
平成２６年度 第４回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「手柄山中央公園の再整備における市民意識調査」について 

手柄山中央公園の新たな整備計画策定に向け、公園内の各種施設に関する市

民の意向を把握し、整備計画の作成検討の参考とさせて頂きます。 

（所管課：みどり整備室） 

 

 

◆ 調査期間 

     平成２６年１１月７日（金）～ １１月２１日（金） 

 

◆ 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 ９５人 有効回収率 ９５．０％  

質問数 １１問 

 



(件数（ ＇％（

1 90 94.7%

2 5 5.3%

95 100.0%

 

(件数（ ＇％（

1 1 1.1%

2 1 1.1%

3 3 3.3%

4 45 50.0%

5 40 44.4%

90 100.0%

 

問１　手柄山中央公園に来園されたことはありますか。＇単数回答　９５人（

選択肢

ある

ほぼ毎日

問２　【問１で「１」と答えた方にお聞きします。】
手柄山中央公園には、どれくらいの頻度で来園されますか。 ＇単数回答　９０人（

ない

選択肢

計

計

週に数回

月に数回

年に数回

数年に１回程度
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(件数（ ＇％（

1 30 33.3%

2 22 24.4%

3 25 27.8%

4 73 81.1%

5 5 5.6%

155

 

(件数（ ＇％（

1 20 23.0%

2 59 67.8%

3 30 34.5%

4 6 6.9%

5 58 66.7%

6 9 10.3%

7 18 20.7%

8 7 8.0%

207

※無回答　３人

4

1

1

1

レトロな雰囲気

　8「その他」の内容 展望台等で綺麗な景色が望める

お城や平和記念の塔

適度に運動と自然が楽しめる

雑草の駆除等のメンテナンスのよさ

緑＇木や花（が多い

問３　【問１で「１」と答えた方にお聞きします。】
公園の利用目的は何ですか。    ＇複数回答　９０人、１５５件（

散策・散歩・ジョギング

イベント

遊具が充実している

計

計

選択肢

その他

選択肢

施設見学＇水族館、平和資料館、文
化センター、温室植物園などの利用（

スポーツ施設が充実している

その他

　5「その他」の内容

水族館や植物園等、文化教養施設
が充実している

イベントが充実している

毎朝のラジオ体操

お花見

仕事でスポーツの撮影

問４　【問１で「１」と答えた方にお聞きします。】
手柄山中央公園のいいところは何だと思いますか。　　＇複数回答　８７人、２０７件（

交通の利便性

スポーツ＇陸上競技場、中央体育
館、球場、県立武道館などの利用（

ウォーキングの際の休憩

子どもと遊ぶため
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(件数（ ＇％（

1 29 32.2%

2 23 25.6%

3 43 47.8%

4 15 16.7%

5 39 43.3%

6 16 17.8%

165 183.3%

※無回答　４人

7

2

1

1

1

1

1

1

1

飲食店が尐ない

特徴がない

出口が尐なく帰りに渋滞する

大人やシニア向けイベントがない

各施設間のアクセスが悪い

車で行くと歩行者や対向車が見づらい

自然が人工的

駐車料金が高い

駐車場が尐ない

計

　6「その他」の内容 特に悪いところはない

交通の便が悪い

その他

坂が多い

選択肢

問５　【問１で「１」と答えた方にお聞きします。】
手柄山中央公園の悪いところは何だと思いますか。　　 ＇複数回答　８６人、１６５件（

施設が古い

案内板が分かりにくい
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市民が憩える広場や災害時避難場所として利用できる施設。

問６　手柄山中央公園にある文化センターが、仮に姫路駅前に移転した場合、跡地にはどのような施設がふさわしいと思いますか。
  ＇自由記述、一部については内容を要約（

