
平成２９年度 第３回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「手柄山イベント（春・秋）に関する市民意識調査」について 

手柄山イベント（春・秋）に関する市民の周知状況、要望を把握し、イベントの認知度、

内容を向上させることを目的としています。      （所管課：公園緑地課） 

 

 

◆ 調査期間 

    平成３０年１月９日（火） ～ １月２３日（火） 

 

◆ 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 ９０人 有効回収率 ９０．０％  

質問数 ６問 

 

◆ その他 

各設問の回答割合（％）の合計は、端数処理の関係上、100％にならない場合があり

ます。複数回答の設問については、合計が 100％を超える場合があります。記述式の意

見については、主旨を変えない程度に、要約・加筆・言い換えしてある場合があります。 

また、記述式の意見の同内容の意見は集約して掲載しています。  
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選択肢

坂が多く各施設を回るのがしんどい

駐車場が少ない

計

　6「その他」の内容 姫路の街や遠方が見渡せる

360度の景色が展望できて、お客さんが喜んでくれる。

計

飲食を提供する店が少ない

問４　手柄山イベント（春・秋）の悪いところは何だと思いますか。 （複数回答　件数＝　32人、65件）

その他

案内板が分かりにくい

交通の便が悪い

問１　手柄山イベント（春・秋）に来園されたことはありますか。  （単数回答　90件）
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選択肢

問２　手柄山イベント（春・秋）には、何度訪れましたか。  （単数回答　34件）

１回

２回

計

各施設を巡るのが良い運動になる

ほとんどの施設が無料で入れる

「働く車大集合」で色々な自動車が見
れる

スタンプラリーで景品がもらえる

３回

５回以上

その他

問３  　手柄山イベント（春・秋）のいいところは何だと思いますか。（複数回答　件数＝　34人、72件）
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駐車料金を無料にしてイベントでお金を発生させてはどうか。美味しい物を食べさせてくれ、おしゃれなレストラン等があれば行ってみたい。

春・秋ともに親子３世代でイベント満喫した。回転展望台が閉鎖になる件訪れて初めて知り、もっとＰＲした方が良いと感じた。飲食物の店舗について
もっと多彩で魅力的な店があればと感じた。

大手前公園でのイベントに負けている感が強い。

手柄山でのイベント開催について全く知らなかった。広報活動にもう少し注力してはと思う。

交通の便が悪い。

自宅から近いので、主人がいなくても自転車で自由に行けるし、良い運動にもなる。高齢のため、お金がかからないので楽しみにしている。

問５　手柄山イベント（春・秋）に関して、ご意見等がありましたらご記入ください。（内容を一部要約、重複意見集約）

手柄山イベントの認知度が低い。私はモニターになっているのでこうして早めに知ることが出来るが、一般市民はわかりづらい。

行きたかったが、子連れで3か所・6か所を巡るのは、ハードルが高く、結局行けなかった。

回転展望台を活かす利用を考えて欲しい。

観桜会とか月見会とかのイベントや大道芸人のパフォーマンスなども取り入れてはどうか。

アビーロード姫路というボランティアサークルにて音楽イベントを企画している。参加できたら、嬉しいです。

広報等で見かけた記憶があるが、その程度で、孫を伴って行こうとは思えなかった。惹きつけるものがないように思う。規模的にも中途半端で、山の
上は不利なので平地で考えるべきだろう。

春は、食をテーマ（瀬戸内の魚で料理人のコンペ）、+市場の食材廉売。　秋は、音楽祭orお城からのウオーキングや書写からのサイクリングにメー
カーを巻き込んだウエア、グッズ販売会などはどうか。

姫路にずっと住んでいるが、手柄山イベントなど聞いたこともない。自治会がまわしている回覧板などでも見たこともない。もっと市民に知れ渡るよう
に、広報の仕方を考えた方が良い。

