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◯産業の特徴

市町名

姫路市

相生市

加古川市

赤穂市

高砂市

加西市

宍粟市

たつの市

稲美町

播磨町

市川町

福崎町

神河町

産業の特徴

鉄鋼業、化学工業、電気機械工業などを中心とした全国有数の工業地帯を臨海部に形成し、商業においては卸売業、小売業ともに播磨地域における中心的役割を担うなど、古くか
ら播磨地域の中心をなす商工業都市として発展。また、皮革関連産業、鎖、ボルト・ナット、マッチ、乾麺、菓子などの地場産業も発達。

造船を含めた製造業
牡蠣養殖

加古川市の産業は、阪神工業地帯の外延として、大手企業の進出による工業化の流れの中で発展してきた。工業に目を向けると、繊維工業（靴下製造業）が市域の西北部に、鉄
鋼及び機械金属工業が比較的規模も大きく臨海部と市域の東部に、そして北東部には、規模は小さいが木工業（建具）が集中し、これまでの繊維を中心とした軽工業から、臨海部
の重工業へと進展し、基幹的重工業を基礎とする工業構造の高度化が実現している。また商業では、近年、郊外型の大型商業施設の出店及びコンビニエンスストアの進出により、
加古川の商業圏は全市的に拡散し、既存商業との競争が激化している。

電気機械、化学、窯業等多様な企業立地が進み、特定の業種に依存しない均衡のとれた産業構造となっている。

播磨沿岸地域の中にあって、大都市に近いという地理的利点、豊富な工業用水、遠浅の海岸という企業立地条件の良さから、機械、製紙、化学、食品、電力などの大工場が進出
し、それまでの農産物の集積地から播磨臨海工業地帯の中核となる工業都市として前進している。

加西市は、明治以降、播州織のまちとして栄え、戦後は、三洋電機が創業、家電製品の生産が行われ企業城下町としてにぎわいました。現在は、環境対応車用のリチウムイオン電
池の最新工場として「加西グリーンエナジーパーク」が稼働しています。
一方、食資源については、水稲を主体として麦・大豆・飼料作物やぶどうをはじめとする果樹、野菜、花きなどが栽培されており、それに酪農・肉用牛・養豚・養鶏など多種多様な農
業が営まれています。京阪神等の大消費地に近い立地条件を活かした産地化や地域農業の担い手として集落営農組織の推進及び認定農業者をはじめとする大規模農家の支援
に取り組んでいます。

農業は、稲作中心であり、その他の振興作物として黒大豆や自然薯などをはじめ、直売用の多品目野菜の栽培に取り組んでいる。また、水稲・小麦の種子の産地である。農業従事
者の高齢化が著しく、耕作放棄地が増大する中で、次世代を担う後継者・担い手の育成が課題である。

本市では、醤油、手延素麺、皮革の三大地場産業が盛んである。これらの地場産品とあわせて特産品として、梅、梅ワイン、揖保川トマト、紫黒米を用いた健康酢・饅頭・パン、焼き
アナゴなどのほか、バジルを使った６次産業化への取組みや地域経済団体による新たな皮革製品づくり、地元の牡蠣を活用した商品開発なども行われている。一方で、播磨科学公
園都市に見られるように、ハイテク産業や電機産業も発展している。

農業を基幹産業としており、町域の86％にあたる約3,000haが農業振興地域に指定されている。
また、工業については、播磨臨海工業地帯の一部として指定を受け、町の南部を中心に工業ゾーンを形成している。

本町の面積の1/3にあたる海岸部の埋立地には一般機械器具製造、化学工業を中心とする約60社の工場が操業しているおり、商業は近郊の大型店の進出により厳しい状況であ
る。また、農業は米中心で、宅地化が進むにつれ、耕地面積は減少の一途をたどっている。

第2次・第3次産業が基幹産業であり、ゴルフアイアンクラブ発祥の地として、ゴルフクラブ製造における技術集積が高い。土地の半分以上を占める山林・農地は有効に活用されてお
らず、第1次産業は、年々減少している。

商工会との連携を強化し、商業経営の充実を図っている。既存商業の振興支援をはじめ、沿道サービス型の商業集積の充実に努めている。また、工業団地への優良企業の誘致を
図り、若年層の定着化や地元住民の雇用確保に努めている。

町土の８０％以上を森林原野が占め、林業施設もある。農業は、ブロックローテーションで米作りをしており、半分以上の集落に営農組織がある。基幹産業は農業。
伝統産業としては、瓦製造、線香製造がある。



太子町

上郡町

佐用町

◯イノベーションに関する施策

市町名

高砂市

加西市

町の産業は、主に農林業と商工業などです。中山間地域である佐用町では、少子高齢・過疎化が急速に進む中、若者が減少し地域の活力が失われてきており、市場の規模も縮小
傾向にあります。こうした課題を抱える中、町では農地や山林など町の地域資源を見直し、活用することで、基幹産業である農林業と商工業が連携した新たな産業に取り組み、若い
世代が意欲を持って活躍できる場を創造することを目指しています。

産学連携の促進 姫路ものづくり支援センターの設置（商工会議所と共同）、産学連携・研究推進機構の活用促進、企業・大学・学生マッチングの開催

異業種交流の促進 異業種交流団体が開催する講演会への助成、ひめじぐるめらんどの開催支援

科学技術基盤の活用促進

本町の工業は、昭和35年の大手家電メーカーの操業以後、電気機械器具や電子部品製造業を中心に大きく発展してきた。平成12年をピークに製造品出荷額等は減少傾向にあっ
たが、平成18年以降は緩やかな回復の兆しを見せている。また、商業においては、従業者数・年間販売額とも増加傾向にある。本町を縦横に走る国道などの主要道路では沿道
サービス業が発展し、また、最寄の鉄道駅には京阪神地域への列車の発着便が多いことから移動性や物流面で優れており、町内外からのヒト・モノの往来で賑わっている。

工業では、西播磨工業地帯の後背地という立地条件にあり、電機部品製造業をはじめ食品、ビニール製品などの業種が点在して立地しているが、特定の業種には特化していない。
商業地域は、主に上郡駅前と既存市街地内に集積されているが、購買力は町外へ流出傾向にある。しかし、近年市街地整備が進む中、一部では町外からの大規模店舗の進出が
見られ、新たな商業ゾーンの形成が予想される。
農業は、米作を主とし、近年、麦、野菜、豆類などの生産が行われ、一部地域においては果樹などの生産が行われている。
林業については、担い手確保が困難な状況にあり、水産業については、鮎等の養殖を生かした観光水産業の振興が必要な状況である。

加古川市
ものづくり支援事業 革新技術等のセミナーの開催

ものづくり企業強化支援事業 放射光施設（ニュースバル）の有効利用の促進を図るため補助金を交付する

施策名 内容

姫路市

産官学の協働と交流の促進 はりま産学交流会の活動支援、ものづくり力向上セミナーの開催

中小企業等育成研修助成事業 経済状況の変化に即応した事業を展開する中小企業者等を支援することにより、経営基盤の強化と商工業の振興を図る。

バイオマス利活用推進事業
市民代表、各種団体代表、学識経験者等を構成員とする「バイオマス利活用推進協議会」を開催し、バイオマス利活用に関する意見交換・
調整を行い、資源活用の普及・啓発を図る。

県内の放射光施設やスーパーコンピューターの産業利用を支援

放射光利用実習 ニュースバル放射光施設での材料分析や微細加工の講義と利用体験

佐用町
さよう桃源郷プロジェクト 休耕田にモモ、スモモ、花モモを植栽し、荒廃地の発生防止を図る。

ジビエの利活用 「しかコロッケ」、「しかバーガー」を商品化。コロッケは年間７万個以上を販売。

空き家・空き店舗対策事業 市内の空き家・空き店舗の情報提供及び空き家バンク制度の構築、運営

省エネ・蓄エネ・創エネの推進
温室効果ガスの削減等、環境負担を軽減する取組と、加西で生産した再生可能エネルギーを加西で蓄え、加西で消費する「エネルギーの地
産地消」が進められるまちをめざします。

たつの市



ブランド育成に関する基礎資料ブランド育成に関する基礎資料ブランド育成に関する基礎資料ブランド育成に関する基礎資料

◯ブランドに関する施策

市町名 施策名 内容

姫路ブランド創出促進 姫路市皮革産業活性化事業研究会と連携し皮革のブランド化を促進

地場産業の産学連携促進 （公財）姫路・西はりま地場産業センターと産学連携等が連携し姫路の菓子のブランド化を目指す

市民ふれあい朝市開催事業 朝市を開催することにより、地産地消の推進・地場野菜の消費拡大

姫路市農林漁業まつり開催事業 展示即売を通じ、農林水産業への理解と生産者・消費者との交流促進

姫路市農産物ブランド推進事業 「姫そだち」の普及・PR、地元食材使用の飲食店の紹介冊子作成

姫路の加工品PR大作戦事業 加工品フェアの開催による地場産品のＰＲ

相生市 相生かきまつり 相生牡蠣のPRを兼ね、赤穂線沿線かきまつりリレーイベントとして実施。

地場産業育成事業
兵庫県指定伝統的工芸品である赤穂緞通について、新しい地場産業として発展するよう、後継者の確保及び育成による組織の基盤強化を図るとも
に、リーフレット作成や百貨店等での販売など緞通の普及・啓発活動を支援する。

地産地消推進事業 地場産品の活用について、地場農産物の直売イベントの開催支援や市民農園・稲作体験農園の設置、米粉の利用促進など、地産地消の推進を図る。

高砂市 ふるさとPR事業
松右衛門はん布や高砂染など市内に古くから伝わる物産などを現在風にアレンジし、新たな特産物として広くＰＲしていく。ご当地キャラ「ぼっくりん」
を県内外のイベントに参加させ、キャラクターと同時に物産品や高砂市が持つ歴史、文化、観光、商業など数々のアイテムと魅力を全国的にＰＲして
いく。

