
平成２６年度 第５回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「鉄道駅およびその周辺整備に向けた市民意識調査」について 

本市が目指す「多核連携型都市構造の形成」を推進するにあたり、公共交通

ネットワークの核となる鉄道駅周辺（交通結節点）の整備は欠かせないもので

す。 

鉄道駅には、誰もが利用できるバリアフリー化や、人・自転車・車が混在す

る駅周辺では安全の確保、またバスや自動車など他の交通手段との連携など、

多くの機能を有する必要があります。 

これらの機能を確保するため、限られた予算の中、どのような視点を重視し

て整備していくべきか、今後の計画立案及び整備推進していく上での参考にさ

せて頂きます。 

（所管課：鉄道駅周辺整備室） 

 

 

◆ 調査期間 

     平成２６年１２月２６日（金）～ 平成２７年１月１６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 ９問 

 



(件数） （％）

1 7 7.4%

2 10 10.5%

3 36 37.9%

4 40 42.1%

5 2 2.1%

95 100.0%

 

月に数回

年に数回

週に数回

計

問１　普段、鉄道（JR・山陽電車）をどれくらい利用されていますか。（単数回答　９５人）

選択肢

ほぼ毎日

数年に１回程度
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(件数） （％）

1 45 47.9%

2 5 5.3%

3 3 3.2%

4 3 3.2%

1 3 3.2%

2 3 3.2%

3 2 2.1%

4 2 2.1%

5 2 2.1%

1 3 3.2%

2 1 1.1%

3 1 1.1%

1 4 4.3%

2 4 4.3%

3 3 3.2%

4 2 2.1%

5 2 2.1%

6 2 2.1%

7 1 1.1%

8 1 1.1%

9 1 1.1%

10 1 1.1%

94 100.0%

仁豊野駅

※無回答１人、山陽電鉄山陽姫路駅はJR姫路駅と同一として取り扱い

飾磨駅

的形駅

亀山駅

平松駅

JR（山陽本線）

JR（播但線）

JR（姫新線）

山陽電鉄

余部駅

播磨高岡駅

太市駅

御着駅

野里駅

香呂駅

京口駅

溝口駅

姫路駅

はりま勝原駅

英賀保駅

網干駅

白浜の宮駅

夢前川駅

広畑駅

妻鹿駅

選択肢

計

問２　鉄道駅を利用する場合、最寄りの駅はどこですか。 （単数回答　９４人）

大塩駅
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(件数） （％）

1 51 54.3%

2 33 35.1%

3 2 2.1%

4 25 26.6%

5 22 23.4%

6 29 30.9%

7 9 9.6%

171

※無回答　１人
 

バイク

自家用車（送迎）

自転車

選択肢

バス

タクシー

徒歩

自家用車（駅周辺の駐車場を利用）

計

問３　最寄りの駅まで、どのような方法で行きますか。    （複数回答　９４人、１７１件）
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(件数） （％）

1 25 26.3%

2 50 52.6%

3 65 68.4%

4 17 17.9%

157

目的地駅へ早く着く鉄道の便利性。例えば姫新線や播但線の急行の復活など。

無人駅は防犯上望ましくないので、有人化を推進する。例えば、比較的乗降客の多い京口駅など。

バスやタクシーよりも安価で便利なアクセス手段の確立。

特に赤穂・相生など西から姫路・姫路以東の上り電車の車両数が4両と尐なく、これを増加すべき。

車両の新車への更新と編成車両の増結。また、ダイヤが40分間隔では、列車を待つのに限界に近い。
姫路駅に近いほど混むから、福崎より近距離の、砥堀・香呂からの発着便を増設する。

