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姫路市総合計画



　世界文化遺産・姫路城をはじめ、豊かな歴史文化や産業、自然環境に恵まれたふるさと姫路を舞台に、
多様な人が、互いの命・くらしをたいせつに想い、支え合って、力強く輝く。
　そして、播磨の交流拠点都市としての特長を活かし、まちとまちの連携、ヒト、モノ、情報の活発な
交流を通じて、世界に誇れるまちの魅力やにぎわいを創出する、持続可能で生涯安心して暮らすこと
のできる都市を目指します。

子育てにやさしい環境づくりや働く場所の確保を通じ
て、若い世代の移住定住を促進するなど、急激な人口
減少を回避しつつ、世代間の偏りの小さい人口構造を
目指します。

旅行者や短期滞在者といった「交流人口」を増やし、
地域の活力の維持・向上につなげます。また、姫路に
ゆかりや関わりのある「関係人口」との協働により
地域課題の解決に取り組みます。

※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所
　「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」に基づく。

- 実績 -

- 目標 -
- 目標 -

- 推計 -

- 推計 -

みんなでつくりたい！こんな姫路
総合計画（ふるさと・ひめじプラン 2030） で実現を目指す都市ビジョン

ま　ち
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　総合計画は、姫路市まちづくりと自治の条例に基づき策定しています。この条例の目的である、住民等がまちづくりの
主体となる都市の実現を目指して、総合計画に掲げるまちづくりの方向性を市民、地域コミュニティ、企業・団体など
姫路に関わるみなさんと共有し、みなさんが行うまちづくり活動を支援しながら、ともに未来につながるまちづくりを進
めていきます。

住民等は、自らの発言と行動に責任を持って
参画するとともに、まちづくりに関する負担を
分任します。

住民等の責務
住民等は、市政に関する情報を知る権利や
参画する権利を有します。

住民等の権利

行政は、参画と協働を推進し、まちづくり活動を支援します。
市長は、公正で誠実に行政を運営し、行政サービスの質の
向上に取り組みます。

市長等の責務

職員は、全体の奉仕者として、法令等を守り、公正で誠実に
職務に取り組みます。

職員の責務

議会は、姫路市議会基本条例に基づき透明性を確保し、
開かれた議会運営を行うよう努めます。

議会の責務

議員は、姫路市議会基本条例に基づき、公正で誠実に
活動するよう努めます。

議員の責務

住民等

議　会 行政（市長等）
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令和３年度～令和12年度）で目指す姫路(まち)の姿と、その実現に向けた
まちづくりの目標や方向性を示し、姫路に関わるみなさんとともにまちづくり
に取り組むための指針となるものです。

 
など、姫路市のあらゆる分野のまちづくりに関わる大切な計画です。市では、
この総合計画の趣旨を踏まえて、分野ごとの個別計画を策定します。

　総合計画の中に地方創生の考え方や取組を盛り込み、これまで市が取り組ん
できた、人口減少の進行の緩和と地域の活力の維持・向上を目指す「ひめじ創生」
をより強力に推進します。

（
　総合計画は、市が直面する課題や社会経済情勢の変化を踏まえ、今後10年間

　総合計画は、福祉や教育、産業、防災、生活の基盤となる道路や施設づくり



新型コロナウイルス感染症の
流行による社会経済情勢の変化

大規模自然災害等への
危機感の高まり

持続可能な開発目標(SDGs)
の達成に向けた動き

高度情報化による
新しい社会の到来

市民の意識と
公共サービスの変化

人口減少と
少子高齢化の進行
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姫路・播磨が持つ優位性やICT・AI等の先端技術などを活かし、世界に誇れる
新たなまちの活力をともに生み続けます。

未来の市民を含め、誰もが健やかに、そして快適に住み続けられるような
土台（仕組みや基盤）をともにつくります。

年齢、性別、国籍、障害の有無等に関係なく、市民一人ひとりを地域社会の
担い手として認め合い、それぞれが持つ能力や経験を最大限に発揮しながら
輝いて生きる人をともに育てます。

市民、地域団体、産官学金労言士、連携中枢都市等により連携する市町など、
多様な立場や考え方を持った主体同士が互いに信頼し力を合わせあう地域を
ともにつくります。

　人口が減少していく中でも持続可能なまちづくりを進め、目指すまちを実現するには、行政だけでなく、姫路に関わ
るみなさんが、経済・社会・環境のバランスを大切にし、姫路の限りある地域資源を最大限に活かして、まちを構成
する「人」、「地域」、「活力」、「土台」づくりに一緒に取り組むことが必要です。
　そこで、総合計画では私たち一人ひとりが、まちづくりに取り組むにあたり大切にする姿勢として、次の「行動指針」
を掲げています。 
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　総合計画では、私たちの生活に関わりが深い９つの分野に都市ビジョンを具体化した「分野
目標」を設定し、「分野目標」の実現に向けた取組の大きなまとまり（まちづくりの方向性）
である「政策」を示しています。