裾野の広い農業の育成 様々な形態、様々な世代の住民が、農作物の栽培、収穫、加工、販売等に携わり、加西の農業が裾野の広い一大産業として盛んに営まれるまちをめざします。

地域資源を活用した産業振興
農産物や技術力等の多様な資源を活かした「加西ならでは」の産業が発展し、元気印の企業や商店、農業従事者がヒト・モノ・カネの循環を活性化
させる加西ブランドをめざします。

皮革産業振興対策事業 兵庫県皮革産業協同組合連合会が実施する皮革産業振興対策に対し支援する。

たつの地場産業ＰＲ事業 皮革・手延素麺・醤油を中心としたＰＲ用動画を作成し、たつのブランドをＰＲする。

紫黒米振興事業 市の特産物として推奨する紫黒米に付加価値をつける取組みを行い、販売を促進し、地域農業の活性化と振興を図る。

農業６次産業化支援事業 農業者所得の向上と経営の安定化のため、農業者が生産、加工、販売しようとする場合の機械整備に係る経費の一部を支援する。

水産業振興事業 新鮮な海の幸や観光資源を活用したイベントを開催し都市住民との交流事業を実施し、地域資源のＰＲとブランド化を図る。

福崎町 もちむぎ関係のブランド化 農産物としてのもち麦、加工品としてのもちむぎ商品のブランド化に取り組んでいる

神河町 ブランド開発支援事業 神河町、かみかわという名称とカーミンの図案がついた新商品に補助金出す。

特産品販売場所の確保・充実 小売店・コンビニエンスストア等での販売、新庁舎建設に伴う販売所の整備

特産品をいかした商品づくり 太子みそやいちじくを使用したレシピコンテストの開催、支援

上郡町 モロヘイヤ生産・販売検討会

姫路市

加西市

たつの市

太子町

赤穂市



農作物特産定着化事業 ひまわり、もち大豆、そばの栽培農家等を支援。

農業振興会育成事業 農産物のブランド化を図る団体等を支援。

西播磨フードセレクション等への参加 町内の農産物を特産品として開発し、フードセレクション等への出品でブランド力を高める。

◯地場産品・農林水産物

市町名 名称 産地としての主な取り組み

明珍火箸
甲冑師の家柄である明珍家が茶室用の火箸として作ったもの。打ち合わせると、澄んだ音色を響かせるので風鈴やドアチャイムとして愛用されてい
ます。

姫路革細工 大陸から伝えられた製革技法をもとに、独自の白いナメシ革を使った小物類は高品質で知られています。

姫路独楽 100年の伝統をもつ姫路こま。伝統的な手作りの技が生かされた美しい民芸品です。種類も豊富。

姫路張子 城下町の反古紙でつくられてきた張子。お面の表情がとても豊かで、おかめ、ひょっとこ、天狗など種類も80数種類あります。

たけのこ
姫路市西部の太市地区は「たけのこ」の産地として有名。
皮付きで市場出荷されている他に、地元の直売所でも販売している。
また、通年販売商品として、「水煮の缶詰」や「佃煮」などがある。

れんこん
大津区勘兵衛地区を中心とした地域は、県下でも数少ない「れんこん」の産地。
大河ドラマ「軍師官兵衛」への引き継ぎ式で交換された商品が「姫路のれんこん」であった。
地元では旅行会社と提携したグリーンツーリズムを展開するなどのＰＲ活動も行っている。

網干メロン
「たけのこ」や「れんこん」と同様に古くから市内で生産・市場出荷されていたが、現在は一部の直売所での販売や生産者の自家消費に留まってい
る。

姫そだち

姫路市内の生産者が生産した農産物の認知度アップと消費拡大を図るための愛称。
現在、６９品目が登録されている。
姫そだちのＰＲには、朝市の開催や市内スーパーでの販売のほか、姫そだちを使用する飲食店を紹介する冊子を作成・配布するなどの活動も行っ
ている。

姫路和牛
黒毛和種、西播磨地域の生産者、最長肥育地が県内、姫路市場でと蓄しセリに掛けられたもので、格付等級がＡ４又はＢ４以上のものを「姫路和
牛」と呼んでいる。
各種イベントでの試食ＰＲ活動を行い、消費拡大を行っている。

姫路市

佐用町



相生牡蠣
昭和53年頃から本格化した牡蠣養殖は、相生漁業協同組合にかき養殖生産協議会を設置し、養殖できる漁場が保てるよう、相生漁業協同組合で
は、従来より毎年４月以降、かき養殖事業が始まるまでに養殖場とその周辺海域の一斉海底清掃や海底耕耘を実施。平成21年3月には「兵庫県認
証食品」に認証された。

矢野メロン 山間部の肥沃な土壌を利用し、有機肥料だけで丹念に栽培。

わかさの味噌 若狭野町産の米や大豆を使用し、女性だけで「手造り味噌」に取り組んでいる。

ゆず
矢野町小河地区では地質が適していることからゆずを栽培し、様々な特産品作りを行っています。中でも「ゆず大福」は作った先から売れてしまう人
気商品。ほかにも「ゆず酢」や「ゆずマーマレード」、「ゆずシフォンケーキ」・「ゆずクッキー」・「ゆずマフィン」などが作られています。

【地場産業】　靴下・国包建具

【靴下】兵庫県靴下工業組合がJR加古川駅前商業施設に直営店を出店し、「かこがわのくつ下」の知名度向上に力を入れている。また、毎年１１月
に「靴下まつり」を開催し、加古川の靴下業者が一堂に集い、靴下製品のPR販売をおこなうことで地場産業振興につなげている。さらには、新たな
試みとして、地元で綿花を栽培し、その綿を使った高付加価値製品の開発に取り組んでいる。
【建具】昭和４６年１１月に播州国包建具事業協同組合を結成し、地元のお祭りなどで子供向けに、建具体験ブースを出展し、伝統技術の啓発を
行っている。

加古川和牛
平成15年10月に、加古川和牛流通推進協議会を加古川市・加古川食肉公社・兵庫南農業協同組合・兵庫県によって設立し、加古川市内の生産者
が県産の但馬牛から肥育した牛の枝肉のうち、肉質等の厳しい規格をクリアしたものを「加古川和牛」とブランド認定。特産品としての地位を高める
ために、各種イベントや共励会の開催を通して加古川和牛の普及・宣伝を行い、生産者の技術向上及び消費拡大を図っている。

志方健やか米（品種：ヒノヒカリ）
地域農業の中核品目である米に新たな付加価値を与えブランド化を図るため、平成25年5月に「東播磨ヘアリーベッチ米推進会議」を組織。堆肥・
緑肥等による土づくりを行い、化学肥料や農薬の使用を慣行の５割以上削減した環境に優しい農業を推進している。

麦・そば
大麦と小麦は主要な水田の転作作物として、主に集落営農組織が作付けを行っている。大麦は麦茶、小麦は小麦粉の原料として活用されている。
また、市内北部では昼夜の温度差がある気候を活かし、そばの作付けが行われており、収穫したそばを使ったそば打ち体験のイベントや乾麺の販
売等も行われている。

いちじく 志方地区を中心に、昭和30年代より水田の転作作物として栽培を開始。平成18年に兵庫県の「ひょうご安心ブランド農産物」の認証を取得した。

加古川市

相生市



牡蠣 かきまつり実施等によるPR

赤穂みかん 観光パンフレット等によるPR

赤穂緞通
H19年に兵庫県伝統工芸品に指定
普及と販売促進の支援及び観光資源としてPR

赤穂雲火焼
Ｈ５年に兵庫県指定伝統工芸品に指定
普及と販売促進の支援及び観光資源としてＰＲ

赤穂塩 食卓塩、料理塩などの商品をはじめ、名産品の塩味まんじゅう、ご当地グルメとして売り出している塩ラーメンなどの観光パンフレット等によるＰＲ

松右衛門帆
高砂市という郷土の良さを情報発信するため、歴史的文化の発掘や復元を元にした地域ブランド品の研究開発・アンテナショップによる独創的アイ
デア作品の展示販売や、新たなブランド品を創造することにより、市域の活性化に寄与する。

高砂あなご
アナゴマーケティング研究会でイベント等を行ったり、浜のかあちゃん料理教室で魚食普及活動などを行っている。また天然アナゴの漁獲量が減っ
ているため畜養などによる安定出荷を計画している。

播州たこ
イベントなどにたこ天を出店したり、浜のかあちゃん料理教室による漁食普及活動を行い地元で獲れるタコについての知識と調理法などを知っても
らい消費の拡大を目指している。

加西ゴールデンベリーＡ

全国的にも有名な加西ぶどう。８月から９月店頭に並びます。
 平成19年5月11日、特許庁が地域のブランド商品であることを認定する地域団体商標にも登録されました。 昭和49年に加西市農協がマスカットベ
リーＡを種なし処理したものを「ゴールデンベリーＡ」と命名し市場出荷しました。以来、同じ名称を使い続け、近隣の府県に周知されている加西ゴー
ルデンベリーＡは、大阪、京都の市場に30年以上出荷されています。

ハリマ王にんにく
加西市には、自生して八十年以上の歴史を持つ歴史を持つニンニクがあります。今の品種にない鮮烈な香りと味が受け、かさい愛菜館を中心に人
気の特産品となっています。

加西の銘酒
「播州路に極上の美酒あり」とうたわれる加西は、酒米で有名な「山田錦」の産地。その吟味された原料をもとに、伝統の技を受け継ぐ丹波杜氏が心
を込めた銘酒は、ふるさとの地酒の逸品です。

赤穂市

加西市

高砂市



へらへとバーガー

「へらへと」とは加西の方言で「盛りだくさん」という意味。その言葉通り、地元加西産の米で使った米粉パンや紫黒米を使ったバンズ、サンチェ、雪
姫ポークハンバーグを「へらへと」使用。これにぶどうの産地としても有名な加西ならではの「ゴールデンベリーＡ」を使った生姜焼ソースをかけた、ま
さにＡＬＬ加西のご当地バーガーです。
中国自動車道・加西ＳＡ（下り線）で販売中。

