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■はじめに 

平成 30 年度予算案並びにこれに関する諸議案のご審議をお願いす

るに当たり、市政の基本方針と施策の大要を申し上げ、姫路市民の皆

様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

私が、ふるさと姫路の市政を担当させていただいてから、15年が経

とうとしております。この間、私は、「市民一人ひとりが主役の市政」

を基本に、生きがいと魅力ある姫路のまちづくりに取り組んでまいり

ました。 

市政は市民のことを第一に考え、清新の心をもって、努力していか

なければなりません。今後とも、本市の誇るべき「市民の力」が最大

限に発揮され、市民の皆様が、姫路市民であることに誇りを持ち、住

んで良かったと思えるまちを目指し、市政運営に努めてまいります。 

振り返りますと、昨年は良い知らせが多い年だったように思います。 

海外からオイローパやロストラルといった豪華クルーズ船が次々と

来港し、また、2020年東京五輪のフランス柔道チームが事前合宿地に

本市を選定したことなどは、本市が国際交流都市として飛躍しつつあ

ることの表れのように感じられました。 

大手前通りや南駅前広場の再整備に着手し、また、駅東側のイベン

トゾーンにおいて、（仮称）文化コンベンションセンターの実施設計

に着手したことで、姫路駅周辺を、姫路そして播磨地域の顔として発

展させる取り組みも大きく進みました。 

姫路港から生野とその先の鉱山群に延びる「播但貫く、銀の馬車

道 鉱石の道」のストーリーが国の日本遺産に認定されたことで、関

係市町と共に一帯を大きく盛り上げる取り組みにも弾みがつきました。 

他方、本市財政については、普通交付税の合併算定替の段階的縮減
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により一般財源が減少する中、今後も社会保障関係経費をはじめとす

る義務的経費の増加、大規模投資事業、公共施設やインフラの長寿命

化対策などに伴う支出に適切に対応する必要があり、財政規律を遵守

しながら持続可能な財政基盤を堅持していくためには、さらに厳しい

財政運営が求められています。 

このような中、30年度予算編成に当たっては、限られた財源を効果

的、効率的に活用するため、「活力と誇りを創

つく

る 姫路

ま ち

」、「人とくら

しを 育

はぐく

む 姫路

ま ち

」、「未来と夢を展

ひら

く 姫路

ま ち

」の３つの戦略テーマの

下、６つの重点施策に積極的に予算を配分することで、「幸せ 感

動 夢あるまち」の実現に向け一層前進していくための予算としまし

た。 

各会計予算は、 

一般会計         2,131 億円 

特別会計（７会計）   1,111 億円 

企業会計（３会計）     555 億円 

総  額          3,797 億円 

となっております。 

 

以下、順次、30年度の主要な事業について、ご説明申し上げます。
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■「幸せ 感動 夢あるまち」の実現に向けた３つの戦略テーマ 

戦略テーマの第１は、「活力と誇りを創

つく

る 姫路

ま ち

」であります。 

都市基盤の整備によって都市の魅力や利便性を向上させるとともに、

観光・産業の振興によって交流人口の拡大や地域経済の活性化を図る

ため、次の２つの重点施策に取り組みます。 

 

