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「（仮称）道の駅姫路」の導入機能検討に向けた意見集約 

― アイデア会議等意見集約の方法 ― 

 

１．アイデア会議（子育て層） 

「（仮称）道の駅姫路」の夢を語るアイデア会議 

― 子どもといっしょに行きたくなる道の駅を考えよう！ ― 

○日 時：令和３年（2021年）６月 22日（火）９時 30分～11時 10分 

○場 所：姫路市役所 10階第四会議室 

○参加者：18名（子どもがいる市職員） 

＊その他運営等 

・姫路市道の駅アドバイザー（一般財団法人地域活性化センター吉弘新事業企画室長） 

・一般財団法人地域活性化センター（北川副参事） 

・姫路市 産業局 商工労働部 道の駅推進室（森、森川） 

・（株）地域計画建築研究所（アルパック）（委託事業者）（原田、三浦、武藤、新開） 

○プログラム： 

開会 

１ はじめに（趣旨説明） 

２ 前提条件（基本構想）の共有 

３ アイデアの語り合い【グループ別】 

・はじめに、参加者の紹介 

・テーマ①：「姫路市内や周辺で、子どもを連れていく場所、その理由」 

・テーマ②：「子どもを連れていきたくなる道の駅とは」 

４ 全体での共有 

閉会 

○開催の様子： 

 

 

  

資料２ 
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２．アイデア会議（旅好き） 

「（仮称）道の駅姫路」の夢を語るアイデア会議 

― 姫路に訪れた場合に必ず行きたくなる道の駅を考えよう！ ―  

○日 時：令和３年（2021年）６月 23日（水）９時 30分～11時 10分 

○場 所：姫路市役所 10階第四会議室 

○参加者：16名（道の駅が好きな市職員、公募市民） 

＊その他運営等 

・姫路市道の駅アドバイザー（一般財団法人地域活性化センター吉弘新事業企画室長） 

・一般財団法人地域活性化センター（北川副参事） 

・姫路市 産業局 商工労働部 道の駅推進室（森、森川、金井） 

・（株）地域計画建築研究所（アルパック）（委託事業者）（原田、武藤、浅田、新開） 

○プログラム： 

開会 

１ はじめに（趣旨説明） 

２ 前提条件（基本構想）の共有 

３ アイデアの語り合い【グループ別】 

・はじめに、参加者の紹介 

・テーマ①：「旅先等でこれまでに行ってよかった道の駅、その理由」 

・テーマ②：「姫路を来訪した人（観光客）が、ぜひ立ち寄りたくなる道の駅と

は」 

４ 全体での共有 

閉会 

○開催の様子： 
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３．アイデア会議（地元） 

「（仮称）道の駅姫路」の夢を語るアイデア会議 

― 地域にあるとうれしい道の駅を考えよう！ ―  

○日 時：令和３年（2021年）７月 11日（日）14時 00分～15時 40分 

○場 所：谷外公民館 

○参加者：19名（地元自治会から推薦・選出された地元住民） 

＊その他運営等 

・姫路市 産業局 商工労働部 道の駅推進室（森、森川、金井） 

・（株）地域計画建築研究所（アルパック）（委託事業者）（原田、三浦、武藤、浅田） 

○プログラム： 

開会 

１ はじめに（趣旨説明） 

２ 前提条件（基本構想）の共有 

３ アイデアの語り合い【グループ別】 

・はじめに、参加者の紹介 

・テーマ①：「どんな道の駅であれば、日常的に利用したい？」 

・テーマ②：「道の駅ができることを活かして、地域で取り組めそうなこと」 

４ 全体での共有 

閉会 

○開催の様子： 
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４．懇話会委員意見 

○期間：７月１日～19日 

○回答方法：用紙への記入（自由回答） 

○意見募集項目： 

１．コンセプトやターゲット、導入機能（施設等）、整備・管理運営手法等に関する意見等 

２．姫路市が参考とすべき道の駅や類似施設（あるいは機能や取組等）とその理由 

３．その他、ご意見・ご要望 
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５．子育て層に対するアンケート 