トマト

加西産のトマトの歴史は古く、１９５４年に栽培が始まって今年で６０周年を迎えます。味に丸みがあると大好評で、かさい愛菜館を中心に人気の特
産品となっています。
食育の一環として、市内の学校給食に取り入れられております。また、子ども達の環境体験学習として、市内３小学校の３年生を対象にトマトハウス
での収穫体験を行うなど、生産者やトマトへの理解を深める取組を行っています。

宍粟材普及促進補助事業
市内で宍粟材を取り扱う中小企業者の自社商品の販路開拓や地域で森林文化を活かした活動等を支援することにより、地域経済の活性化ととも
に宍粟材の利活用の推進を図る。

宍粟材の家づくり支援事業
県内において、宍粟材を使用した住宅の新築工事又はリフォーム工事を行った者に対し、宍粟市商工会の発行する商品券を交付することで、宍粟
材の利用促進による地域産業の活性化を図る。

黒大豆・やまのいも・わさび・
アスパラ・ブルーベリー・山菜

生産拡大し出荷量を増加させるため、「水田活用の直接支払交付金」に産地交付金を設定している。

醤油

地元播磨産をはじめ、国産原料を積極的に使用した高級タイプの淡口醤油の開発・販売
龍野乃刻（たつののとき）　最高級淡口醤油　数量限定販売
※大豆、小麦、米いずれも100％地元播磨産
醤油醸造中につくられるしょうゆ多糖類が有する機能性の解明と機能性食品（サプリメント含む）の商品化

手延素麺
ＪＡ兵庫西と連携を図り、2007年に素麺組合創設120周年記念に併せて
「播州小麦」という法品ブランドが開発された。

皮革（一次製品）
市民に革に親しんでいただくために、定期的な革細工教室を開催するとともに、たつの市皮革まつりでは、タンナーと地元高校生が中心となったレ
ザーファッションショー、服飾専門学校との連携によるファッショングッズコレクションなどを実施することにより、皮革の魅力を市内外に発信してい
る。

紫黒米
平成11年より地域特産化に向けた取組みを開始し、現在では多くの企業や商店、グループが商品開発に取組み、紫黒米の生産と需要拡大を図っ
ている。今後も、新品種を利用した加工製品の需要拡大や新製品の開発に取り組み、紫黒米の特産化と活性化を目指す。

牡蠣
イベント等を通じて播磨灘の豊かな漁場から水揚げされる牡蠣の普及啓発活動を実施し、新鮮な魚介類のＰＲを行うと共に、「ひょうご食品認証」制
度の活用と併せたブランド力の強化を図っている。

宍粟市

たつの市

加西市



キャベツ
国の指定産地とされており、稲美ブランドとして減農薬・減化学肥料で栽培している。
また、平成26年1月にキャベツ等の野菜を使ったモザイクアートを作成し、世界記録（大きさ）の認定を受けた。

いなみトマト 稲美ブランドとして減農薬・減化学肥料で栽培し、国の農薬施肥基準の1/10に抑えている。

いなみ野メロン
稲美ブランドとして減農薬・減化学肥料で栽培し、糖度の高さを特徴とする。
稲美の夏の風物詩として、贈答品としても人気が高い。

万葉の香（米） 稲美ブランドとして徹底した品質管理のもと、農薬の使用を抑え、有機質肥料で栽培している。

地酒
町内産の米と井戸水を使用し、風土に合った独自の地酒を開発している。
稲美ブランドには4品が認定されている。

 播磨町の夏の風物詩「干しだこ」
地元で取れたたこを7月から8月の強い日差しで天日干しし、乾燥させた干しだこは、火にあぶって食べてもよし、また地元ではご飯と一緒に炊き込
む「たこめし」という郷土料理のひとつになっています。

 全国でも有数の生産高「海苔」
海面養殖により生産されるのり。色が黒くてつやがあり、品質的にも高い評価を受けています。健康食品としても好まれ、まきずし用に最適です。焼
きのり、味つけのりも好評。
初摘みは毎年12月上旬ころ。生産高は全国でも有数です。

 播磨町の自慢の味「あなご」
10月中旬から1月に最盛期を迎えるあなご漁。夕方から海に出て、仕掛けるはえ縄漁。年々漁獲高は減るものの、名人ともなると一度に400匹も釣
ることも。
炭火でふっくら、タレをつけながら焼くと、香ばしい焼きあなごのできあがりです。香りも楽しいふるさとの味です。

 栄養たっぷり播磨の「わかめ」

2月上旬から5月下旬まで行われるわかめ採り。
風のない、天気のいい日には漁港にわかめを干す光景が広がります。手作業で2日間天日に干され、束ねられて出荷。自然の味がさらに磨かれて
食卓へ。
特に播磨のわかめは色・つやもよく大変おいしいと評判です。

市川町 ゴルフアイアンクラブ
商工会が中心となって、ゴルフアイアンクラブ発祥の地としてその高い技術力を情報発信するとともに、工場見学やインターネット販売等を実施して
いる。

稲美町

播磨町

稲美町



もち麦
もち麦生産組合員が作付し、もちむぎ食品センターが全量買い入れ、加工販売している。
もち麦産地振興協議会による産地活性化を図っている。

ツノナス ＪＡ兵庫西福崎切り花部会員が作付、販売している。

もちむぎ商品

福崎町内で農地で生産しているもち麦（大麦の一種）は、福崎町の特産である。このもち麦を加工して、もちむぎ麺をはじめとする様々なもちむぎ商
品を製造・販売している。この取り組みは、昭和62年からはじまり、平成2年には、福崎町・福崎町商工会・神飾農業協同組合（現：兵庫西農業協同
組合）が中心に出資し第三セクター株式会社もちむぎ食品センターを設立している。平成7年には、もちむぎのやかたを建設し、もちむぎ麺の製造工
程見学、もちむぎ商品を使った料理を提供するレストラン、もちむぎ商品の売店を営業している。もちむぎのやかたから町内外の販売店や東京のア
ンテナショップ等にももちむぎ商品を出荷するなどしており、20年以上にわたり、福崎町の大きな特産品として定着しているものである。

吉冨瓦 地元の土で焼き上げた瓦

無煙香 煙の少ない線香を製造している。

柚子製品 町内数箇所に柚子の産地があり、果実販売、窄汁販売、加工品販売を実施。

仙霊茶 皇室から名前を賜ったお茶。

自然薯 自然薯組合を設立して良質づくりに励んでいる。

太子みそ
「太子町加工グループ」が製造している、太子町産の米、大豆、赤穂産の塩を材料とした、無添加で安全な「兵庫県認証食品」。
料飲組合等が開発したコロッケ、豚まん、みそ煮込みうどん、飴などの味付けや学校給食に利用するとともに、町内の店舗やイベント等での販売を
促進している。

太子いちじく
「太子いちじく部会」が中心となって裁培する、朝摘み・鮮度・糖度にこだわった「兵庫県認証食品」。
いちじくを使用した菓子『いちじくスイーツ』の開発支援、町内の和菓子屋や洋菓子屋等での販売を促進している。

素麺
斑鳩寺の古文書「鵤庄引付」（1418年）に”サウメン”の記述があるほど古くから伝わる伝統のそうめん。特産品としてパンフレットやホームページな
どで紹介している。

太子町

神河町

福崎町



松尾のたけのこ 「松尾農産加工組合」が朝掘りの新鮮なたけのこを1本1本厳選して加工した缶詰。特産品としてパンフレットやホームページなどで紹介している。

燐寸
日本のマッチ生産量の約8割を姫路市周辺が占めるとされるが、町内には昭和初期の創業後、80年以上の歴史を持つ工場がある。安全上の問題
から一般の工場見学等は困難であるが、テレビ等でも取り上げられることがある。

上郡町 モロヘイヤ
・生産団体、商工会、加工団体、食育団体、行政等による生産・販売検討会組織を組織し、生産量や販路の拡大を図る。
・レシピコンテスト等を行い、特産品の開発に取り組む。
・収穫体験イベントを実施し、広域に情報発信する。

夢さよう（もち大豆）
「夢さよう（もち大豆）」は粘りと甘みを特徴とする、町特産の大豆品種で、この大豆や地元産の米などを原料として味噌が生産され、ふれあいの里
上月の「もち大豆みそ」は、西播磨地域で製造された加工食品の中から優れた食品を選定する「西播磨フードセレクション2012」で、102食品の応募
の中からグランプリに選ばれました。他にも、味わいの里三日月の「三日月味噌」もあり、違った風味で両者ともに大変人気があります。

ひまわり
佐用町の町花である「ひまわり」は、25年前から南光地域を中心に転作作物として栽培されてきました。毎年7月上旬から8月中旬にかけて、町内各
地で110万本以上のひまわりが咲き誇り、11万人以上の観光客が訪れる「ひまわり祭り」も開催されます。また、種子からはひまわり油が抽出され、
ひまわり油やドレッシング等の食品や、石けんなどにも加工されて販売されています。

三日月高原ぶどう
標高約300mに位置する南広集落。ここでは、昼と夜の気温差から、格別の甘みを楽しめる「三日月高原ぶどう」が栽培されています。栽培品種は
「藤稔」「ピオーネ」など。栽培は約40年続いており、担い手が減りつつある中、果樹園4ヘクタールで約10戸の農家で生産されています。全盛期に比
べ収量は3分の1以下に落ち込んでいますが、県内外から多くの人が、ほどよい色付きと強い甘みのぶどうを求めて訪れています。

そば
地域振興作物として在来種のそばが栽培され、直売所「味わいの里三日月」で手打ちそばとして提供されるほか、そば打ち体験も実施しています。
そば関連商品にはそばクッキー、そばせんべい、そばの実マカロンなどもあります。