４「その他」の内容（一部要約）

駅近くの駐車場の充実。

障がいのある人たちが利用できるような環境設定。例えば、ホームヘルパーや手話ができる職員の配置等。

料金の値下げ。

駅および周辺道路などの施設整備

選択肢

その他

計

問４　鉄道の利用を促進するには、どのような施策や事業が必要だとお考えですか。　　（複数回答　９５人、１５７件）

駅までの公共交通機関の利便性の
向上

電車便数の増加

一定時間無料で駐車できるスペースの整備（同内容　他１件）

イベントの実施、または美術館、博物館などの見学場所の整備。

電子マネーを利用出来るようにする。

駅周辺へ商店を誘致し、姫路市の出先機関（相談・姫路市に関する受付窓口）も設置する。

利用メリットのアピールと、公共施設や商業施設とのコラボ。

バスの終電時刻の延長と増便（同内容　他１件）

トイレの清掃、ロッカー、待合室の冷暖房、生け花や花壇などを充実させる。無人駅にはアルバイト、ボランティアスタッフを配置して高齢
者や障害者等の支援等を行う。
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(件数） （％）

1 44 46.3%

2 36 37.9%

3 60 63.2%

4 64 67.4%

5 34 35.8%

6 48 50.5%

7 7 7.4%

293

(件数） （％）

1 19 20.0%

2 31 32.6%

3 21 22.1%

4 21 22.1%

5 1 1.1%

93

※無回答　２人

５「その他」の内容（一部要約）

選択肢

姫路市の各種計画に位置づけられ
た駅

利用者や地域住民からの要望が多
い駅

地域の活性化を期待して、利用人員の尐ない駅も整備すべき。

乗車人員が多い駅

駅周辺に踏切や狭い道路があり、歩
行者や自動車が輻輳する危険な駅

その他

計

７「その他」の内容（一部要約）

送迎用自動車のアクセス道路に信号機設置（現在、姫路駅北側東口側の送迎用自動車アクセス道路には横断歩道に信号機が無く歩行
者が危険に曝されている）

車と自転車道・歩行者道の分化。

はりま勝原駅に限った話になるが、簡易郵便局など公共的施設の設置。

雤天時、駅からタクシー乗り場やアクセス道路までのアーケード設置（同内容　他１件）、ローカル駅の街灯増設、待合室やトイレの設置。

送迎用自動車のスペースとアクセス
道路の整備

駅構内のバリアフリー化

駅利用者のための駐輪場の設置

選択肢

姫路駅の場合、市川河川敷に駐車場を設けシャトルバスを運行する。

その他

駅周辺における歩行者の安全確保

駅前広場とアクセス道路の整備

計

問５　駅およびその周辺において、どのような施設整備が必要だとお考えですか。　　 （複数回答　９５人、２９７件）

駅周辺が立体的になったため、シンプルで目立つ案内表示が必要。

問６　どのような駅から整備を進めるべきだとお考えですか。　　 （単数回答　９３人）

駅利用者のための駐車場の設置
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JR・山電（姫路駅）

姫路駅南のロータリーを整備してほしい。

姫路駅での送迎用自動車が混雑しているので、送迎用自動車の駐車スペースの拡大と駅利用者の為の時間制の駐車場の設置。

姫路駅東口付近に以前あったような、何分間無料の駐車場を新設してほしい。

姫路駅周辺の送迎用スペースの確保を望む。今も南側には多尐あるが、いつも車がいっぱいで停めにくく利用しづらい。５～１０分程
度、送迎のために待てるようなスペースが５～１０台分程、北側と南側の両方にあったらいいと思う。

バス、自転車を利用する場合の利便性を向上してほしいので、JR姫路駅と他の交通機関との連携を重点に整備してほしい。

山陽姫路駅に直結で行けるような駐輪場の整備。

姫路駅近くの地下駐輪場について、安全と利便性向上のためにも地下通路を整備してほしい。

姫路駅北側のバス乗り場に風除けを設置してほしい。

大型バイクでの利用ができる駐車場が姫路駅周辺では尐なく、観光客等から聞かれる場合が散見されるのでこのインフラ整備が必
要。

姫路駅南は送迎の車でいっぱいである。特に西から入り、ホテル前の信号では駅南正面に行こうとして左折する車が左折出来ず、結
果右折の車も行けずに渋滞する事が多いので、これを解消すべきだ。