○調査目的： 

「（仮称）道の駅姫路」にあったらよい機能、普段の公園等の利用意向等を把握し、「（仮称）道の駅姫路」

の基本計画検討の参考とする 

○主な調査対象： 

市内に居住する子育てをされているかた（未就学児を持つ親あるいは妊娠中のかた） 

○調査方法： 

アンケート回答依頼のチラシを配布、回答者がインターネットにアクセスして回答 

○配布先・配布数： 

配布先 配布数 

子育て 

学習センター 

市内に居住する子育て

中（4歳まで）の親 

6/30～7/21実施の５つのプログラム 

（すこやかセンター） 
73 

子育て講演会 
就学前の児童の保護者

や妊娠中の方が対象 

7/13,20 開催の講演会「えほんとなかよ

し」（すこやかセンター） 
32 

7/15 開催の講演会「はじめての園選び～

認定こども園・保育所・幼稚園選びの前に知

っておきたいこと～」（すこやかセンター） 

38 

7/14 開催の講演会「こどもとたのしむせい

りせいとん」（すこやかセンター） 
14 

遊戯室利用者 
すこやかセンター３階 

遊戯室の利用者 

配架期間 6/30～7/20。（持ち帰り自由） 
73 

合計 ２３０ 

※同じ人が複数の講座等に参加している場合あり。遊戯室利用者分は残数からの差引で算出。 

○設問項目： 

１．「（仮称）道の駅姫路」にあったらよいと思うもの 

２．公園に行く頻度 

３．週末など休みの日に行く公園とその理由、さらに欲しい機能 

４．道の駅を想定した場合に「子ども連れでも行きやすい」と感じる施設・サービス（トイレ、食事、買い物

等） 

○回収数：42件（回収率 18.3％） 

※7月 29日締切 
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― アイデア会議等の意見集約内容 ― 

 アイデア会議（子育て層） アイデア会議（旅好き） アイデア会議（地元） 懇話会委員意見 子育て層アンケート 

休憩 

機能 

・電子レンジや調乳設備がある 

・トイレが広く、ベビーカーのまま入れる 

・サイクルラック・空気入れ等の修理工具 

・キッズトイレ 

・面白いトイレ（照明、壁の色等工夫） 

・温泉施設 

・幅の広い駐車スペース 

・ベンチやテラス席を多く 

・子どもと一緒に入れるトイレ 

・歩車分離が十分図られた広い駐車場 

・長距離トラックのたまり場にならない 

・歩道はカラー舗装などわかりやすく 

・屋根付きの自転車・バイク駐車場 

・サイクルラック 

・緑の多い駐車場 

・キャンパーに提供できるエリア（広い駐車場） 

・ガソリンスタンド 

・きれいなトイレ（管理は地元に依頼） 

・大規模トイレ（観光バスの休憩） 

・コインシャワー、着替えブース 

・コインランドリー（旅行中の衣服、姫センのプ

ール帰りの水着等） 

・簡易宿泊施設 

・温浴施設・足湯 

・たくさんのベンチ配置 

・マッサージ 

・ドッグラン 

・宝塚 SA のように清潔なトイレ、姫路城が見

えるトイレ 

・日帰り風呂、足湯 

・宿泊施設 

・日常的に通う健康施設（ジム、温水プール等） 

・ため池や水路（天川とも連携しつつ）＋レスト

ラン＋花壇できれいな場所。ホタルの復活。 

・緑いっぱいの駐車場（落葉樹） 

 

・大型駐車場 

・２４時間対応シャワールーム 

・おしゃれなベンチ 

・子どもが乗り降りできる広い駐車スペース 

・ベビーカーも入れる広いトイレ 

・男性トイレのおむつ替えスペース 

・トイレ個室内にチャイルドチェア 

・男性も使える赤ちゃん休憩室 

・座って休憩できるスペースが多い 

 