鹿肉活用（しかコロッケなど）
シカやイノシシなどによる農林業への被害は年々増加傾向にあります。そんな中、鹿肉を有効活用し、町のPRにつなげようと商工会青年部などが
「しかコロッケ」や「しかバーガー」などを考案し、道の駅「宿場町ひらふく」などでの店頭販売や各イベント販売などで好評を得ています。高たんぱく
で低カロリーの鹿肉は、学校や福祉施設の給食でも採用されています。

こんにゃく
小学校の統合による跡地利用として、校舎を活用した加工所で、町内産のこんにゃくを100％使用した「生芋こんにゃく」を昔ながらの方法で手作りを
し、町内の直売所などで販売しています。こんにゃく関連商品には、こんにゃくを粉末にして、麺に練りこんだこんにゃくラーメンがあります。

さようひまわり地鶏

この地鶏は、薩摩鶏と名古屋コーチンの2品種を組み合わせた兵庫味どりを、約100日間平飼いしたものです。昨年度、地元の佐用高校生が「ひま
わり」の油粕を餌として与えたところ、ビタミンＢの含有量が増えるなど、肉の品質が向上したことから、さようひまわり地鶏として、町の特産化を目指
している地鶏です。飼育数や農家は少ないものの、肉は町内の一部の加盟店で提供されており、町と商工会、農家が協働で飼育方法や調理の研
究を進めています。

太子町

佐用町



広域観光に関する基礎資料広域観光に関する基礎資料広域観光に関する基礎資料広域観光に関する基礎資料

◯入込客数（平成２５年度）

姫路市 相生市 加古川市 赤穂市 高砂市 加西市 宍粟市 たつの市

9,187,032 566,500 2,258,000 1,503,471 1,143,285 894,234 1,275,378 2,011,035

稲美町 播磨町 市川町 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町

126,000 436,810 124,604 238,072 667,659 162,905 326,827 663,000

※稲美町：平成24年度兵庫県観光客動態調査報告書より

◯観光に関する施策

市町名

赤穂市

高砂市

合計

21,584,812

施策名 内容

姫路市

ひめじ官兵衛プロジェクト 大河ドラマ館の運営協力、ＰＲ事業等

姫路城周辺イベントの開催、支援 姫路お城まつり、姫路ゆかたまつり、姫路城観桜会・観月会等

ひめじシティイメージアップ事業 姫路フィルムコミッションと連携した、国内外の映画、ドラマ、CM等のロケーション撮影の誘致、支援

姫路キャンペーン事業 観光キャンペーンや旅行エージェントへのＰＲ等

コンベンション事業 姫路地域へのコンベンションの誘致、支援

相生市

相生ペーロン祭
相生ペーロン祭は、播州路に初夏を告げる一大イベントで、毎年５月最終日曜日に相生湾で開催。
前夜祭の花火大会を皮切りに、ペーロン競漕や陸上パレードなど、様々なイベントを開催。

羅漢の里もみじまつり
毎年11月の第2土曜日より約１週間矢野町瓜生の羅漢の里で開催。
800ｍのかがしロードには、アイデアいっぱいの約1,000体の手作りかがしが並ぶ。

観光推進事業
市内の観光、イベント、グルメ、文化などの事業を情報誌により発信し、観光客を誘致することで地域活性化を促す。国が推奨する、緊急雇
用就業機会を創出・提供する事業であって重点項目としてあげられる観光推進により失業者の雇用創出を図る。

加古川市

ご当地グルメＰＲ事業 加古川のご当地グルメである「かつめし」を全国に広める。着ぐるみ「かっつん」「デミーちゃん」のイベント出演や各種イベントでのＰＲ活動を行う。

ふるさと再発見事業 かこがわ学講座や検定等を行ない、市民だけでなく、多くの方に広く加古川を知ってもらう事業。

広域観光ネットワーク事業 近隣市町と連携し、ウォーキング大会等を開催し、交流を図る事業。

日岡山公園桜ライトアップ 加古川の桜の名所である日岡山公園をライトアップし、夜桜を多くの方に楽しんでいただく事業。

大河ドラマ観光振興事業 大河ドラマ「軍師官兵衛」の主人公「黒田官兵衛」やその妻で加古川出身の「光」のゆかりの地等を有効に活用し、観光客の誘致を図る事業。

観光アクションプログラム事業
赤穂市の観光施策について具体化した３ヵ年の事業計画（平成２５年度～平成２７年度）のもと、６つの基本方針により取り組んでいる。①観
光資源の発掘及び普及　②赤穂のＰＲ及び魅力の発見③１次・２次アクセスなど交通の便の充実④おもてなしの充実⑤効果的なＰＲの実施
⑥広域観光の推進



太子町

上郡町

佐用町

◯主要観光イベント等

市町名 開催日 参加者

８月第１土曜日 204,700

6月22日～24日 159,000

11月5日～27日 106,529

4月第1土曜日 60,000

中秋の名月 20,000

加西市

加西らしい観光サービス 住民によって受け継がれた地域資源を、誇りを持って来訪者に案内することで地域への愛着や誇りが生まれる加西らしい観光サービスの提供をめざします。

公共交通網の構築 公共交通を利用することによって、誰もが行きたいところへ行けるまちをめざします。

加西の風土を活かした景観づくり 地域固有の生活文化や豊かな自然環境を守り育て、住民が誇りを持って次の時代に受け継いでいくまちをめざします。

播磨風土記の推進
加西地域は、播磨国風土記に記される賀茂郡の範囲に属していることから、平成２７年度に開催の１３００年祭に向け事業推進しています。
また、祭典後においても播磨国風土記を活かした観光サービスの提供をめざします。

近隣自治体連携観光誘致事業 近隣自治体共同で、観光キャンペーン、マスコミ訪問等を実施し、播磨地域及び本市への観光客誘致及び観光ＰＲを図る。

宍粟市
ふるさと宍粟ＰＲ館設置事業 姫路みゆき通りに特産品の販売や観光情報を発信するアンテナショップを設置

森林セラピー推進事業 森林セラピー基地・ロードの認定に向け、実証実験、ガイド養成等

海観光資源体験事業 観光拠点となる「道の駅みつ」で、豊かな自然・文化と人々の交流を図る体感型の観光事業を実施する。

たつの市

たつの市民まつり事業 市民パレード、お祭り広場、地場特産品販売等、市民総参加による市民まつりを開催し、地域住民の連帯感及び観光客との交流を深め、市の活性化を図る。

観光イベント実施事業 市民や観光客を対象とした観光イベントを実施し、たつの市の観光ＰＲ、活性化を図る。

スマートフォンご当地アプリ開発事業 スマートフォン用アプリを開発・活用し、新規観光客層や若者層の観光誘致を図り、観光促進及び地域経済の活性化を図る。

市川町
笠形山道整備事業 県立自然公園笠形山の登山道の整備

リフレッシュパーク市川運営事業 都市と農山村の交流、カブトムシとのふれあい体験

神河町

商工観光事業 砥峰と越知川を代表とする「高原と名水のまち」をキャッチフレーズにして観光振興に取り組んでいる。銀の馬車道関連で観光ボランティアも実施中。

観光交流施設
新田ふるさと村、グリーンエコー笠形、ヨーデルの森、桜華園、ホテルリラクシア・モンテローザ他、多くの交流施設、また、「カーミンの観光案
内所」があり、年間67万人（70万人）の入込者があり100万人を目指している。

体験型ツーリズムの推進 特産品（いちじくスイーツ・太子みそ）づくりや料理の試食など様々な体験ができるイベントを開催

JR上郡駅利用促進協議会 ウォークラリー等の実施

オーナー制度 棚田や完熟モモなどにオーナー制度を導入し、都市住民との交流を図る。

名称 概要

姫路市

姫路お城まつり パレード、ステージイベント等

姫路ゆかたまつり 子どもゆかたパレード等

姫路城物語 時代風おもてなし

姫路城観桜会 琴、太鼓の演奏等

姫路城観月会 太鼓の演奏、月の観察等



5月最終土日 120,000

11月第一日 2,500

1月下旬 14,000

3月下旬～4月末

8月3日 約75,000

11月第2土・日 約10,000

12月6日・7日

5月3日・4日 約160,000

4月末（日） 約4,000

12月14日 80,000

8月 55,000

2月 20,000

10月 6,000

11月 4,600

10月中 137,000

5月31日、6月1日 75,000

9月14日 50,000

11月1日、2日 20,000

毎年4月第1土・日曜日 30,000

10月25日、26日 25,000

8月3日 23,000

11月初旬 8,000

9月28日 定員180名

赤穂シティマラソン 赤穂城南緑地陸上競技場をスタートし、赤穂城跡、赤穂御崎（国立公園）などの観光名所を回るマラソン大会

相生市

相生ペーロン祭 海上花火大会、ペーロン競漕、陸上パレード

まち中の寺を利用したコンサートなどで、かつての宿場町を盛り上げています。

加西サイサイまつり

平成25年で8回目を迎え、路地キャンドルや建物ライトアップで高砂町のほぼ全域が灯りに包まれる。

しあわせ高砂映画祭 自主制作映画、シナリオを募集し、映画祭にて上映、表彰する。模擬店なども出店。（市制60周年記念事業、２６年度のみ実施）

加古川まつり花火大会 今年は第４３回目になります

特定非営利活動法人踊っこまつり振興会が主催。チーム参加による踊りを競う「まつり」。

赤穂市

赤穂義士祭 赤穂義士追慕の祭

ル・ポン国際音楽祭赤穂・姫路 樫本大進氏を音楽監督とした室内楽の祭典

高砂市

市内各神社秋祭り
高砂市内にて行われる秋祭り。代表的な曽根天満宮の祭りは、県の指定重要無形民俗文化財に指定されて
いる「一ツ物神事」、その一ツ物の露払いとしての役割をもつ「竹割り」が盛大に行われる。

