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ひめじ創生戦略(案)に関する 

市民意見（パブリック・コメント）の募集結果 

 

１ 市民意見の提出状況  
(1) 案  件  名 ひめじ創生戦略(案) 

(2) 意見募集期間 平成 27 年 12 月 21 日（月）～平成 28 年 1 月 20 日（水） 

(3) 意見提出件数 49 通 83 件 

 

２ 市民意見の結果公表にあたって  
ひめじ創生戦略(案)への市民意見を募集しましたところ、多くの方々から貴重

なご意見を多数お寄せいただき、誠にありがとうございました。結果公表にあた

りまして、提出されたご意見の内容を以下の通り分類し、整理しています。 

  

(1) 項目別集計 

項 目 件 数 

１ 計画全般 8 件 

２ ひめじ創生戦略〔人口ビジョン〕(案) 2 件 

３～７  

ひめじ創生戦略 

〔総合戦略〕(案) 

３ 【基本目標１】地域経済を活性化し、安

定した雇用を創生 
11 件 

４ 【基本目標２】学び、働き、暮らし、交

流する新しいひとの流れを創生 
31 件 

５ 【基本目標３】生涯を通じていきいきと

活躍できる社会を創生 
2 件 

６ 【基本目標４】出産、子育てにやさしい

社会を創生 
5 件 

７ 【基本目標５】播磨の中枢都市として魅

力ある都市・圏域を創生 
24 件 

合 計 83件 
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 (2) 回答別集計 

項 目 件 数 

１ ご意見を反映（一部反映を含む） 5 件 

２ すでに実施済み 8 件 

３ 今後の施策検討の参考 66 件 

４ 対応は困難 4 件 

合 計 83件 

 

 

(3) 修正概要 

① ひめじ創生戦略〔人口ビジョン〕・〔総合計画〕(案) 
 

No. 
パブ 

コメの
番号 

掲載 P 項目 修正概要 

(1) 4 P.51 
市民との協働による戦

略推進 

「工夫を凝らした分かりやす

い周知方法を図り、」の文言を

追加 

 

② ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕(案) 
 

No. 
パブ 
コメの

番号 
掲載 P 項目 修正概要 

(2) 10 P. 2 
ひめじ創生に向けた事

業展開の考え方 

地域経済の活性化による社会

増及び交流人口増加に重点を

置いた表現に修正 

(3) 54 P.18 

施策⑭：子ども・子育て

を見守る地域活動の維

持 

「こども見守り隊事業」の事業

を追加 

(4) 62 P.21 
施策⑰：地域課題克服に

よる日常生活圏の充実 

「まち美化運動の推進」、「路上

喫煙禁止に向けた取組みの推

進」の事業を追加 

(5) 22 P.22 
地方創生に関する市民

対話の充実 

事業概要に「若者が参画し連携

する」の文言を追加 

 

 



ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

1 1 3

戦略をする上で、リーダーシップを持てる人材の発掘が必要であ
ると思える。今の人がだめなら、継承し、次の人がする形になるよ
う工夫してもらいたい。実力を発揮し続けるための費用をも考え
てプランを形にし、人と人とのつなぐ発生の地にしてはと思う。昔
の人との会話を楽しんで、地域のリーダーに問いかけ、大勢で取
り組む。他の市でしていることは当たり前の気構えで頑張ってより
よい地域づくりを頑張って作っていきましょう。

本市に愛着を持ち、地域を支えていく人材を確保する
ため、小中高等における教育環境の充実、愛着と誇り
を持てるふるさと意識の醸成を図ります。また、市民が
活躍できる仕組みや体制の構築に努めていきます。

2 1 2

地域の色がぼやけている。（先を見据えた長期プランと現状の整
合性）

ひめじ創生戦略〔人口ビジョン〕・〔総合戦略〕P.49「施
策⑰地域課題克服による日常生活圏の充実」に記載
のとおり、市内各地域の現状と将来の展望を見据えつ
つ、地域資源や地域特性を活用し、防災、医療などさ
まざまな分野において都市機能を分担し、相互補完
するとともに、公共交通サービス水準の維持・拡大や、
交通結節機能を高め連携を図ることにより、日常生活
圏を充実させていきます。特に、大幅な人口減少が想
定される地域においては、交通機能の維持や買物支
援等、現在の市民生活を支える日常生活の利便性の
維持や安全安心の確保に努めていきます。

3 1 2

多種多様の創生戦略は有ると思います。ただ各地域では独自の
創生戦略が必要な場合も有ると思います。本気で地域が独自の
取組みを行うのが大事かと思います。そのような取組みに関し
て、行政として、強力にフォローして頂けたらと思います。

人口減少社会を克服し、地域の活力を維持するため
には、市民生活に密着した様々な施策を長期的にか
つ総合的に展開していく必要があり、それには、市民
の協力が不可欠です。そのため、市民との協働により
取組みを進めていきたいと考えています。

4 1 1

このまま、少子高齢化が進めば、未来の「姫路」が（孫の世代が）
心配です。若者がもっと結婚できるように、大人の私たちが応援
しなくてはいけないのでは。一人遊びのゲームや、一人カラオケ
などに満足して、異性と出会う楽しみを知らない若者が増えてい
ると思います。高齢者が健康で元気に楽しく活動できるような、取
組みをしましょう。高齢者だけでなく、子どもや若者が一緒に活動
できるような、取組みが大切だと思います。そこで、この現状を多
くの市民に知らせましょう。分かり易く、誰もが理解できるように工
夫を凝らしたパンフレットを配付してください。

ご意見を反映し、ひめじ創生戦略〔人口ビジョン〕・〔総
合戦略〕P.51「（1）市民との協働による戦略推進」の内
容を修正し、「工夫を凝らした分かりやすい周知方法
に努めること」を追加します。
また、ひめじ創生戦略を分かりやすく周知するため
に、概要版、まんが版を作成します。それを市内の小
中学校、高校、大学及び図書館等に配布するととも
に、地方創生に関する市民対話を実施する際には活
用したいと考えています。