駐車場が不便。

姫路駅北側の住民で手柄山イベントに関心がある人は少ないのでは。大手前公園でのイベントが多いので、遠い手柄にはわざわざ行かない。

そんなイベントは初耳。資料から、親子連れ向けイベントの印象を受ける。子供がいないので興味が湧かない。もっとニッチなイベントだったら、興味
が湧くかも。

行ったことがないので分からない。

認知度を高めるべき。交通機関不便。無料シャトルバスを姫路駅前や姫路城から出すべき。

規模が小さくモノレール同様1度訪れると、再訪はしない。手柄で集客効果があるのは水族館のみなので、水族館を利用したコラボを顧慮した方が良
い。

駅周辺は施設、イベントが充実しつつあるが少し離れた（この場合手柄山）場所への充実が不足していると感じる。せっかく春、秋とイベントがあるの
であれば集客方法、手段（交通）を一考すべき。

姫路駅北口からのバスがあれば、姫路城を訪れた観光客も足を伸ばすことができるのではないかと思った。

子供たちだけでなく、動物と遊べるイベントや自分のペット同伴でも利用できるようになればと思う。

是非参加したいです。

このモニターの添付資料で知った。イベントはありきたりのよう。

プールの中にイベントを集中しては、場所がばらばらなので行く気がしない。

イベントがあることを知らなかった。内容は子供と一緒に参加できそうなので機会があれば参加してみたい。

広報ひめじで見て、植物園のイベントなどは行きたい思う。タイミングが合えば行きたい。

ライブを秋にも行ったら良いと思う（＝大人も楽しめるイベントとして）。姫路に15年以上住んでいるが今までこのイベントの存在を知らなかった。もっと
周知に力を入れたら良いのではと感じた。

車が混雑しているイメージがあってなかなか行けない。



若い頃はともかく、後期高齢者となって手柄山でイベントと言われても、行くのに不便でもあり、またイベント内容もそれほど興味の湧く内容のように
思わない。

スタンプラリーは楽しいが、景品交換のためにまたその施設まで戻らないといけないので、結局もらわずに帰ることになる。

色々あって楽しい。

北部に住む住民としては交通の便が悪く、上り降りも大変ですから相当な魅力がないと参加したくない。

回数を増やしてほしい。

離れているスポットから景品交換場所まで戻りにくい。

広報等で案内があると思うが、あまり読んでいなくて知らなかった。手柄山は普段からほとんど行かないものですから、なじみがない。

モノレール廃線跡ツアーはどのくらい時間がかかるのか。

春と秋は季節も良いので、フリーマーケットを開催したら良いと思う。

モノレールの廃線跡ツアーに参加したい。もう少し人数を増やしてはどうか。今年は是非参加したい。

スタンプラリーの景品に魅力がない。

子供のために良いと思う。

町内回覧板にチラシが入っていた覚えがない。入っていたとしても記憶に残っていないので、もう少しわかりやすく宣伝した方が集客効果があるので
はと思った。イベントの時に通った時に多くの人がいたので、知っている人は行くのかなと思った。

交通手段が自転車なので不便だ。孫が入れば行くが、大人だけでは行かない。イベント以外の日に歩こう会で２回程行ったが、楽しかった。水族館が
とても良かった。バスの回数も少ないように感じる。

手柄山の近くをいつも通るがイベントの存在は知らなかった。どう周知されているのか。

費用はかかるが、プロのミュージシャンを呼んだり有名人の講演などがあってもいいと思う。

フリーマーケットなど同時にすれば良いと思う。

イベントを知る事がない。アクセスが悪い。

市民に直前でなく、お知らせがあれば良い。

以前のスタンプラリーの景品のブリキのバケツ（赤黄白）大人も子供も一緒に巡りたくなる景品だと嬉しい。

子供が小さな頃、水族館や植物園に行ったことを思い出した。駐車場がなくて困ったことがあった。

行ったことがないが、チラシを見るかぎり興味がわかない。

一度、緑の相談所を訪ねた時にたまたま催していた。子供を連れていれば喜びそうな催しだったので、事前に知っていればと感じた。また案内を見た
ときは行ってみたい。

手柄山のイベントがあることを、今回初めて知った。広報やバス、広告などでもっとお知らせがあると目につくと思う。大人でも楽しめるような出店やフ
リーマーケットなどがあると行きたい。

