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１　野外活動センター・キャンプ場
　次世代を担う青少年が、豊かな自然の中で、集団生活と自然体験を通して、規律・友愛・協力の精神、 豊かな情操

とたくましい創造力や実践力を培うことを目的として野外活動センターを開設している。

　⑴　藤ノ木山野外活動センター

　　①　施設の概要

　　　・位　　置　　姫路市山田町南山田 1354 －４（藤ノ木山自然公園内）

　　　・敷地面積　　9,557 .87 ㎡

　　　・構　　造　　管理棟　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造２階建

　　　　　　　　　　宿泊棟　　鉄筋コンクリート造２階建

　　　・屋外施設　　飯ごう炊さん場

　　②　定　　員　　216 人

　　③　開　　設　　昭和 54 年１月

　　④　利用者数　　延人員 3,525 人（令和３年度）

　⑵　梯野外活動センター

　　①　施設の概要

　　　・位　　置　　宍粟市山崎町梯 313 番地の 13

　　　・敷地面積　　25,997.05㎡

　　　・構　　造　　ロ ッ ジ　　鉄骨造平屋建

　　　　　　　　　　食 堂 棟　　鉄骨造平屋建

　　　　　　　　　　浴　　室　　木造平屋建　　　

　　　　　　　　　　ログハウス　　木造２階建（８棟のうち身障者対応棟１棟）

　　　　　　　　　　管 理 棟　　木造平屋建（１棟）

　　　・屋外施設　　飯ごう炊さん場、テントサイト

　　②　定　　員　　244 人

　　③　開　　設　　昭和 61 年４月

　　④　利用者数　　延人員 1,697 人（令和３年度））

　⑶　青少年キャンプ場

自然は、青少年にとって健康づくりの場であるばかりでなく、豊かな心を育ててくれる教育者でもある。その自然

と生活をともにする集団宿泊訓練の場として、また集いの場として、次の２箇所のキャンプ場を開設し、野外活動の

奨励を図っている。

キ ャ ン プ 場 太尾キャンプ場 そうめん滝キャンプ場

所 在 地 豊富町豊富字ベンショウ山 砥　　　　堀

収 容 人 数 160 人 200 人

開 設 期 間 ７月下旬～８月下旬 通　年

施 設 概 要 ロッジ・キャビン・ファイヤー場・
給水施設・便所

ロッジ・ファイヤー場・給水施設・
便所

利用者数
（３年度）

新型コロナウイルス感染拡大防止
の為、休場

延 547 人
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２　青少年センター
青少年の指導・健全育成の更なる充実のため、「居場所の提供」、「サークル活動の支援」、「交流と体験の支援」の３