5 1 3

行政ができないことや、やり難いことを民間が行い、民間が出来
ないことを規制緩和等により出来るようにしていくのが今後訪れる
人口減少に対応する仕組みではないかと考えます。
例）どんな施策を行ったかではなく、DMOまで行かないにして
も、自治体、民間企業、学生、金融機関など多様な人材が集ま
る、特に若者(35歳以下とか40歳以下など制限を設ける）が集ま
り活動できる仕組み作りが必要ではないでしょうか。

公共サービスの水準の維持向上やコスト縮減を図るこ
とができる場合におきましては、行政として果たすべき
責任に留意しつつ、民間の資金やノウハウ等を活用し
た手法（民間委託、PFI、指定管理者制度等）を適切
に導入していきます。また、事業の実施にあたっては、
多様な人材の参画を図り、連携して進めることに努め
たいと考えています。

6 1 2
まだまだわからないことがたくさんあるがこの戦略はとても良いと
思った。

ひめじ創生戦略を着実に推進していきます。

7 1 3

社会動態・交流人口増加を重点に、産官学金労言や播磨地域
の市町とも連携しつつ、包括的に事業を実施することにより、これ
からの人口減少社会に対応されたい。

ご意見のとおり、産官学金労言や近隣市町と連携し、
多角的、広域的に事業を推進し、播磨圏域全体の活
性化を図っていきます。

8 1 3

当戦略の立案・実施は、これからの人口減少社会の到来にあた
り、持続可能な地域社会を構築する上で必要不可欠な取組みで
あると考える。
今後、激化が想定される都市間競争に勝つためにも、姫路の強
みを一層明確に捉え他都市との差別化を図るとともに、姫路市
単独での取組みでは限界があることから、播磨圏域連携中枢都
市圏との整合性を図り、播磨の中枢都市としてふさわしい施策を
立案・実施する必要があると考える。

ご意見のとおり、ひめじ創生戦略を推進し、近隣市町
と連携し、各市町の資源や特徴を生かした連携事業
を推進するとともに、公共交通を中心とした総合的な
交通体系の構築により、圏域全体の活性化を図って
いきます。

9 2 3

目指すべき定住人口を2060年に約47万人とされ、社人研推計

から10万5千人の増加、現在より6万6千人の減少で理想的な人
口構造が提示されていますが、アクションプランの施策実行で増
加する人口の10万5千人が裏付けされているのか疑問のあるとこ

ろです。6万6千人の規模の縮小に伴う、学校等を中心とした公
共施設の閉鎖、統合、建替え等、また、道路、水道など社会イン
フラの整備計画がアクションプランに無いのは片手落ちの計画と
思われます。目標達成への施策になっているのか、施策の結果
の積み上げが結果としてP.31の目指すべき人口構造になったの
か検証が必要と思います。

公共施設等の老朽化等への対応につきましては、ひ
めじ創生戦略〔アクションプラン〕P.22記載の施策⑲
「行政マネジメントの強化」において、「公共施設等総
合管理計画の推進」を掲載しています。また、戦略の
検証につきましては、PDCAサイクルにより、有識者の
専門的見地や市民目線から提言と評価を行いたいと
考えています。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

10 2 1

2060年に人口47万人を維持するためにも、ひめじ創生戦略会
議は重要であると考えており、当総合戦略を積極的に推進され
たい。現状の人口ピラミッドによると、人口の自然増は見込めない
ため、社会増並びに交流人口増加に重点をおくべきである。

ご意見を受け、ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕P.2
を修正し、ものづくり産業及び姫路城等による本市の
強みを活かした地域経済の活性化による社会増及び
交流人口増加に重点を置いた表現に改めます。

11 3 3

農業の後継者問題。小中学生に農業に関心が多いにあると思え
ないし優良企業への就職が良いなと思えるからです。地域農業
の活性化に力を入れ、特産品（地域ブランド）の宣伝をし魅力あ
る地域づくりをしてはどうでしょうか。

認定農業者や新規就農者などの育成を図るとともに、
農業が魅力あるものとして認識されるよう事業の推進
に努めます。また、地元農産物の高付加価値化や認
知度の向上により、ブランド力の強化を図っていきま
す。

12 3 3

若い人にふるさと意識や農業の担い手が無くなっているため、農
業に魅力が無くなっている。そこで、兵庫県には日本酒の酒蔵が
あるため、姫路市の北部の田園地帯を酒米特区に指定して、若
者に農業の楽しさを伝え、安定した収入を確保することで、若者
の流出を防ぐ農業振興が大事である。

認定農業者や集落営農組織、新規就農者などの担い
手育成を図るなど、地域農業の活性化に努めます。ま
た、地域農産物の高付加価値化や認知度の向上によ
り、ブランド力の強化を図り、今後とも農業が魅力ある
ものになるよう努めていきます。

13 3 3

ものづくりの強みを活かした取組みを行う中で、創業・企業は金
融機関と連携して事業の継続性が伴うものにしていくことが大切
で、計画時から金融機関が係わることによりデフォルト率を低下さ
せる取組みを行い、補助等による借りやすさを前面に出しすぎな
いよう施策を立案してください。ただ、それ以上に各事業所の中
間人材の確保策が創業・起業以上に大切と考えます。小規模事
業所で長年経理を行っていた人材などが高齢化により世代交代
が必要にもかかわらず、現実に余剰人員を抱えて指導している
余裕はなく、また、新卒者は即戦力になりにくいため、都心から
40代、50代が転職できる仕組みと支援策が必要と思われます。
各自治体が独自に行うのではなく、兵庫県が全自治体の従業員
のマッチングと移住推進等を行い、職と住の両面の相談が出来
る県内全域のワンストップ窓口の設置。ホームページから自治体
へリンクするシステムではなく、条件等で検索すれば県内全ての
情報が閲覧できるなど、利用者が見やすいものが良いと思いま
す。

創業支援については、姫路市では、「創業支援事業
計画」に基づき様々な支援策を展開しています。 「創
業支援事業計画」では、創業支援事業者である姫路
商工会議所との連携を強化、さらに姫路市商工会や
日本政策金融公庫姫路支店、兵庫県信用保証協会
姫路支部等の地域の商工団体や金融機関等と、それ
ぞれの強みを生かした創業支援ネットワークを構築
し、創業前から創業後5年程度の方を一体となって支
援しています。企業と求職者とのマッチング方法につ
いては、ご意見を参考にしながら適切な方策を検討し
ていきます。

