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■はじめに 

平成 31 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。 

先般、今期限りをもって、ふるさと姫路の市長職を退くことを発表

させていただきました。 

今日までの 16 年間、私が市長としての重責を全うしてこられまし

たのは、こちらにお集まりの議員各位をはじめ、本当に数多くの方々

からご支援、ご指導を頂戴した賜物であり、改めて深く御礼を申し上

げます。 

これまで、私は、暮らしやすい地域の生活圏が利便性を高めた各地

域核や都心部等と連携・交流する多核連携型のまちづくりを目指して、

清新かつ懸命に市政を進めてまいりました。その中核となる姫路駅周

辺の整備は完成まであと一息のところまで達しています。市内鉄道駅

の駅前を整備・区画整理してパーク・アンド・ライドを徹底していく

という形にも見通しが立ちつつあり、姫路が本当に懐の深いまちとし

て、市民の皆様が生活を楽しめる環境が整ってきたと感じています。

平成の大修理を終えた姫路城は、グランドオープン以来、まばゆい輝

きを放ち続け、国際色も豊かに、連日多くの観光客が訪れています。

地域夢プランや生涯現役プロジェクトなどのソフト事業も、事業開始

の当初は困難なことの連続でしたが、今では当たり前のように市民の

皆様の生活の中に溶け込んで、地域の元気を生み出しています。 

生きがいと魅力ある住みよい姫路
ま ち

の実現に向けて、これまで堅実か

つ着実に行ってきたソフト・ハード両面にわたる基盤整備は、今、本

当に、各方面で花開き、また、開きつつあるように感じられます。 
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他方で、深刻な人口減少・少子高齢化や第４次産業革命とも言われ

るＡＩやＩｏＴなどの技術革新は、既存の社会経済システムを常に変

化させており、市政に対しても新たな課題を与え続けています。また、

昨年も全国各地で相次いだ地震・台風・集中豪雨などの、いつ起きる

とも知れない災害に備える体制づくりなど、市政は、日々切れ目なく、

適時・適切に施策を推進していかなければなりません。 

現在、本市財政は、普通交付税の合併算定替の段階的縮減により一

般財源が減少する中で、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、引き続き厳しい財政運

営が求められています。 

このような中、市民福祉の向上と財政規律の遵守とを両立させ、本

市が持つ恵まれた資源、優れた総合力を最大限に活かしながら、市民

の皆様とともに、ふるさと姫路の持続可能なまちづくりを進めていく

ため、平成 31 年度予算編成に当たっては、多様な課題に対しても安

定的、継続的に施策を推進していくことができるよう、しっかりと予

算を組ませていただきました。 

具体的には、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ています。 

各会計予算は、 

一般会計         2,215 億円 

特別会計（７会計）   1,090 億円 
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企業会計（３会計）     566 億円 

総  額          3,871 億円 

となっております。 

 

以下、順次、31 年度の主要な事業について、ご説明申し上げます。 



 

- 4 - 

■「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、イベントゾーンのうち、文化・コン

ベンションエリアにおいて整備を進めている、文化芸術振興の拠点機

能とコンベンション・展示会等の交流機能をあわせ持った文化コンベ

ンションセンターの建設工事を、33 年秋の開館に向けて、引き続き着

実に進めてまいります。また、高等教育・研究エリアにおいて、播磨

姫路圏域で最大規模の高度専門・急性期医療を担う、（仮称）県立は

りま姫路総合医療センターの整備に引き続き協力していくほか、同セ

ンターとの一体的な整備に向け、獨協学園が計画する獨協医科大学大

学院サテライトや消化器内視鏡研究センターなどの医療系高等教育・

研究機関について、県や獨協学園と協議、調整を進めるとともに、県

立大学が計画する医産学連携拠点について、県や県立大学と円滑な連

携を図ってまいります。 

中心市街地の環境の整備については、現行の中心市街地活性化基本

計画が 32 年３月に満了することに伴い、次期基本計画を新たに策定

するほか、大手前通りを歩いて楽しい賑わいのある質の高い都市空間

としていくため、引き続き国道２号以北の区間の工事を着実に進める

とともに、大手前通りの利活用に向けた活用主体の育成に取り組んで

まいります。また、中心市街地の建築物等について、姫路城と調和し
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た良好な景観を維持していくため、姫路城を基準とした高さ制限の導