問７　具体的にどの駅のどのような整備を望みますか。理由もあわせて記入してください。（自由記述、一部については内容を要約）

JR姫路駅南の送迎用自動車の駐車スペースを広げてほしい。

姫路駅の自転車置き場のさらなる増設。

姫路駅北側東口側の送迎用自動車アクセス道路の横断歩道に信号機を設置することを強く希望する。

姫路駅について、危ない人の車が入らない送迎車一時停車場所を整備してほしい。

バスの便が悪い為、自家用車での送迎が多く、また観光のために訪れてくれる知人などの送迎等、中核都市は自家用車を抜きにして
は語れないため、JR姫路駅直結で無料で駐車できるスペースがほしい。JR岡山駅がそのようになっていたと思われる。

山電およびJR姫路駅は自家用車とタクシーの乗り入れが多いので、円滑に進入離脱できるような整備をしてほしい。

姫路駅周辺はもっと送迎車用のスペースをつくった方が利用する人には便利だと思う。

姫路駅の駐輪場が分かりにくく自転車で行きづらいため、表示を分かりやすくしてほしい。

姫路駅の多層化、立体化を分かりやすく標示してほしい。施設が立体化したからと標示まで立体的では分かりづらいので、このライン
に従って歩けば目指す線に出る、というような平面的な表示を希望する。また、目立つところに時計を設置し、スペースの許す限りの駐
車、駐輪場を。

姫路駅に送迎する際、車の待機場所が尐ないのでもう尐し増やしてほしい。

姫路駅周辺に時計が見当たらない。午後８時を過ぎると百貨店や商店が閉まり街全体が暗くなるのでもう尐し明るくできないか。また
夜間にバスを待つ間の居場所がない。



JR（その他の駅）

ＪＲひめじ別所駅は北側出口にマーケットがあり、国道2号線にも近いので線路より北側の者にとっては大変便利ですが、線路から南
側の人は駅の恩恵は皆無であり、駅があることでかえって便利が悪くなっている。うす暗い地下道より、高架にして南側の開発もして
ほしい。

はりま勝原駅に送迎用自動車の駐車スペースをもっとつくってほしい。無理に停めていて危ないし、バスも運行を邪魔されています。

JR網干駅の高架または西側道路の高架を希望する。

山陽電鉄平松駅において、駐輪場と送迎車の一時駐停車場を整備してほしい。

山陽電鉄大塩駅は、駅の東西に踏み切りがあり、普通電車の特急待ちをする駅にもかかわらず、駅の北側しか改札口がない。近大
姫路も駐輪場も駅の南にあり、３～４本の電車の通過待ちをすることもある。旧天満宮跡地が駐輪場になるとの話が公園に変更となっ
た。町民の利便性を全く考慮していない。駅構内の南側への出口、公園の駐輪場への変更整備を提案します。

白浜の宮駅周辺から無料の駐輪場がなくなったので、復活させてほしい。

亀山駅にエレベーターを設置してほしい。

山陽電鉄夢前川駅について、製鉄記念病院に通院する病気の人や高齢者が多いが、階段でホームを上り下りするのは大変そうなの
でエレベーターかエスカレーターを設置してほしい。

山電網干駅前の雤天時のアーケード設置と街灯増設。

的形駅について、階段の数が非常に多いので白浜の宮駅のようにエレベーターを設置してほしい。また、南側のベンチに雤の日にも
座れるように屋根をつけてほしい。

飾磨駅は踏切の幅が狭く、人と車が接近して渡っている。しかも時々開かずの踏切かと思うほど電車の通過がかさなることがあり、不
便を感じている。高架にならないのか。

飾磨駅について、改札口が中央に１箇所だけなので階段の昇降が高齢者や身障者に不便である。またエレベーターもあるが、改札口
から距離があるため、昔のように東口と西口に改札口をつくってほしい。

飾磨駅周辺の道路整備。改札口のある南は自動車の便利が悪い。ロータリーを作るか、北へも出られるように橋上駅にすべきだ。

飾磨駅周辺の道路が狭く、交通量も多いので拡張してほしい。

山陽電鉄の飾磨駅について、道幅が狭く送迎車、タクシー、一般車がひしめき合ってている。道幅を拡げることが困難であるならば、
東側の改札も利用出来るようにし、人の流れを分散してほしい。