情報 

発信 

機能 

 ・フリーWi-Fi 

・コンシェルジュ（地元の人と会話できる） 

・観光案内（姫路城や書写山の魅力を伝える） 

・マニアックな情報（姫路城以外） 

・地元の人のおすすめ情報 

・サイクリング・ハイキングコースの紹介（周辺

を散策） 

・歴代城主の銅像、姫路城のジオラマ 

・桂米朝の銅像 

・屋台資料館 

・祭り文化の発信 

・播磨名所めぐりの歌（スタンプラリー等） 

・市内の道路や観光施設の混雑状況 

・姫路の紹介映像シアター 

・姫路の歴史が学べる施設 

・プロジェクションマッピングや映像による展

示 

・播磨の紹介 

・地域の歴史や成り立ちの展示 

 

 

地域 

連携 

機能 

・地元の農産物、総菜、菓子等の販売所 

・地元の農産物を使った食堂（フードコート）

（姫路版たこ焼きやファストフード） 

・家族で食事できる場所 

・特産品やお土産の販売が充実 

・ベビーカー置き場 

・お座敷やベンチイスが多め 

・子ども連れと大人だけの客との座席の分離 

・地元チーム(ヴィクトリーナ姫路など)の紹

介・物販 

・BBQ 

・観光客向けレストラン 

・話題の店 

・地元の農水産物の販売（野菜（タケノコ等）、

果物（イチジク、モモ等）、米、姫路和牛、魚介

類（アナゴ、ハモ等））（型崩れ OK） 

・二条大麦を地域で栽培し、商品開発（麦茶、

パン、ビール等） 

・地元の名産品の販売（地元酒造メーカーの酒

類４０種類全て、皮革（体験とセットで）、火箸

等） 

・地元のお菓子の試し買い（１つから買える） 

・特産品を使ったメニューを提供するレストラ

ン、手軽なテイクアウト（地元のお米のかまど

炊き、たけのこご飯（春）、ハモのひつまぶし・

しゃぶしゃぶ等） 

・カフェ（日本茶） 

・地元のお母さんの田舎料理 

・モーニングサービス（姫路のモーニング） 

・支所（出張所）、AI活用の無人型 

・ふるさと納税専用の自販機 

・周辺農家と連携した核となるアイテムを決め

た産地形成 

・BBQ場 

・姫路の特産品（レンコン、アナゴ、ネギ、豚肉、

ヤマサ蒲鉾、鮮魚 等） 

・地元の特産品（トマト、桃、レンコン 等） 

・地元特産物の加工所（みそ、こうじ、もろみ

等） 

・道の駅に四季おりおりの果物を植える 

・季節ごとに旬の食材の販売所 

・地元の食材を利用したレストラン 

・かまどを併設した BBQ場 

・道の駅限定のランドセル販売（皮革） 

・地域限定 100 円ショップ（マッチ・ラーメン・

かりんとう・革の端切れ・軍手・ボルトナット

等） 

 

 

・地元農家の作物が売られている 

・生産者、加工品の成分などの詳細情報 

・ベビーカーでも利用できる広い通路 

・商品棚の高さが子どもにとって危険ではな

い 

・子ども用カート(車の形は子どもがすんなり

乗ってくれる) 

・売っている野菜を使ったレシピ 

・お惣菜をたくさんそろえている（アレルギー

表示あり） 

・子ども向けのレシピ。 

・新鮮な野菜、収穫体験ができる 

・広めのテーブル。隣の席と間隔がある 
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 アイデア会議（子育て層） アイデア会議（旅好き） アイデア会議（地元） 懇話会委員意見 子育て層アンケート 