スタンプラリーは、楽しそうだ。駐車場に関して、もっと詳しい案内がほしいと思う。缶バッジはいらない。

関心がない。小さい子のいるファミリー向けだ。アクセスが悪い。

チラシを見た覚えがないので広報不足かもしれない。多くの市民に知らせるチャンネルを増やせば、参加者も増えるのでは。

手柄山ライブのように子供も楽しめる音楽イベントがあれば良い。

スタンプラリーの景品で花の種や缶バッジが欲しい人は少ないと思う。もう少し子供が喜ぶ景品が良い。

飲食の販売があり、景色が良いのは利点だが、車のない高齢者が行くことは難しいと思う。高齢の方や身体の不自由な方もアクセスしやすい空間で
飲食できれば良いと思う。

大人が参加できるウォーキングイベントの開催を希望する。

子供連れの家族に訴えるイベントやCMをやるべき。

妻が車イスなので、色々、連れていって紅葉見せたりしている。イベント、ビンゴとかガラガラ抽選くじ引きなどあれば、子供も大人も喜んでくれると思
う。

子供中心のイベントが、良いと思う。両親、祖父母等同伴者も増える。

期間が短いような気がする。



季節に合わした、イベントを多くすれば来客は増えるのではないか。

問６　手柄山交流ステーションに関して、ご意見等がありましたらご記入ください。（内容を一部要約、重複意見集約）

利用したくなるような魅力が欲しい。

交流ステーションの設置場所を駅北とか花北とか、街なかで設置したらどうか。手柄はスポーツゾーンに特化し、身体を動かせるような施
設や山を利用したアスレチックを考えてはどうか。

あまりその存在を知られていないと思う。もっと情報発信して存在感をアピールしたらよい。（イベントもその一環ではあるが，その他にも）

コンサートが多くあれば盛り上がると思う。

無料なのはありがたい。

とっても古くて暗いイメージがある。

手柄山交流ステーションがあるというのを初めて知った。廃線後のグッズ販売などは知っていたが、もっとお知らせや広告で親しみやすく
行きやすいところになるといいと思う。

手柄山交流ステーションの名称が一般に浸透していないように思う。ステーション外からの眺めが良いことや、子供向けに山で拾える木
の実の情報があればと思った。

子供主体の設備（アスレチック、遊具等）を設けては、どうか？

手柄山交流ステーション、施設の目的、内容が私には不明だ。広報等での周知が必要では。利用がなければ廃止を。

あまり知られていないのが現状と思う。もっと興味の湧くようなイベント内容が必要と思う。子供だけでなく、お年寄りとの交流イベントもあ
ればいい。

最近、盆栽教室には参加している。

最近は手柄山にあるスポーツ施設には時々行くが、山上に上がることはないので分からない。

水族館がリニューアルされていて、充実している。

水族館に行ったときに手柄山交流ステーションの存在を初めて知った。趣きがあって、子供も関心を持っていた。ただ、再度積極的に訪
れてもらうには何か工夫が必要だと思う。

非常によい。私たちには昔に思いをはせながら過去に記憶を侍らせ懐かしく、また子供たちには知らない過去の交通の歴史を学ぶのに
とてもよい。

手柄山遊園が閉鎖され、客足は益々遠のく、現存の施設を改修するだけではなく、抜本的な改造が必要。ボルタミング等の導入や子供
が楽しめる施設の検討を望む。

モノレールの展示は素敵だった。近くの乗り物のいろいろ集めたらどうか。モノレールはもちろん山陽電車、JR、旧飾磨線、銀の馬車道、
一円電車などの模型や写真などを常設展示すると人気が出そうだ。

姫路で駅から近くだったら訪れる人も増えるかと思うが、仕方ない。

地域からの無料バスとかあれば良い。

アクセスがしやすいよう、自然を取り込んだ施設にしてほしい。

行ったことがないので分からない。

特徴ある水族館+瀬戸内の魚を味わい、販売する道の駅やインバウンド需要を引き寄せるような瀬戸内の新鮮な食材を生かした料理を
手軽（一流の料理人が当番）に味わえる場所にしてはどうか。