平松駅に駐輪場を設置してほしい。

英賀保駅について、踏切が尐なく、かつ狭くて危険なため整備をしてほしい。

はりま勝原駅には構内にトイレが無く、大変不便である。

JR網干駅について、バスが通行する時に渋滞の場合があるため、南側ロータリーのスペースを拡大してほしい。また送迎車のスペー
スがほとんどなく渋滞しているので、なんとかしてほしい。また構内西側踏切で操車場があるため、踏切で渋滞時間が長い。高架を要
望する。

御着駅は尐し綺麗になったが、建て替えたほうがいいと思う。また寒さをしのぐ場所と自販機をホームに導入してほしい。

御着駅について、①駅南側の住人は東側の細い道を通るしかなく非常に危険。南側にも改札をつくってほしい。②雤水処理がうまくい
かず階段や通路が常時滑りやすくなっており、照明も暗いので改善してほしい。③電車の本数が尐なく、乗り遅れたときに時間を潰す
場所がない（駅構内の売店は午前中のみの営業）他所から乗って御着駅で降車した人も困っているようである。

飾磨駅に駐輪場を整備してほしい。

山電（その他の駅）

香呂駅は現在整備中であるが、撤去した公衆電話は再設置されないとの話を聞いた。携帯が普及しているとはいえ、高齢者では所有
していない人も多いので、公衆電話の再設置をしてほしい。

香呂駅は昔は駅前商店街もあり活気があったが、車社会になってからは道路幅が狭いこともあり寂れてしまった。そこで橋上駅にす
れば駅前広場が拡大でき、駅周辺の駐車場や駐輪場も増設でき、バスなどの乗り入れ交通の拠点にできて人通りも増えるのではな
いか。

京口駅の駐輪場と、自転車で駅へ行くのに安全な道路を整備してほしい。

播但線香呂駅は国道312号からも近く、駅前を整備すればバスの運行が容易である。運休路線も含めて鉄道駅とバス路線が連絡した
らよいと思う。



問８　もし新駅を設置するとしたら、どの駅とどの駅の間に必要だとお考えですか。理由もあわせて記入してください
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （自由記述、一部については内容を要約）

姫路駅～播磨高岡駅の間にひとつ駅があると便利だと思う。荒川、西庄、岡田は人口も家も店も面積の割に多いほうだと思うので、駅
が出来たら利用する人も多いのではないか。土山辺りに出来ると個人的には嬉しい。

姫路駅～播磨高岡駅間について、姫新線は本数が尐ないので、1駅増える効果が高いのではないか。さらに姫路駅から播磨高岡の
間は飲食店、病院などがあるので。

姫路市は工業地帯で発達しているので、そこに駅が設置されればと思う。例えば連日渋滞中の250号線緩和策として新日鉄内である
とか、網干方面のダイセル、日本触媒、東芝や木材港方面とか。さらに姫路港には電力や製鋼所など産業規模が大きいため新駅どこ
ろか新線が必要不可欠である。これなしでは中枢拠点都市にはなりえない。

貴重な予算を投資して新駅を設置、建設することは不要だと思う。姫路周辺では現在建設途上の新駅だけで十分だと思う。

これ以上必要ないと思う。送迎車のスペース確保やアクセスの利便性向上の為に費用をかけた方が良いと思う。

山陽電鉄飾磨駅と妻鹿駅の間は普通列車が停車する駅があってもいいと思う。旧の飾磨駅周辺より中島・阿成地域の発展が近年著
しいので。

山陽電鉄飾磨駅と妻鹿駅の間。飾磨区阿成か中島辺りは人口増加が著しいので新駅設置を提案したい。

英賀保駅とはりま勝原駅の間。距離は短いが、姫路の中で人口が多い八幡校区に鉄道駅が一つもない。駅ができると鉄道の利用者
が増えると思う。

はりま勝原駅と網干駅の間はどうか。

播但線野里駅ー京口駅間。区間距離が４Ｋｍあるので、中間駅を設置してはどうか。ちょうど、高木橋の西に位置したところがいいと
思う。市街地は鉄道駅の距離が近い（駅数）が多い方が利便性が高い。