・夜遅くまで利用できる（お酒の提供も） 

・ご当地ソフトクリーム（たけのこ、ゆず、れん

こん、そば、いちご、あんこ（御座候）、姫路城

の形のカップ、和菓子屋とのコラボ等） 

・若い女性に人気のスイーツやパン（インスタ

映え、週替わり） 

・姫路の名物販売店の誘致（駅そば、御座候、

ハトヤ、ヤマサ等） 

・コンビニ 

・姫路と縁のある地域（姉妹都市）の人気物産

販売（豊岡の床瀬十割そば、家島の活魚料理

等） 

・旅行会社とタイアップした当日のみ利用可能

な金券配布 

・子ども向けのメニュー（ミニサイズ） 

・親とシェアしやすいメニュー 

・アレルギー対応メニュー 

・子供用の食器を貸し出し 

・子供用の椅子（ベルト付） 

・子供用の手を洗う場所(背が低くても使いや

すい) 

・子ども連れ用に座敷スペース 

・持ち込み可能（レンジがある） 

・ホームページでメニューが見られる 

広域 

防災 

拠点 

機能 

 ・防災倉庫、避難所 

・道の駅の動線とは区別する 

・地下水をくみ上げる井戸 

・温泉、貯水槽、芝生広場、避難場所、キッチン

カー、水素ステーションなどのエネルギー設

備 

・入る、出るの２つの動線が必要 

  

交通 

結節 

機能 

 ・レンタサイクル・姫ちゃり 

・高速バス乗り場 

・ETC2.0への対応 

・広域サイクリング拠点（川沿いのサイクリング

ロードとも連携） 

・自動運転の実験拠点 

・空港リムジンバスの停留所 

・姫路城観光専用バスの運行（バス停） 

・自家用車との交錯を回避したバスターミナル 

・施設利用者とパークアンドライド用駐車場の

分離 

・早朝深夜に安心して使える待合スペース 

 

体験 

機能 

・絵本やＥテレなどに関連したコーナー、子ど

もと参加できるワークショップなど 

・何か経験ができたり、楽しみながら学べる仕

掛け 

・ゲーム感覚で子どもが学べたり、簡単な姫路

の名産品が作れる 

・小動物と触れ合える 

・定期的に子ども向けのイベント(アイスやピザ

づくり) 

・流しそうめん 

・珍しい動物、魚、植物（定期的に入れ替え。見

たり触れ合ったり） 

・芋掘り体験や工作等 

・アウトドアクッキング 

・ご当地モノの製作体験（予約なし、短時間で

完成） 

・木工体験・竹細工・工芸（張り子色付け） 

・貸し農園（管理は地元） 

・周辺の農地での稲刈り体験、稲を使ったしめ

縄づくり体験 

・収穫体験プログラム（いちご、とうもろこし、

芋ほり） 

・野菜工場を作ってそこで収穫体験 

・周辺農地を花畑に（レンゲ、菜の花、コスモ

ス） 

・田んぼラグビー 

・天川の土手に桜を植える 

・天川のホタル 

・駐車場シアター 

・市内学校の校外学習に使えるメニュー 

・e スポーツ、イルミネーション、スクリーンゴ

ルフ、ドローン体験 

・周辺農地での農業体験、観光農園（企業によ

る野菜工場なども含む） 

・みんなで料理し食べる場（共食） 

・姫路特産の皮革のものづくり体験 

 

・変わり種の乗り物（自転車・三輪車・ストライ

ダー等） 

・サイクリングロード 

・ランドセルの一部の手作り体験 

・クラフトワークショップ（革製品、銘菓、家具

等） 

・飛行船・大型ドローンでの観光遊覧 

・AI農業体験 

・親子調理体験 

 

観光 

ｹﾞｰﾄ 

ｳｴｲ 

機能 

・文学館や美術館などの展示と関連した展示・

撮影コーナー 

・近くの花の卸売市場との連携（例：花イベン

ト、花販売等） 

・写真映りの良いオブジェ（「BE KOBE」のよ

うな） 

・展望テラス、展望台（回転喫茶室）（夜景、姫

路城） 

・道の駅のシンボルとなる城の見える展望台 

・全国で一番○○の道の駅をめざす 

・道の駅周辺の魅力資源との連携（巡るルート

やマップづくり、案内ガイド育成） 

・姫路城まで見渡せる展望台 

・シンボルになるオブジェ（タケノコ型のボル

ダリングつきオブジェ・ゆず型ベンチ、日本酒

の樽型オブジェ等） 

・変わり種自動販売機（姫路タコピィの明石焼

き風たこ焼き等） 
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 アイデア会議（子育て層） アイデア会議（旅好き） アイデア会議（地元） 懇話会委員意見 子育て層アンケート 