こども館のような大きな児童センター。＇類似回答　他１件（

単なる一施設の移転検討であってはならないと考える。

子供も大人も遊べる施設。

駐車場＇類似回答　他４件（

緑を多くして、市民がくつろげる場所とする。

アイスアリーナ、フットサル、トランポリン、アーチェリー、フェンシングなど珍しいスポーツの施設で近畿、全国から人を集め、宿泊施設
も併設。

新駅の街づくりにマッチした施設。

姫路の文化水準を上げるような施設。例えば本格的な能楽堂とか大がかりな舞台装置が組める歌舞伎小屋とか。現状のセンターで
はステージの上に舞台を組む形なので面白く見られない。

スポーツ施設＇テニス、サッカーなどいろいろな用途に合わせて使えるように（　＇類似回答　他５件（

桜、もみじを多く植え、弁当が食べられるところを多く作り、日帰りオートキャンプ場やバーベキューの場所を併設してはどうか。

播州祭り屋台会館。

ある程度先の時代まで対応できる施設。

高層タワーを建設し、更に遊園地の巨大化を図る。歩道橋か歩道トンネルを設け、移動の利便性を図る。

アウトレットショッピングモールや映画館、レストランなどの商業施設。　＇類似回答　他９件（

図書館や美術館のような文化施設。＇類似回答　他６件（

医療施設。

観光客が来てくれるような姫路の伝統を体験できたり、見学できる施設。

公園の位置づけにより施設も変わるので、土地が空いたからといって施設を造るのは反対である。＇類似回答　他１件（

水族館か植物園の建替え施設。

今までのように文化や芸術、レクリエーション等の催物の会場でよい。

発想の転換と時代の変化を鑑み、野里の姫路競馬場ｳｲﾝｽﾞを移転しては如何か。昔の風評から脱皮し、今や老若男女・家族・とりわ
け女性もが楽しめるおしゃれで綺麗なｳｲﾝｽﾞがあれば活気つくものかと思います。

移転の必要性を感じない。生かす為の施策を前向きに検討する事が先決。

生涯学習大学や好古学園大学校のような文化的な施設。

水族館と遊園地を統合拡大してはどうか。



(件数（ ＇％（

1 22 23.2%

2 58 61.1%

3 15 15.8%

95 100.0%

文化センター跡地を駐車場として整備し、マイカー利用者の姫路駅周辺へのマイカー乗り入れを規制する。　手柄山中央公園から姫
路駅への移動については、山陽電車・ＪＲの新駅を利用するパークアンドライド方式を採用する。

防災倉庫を兼ねた自然とふれあえる施設。

選択肢

問７　手柄山中央公園の名称を変更することについてどう思いますか。　  ＇単数回答　９５人（

分からない

建物をなくして自然な姿のままの森にしたほうがよいと思う。公園やベンチもないシンプルな森が一番である。

遊具がたくさん置いてある公園。

デイケア・デイサービスセンターや憩いの広場等、高齢者のための施設。＇類似回答　他６件（

名称を変更しないほうがよい

野外音楽堂など、自然と一体となれるイベントができるような施設。＇類似回答　他１件（

計

青尐年センター等、子供会が利用できる宿泊施設。

子供達が遊べるスポットにしてほしい。「手柄に子供達を」を目指して観光名所になるようにしてほしい。

スケートリンクなどのレジャー施設。＇類似回答　他３件（

動物園を移転し、水族館と植物園と一体化させ社会教育施設として機能させる。レクレーションの場だけでなく、教育の場、自然保護
の場として調査研究も積極的に行うべきである。＇類似回答　他２件（

名称を変更したほうがよい
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「しろまるひめパーク」はどうか。