１つ目の重点施策は、「発展を支える都市基盤の整備」であります。 

姫路駅周辺の整備については、ＪＲ姫路駅の東側に位置するコアゾ

ーンにおいて、都市型ホテルと専門学校が本年春に開業、開校するほ

か、秋頃にはコアゾーン内の全ての施設が開業する予定です。これに

合わせ、来街者の利便性や回遊性を高めるため、案内サイン等の設置

を進めます。また、イベントゾーンのうち、文化・コンベンションエ

リアでは、文化・芸術の拠点機能とコンベンション・展示機能を併せ

持つ文化コンベンションセンターの建設工事に着手します。さらに、

医療系高等教育・研究機関の誘致を進めている高等教育・研究エリア

では、本市の地域医療の強化を図ることはもとより、高等教育・研究

機能を充実させるため、中・西播磨圏域で最大規模の高度専門・急性

期医療を担う新県立病院と獨協学園が計画する獨協医科大学大学院サ

テライト等との一体的な整備に向けて、県や獨協学園と連携しながら

事業を進めてまいります。また、姫路駅南駅前広場においては、公共

交通と一般車両の完全分離による交通混雑の解消によって交通結節機

能の強化を図るとともに、安全でゆとりある歩行者空間を創出するた

め、引き続き 31 年春の完成を目指して再整備工事を進めてまいりま

す。 

中心市街地の環境の整備については、姫路城と姫路駅を結ぶシンボ
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ルロードにふさわしい、より質の高い都市空間となるよう、昨年３月

から大手前通りの再整備工事を進めています。秋に完成する十二所前

線から国道２号までの区間に続いて、国道２号以北の工事に着手しま

す。また、観光客等の利便性と回遊性の向上に向け、大手前通り等に

Ｗｉ－Ｆｉスポットを整備します。 

また、姫路城を基準としたまちづくりを進めるため、大手前通りを

はじめとする都心部における建築物の高さ等のあり方を整理し、高度

地区制度をはじめ各種制度の活用を図るなど、都心環境の整備に取り

組みます。 

計画的な市街地の形成については、荒川線の南北交通の円滑化を図

るため棚田踏切の立体交差化事業に引き続き取り組むなど、市内７地

区における土地区画整理事業を進め、良好な市街地の形成と快適な住

環境の創出を図ります。 

公共交通等の利便性の向上については、市内の鉄道とバスの１日当

たり乗車人員が、近年最も落ち込んだ 21 年度の後は増加に転じ、28

年度には１万２千人増のおよそ 16 万３千人に達しました。年間では

444万人の利用者増となり、この実績とこれまでの取り組みが総合的

に評価され、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団の「第９

回ＥＳＴ交通環境大賞 優秀賞」を受賞したところです。30 年度は、

コミュニティサイクル「姫ちゃり」の活用、パーク・アンド・ライド

やサイクル・アンド・バスライドの推進などに引き続き取り組み、公

共交通の利用を促進するほか、交通空白・不便地域である前之庄地区、

高木地区においてデマンド型乗合タクシーによる地域の足の確保に向

けた実証的な取り組みを進めます。また、鉄道駅周辺整備プログラム

に基づき、山陽電鉄大塩駅の駅舎等バリアフリー化の実施設計を行う
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など、交通結節点の整備に計画的に取り組んでまいります。このほか、

自転車利用環境整備計画を策定し、歩行者、自転車、自動車が共に安

全で安心して快適に通行できるよう自転車の利用環境の整備を進めま

す。 

広域交通網の整備については、昨年から国において播磨臨海地域道

路の計画段階評価が始まり、概略ルートや構造の検討が行われている

ところであります。今後も、日本有数のものづくり拠点である播磨の

経済振興や活性化、ひいては日本の経済成長に大きく貢献する本道路

の早期実現に向け、県や関係市町、地元経済界はもちろんのこと市民

の皆様とも一丸となって国に対して要望してまいります。 

 

２つ目の重点施策は、「強みを活かした観光・産業の振興」であり

ます。 

まず、魅力的な観光の推進については、姫路城の夜間公開など夜の

姫路を楽しんでいただくナイト観光や、姫路城をきっかけとした周辺

の観光地への回遊を食や体験などの観光資源を幅広く活用しながら促

進する「姫路城プラスワン」作戦などの取り組みを推進するとともに、

本市を含む播磨地域の多彩な魅力を発信するプロモーション活動を通

して滞在型観光を進めてまいります。また、名古山霊苑においては、

仏舎利塔でのコンサートをはじめ、気軽に立ち寄れる墓地公園として

の環境を活かした各種イベント等を開催するなど、観光施設としての

魅力も発信してまいります。さらに、ＭＩＣＥの推進については、文

化コンベンションセンターの開設に合わせて多彩な事業を展開できる

よう着実に準備を進めるほか、国内外からのコンベンションの誘致を

推進するため、特別感や地域特性を演出できる会場、いわゆるユニー
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クベニューとして、姫路城などの歴史的建造物や文化施設を活用して