14 3 2
もっとたくさんの森林を増やして欲しい。 姫路市は北部に豊かな森林がありますので、それを維

持するため整備していきます。

15 3 3

育児世代を呼び込むには、労働できる場を増やされるといいかと
思います。

育児世代を含め、求職者に労働環境の場を適切に提
供できるよう、就職情報の提供や企業と求職者との
マッチングを図っていきます。

16 3 3

ひめじ創生戦略アクションプラン「４．新規・拡充事業一覧」への
追加について、総合戦略では、基本目標１「地域経済を活性化
し、安定した雇用を確保」とされ、その施策④には「地域の特色を
活かした農林水産業等の振興」と記載されています。また、１２月
市議会にて市議からの質問と当局の答弁で「食の拠点」との考え
が示されました。そこで、アクションプランの事業として、以下のと
おり項目を追加してはどうでしょうか。
施策④「地域の特色を活かした農林水産業等の振興」の「事業・
事業内容」に具体的項目を追加
◆食の拠点エリアの設置による農・漁・商・工の連携強化
「ひめじ食の拠点エリア（仮称）」の創出
妻鹿への姫路中央卸売市場の移転が決定しており、その周辺に
は農・漁・商・工の民間企業も数多く集積しています。このエリア
を姫路市の食文化の中心と位置づけ、食品関連産業の進出を
促し、製造、加工、販売まで集約された地域と設定します。
＜具体的なイメージ＞
中央卸売市場の移転に合わせ、周辺に食品工業を誘致、その
近隣に製造直売所を設置、市内各所で生産される農作物、魚介
類の販売所も併設する。
ファミリー層への食品工場等の見学を可能とすることにより、製造
直売所の買い物ついでに工場見学が可能となり、集客も増加す
るなど相乗効果が期待できる。あわせて、小中学校生の社会学
習等にも積極的に利用されれば、受入企業にとってもPR効果が
期待できるなど食品関連産業の立地にも寄与できる。
また、食品関連産業が集中することにより、集中化による輸送の
効率化や冷凍庫等に集中配置による効率化等が図れ、各企業
にも相応のメリットが生じる。

市場の施設再整備につきましては、ご意見のとおり、
妻鹿漁港に隣接し、近隣には水産物直売所、食品の
加工場や配送センター等が数多く立地しているため、
これらの事業所と連携することにより食の拠点としての
地域の活性化が見込めることから、白浜地区出光跡
地への移転建替の方針決定を行ったところであり、食
の拠点として検討を進めているところです。
ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕は、毎年度見直し
を予定していますので、具体的な整備内容等が定まっ
た段階で、アクションプランの事業として掲載したいと
考えております。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

17 3 3

基本目標１「地域経済を活性化し、安定した雇用を創生」につい
て、総合戦略（案）に記載のとおり、姫路市の臨海部は全国でも
有数の産業集積（ものづくり）地域であり、一方で市町合併により
農林水産業も増していると記載されています。確かに、施策①に
は「ものづくり力の強みを活かし、競争力の強化」として製造業の
発展を期す取組みが記載されていますが、施策②の「企業立地
の推進」、加えて施策③「市内企業への就職支援」にある企業と
は製造業に限定されないと考えます。さらに施策④「農林水産業
の振興」とあることからすると、本目標「安定した雇用の創生」の指
標として「従業員（製造業）」との記載は「製造業」のみを念頭にし
たものと誤解が生じるように感じます。

ものづくり産業が本市の強みであると考えており、地域
経済の状況を図る成果指標の1つとして代表的なもの
であると考え、製造業における数値を選択させていた
だきました。

18 3 3

ひめじ創生戦略アクションプラン（案）「施策③：職業教育と就業
機会の充実」－「民間企業と連携した就業教育」－「民間企業に
よる小中高生に対する講座の開催」が記載されています。また、
「施策⑰：地域課題克服による日常生活圏の充実」－「環境意識
のの啓発事業」が記載されています。
姫路市は、発電所による電気の生産地であり、多くの製造工業を
有しています。その強みを活かした地域の活性化を推進し、活力
ある「ふるさと・ひめじ」を維持することが重要と考えます。そこで、
民間企業と連携し、未来を担う子どもたちにエネルギーや製造現
場を身近に感じてもらい、その大切さを伝えるという観点の事業
を追加してはどうでしょうか。
エネルギー分野の具体例として、発電や送電の仕組みのほか、
電気の使われ方や省エネの大切さ、地球温暖化問題などについ
て、民間企業と連携した出前教室を実施してはどうでしょうか。

本市においては、学校が市内の企業等を訪問し、環
境問題やエネルギーの学習を行ったり、職場体験活
動を行ったりする際のバス代等を支援しています。ご
意見のとおり、民間企業による小中高生に対する講座
を開催する際に、本市の市政出前講座と連携すること
も可能と考えられ、より効果的なものになると思われま
す。

19 3 4

社会増について、製造業者等を対象とした工場立地促進制度
や、創業者を対象としたまちなか創業支援等の制度があるが、地
域経済の活力創出のためには、いずれも区域が限定的であるた
め規制緩和を検討されたい。

まちなか創業支援につきましては、限られた財源の
中、若者や女性を中心に新たな創業を促進させること
により、中心市街地の活力やにぎわいの創出を図るた
めに区域を設定しておりますので、ご理解ください。

20 3 3

企業の誘致や持続的発展、創業者支援等に向け、当市内の経
済の分析・研究・情報提供を行う専門機関を設立し、企業の支援
体制の拡充ならびに安定した雇用の創出に注力されたい。

本市内の経済の分析・研究等については、専門知識
や経験をもつ人材を有する民間が主体となり、商工会
議所、金融機関、大学、行政等の関係機関も連携しな
がら、検討していくことが望ましいと考えています。本
市としても、産学官金の役割分担を踏まえ、地域経済
の分析や研究に係る取組みの推進に、協力していき
たいと考えています。

21 3 3

地域に密着した経済研究機関を設立し、ビッグデータ等に基づ
いた当地の分析・研究を行うことで、地域の特性や実情を捉え、
一層有効な政策立案および指標設定が可能になり、真の地方創
生が実現できるのではと考える。