入による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、ビッグデータを活用して、市内

での日常の移動ニーズや移動手段などを把握し、人口減少社会におい

ても持続可能な都市構造の構築に向けた施策・計画の立案等に活用す

る取り組みに着手するとともに、快適な住環境を整備するため、ＪＲ

網干駅前やＪＲ英賀保駅周辺など、市内６地区における土地区画整理

事業に引き続き取り組んでまいります。 

公共交通等の利便性の向上については、総合交通計画の改訂を行う

ほか、公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に利用する

状態を目指し、環境や健康などに配慮した交通行動を呼びかけるモビ

リティ・マネジメントを推進し、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、地方バス路線の維持確保対策の実施、コ

ミュニティサイクル「姫ちゃり」の活用など、引き続き公共交通の利

用促進に取り組むとともに、交通空白・不便地域においてデマンド型

乗合タクシーの本格運行を実施します。また、自転車利用環境整備計

画に基づき、歩行者、自転車、自動車が安全で安心して快適に通行で

きる自転車通行空間の整備を進めてまいります。さらに、山陽電鉄大

塩駅において橋上駅化や駅周辺整備の工事に着手するとともに、山陽

電鉄飾磨駅周辺の踏切道の安全対策について検討を進めます。 

広域交通網の整備については、昨年５月、文化センターにおいて播

磨臨海地域道路の整備促進大会を開催し、本道路の早期事業化に対す

る市民の皆様の大きな期待や熱い思いを国へ届けることができました。

今後も、播磨そして日本の成長を支える本道路の早期実現に向け、県

や関係市町、地元経済界、市民の皆様と一丸となって国に対して要望
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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、魅力的な観光の振興については、姫路城を中心とした滞在型

観光を進めるため、姫路城の夜間公開や朝型観光の推進、第 70 回目

の節目となる姫路お城まつりの事業拡充など、姫路城を活用した観光

を推進するとともに、姫路城をきっかけとして書写山圓教寺や名古山

霊苑などの市内観光地のほか、播磨地域の観光地等への回遊を促進す

る「姫路城プラスワン」作戦を展開します。また、近年増加している

外国人観光客に対して、コンシェルジュの配置、音声ガイドによる解

説など案内の充実を図るほか、ゴールデン・スポーツイヤーズや大阪・

関西万博の開催を好機と捉え、本市の魅力を国内外に積極的に発信し

てまいります。さらに、姫路城などの歴史的建造物や文化施設を、特

別感や地域特性を演出できる会場として国内外からのＭＩＣＥの誘致

に活用する「ユニークベニューＨＩＭＥＪＩプラン」を推進していく

とともに、文化コンベンションセンターの開館に合わせて多彩な事業

を展開できるよう、着実に準備を進めてまいります。また、英国・北

ウェールズの世界遺産コンウィ城との連携交流を推進し、国際交流都

市としてさらなる飛躍を目指すほか、日本遺産「播但貫く、銀の馬車

道 鉱石の道」のストーリーや歴史的遺産の魅力を国内外に発信し、

地域活性化を推進してまいります。このほか、特別史跡姫路城跡
せき

整備

基本計画改訂のための準備を進めるとともに、観光客の周遊性を高め

るため、姫路城東側に休憩施設の整備を検討するなど、特別史跡地及

び周辺地域の保存管理及び整備活用を図ってまいります。 
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中央卸売市場の移転再整備については、移転予定地の土壌汚染対策

が 30 年度末に完了し、31 年度は、新市場の実施設計や都市計画決定

手続きを行うとともに、引き続き周辺の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。今後とも場内事業者等の主体的な取り組