新駅は現在の構想でよいが、駅周辺に駐輪場が必要となるので考慮してほしい。また自転車のレンタルまたはシェアーができる構想
も必要（姫ちゃり等）

新駅は必要ない。鉄道やバス事業の再整備を優先し、利便性を今一度見直す時期である。

あまり駅を増加させないほうがよい。予算も限られているため、現在計画中の駅のみでよい。

手柄に新駅は必要か？近すぎるので不要と考える。手柄には格安で循環バスも出ているし、いらないと思う。

これ以上の新駅は、不必要である。

もうすぐ新駅ができるようだが、姫路と御着間に市川があるので、この区間に住むと、歩いて駅に行けず不便である。

辻井や書写あたりに駅はできないか。

豊富に延びる駅はできないか。

駅はあまり多くないほうがいい。

新駅を設置することによって姫路駅の利用者が減尐し、設置費用が償却できなくなると市民に負担がかかると考えられる。

新駅の設置は必要ない。駅設置及び維持に関してＪＲやその他鉄道会社が全額費用を負担するなら好きなように設置してもらって結
構である。市が補助等を行うなら、現状の利用者数を見ても必要はない。



問９　鉄道駅周辺整備に関してご意見等がありましたら、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）

ＪＲ姫路駅南側の構想の実現化を期待している。

駅舎の整備を総合計画で見るのではなく、総合計画駅をハブとしたそこからの交通の利便性も含めて考えるべきだと思う。
例えば計画駅からのバスやタクシーなどの交通の確保、これはこれからの高齢化社会には不可欠であると思う。

姫路駅北の西側のロータリーはまだ整備中だとは思うが、狭くていつも困る。
送迎車が渋滞せず、うまく循環するように整備してもらいたい。

山陽電鉄には駅員のいない駅が多く、駅のバリアフリー化もあまり進んでいない。

駅まで雤に濡れないようにしてほしい。車の送迎時に待機できる十分なスペースの一時駐車場と30分無料の駐車場を整備してほし
い。

現在自家用車で通勤している人が公共交通機関を利用しやすくするための対策をとることが重要。そのために、自家用車通勤者や企
業にアンケートなどで意見をとってはどうか。

観光の拠点駅である姫路駅周辺の整備は、観光客の安全歩行を確保することを最優先に考えて進めていただきたい。

公共交通機関を活用しやすいまちづくりを目指してほしい。

セキュリティ面をもっと強化してほしい。監視カメラなどの設置を含めて安心できるまちづくりをしてほしい。また、どこでも案内します、と
いう意味で駅の改札を出た大きな柱にどの方向を向くと何があり、どのようにしたらそこに行けるかが簡単にわかる掲示板柱など新た
な取り組みをしてみても面白いのではないか。

姫路駅南側は全体的に暗い印象で子供の安全に不安があるので、電灯を増やすなどして明るくしてほしい。

費用対効果を検証できるように取り組んで頂きたい。

エコな乗り物である自転車置き場の整備が駅周辺には最も必要である。

ＪＲの駅周辺に比較すると、山陽電鉄の駅周辺はあまりにも貧弱である。土地の問題もあると思うが、車が乗り付けられるまともな駅
が尐ないと感じる。

山陽電鉄の各駅は無人駅が多く、物騒な事が多いので、夜間の外灯や防犯カメラ等の設置、増設をしてほしい。

資料に送迎、自転車、徒歩等の内訳がないのが残念である。それが分かればスペースや収容数が明確になり整備の方向性が決ま
る。将来、住宅地として計画されている地域の駅には余裕をもった拡大整備が必要である。駐車場やロータリーを立体化させ省スペー
スで収容し、送迎車の待機場を拡大すべきだ。またタクシー待機場の縮小とバス専用レーンの設置でバランスを考慮すべきである。山
電や利用客の尐ない駅周辺は線路の下を潜れる整備をし、踏切を減尐させるべきだ。

自家用車乗り入れを排除するより、送迎しやすい方が利用しやすい駅だと思う。また山陽電車の踏切のため、時々道路渋滞が起こっ
ている。姫路から飾磨まで、高架にできないか。