健康福祉分野

高齢者、障害者、子ども、生活困窮者をはじめすべての人が、
住み慣れた地域において健やかな暮らしと生きがいをともに
創り、充実した保健、福祉、医療環境の下、生涯にわたり安心な
生活を送りながら、互いに支え合うことができる社会の実現を
目指します。

政策❶ 地域に根ざしたきめ細かな福祉の充実 
政策❷ いきいきと暮らせる障害者福祉の充実 
政策❸ 健康で安心して暮らせる高齢者福祉の充実 
政策❹ 健やかな成長を支える子育て環境の充実 
政策❺ 健康で安心な市民生活の充実  

教育分野

ふるさと姫路の未来をひらく、心豊かでたくましく生き抜く力
を身に付けた子どもの育成と、人生100年時代を豊かに生きる
生涯学習社会の実現を目指します。
先人から受け継いだ多彩な文化財や伝統文化の着実な未来へ
の継承を目指します。

政策❶ 魅力ある教育の推進 
政策❷ いきいきとした生涯学習社会の実現
政策❸ 歴史文化遺産の保存・継承と活用  

環境分野

市民、事業者、行政などすべての主体が環境の大切さを理解
し、日常生活や経済活動の中での脱炭素化に向けた取組や
自然と人との共生、資源の循環が進んだ、持続可能な社会の
実現を目指します。

政策❶ 自然とひとが調和した快適な空間の保全と創出  
政策❷ 持続可能な循環型社会の形成  

市民活動分野

自治会を中心とする地域団体とNPO法人やボランティア団体、
企業・団体、教育機関、個人、行政などの多様な主体が、地域に
おけるそれぞれの役割を果たしつつ、地域課題の解決に向け
協働している社会の実現を目指します。また、市民一人ひとりの
人権が尊重され、性別や年齢、国籍などの多様性を認め合うと
ともに、文化芸術を通じてその創造力や感性を高めることで心
豊かに、自分らしく生活できる社会の実現を目指します。

政策❶ 多様なコミュニティ活動の推進 
政策❷ 人権尊重社会の形成 
政策❸ 市民文化活動の推進
政策❹ 国際交流・多文化共生の推進
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市民ニーズに応じた行政サービスの提供目 標 

市政情報を適切に共有することで、市民の信頼を維持し、限ら
れた財源と人材を最適に活用しつつ、不断の行財政改革に取り
組みます。また、最新のICTを活用したスマート自治体の推進や
他の地方自治体との広域連携などにより、多様な市民ニーズに
応じた、利便性の高い行政サービスを提供します。

政策❶ 信頼ある行財政運営の推進
政策❷ スマート自治体の推進

行財政運営分野

産業分野

多様な担い手による、産業として魅力のある農林水産業の展開
と、地域の特色ある農林水産資源を活かした活力ある農山漁
村を目指します。
ものづくりをはじめ多様な分野の競争力ある事業者が集積し、
業種・分野の枠にとらわれない新しい技術や魅力的な製品・
サービスを生み出しながら、都市としてのブランド力を高め、
姫路・播磨の経済成長と安定した雇用の実現を目指します。

政策❶ 地域の特性を活かした農林水産業の振興  
政策❷ 活力ある商工業の振興 

観光・スポーツ分野

観光交流都市・姫路にふさわしい「おもてなし」による交流
人口の拡大と、観光産業の振興を通じた地域経済の活性化を
目指します。

市民が様々な形でスポーツに参加し、「こころ」と「からだ」を
健全に育むとともに、スポーツ資源を活かした地域コミュニ
ティの活性化とまちの新たな魅力の創出を目指します。

政策❶ おもてなし観光交流都市の推進   
政策❷ スポーツを通じた活気あふれる社会の実現 

既存の都市基盤を有効かつ効率的に維持活用しながら、より
暮らしやすい環境を整え、播磨の交流拠点にふさわしい、地域
の特性を活かした快適で魅力ある持続可能な都市基盤の構築
を目指します。   

政策❶ 地域の特性を活かしたまちづくりの推進 
政策❷ 交流連携を支える交通環境の充実
政策❸ 緑と調和した快適な住環境の形成
政策❹ 持続可能な上下水道サービスの提供

自然災害や感染症などに対する備えとして、防災・減災や感染
防止、迅速な復旧・復興のための総合的な取組が強化されると
ともに、危機管理に対する市民の意識や地域の対応力が高まっ
た災害等に強い都市を目指します。

日常に潜む火災や事故、犯罪、トラブルによる市民の生命や
財産への被害を最小限に抑えることができる、安全で安心して
暮らせる都市を目指します。

政策❶ 災害等に強いまちづくりの推進   
政策❷ 安全安心な暮らしの確保

都市基盤分野 防災・安全安心分野
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両親は遠くに住んでいて、仕事を
しながらの妊娠、出産、育児。
いろいろと大変かなと思ったけれど...