本市内の経済の分析・研究等については、専門知識
や経験をもつ人材を有する民間が主体となり、商工会
議所、金融機関、大学、行政等の関係機関も連携しな
がら、検討していくことが望ましいと考えています。
本市としても、産学官金の役割分担を踏まえ、地域経
済の分析や研究に係る取組みの推進に、協力してい
きたいと考えています。

22 4 1

各種のイベント・行事は、若者が興味を持つ内容にして、計画か
ら運営まで若者に任せてみましょう。

ご意見を受け、ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕
P.22の「ワールド・カフェ方式を活用したタウンミーティ
ング」の内容を修正し、若者が参画し、連携する事業
にします。また、その他のイベント、行事につきまして
も、若者が参画できるように努めたいと考えています。

23 4 3

市内のあちこちで実施されている夢プラン事業などは、地域だけ
のものにしないで、誰でもが参加できるようにしてほしいです。

姫路市が実施主体として行っている事業については、
出来る限り広くご参加いただけるように努めています
が、地域団体や市民団体等が実施主体の場合は、実
施主体の判断によります。なお、地域夢プラン事業の
中には、市域全体を対象とし、どなたでも参加してい
ただけるような事業もあります。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

24 4 3

熊本城の大繁盛に倣って、姫路城に御殿を建ててはどうか。
三の丸広場は、イベント会場として捨てがたく、千姫牡丹園は、
現状のままで魅力的であるので、備前丸に建てることは出来ない
か？
想像の御殿ではなく、間取り図等は、資料に基づいた精巧な建
物を、建ててはどうか。明治まで資料が有ったというから、残って
いるのでは？
問題点として、少し手狭になる、天守閣の景観への影響が考えら
れる。

御殿等の建造物復元については、古文書等の史料や
発掘調査による成果など、極めて厳格な裏付け資料
が求められます。
備前丸の建物群は、明治15年に焼失しましたが、現
在まで、復元を検討できるような資料は蓄積されてい
ません。
大天守や三の丸を含む内曲輪では、現存する文化財
建造物や石垣などを保存しつつ、失われた建造物等
について、復元等に向けて調査研究を行い、整備手
法を検討することとしており、引き続き進めていきま
す。

25 4 3

「播州屋台会館」を創建してはどうか。播磨の自慢は、城と祭りで
あり、播州の秋祭りは、世界一である。
屋台の造形、漆の奥深い輝き、金銀の金具、豪華な刺繍、綿密
な彫刻、シデ・鉢巻の色、伊達縄の揺れ、太鼓の音、掛け声の勇
ましさ、勇壮な練り、何をとっても世界一である。
屋台関係の工芸技術の保存・継承、金具、彫刻、漆塗り、刺繍等
のため、地元での職人育成ができる。
播州の祭礼の歴史的記録を保存してはどうか。
賛同署名者１０万人の願いである。
場所は、姫路城周辺か浜手がよろしいかと思います。会場周辺
で、毎年、１～２回、どこかの祭りをやるのはどうか。

全国の屋台会館等の施設は利用者が少なく厳しい運
営状況となっている施設も多いことから、公共施設とし
て整備する場合には、その建設費、運営費、来館者
の確保など、解決すべきさまざまな課題があると考え
ています。 特に、施設整備に対する市民の理解が何
よりも重要なことから、引き続き屋台文化保存連絡会
等の取組みの状況や市民の気運の盛り上がりなどを
見守りたいと考えています。

26 4 3

播州の伝統工芸の復活・保存・伝承
かちん染、書写塗、押し絵、播州音頭を推進してはどうか。

書写の里・美術工芸館において、姫路の伝統工芸品
の展示や制作実演、体験講座などを実施しています。
ご意見は参考にさせていただきます。

27 4 3

「松原」復活
昔から、「播州は、松どころ」と言われているので、絶えて久しい
白砂青松の輝きのある「松原」の復活の取組みを行ってはどう
か。

滞在型の観光を推進するため、新たな観光資源を発
掘するとともに、まちの景観形成に努めていきます。ご
意見は参考にさせていただきます。

28 4 3

地中に埋る遺跡の発掘
書写山本城については、中世守護館の全貌を知りたい。　峰相
山鶏足寺については、中世がまるまる残っている。その他妻鹿国
府山城（甲山城）、英賀城など発掘して欲しい。

保護・顕彰を図り、後世に伝えていくべき遺跡が市内
には数多く残されています。歴史的な重要性や遺跡を
取り巻く環境等を総合的に判断し、長期的視点に立っ
た発掘調査・保存整備計画の策定を検討していきた
いと考えています。
また、滞在型の観光を推進するため、新たな観光資源
を発掘していきたいと考えています。ご意見は参考に
させていただきます。

29 4 3

観光について、姫路城、圓教寺と歴史遺産を個々にアピールす
るのでは、姫路の来訪者を一日留め置くことは無理であるので、
姫路で唯一本格的な金の採掘がされた富栖鉱等の歴史遺産も
活用して、姫路城→書写山圓教寺→ふるさとかかしの里→富栖
鉱山跡探訪→千年家→三木家住宅等の観光資源、塩田温泉等
の休養施設を結び、コース（線）を開発して来訪者を姫路に泊め
おくようにすれば、より姫路を知ってもらい、ひいては姫路のア
ピールにつながるのではないかと考えます。

滞在型の観光を推進するため、新たな観光資源の発
掘や、観光ルートを設定していきたいと考えています。
ご意見は参考にさせていただきます。

30 4 3

移住・定住支援策の中で、空き家バンク制度を掲げられていま
す。アクションプランでの空き家バンクの登録基準が不明でありま
すが、山間部と違い播磨地域内では中心市であり、民間不動産
業者が多数存在する中で、行政が空き家バンクに費用を支出す
ることには疑問があります。また、目標件数が４０件と不動産業者
の物件情報と比してかなり少ない件数でどのような魅力的な情報
発信となるのか疑問がありますので、民間事業者に任せて、行政
は売買が難しい物件などが流通しやすいよう規制緩和を行うべき
ではないかと考えます。
例）JRや私鉄駅１km内の空き家と、郊外空き家での空き家バン
ク。人材確保のため、優良な住まいを提供するための姫路市内
不動産業者との連携協定、指定地区等を設け、再構築するため
の規制緩和。