市民の夕べ（播州赤穂花火大会） 赤穂海浜公園を会場にした花火を実施

北条節句まつり
優美さと勇壮さが織りなす華やかな春の祭りとして有名で、播州三大祭りの一つに数えられ約900年近い歴
史と伝統を引き継いでいます。東西の神輿、14台の豪華な屋台が街中での巡行と勇壮な宮入を行い、古式
ゆかしい鶏合せ神事や龍王の舞などを奉納。

じば産物産展 地域の賑わいと地域産業の振興、活性化を図るため、市内事業所からの製品や地域団体などによる農工食製品の展示・販売など。

北条の宿はくらんかい

グリーンパークトライアスロンin加西

加西市

ご当地博 全国のご当地グルメやキャラクターが一堂に会するイベント（市制60周年記念事業・２６年度のみ実施）

たかさご万灯祭

ため池をスイムコースに、周辺をバイク、ランのコースに設定した内陸部で行う非常に珍しいトライアスロン大会。

加西市の夏の風物詩、花火大会。市役所駐車場に特設ステージを設けて、様々なステージパフォーマンスが行われます。

加古川ツーデーマーチ 豊かな自然と文化が調和する播磨路を舞台としたウォーキングイベント

兵庫グルメフェスティバル 兵庫県内のご当地グルメ団体が一堂に会するイベント（平成26年度加古川開催で以後県内市町持ち回り）
加古川市

日岡山公園桜ライトアップ

加古川「踊っこまつり」

羅漢の里もみじまつり かがしコンテスト、ステージイベント

相生かきまつり 相生牡蠣のPR、牡蠣料理屋台

見土呂フルーツパークたまねぎ収穫祭 たまねぎ収穫祭のほか、カレーライスの販売や模擬店による、農産加工等の販売がある。

赤穂かきまつり 赤穂海浜公園を会場にした牡蠣の祭典



4月25日～5月10日 38,000

11月16日～24日 35,000

8月13日 18,000

8月3日 60,000

11月3日 60,000

7月27日 34,500

4月7日 20,000

2月11日 14,000

例年5月3日 約13,000

8月9日 約10,000

例年1月2日 約1,500

播磨町 11月初旬 37,000

市川町 7月24日 7,000

10月5日～6日 20,000

8月9日 10,000

11月2日～3日 8,000

4月27日 3,500

8月3日～4日 700

8月3日 7,000

10月27日 5,000

3月30日 3,000

4月21日 1,000

11月24日 800

大歳神社「千年藤」
兵庫県の指定文化財（天然記念物）に指定されており、天徳四年(960年)に植えたと伝えられています。4月下
旬からの花期には、1m～1.4mの花房が垂れ下がり、境内を埋め尽くす様は壮観です。平成13年には、環境
省の「かおり風景100選」の一つに選ばれた。

最上山公園もみじ祭り 「日本紅葉の名所100選」に選ばれており、自生していた日本のカエデを中心に世界のカエデが植栽された紅葉スポット

山崎納涼夏祭り

花火打ち上げ

たつの市民まつり 市民パレード・ステージ・フリーマーケット

宍粟市

新宮納涼ふれあいまつり・花火大会 花火打ち上げ・ステージイベント・模擬店たつの市

龍野納涼花火大会

みつ梅まつり、観梅

たつの市さくら祭 武者行列・邦楽演奏等

ステージイベント・会場内アトラクション・各種模擬店

大音響と共に打ち上げられます花火はもとより、伝統ある盆踊り、福引大会、各種イベント等

稲美町

稲美ふれあいまつり 模擬店、バザー、催し物等

いなみ大池まつり 花火大会

いなみ新春万葉マラソン大会 マラソン大会

大中遺跡まつり 国指定の史跡において実施する古代をテーマに実施されるまつり

市川まつり 舞台イベント、踊り、打上げ花火

福崎町

秋祭り 町内4つの神社で御輿屋台が練り合わせ

福崎夏まつり 町民総踊り、花火、夜店等

福崎秋まつり 産業祭、文化祭を開催

民俗辻広場まつり もちむぎまつり、ボランティアまつりを開催

山桃忌 柳田國男と井上通泰を偲ぶ催し。講演会等。

神河町

かみかわ夏まつり １千発の花火打ち上げ、夜店、盆踊り

神河商工祭 商店ＰＲ、ステージイベント、屋台

砥峰山焼き 火入れ、ステージイベント、出店

越知川名水街道春物語 自転車下り、ステージイベント、出店

新野水車まつり ステージイベント、水車見学、出店



11月3日 20,000

2月22･23日 5,800

9月29日 3,200

8月21･22日 3,000

4月下旬 1,000

11月23日 3,000

4月6日 2,000

7月26日 2,000

7月21日 1,000

7月13日～28日 91,000

12月15日 1,300

11月3日 1,000

4月7日 800

※参加者は各市町から報告された直近の数値

太子町

あすかふるさとまつり
地元の保育園、小学生、中学生、高校生やボランティアのサポーターにも参加いただいており、住民主体の
まつりを目指し、あすかホールを中心とした「太子ふるさと文化村」で開催。

太子春会式  毎年２月22日（聖徳太子祥月命日）・23日に太子の縁日法要として営まれます。多くの露店や植木市、金物市が出て賑わう。

老原そばまつり そば粉を練って茹で上げるまで、初めての方でも楽しくそば打ちができる。

太子夏会式 毎年８月21・22日に施餓鬼法要として営まれます。21日夕方からは納涼祭も開かれ、ミスひまわりコンテストなどが行われる。

阿曽レンゲまつり

上郡町

白旗城まつり 「平家まつり」や「安室まつり」と並ぶ上郡町三大祭りのひとつに数えられている。模擬店も多数出店。

かみごおりさくら祭り かみごおりさくら園を眼下に望む上郡ピュアランド山の里をメイン会場に、かみごおり桜ウォークやステージイベント、フリーマーケットなどが行われる。

川の都かみごおり川まつり 日が暮れ始めると立ち並ぶ露天と手作りランタンにあかりがともり、浴衣姿の家族連れで賑わう。約2000発の花火が打ち上がる。

安室ダムまつり
ダム見学会や湖上カヌー教室、湖上巡視体験といったダムまつりならではのイベントをはじめ、太鼓演奏やか
さ踊り、民謡などのサークルが出演。バザーやフリーマーケットのコーナーではすいかの無料サービスやわら
び餅、アイスクリーム、山菜おこわなどの販売がある。

佐用町

佐用町南光ひまわり祭り 地元団体による物販、ひまわり迷路、素麺の無料試食会等のスポットイベント

さようマラソン＆ウォーク 佐用町の一大スポーツイベント

佐用町大収穫祭 地元団体による物販、有名駅弁販売、キャラクターショー等

佐用町さくら祭り 地元団体による物販やステージイベント等



◯主要観光施設等

市町名 入込客数 市町名 入込客数 市町名 入込客数

880,546 223,496 46,540

541,322 79,000 34,287

343,055 34,840 26,000

333,030 30,257 20,592

199,143 8,579 173,891

350,000 80,728 123,043

52,000 41,015 72,568

20,000 40,797 26,482

8,000 34,927 19,346

167,180 28,217 110,405

103,290 302,875 19,500

67,000 240,000 109,300

47,392 118,915 53,589

19,112 91,254 38,399

489,000 90,435 38,044

250,922 175,929 36,473

59,776 173,619 151,000

53,250 郷土資料館 50,262 78,000

473,800 88,116 62,727

34,300 25,779 宿場町平福 46,800

30,250 10,709 南光自然観察村 12,638

23,400 福崎町 46,653

※入込客数は各市町から報告された直近の数値

名称 名称 名称

姫路市

姫路城

加西市

兵庫県立フラワーセンター

福崎町

文珠荘

姫路セントラルパーク 法華山一乗寺 もちむぎのやかた

科学館 古法華自然公園 七種の滝

動物園 玉丘史跡公園 スポーツ公園

水族館 五百羅漢

神河町

グリーンエコー笠形

新田ふるさと村

ふるさと交流館　才元の里 国見の森公園

相生市

あいおい白龍城

宍粟市

ちくさ高原スキー場 ヨーデルの森

相生市水産物市場 ちくさ高原ゆり園 とのみね自然交流館

羅漢の里 ばんしゅう戸倉スノーパーク

水車公園こっとん亭

加古川市

加古川総合文化センター 播州山崎花菖蒲園
太子町

文化会館（あすかホール）

みとろフルーツパーク

たつの市

道の駅みつ 斑鳩寺

高御位山 あかねの湯

上郡町

播磨光都サッカー場

加古川温泉 揖保の糸資料館そうめんの里 ストークヒルゴルフクラブ

みとろ観光果樹園 赤とんぼ文化ホール アイランドゴルフクラブ赤穂

赤穂市

赤穂海浜公園 はつらつの湯 青木功ゴルフクラブ

赤穂温泉

播磨町

県立考古博物館 播磨科学公園都市オプトピア

大石神社 大中遺跡

佐用町

ゴルフ場（4カ所）

海の駅しおさい市場 笹ヶ丘公園

高砂市

鹿嶋神社

市川町

天然かさがた温泉せせらぎの湯 兵庫県立大学西はりま天文台

高砂神社 リフレッシュパーク市川

曽根天満宮 市川町文化センター　ひまわりホール

生石神社 エルデホール



◯インバウンド関連

市町名

姫路市

赤穂市

上郡町

◯無料Wｉ-Fｉ環境の設置状況

市町名

姫路市

高砂市

加西市

宍粟市

たつの市

上郡町

佐用町

◯会議施設（固定席）

市町名 収容数

280

200/800

相生市

加古川市 1,524

赤穂市 1,168

取り組みの概要

韓国・台湾・中国・香港・シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア・フランスを重点国と位置づけ、姫路城グランドオープンに向けて、積極的なプロモーション活動を展開
する。
特にプラチナルート（東京～広島）を行程に組む、ＦＩＴ（個人旅行）を姫路へ誘客するため、ＨＰ「ひめのみち」の内容充実及び多言語拡充（英語、中国語、韓国語、タイ語、フ
ランス語）、広告媒体の活用、Facebook等のＳＮＳを活用したプロモーションに重点を置く。
また、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、兵庫県、ひょうごツーリズム協会と連携し情報収集・情報提供に努め、共同で行えるプロモーション（商談会・展示会・旅行博等）に関しては
積極的に参画していく。