つの機能をもつ青少年活動の中心施設を整備。

　⑴　施設の概要

　　・位　　置　　姫路市総社本町 112（姫路市市民会館６、７階）

　　・施設規模　　延床面積 1,775㎡

　　　　　　　　　６階　コミュニケーションルーム

　　　　　　　　　　　　情報ルーム

　　　　　　　　　７階　音楽創作ルーム（大）

　　　　　　　　　　　　音楽創作ルーム（小）

　　　　　　　　　　　　創作活動ルーム

　　　　　　　　　　　　多目的ルーム（大）

　　　　　　　　　　　　多目的ルーム（小）

　⑵　開　　館　　平成 15 年 12 月１日

　⑶　活動内容　　・青少年の自主的活動の支援

　　　　　　　　　・青少年のための教養講座

　　　　　　　　　・青少年の交流場所の提供

　　　　　　　　　・自主的イベントの実施

　⑷　使用状況

区分 令和３年度実績

使用日数 　　　 　 330 日　

使用人員 　18,610 人　

使用料収入  528,125 円　

３　姫路科学館
現代の科学を理解するための基本的なことがらを、印象的な体験を通じて理解することにより、市民とくに次の時代

を担う青少年の限りない夢を膨らませ、科学する心を育てることを目的として建設され、平成５年４月に開館した。

建物は、姫路市を象徴する「しらさぎ」が「科学の鳥」としてイメージされている。大きく翼を広げた「しらさぎ」が、

青少年の夢をのせて宇宙に向かい飛び立とうとしている姿を表現している。「科学の眼」をモチーフに、「宇宙・地球・

科学・郷土の自然」をテーマ構成とした常設展示と、我が国で有数のドーム直径 27 ｍのプラネタリウムを備えた理工

系と自然系の総合的な機能を持つ科学館である。

開館後 15 年が経過したことを機に、常設展示の更新、エントランスホールのレイアウト替えなど館内設備をリフレッ

シュし、平成 21 年８月１日にリニューアルオープンした。また、光学式プラネタリウムの改修と、プラネタリウム映

像システムの更新を行い、平成 25 年３月 16 日に最新の統合型プラネタリウムとしてリニューアルオープンした。

平成 28 年７月 15 日には、建物の大規模改修を終えリフレッシュオープンした。平成 29 年７月１日に、開館以来

の入館者数が 500 万人を越えた。
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　⑴　施設の概要

　　◇　名　　　称　姫路科学館（愛称：アトムの館）

　　◇　位　　　置　姫路市青山 1470 番地 15

姫路市の中心から約７㎞、自然環境豊かな桜山貯水池周辺の水と緑に恵まれた上池の西畔に位置

する。この一帯は、姫路市が森と湖を主体とする自然景観の中に西播磨の都市近郊型のリゾート拠

点として、桜山公園整備計画を進めている地域であり、特に科学館周辺は文化施設を配する文化教

養ゾーンとして、県立こどもの館や星の子館、自然観察の森も開設されている。

　　　◇　建　　　設　設　　計　株式会社東畑建築事務所

　　　　　　　　　　施　　工　熊谷組・三木組共同企業体

　　　　　　　　　　改修設計　村上建築設計室（平成 26 年）

　　　　　　　　　　改修施工　ノバック吉田組共同企業体（平成 27 年～ 28 年）

　　◇　展　　　示　設計施工　株式会社丹青社（平成５年）

　　　　　　　　　　設計施工　株式会社乃村工藝社（平成 21 年）

　　◇　プラネタリウム　設計施工　ミノルタプラネタリウム株式会社（平成５年）

　　　　　　　　　　設計施工　コニカミノルタプラネタリウム株式会社（平成 25 年）

　　◇　敷地面積　約１４，０００㎡

　　◇　建物の構造等　鉄骨鉄筋コンクリート造　４階建　塔屋２階

　　　　　　　　　　建築面積　　３，０９７㎡

　　　　　　　　　　延床面積　　７，８１２㎡

　　　　　　　　　　（内訳）

　　　　　　　　　　　　・展示・来館者サービス部門　　　　　　　  ３，４００㎡

　　　　　　　　　　　　　　常設展示室（２～４階）

　　　　　　　　　　　　　　特別展示室、エントランス、ミュージアムショップ、喫茶コーナー（１階）

　　　　　　　　　　　　　　展望室（塔屋２階）など

　　　　　　　　　　　　・プラネタリウム部門（１～２階）　　　　　　  ８２０㎡

　　　　　　　　　　　　　　客席（固定椅子　284 席）

　　　　　　　　　　　　　　ホワイエ、コンピュータ室、プロジェクタ室など

　　　　　　　　　　　　・教育普及部門（４階）　　　　　　　　　　　  ４５０㎡

　　　　　　　　　　　　　　講義室、実験室、工作室、準備室など

　　　　　　　　　　　　・収蔵部門（２階）　　　　　　　　　　　　　  ５００㎡

　　　　　　　　　　　　　　収蔵室（４室）、展示準備室ほか

　　　　　　　　　　　　・事務管理部門（１階）　　　　　　　　　　２，６４２㎡

　　　　　　　　　　　　　　管理諸室、機械設備諸室、階段、ＷＣなど

　　　　　　　　　　　　・資料収蔵棟（平成 20 年３月竣工）

　　　　　　　　　　　　　鉄骨造　２階建　　　　　　　　建築面積　２３２㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延床面積　３２２㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　収蔵室（２室）、資料整理室

　　　　　　　　　　　　・屋外休憩所（自然園前・平成 27 年３月供用開始）
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　⑵　展示内容

　　◇　テーマ構成　「宇宙、地球、科学、郷土の自然」

　　◇　常設展示室　　２，２５０㎡

　　　○　私たちの宇宙（４階）　　　　　　　　　 ４５０㎡

私たちが知っている宇宙の姿と原理を、ＣＧと実験装置で紹介する。隕石や古星図の展示に加え、口径 50cm

の太陽望遠鏡では、リアルタイムで太陽の姿をスケッチできる。

　　　○　身のまわりの科学（３階）　　　　　　１，０００㎡

身のまわりの現象を整理し、実験可能な展示装置で紹介する。ディスカバリーコーナーでは、親子で科学の楽

しさを発見できる。

　　　○　地球と郷土の自然（２階）　　　　　　　 ８００㎡

地球と生命の歴史から、身近な郷土の自然まで、標本とジオラマで紹介する。コレクションコーナーでは、収

蔵資料を定期的に入れ替えて展示している。

　　　○　その他の展示

　　　　　エントランス

　　　　　　地球の自転を証明するフーコー振り子

　　　　　　鏡に映る不思議な画像アナモルフォーシス

　　　　　　モロッコ産の直角石の化石を多数含む巨大な岩

　　　　　　黒い板とジルコニウムの輝きでビッグバンを表した壁面レリーフ

　　　　　　高さ 15 ｍの吹き抜けを上下するジャンボ熱気球

　　　　　屋　外（進入路側壁）

　　　　　　世界各地から集められた岩石で、北米大陸の地層をモデルに、しゅう曲、断層、整合などが表されている。

－ 115 －



－ 115 － － 116 －



◇　特別展示室　　　２２５㎡

　　　科学館が企画する展示会及び科学資料の展示に関する貸館のためのスペース

◇　特別展・作品展等開催計画（令和４年度）

名　　　　　称 開催期間 内　　　　　　　　　　　　　　　容

第５回生物多様性写真展
「ひめじのいきもの」

3/12 ～ 4/10
（年度内 9 日間）

姫路とその周辺にみられる生物の記録を標本以外の形で残
すために、広く写真を募集し展示します。

企画展
「自然災害と防災展」 4/29 ～ 5/29

（開催 27 日間）

風雨、地震、火山噴火などは自然現象です。被害を引きお
こさなければ災害ではありません。被害を食い止めるために
私たちにできることは何でしょうか？

特別展
「むし・ムシ大集合９」

6/18 ～ 7/4
（開館 15 日間） 

子どもたちに大人気の夏のむしたちの標本や生態を展示し
ます。

桜山公園まつり
科学の屋台村ウィズコロナ

7/23、24
（2 日間）

科学実験や科学工作などを通して、科学の不思議さや楽し
さが体験できるコーナーを多数設置します。

夏の特別展
「ドキドキ！お化け屋敷探
検隊」

7/30 ～ 8/29
（開館 27 日間）

展示ホールが西洋風お化け屋敷のホラーハウスに変身！
飛び出すゾンビに打ち勝ち、脱出できるかな？
飛び出す理由の解説やフォトスポットもあります。

作品展　第 58 回
児童生徒科学作品展

10/1 ～ 10/23
（科学工作）

（開館２０日間）
10/29 ～ 11/20

（調査研究）
（開館 19 日間）

姫路市及び近隣の児童・生徒が夏休み中にまとめた優秀科
学作品を「科学工作」「調査研究」の 2 部門に分けて展示します。

企画展「新春植物展」 1/5 ～ 1/22
（開館 16 日間）

お正月の華やいだ雰囲気を彩る、おめでたい新春に用いら
れる植物をご紹介します。

作品展
第 37 回未来を描く科学絵
画展

1/28 ～ 2/19
（開館 20 日間）

姫路市及び近隣の児童・生徒が未来の科学技術進歩への夢
や希望を描いた作品を展示します。

第６回生物多様性写真展
「ひめじのいきもの」

3/11 ～ 4/10（27 日間）
（年度内 18 日間）

姫路とその周辺にみられる生物の記録を標本以外の形で残
すために、広く写真を募集し展示します。

※新型コロナウィルス感染症拡大予防のため会期の変更、中止等あり
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　⑶　プラネタリウム

