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問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？

ワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入して

ください。ください。ください。ください。

問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク

５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください

フォトジェニックな空間でクリエイターとの空間共有

古民家を改修し、伝統的建築物に暮らしつつ仕事をする。

この家はフォトスタジオとしても開放し、カメラマンや写真が好きな人た

ちがフォトジェニックな撮影ができる場としても活用することで、1人でも

一軒家を借りる空き家利用を目指す。

古民家探しで十分な情報が得られる専用サイトの構築。

古民家を利用しスペース共有してくれる人への助成金付与。

クリエイターと出会える交流ネットワークの創造。

人との関わりを大切にするグローバルな生活スタイル

いろんな人と関わることがてき、子どもの頃から英語にふれられる環

境のある暮らし

私は将来海外から学生を招きパーティー等を催し人との関わりを大切にしたい

異文化や異業種と幅広く触れ合う生活スタイル

海外の方と異文化交流をしたり、異業種の職業の方たちと積極的にコ

ミュニケーションを取り、自分の生活の視野を広げていく暮らし

留学生を受け入れる。国際交流を目的としたイベントに参加する。

積極的に姫路のお店に飲みに行くなどして色々な方とコミュニケーションを取る。

医療を通じて、人に喜んでもらえる仕事をしたい 充実した暮らし 大学で可能な限り資格に挑む

1

病院で勤務して、自分の家を持っている 凄く贅沢をせずに現実を見た生活スタイル まずは勉強をしっかりして、大学を出る事です

1

6 看護師としてのキャリアアップを目指す 自分の専門職を発揮するスタイル チーム力を高める

7

姫路の経済界で顔の利く営業マンとして

家庭を顧みない生活

仕事が中心となり家族もそれに理解を示している生活。

一方で、9:30-17:30などという定時に縛られず、仕事とプライベートの

境目がないような時間の使い方が理想である。

とにかく人と会って話をし、仕事の幅を広める。

また、家族に現状をしっかりと理解してもらう。

子育てしやすい生活

今、姫路市は保育士不足で園している自治体一位である。

なので、保育所に通いづらい。自分の家に近く通わせやすい保育所が

欲しい

保育士の待遇を良くする。

保育の無償化などをして子供がいる家庭に住んでもらいやすい街にする。

姫路城付近以外の姫路市の活性化をする。

海外の方が多く集まれそうな飲食店をつくる

8

4

安全な遊具がある公園などの設置

地域の治安を良くする。

保育士にとって通いやすい保育園を作る。

意見無し

子育て

建築 1

5

古民家をフォトスタジオとして使うだけではなく、外国人観光客向けのカフェとして開放してみる

若者も惹き付けられるように流行りも取り入れると良いと思う。

・行政による土地利用と建築基準の設定＋地域住民内のコンセンサスを取りまとめる仕組みづくり　・まちのスプロール現象の阻止　・姫路中心部のまちのステータスの向上（経済面・文化面）

・職住一致の生活の再生（個人と地域の利害の不一致の是正）

集まった人たちで交流が深めれる空間作り

仕事

4

患者との関わり

5

意見無し

国際交流

2

3

姫路で交流会などを開く

意見無し

1.姫路駅周辺の空いている場所を利用して、年齢や性別、国籍を問わず集まって話ができる施設を設けること。 2.地震や大雨で電車が遅延するなどの緊急時に英語で対応出来るスタッフを駅に配置すること。