ひょうごツーリズム協会等、関係機関と連携したPR活動の実施

空き家バンク・定住促進助成制度

状況

姫路観光案内所（フリーWi-Fi）、姫路商工会議所（ドコモ、ソフトバンク）但し、部屋ごとに機種により異なる、姫路・西播磨じばさんセンター

山陽電車　高砂駅、荒井駅・高砂市役所１階市民室等に無料Wi-Fiスポット有

 利用可能施設•  市役所庁舎　1階～6階で通信できる範囲（議会棟、水道棟は除く）•  地域交流センター•  市立図書館

伊沢の里、フォレストステーション波賀、楓香荘について設置済み。

平成25年5月より、市役所各階ロビーにて無料でインターネット接続が行える公衆無線LANを導入

   以下の公共施設について、利用可能日時を限定して提供している。上郡町役場（２階・４階ロビー）、上郡町観光案内所内、上郡町生涯学習支援センター（１階ロビー）、上郡町スポーツセンター（１階ロビー・総合体育館内） 

佐用町役場本庁、さよう文化情報センター、道の駅ひらふく、宿泊施設「ゆう・あい・いしい」「笹ケ丘荘」、キャンプ場「南光自然観察村」

名称 施設概要

姫路市
イーグレひめじ あいめっせホール…学会、研究会、セミナー等

姫路市民会館 中ホール/大ホール…講演会、総会等

仮称・相生市文化会館 H28.4オープン予定

赤穂市文化会館 大ホール…講演会、総会等

加古川市民会館 大ホール



1000

440

94

宍粟市 666

大ホール1,100席・中ホール・342席

多目的ホール500席

ホール500席

市川町 650

535

350

410

300

84

22

500

346

佐用町 458

◯会議施設（自由配置）

市町名 収容数

206

1,531

8～100

623

559

290

市川町文化センターひまわりホール ステージ、音響

福崎町

加西市

加西市民会館 文化ホール 発表会やイベント開催の場として利用可能。

加西市健康福祉会館 大会議室（ホール） 発表会やイベント開催の場として利用可能。

地域交流センター 多目的ホール 迫力ある大型サウンドスピーカー、大型スクリーンを完備。

山崎文化会館 ホール（定員666名（1階500名2階166名）　間口：１４ｍ　奥行：１２ｍ　高さ：８ｍ）

たつの市

総合文化会館赤とんぼ文化ホール 大ホール・中ホール・ギャラリー・会議室2・楽屋5

総合文化会館アクアホール 多目的ホール・ギャラリー・会議室3・研修室1・楽屋3

御津文化センター ホール・研修室2・会議室1

文化センター　大ホール 615㎡

エルデホール　メインホール 498㎡

神河町
グリンデルホール ステージ、音響

神崎公民館 ステージ、音響

太子町
文化会館（あすかホール）ミニシアター 開館:9:00-22:00、視聴覚室（座席肘置きに筆記用引出机あり）

文化会館（あすかホール）会議室 開館:9:00-22:00、面積:約72㎡（室内にソファ応接10席あり）

上郡町
生涯学習支援センター 大ホール

先端科学技術支援センター 大ホール

姫路市

イーグレひめじ 会議室6室(24人、20人、14人、8人×3）「セミナー室4室（56人、28人、20人、20人）　ほか

姫路商工会議所 大ホール（500人）、ホール3室（180人、138人、105人）、会議室11室（105人、60人×4、30人×2、24人×2、22人、16人）研修室1室（117人）

姫路市市民会館

相生商工会議所（民間施設） 大小会議室等4室。

さよう文化情報センター　おりひめ文化ホール RC造　地上2階建。建築面積3,166㎡

名称 施設概要

相生市民会館 H28.3廃止予定。大小会議室8室。和室・料理講習室除く。

仮称・相生市文化会館 H28.4オープン予定

相生市総合福祉会館 大小会議室等9室。和室除く。

会議室11室

相生市



28～500

8～380

～500名

50～432

12～420

10～100

84

51

200

300

74

20

60

15

234

約300

150

約470

500

200

播磨町 810

200

60

100

50

15

50

50

市川町
市川町文化センターコミュニティホール 213㎡

市川町文化センター会議室 会議室4、和室1

高砂市

高砂市総合体育館会議室 会議室①72人 視聴覚設備有　会議室②12人

高砂市福祉保健センター 会議室①33人　会議室②18人

生石研修センター 会議室①42人　会議室②16人　研修室①72人　研修室②30人　教養文化室40人

赤穂市

加西市

加西市民会館コミュニティセンター　3F 小ホール イス席300人、机席180人

加西市民会館　コミュニティセンター　2F視聴覚室 イス７４席、机あり。

地域交流センター　会議室 20人程度の会議や講座に。テレビ、ビデオ、ＤＶＤ、プロジェクター、スクリーンなど完備。

地域交流センター　集会室 テレビ、ビデオ、スクリーン、マイク設備。

地域交流センター　交流室 少人数の会議、ミーティング、ワークショップなどに。

宍粟市

山崎文化会館 研修室（定員200名　151㎡、３室に分割使用可能）、会議室（定員20名）、特別会議室（定員14名）、リハーサル室、楽屋

伊沢の里 大研修室（100名収容　３室）　　小研修室　２室

フォレストステーション波賀 ［シアタースタイル］約90席　［スクールスタイル］約60席 

宍粟防災センター ホール（340名）、研修室（130名）、会議室（３室）、和室（66畳）

たつの市
青少年館 ホール・会議室3・和室2・創作室・体育室

揖保川文化センター ホール・会議室5

播磨町中央公民館 各種講座・教室、サークル等の活動の場所や各種展示会、発表会として活用

130㎡

文化センター　講義室 91㎡

文化センター　会議室 36㎡

生活科学センター　講義室 63㎡

文化センター　小ホール

コミュニティセンター　講義室 72㎡

福崎町

加古川商工会議所 大会議室90名、他会議室5室

加古川市

加古川市民会館 小ホール（500名）、大会議室108名、第1会議室60名、第2会議室定員28名、第3会議室定員28名

加古川総合文化センター 大会議室380人、会議室①48人、会議室②18人、会議室③8人等

赤穂市文化会館 小ホール、学習室

赤穂市民会館 会議室9室…講演会、総会、研修会等

赤穂商工会議所 会議室４室（　10名、30名、75名、100名）…講演会、研修、会議



300

150

300

100

329

220

234

228

◯展示会施設

市町名

つばき会館 実習室１～７

神河町
農村環境改善センター 大ホール、研修室、和室

大河内保健福祉センター ホール、和室

太子町
文化会館（あすかホール）中ホール 開館:9:00-22:00、面積:約324㎡

文化会館（あすかホール）研修室 開館:9:00-22:00、面積:約134㎡（可動壁により2分割可）

上郡町

生涯学習支援センター 中ホール、研修室１・２・３、和室

先端科学技術支援センター セミナールーム、電子会議室、テレビ会議室、多目的室

上郡ピュアランド山の里 大研修室、中研修室、小研修室

施設概要

博物館、美術ギャラリー、プラネタリウム、宇宙科学館、大会議室380人、会議室①48人、会議室②18人、会議室③8人等

イーグレひめじ

Ｎｉｃｏｐａ姫路みなとドーム姫路市

370㎡　展示会、催し物、ポスター展等

2,675㎡　スポーツ、展示会、各種イベント等

560㎡　展示室４室、個展、ポスター展等

姫路商工会議所展示場

相生市
H28.3廃止予定

高砂市
附属設備：机、椅子（150脚）、演台、黒板、放送設備、冷暖房設備、ピアノ（アップライト）、150人収容可

大規模会議、集会等にも利用可能。300人収容可。

高砂市文化会館展示集会室

名称

加古川市民ギャラリー

加古川市立松風ギャラリー

加古川総合文化センター

仮称・相生市文化会館

相生市民会館

H28.4オープン予定

ホール100人、展示室2室

「市民ギャラリー」は、みなさんの創作活動の発表の場として、誰でも利用できます。
芸術作品の個展はもちろん、グループの創作活動の展示、発表の機会 、ミニイベントを企画するなど多目的に利用すること
ができます。