"中央"というのが、そぐわない気がする。大阪城公園が有名なので、姫路も姫路城公園が覚えやすく、姫路らしくていいと思う。

施設の老朽化、モノレールの撤去問題など大規模な整備が必要であると考えられるので、リニューアルオープンにあわせ、ＪＲ新駅名
にあわせた名称とするのはどうか。

公園のみでは無いので、「手柄山平和公園」にしてはどうか。

皆が親しみを持てる名前のほうが「また行こう」という気持ちになるため。

公園という単語が緑と遊具を連想させてしまい、総合的な施設の集合体というイメージが湧かない。「姫路カル・スポ」「姫路コア　カル・
スポ」はどうか。

全国的には「手柄山」という固有名詞は分かりにくい。「姫路しらさぎ公園」が相応しい。

諸施設があるというイメージが湧かない。「手柄山総合公園」はどうか。

リニューアルの場合は新しい施設として変更した方がイメージアップ、集客力アップが期待出来る。
ex.姫路アミューズメント＆スポーツパーク、姫路市総合公園。

名称が漢字ばかりで長い。「セントラル姫路」はどうか。

「中央公園」は良いが、手柄山が付くと・・古臭くドン臭い感じがする。

公園とついているので大きな自然の公園を想像させる。色々な施設があるが実際には何があるのかよく分からない。市民に名称を募
集してもいいと思う。

「中央」の意味が分からない。いろいろな施設があるというのなら「総合」としてはどうか。

もっと夢のある名称にしたほうが魅力的になると思う。市内の小学生に募集をかけてはどうか。

施設がリニューアルした際にアピールするためには名称変更がよいのではないか。

姫路セントラルパークと混同するおそれがあるため。

文化センターやスポーツ施設なども含めて中央公園と呼ばれていることを知らなかった。総合施設的なことがわかるように、『総合公
園』といれてはどうか。

「姫路」を入れたほうがよいのではないか。

問８　【問７で「１」と答えた方にお聞きします。】
名称を変更したほうがいいと思われる理由は何ですか。また、ふさわしい名称があれば合わせてご記入ください。

「◯◯◯センター」というのはどうか。

現在の名称は何となく古めかしい感じがするため。カタカナで洒落た名称がいいのではないか。

現在の名称は田舎くさいイメージがある。「手柄山パーク」等、カタカナを入れると明るくなるのではないか。

他県の人が聞いて、姫路の公園と直ぐに分かる名称の方がよいのではないか。



(件数（ ＇％（

1 46 49.5%

2 31 33.3%

3 16 17.2%

93 100.0%

※無回答　２人

利用しない

特に悪い名称と思わないから。

新しい名称を覚えにくいから。

これといっていい名前がないから。

公園が出来た時からの名称だから、変更しないほうがよい。

手柄山中央公園の名称が全国に周知されており、変更すると観光客に迷惑を掛け、来園者が減尐する。

ネームバリューがあるから。

名前が地名を表していて分かりやすいし、名前を変更しても市民が混乱するだけだと思うから。ネーミングライツで企業名がついてもど
こ？ってなるので、このままでいい。

名称より中身が大事なので。

分からない

選択肢

利用する

非常に分かりやすい名前であるから。

案内板等の取り替えに税金を使う必要性を感じないから。

計

昔から慣れ親しんでいた名称だから。＇類似回答　他４０件（

特に変更した方がよい理由が見つからない。

地名には色々な由来があり、都市計画・区画整理等で昔の名前がなくなるのは好ましくない。
手柄山という名前は播磨風土記にも出てくる。手刈り山→手柄山。姫路の歴史を語る上でも残した方がよい。＇類似内容　他１件（

問１０　もし、手柄山中央公園の北に駅＇JR（ができたら、鉄道を利用して来園しますか。   ＇単数回答　９５人（

問９　【問７で「２」と答えた方にお聞きします。】
名称を変更しないほうがいいと思われる理由は何ですか。
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特に何かをしなくても、今のままでいいと思います。

公園での行事等についての広報が不足しているのではないでしょうか。
スポーツ施設で色々な競技や等が行われていると思いますが、その競技に関係ある人しか知らないのではないと思います。

たくさんの施設が集まり、いい場所だと思うがなかなか行きづらい。駐車場がわかりづらい。散策したあと駐車場に戻るのが遠い。手
柄山だけのループバス＇水族館～慰霊塔～植物園～球場のみ（を土日だけでも１０分間隔で運行してほしい。

