ずしもデザインの統一が望まれているわけで

はないことがわかりました。 

問６で、「望ましいデザイン」についてお聞きしたところ、「人への優しさをコンセプト

としてほしい」、「祭りをイメージしてはどうか」、「海や港をイメージしてはどうか」等の

ご意見を頂きました。今後、ご意見を参考にしながら、南駅前広場に適したデザインを検

討していきます。 

問７で、「緑の空間」についてお聞きしたところ、「増やしたほうがよい」(41.3%)が最も

多く、次に「現状程度でよい」(39.1%)が続いています。北駅前広場の整備を踏まえたうえ

でも、「緑の空間」の確保が望まれていることがわかりました。 

 

 

 



４ その他の意見（問８、９） 

問８で、「周辺道路における再整備の検討」についてお聞きしたところ、「賛成」、「どち

らかといえば賛成」を合わせて 90%を超える結果となりました。景観等の観点から、南駅

前広場だけでなく、周辺道路の整備についても望まれていることがわかりました。 

問９で、「南駅前広場の整備に望むこと」を自由意見でお聞きしたところ、「ベンチや送

迎場所の屋根を設置して欲しい」、「花木に季節を感じる明るい広場であって欲しい」、「一

般車乗降場について、時間の長短で車を分けることができるような工夫が欲しい」等、多

数のご意見を頂きました。これらのご意見についても積極的に検討し、姫路の玄関口とし

てふさわしい駅前広場を整備していきます。 

 

 

（都市拠点整備本部 姫路駅周辺整備室） 