加古川市

加古川市民会館 小ホール（390㎡）

加古川商工会議所 82坪（2分割可）

赤穂市文化会館　展示室

赤穂市

展示パネルあり

展示パネルあり

展示パネルあり

生石研修センター

赤穂市立図書館ギャラリー

赤穂市民会館　会議室



宍粟市

稲美町

市川町

たつの市

大ホール1,100人・中ホール342人・ギャラリー・会議室①40人・会議室②16人・楽屋5

多目的ホール500席・ギャラリー・会議室①12人、会議室②16人、会議室③24人・研修室36人・楽屋3

展示パネルあり

ホール正面入口エントランスホール、研修室200人

展示パネル、展示ケースあり

展示パネルあり、74人収容可

地域交流センター　ウォールギャラリー

加西市民会館　文化ホール　展示ロビー（ホワイエ）

ホール300人・会議室①50人、会議室②50人、会議室③30人・和室2・創作室20人・体育室

総合文化会館アクアホール

加西市

展示パネルあり

高さ1.5m、幅6.3m、奥行0.4mの2か所

ホール、研修室１～３、調理実習室、創作棟（別棟）、展示ギャラリー１～２

山崎文化会館

加西市役所　市民ホール

加西市民会館　コミュニティセンター　2F視聴覚室 

地域交流センター　交流プラザ

ふれあい交流館

神河町

各種部屋あり、200人

各種部屋あり、200人

各種部屋あり、150人

４０棟

市川町文化センターコミュニティホール 213㎡、200人

福崎町

130㎡、100人

498㎡、200人

184㎡、200人

太子町
8部屋、収容数50～140名（レイアウトにより異なる）、面積:約122～185㎡

8部屋、収容数100～750名（レイアウトにより異なる）、面積:約248～820㎡

上郡町
展示コーナーほか

常設展示室、特別展示室、体験学習室

生涯学習支援センター

郷土資料館

総合文化会館赤とんぼ文化ホール

八千種研修センター　多目的ホール

中央公民館

神崎公民館

農村環境改善センター

各集落公民館

青少年館

ホテルサンシャイン青山(宴会場：中）

ホテルサンシャイン青山(宴会場：大）

文化センター　小ホール

エルデホール　イベントホール



◯バンケット施設

市町名 収容数

490

最大500

500

150

300

156

400

100

120

230

300

190

宿泊183名・休憩500名

宿泊333名・休憩1,000名

宿泊153名・休憩456名

114

市川町 100

350

200

300

140

750

上郡町 108

名称 施設概要

姫路市

日航姫路 光琳：300人、真珠：100人、藤：50人、萩：40人

キャッスルホテル 改装中

姫路商工会議所大ホール 式典、祝賀会、披露宴、講演会、総会など利用可。分割利用も可。

加古川市
加古川プラザホテル 大宴会場、中宴会場、小宴会場、パーティールーム

ミル・アンジュ 一軒家貸切のできる結婚式場、パーティー利用可

加西市
加西市民会館コミュニティセンター　3F 小ホール イス席300人、机席180人

いこいの村はりま 多目的ホール（156名収容）

宍粟市

伊沢の里 大研修室（100名収容　３室）

楓香荘 宴会場5室

フォレストステーション波賀 ［立食スタイル］約100名　［円卓スタイル］約50席　［和食スタイル］44帖・約40席

たつの市

国民宿舎赤とんぼ荘 鉄筋コンクリート造8階建・客室32室・宴会場8室

国民宿舎志んぐ荘 鉄筋鉄骨コンクリート造11階建・客室61室・宴会場14室

国民宿舎新舞子荘 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建・客室25室・宴会場10室

シーショア御津岬 結婚式場・宴会場・料飲施設・客室37室・ギャラリー・屋外プール

リフレッシュパーク市川 農林漁業体験実習館（大広間40人、中広間20人、レストラン40人）

福崎町
エルデホール　メインホール 498㎡

エルデホール　イベントホール 268㎡

太子町

文化会館（あすかホール）中ホール 開館:9:00-22:00、面積:約324㎡

ホテルサンシャイン青山(宴会場：中） 8部屋、収容数50～140名（レイアウトにより異なる）、面積:約122～185㎡

ホテルサンシャイン青山(宴会場：大） 8部屋、収容数100～750名（レイアウトにより異なる）、面積:約248～820㎡

上郡ピュアランド山の里 大研修室

宴会場100名

大宴会場400名、ホール100名、パーティールーム 赤穂ロイヤルホテル

赤穂市

かんぽの宿赤穂

赤穂ハイツ

赤穂パークホテル

広間90畳（80名）×２、多目的ルーム（70名）

大小研修室、宴会場、多目的ホール120名



◯コンサート施設

市町名 収容数

280

800

375

2,150

相生市 600

2,024

561

1,168

420

1,066

402

1,000

440

94

宍粟市 666

大ホール1,100席・中ホール・342席

多目的ホール500席

稲美町 703

市川町 650

535

350

410

300

名称 施設概要

姫路市

イーグレひめじあいめっせ 固定席、平面利用可

姫路市民会館 大ホール

姫路キャスパホール 固定席331人、楽屋１：10人、楽屋2：5人、楽屋3：3人、楽屋4：3人、楽屋5：３人、楽屋6：20人

文化センター 大ホール（1,657名）、小ホール（固定493人、立見150人、車イス6人）

仮称・相生市文化会館 H28.4オープン予定

加古川市
加古川市民会館 大ホール（1,524名）、小ホール（500名）、楽屋5室、会議室4室

加古川ウェルネスパーク 音楽ホール（定員561名）、楽屋５室、練習室３室、グリーンルーム１室

赤穂市文化会館 充実した音響設備を備える大（1168名）小（432名）ホールを有する

高砂市
高砂市文化会館大ホール 設備：オーケストラピット、反響版、音響設備、照明設備、吊物設備、難聴者支援装置ほか

高砂市福祉保健センター中ホール 設備：音響設備、照明設備、吊物設備ほか

赤穂市民会館

加西市

加西市民会館 文化ホール 発表会やイベント開催の場として利用可能。

加西市健康福祉会館 大会議室（ホール） 発表会やイベント開催の場として利用可能。

地域交流センター 多目的ホール 迫力ある大型サウンドスピーカー、大型スクリーンを完備。

山崎文化会館 ホール（定員666名（1階500名2階166名）　間口：１４ｍ　奥行：１２ｍ　高さ：８ｍ）

たつの市
総合文化会館赤とんぼ文化ホール 大ホール・中ホール・ギャラリー・会議室2・楽屋5

総合文化会館アクアホール 多目的ホール・ギャラリー・会議室3・研修室1・楽屋3

リハーサル室、洋室２室、和室１室

市川町文化センター　ひまわりホール 舞台（間口15m×高さ7.5m×奥行11m）

福崎町
文化センター　大ホール 615㎡

エルデホール　メインホール 498㎡

神河町
グリンデルホール ステージ、音響

神崎公民館 ステージ、音響

コスモホール

大会議室（420名収容）　発表会、イベント等に利用可能
赤穂市



800

300

500

346

佐用町 200

◯スポーツ施設

市町名

太子町
文化会館（あすかホール）大ホール 開館:9:00-22:00、固定席788席（車椅子席4席）、移動席12席

文化会館（あすかホール）中ホール 開館:9:00-22:00、面積:約324㎡、座席:パイプイス

上郡町
生涯学習支援センター 大ホール

先端科学技術支援センター 大ホール

スピカホール 木造630㎡、ホール、会議室、控え室、ロビー

施設概要

姫路市

第1競技場：バレーボール3面、バスケットボール3面、テニス3面、バドミント12面、卓球24台、ハンドボール1面
第2競技場：バレーボール1面、バスケットボール1面、テニス1面、バドミントン4面、卓球8台　1,960人収容可。

メインスタンド6,000席、バックスタンド3,000席、芝生スタンド6,000席、第１種公認、天然芝、休養室、400ｍ×８コース

内野席8,000人、外野席6,000人、センター120ｍ、両翼100ｍ

Ｎｉｃｏｐａ姫路みなとドーム

姫路球場

陸上競技場

中央体育館

テニス、フットサル、展示会、レクリエーション、アリーナ面積2,675㎡、駐車場100台

相生市

多目的グラウンド

屋内競技場、剣道場、柔道場など

６面

大プール25m×8コース 小プール×1 トレーニング室

中央公園テニスコート

相生市民体育館

相生スポーツセンター

相生市立温水プール

武道場2面、会議室2室、医務室等

ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ（固定1,800席、移動448席）、ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ等

固定席等（5,275席）、芝生席（約10,000席）、主競技場（1種）、補助競技場（4種）

競技場、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、幼児体育室、会議室等

競技場、会議室、研修室、和室等

加古川運動公園陸上競技場

加古川市立武道館

競技場

志方東公園多目的グラウンド

すぱーく加古川 ゲートボール場2面

日岡山公園野球場 野球場

加古川市立日岡山体育館

加古川市立志方体育館

加古川市立総合体育館

人工芝グラウンド

日岡山公園テニスコート

名称

日岡山公園グラウンド

第1テニスコート（砂入人工芝４面）、第2テニスコート（アンツーカ４面、クレイ１面）

志方体育館

加古川市



室内プール、武道館、トレーニング室、メイン及びサブアリーナを有する

高砂市

45,000人。高砂市総合体育館、高砂市陸上競技場、高砂市野球場、高砂市テニスコート、サブグラウンド、相撲場

ｱﾘｰﾅ面積644㎡、卓球室面積67.2㎡、多目的室面積27.5㎡

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ面積19,555㎡、ﾃﾆｽｺｰﾄ（ｵﾑﾆｺｰﾄ2面、壁打ち練習ｺｰﾄ）、管理棟ほか

50ｍﾌﾟｰﾙ、ﾌｧﾐﾘｰﾌﾟｰﾙ、幼児ﾌﾟｰﾙ、管理棟、更衣棟ほか

加西市

3,000人、センター122m、両翼91.5m、天然芝でナイター照明設備を完備。

災害時には調整池の役割をはたし、普段はアウトドアライフを満喫できるサッカー場です。ナイター施設。駐車場45台。

屋内ゲートボール場です。お年寄りの健康とふれあいの場です。すぱーく加西 

グリーンスポーツ広場アクアスかさい 

アラジンスタジアム（加西球場） 

高砂市民プール

砂入り人工芝のテニスコート6面を完備。

センター106m、右翼82m、左翼92m（照明無、ナイター不可）、駐車場50台。

宍粟市

野球場・第２グラウンド（多目的広場）・テニスコート２面・フットサルコート1面・体育館（バレー2面可）・武道場１面

テニスコート（７面・練習１面）・温水プール（25ｍ×６コース・小プール）
アリーナ（バレー３面可）・武道場１面・ミーティングルーム１室・多目的室１室・トレーニングルーム
パターゴルフ・野球場・コテージ５棟・バーベキュー棟１棟・クラブハウス１棟