水族館や植物園等の共通のイベントや入場券があれば、１日中、手柄山中央公園で過ごす人も増えるのではないか。

「播州しらさぎの湯」で賑わっていたイーグレひめじのようなシニア向けのイベントがあればいいのではないか。朝のラジオ体操や
ウォーキングはシニアの参加率が高い。

家族でお弁当を広げて楽しむ場所を増やしてほしい。
安心していられるように明るい公園であってほしい。

現状でも広くてたくさんの遊具があって楽しいところですが、また行きたいと思えるにはもう尐し改良が必要だと思います。

いつも綺麗にされており、春の桜と秋の紅葉を楽しみにしている。子どもと来ても安心して遊べる。

ＪＲ沿いの道路が夜間は暗いように思える。

プロ野球の公式戦＇出来れば一軍（を開催できないか。またサッカーJリーグチームは誕生しないのか。

定着するようなイベントを開催できればよいのではないか。

時代の変化に伴い、幅広い年齢層が集える場所にしてほしい。

手柄山中央公園の完成形を超高層タワーと想定する。タワー本体は風力や太陽光で自家発電し、現展望台をタワーにもってきてはど
うか。また直通の単線ピストン駅も必要と思う。

水族館、野球場はきれいになってよかったと思います。駐車場も増えてよかったです。
ただ植物園の坂がきつくて、一番足が向きません。

手柄山中央公園は姫路の宝です。レトロな雰囲気を活かしつつ、もっと多くの方が来てくれるようにしてほしい。

道の駅ならぬ丘の駅として地元の農産物、海産物、植物が安価で購入できるようにしてもいいのでは。
今、この手の場所には老若男女こぞって出掛けているため、地場産業の発展にも繋がりそうです。

桜を見るときに山の上のほうの駐車場が満車で、尐しの間道に止めたら警察につかまった。トイレに行く間で捕まった人もいた。
もっと多くの車が駐車できるようにぜひしてもらいたい。

交通の便が悪いので行きにくい。

立地上、城から遠く観光客の訪問は見込めない。また市民が日常的にアクセスして利用するには距離が遠すぎる。公園の開発にこれ
以上税金を投入すべきではないと考える。

全体的なまとまりが欲しい。それぞれがバラバラな感じがするし、施設間での移動にも時間がかかる。

電車・バスの利用は、利便性の観点からやや難点があります。
駐車場確保対策、省エネの観点からスポーツ大会を始めイベント開催の時は姫路駅からのシャトルバス運行を検討してはいかがで
しょうか。

JRの駅が出来たら利用者は相当数になると思う。かってのモノレールが存続しておれば非常に利用者は増えていたのでは。

問１１　手柄山中央公園に関して、ご意見等がありましたらご記入ください。   ＇自由記述、一部については内容を要約（

野球を観戦中、多くのファールボールが場外に飛び、その都度、ボールを拾いに走っていた。ボールの損失もさることながら、通行者
の安全に問題が生じないか心配になりました。

飲食できる施設を充実させてほしい。

新駅を建設するよりも姫路駅～手柄山へ人を散策させるような人の流れを作った方が地域の活性化、散策地域の美観化を打ち出し
やすいのではないか？駅というのは利便性だけでなく、その地域の核になるもの。これ以上駅を作って人の流れを分散させるべきで
はない。



名古山のようにちょっと車を停められる場所があればよいと思う。

手柄山中央公園を自然の森にして、都会の中で昔ながらの自然を満喫できるスポットにしてほしい。
車で何十kmも移動して自然を感じにいくよりも近場で四季の自然を楽しみたい。

.植物について、現在の配置でも良いが、この中に春を強調する桜花の強調エリア、紅葉の強調エリア等季節のメリハリをつけたら如
何でしょうか。出来ればそのエリアで趣をもたせると尚良いと思います。また子供エリアでは、アニメ、キャラクター等のイベントや子供
参画のイベント等時折導入は如何ですか。