3

4

留学生側の立場も深く考え、お互いに有意義な時間を過ごす。

国際交流のイベントを増やす

環境と生活が一体化をする

姉妹都市等を活用する
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9

・仕事をしている

・子育てをしている

仕事と子育てを両立する生活スタイル

・子育てに優しい仕事場を見つける

・子育て支援を行ってくれている仕事場を見つける

・子供の学校から近い場所に就職する・18歳以下の子供の医療費無料化

10

結婚して子供3人いて、

私は主婦で趣味で色んなしたい事している生活で

す！

幸せな暮らしです！夫もいて子供もいてくれたら幸せすぎます！

そのためにまずいい人を見つけ、この人がいい！となった人と結婚します！

妥協したくないです！

子供と共に生活できるスタイル 子育てが充実して働きながら子育てができる暮らし 子供が熱などの時は、すぐ帰れる環境がある場所に就職する。

姫路独自の自然や農業に触れて暮らす生活スタイル

地産地消で子どもの食育ができたり、地域との関わり、絆作りのきっか

けとなるコミュニケーションの場にしたり、都会の暮らしの良さと、田舎

の暮らしの良さが融合した住みやすい街をイメージしています。

貸し農園で作ったフルーツで、手作りジャムを作り、お城前のファーマーズマーケットやネット販売をする。

子どもの自由研究に近所の自然と触れ合える公園内のコテージで一泊二日し、姫路の自然環境について知る。

姫路出身の芸能人やSNSの有名人と地産地消のお店を一緒にまわり、SNSで発信する（それがファンくるのような

バイトに繋がると面白い）。

三田市にあるワシントン村のようなアメリカンスタイルな住宅地が開発され、その住宅地内でクリスマスマーケットを

企画し、農産物を使った料理を出したり、姫路の自然を使ったオリジナルリースのワークショップを行う。

13 育児休暇終えて仕事バリバリしてたい きちんと休日は趣味を充実させる暮らし

趣味を充実できるようなコミュニティがあったら楽しさが増すかもしれない、

そのコミュニティもネット(インスタとかツイッターとか)でアカウントがあれば若い子も見つけやすくて参加してくれる

かもしれない

ハンドメイドのアクセサリーを作りたい。

作ったアクセサリーを大手前通りやフェスタの地下で販売し、

たくさんの人と交流して仲良くなる。

1

15

姫路で薬剤師しつつ、

休日は趣味を生かして生活している。

休日は、趣味がアクセサリー作りなのでそれを売れるような大きなフリマ

に出店したり、その一角では〇〇教室など無料で参加できるブースで子

供と遊びたい。

まずは、小さい規模のフリマからはじめて色んな人に知ってもらう過程で出店希望も増やしていく。

趣味 14

地元の特産品などを使う。

自然環境 12

6

意見無し

保育園や小学校で農業について、直接農家さんから学ぶ時間をもつ。地元食品メーカーとタイアップしてブランド力の高い商品を開発する。婚活イベントを絡めて、新たな出会いの場としてイベントを開催。

農業体験ができる場所を増やす

地域の商品をブランド化する

地場産業従事者への助成金の交付

意見無し

11

2

一緒に夕食がとれる

育休・産休を充実させる。男性にも育休・産休制度を適用させる。

子育て
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環境整備ができている生活スタイル きれいな町でかつ防災ができている