　　◇　概　　　要

　　　○　投影機能形式　　　　宇宙型・直径 27m・傾斜型　固定席　284 席

　　◇　投影番組（令和４年度）

番　組　名 会　　　期 内　　　　　　　　　　　　　　　容

（星空案内と宇宙の話題）
※テーマを月替りで変更

4/1 ～ 4/30
5/1 ～ 5/30
6/1 ～ 6/30
7/1 ～ 7/31
8/1 ～ 8/31
9/2 ～ 9/30

10/1 ～ 10/31
11/2 ～ 11/30
12/1 ～ 12/26

1/4 ～ 1/30
2/1 ～ 2/28
3/3 ～ 3/31

しし座
かみのけ座の秘密
駆け抜ける星
銀河周遊
小さな星座たち
土星
月
木星
火星
うさぎ座
金星
星空サファリ

（全天映画 A、B）
ブラックホールを見た日
～人類 100 年の挑戦～

12/11 ～ 4/25

世界中の科学者の努力によって、ついに、謎に満ちたブラッ
クホールの姿が直接、撮影されました。不可能を可能にした
科学者たちの奮闘と、見えてきたブラックホールの姿を紹介
します。

（全天映画 C）
ハナビリウム
～花火って、なんである
の？～

12/11 ～ 7/18

炎色反応が作り出す美しい色と、江戸時代からの歴史と技術
が作り出す様々な形の打ち上げ花火を、プラネタリウムの空
で見上げましょう。

（全天映画 A、C）
オデッセイ
果てしなく美しい宇宙

4/27 ～ 7/18：A
7/20 ～ 12/12：C
3/15 ～ 未定：A

人類が解き明かした宇宙の姿を、臨場感あふれる迫力の映像
と音楽によって体験いただけます。宇宙望遠鏡や探査機がと
らえた果てしなく美しい宇宙をお楽しみください。

（全天映画 B）
ガイアの銀河

 4/27 ～ 7/18
宇宙望遠鏡「ガイア」が集めた 10 億を超える恒星のデータを
映像化したリアリティあふれる宇宙の旅を紹介します。

（全天映画 A）
星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

7/20 ～ 12/12
流れ星の正体は何なのでしょう？毎年、決まった日に流れ星
が多くなる流星群のしくみは？時間の流れと空間のスケール
をダイナミックに行き来して流れ星の真実に迫ります。

（全天映画 B）
水の惑星

 7/20 ～ 未定
世界各地で撮影した水の風景とその上に広がる星空のタイム
ラプス映像と、宇宙に水が液体で存在できるハビタブルゾー
ンや太陽系内の氷の天体を迫力ある CG で紹介します。

（全天映画）
ノーマン・ザ・スノーマン
　～北の国のオーロラ～

12/14 ～ 3/13：A, C
ある冬の夜、少年は雪ダルマの「ノーマン」と旅に出た。ノー
マンが少年に教えてくれたことを確かめるために。大人から
子どもまで楽しめる珠玉のファンタジー作品です。

（全天映画）
たいようくんとおつきちゃん

団体予約の希望により
投影

幼児向け番組。流れ星を見たことがないたいようくんが、お
つきちゃんに助けてもらい星空と流れ星を見る、絵本タッチ
の物語です。

七夕特別投影
「たなばた星まつり」

6/23 ～ 7/7
天の川から林田川に落ちてきた河童の河太郎がヒコタとオリ
エに語る七夕の物語。姫路科学館の創作七夕物語です。

◯「プラネタリウムコンサート」の開催　６回
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　⑷　普及・啓発活動 ( 予定 )（令和４年度）  ※新型コロナウィルス感染症拡大予防のため変更・中止等あり