みを支援しつつ、「播磨地域の食文化の拠点」としてふさわしい機能

を有する施設整備を着実に進めてまいります。 

農林水産業の活性化については、実践を通して新規就農者を育成す

るため、（仮称）林田チャレンジ農園の整備を進め、32 年度の開園を

目指します。また、森林の持つ国土保全や水源涵養といった公益的機

能を発揮するため、31 年度から自治体に譲与される森林環境譲与税

を活用して、森林資源量等の調査解析、人工林の間伐等の造林助成事

業を拡充するほか、森林・林業体験フェアの開催支援等を実施してま

いります。 

産業の振興とものづくり力の強化については、播磨地域の地場産品

のブランド化・高付加価値化を戦略的に推進するため、「醸造」をキ

ーワードにして、播磨の醸造文化の情報アーカイブ化やＰＲイベント、

流通各社のバイヤーを招いた製造現場の視察や意見交換会の開催等に

取り組んでまいります。また、市内企業の生産性の向上や業務の効率

化を図る手段として、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメー

ション）の導入を促進し、市内企業のＩＴ化を支援していくほか、各

企業の内発的な発展を促すため、金属新素材研究センターの利用促進

や新製品・新技術の開発支援、科学技術基盤の活用促進や産官学の連

携強化等に取り組むことで、本市経済を支える企業の「ものづくり力」

の向上を図ります。さらに、市内企業の人材不足の解消等を図るため、

企業向けにインターンシップ制度の導入を啓発し、インターンシップ
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マッチングの強化にも取り組みます。 

 開港 60 周年を迎える姫路港については、３月に「飛鳥Ⅱ」、４月に

「ダイヤモンド・プリンセス」が入港し、開港 60 周年の幕開けを飾

るほか、帆船イベントやシンポジウムの開催、姫路みなと祭海上花火

大会の拡充など、さまざまな記念事業を実施します。また、県と連携

してクルーズ客船の誘致をはじめとするポートセールス活動を強化す

るほか、姫路港飾磨・須加地区が「魅力ある海の玄関口」として活性

化するよう、旅客ターミナルエリアの整備計画を策定します。 

 さらに、これまで主に製造業に対して行ってきた企業の誘致活動を、

成長産業として農業に取り組む６次産業化企業にも拡大していくほか、

市内へのオフィス系企業の立地促進や地域未来投資促進法に基づく地

域経済牽引事業者への支援、工場立地支援の強化等を通して、地域の

生産性の向上や雇用の拡大を図ってまいります。 

 

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し、災害から市民の暮

らしを守るため、次の２つの重点施策を展開します。 

 

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、待機児童の解消

と幼児教育の無償化等に対応した教育・保育の提供体制の確保を図る

ため、子ども・子育て支援事業計画を改訂し、民間施設の整備促進や

市立幼稚園での３歳児保育の拡充に向けた取り組みを進めるとともに、
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保育人材確保のため、処遇改善等の定着支援や復職支援の充実を図り

ます。また、（仮称）中寺こども園の建築工事に着手するほか、（仮称）

大塩こども園の設計に取り掛かるなど、質の高い教育・保育を一体的

に提供できる市立幼保連携型認定こども園の整備を推進します。さら

に、小学校入学後の子育て支援策として、公設の放課後児童クラブに

おいて、引き続き専用施設化や学校休業日の早朝開所試行事業を実施

するほか、施設整備が困難な小学校区については、民間事業者の活用

促進に取り組みます。加えて、増加する児童虐待等に対応するため、

姫路市総合福祉会館に移転するこども家庭総合支援室において、多職

種連携による総合的な相談支援体制の充実を図ってまいります。 

教育体制の充実については、本市の教育振興のための施策に関する

教育振興基本計画を改訂するほか、夏季の猛暑等から児童・生徒等の

健康を守り、良好な教育環境を整備するため、31 年度中を目途に、全

ての市立小中学校、義務教育学校、幼稚園の普通教室等へのエアコン

の設置を進めてまいります。また、四郷小学校と四郷中学校を本市２

校目となる義務教育学校「四郷学院」に移行させるなど、小中一貫教

育を一層推進するとともに、コミュニティ・スクールによる地域に根

ざした特色ある学校づくりを進めてまいります。さらに、児童・生徒

の教育条件の改善等の観点から、少子化に対応した活力ある学校づく

りを目指す市立小中学校の適正規模・適正配置の基本方針の策定に向

けて、審議会での審議のほか市民からのご意見を伺いながら、引き続

き検討を行ってまいります。 

また、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

るため、教育と福祉をつなぐスクールソーシャルワーカーの研修体制

を強化し、専門性の向上を図ります。 
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魅力ある教育の推進については、急速に進展する情報化社会に対応