空き家バンクは平成28年2月より実施した事業で、市
費は要していません。今後、ご意見を参考にしなが
ら、他の施策と連携を図るとともに制度の充実に努め
ていきます。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

31 4 3

運動がもっと出来るような広場、体育館があれば市民が健康的に
生きれると思います。スポーツイベント等あればなお輪が広がると
思います。また、駅から近いと人が集まりやすいと思います。

市民の生涯にわたる健康増進のため、スポーツに親し
むことができる環境の整備やスポーツを通じた交流促
進に取り組んでいきます。

32 4 4

大学にもっと面白そうな学部があれば若い人が集まると思いま
す。

引き続き、大学との連携事業や大学への支援等を
行っていきます。学部の創設については、大学の運営
に期待します。

33 4 3

海外の学校と姉妹校となって海外へも繋がれるようにする。学費
の援助。育休の支援、医療（予防接種など）の支援。

本市の海外の姉妹校提携している学校は、フェニック
ス市1校とアデレード市2校の計3校あり、市立高校生
の海外姉妹校相互派遣を行い交流を深めています。
学費の援助として、現在奨学金の制度が各種あります
ので、周知に努めるとともに、より使いやすい制度とな
るよう充実させていきます。
育休の支援については、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）に関連する情報の発信に努めるととも
に、多様な働き方、多様な能力発揮の場が可能にな
る環境づくりを支援します。
予防接種などの医療支援については、子どもや高齢
者等に対する予防接種の支援があります。周知に努
めるとともに、接種率の向上に努めていきます。

34 4 3

夏祭りをもっと盛大にして欲しい。クリスマスのイルミネーションを
姫路にもして欲しい。イベントごとにもっと活性して欲しい。

現在、イベントの開催や各種団体が実施するイベント
支援を実施していますが、より効果のあるイベントが開
催できるように努めていきます。

35 4 3
大学の立地（有名な大学を誘致する） 引き続き、既設大学との連携事業や支援等を行って

いきます。

36 4 3

外国人への配慮。 外国人観光客の受入体制として、姫路市観光案内所
においてきめ細やかな案内を実施するとともに、外国
人の方にもわかりやすいよう案内サインやパンフレット
の多言語化に努めていきます。
また、在住外国人に対しては、日本語学習や情報提
供等により支援していますが、さらなる充実を図ってい
きます。

37 4 3

公共交通機関の英語表記が少ないと思います。バス内の停留所
表記なども英語表記されれば、外国人観光客が多い姫路なの
で、外国人への対応が更に充実すると思います。

外国人の方にもわかりやすいよう案内サインやパンフ
レットを充実させていきます。また、姫路市観光案内所
においてきめ細やかな案内を実施していきます。さら
に、公共交通機関の英語表記については、事業者へ
インバウンド対応の促進要請に努めていきます。

38 4 3
SHIBUYA109的な、ちゃんとしたブランド服を売っている建物が
欲しい。

魅力ある商業施設などの立地が促進されるよう、引き
続き魅力あるまちづくりに努めてまいります。

39 4 3

観光客が多すぎて歩道が渋滞していたりして自転車が通れない
ので交通整備をして欲しい。

歩道上に自転車が通行できる部分を示すなどの整備
により、安全で快適な自転車・歩行者の交通を充実さ
せていきます。

40 4 3

姫路城前でやっているイベントをもっとアピールして欲しい。たく
さんのジャンルで開催しているので魅力的だが、当日になるまで
なにがやっているのか知れないことが多い。

ホームページや市公式Facebookへの掲載、広報紙
の活用等、効果的な広報活動を展開し、イベント等の
魅力発信に取り組んでいきます。

41 4 4

姫路は駅周辺にショッピングモール、スーパーなどがかたまって
いるため、大学周辺にもカフェやショッピングモールをつくって、
暇な時に行ける場所をつくって欲しいです。

民間事業者が行うことと考えられるため、民間事業者
の出店に期待します。

42 4 3

姫路は、せっかく新幹線も通っている交通の便が良い都市であ
るにも関わらずイメージがあまりよくないと思います。治安、暴走
族等のイメージがあるからです。また駅周辺は発達しているため
遊びに来る際にはとても良いが、住むのは躊躇してしまいがちで
す。そのためにももっと町の中央にコストコやアウトレットなど、駅
周辺以外にも若者が集まる場所を作ってみてはいかがでしょう
か。

安全に安心して暮らせる地域社会をつくるため、警察
による検挙活動だけでなく、行政、防犯協会等、地域
社会が連携し、犯罪の防止活動に取り組んでいます。
こうした取組みにより、市民の身近なところで発生する
近年の刑法犯罪総数は減少傾向にあります。
一方、アウトレットパーク等の集客施設の整備は、民間
事業者が行うことと考えられるため、商業施設の立地
は、民間事業者による立地に期待します。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

43 4 2

私の住む明石の「明石公園」は、先日の授業では昨年は甲子園
球場に次ぐ来場者数であったとありました。明石公園はJR明石
駅の正面かつ無料なのでこの結果となったように感じます。姫路
城も入城料を下げる、もしくは無料日を設けるなどして潜在的な
姫路城＆姫路ファンを発掘してはいかがでしょうか。また、姫路
は兵庫県内２位の都市であったと思うのですが、どこも閑散とした
イメージを受けます。もう少し中心地に様々な娯楽施設を集める
など、実施してもいいかと思います。

改修を終えた世界文化遺産・姫路城への注目が高ま
るこの好機を活かし、姫路ならではのおもてなしで姫
路ファンを発掘していきます。
また、平成27年7月には、姫路駅東側に12のスクリー
ンを有するシネマコンプレックスを含む商業施設が
オープンしました。さらに都市型ホテルや専門学校の
整備が計画されているほか、文化・交流施設やコンベ
ンション・展示施設等の大規模集客施設の整備を計
画しています。
併せて、週末等にはＪＲ姫路駅北側のキャッスルガー
デン北広場等において、希望者が展示会やミニライブ
などを行うなど、中心部の賑わいを創出しています。