　ア　「親子で楽しむ実験工作教室」等各種教室の開催

　　　・実験工作教室Ａ （対象：小学１・２年生） 5 回

　　　・実験工作教室Ｂ （対象：小学３・４年生） 5 回

　　　・実験工作教室ＢＣ （対象：小学３～６年生） 2 回

　　　・実験工作教室Ｃ （対象：小学５・６年生） 3 回

　　　・電子工作教室 （対象：小学４年生以上・中学生） 4 回

　　　・夏休み自由研究相談室 4 回

　　　・少年少女発明クラブ 11 回

　イ　サイエンスエキスパート講座の開催

　　　・昆虫の達人 （対象：小学３年生以上・中学生） 3 回

　　　・岩石の達人 （対象：小学５年生以上・中学生） 3 回

　　　・ロボットの達人 （対象：小学４年生以上・中学生） 3 回（中止）

　　　・化学の達人 （対象：小学５年生以上・中学生） 3 回（中止）

　　　・物理の達人 （対象：小学５年生以上・中学生） 3 回

　　　・天文の達人 （対象：小学４年生以上） 3 回

　　　・自然系ジュニア学芸員 （対象：小学５年生以上・高校 2 年まで） 12 回

　ウ　姫路ロボ・チャレンジの開催  2 回（調整中）

　エ　ゴム・ワン　グランプリの開催  2 回

　オ　「木曜サイエンスサロン」の開催 （対象：一般） 8 回（前期 4 回中止）

　カ　「移動天文教室」の開催 （対象：一般） （未定）

　キ　「移動科学館」の開催 （対象：小・中・義務教育・特別支援学校） （各学校と調整中）

　ク　「科学講演会」の開催  1 回

　ケ　おはなし会の実施  約 70 回

　コ　サイエンスショーの実施  約 80 回

　サ　化石タッチングの実施→「化石のおはなし会」に内容を変更して再開※ 約 154 回

　シ　「科学の眼」の発行  11 回

　ス　年報・研究誌「わたしたちの探究と工夫」の発刊

　セ　資料収集活動

　　・鉱物、岩石、化石、鳥類、昆虫など展示標本等の収集

　ソ　「友の会」の活動

　科学に目を向け、科学する心を高めるとともに、互いに楽しみながら科学に関する知識や教養を培うことを目的

として「姫路科学館友の会」が結成され、科学教室の開催、科学施設の見学、ミュージアム・ショップや喫茶コー

ナー（感染症対策で館内飲食禁止のため休止中）の運営等の活動を実施。

※新型コロナ禍でタッチングが不適切になったため

－ 119 －



　⑸　入館者数（令和３年度）
　　　　　総入館者数　　　　　　　　136,510 人
　　　　　　・常設展示　　　　　　　　　65,287 人
　　　　　　・プラネタリウム　　　　　　35,826 人
　　　　　　・特別展・作品展等　　　　　35,397 人

事業名 種別 料金 期間 日数 観覧者数
第４回生物多様性写真展

「ひめじのいきもの」 企画展 無料 4/1 ～ 4/5 5 日間 643 人

第 3 回小林平一コレクション展 企画展 無料 5/12 ～ 5/31 18 日間 2,054 人

「夏のむし・ムシ大集合８」 特別展
一般 200 円
小中高校生

100 円
6/18 ～ 7/7 17 日間 5,967 人

桜山公園まつり「科学の屋台村」 イベント 中止 7/24、25 2 日間 中止

「立体の華麗な変身！」 特別展
一般 400 円
小中高校生

200 円
7/30 ～ 8/30 28 日間 5,317 人

第 57 回姫路市児童生徒科学作品展
（科学工作の部） 作品展 無料 10/2 ～ 10/24 20 日間 7,154 人

第 57 回姫路市児童生徒科学作品展
（調査研究の部） 作品展 無料 10/30 ～ 11/21 19 日間 5,629 人

「新春植物展（友の会共催）」 企画展 無料 1/5 ～ 1/16 11 日間 1,382 人
第 36 回未来を描く科学絵画展 作品展 無料 1/29 ～ 2/20 20 日間 4,112 人
第５回生物多様性写真展

「ひめじのいきもの」 企画展 無料 3/12 ～ 3/31
（4/1 ～ 4/10）

17 日間
（令和 4 年度 9 日間）

3,139 人
（1,355 人）

合計 155 日間 35,397 人

　⑹　観覧料及び特別展示室使用料
　　　・観　覧　料

区　　　　　分
金　　　　　　　　　　　額

個　　　　　　人 20 人以上の団体

常設展示
観　　覧

一般 520 円 410 円
高校生
中学生
小学生

210 円 160 円

プラネタリウム
観　　覧

一般 520 円 410 円
高校生
中学生
小学生

210 円 160 円

企　画　展　示　観　覧 1 人につき 2,000 円以内で教育委員会が
定める額

　　　・特別展示室使用料

1　　　　日 午　　　　前 午　　　　後
午前 9 時から午後 5 時まで 午前 9 時から正午まで 午後 1 時から午後 5 時まで

7,330 円 3,160 円 4,170 円
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　　分　館

４　図　書　館
　 図書館は、日本城郭研究センターに併設された城内図書館（本館）と、網干分館・花北分館・飾磨分館・東光分館・

白浜分館・安室分館・青山分館・広畑分館・手柄分館・東分館・家島分館・夢前分館・香寺分館・安富分館の 14 分館

と移動図書館車によって 53 万市民への情報源として、また、市民の生涯学習の場として図書館サービスを提供し、市

民の文化的社会生活の向上に努めている。

⑴　施設の概要

区　　分 網　　　干　　　分　　　館 花　　　北　　　分　　　館

位　　置 網干区垣内南町 14２9 番地 6 増位新町一丁目 ２4 番地

開　　館 平成 3 年 4 月 ２ 日 平成 31 年 4 月 13 日

構　　造 鉄骨・鉄筋コンクリート造４階建 鉄骨造２階建（ミラキタシティ花北内）

建築面積 １，０１６㎡ ２，８３８㎡

延床面積 ８８１㎡（全延床面積２，９８０㎡） ６８７㎡

敷地面積 １，４４２㎡ ４，３５３㎡

建 設 費 ８３６，３６０千円 ３５２，１７２千円

主要施設 １Ｆ：エントランスホール、多目的ホール、駐車場

２Ｆ：一般開架コーナー、児童コーナー、読書室、

お話し室、会議室、事務室

３Ｆ：ホール（座席数 255 うち車いす２）、楽屋、

会議室

４Ｆ：映写室ほか

一般図書コーナー、児童図書コーナー

お話し室、休憩室、事務室

（ミラキタシティ花北内）

区　　　分 城　内　図　書　館　（　本　館　）

位　　　置 本町 68 番地 ２58（ 日本城郭研究センター内 ）

開　　　館 平成 ２ 年 4 月 1 日

構　　　造

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

地上２階・地下１階

※　城郭研究室及び市史編集室との複合施設

建 築 面 積 ２，８１９㎡

延 床 面 積 ４，８３７．６６㎡（全延床面積７，５００㎡）

敷 地 面 積 ８，９３８㎡

建　設　費 ３，０８６，４９５千円

主 要 施 設 １Ｆ：ブラウジングコーナー、一般開架コーナー、よちよち文庫・すくすく文庫、子どもの調べものコー

ナー、よみきかせルーム、レファレンスコーナー、おはなしのへや、障害者サービス室、コンピュー

タ室、事務室ほか

２Ｆ：城郭研究室、城郭資料特別閲覧室、特別会議室、大会議室、中会議室、市史編集室、ラウンジ

ほか

地下：一般書庫、子ども文庫書庫、ガレージ、城郭資料保存庫、埋蔵文化財出土品収蔵庫、城郭資料

撮影室、中央監視室、電気・機械室ほか
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区　　分 飾　　　磨　　　分　　　館 東　　　光　　　分　　　館