ある事は知っているが、多分そこを目的として行ったことが無いだけかも知れない。

交流ステーションについても知らなかった。姫路市民の活用度合はどのくらいなのか。今後は利用できればと思う。

アニメとかゲーム関係のイベントがあれば若者も参加する。

フェスティバルがあることを初めて知った。このようなチラシをみんなに配られたらと思う。息子達が帰って来た時にまた行きたい。

行楽シーズンは充分宣伝したうえで、巡回バスを運行したらどうか。植物園が何年後かに場所が変わるようだが、気に入っているので楽
しみだ。上に登る遊歩道をもっと周知して欲しい。

ステーション利用したことがわからない。場所もわからない。

知識の向上と満足度の向上を希望する。

手柄山交流ステーションがどんな活動をしているか、わからない。PRが必要だ。

手柄山と姫路駅と姫路城をトロリーバスで結ぶ。観光客や市民が利用できる。手柄山から瀬戸内の展望を可能とする。手柄山を世界の手柄に拡充
する。

手柄山交流ステーションについての知識が乏しく、このアンケートでイベントを知った。友人同士でも話題に上がったことがない。

山の上なので利便性が悪く、足が遠のく。アスレチック施設を作るとか農産物の直売所の大きな物を作れば良いと思う。



北側の城が見える展望台は木の枝が邪魔だ。南の展望台の説明板は白くなり見えない。交流ステーション北の展望台の観光案内は、柵の外の方が
見やすい。手柄山の施設を回るのに駐車場の割引が出来ないか。手柄山交流ステーション、植物園、平和資料館をゴンドラで結び、播磨灘や姫路の
町並みを楽しむのはどうか。

大きくなった子供が手柄山遊園地の遊具が撤去され寂しくなったと言う。遊園地にこだわらず、プールに力をいれてはどうか。需要はあると思う。

次のフェスティバルには行ってみたい。

今後もイベントを盛り上げて欲しい。フェスティバル期間中に水族館で親子で参加できるイベントがあれば良い。

手柄山交流ステーションの認知度を高め、どういったことをしているか広報誌に詳しく掲載すれば、もっと身近に感じられる。

無料の駐車場があると行きやすい。



◆調査結果のまとめ 

 

 

〈調査テーマ〉 

「手柄山イベント（春・秋）に関する市民意識調査」について 

 

問１ 手柄山イベント（春・秋）に来園されたことはありますか。 

 「ない」との回答が 62％あり、約６割の方が来園されたことがないことが分かりました。 

自由意見の中でも、「そんなイベントは初耳」、「イベントの認知度が低い」等イベントの

広報が行き渡っていないことがうかがえました。 

 

問２ 手柄山イベント（春・秋）には、何度訪れましたか。 

 訪れたことのある方 28件の中で 1回と答えた方が 19件（56%）と最も多く、２回と答え 

た方が９件(26%)、３回と答えた方が３件(9%)と複数回訪れた人は少ないことが分かりまし 

た。 

自由意見の中で、「再度積極的に訪れてもらうには何か工夫が必要だと思う」との意見が 

あったように「また、訪れたい」と思っていただけるような魅力づくりが必要なことが分か

りました。 

 

問３ 手柄山イベント（春・秋）のいいところは何だと思いますか。 

「各施設を巡るのが良い運動になる」が 21件(29％)、「色々な施設を巡れる」が 18件(25%) 

と、手柄山６施設でのスタンプラリーが評価を得ました。 

 

問４ 手柄山イベント（春・秋）の悪いところは何だと思いますか。 

 「坂が多く各施設を回るのがしんどい」が 16件(25%)の回答があり、自由意見の中でも、 

「離れているスポットから景品交換場所まで戻りにくい」などの回答がありました。 

 ベビーカーの利用者、高齢者等が参加してもらいやすいよう平成 30年度春イベントで 

は、施設間を結ぶシャトルバスを運行します。 

「駐車場が少ない」が 21件(32%)の回答がありました。自由意見の中でも、「駐車場が不 

便」、「車が混雑しているイメージがあってなかなか行けない」との意見がありました。 

平成 30 年度春イベントでは、特に混雑が予想される日祝日に姫路市中央卸売市場駐車場

を確保する予定です。 

今回の調査結果につきましては、今後の手柄山イベントの実施に活かし、皆様により親し

まれる手柄山イベントの実現に向け取り組んでまいります。 

 

 ご協力ありがとうございました。 