・ゴミ拾いのボランティアに参加

・安全に行ける避難所

・リサイクルの徹底

1

仲間と暮らすあったかく思いやり溢れる生活スタイル

自分の好きな人たちを中心に、街全体が仲間のような暮らし。

挨拶が飛び交い、近所付き合いが深く連携がとれ、お互いに体調の気

遣いや、留守中の防犯をし合えるような関係を作る。

一人暮らしの人たちに交流の機会を与えるために、隣近所や同年代で集まるイベントを主催する。

近所の飲食店や商店に行きやすいように、おでかけDAYを設定し、その地域の方たちが集まりやすいようにすると

ともに、地域の経済の発展にも寄与する。

18 仕事と家庭の両立 自分の仕事に誇りももてて、尚且つ家族仲も良好 今からしっかり勉強して、仕事に就いたときに困らない知識と技術を身につける

街ゆく人全員がゆったり快適に過ごせる生活スタイル

疲れたときに休める場所が確保されていたい。快適に勉強出来る場

所が欲しい。

・誰でも行きやすい憩いの場を作る・勉強がはかどり、集中出来る施設を作る

子供と共に地域で快適に過ごせる生活スタイル

スーパーや交通の便利、学校が通える範囲にあるかどうかに加え、

地域の様子や治安が良い所に住みたい。

仕事と家庭の両立ができる所で働きたい。

・地域のことを事前に調べる。

・近所の人と仲良くする。・市に意見を言い、改善策を考える。

・防災マップ、対策を調べておく。

・両立できる所に就職する。

1

「近場」を楽しめる生活

・仕事帰りに夫婦で気楽に飲みに行ったり、朝の散歩がてら落ち着い

た

  喫茶店のモーニングに行く

・車無しで生活と娯楽が完結する

・姫路に居ながらにして日本中

・世界中と繋がる

・「地産地消」（地元を知り、地元を楽しむ）

・流行らないと潰れるので好きな店に通う

・姫路の素敵なところを日々探して発信する

・情報を受信してイベントに参加する（SNS・広報誌・掲示物）

・姫路は恵まれた地域であることを自覚する

・歴史講義を活用する（公民館・県立歴史博物館・城郭研究センター）

・地域の担い手として、秋祭りに参加する

・生活の安定

姫路のことをSNSで共有して、そばにある姫路をよく知る！

シェアリングサービスの普及

意見無し

意見無し

地産地消をテーマにしてInstagramなどで投稿を募集するなどイベントを起こし、姫路やその周辺の食べ物を身近に感じられるようにすること。

姫路の良さを理解し、地元の企業に就職し姫路を盛り上げる。

21

11

今の時代にあわせインスタ映えするカフェを発信し拡散してもらう

・行政による土地利用と建築基準の設定＋地域住民内のコンセンサスを取りまとめる仕組みづくり　・イベントや取組みの継続性と頻度（続けられなきゃ根付かない）　・実質賃金の向上（相対的に安く生活できるまち）

・行政や文化施設を分散させない、小さくまとめる（科学館は遠い）　・「ニュータウン」を作らない（同世代が同時に年を取っていくのは高リスク）　・車社会との「決別」（「車を私有しない生活」からまちをデザインしてみる）

・クラウドワークスのような在宅ワーカーと事業者を結ぶクラウドソーシングの活用の推進（「通勤」からの解放）

姫路の娯楽施設についてより詳しい説明が載っていてかつ読む人が「この場所に行ってみたい！」と思えるような地図等を作成する

地域の人が姫路の魅力を知ることができる機会や手段を増やす(SNS、地域の公民館で講演、小中学生の授業内で地域の魅力について考える時間を作るなど)

自分が安心できるコミュニティに所属する、もしくは自分でコミュニティをつくる。人間には所属欲求があるので、共感し合える仲間がいるかいないかが地域の幸福感に影響すると思う。

住環境

16

近所の人に呼び合って避難所に避難するような環境づくり

17

2

意見無し

①現代版の「大家族」、はっぴーの家ろっけんのような場を創る。多世代交流、多様性の受容、高齢者の居場所づくり、子ども達の社会教育等が実現できる。https://soar-world.com/2017/12/20/happynoierokken/

②「市全体」ではなく、「近隣」という最小範囲に着目している点が面白い。そのためには、自治会の仕組みを見直す必要があると思う。地域の高齢化に伴い現在の仕組みが馴染まなくなってきている。

アウトソーシング、管理方法の一元化など、AIやIoTで簡素化できるところは簡素化する。維持できなくなった隣保や自治会は統合する。「やらなければならない」という認識から、「やりたい人がやりたいようにやる」スタイルへ転換。

駅の近くに図書館、児童センターなどを作る

2

19

太子庁舎のはらっぱのような空間が姫路駅から徒歩圏内にあったらいいのになとおもう

20

意見無し
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問３　20年後のあなたの理想の生活スタイルを問３　20年後のあなたの理想の生活スタイルを問３　20年後のあなたの理想の生活スタイルを問３　20年後のあなたの理想の生活スタイルを

教えてください。教えてください。教えてください。教えてください。

問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？問４　問３で選んだ生活スタイルはどのような暮らしですか？

ワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入して

ください。ください。ください。ください。

問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク

５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください５で貼り付けた付箋を参考にアイデアを記入してください。複数ある場合は箇条書きにしてください