位　　置 飾磨区下野田一丁目1番地 幸町94番地

開　　館 昭和6２年3月31日 昭和6２年3月２8日

構　　造 鉄骨・鉄筋コンクリート造５階建
鉄筋コンクリート造２階建

（東公民館との複合施設）

建築面積 ５８１㎡ ４８６㎡

延床面積 ５６６㎡（全延床面積２，３７１㎡） ４４９．５㎡（全延床面積８０８．５㎡）

敷地面積 ８０１㎡ ７８４㎡

建 設 費 ４６１，９６４千円
８３，９７７千円

（１５５，５７０千円含公民館）

主要施設 １Ｆ：玄関ホール、機械・電気室、駐車場ほか

２Ｆ：一般開架コーナー、児童コーナー、

　　　ブラウジングコーナー、事務室ほか

３Ｆ：会議室（３室）、図書館会議室、倉庫ほか

４Ｆ：ホール（座席数 269 うち可動席 31）、舞台、

控室、ロビーほか

５Ｆ：映写室

１Ｆ：図書館（延床面積　４４９．５㎡）

　　 玄関ホール、一般開架コーナー、児童コーナー、

　　 お話し室、事務室ほか

２Ｆ：公民館（延床面積　３５９㎡）

自転車置場（面積 11㎡）

区　　分 白　　　浜　　　分　　　館 安　　　室　　　分　　　館

位　　置 白浜町甲396番地8 田寺東二丁目7番14号

開　　館 昭和63年10月1日 昭和63年11月1日

構　　造
鉄筋コンクリート造３階建

（白浜公民館との複合施設）
鉄筋コンクリート造平屋建

建築面積 ５３３㎡ ５４９㎡

延床面積 ８０３㎡（全延床面積１，２９１㎡） ５４６㎡

敷地面積 １，８９４㎡ １，３８３㎡

建 設 費
１９３，３１１千円

（３１１，０００千円含支所）
１２５，２００千円

主要施設 １Ｆ：支所、玄関ホール

２Ｆ：図書館

　　　一般開架コーナー、児童コーナー、お話し室、

　　　ブラウジングコーナー、事務室

３Ｆ：大会議室

　　　会議室

一般開架コーナー、児童コーナー、お話し室、

ブラウジングコーナー、事務室、読書室
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区　　分 青　　　山　　　分　　　館 広　　　畑　　　分　　　館

位　　置 青山五丁目２番1号 広畑区正門通三丁目7番地

開　　館 平成3年4月1２日 平成6年4月1日

構　　造
鉄筋コンクリート造２階建

（青山公民館との複合施設）

鉄骨・鉄筋コンクリート造６階建

（広畑トレーニングルームとの複合施設）

建築面積 ５２８㎡ １，４０９㎡

延床面積 ５２８㎡（全延床面積９０１㎡） １，２７４㎡（全延床面積４，８５２㎡）

敷地面積 １，２４６㎡ １，７８０㎡

建 設 費
１３８，４１２千円

（２３６，０７６千円含公民館）

１，４９６，１８１千円

（1,833,770 千円含広畑トレーニングルーム）

主要施設 １Ｆ：図書館（528㎡）

　　　玄関ホール、一般開架コーナー、

　　　児童コーナー、ブラウジングコーナー、

　　　お話し室、事務室、倉庫

２Ｆ：公民館（373㎡）

１Ｆ：エントランスホール、図書開架コーナー、

　　　管理事務室、喫茶レストラン、駐車場

２Ｆ：一般開架コーナー、児童コーナー、お話し室

３Ｆ：会議室（３室）、図書室、

　　　姫路南少年サポートセンター

４Ｆ：トレーニングルーム（スポーツ振興室所管） 

５Ｆ：ホール（客室 300 のうち可動席 10）、

　　　控室（２室）、調光・映写・調音室

６Ｆ：投光室

区　　分 手　　　柄　　　分　　　館 東　　　分　　　館

位　　置 延末149番地1 御国野町御着２83番地15

開　　館 平成6年4月1日 平成9年4月10日

構　　造
鉄筋コンクリート造２階建

（手柄公民館との複合施設）

鉄筋コンクリート造２階建

（東保健福祉サービスセンターとの複合施設）

建築面積 ５８９㎡ ７３１㎡

延床面積 ５８９㎡（全延床面積９６６㎡） ６７０㎡（全延床面積１，２５１㎡）

敷地面積 １，７０７㎡ ２，７８５㎡

建 設 費
１４６，７０８千円

（２４０，５０５千円含公民館）

２５５，１２６千円

（471,740 千円含保健福祉サービスセンター）

主要施設 １Ｆ：図書館（延床面積５８９㎡）

　　　玄関ホール、一般開架コーナー、児童コーナー、

　　　ブラウジングコーナー、お話し室、事務室、

　　　倉庫、機械室ほか

２Ｆ：公民館（延床面積３７７㎡）

１Ｆ：保健福祉サービスセンター

（延床面積５８１㎡）

２Ｆ：図書館（延床面積６７０㎡）

　　　エレベーターホール、一般開架コーナー、

　　　児童コーナー、ブラウジングコーナー

　　　お話し室、事務室、倉庫ほか

駐車場 42 台　　駐輪場 30 台
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区　　分 家　　　島　　　分　　　館 夢　　　前　　　分　　　館