姫路駅北側で路上ライブをしてる人達を見ているギャラリーの人が、点字ブロッの上に立ってしまってるのをよく見かける。注意するか
演奏する場所を決めたほうがよいのでは。またタクシー乗り場がわかりにくいのと、大きな時計がない。

本当は御着駅が一番近いが、御着駅には駐車場がない。また電車の本数が尐ないので姫路まで出ている。JRの本数も増やしてほし
い。

姫路駅前はベンチやイスが尐ないように思う。人が集まる場所には多く設置すべきではないか。

環境・自然を損なわずバリアフリー化の視点ももって、高齢者に優しい周辺整備をご考慮願いたい。

私は佐賀県出身です。姫路市に就職して姫路駅を利用して１番感じたのは、ＪＲ姫路駅と山陽姫路駅の区別がつかないことである。
地域の人以外でも違いが明確にわかり、利用者が迷わないで利用できるアナウンスや掲示方法が必要だと思う。

姫路駅南口に送迎に行く時、いつもロータリーの車が多く、タクシーも通っているので運転していてもこわい。
もう尐し広くなればいいなと思う。

姫路駅へのアクセスを良くする為、播但線、姫新線の姫路から3-4 駅の周辺の整備をして、自動車の送迎、駐車のしやすさを改善す
れば、JR神戸線の利用が便利となると同時に、市内の混雑緩和にも役立つだろう。

駅の関係の改善より、山陽電車の姫路駅から飾磨駅間は横断する道幅の大きい踏切が尐ない。JR南の市街地発展の為、早期に都
市計画に沿った整備を進めてほしい。



アクセスを良くして、誰でも利用しやくすくしてほしい。

播但線や姫新線の駅周辺にはライトもなく危険で怖いイメージがある。駅周辺は明るいほうがよい。

駐輪場を増やしてほしい。

自転車置場の整備、送迎用の駐停車場の確保をしてほしい。

姫路駅以外の従来からある駅は駅前のスペースが狭く、アクセス道路も狭い。これらの改善を進めるべきだと思う。

姫路市は人口の割に面積が広く、尐子高齢化を迎えるにあたっては、鉄道と路線バスの位置付けをどうするのかビジョンが必要と思
う。

鉄道とバスの乗り継ぎの良さがこれからの一番の課題だと思う。

駅構内ではエレベーターの設置・段差解消を、利用人数の多い駅では歩行者スペースの拡大に取り組んでほしい。また送迎時の待機
スペースの確保もしてほしい。

はりま勝原駅に限れば、7千人/日の乗降客と聞いている。駅への手段は自転車、徒歩、自家用の送迎と多種ですが、当駅利用エリア
を巡回するループバスなど導入できれば、駐輪場・駐車場確保の苦難も多尐緩和されるのではないか。

駅は駐車する場所が尐なかったり、駐車料金が高いので疎遠になりがちである。また自転車も駐輪料金がかかるのに抵抗がある。駐
車駐輪場を尐し遠くてもいいので確保してほしい。

駅周辺の道路整備も重要だが、魅力ある商店・商業施設が駅利用者増の特効薬である。

乗降人数の尐ない駅こそ整備が必要だと思う。照明を通常より明るくするとか、アスファルトや柵の色、デザインなどビジネス的な整備
ではなく心通う整備を目指してほしい。

姫路駅を地域住民がもっと利用しやすくなるようにしてほしい。観光客の為には仕方ないのかもしれないが、送迎もしにくく姫路市民は
不便になるばかり！もっと考えて政策をしてほしい！

全ての駅に共通する課題があるのなら、ローカル駅についても課題解決のための対応をしてほしいと思う。

姫路駅から夢前川近辺に至るJR山陽本線北側の道路について、曲がりくねっていたり道幅が狭かったり・・・これが防災対応道路か否
かまず確認してほしい。既存駅周辺の道路の整備については、都市道路整備計画の全面見直しが必要である。

手柄山中央公園付近の新駅は姫路駅に近過ぎるのではないか。新駅をつくるなら既に開発されてしまっている土地ではなく、これから
宅地開発が進み、ゆくゆくは地価の上昇も見込める平地や更地の多いところにつくればコストも低く抑えられ、効率よく新駅の建設が
できると思う。