カヌー競技場　1000ｍ×９コース　カヌークラブハウス１棟

加西市民グラウンド 

加西テニスコート 

屋内プール（25ｍ×６コース・小プール）・体育館（A=852.84㎡・バレー２面可）・武道場（A=430.56㎡・内床243.36㎡　畳97畳）

テニスコート２面・フットサルコート１面・ゲートボール場１面・野球場（観覧席3000人）

日岡山市民プール

赤穂元禄スポーツセンター

高砂市向島多目的球場

波賀総合スポーツ公園

波賀B&G海洋センター

スポニックパーク一宮

山崎スポーツセンター

音水湖カヌー競技場

高砂市生石体育センター

高砂市総合運動公園体育施設

赤穂市民総合体育館

志方東公園テニスコート 砂入人工芝４面

加古川河川敷 両荘（グラウンド大小、テニスコート、ゲートボール場）、河原（グラウンド大小、テニスコート）、米田（グラウンド、テニスコート）

幼児用プール、５０mプール、直線スライダー

浜の宮市民プール 流水プール、幼児用プール、２５mプール、ループスライダー

スポーツ交流館 温水プール、スタジオ、トレーニングゾーン

平荘湖アクア交流館 温水プール

赤穂市

全天候型人工芝コート全１６面　クラブハウス

人工芝多目的グラウンド（サッカー等）平成２７年度供用開始予定

約3.0ｈａ　多目的グラウンド

県立赤穂海浜公園テニスコート

（仮称）赤穂海浜スポーツセンター

加古川市



市川町

ソフトボール場3面・テニスコート1面・多目的グラウンド1面・グラウンドゴルフ3面

新宮スポーツセンター

ソフトボール場2面・サッカー場一般1面・少年2面

軟式野球場

稲美町

バレーコート３面、バスケットコート２面、バドミントンコート６面（単一種目での利用の場合）

ソフトバール２面、サッカー１面（少年用２面）、夜間照明

たつの市

396人、剣道場・卓球場・柔道場・競技場・トレーニングルーム・温水プール

456人、競技場・剣道場

陸上競技場（400ｍ×8トラック）

播磨町

各種球技用コート、柔剣道場、トレーニング室、卓球台、会議室などの施設があり、各種スポーツ教室を開催

 全天候型の運動場で　雨の日でもテニスやフットサル、グラウンドゴルフができる多目的ドーム

レフト85m、センター85m、ライト80mのナイター設備付きの多目的グラウンド

 レフト・ライト95m、センター114mの野球専用球場新島球場

浜田球場

はりまシーサイドドーム

播磨町総合体育館

１箇所

300m全天候型トラック6コースを完備。インフィールドは天然芝のグラウンド

1,500人、グラウンド、体育館、武道館、テニスコート、プール（夏季のみ）

福崎町

球技室、体育室、トレーニング室、卓球室　二階建て延床1742㎡

球技室　一部2階建て延床1079㎡

秋ヶ池運動公園

スポーツセンター

第2体育館

第1体育館

１箇所

１箇所、屋根付き２面

太子町

競技場、柔剣道場、卓球場、トレーニングルーム、研修室

4,500人、空隙式ゴムチップウレタン複合弾性舗装400mトラック8コース（日本陸上競技連盟第３種公認競技場）

主に野球場　13800㎡

ソフトボール場　5628㎡、テニスコート　3403㎡

神河町

２箇所、軟式公式球場、ソフトボール２面

３箇所

全天候型、砂入り人工芝コート6面

町民第1グランド

龍野体育館

ゲートボール場

プール

温水プール

体育館

野球場

スポーツ公園

いなみ野体育センター

総合公園テニスコート

総合公園陸上競技場 

町民体育館 

揖保川グラウンド

サン・スポーツランドいなみ

稲美中央公園

祇園公園グラウンド

千鳥ヶ浜グラウンド



◯宿泊施設

市町名 収容数

257

253

102

48

68

4

50

105

150

115

176

158

126

佐用町

アリーナ1,481㎡、柔道場、剣道場、トレーニングルーム

野球場、多目的グラウンド、テニスコート5面

大プール（25m×6コース）、小プール（8×5m）、多目的ホール、アリーナ

上郡町
728人、野球場、総合アリーナ、BGアリーナ、卓球場、トレーニングルーム、柔道場、剣道場

200人、第1サッカー場、第2サッカー場、多目的グラウンド

町民プールあめんぼ

若あゆグラウンド

ビジネスホテル 3施設

民間旅館

名称 施設概要

姫路市
日航ホテル シングル156室、セミダブル１４室、ダブル２８室、デラックスツイン１４室、ツイン４２し室、和室２室、スイート１室

キャスルホテル シングル１８７室、ダブル８室、ツイン５７室、スイート１室

加古川駅前

ホテルアゼリア 加古川駅前

相生市

羅漢の里（コテージ） コテージ（大）3、（小）7

ふるさと交流館　才元の里 和室3、洋室3

HOTEL万葉岬（民間施設） 28部屋

かんぽの宿赤穂 全室から、瀬戸内の美しい眺望が楽しめる。

銀波荘

2施設

加古川市

平荘湖アクア交流館 宿泊施設（4室・42名）、温水プール（日本水泳連盟公認）、ホール（200名収容）等

加古川市立漕艇センター 宿泊施設（8室・50名）、会議室、研修室、艇庫、日本ボート協会Ｂ級公認コース等

加古川プラザホテル

赤穂ハイツ 県憩いの宿

赤穂パークホテル 赤穂温泉さつき乃湯

赤穂ロイヤルホテル 政府登録国際観光ホテル

西日本最大級のパノラマビュー野天風呂。

播磨光都サッカー場

上郡町スポーツセンター

少年自然の家（ふれあいの森宿泊館） 宿泊施設（8室・40名）、天体観測室、野外活動センター、工作館

上月体育館

赤穂市

祥吉 四季の海鮮料理と海上露天風呂



105

100

119

73

45

130

34室

２組

56

43

72

 宿泊183名・休憩500名

 宿泊333名・休憩1,000名

 宿泊153名・休憩456名

150

114

播磨町 60

市川町 50

68

30

10

250

150

50

270

95

102

高砂市

高砂青年の家 団体で宿泊しながら各種研修や活動を行う社会教育施設

高砂市市ノ池公園キャンプ場 高御位山のふもとにあり、バーベキューサイト、キャンプ施設等を完備

O(オー）ホテル高砂 民間施設

ビジネスホテル有宏 民間施設

伊保ビジネスイン 民間施設

加西市

青野運動公苑　アオノスポーツホテル 本格的パブリックゴルフコースを併設し、屋内４面、屋外１６面、計２０面のテニスコート・会議室等を完備するリゾート施設。

いこいの村はりま ランドマークタワーからは加西が一望でき気持ちのよい景色と自然が楽しめる公共のお宿です。

大谷山荘 古民家2棟。日本の伝統家屋の魅力を充分に楽しめる造りになっています。

オークタウン加西

宍粟市

伊沢の里 宿泊室10室

楓香荘 宿泊室23室

フォレストステーション波賀 宿泊室18室

国民宿舎新舞子荘 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建・客室25室・宴会場10室

新宮青少年センター キャンプ場・研修室

シーショア御津岬

合宿棟４部屋。豊かな自然の中、健康増進と余暇活動の憩の場として幅広くご活用ください。

福崎町

文珠荘 日帰り入浴も可。指定管理者による運営。

美香荘 ビジネス旅館

たつの市

国民宿舎赤とんぼ荘 鉄筋コンクリート造8階建・客室32室・宴会場8室

国民宿舎志んぐ荘 鉄筋鉄骨コンクリート造11階建・客室61室・宴会場14室

新田ふるさと村

結婚式場・宴会場・料飲施設・客室37室・ギャラリー・屋外プール

播磨ふれあいの家 朝来市にある播磨町立の宿泊施設

リフレッシュパーク市川 宿泊施設、レストラン、全天候型運動場、コテージ、キャンプ場

姫路市青山南4-7-29、洋室70部屋、駐車場400台

大黒屋 ビジネス旅館

神河町

グリーンエコー笠形 コテージ４種類、和室、他キャンプ場、全天候型ドーム、親水公園あり

峰山高原ホテルリラクシア スイート・ツイン・和室全30室、テニスコート8面、大浴場、露天風呂、サウナ設備

ホテルモンテローザ ツインルーム2室、和洋ルーム8室、特別室1室

ログコテージ5棟、キャビン10棟、キャンプ65区画、バーベキュー施設等

太子町
ビジネス旅館　森重 太子町蓮常寺351-1、和室7部屋、洋室11部屋、駐車場60台

ホテルサンシャイン青山



160

40

89

58

60

150

◯サイクリングロード

市町名 マップの有無

姫路市 無

加古川市 有

赤穂市 無

加西市 有

宍粟市 有

神河町 有

太子町 無

佐用町

南光自然観察村 テントサイト以外にもコテージ、キャビン棟、浴室棟などを備えたオールシーズン対応のキャンプ場です。

笹ヶ丘荘 コテージ、レストラン、入浴施設（富士山溶岩風呂）等併設しています。

加古川河口から志方町まで、さまざまな自然を満喫できるコース

千種川サイクリングロード 名水百選にも選ばれた千種川の河川敷を走るコース

播磨中央自転車道 加古川右岸自転車道と接続しており、加西市内の観光地を通るルートとなっています。

上郡町
上郡ピュアランド山の里 和室10畳、和室20畳、洋室ツイン、特別室

先端科学技術支援センター シングル、ツイン、特別室

廃校を利用した宿泊施設です。

兵庫県立大学西はりま天文台 公開型では世界最大の望遠鏡のある宿泊施設です。

名称 施設概要

越知川名水街道自転車下り 新田ふるさと村からグリーンバス粟賀営業所まで下る

夢前川サイクリングロード 夢前川の両岸に２０Kmのコース。桜の時期が良い。

加古川右岸自転車道

大津茂川サイクリングロード 総延長:2185.92m、起終点:太子町太田1960-7～上太田857-4

波賀サイクリングターミナル 4㎞コース、2.6㎞コース、1.2㎞コース

ゆうあいいしい