まいります。このほか、広域観光を推進するため、播磨の地元食材を

活かしたフードツーリズムの推進、播磨圏域連携中枢都市圏内の各市

町のバス停留所等と観光地を自転車でつなぐ「はりまクラスター型サ

イクルスタイル」の構築、日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の

道」のストーリーを活かした地域の魅力発信など、播磨圏域全体の交

流人口の増加を促進する取り組みを展開してまいります。 

中央卸売市場の移転再整備については、現在、専門家会議の意見を

踏まえ、移転予定地の土壌汚染対策を着実に進めているところであり

ます。30年度は、新市場の実施設計や都市計画決定手続を行うととも

に、引き続き、アクセス道路の整備や浜手緑地の再整備に取り組みま

す。また、３月に策定する基本構想に基づいて輸出推進計画を策定す

るなど、場内事業者等の主体的な取り組みを促進するための必要な支

援を行いながら、新市場が品質管理の高度化に対応し効率的な物流機

能を備えた国内外への流通拠点となるとともに、妻鹿漁港フィッシュ

モール等との連携を通して、移転先周辺が市民や観光客に親しまれる

播磨地域の食文化の拠点となるよう取り組んでまいります。 

農林水産業の活性化については、農林水産振興ビジョンを改訂し、

現状と課題に即した農林水産振興施策を総合的に推進してまいります。

ひめじ地産地消フェア等の直売イベントを開催するなど姫路産の農水

産物の消費拡大に向けたＰＲを行うほか、新規就農者を確保、育成す

るため、実践を通して農業に必要な知識、技術を習得し、経営手法を

学ぶための農園を林田地区に整備します。さらに、本市での栽培に適

した野菜や果樹の品目や技術の調査研究、農業データベースを活用し

た栽培技術指導などに取り組み、農業の経営基盤の強化を図ります。 
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産業の振興とものづくり力の強化については、中小企業のＩＴ化推

進への支援に引き続き取り組むほか、成長分野へのチャレンジを促す

成長産業参入支援事業などの新製品、新技術の開発に対する支援や、

事業承継円滑化に向けた支援を行います。また、中小企業がインター

ンシップの重要性を認識し、実践につなげるための講座の開催や、市

内での就職を希望する県外在住者の就職・転職活動の支援など、地元

企業の人材の確保と若者の就業機会の創出を図ります。 

さらに、播磨地域ブランド「豊穣の国・はりま」のブランド戦略の

再構築と登録事業者のブランド開発への支援に取り組むほか、市役所

本庁舎での地場産品の展示によるＰＲや、31年１月に予定されている

西日本初となる「ニッポン全国鍋グランプリ2019」の開催の支援など

によって、魅力ある地元産品のブランド力の強化に取り組みます。 

また、県と連携して姫路港旅客ターミナルエリア整備計画を策定し、

姫路港が魅力ある海の玄関口となるよう再整備に向け取り組みます。

併せて、官民連携によるクルーズ船誘致活動や市民のクルーズへの関

心を高めるクルーズセミナーの開催に引き続き取り組むほか、開港60

周年を来年に控えたプレイベントの実施や港周辺のＰＲ動画の作成、

姫路港と神戸港を結ぶコンテナ航路の開設に向けたトライアル輸送の

実施などのポートセールス活動を推進してまいります。 

 

戦略テーマの第２は、「人とくらしを 育

はぐく

む 姫路

ま ち

」であります。 

質の高い子育て支援や魅力ある教育を推進するとともに、高度化、

多様化する医療や福祉へのニーズに的確に対応するため、また、災害

から市民の暮らしを守るため、次の２つの重点施策に取り組みます。 
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１つ目の重点施策は、「確かな成長を支える子育て・教育環境の充