できる児童・生徒を育むため、市立小中学校、高等学校等の普通教室

に無線ＬＡＮを整備し、市立小中学校等のタブレット型パソコンを更

新するほか、教員への情報化推進研修などを通じて、学校教育におけ

るＩＣＴ環境の充実を進めてまいります。また、中学校給食の全市エ

リアでの実施に向けて、（仮称）南部エリア学校給食センターの建設

工事に着手するほか、「小中学校における食育推進プラン」に基づき、

引き続き学校給食における地産地消を進めるなど、学校給食の充実と

食育の推進に取り組んでまいります。 

 

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。 

地域医療の充実については、30 年３月に改訂した救急医療方策に

関する指針に基づき、休日・夜間急病センターの医師確保など、救急

医療体制の充実を図るとともに、医学生向け就職説明会への参加等を

通じて、市内医療機関の魅力を発信し、家島地域を含めた市内の医師

確保に取り組むほか、製鉄記念広畑病院移転後の後医療機関の円滑な

開設等に向けた支援・協力の検討を進めてまいります。 

地域包括ケアの推進については、医療・介護サービスを必要とする

高齢者が急増する中、自助、互助、共助、公助の適切なバランスを確

保し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

社会の実現を目指してまいります。31年度はリハビリテーション専門

職を活用して介護予防の取り組みを充実させるほか、ボランティア等

を育成し、認知症や生活支援の必要性に関する理解者を増やすことで、

家族も安心して暮らせる地域づくりを推進します。 
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地域福祉の向上については、聴覚障害による音声言語発達等への影

響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査費助成事業を実施し、早期

発見、早期療育を図ります。また、28 年４月に施行された障害者差別

解消法に基づき、引き続き障害者の差別解消に向けた啓発活動を実施

します。 

さらに、生活習慣病の予防を図ることを目的とした特定健診の受診

率向上に向け、啓発活動や受診勧奨を実施し、糖尿病やメタボリック

シンドロームを予防するための生活習慣の改善や健康寿命の延伸と健

康の保持増進に取り組むほか、30 年度に策定した「ひめじ・いのち支

え合いプラン」に基づき、自殺対策を支える人材育成や住民への啓発

に努めることなどにより、こころの健康づくりや命を守る取り組みを

総合的に推進してまいります。 

災害に備えた取り組みの推進については、近年、全国各地で豪雨・

地震・台風災害が発生している状況を鑑み、地域住民への迅速な情報

伝達により、情報弱者等への発信力を強化するため、全市域にデジタ

ル防災行政無線の導入を進めてまいります。また、防災意識のさらな

る啓発を図るため、姫路市版携帯災害・避難カードの配布や土砂災害

ハザードマップの更新、自主防災組織の災害対応の手引きの改訂など

に取り組み、市民自らが主体となった適切な避難行動がとれるよう支

援するとともに、災害時要援護者支援事業をさらに推進してまいりま

す。また、地域防災力の中核を担う消防団員の活動を支えるため、新

たな夏用活動服の導入や車両等装備品の充実を進めるほか、糸魚川市
い と い が わ し

大規模火災等を教訓として、本市における密集市街地の警防計画を策

定するなど、地域における防災対策の強化に取り組んでまいります。 

さらに、災害から市民の生命や財産を守るため、個人住宅や社会福
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祉施設等における危険ブロック塀の撤去の支援を進めるほか、雨水計

画の見直しに沿って、引き続き大井川等の河川整備、汐入川流域等に

おける雨水幹線整備やポンプ場整備を進めてまいります。 

快適で衛生的な生活環境の維持については、環境と経済が調和する

「持続可能な開発」が実現される社会への転換に向けた取り組みを推

進してまいります。水素ステーションの整備費用を助成する制度を創

設するほか、燃料電池自動車のリース、購入費用の一部を助成するな

ど、県と連携して燃料電池自動車の普及促進を図ります。また、身近

な生活の中で、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す

「ＣＯＯＬ
ク ー ル

 ＣＨＯＩＣＥ
チ ョ イ ス

」を推進します。 

 