位　　置 家島町真浦２137番地1 夢前町前之庄２160番地

開　　館 平成２5年２月1日 平成２7年3月２4日

構　　造
鉄筋コンクリート造４階建

（家島事務所他との複合施設）

鉄筋コンクリート造３階建

（夢前事務所他との複合施設）

建築面積 ５７０㎡ ２，９５１．２１㎡

延床面積 １２４㎡（全延床面積１，８０３㎡） ６４４㎡（全延床面積２，９５１㎡）

敷地面積 ９１８㎡ ６，０１１㎡

建 設 費
５３，７６５千円

（４９８，７５０千円含家島事務所他）

９２，３６９千円

（４２９，６２４千円含夢前事務所他）

主要施設 １Ｆ：家島事務所

２Ｆ：水道局家島分室、飾磨消防署家島出張所、

　　　家島学校給食センター、わくわく広場、会議室

３Ｆ：図書館家島分館、家島公民館、

　　　一般開架コーナー、新聞・雑誌コーナー、

　　　事務室

４Ｆ：電気設備室

１Ｆ：図書館夢前分館、夢前事務所、

　　　保健福祉サービスセンター、

　　　一般開架コーナー、児童コーナー、

　　　お話し室、ブラウジングコーナー、事務室

２Ｆ：北部建設事務所、北部農林事務所

３Ｆ：社会福祉協議会、シルバー人材センター

区　　分 香　　　寺　　　分　　　館 安　　　富　　　分　　　館

位　　置 香寺町香呂２39番地1 安富町安志1151番地

開　　館 平成4年7月7日 平成16年6月２0日

構　　造 鉄筋コンクリート造平屋建
鉄筋コンクリート造３階建

（安富公民館事務室他との複合施設）

建築面積 １，３７９㎡ １，９８４㎡

延床面積 １，３７９㎡ ３６５㎡（全延床面積３，８３１㎡）

敷地面積 ５，２２０㎡ ５，７５７㎡

建 設 費 ４５７，１０８千円 １，２７５，４６０千円

主要施設 一般開架コーナー、児童コーナー、お話し室、

ギャラリー、会議室、駐車場

１Ｆ：エントランスホール、公民館事務室、

　　　保健指導室、健康増進室、調理実習室、相談室、

　　　診察室、読書室

２Ｆ：図書館（一般開架コーナー、児童コーナー）、

　　　研修室、多目的ホール（座席数 372）

３Ｆ：会議室（２階）、研修室、資料室、

　　　音響映写機械室
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　⑵　図書館資料

　　ア　図書館資料のコーナー別配架案内

　　　・　城内図書館

　　　　　　ブラウジングコーナー………………新聞、雑誌

　　　　　　開架コーナー…………………………一般図書

　　　　　　海外姉妹都市図書コーナー…………シャルルロア市、フェニックス市、アデレード市、クリチーバ市、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太原市、シャンティイ城寄贈の図書

　　　　　　児童コーナー…………………………幼、小、中学生向き各部門図書　

　　　　　　よちよち文庫コーナー………………乳幼児向け絵本

　　　　　　すくすく文庫コーナー………………幼児向け絵本

　　　　　　児童バリアフリーコーナー…………点字絵本、ＬＬブック、大型絵本、さわる絵本

　　　　　　推薦図書コーナー……………………小、中学生、15 才～ 18 才向き図書

　　　　　　子どもの調べものコーナー…………小、中学生向き参考図書

　　　　　　ビジネス支援コーナー………………起業、企業、就業等ビジネスに役立つ図書を設置

　　　　　　医療健康情報サービスコーナー……医療、健康に関する図書やチラシを設置

　　　　　　レファレンスコーナー………………参考図書、基礎的専門書、城郭文献、郷土図書

　　　　　　書庫……………………………………貴重図書、学術専門書、新聞雑誌のバックナンバー、子ども文庫用図書

　　　　　　障害者サービス室……………………障害者用録音図書（DAISY）

・　網干分館、花北分館、飾磨分館、東光分館、白浜分館、安室分館、青山分館、広畑分館、手柄分館、東分館、

　　家島分館、夢前分館、香寺分館

　　　一般図書、参考図書、幼・小・中学生向き各部門図書、よちよち文庫コーナー、すくすく文庫コーナー

・　安富分館

　　　一般図書、参考図書、幼・小・中学生向き各部門図書、ＤＶＤ、ビデオテープ、よちよち文庫コーナー、

　　　すくすく文庫コーナー

日本城郭研究センター（城内図書館・城郭研究室）
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エ　視聴覚資料の種類と資料数