実」であります。 

まず、子ども・子育て支援体制の充実については、待機児童問題の

解消に向けて、民間教育・保育施設の整備等の支援を行うとともに、

引き続き、保育士・保育所支援センター事業など保育士等確保対策を

推進するほか、昨年発覚した認定こども園の不正事案に係る再発防止

策に基づき監査体制を強化し、教育・保育の提供体制の確保や質の向

上に取り組んでまいります。また、香寺地域北部の市立こども園の整

備を進めるなど、充実した教育・保育サービスを提供してまいります。

さらに、小学校入学後の子育て支援として、放課後児童クラブについ

ては、専用施設化を進めるとともに民間事業者の活用を促進してまい

ります。加えて、子どもが病気になっても安心して預けられる医療機

関併設型病児保育施設の開設を支援するほか、新たに子どもとその家

庭等を対象とした総合的な相談・支援拠点となる窓口を設置し、関係

機関との緊密な連携の下、児童虐待等に迅速かつ的確に対応してまい

ります。また、市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に居住する子育

て家庭のうち所得が低額な世帯に対して、一定期間家賃の一部を助成

するなど、子育て家庭に対する包括的かつ継続的な支援を行ってまい

ります。 

教育体制の充実については、コミュニティ・スクールの取り組みを

進めてきた白鷺小学校と白鷺中学校を本市初の義務教育学校に移行さ

せるなど、地域に根差した特色ある学校づくりを推進します。また、

教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりに向け、市立

小・中学校の適正規模、適正配置に関する基本方針を策定します。さ

らに、児童・生徒の問題行動の未然防止と早期対応、早期解決を図る
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ため、中学校６拠点校に加えて、小学校６拠点校にスクールソーシャ

ルワーカーを配置します。また、北部エリア 16 校を対象とする北部

学校給食センターを本年４月から本格稼働するとともに、（仮称）南

部エリア学校給食センターの基本設計と実施設計に着手し、全ての市

立中学校での全員給食実施に向け取り組むほか、学校給食において地

産地消を進めるなど食育を推進します。 

魅力ある教育の推進については、全ての市立学校に配置している学

校司書を増員し、児童・生徒の確かな学力と豊かな心を育成する学校

図書館の一層の充実を図るほか、学習指導要領の改訂に伴う小学校に

おける５・６年生の英語の教科化、３・４年生の外国語活動の導入に

対応するため、外国語教育に知識や指導力を有する小学校外国語活動

指導補助員を増員するなど、外国語教育の充実を図ります。また、市

立の小学校、高等学校への電子黒板機能付大型ディスプレイ等の整備

を行うとともに、教員研修の一層の充実を図るなど、学校教育の情報

化を推進します。さらに、子どもたちがさまざまな側面から環境につ

いて学べるよう、本年４月にリニューアルオープンする伊勢自然の里・

環境学習センターを活用した各種体験事業を実施するなど環境教育を

推進します。 

 

２つ目の重点施策は、「安全・安心で快適に暮らせる生活基盤の構

築」であります。 

まず、地域医療の充実については、29年度中に見直す救急医療方策

に関する指針に基づき、市民が安心して暮らせる救急医療体制を構築

してまいります。また、医学生向け就職説明会に本市のブースを設け、

臨床研修病院の参加を支援するなど、市内医療機関の医師の確保と定
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着を図るほか、安定した周産期医療体制の構築を目指して総合周産期

母子医療センターへの支援を行います。さらに、救急隊の病院実習や

救急ワークステーション事業を通して消防機関と医療機関との連携強

化を図ります。また、離島における医療体制の充実に向け、坊勢地区

で唯一の医療機関である「ぼうぜ医院」の秋頃の開院に向けて移転新

築工事を進めるほか、海上の救急搬送体制を確保するため、搬送時間

の短縮や高度救命処置を可能にする高機能な救急艇の建造を進めます。 

地域包括ケアの推進については、介護が必要となっても住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療、介護、生活支援等