グルメを堪能する生活スタイル

いろんなジャンルの美味しいものを姫路で味わいたい。

隠れた名店に陽の目が当たり、グルメの街として活気づいている街に

住みたい。

大手前通りを歩行者天国にして、大規模なグルメフェスを開催し、食べ歩きが出来るようなイベントをする。

夢を応援したい。 夢にチャレンジできるフォトジェニックな生活

シャッター街となりつつあるみゆき通りやおみぞ筋商店街で、期間限定の補助金を出して開業を夢見る若者が店舗

を経営する。

経営のノウハウを学べる空間を格安で提供する。

税理士や社労士とも連携し、経営者のサポートも行い、将来市内に店舗を持ってもらう。

誰もが憧れるものの、金銭的理由であきらめる一等地での出店の夢を叶え、資金を貯めてもう一度商店街へ

戻ってきてもらいたい。

姫路を活性化させる生活スタイル 姫路を活性化させる生活スタイル

・地元の企業やイベント会社、旅行代理店と協力し野里街道やシャッター商店街を活気付けるイベントを開く

・イベント会社や地元の飲食店と協力し大手前通りで食べ歩きイベントを開く

・播州地域の漁師や農家の方と協力し播州地域の食材を使ったラーメンを作る。

　またそれをお土産で販売する。

最新式の生活スタイル 現在よりもっと発展した街の暮らし 姫路科学館で子供たちに科学を好きになってもらう。

1

安心・安全・清潔な生活スタイル

自然災害に強く、お年寄りや子供が一人で行動できる、緑豊かでゴミ

のない綺麗な街での暮らし

・災害対策や環境美化に特化できる居住特区を設置する

・災害が起こっても被害が最小限になるよう、地盤等の強化を行うとともに、

  全ての避難所に自家発電設備をつくる

・住人一人一人に防災グッズを無料配布する（自宅に備えておくことを義務化）

防災 26

3

清掃活動を徹底する

日頃から防災意識を高めるために、避難訓練を行う

避難所はスフィア基準を満たすようにする。テントをたてる、トイレを増やす。

産官学金労言の連携強化

・初期投資が少なく起業できる環境の整備（キッチンカーの利用促進等）　・後継者不足の会社・店の事業継承による低リスクの就職・起業の枠組み作り

意見無し

産物を生かした料理イベントの実施

文化 25

意見無し

地域

おこし

23

4

産官学金労言の連携強化

若者が新店舗を経営するための補助制度をより充実させる。金銭的な面だけでなく、地域の中にスムーズに溶け込めるように、地域の人との橋渡し役や相談役もといったことも必要だと思う。

23の方が考えている実現に向けたアイディアが行われているということを多くの人に知ってもらう為、情報広める。

意見無し

24

5

ご当地アイドル、krd8をもっとたくさんの人に知ってもらう

食事 22

4

グルメ情報専用のSNSサイト開設。外国語に対応できない店員のために、翻訳アプリ等で食品を写せば、アレルギーや商品の詳細などが外国語で表示されるなど簡単に意思疎通が成立するようにする。新たなご当地グルメの創出。

姫路で食べ物のイベントを開催する

地産地消を売りにした飲食店の設立

姫路の美味しいものをSNSや広告紙・掲示物に掲載する。
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ワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入してワーク１で記載した付箋を参考にしつつ、あなたの言葉で記入して

ください。ください。ください。ください。

問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク問６　理想の生活スタイルを実現するために、あなたがやろうとしていること、必要なことは何ですか？ワーク
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27 家庭的且つ刺激的な生活