　　　城内図書館　Ｃ　Ｄ……1,093 タイトル ＬＤ………2,051 タイトル

　　　　　　　　　ＶＴＲ……313 本 カセットテープ……148 本 ＤＶＤ……182 タイトル

　　　香 寺 分 館　Ｃ　Ｄ……5,405 タイトル ＤＶＤ……127 タイトル

　　　安 富 分 館　ＶＴＲ……41 本 ＤＶＤ……450 タイトル

　⑶　図書館利用・サービス

　　ア　閲覧・貸出

図書・新聞・雑誌等の閲覧・貸出しは城内図書館・各分館で行っている（各館の貸出冊数は参照Ｐ .149）。移動

図書館については城内図書館の蔵書の中から移動図書館車に約 2,500 冊を積載して、利用者が読みたい本を選び、

約 9,000 冊の貸出しを行っている。

市内の社会教育関係機関、事業所及び地域の団体に対して、団体貸出を行っている。小・中・義務教育学校、そ

の他市内の団体に対して約 1 万 7 千冊の貸出しを行っている。

市外の図書館にも依頼に応じて協力貸出を行っている。

　　イ　児童サービス

本市で出生届を出された方に、図書館おすすめの乳幼児向けの絵本を紹介した「よちよち文庫」冊子を配布して

いる。保健センターの７か月児の健康相談時に、絵本の読み聞かせについてのリーフレットを配布している。

また、３歳～５歳児におすすめの絵本リスト「すくすく文庫」や、小・中学生、15 才～ 18 才におすすめの本

リストをそれぞれ作成し、本市の幼稚園・小・中・義務教育学校に配布している。また、リストに掲載された本を

　　ウ　購入逐次刊行物の種類と資料数（令和４年４月１日現在）

　　イ　図書の分類別冊数（令和４年３月 31 日現在）

　　　　　　　　　　種別館名　　　　　　　　　　 雑　誌 新　聞 官　報

城 内 図 書 館 129 種 13 種 1 種

網干、花北、飾磨、東光、白浜、
安室、青山、広畑、手柄、東、
家島、夢前、香寺、安富各分館

13 種

～

41 種

６種

～

７種
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揃えたコーナーを各館に設けている。

ボランティアと図書館職員が協同して小・中学校を訪問し、ストーリーテリング（おはなし）を語る活動を継続

して行っている。（令和３年度年間訪問校数　延べ 33 校）

「姫路市子ども読書活動推進計画（第４次）」を令和２年度に策定し、令和３年度から令和７年度の５か年、関係

各課と連携のうえ、家庭、地域、図書館、学校において、子供の読書環境の整備に取り組んでいる。

　　ウ　参考業務（レファレンス・サービス）

利用者の読書案内並びに調査・研究に対して資料を提供できるよう努めている。また、新聞記事や官報、企業情

報、法令・判例のデータベースによる情報提供を行っている。国立国会図書館のレファレンス協同データベース事

業に参加することにより、姫路市立図書館のレファレンス事例をデータベースに蓄積し、インターネットで広く一

般に公開している。

　　エ　ビジネス支援サービス

平成 26 年 11 月より、城内図書館においてビジネス支援サービスを開始した。産業振興課をはじめとするビジ

ネス関連部署と地域の関連団体と連携し、就業、起業等の仕事に関する有益な情報を市民に提供し、地域経済の活

性化を図っている。平成 28 年４月より、商用データベースの市民開放端末２台を設置した。

　　オ　医療健康情報サービス

平成 27 年７月より、城内図書館において医療健康情報サービスを開始した。医療健康図書コーナーや、市役所

の関連部課や地域の医療機関と連携したチラシコーナーを設置している。医療や健康に関連する情報を随時提供す

ることによって、市民の健康維持に役立てることを目的としている。

　　カ　館外活動（自動車文庫・読書会）

自動車文庫は各地域にステーションを設け個人に貸出しており、令和３年４月１日現在のステーション数は 14

ステーションである。

読書会は各地にグループを育成し、それぞれのグループが自主的に読書会を行っている。また、地域の読書振興

を目的として、市民参加型の以下の事業を実施している。

　　　・文学散策読書会（ひめじ読書友の会）　　　　　　 年１回

　　　・地域読書会（ひめじ読書友の会）　　　　　　　　 ４グループ随時（令和４年４月１日現在）

　　　・合同読書会（ひめじ読書友の会）　　　　　　　　 年１回

　　キ　図書館行事・集会活動・講師派遣

　　　・おはなし会（城内図書館・各分館）　　　　　　　 毎月１回～ ２回

　　　・えほんのじかん（城内図書館・一部の分館）　　　 毎月１回

　　　・わらべうたであそぼうの会　　　　　　　　　　　年３回

　　　・子ども読書の日行事　　　　　　　　　　　　　　年１回

　　　・ブックトークを楽しむ会　　　　　　　　　　　　年１回

　　　・子ども映画会　　　　　　　　　　　　　　　　　年２回

　　　・子どものための音読講座　　　　　　　　　　　　年１回

　　　・一日図書館員（全館）　　　　　　　　　　　　　 年１回

　　　・ストーリーテリング講座　　　　　　　　　　　　年５回

　　　・絵本講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年５回

　　　・学校司書研修　　　　　　　　　　　　　　　　　年１回

　　　・市政出前講座　　　　　　　　　　　　　　　　　随時

　　　・ミニビブリオバトル　　　　　　　　　　　　　　年１回
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　　　・ひめじ子ども読書週間　　　　　　　　　　　　　　年１回