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

創造を図るとともに、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、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

ストタウン事業やオリンピアン等トップアスリートによるスポーツ体

験教室を開催するほか、東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れる 2020 年を迎えるに際し、国内の世界遺産と連携したリレーイベ

ントの一環として、世界遺産姫路城を活用したメッセージを広く国内
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外に発信するなど、スポーツ、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

ソンの参加人数の増加や海外枠・初出場枠の拡大を図るほか、地元ト

ップチームであるヴィクトリーナ姫路、ＡＳハリマアルビオンへの支

援や市民交流事業の実施、スポーツコミッションを中心とした大規模

スポーツ大会の誘致など、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、市民が音楽に親しめる機会を充実させ、音楽あふれるま

ちづくりを進めてまいります。 

さらに、30 年度に館内の環境改善を行った美術館において、姫路文

学館とも連携した企画展を開催し、国宝を含む美術・工芸・書などの

名品の展示やチームラボによる最先端の現代アート展の開催など、文

化発信拠点施設の充実を図ってまいります。 

スポーツ・文化拠点の再整備については、手柄山中央公園整備基本

計画に基づき、感動と笑顔あふれる憩いの交流空間の創出に向けた公

園整備を推進していくほか、公園に隣接し、整備が予定されているＪ

Ｒ姫路・英賀保間新駅の設置に向けた協議も進めてまいります。 

 

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」
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であります。 

ひめじ創生の推進については、市民一人ひとりに、ひめじ創生の取

り組みを、将来に向けての自分たちの課題として認識してもらうこと

が最も重要であります。このため、播磨圏域連携中枢都市圏の連携中

枢都市として、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・販路拡大、はりまサイクルツーリズムの普及など、引き

続き圏域の市町との連携事業を着実に推進していくほか、本市の魅力

を若者に重点的に発信し、移住定住を促進する施策として、高校生を

対象にＰＲ動画等を活用した魅力発信事業を実施していくとともに、

播磨圏域の市町と連携して、創業希望者を対象にセミナー等を実施し、

創業の支援を行っていくことで、若者の地元定着を促進してまいりま

す。さらに、本市と連携協定を結んだ民間企業の知見・ノウハウを活

用し、産官学金労言の連携を一層強化してまいります。 

市民活動の推進については、地域コミュニティ活性化のため、自治

会等による地域課題解決に向けた事業計画策定への支援を行うなど、

地域活動の充実に向けた取り組みを推進するほか、生涯現役社会の実

現に向けて、高齢者の自主的な生きがいづくりや生涯にわたる学習活

動への支援を行います。また、市民が主体となった公園の利活用を推

進するパークマネジメントプランに基づき、モデルとなる公園で市民

協働による利活用、公園経営などを試行し、仕組みづくりを検討する

ほか、新たな重点環境美化推進区域の指定によるクリーン作戦の実施

や地域主体の河川美化活動への支援、花と緑にあふれるまちづくりを

目指した緑化普及啓発など、市民協働による地域環境の改善に取り組

んでまいります。さらに、本市の人権施策の総合的な指針となる人権

教育及び啓発実施計画を改訂し、誰もが平等で快適に暮らせる人権尊
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重のまちづくりを目指して、教育・啓発活動を推進します。 