姫路駅北側の車両乗入れはバスとタクシーに限定され、自動車道路幅が減尐したので歩行者がゆっくり横断できるようになった。また
長椅子を設置しているのもよいと思う。暖かくなればみんなが楽しめるのではないか。私は大満足である。

駅周辺の整備も大切ではあるが、駅に一極集中していくようで、御幸通りや大手前通りの北方面に人の流れが尐なくなってさびれてい
くのは、姫路城に観光に来られる方かへの印象としてもあまりよくないように思う。鉄道駅整備と併せて、そのあたりも一考していただ
きたい。

JRの太市、砥堀、山陽電鉄の平松、広畑など利用者の尐ない駅は将来的に廃止して、より早く目的地に着くようにした方が便利にな
ると思う。

いまだに放置自転車を見かけるので。駐輪場の整備が急務ではないか。また、タバコについては煙がとても不愉快で、喫煙場所が指
定されていても灰皿周辺に散らばって吸われてるので、子供がとても危ない。喫煙場所の整備をお願いしたい。例えば透明の建物で
エリアを区切るとかはどうか。とにかくひとまとめにしてもらいたい。野ざらしで吸っているのは姫路くらいではないか。

各駅の利用客の要望を年代別、性別等で収集して、それに基づいて対応するのがよいのではないか。また、夜の安全の視点から駅
に通ずる道に街燈を設置してほしい。

昨年何度か姫路駅北を訪れたが、工事中でかなり不便だった。今年また様子を見に行こうと思っている。

できるだけ安価なバイクの駐車場を増設してほしい。

駅は電車の乗降場であるが、それ以外にも冬場の寒さをしのげるか、喉を潤す場所があるか、駅周辺の街路灯はあるか等、待ち時間
が快適に過ごせたり安全安心を確保するような施設整備をしてほしい。

駐輪場の設置をしてほしい。

駅前の待機場所の確保が難しいのでもう尐し広い駐車場が希望である。また駐輪の管理が出来ていないので、通行にも支障が出て
いる。



※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。

交通弱者の安全と安心を最優先にする整備をしてほしい。

境港駅をはじめ、全国の個性あふれる駅を参考にして楽しく、気持よく利用出来る駅周辺整備をしてほしい。

殺風景な駅が多いので緑化等に力を入れてほしい。また日本的色合いと調和を生かし、姫路らしさを出してほしい。

駐車場代を低額にしてほしい。

駅ビルが多層化し、道は東西で分断され、神姫バス周辺は国道を横断しづらい（階段やエレベータ使用）。しかも案内板がほとんどみ
あたらない。市民ならともかく、観光都市として不親切な構造になってしまったと思う。とにかく誰にでも分かりやすい標示を。

御着～姫路間に新駅開業予定であるが、トータルの所要時間を短縮するため、乗車人数を見ながら停車時間を短めにしてみてはどう
か。

駐輪場を安全で便利な場所に設置し、山陽電車の駅ナカ全般にトイレを増設してほしい。

姫路は土地柄、自家用車の保有率が高いので、駐車場の低料金化と送迎用の駐車スペースの確保をしてほしい。
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◆調査結果のまとめ 

 

〈調査テーマ〉 

「鉄道駅およびその周辺整備に向けた市民意識調査」について 

 

1. 鉄道の利用状況について（問１～問３） 

問 1 で、「市内の鉄道利用頻度」についてお聞きしたところ、「年に数回」

（42.1％）が最も多く、その次に「月に数回」（37.9％）が多くなっております。 

一方、「ほぼ毎日」（7.4％）、「週に数回」（10.5％）はそれぞれ 1 割程度であり

ました。 

問 2で、「最寄り駅」についてお聞きしたところ、市内全域からご回答を頂い

たにも拘わらず、姫路駅が 47.9％とほぼ半数であり、その他の駅についは 1％

～5％に過ぎませんでした。また、ここにはお示ししておりませんが、県、市の

統計要覧では、本市３０駅すべての１日当たり乗車人数は約１２万人です。 

そのうち、JR と山陽電鉄をあわせた姫路駅の乗車人数は約６万人と半数を占め

ており、統計データとアンケートの内容がほぼ一致した結果となっています。 

問１と問２の結果から、本市において、鉄道利用の頻度はまだまだ低く、ま

た、個別の駅利用については姫路駅に一極集中していることがわかります。 

 