子どもの将来のために、いろんな
経験をさせてあげたいなぁ...

妊娠中の相談や出産後の育児ケアが充実しているし、
ふれあい保育や子育て教室、児童センターでの「遊び」を
通じた親子同士の交流で、地域や同世代の人たちとも
仲良くなりました。子育ての悩みや不安も共有し、気軽に
相談できるので、二人目も安心して育てられそう。

職場ではテレワークやフレックス勤務が導入されている
ので、学校行事や妊婦健診、出産後の乳児健診の時など、
夫婦ともに積極的に利用しています。 



市の取組にあわせて
みんなができることを
考えてみよう！
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● 

学校では、タブレットを活用した授業やプログラミング
教育が取り入れられ、地域の人たちとの交流や体験学習
の機会もたくさんあって、子どもも楽しそう。
小中一貫教育や、企業・大学と連携したキャリア教育・
スポーツ指導などもあって、親としてもうれしいです。

姫路城をはじめ、新しくなった手柄山中央公園や、科学
館、水族館もあって、歴史文化や自然に触れ合える場所
が充実しているので、週末には家族でいろんな場所に
遊びに出かけています。

● 子どもや子育て家庭が地域で交流できる環境づくりに取り組みます。
● 地域ぐるみで子どもを育てるため、学校園の教育活動や子どもの見守り活動などに協力します。

● 育児休業の取得促進、時短勤務の導入など、働き方改革によるワーク・ライフ・バランスを推進します。
● ライフスタイルや働き方の変化に対応した労働環境の整備や多様な人材の活用に努めます。
● 職場見学や職場体験を通じて、子どもに働くことの大切さを教えます。

● 家庭で、子どもの生活や健康、学習習慣づくりに取り組みます。
● 郷土の歴史や文化を学び、その魅力を発信します。
● 自然とのふれあいや環境学習を通じて、生物多様性に関する理解を深め、ごみの持ち帰りなどのマナーを
　守りながら、自然環境の保全に取り組みます。

ま　ち
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自由な時間も増えたし、
趣味や特技を活かしながら、
これからを有意義に過ごしたい...

車の運転にも自信がなく

この先いざという時に二人
で乗り越えられるか不安
だったけれど...

なってきたし、災害や病気、

長年住んでいる地域のために何かしたいと思い、子ども
たちの登下校時の見守り活動やまちの美化活動に参加
しています。運動にもなるし、子どもたちから毎日元気を
もらっています。
最近では、住民同士で考える地域のまちづくり活動にも
参加しています。

人生100年時代。いつまでも健康であるために、新しい
趣味を始めようと思っています。
地域での健康づくり活動やスポーツ活動、市の文化講座
など、いろいろあって何を始めようか迷うくらいです。 

～とある家族の一コマ～～とある家族の一コマ～～とある家族の一コマ～
みんなでつくりたい！ こんな姫路

ま　ち
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ま　ち

● まちの美化活動や緑化活動を通じて、環境保全活動の輪を広げます。
● 地域の人が参加しやすい講座にするため、公民館の企画運営などに関わります。
● 平時から、地域ぐるみで防災に関する知識の普及や防災訓練を行うとともに、災害時には、地域住民の避難誘導
　や安否確認、避難所の運営などに協力します。

● 交通事業者は、事業者間の連携による乗継利便性の向上やバリアフリー化など公共交通の利用環境の向上に
　努めます。

● 一人ひとりがまちづくりの担い手であるという意識の下、コミュニティ活動に参加します。
● 自らの健康づくりや生きがいづくりに取り組みます。
● 防災訓練への参加や住まいの安全対策、食料等の備蓄など災害等に備えます。

私たちの住む地域では、防災訓練が積極的に行われています。
また、まちのバリアフリー化が進み、公共交通の乗り継ぎも
良くなって、病院や買い物にも車を使わずに行けるのでとても
便利です。
市内では、近所のかかりつけ医と総合病院、救急隊と医療機関
で患者情報が共有されているそうで、いざという時も安心です。



母親を介護しやすいよう、
自宅近くの商店街で開業したいな...

働きながらの介護、
両立できるか心配だったけれど...