こど

もの 

遊び 

場 

・年齢ごとに遊べる区画が分けられたコーナ

ー 

・こどもを遊ばせながら買い物に集中できる 

・雨でも遊べる遊具 

・大型遊具 

・ふわふわドーム 

・水遊び場(ジャブジャブ池、触れる噴水など) 

・限定のカプセルトイ 

・キャンプ場 

・ストライダーが楽しめる坂 

・ツリーハウス 

・ポップアップテントをたてられるスペース 

・日陰 

・乳幼児向けの児童館併設 

・シンボル的な大きい木 

・芝生広場 

・噴水広場 

・遊具 

・スポーツ広場（ローンスライディング、ローラ

ースケートなど） 

・ランニングトラック 

・ボルダリング 

・キャンプ場・BBQ施設・グランピング・焚火エ

リア 

・動物とのふれあいコーナー（やぎ、羊等） 

・子育て施設 

・スポーツ施設（バスケ・サッカー・野球・ラグビ

ー・スケボー） 

・天川との連携した水遊び、水遊びできる場

（小川、プール等） 

・遠方から来る駐車場付きの大きな公園 

・芝で坂を使って滑れるローンスライディング 

・アスレチック 

・レジャーシートが使える芝生広場 

・子ども用遊具の設置 

・木製の遊具 

・姫路の道の駅ならではの遊具 

・足洗い場 

・どんぐりの木がある広場 

 

・遊び場に柵（安全であること）。 

・雨でも楽しめる室内の遊具 

・小さな子どもが好きそうな動物の絵 

・芝生広場 

・噴水や池など水遊びができる場所 

・汚れた手足を洗える場所 

イベ

ント 

スペ

ース 

・普段車では行きにくい地元のお店の、期間

限定の出店 

・アートプロジェクト（作家を招聘して、地元を

巻き込んで道の駅で作品を制作） 

・ご当地ヒーローショー 

・ソフトクリームやスナック等の軽食を販売し

ている屋台 

・貸し教室（主婦向け、単発での開催可能） 

・レンタルキッチン（料理教室、商品開発） 

・キッチンカー、露店、マルシェ 

・イベント誘致（オフ会、走行会、試乗会、ライデ

ィングスクール、JAF イベント） 

・寄席の開催（二階町との連携） 

・地元中学校や自治会等でのイベントやミニコ

ンサート会場（ホール、ステージ等） 

・大きな屋根つきフリースペース（イベント、フ

リマ、朝市、休憩、災害時等） 

・「移動動物園」の受け皿 

・近隣の田畑でどろんこ大会（ラグビー、サッ

カー、泥団子投げ等） 

・乗り物レース 

・播州秋祭り（文化・魅力発信） 

・定期的に入れ替わるキッチンカーの出店 

 

その 

他 

  ・各施設や機能を巡る回遊性 

・周辺農家と連携した核となるアイテムを決め

た産地形成 

・玄関口としての姫路東ＩＣのイメージよくする 

・ワーキングスペースの設置 

・スマートシティの時代の道の駅（EV 産業拠

点） 

・球場のような建物 

・大型スクリーンの設置（e-sport・デジタル

看板・アート等） 

・電力の地産地消・SDGs（掲示板で CO2 排

出量の見える化） 

・レンタルルームの設置 

・スターバックス 

・川辺とリンクさせたミズベリングの導入 

・夜の活用 

・室内スポーツ 

・段差が少ない道路 

・めずらしいオブジェ、顔出し看板 

・子供が泣いたり少々はしゃいだりしても、見

過ごしてくれる温かい目 

 

 