地域の活性化に向けた取り組みについては、住民自らが企画し、主

体的に取り組もうとする地域へのアドバイザー派遣や地域おこし協力

隊の活用、移住体験事業の実施など、がんばる地域応援プログラムを

展開していくほか、北部農山村地域の活性化に向けて、北部農山村地

域活性化基本計画を推進し、景観に配慮した植栽・植樹推進事業への

支援や官学連携による調査研究、地域活性化拠点施設整備に向けた検

討等を実施してまいります。 

また、空き家等の適正管理・利活用の促進や老朽危険空き家等の発

生の抑制に取り組むほか、子どもたちをはじめ市民の皆様に市内各地

域の多様な魅力を知っていただく地域夢プラン事業を推進し、引き続

きふるさと意識の醸成を図ってまいります。 

総合的な行政運営の推進については、まず、現総合計画「ふるさと・

ひめじプラン 2020」が 32 年度末をもって満了することから、33 年度

を初年度とする新たな総合計画策定に係る審議会等を開催し、検討を

進めてまいります。また、新たな行財政改革プランの策定に取り組む

ほか、市公式ホームページのリニューアルや市公式アプリ「ひめじプ

ラス」の機能を拡充することで、効果的で利便性の高い行政情報の提

供を推進してまいります。 

マイナンバーの普及とＩＣＴの活用については、職員の働き方改革

の一環として、職務能率の向上やペーパーレス化を目的に、ＩＣＴを

活用したテレワーク環境の充実に取り組むほか、マイナンバーの普及

を促進し、市民の利便性を向上させます。また、ＡＩ等の最先端技術

を活用した業務効率化やビッグデータの有効活用を推進するための計

画策定に取り組んでまいります。 
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持続可能な上下水道の経営については、人口減少に伴う料金収入の

減少や施設の老朽化対策に対応しつつ、将来にわたって安定したサー

ビスを提供するため、水道事業においては、水道事業の将来的な展望

を示す、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

た水道施設や管路の更新、耐震化を計画的に実施してまいります。下

水道事業においては、ストックマネジメント計画の策定や、処理場の

維持管理業務への包括的民間委託を進めるほか、引き続き集落排水処

理施設等の公共下水道への接続を推進してまいります。 

公共施設の適切な管理運営については、公共施設の管理コストや利

用状況、建築物の保全状況などの情報をもとに、客観的な施設評価を

実施し、公共施設等総合管理計画の改訂に向けて調査を進めるととも

に、引き続き老朽化した公共施設の改修工事や建築保全業務を適切か

つ計画的に実施し、施設の長寿命化やライフサイクルコストの削減を

図ってまいります。
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■おわりに 

本年は、平成が終わり、新しい元号を迎える節目の年であります。

本市においても、明治 22 年４月に、本市が日本で最初に市制を施行

してから 130 周年に当たり、発展を遂げてきた姫路の歴史に思いを馳

せながら、輝かしい先人たちの偉業に感謝し、新たな歴史を築いてい

かなければならない年となります。 

姫路藩士の子として生まれ、近代化に邁進していた明治の日本にお

いて、近代土木工学の礎を築いた古市公威は、フランス留学時代に「私

が一日休めば、日本は一日遅れるのです。」と語ったと言われていま

す。激動の情勢下にあった当時の日本にあって、己の双肩に国家の将

来が掛かっているという氏の強い責任感と使命感を感じる言葉であり

ます。 

既存の社会経済システムを大きく変革していかなければならない時

代の転換期にあって、本市が今後も持続可能な発展を実現していくた

めには、今日までの発展を支えた先人の強い思いを胸に刻み、若者や

子育て世代のニーズも積極的に取り入れながら、国や県、周辺市町や

経済界等の多様な機関と協働して、姫路・播磨地域の未来の姿をしっ

かりと描いていくほかありません。 

日本民俗学の父として郷土が誇る柳田国男は、著書「時代と農政」

の中で、こう記します。 

「国家の生命は永遠でありますからは、豫
あらかじ

め未
いま

だ生まれて来ぬ数

千億万人の利益をも考えねばなりませぬ。況
いわ

んや我々は、既に土に帰

したる数千億万の同胞を持っておりまして、その精霊もまた国運発展

の事業の上に無限の利害の感を抱いて居るのであります。」 

ふるさと姫路の連綿と続く歴史の中で、今、この時代に生を受けた
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私たちは、永い歴史を引き継ぎ、未来に繋いでいく役割・責任を負っ

ています。 

本市で暮らし、働き、日々を営む市民の皆様が、いつまでも元気で

幸せに日々を過ごし、これまで以上に夢や希望を持てるように、そし

て、今を生きる市民の皆様とともに、現在・過去・未来の市民に責任

を持てる「共生のまちづくり」を着実に進めていくために、私も、残

された任期の一日一日を大切にして、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、全力

で市政運営に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 31 年度の所信表明といたします。 

 

平成 31 年２月 21 日 

 

            姫路市長  石 見 利 勝 

 

 