カフェのメニューやサービスづくり
で生まれ育ったまちにも貢献できた
らいいな...
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日中はホームヘルパーさんが来てくれたり、介護ロボット
が助けてくれたりと、仕事と介護を両立できています。
地域の民生委員さんも日頃から相談に乗ってくれるし、
最近は母もスマート家電を使えるようになったので、
いざという時も状況を確認することができて安心です。

自宅近くの商店街にあった空き店舗をリノベーション。
市の創業支援も活用し、安心してお店をはじめることが
できました。開業時の手続もオンラインでできたし、市の
窓口も一本化されていてスムーズでした。 

BOOKBOOK Florist

ランチ

Cafe
open

～とある家族の一コマ～～とある家族の一コマ～～とある家族の一コマ～
みんなでつくりたい！ こんな姫路

ま　ち
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MENU

● 地域全体で高齢者への声かけ活動や見守り活動に取り組みます。
● コミュニティ内外の情報伝達等にICTを効果的に活用し、地域課題の解決に取り組みます。
● まちの魅力を生み出し発信できる創業者やクリエイターなどを、地域コミュニティの担い手として受け入れ、
　創業者等が地域や商店街で事業活動をしやすくなるよう、活動機会や場の提供に努めます。

● 公民連携による事業の実施を通じて、ともにまちづくりに取り組みます。

● オンライン化された行政サービスを積極的に利用します。
● (事業主として)法令を遵守し、環境負荷の少ない事業活動を実践します。
● (事業主として)姫路をはじめ播磨の農林水産物を活用した新たな商品や、農林水産業と他の産業を結びつけた
　新たなサービスの開発・提供に努めます。

市内で盛んに行われている異業種交流の場に参加して、い
ろんな業種の方と知り合うことができました。そこで仲良
くなった東京からUターンしてきた女性をスタッフに誘い、
カフェを経営しています。
また、知り合った農家の方の協力で、地場産品を活かした
メニューをつくったり、月に一度、こども食堂を開催したりして
います。次は新たな姫路のお土産づくりにも挑戦します。

Florist
ま　ち



そろそろ就職のことも考えないと...
地元に戻るか姫路で就職するか悩んでいたけれど...

就職活動に向けた準備も必要だけど、
休日は何をして過ごそうかな...留学生の友人をいろいろとサポ

ートしてあげたいな...
今度、彼の家族が姫路に遊びに
くるみたい...
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大学のゼミの活動で、地域や企業、行政とのつながりや知
り合いが増えました。同じ大学に通う僕の友人は、いろん
なまちづくりイベントに参加していて、卒業後も市内企業に
就職し、姫路を盛り上げる活動をしたいと言っています。
インターンシップマッチングなどの若者向けの就職支援や
魅力的な企業など、市内の情報がスマホですぐにチェック
できるので、僕も自分に合ったやりたい仕事を姫路で見つ
けることができました。

休日には、所属するサッカーサークルで体を動かしたり、
プロスポーツチームの試合観戦や文化コンベンションセン
ター（アクリエひめじ）でのプロの演奏家のコンサートを
楽しんでいます。
姫路のトップスポーツチームの試合やコンサートがある時
には、市外からもたくさんの人が来て賑わっています。
身近でこんなにレベルの高いスポーツや芸術に触れること
ができて大満足です。 

～とある家族の一コマ～～とある家族の一コマ～～とある家族の一コマ～
みんなでつくりたい！ こんな姫路

ま　ち
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● 

●

● 日本人と外国人が地域で交流できる機会をつくります。
●

● 市政やまちづくりに関心を持ち、広報紙やホームページなどから積極的に情報を得るとともに、自ら発信します。
● 文化芸術に触れ、関心を持つとともに、自ら文化活動に取り組みます。
● 姫路が誇るトップスポーツチームをともに応援します。

ま　ち

在住外国人が日常生活の悩みを相談できる窓口や、生活に
必要な情報発信が充実していて、留学生の友人たちも安心して
暮らしています。
姫路城をはじめ、姫路の歴史や伝統文化を体験できる場所や
サービス、おいしい食べ物がたくさんあって、先日遊びに来た
友人の家族も満足してくれました。

市や事業者などと連携・協力しながら、まちの美観形成など観光客が居心地が良いと感じる環境づくりに
取り組みます。

業種、分野、地域を超えて様々な事業者や関係機関と連携しながら、観光客から選ばれる観光地づくりに
取り組みます。

公開講座の開催や大学施設の地域開放、学生ボランティア活動の推奨などを通じて、地域との関わりを深めます。



発行：姫路市　市長公室
〒670-8501　姫路市安田四丁目１番地　　
電話番号　079-221-2111（代表）

姫路市総合計画【　　 】令和3年（2021年）3月

10年後（2030年）のよりよい姫路をつくるためのみなさんの
取組を、家族や友達、職場の仲間と話し合ってみましょう。
その結果をここに書きこんで、ときどき見返してみてください。

総合計画は、基本構想と実施計画で構成されています。

基
本
構
想

実
施
計
画