44 4 3

姫路の企業なら祭りで休めるが、市外は休みにくいので参加が
減少している。だから市外でも楽に休めるようにして欲しい。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の考え方
が浸透し、誰もがやりがいや充実感を感じながら、仕
事上の責任を果たす一方で、子育て等の時間や家
庭、地域における個人の時間が持てる健康で豊かな
生活ができる社会の醸成に努めていきます。

45 4 3

姫路城をイルミネーションで飾ったり姫路城がよく見える観覧車
を作ったりして観光客を増やして、姫路に興味を持ってもらう。

文化財保護法をはじめ法令規制があるため、姫路城
のイルミネーションや観覧車の設置は考えていません
が、世界中から人が集まるように魅力を高めるととも
に、情報発信に努めていきます。

46 4 3

最近流行のレジャー施設をつくる。 レジャー施設等の立地は、民間事業者が行うことと考
えられるため、姫路市による対応は困難ですが、魅力
あるまちづくりに努めていきます。

47 4 3

有名で大きな祭りをする。京都のような季節の名物等を全国に普
及させる。

お城まつりや各地のお祭り等は、市ホームページや広
報紙、マスコミ向け冊子等を活用して、情報発信に努
めていきます。

48 4 3

教育の分野で、地域の伝統工芸などの伝統の教育、体験に力を
入れるべき。例えば、自分達の足で調べに行かせて、歴史やそ
れを受け継ぐ人の話や悩みなどを聞き、体験、その感じた事を発
表していき、その伝統をどう次の世代に繋げるべきかを考え、ネッ
トなどに記載してみてはどうか。大規模な研究施設、拠点を整備
してそこで行えば、勉学に力がはいるはず。

ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕P.11に記載してい
る「地域夢プラン事業」を実施しており、地域資源を活
用した地域の魅力向上や未来継承への取組みを支
援しています。
また、各学校においては、校区に残る偉人・伝統文
化・自然等を題材にした「地域資料」の開発に取り組
み、道徳や社会科、総合的な学習の時間に活用し
て、子供の郷土愛の育成に努めています。ご意見は
参考にさせていただきます。

49 4 3

ゆるキャラはもう増やさなくていい。作るなら、ひめっしーかひめも
んにしましょう。子どもに愛されるキャラは全部まるっこいやつ
ばっかりなので、出来るだけ丸い感じがいいと思います。

しろまるひめをはじめ、姫路市のイメージキャラクター
を活用したPRに努めていきますので、皆さまの応援を
よろしくお願いします。ご意見は参考にさせていただき
ます。

50 4 3

姫路城の観光客が増えているので姫路城から別の場所もセット
にして、観光場所を広げるといいのではないでしょうか。

ご意見のとおり、姫路城と姫路城以外の姫路や播磨
の地を巡っていただき、回遊性を高め、飲食や土産物
購入、宿泊等につなげていく「姫路城プラスワン」作戦
を展開していきます。

51 4 3

当戦略の事業に組み込んでおられるスポーツコミッションやプロ
スポーツクラブの支援体制の整備にも努められたい。プロスポー
ツクラブの支援は、当地を全国に発信するとともに当地外からの
交流人口の増加ならびに地域経済に好影響をもたらすことが期
待される。

ご意見のとおり、ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕
P.11記載の「スポーツコミッション」の設置等、事業の
具体化を図り、スポーツに関する大会の誘致やプロス
ポーツクラブに対する支援を行い、交流人口の増加
や地域経済の活性化に努めたいと考えています。

52 4 3

観光振興については、一市単独での取組みでは消費者ニーズ
を満たすことは難しく、圏域内での連携により回遊性の向上や滞
在時間の延長を図り、経済活性化を目指すことが必須となること
から、（仮称）姫路市観光振興計画においても当戦略との整合性
を図り、播磨の中核都市として広域での観光振興を前提とした計
画を策定し、当地のリーダーシップにより経済成長の牽引役を果
たさなければならない。指標についても、入込客数や観光案内
所の対応件数だけではなく、経済効果の測定が可能な指標指定
を検討すべきであると考える。

ご意見のとおり、近隣市町との連携により、回遊性の
向上や滞在時間の延長を図り、観光振興を推進する
とともに、ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕P.12記載
の（仮称）姫路市観光振興計画との整合性を図り、播
磨圏域において、リーダーシップを発揮し、経済成長
の牽引役を果たしていきます。

53 5 3

世話好きの人が減っている。自治会での活動がやりにくくなって
いる。他人任せが多い。

活力ある地域を維持するため、自治会の取組みに対
して支援するとともに、新たな人材の育成につながる
施策を検討し、実施していきます。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

54 5 1

健康ウォーキングの実施を小、中、高の生徒の下校時間帯に合
わ、地域のパトロール隊としての役割を担ってもらう。

ご意見を受け、ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕
P.18に「こども見守り隊事業」を追加し、子どもたちが
安全で安心して健やかに育まれる地域社会を目指し
ます。また、P.15に記載している「健康ウォーキング
マップ」を作成し、健康促進を図ります。

55 6 2

少子化対策として結婚や出産を支援する政策を増やす。 ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕P.17「妊娠・出産包
括支援の充実」等に記載のとおり、出産・子育てに関
する相談支援機能の充実、産後ケアの拡充、教育・保
育の提供体制確保を図ります。

56 6 3

年収が低すぎて、幼稚園、保育所で働こうと思わない。 私立教育・保育施設の保育士人件費については、国
が定める公定価格により支弁し、待遇改善を図ってい
ます。また、今後も保育士の処遇改善を図っていきま
す。
また、専門の教員免許を保持し、担任として子どもの
教育・保育に携わる幼稚園の臨時教員の待遇改善に
ついては、その職務の専門性・重要性を鑑み、給与面
も含めた処遇改善を進めていく必要性を感じており、
引き続き関係各課に働きかけていきます。

57 6 3

保育、幼稚園等の給料が低い。児童養護施設の人、不足して本
当に大変そう。

私立教育・保育施設の保育士人件費については、国
が定める公定価格により支弁し、待遇改善を図ってい
ます。また、今後も保育士の処遇改善を図っていきま
す。
また、専門の教員免許を保持し、担任として子どもの
教育・保育に携わる幼稚園の臨時教員の待遇改善に
ついては、その職務の専門性・重要性を鑑み、給与面
も含めた処遇改善を進めていく必要性を感じており、
引き続き関係各課に働きかけていきます。