施設の老朽化、モノレール軌道の撤去など大規模な改修が必要であると考える。

文化センターへはコンサートなどを見に数回行きましたが、JR姫路駅から尐し遠いので雤天の時などに困ります。バスの回数が尐な
いので行くときは徒歩で行っています。

山電手柄駅では不便すぎる。是非JR手柄駅の実現をしてほしい。そのためには応分の負担もやむを得ないのではないか。

設備の更新をはかるとともに周辺の道路の整備を進めてほしい。

和の感覚を尐し取り入れればよいのではないか。

立派な施設で充実しており感謝している。

家から徒歩で行ける範囲にあれば、是非とも日常の散歩に利用したいと思いますが、大津区の我が家からは遠く、なかなか利用する
機会がありません。散策するにはぴったりの所ですが、わざわざ遠方から行くほどでもない、というのが正直な感想です。
水族館も500円に値上がりした割にはもう一つでした。以前はたくさんいたウミガメが尐しだけになったのは残念でした。

山上への道路拡張と展望台のリニューアル及び2015年の姫路城改修オープンと合わせた大きなイベントを提案します。

日曜日に散歩に行ったら、コスプレをした人が多くて尐し異様な雰囲気だった。もっとジョギングしたり家族連れが行き来しやすいよう
な公園になってほしい。あと、落ち葉だらけなので掃除を行き届かせてほしい。

手柄山中央公園がよい施設の割に利用者が尐ないのは交通の便が悪いからだ。そういう意味ではJR新駅というのは妙案だと思う。

水族館や文化センターも手柄山中央公園に含まれるものだとは知りませんでした。姫路城等に比べてPRが足りないと思います。

ＪＲ新駅は早く設置したほうがよい。学生には便利になる。現在は山電手柄駅を利用して、市場へ行く人が皆無だと思うので、市役所
や手柄公園へのアクセスを便利に、ということで駅を南へ移設してはどうでしょうか・・・公共機関の利用を高める施策が必要だと思う。

バスの本数が尐ないので、土日は増便してほしい。

コンサート公演、スポーツ観戦、散策で年間数回程度訪れるだけですが、閑散として殺風景です。市民はもとより姫路に来られる観光
客がｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを広げて、「姫路城」の次にくるNO2ｴﾘｱの候補になるよう頑張ってほしい。

イベントが重なると駐車場がすぐいっぱいになるので、交通アクセスをよくしてほしい。また公園内に食事出来る場所が尐ない。

市外から来られた人とか、車に乗らない人にとってはとても便利だと思います。ただ、今の手柄山にある施設はスポーツ施設を除いて
どれも古臭く、ちょっと鬱陶しい。　慰霊塔は他へ移してほしいです。

駐車場から各施設に行くまでが徒歩では尐し遠いような気がします。
あと、陸上競技場が古いので、三木市にある総合防災公園内の陸上競技場のようなものに改築してほしい。

公園は立地・レイアウト・文化施設・慰霊塔・スポーツ施設等々姫路市が誇る素晴らしい公園である。然し何か物足りなさを感じます。
訪れる人の声も①坂道・階段多いだけの公園、子供には危険高齢者には負担増。遊歩道がない。②公園管理に一貫性がなく野暮っ
たい。③バス乗降場は分かりにくく本数も尐ない、という声が多い。
イベント広場を造成し、日本庭園の南広場下方にドーム舞台を作り青尐年謳歌広場にしてはどうか。また子供高齢者に優しい遊歩道
の設置等で公園の利用者を増やるのではないか。

姫路の中心部にありながら交通の便もいまいちだし、駐車場が不便でなんとなく行きにくい。施設も中途半端だし、休みの日に遊びに
行こう！という気にはならない。中央公園と言ってる割にまとまりがない。

慰霊塔及び平和資料館の名称を変えて欲しい。たとえば「太平洋戦争資料館」とか・・・アピールが弱いのではないか。

慰霊塔に登る道の両側にある企業名、個人名のポールは判別困難な物もある。そこで今後も寄付者に感謝を表す為、こじんまりした
プレートに纏めたうえで現在の物は撤去すればよいと思う。