問 3で「駅までの移動方法」について複数回答でお聞きしたところ、 

「徒歩」（51 件）がもっとも多く、その他にも「自家用車」（45 件）、「自転車」

（33件）、「バス」（29件）など様々な交通手段で駅へアクセスしています。 

アンケート結果からも、駅周辺は多様な交通が輻輳する場所であることがわか

ります。 

 

2. 鉄道利用を促進させる施策・事業について（問４・問５） 

問 4 で「鉄道利用を促進する施策・事業」について複数回答でお聞きしたと

ころ、「駅および周辺道路などの施設整備」 が ６５件と最も多くなっていま

した。 

問 5で、その施設整備の具体的な内容について複数回答でお聞きしたところ、

「送迎用自動車スペースとアクセス道路整備」（64件）、「駐輪場設置」（60件）、

「駐車場設置」（48件）、「駅のバリアフリー化」（44件）、「歩行者の安全性確保」

（36件）など様々な整備内容の回答がありました。  

以上、問４と問５から、駅利用を促進するためには、自転車や送迎用自動車

等の駐停車施設の設置や、バリアフリー対策などハード整備が求められており

ます。 

 

 



2 

 

3. 駅の整備順序の考え方について（問６） 

問 6で「どのような駅から整備を進めるべきか」についてお聞きしたところ、

「利用者や地域住民からの要望が多い駅」が 32.6％で最も多く、「乗車人員が多

い駅」、「駅周辺に踏切や狭い道路があり、歩行者や自動車が輻輳する危険な駅」、

「姫路市の各種計画に位置づけられた駅」がそれぞれ 2割程度でありました。 

以上から、今後、鉄道駅周辺の整備順位の検討については、駅の乗降客数や

安全対策の状況、本市上位計画等を考慮しながらも、利用者や住民からの要望

など、市民ニーズを適確にとらえながら進めていく必要があることがわかりま

す。 

 

4. 具体的な各駅の整備について（問７） 

問 7で「具体的にどの駅のどのような整備を望みますか。」を自由意見でお聞

きしました。意見の特徴として、問２で最寄り駅が姫路駅であるとの回答が一

番多かったように、姫路駅に関する意見が最も多くありました。 

特に、送迎用自動車の駐車スペースの拡大など、姫路駅の特性である駅勢圏

の広さと一極集中による課題意見が多くありました。 

また、利便性の悪い飾磨駅をはじめその他の駅についても意見があり、姫路

駅に集中する交通結節機能の負担軽減や公共交通の利用促進を図る上でも、姫

路駅以外の駅についても整備を進める必要があることがわかります。 

 

5. さらなる新駅の設置について（問８） 

問８で「事業中の御着・姫路間新駅と計画中の姫路・英賀保間新駅以外で、

もし、他に新駅を設置するとしたら、どの駅とどの駅の間に必要か。」について 

自由意見でお聞きしました。 

意見については、ＪＲ姫新線の「姫路・播磨高岡間」、山陽電鉄「飾磨・妻鹿

間」、JR播但線の「野里・京口間」など様々なところに設置する意見などがあり

ました。 

一方で、駅へのアクセス向上など既存駅の改良に重点をおくべきなど、これ

以上の新駅設置に慎重なご意見もありました。 

 

6. 鉄道駅周辺整備のその他の意見（問９） 

最後に 問９で、「鉄道駅周辺整備のその他の意見」についてお聞きしたとこ

ろ、姫路駅に関する意見や、山陽電鉄の各駅の改良や踏切の改良に関する意見

などが比較的多く見受けられました。また、駅の改良についてもバリアフリー

化、防犯対策、駐輪対策、送迎自家用車対策、駐車場対策の促進などの様々な

意見を頂きました。 

今後、これらのご意見を参考にしながら鉄道駅整備プログラムの策定に取り

組んで参りたいと考えます。 