を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築を進めていますが、

30年度は地域の特性に応じた事業として、リハビリテーション等に携

わる医療、保健の専門職が、要支援者等の生活機能に関する問題の相

談、指導等を行う事業などを拡充するほか、引き続き、認知症の人や

その家族への支援等を実施してまいります。また、介護職のための総

合相談窓口に介護人材ナビゲーターを配置するなど、介護人材の確保

や育成、定着に向けた支援を実施してまいります。 

地域福祉の向上については、福祉相談や地域福祉活動への支援など

地域福祉の中核的拠点としての役割を担う（仮称）総合福祉会館の 31

年４月の供用開始に向けて、整備を進めてまいります。また、誰も自

殺に追い込まれることのない社会を目指し、精神保健的視点だけでな

く社会・経済的な視点を含む総合的な取り組みを推進するための自殺

対策計画の策定に向け取り組んでまいります。 

災害に備えた取り組みの推進については、近年、全国的に多発する

局地的な大雨等による浸水被害を軽減するため、優先順位の高い区域

から雨水計画を見直し、順次整備を進めています。30年度は、八家川
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流域において糸引公園雨水貯留施設が完成するほか、引き続き、大津

茂川流域、天川流域等において雨水幹線やポンプ場の整備などに取り

組むとともに、大井川等において河川拡幅整備や護岸改修工事を進め

てまいります。 

また、土砂災害から市民の生命を守るため、土砂災害特別警戒区域

にある住宅の移転を支援するほか、災害時に自力で避難することが困

難な避難行動要支援者の名簿情報を、本人から明確に不同意の意思表

示がある場合を除き避難支援等関係者に事前提供できるようにする条

例の制定に向けて取り組みます。さらに、消防団員に国の新基準に則

した、より安全性の高い活動服を配備するなど消防団の装備を改善し、

地域防災力の強化を図ります。 

 

戦略テーマの第３は、「未来と夢を展

ひら

く 姫路

ま ち

」であります。 

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、スポー

ツや文化の振興を通じて、本市の今後の発展につながる新たな魅力の

創出を図るとともに、人口減少社会に対応し、誰もが活躍できるまち

づくりを推進するため、次の２つの重点施策に取り組みます。 

 

１つ目の重点施策は、「感動を産み出すスポーツ・文化の振興」で

あります。 

まず、東京オリンピック・パラリンピック姫路プロジェクトの推進

については、2020 年東京大会の開催に向け、昨年 11月に協定を締結

したフランス柔道チームの事前合宿の受け入れ準備などのホストタウ

ン事業や聖火リレーの誘致など、スポーツや文化、観光の分野を連動

させた総合的な取り組みを展開し、本市の新たな魅力となるレガシー
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の創出を図ってまいります。 

「スポーツ都市・ひめじ」の推進については、世界遺産姫路城マラ

ソンが節目となる第５回にふさわしい大会となるよう内容を充実させ

るほか、オリンピアンなどトップアスリートとの交流事業や地元ゆか

りのトップチームへの支援を実施するなど、スポーツ意識の醸成に向

けた取り組みを進めてまいります。 

文化の振興と発信については、「音楽のまち・ひめじ」に向けた取

り組みとして、引き続き、ル・ポン国際音楽祭や交響詩ひめじ合唱コ

ンクールなど年間を通して多彩な音楽イベントを実施するとともに、

市内の小学校に出向いて音楽や楽器のすばらしさを伝えるアウトリー

チ活動など、音楽に親しめる機会を充実することで、音楽あふれるま

ちづくりを進めてまいります。また、姫路城の世界遺産登録 25 周年

の記念事業として、11月に世界遺産を有する自治体の首長等が一堂に

会する第５回世界遺産サミットと全国将棋サミットを開催するほか、

31年２月には姫路城の小天守群を特別公開し、世界遺産があるまちと

しての魅力を発信するとともに、交流と連携を深めてまいります。 

スポーツ・文化拠点の再整備については、手柄山中央公園において、

感動と笑顔あふれる憩いの交流空間の創出に向け、スポーツ施設の整

備に関する基本計画を策定するとともに、スケートボード等ができる

スポーツパークの整備などを行います。 

 