家族に囲まれた日々を過ごす一方で自身の時間も大切にし、趣味など

に耽ることが可能なライフスタイル

先入観を無くし何事にも取り組む意識作り。将来を見据えての貯蓄。

28 身の回りが好きなもので溢れてる生活スタイル

好きなものを買う為の安定した収入。

隣に居てくれる家族。

ペット。

大きい家に住む。旅行に行く。

無駄使いしないように貯金する。

お金の使い方を考える。

働きやすく休みやすい職場。

人間関係を良くする接し方。

29 自分や他人と関わっていくような生活スタイル

自分の幸せや他人にとっての幸せになることをしていけるような

生活スタイル

自分の個性を生かし、他人が便利だと思えるようなものを作ろうと思うので、無知であることをなくそうとしている

30

いのちの大切さを子どもだけでなく、

親世代にも伝える活動をしていたい。

虐待やいじめが少しでも減るように学校だけでなく、

地域でも活動していきたい。

自分を大切にして、向き合う。みんな違ってみんないいと思える社会。

心理学の勉強。

行政との繋がり。

場所や予算の確保。

外国の方との交流が多く、

交通の便が今以上に良くなる充実した生活

20年後には最近ニュースで取り上げられていた"空を飛ぶ車"や想像

もつかない物などが世に出回っている可能性が高いので日本だけで

なく外国の場合でも今よりも移動時間を短縮できると思うので国際交

流や、観光、それぞれの地域の文化など学ぶことができる機会は多く

なると考えられ、楽しい暮らしが待っていると思います。

・それぞれの地域のアピールポイントを見つけ宣伝する

・多文化になることが予想されるので対応できるように言語の勉強

・ハザードマップの再作成  など

体を動かすフレッシュな生活スタイル

日頃から趣味である体を動かすことを取り入れながら沢山の種類の運

動をしながら毎日フレッシュな気持ちで過ごしていく暮らし方

毎年開催されている姫路マラソンに応募して姫路の街を走りたいと思っています

子供(子供の家族)と共に毎日を楽しめる生活スタイル 大人になった子供(子どもの家族)と仲良く交流している暮らし

子供が姫路を好きで、生活基盤を姫路にずっと置きたいと思ったもらえるような、

住みやすい姫路をつくることが必要。

1

地域の文化と人と触れ合いながら生活をする。

今では地域と触れ合いながら生活をしているのが個人の意見として

減っているように見える。

昔のように近隣の人とコミュニケーションを取りながら文化に触れ合う

生活です。

私は今姫路の大学に通っているのですが姫路城をあまり活用できてないとかんじています。

姫路城を活かし姫路の人と人とのコミュニケーションを増やしたいと思っています。

1

姫路に拠点を置きながらも、

夫婦で日本中、世界と繋がる仕事をしている。

姫路を生活のメイン拠点に置きながらも、世界中の人とモノ、コト、情

報交換しながら、観光産業を軸に楽しみを創造し、仕事を使っていく。

・2019年春に世界と繋がる観光交流拠点づくり

・食べていける仕事になる事業づくり

たのしく健康に過ごしたい。 平日週末に限らず家で友人や隣人が集っている。 正直なところ特に何もしようとしていない。

1

自給自足の生活 プライベートを充実 自然、地域と関わる

1

71

多分野

31

2

ハザードマップの多言語化　姫路市が行なっている国際交流のイベントを今以上に周知し、より多くの人が外国の人と接点を持つことができるようにする。

ボランティアアプリ（例：&hand）の普及

32

2

姫路駅付近に大型スポーツ施設をつくる。

ダンスやヨガ、親子リトミックなど体を動かすことができるスタジオを安い利用料金で一般開放すること。

33

36

周りが来たくなるような家つくり、友達つくり

37

地域の人たちとの農業交流

姫路城を中心とした情緒のある街並みと、姫路駅を中心に交通の便が発達した、日常生活と観光、バランスのとれた都市開発

34

姫路は広く、けっこう行事があるのでそれに参加する。

35

2

専用ウェブサイトの立ち上げ。インターネット会議等を利用し、オンラインでリアルタイムにつながることができる。様々なジャンルのプロが登録されており、求める人材や技術に出会いやすいようなシステムづくり。

「HIMEJI」のブランド力を向上するには、アイディアの段階から柔軟に協働し、もっと民間企業や市民と一緒に創り上げていく必要があると思う。