58 6 3

育児ママさんの交流の場を増やして人の輪を大きくしていきま
しょう。いろんな意見が出てくると思います。

児童センターやわくわく広場等の地域子育て支援事
業や保育所等での子育て支援事業等、今後も子育て
中の親子の交流の場の充実を図ります。また、すこや
かセンターでは、地域で活動する子育てサークルに活
動の場を提供したり、サークル同士が集まり、共同でイ
ベントを企画する活動を支援しています。今後も子育
てサークルの育成支援を行っていきます。

59 6 3

子どものいる世帯へのサポートを増やす。 ひめじ創生戦略〔人口ビジョン〕・〔総合戦略〕P.48記
載のとおり、子育てが大きな喜びや生きがいとなる環
境を実現するため、認定こども園や保育所等の教育・
保育の提供体制の確保を図るとともに、子育てに関す
る相談支援を行う利用者支援事業や、地域子育て支
援拠点事業、子育ての相互援助を行うファミリー・サ
ポート・センター事業等、地域における様々な子育て
支援の充実を図ります。

60 7 3

生活面のことだけでなく、防災面の意識づけも必要。 あらゆる災害から市民生活の安全を確保するため、実
践的な危機管理体制の構築と火災や事故などの日常
的な災害に対応できる消防・救急体制の充実を図ると
ともに、防災に対する啓発に努めていきます。

61 7 3

公民館や図書館など、地域の施設をもっと住民に開放しましょ
う。規制が多くてせっかくの施設が有効に活用されていないので
は。

社会教育施設として、さらなる発展を目指すとともに、
地域コミュニティ活動の拠点として、より一層の活性化
が図られるよう一層の支援に努め、施設のあり方につ
いて検討していきます。

62 7 1

街を綺麗にして欲しい。ポイ捨てに厳しくして欲しい。 ご意見を受け、ひめじ創生戦略〔アクションプラン〕
P.21に「まち美化運動の推進」及び「路上喫煙禁止に
向けた取組みの推進」を追加し、市民協働による清掃
の実施や啓発活動を一層強化するなど、ごみのない
美しいまちづくりを推進していきます。

63 7 2
電線の地中埋設
一度には無理だろうから、モデル地区を設定して実験する。

現在、主に姫路駅周辺の幹線道路や姫路城周辺の
道路について、順次、地中化を進めています。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

64 7 3

手柄周辺に市の施設を
姫路市中央市場の妻鹿への移転は、本決まりになったようです
が、その跡地に何を持ってくるのか？
何十年も捨て置かれて、ゴーストタウン化しないように、お願いし
ます。
大図書館の創建を希望します。昔、手柄山に市の図書館があり
ました。現在の、城内図書館が手狭だと言う人もいます。
病院の誘致も、期待したいところです。循環器センターの後継施
設をお願いします。
交通が至って便利なので、「播磨屋台会館」は、どうでしょうか？
植物館は、今の位置ではダメなのか？良い雰囲気だと思うが？

現市場敷地の約7割は借地であるため、市独自で跡
地利用の検討を行うことは適切ではないと考えてお
り、地権者等と協議を図りながら適切な跡地利用を検
討していきたいと考えています。

65 7 3

みゆき通りの中の店など、姫路は店が少ないし営業時間も少な
いのでもっと増やして、姫路城に良く集まる高齢の方ばかりでは
なく若者にも愛される町にして欲しい。

商店街の各店の業態は、長年顧客のニーズに対応さ
れてきた結果、現在の形になっており、また、営業時
間につきましても、客層や売れ筋の時間等によって独
自に定めています。このため、施設全体で営業時間を
定めている郊外型ショッピングセンターと比較して、商
店街では、早く閉まる店が比較的多く見受けられます
が、最近は、飲食店を中心に、少し遅い時間まで営業
している店舗も増えてきており、賑わい創出の一助に
もなっています。
今後も商店街エリアを含む中心市街地の魅力づくりを
どのように進めるべきか、商業者を中心に、関係者等
と協議・連携しながら、検討していきたいと考えていま
す。さらに、ナイト観光を推進するなど夜の姫路を充実
させる新たな取組みを図っていきます。

66 7 3
交通の便を良くする（車、バス、JR,山陽以外も充実させる）。自
転車・歩行者用の道路を広くし、車との接近を防ぐ。

歩道の付いた幹線道路の整備により、自転車や歩行
者の安全な交通を充実させていきます。

67 7 3

駅周辺の車や自転車がどこから出て来るか分かりにくく、歩道を
自転車が走っていたりするので、自転車用の道や、もう少し交通
面の表記を充実させて欲しいです。

歩道上に自転車が通行できる部分を示すなど、安全
性の向上を図っていきます。また、案内誘導や情報提
供の充実を図り、交通環境の整備を推進していきま
す。
また、大手前通りの十二所前線以南及び北駅前広場
内は自転車を降りて押していただくゾーンと定め、警
察や交通安全協会とも協力し、自転車手押しの啓発
を行っています。

68 7 3

バス代が高いので市民割引とかをして欲しい。 日常生活に不可欠なバス路線維持確保のため、バス
事業者へ補助金を交付していくことにより、サービス水
準等の維持に努めています。

69 7 3

市バスにあたる神姫バスが高いのでバスが利用しにくい。 日常生活に不可欠なバス路線維持確保のため、バス
事業者へ補助金を交付していくことにより、サービス水
準等の維持に努めています。

70 7 4

無料駐輪場が欲しい。 市内各駅周辺の駐輪場は、市有地や鉄道事業者、民
間の遊休地を利用していますが、新増設は大変困難
な状況にあります。利用料金の有無については、各駅
の利用者数の推移や既設駐輪場の利用状況、周辺
の民間駐輪場等を勘案しながら検討していきます。

71 7 3

姫路の道は駅周辺だけが整備されていて、田舎道に対しては行
われていない。土地の買収とか難しいと思われるが、住宅街など
の道も人々が安心して歩けるような道を作るべきだと考える。