駐車場が無料のほうが良い。



手柄山のあの自然豊かな環境だけは残してほしいと思います。子供が小さいときにはよく利用させていただきました。

特徴のない公園なのでもっと何かに秀でたものがあれば、と思う。

公園に遊びに行くのに駐車料金がかかるのは負担である。姫路市の公共施設全般で入場料、駐車料金を観直してくれればリピーター
も増え、活性化すると思う。

子供が大きくなり、あまり利用しなくなったので大人も利用できる施設をつくってほしい。例えば海遊館みたいな大きい水族館、花市、
ギャラリー、絵画、趣味店など。

植物園等の施設が山頂にあるので、たとえ駅ができてもやはり車を使うと思います。無料パーキングがあればもっと行きやすいエリア
だと思います。飲食店はもう尐し欲しいところ。

公共交通機関でのアクセスが悪いというイメージがある。姫路駅からバスが出ているが、知らない人も多そうだ。

文化センターでイベント等があると駐車場が足りなくて困る。また文化センターの階段は年配の方には辛いのではないか。改装や移転
になるならバリアフリーを検討してはどうか。

交通の便をよくして高齢者が行きたくなるような場所にしてほしい。

姫路動物園を移転し、水族館と植物園と一体化させ社会教育施設として機能させる。レクレーションの場だけでなく、教育の場、自然
保護の場として調査研究も積極的に行うべきである。

マイクロバスで姫路駅→手柄を30分に1本位運行してほしい

※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。



調査結果のまとめ 

 

調査テーマ 「手柄山中央公園の再整備における市民意識調査」について 

 

手柄山中央公園は本市を代表する総合公園で、園内にはスポーツ施設をはじ

め、緑の施設、レジャー施設、文化教養施設等、多種多様な施設が整備されて

おり、スポーツだけでなく家族連れや高齢者等、幅広い年齢層に利用されてい

ます。近年、園内施設の老朽化の進行やＪＲ姫路駅―英賀保駅間新駅の整備構

想、文化センターの移転後の跡地利用等の課題が発生しています。 

そこで今後、本公園の再整備を検討するにあたり、その参考とすべく市政モ

ニターの方にご協力をいただきアンケート調査を実施しました。 

 

【公園の利用状況】問１～問３ 

手柄山中央公園を 94.7％の方が来園したことがあり、そのうち、訪れる頻度

としては「年数回」、「数年に一度」と回答された方があわせて 94.4％で、利用

目的は、水族館、植物園等の施設見学が 81.1％で最も多くなっています。 

 

【公園の印象】問４、問５ 

公園の良い所ところとしては、「緑が多い」、「文化教養施設が充実している」

との回答が最も多く、また、悪いところとしては、駐車場不足等の交通アクセ

スの問題が最も多く回答が寄せられました。 

 

【文化センター移転後の跡地利用】問６ 

文化センター移転後の跡地利用については、自由記述にもかかわらず多くの

意見をいただきました。今後の参考にしたいと思います。 

 

【公園名について】問７～問９ 

公園名については、61.1％の方が、「変更しないほうがよい」と回答しており、

その理由としては、「昔から慣れ親しんでいる」との回答が最も多く、また、一

方で、「変更した方が良い」との回答も 23.2％ありました。 

 

【ＪＲ姫路駅―英賀保駅間新駅】問１０ 

 新駅については、49.5％の方が利用すると回答をいただきました。 

 新駅設置の参考にしたいと思います。 

 

 



【公園に対する意見】問１１ 

 公園に対する意見としては、「桜や紅葉を楽しみにしている」、「いつも綺麗に

している」、「子供が小さい時、よく利用しました」等のご意見も多くいただき、

とても励みになりました。また、いろいろな提言も多数いただきました。 

 

【まとめ】 

今回のアンケート調査は自由記述、意見等をお願いする箇所が多くあり、お

手数をお掛けしましたが、ご協力いただき本当にありがとうございました。手

柄山中央公園に対する関心の高さを感じました。手柄山中央公園は特にスポー

ツ施設が多いため、皆さんはスポーツ利用のイメージを持たれていると認識し

ていましたが、いいところとして「緑が多い」ことを挙げて頂いたり、利用目

的として「水族館等の文化教養施設」を挙げておられる方が多かったことはと

ても参考となりました。 

今後、皆さんのご意見を参考にして、より一層、市民の方に利用していただ

ける公園となるよう再整備に取り組んでいきたいと考えております。 