　　　・夏休み図書館フェスティバル　　　　　　　　　　　年１回

　　　・ミニ企画展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　各館随時

　　　・名画鑑賞会（城内図書館）　　　　　　　　　　　　 年３回

　　　・やすとしょシネマ（安富分館）　　　　　　　　　　 隔月１回

　　　・まちの保健室　　　　　　　　　　　　　　　　　　年４回（令和３年度は感染防止対策のため未実施）

　　　・朗読会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年２回

　　ク　コピーサービス

　　　　城内図書館及び各分館では、研究・調査目的に限り、図書館資料の必要な箇所のコピーをすることができる。

　　ケ　インターネットによる蔵書公開・予約サービス

図書館ホームページ上で、図書館資料の所蔵データを公開している。また、インターネットからの予約サービス

や利用状況確認サービスを行っている。

　　コ　オンラインによる利用登録

　　　　令和４年３月より、オンラインによる利用券登録を開始した。

　　サ　障害者サービス

城内図書館において、ボランティアにより視覚障害者の方に録音図書（DAISY）の製作と貸出しの他、プレクス

トークによる館内利用を行っている。平成 28 年度より、視覚障害者等に情報提供するネットワーク「サピエ」に

録音図書の書誌登録をし、依頼に応じて市外の図書館等に協力貸出を行っている。

また、令和３年１１月より、城内図書館で製作した録音図書（DAISY）を、国立国会図書館にデータ提供し、イ

ンターネットから視覚障害者の方がダウンロードして利用できるようにした。

令和３年１１月に城内図書館に児童バリアフリーコーナーを設置し、LL ブックや点字絵本（約 40 冊）などを

提供している。

その他、城内図書館地下書庫には、点字図書 122 冊を所蔵し、貸出用として提供している。

その他、音声読み上げ機（よむべえ）・拡大読書機を設置し読書が困難な利用者への読書支援を行っている。

　⑷　姫路市立図書館協議会

図書館に、図書館法第 14 条の規定により、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書

館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関である、姫路市立図書館協議会を置いている。

　⑸　図書館網の整備

図書館網の整備については、姫路市図書館建設協議会の答申「姫路市の図書館計画に関する意見書」に基づき、中

央図書館－分館－移動図書館からなる市域レベルでの図書館サービス網の確立を目指して計画を推進してきたが、平

成９年４月にはＪＲ御着駅前に東分館が開館し、城内図書館と 10 分館による図書館網の整備が完成した。

平成 15 年４月に新設された「駅前市役所」内に「図書予約コーナー」を設け、予約図書の貸出、返却、予約の受

付等のサービスを行っている。

平成 17 年 10 月に図書館情報システムを更新し、インターネットによる図書予約サービスを開始した。平成 18

年３月末には、既存の 11 館に加え、新たに合併した４町の図書館にもサービス網を拡大した。

合併時より順次実施してきた家島・香寺・夢前・安富分館とのシステム統合が平成 21 年度に完了し、全館でインター

ネットによる図書予約サービスが可能となった。

平成 27 年 11 月から播磨圏域連携中枢都市圏７市８町による図書館相互利用（平成 28 年４月からは赤穂市を加

えた８市８町）を開始した。
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平成 28 年３月に図書館情報システムを更新し、クラウドにシステムを移行した。

平成 28 年 11 月からマイナンバ―カードを利用した図書貸出サービスを開始した。

平成 30 年７月に坊勢島の「家島群島開発総合センター」内に「坊勢図書コーナー」を設け、図書の貸出、返却、

予約の受付等のサービスを行っている。

平成 31 年４月に新・花北分館（ミラキタシティ花北内）がリニューアルオープンした。

⑹　姫路市子ども読書活動推進計画と「ひめじ子ども読書週間」

図書館は、姫路市教育委員会が策定する「姫路市子ども読書活動推進計画」の事務局となっている。「姫路市子ど

も読書活動推進計画」は、国が平成 13 年に制定した「子どもの読書活動の推進に関する法律」及び平成 14 年に策

定した「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」、並びに兵庫県が策定する「ひょうご子どもの読書活動推

進計画」に基づいて策定するものである。実施主体である保健所・保育所・こども園・幼稚園・学校・すこやかセン

ター３階子育て支援施設・星の子館・児童センター・男女共同参画推進センター・青少年センター・公民館・姫路文

学館・図書館やボランティア団体で構成する「姫路子どもと本を結ぶネットワーク」が情報交換をし、子供の読書活

動の推進が相乗効果を生むよう連携協力を深めている。

姫路市教育委員会は、子供の読書環境の整備が推進されるよう第１次計画、第２次計画、第３次計画に引き続き令

和３ 年３月に、令和３年度から令和７年度を実施期間とする「姫路市子ども読書活動推進計画　第４次」を策定した。

第４次計画では、小・中・高・特別支援学校に配置された学校司書との連携や学校図書館支援を深めると共に、中高

生等に読書の楽しさや情報の収集・分析の力に繋がる取り組みを実施する。各種の行事やイベント等は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止をふまえて実施し、子供の読書環境の充実を維持したい。
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　エ　蔵書冊数・貸出冊数の推移

00
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650

貸出冊数蔵書数

２３１元302928272625242322212019181716151413121110９８７６５４３２元6362613059585756

1,387,２２7冊

1,899,331冊

年　　度 56 57 58 59 60 61 6２ 63 元 ２ 3 4 5 6
蔵 書 数 13２,057 138,988 158,641 175,019 19２,674 ２47,613 ２68,171 331,２39 384,001 434,104 463,708 496,２17 563,164 596,２46
貸出冊数 ２63,536 351,033 369,664 543,２40 587,986 61２,435 864,743 90２,4２8 879,647 95２,810 1,03２,708 1,066,091 1,061,２3２ 1,185,307

7 8 9 10 11  1２ 13 14 15 16 17 18 19 ２0 ２1
6２4,２1２ 674,538 714,２57 745,383 767,861 801,473 83２,55２ 876,781 910,918 935,818 1,178,098 1,173,２47 1,148,881 1,173,693 1,193,575

1,２２1,595 1,２61,140 1,380,890 1,508,153 1,597,515 1,609,176 1,877,843 ２,056,6２4 ２,046,636 1,964,109 1,943,1２6 ２,２56,1２5 ２,２64,700 ２,347,064 ２,435,２２5

２２ ２3 ２4 ２5 ２6 ２7 ２8 ２9 30 元 ２ 3
1,２17,908 1,２50,360 1,２67,054 1,２81,484 1,２96,２38 1,308,671 1,316,695 1,3２8,379 1,341,377 1,351,397 1,370,195 1,387,２２7
２,466,030 ２,6２7,673 ２,60２,343 ２,5２7,955 ２,419,794 ２,365,983 ２,２90,948 ２,２39,876 ２,２58,463 ２,170,435 1,63２,915 1,899,331
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