２つ目の重点施策は、「人口減少社会でも輝くまちづくりの推進」

であります。 

４年目を迎えるひめじ創生の推進については、すでに人口減少社会

に突入した中で都市の活力を維持するため、これまで、人口の社会増・
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自然増に向けた対策に重点を置いた取り組みを進めてまいりました。

30年度は若者が仕事と生活の両面から質の高い暮らしができることに

重点を置き、播磨圏域連携中枢都市圏の連携中枢都市として、圏域の

市町とも連携を図りながら、ひめじ創生戦略を着実に推進してまいり

ます。特に、民間企業等の知見、ノウハウを活用し、インドネシアと

の交流の推進や、播磨の地酒ブランドの品質向上を図ります。 

生涯現役社会の実現については、高齢者のこれまでの人生で培った

知識や経験、技術を活かす生涯現役人材バンクの充実を図り、幼稚園

等へ積極的に人材を派遣するほか、引き続き、老人クラブが実施する

子どもとの体験交流活動や地域における見守り活動などを支援し、世

代間交流を促進するとともに、高齢者の自主的な生きがいづくり活動

を支援してまいります。また、地域住民の生涯学習活動の拠点として、

（仮称）飾磨橋東公民館の整備を進めてまいります。 

市民活動の推進については、市民協働による身近な公園の利活用や

維持管理、再整備に向けた基本方針を定めるパークマネジメント・プ

ランの策定に取り組んでまいります。また、緑化表彰によって市民の

美観意識の高揚を図るほか、地域が主体となった河川美化活動を支援

するなど、市民参画によるまちの美観形成を推進します。 

地域の活性化に向けた取り組みについては、28年度に策定した北部

農山村地域活性化構想に基づいて、具体的な施策を盛り込んだ基本計

画を策定するとともに、林業の魅力を発信する体験フェアの開催を支

援するなど、夢前町や安富町に点在する魅力的な地域資源の活用を図

ります。また、これまでの地域夢プラン事業で地域住民が主体となっ

て掘り起こした地域資源を紹介する動画を制作し放映するなど、市内

外に市内各地域の多様な魅力を発信するほか、地域おこし協力隊の活
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用や移住体験事業の実施、活性化に取り組む地域へのアドバイザー派

遣など、がんばる地域応援プログラムを推進し、地域の自主的な取り

組みを支援します。 

持続可能な上下水道の経営については、経営の健全性を確保し、将

来にわたって安定的なサービスを提供するため、水道事業においては、

新たな水道ビジョンの策定を進めるほか、引き続き、老朽化した水道

施設と管路の計画的な更新、耐震化や、浄水場の民間委託の拡大など

の経営基盤の強化に取り組んでまいります。また、下水道事業におい

ては、長期的な視点で施設を計画的かつ効率的に管理するストックマ

ネジメント計画の策定に向けて調査を進めるほか、管きょと処理場の

維持管理業務への包括的民間委託の導入に向けた準備や、集落排水処

理施設等の公共下水道への統合を進めるなど、一層の経営の合理化を

図ってまいります。 

マイナンバー制度の普及と活用については、今後も、マイナンバー

制度の充実に合わせて必要なシステムの整備・改修を行うとともに、

マイナンバーカードの普及やマイナンバー制度を活用したサービスの

利用促進に取り組み、市民の利便性の向上と事務の効率化を図ります。 

効率的で効果的な行政運営については、まず、職員のワーク・ライ

フ・バランスの推進と生産性の向上に向けた市役所の働き方改革の一

環として、ＩＣＴを活用した効率的で柔軟な働き方であるテレワーク

を試行するとともに、職務能率の向上とペーパーレス化に取り組みま

す。また、市が保有する多様な住民情報等の庁内ビッグデータの分析

機能を充実し、庁内横断的な利用を推進することで、行政サービスの

向上や業務改革につなげていけるよう、個人情報の取り扱いルールの

明確化とともに情報分析基盤の構築を進めます。さらに、本市ホーム
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ページ等に人工知能を活用した対話型問い合わせ機能を導入すること