交通渋滞の緩和や危険箇所の改良等、周辺の交通
状況や今後のまちづくりとの関連性を考え、地域住民
と相談しながら安全な道路の整備に努めていきます。

72 7 3

歩道も歩行者専用ではなく、歩行者と自転車のレーンをしっかり
と区分した方が市民もルールを守りやすいと思われる。歩行者専
用は守られにくい。

歩道上に自転車が通行できる部分を示して区分する
ことにより、安全で快適な自転車通行や歩行者の交通
を充実させていきます。

73 7 3

道路が危ない。ベビーカーを押して買物に行けない。歩道が狭
い、段差が多い、段差の高低差が大きい。歩道の舗装がガタガ
タでベビーカーにのせた乳幼児が可哀想。暗い。歩道に街路樹
は必要か？その分だけ狭くて通行しにくい。田畑と歩道の間に
柵をして欲しい、落ちたら危ない。大阪市ではベビーカーを押し
て歩いている人を多数見ますが、姫路市ではほとんど見ません。

道路舗装、道路側溝、街路樹、ガードレール等の交通
安全施設の維持・補修を行い、安全な道路整備に努
めていきます。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

74 7 3

姫路城に観光客の方が増えてきて、バスを利用する人が多く
なったため。姫路獨協大学行きのバスが混雑するときもあるの
で、姫路獨協大学行き（直通）を増やして欲しいです。

利用実態に応じてバス事業者への要請に努めていき
ます。

75 7 3

大学から姫路駅まで、駅から大学までの直通バスの充実。一般
利用者の方と大学生と分けたほうが一般の方も利用しやすいの
ではないか。

利用実態に応じてバス事業者への要請に努めていき
ます。

76 7 3

自転車の違法駐輪がよく目立つ。特に駅高架下、明確な範囲に
警備員を定期的に巡回、駐輪禁止区域の道路に違法駐輪禁止
のポスターを貼るなど徹底して欲しい。未成年の深夜徘徊も多
く、それも徹底して欲しい。具体的に飲食店など、誰もが立ち寄り
そうな店の入口、目に見える場所にわかるように注意書き、店員
側への呼びかけも徹底してもらいたい。

姫路駅周辺の駐輪対策として、駐輪場整備、駐輪場
の利用促進、放置自転車への規制のそれぞれについ
て、相互に関連性を持たせ、効果的に行っていきま
す。
また、姫路駅周辺では、商業施設の協力を得ながら、
警察と連携して、迷惑行為を慎んでもらうよう指導して
いきます。
さらに、児童・生徒の非行化を未然に防止するため、
地域の少年補導委員をはじめ、警察等関係機関とも
連携した補導活動や環境浄化活動を行っていきま
す。

77 7 3

外国人観光客の集客に力を入れている以上、市職員の皆さんに
改めてもどうかと思いましたが、市として出来るのならば英語教育
について一層力を入れるといった案はどうでしょうか。

観光客へのおもてなしとして、英語教育の前に、まず
は姫路市の観光文化についてよく知っていく必要性を
感じており、職員研修としては、観光文化に関する内
容を採り入れていくべきではないかと考えています。

78 7 3

大学までの道がくねくねしすぎている。 道路の形状や法線を変えるには、多くの時間と多大な
費用がかかります。そのような場合は、現道の側溝蓋
掛けやカーブミラー、ガードレール等の設置を通じて
安全な道路の整備に努めていきます。

79 7 3

以前姫路市に住んでいた方から、姫路は車がないと不便だという
話を聞いた。また、車で移動する際にも姫路は他の市に比べて
一方通行など運転しにくいことが多く、その点においても若い層
が離れていく理由のひとつになっているように思われる。

自転車・歩行者の安全が確保され、自動車が運転し
やすい交通環境を整備するために、案内誘導や情報
提供の充実に取り組んでいきます。

80 7 2

駅前の工事を急いで下さい。 姫路駅北駅前広場の整備が完了したところです。今
後、姫路駅南駅前広場の整備に着手し、着実に姫路
駅周辺整備を推進していきます。また、姫路駅東側で
は、都市型ホテルや専門学校の整備が計画されてい
るほか、文化・交流施設やコンベンション・展示施設等
の大規模集客施設の整備を計画しています。

81 7 3

姫路駅周辺の道路の幅を広げて欲しい。姫路駅周辺の駐車場
を増やして欲しい。

姫路駅周辺では、姫路駅周辺土地区画整理事業や
関連道路事業により、南北交通の円滑化や区画道路
の整備を進めていきます。
また、姫路駅東側に平成27年7月にオープンしたシネ

マコンプレックスを含む商業施設には347台の駐車場
が併設されています。

82 7 3

姫路の駅周りと駅周り以外を開発する。駅周りは観光向けに、駅
周り以外は店を多くする。そうすれば人が集まって住みやすいと
思います。住宅も少し増やす。

姫路駅周辺については、魅力ある都心空間の形成や
にぎわいづくりに向けて、姫路城と調和した景観の形
成に留意しつつ、コアゾーンやイベントゾーンにおける
高次都市機能が集積した都市拠点の整備や周辺道
路の整備と土地区画整理事業により、一体的で良好
な市街地を創出していきます。
具体的には、JR姫路駅北側のキャッスルガーデン北
広場等では、希望者が展示会やミニライブを行うな
ど、中心部の賑わいを創出しています。
また、姫路駅東側では、都市型ホテルや専門学校の
整備が計画されているほか、文化・交流施設やコンベ
ンション・展示施設等の大規模集客施設の整備を計
画しており、高次都市機能の集積に向け、着実に姫路
駅周辺整備を推進していきます。
姫路駅の主要な鉄道駅周辺においては、駅前広場や
アクセス道路の整備、地域の核となる交通結節機能の
向上を図り、住みよい市街地を目指します。
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ひめじ創生戦略(案)に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果

番号 分類 対応 市民意見の概要 市の考え

83 7 3

姫路駅周辺にある空き地を開発して欲しい。 現在空き地になっている姫路駅東側のコアゾーンで
は、都市型ホテルや専門学校等の建設が計画されて
おります。
また、コアゾーン東側のイベントゾーンでは、文化・交
流施設やコンベンション・展示施設の整備を計画して
おり、高次都市機能の集積に向け、着実に姫路駅周
辺整備を推進していきます。
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