で、一層の市民サービスの向上を図ります。 

公共施設等の長寿命化については、老朽化した公共施設の改修工事

や建築保全業務の計画的な実施により市民の安全・安心を確保すると

ともに、中長期的な維持管理、更新等に係る財政負担の軽減と平準化

を図ります。 

信頼される市役所づくりに向けては、昨年３月の職員不祥事調査・

再発防止検討専門委員からの提言を踏まえた不祥事の再発防止策に着

実に取り組んでまいります。また、建設工事等の入札・契約において、

工事成績を活用した入札制度を整備するなど、入札制度における公正

性の確保を図ってまいります。 
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■おわりに 

冒頭で、昨年の日本遺産認定のニュースをご紹介しました。認定さ

れた「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」のストーリーは、明治とい

う新しい時代に駆け出していく当時の日本を、本市を含めた播磨・但

馬地域が力強く支えていたことを我々に思い出させてくれました。 

本年は明治元年から数えて満 150年の記念の年に当たり、こうした

ことを内外に向けて発信していく絶好の機会でありますが、さらに思

いを巡らせますと、銀の馬車道の起点である飾磨津、現在の姫路港の

整備を進めた姫路藩の名家老・河合寸翁が思い起こされます。 

昨年、生誕 250年を迎えた寸翁は、港の整備のほかにも、窮地に陥

っていた藩の財政を木綿の専売などにより立て直し、また、未来を担

う人材を育成するため仁寿山校を創立するなど、領民を思い、藩の誰

もが豊かになる未来を目指して、数多くの偉業を成し遂げた人物であ

ります。領民の生活を脅かす飢饉や災害に対しても備えを怠らず、中

国最古の歴史書といわれる「書経」にある言葉「民

たみ

は惟

こ

れ邦

くに

の本

もと

、本

固ければ邦寧

やす

し」から名付けられた「固寧倉」の設置にも尽力しまし

た。民が富めば国も富む、という時代の先を見通した優れた理念が、

これらの偉大な功績につながったのであり、その事績は当時の姫路藩

政にとどまらず、明治から現在に至るまでの姫路そして播磨の発展の

礎となっております。 

現在、我が国は、世界でも類を見ない速度で人口減少と少子・高齢

化が進み、既存の社会経済システムが大きく変わりつつあります。ま

た、ＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ等による産業イノベーションが続き、

こうした先を見通すことの難しい時代の転換期において、今後も本市

が持続的に発展していくためには、産官学金労言といった分野、業種
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の垣根を越えて力を合わせ、未来を予測し、強い情熱をもって「ひめ

じ創生」を進めていかなければなりません。 

本市には、こうした困難な状況を乗り越えていく「総合力」がある

と考えております。日本経済を支える工業都市でありながら、彩り豊

かな歴史と文化、自然資源があり、特色ある地場産業にも恵まれてお

ります。そして、何より本市で暮らし、働き、日々を営む市民の皆様

の力があります。 

今後とも、現在・過去・未来の市民に責任を持てる「共生のまちづ

くり」を基本理念に、市民の皆様の声にしっかりと耳を傾けながら、

市政を担う者としての強い責任感と使命感の下、本市の未来を支える

「総合力」をさらに高め、市民の皆様がこれまで以上に夢や希望を持

てる市政運営に全力で取り組んでまいります。 

 

市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を心からお願い申し上

げ、平成 30 年度の所信表明といたします。 

 

平成 30 年２月 22日 

 

            姫路市長  石 見 利 勝 

 

 


