
姫路市議会議員 塚本進介 

誇れる姫路を未来へ!! 

201６年6月4日 



①市役所の仕事と市議会議員 

④市役所のお仕事・具体的な事例 

⑤情報発信＜ご近所のこと/市全体のこと＞ 

⑥これからの課題 

②小学校区単位でのつながりとイメージ 

 本日の目次 

③住民サービス＜市役所編＞ 

など 

１８：００～１９：００。その後、質疑応答もできればと  
存じます。よろしくお願い致します。 



a. 経済を活性化し、力強い姫路を発進します！ 

b. 住みやすい、安心、安全な姫路を発信します！ 

c. １日過ごして、楽しかったと思われる 
  城下町に！ 

d. 健全な投資と今ある資産の見直しの推進 

当初から掲げている目標 



写真 選挙の思い出と感謝  



市役所の仕事と市議会議員 

１ 市役所の監査 

３ 政策立案 

２ 合意形成（含む、情報発信や収集） 

選挙で通る。法令を順守する。 前提 



介護支援 

子育て行事 

地域包括支援セン
ターの活用推進 

中学校の雨漏り対応など
修繕推進 

小学校のトイレ一部洋式
化 

小学校校庭のトイレ、 
間仕切り、電気設置 

目的外利用の円滑な推進 

通学路の整備 

幼稚園のイベント内容 

 充実や参加での手伝い 

 

 

公園の遊具整備 

公園の花木のこと 

トイレのこと 

倉庫設置や土入れ 

道路の穴の修繕 

カーブミラー設置 

 ・修正 

上下水道の水漏れ対応
などの修繕 

市道の市道への転換と
舗装など修繕 

河川でのゴキブリ
大量発生 

溝蓋の設置 
川の浚渫（県） 

指定管理施設や業務の 
確認 

不良備品の修理手配 

好古園の備品整備 

お堀の水の劇的な汚れ 

自転車置き場の利用推進
（看板設置） 

社会実験の状況確認 

窓口の確認 
例えば、 
不登校 
介護保険 
生活支援 
ゴミ 
防災、防犯 
施設利用やイ
ベント後援 

助成金申請書類 

企業アイデア 

推薦文の作成 

地域活動：行事、役割、お手伝い 

住民サービス＜市役所編＞ 

※緊急は全てに優先されます。 
※市役所職員、自治会長、 
 がされることのお手伝い 
 などをさせていただきます。 



 各種イベント・お祭り・地域活動  



姫路市のデータ  

＜人口・世帯数・面積＞ 

人口535,335人 世帯数212,965 面積534.34k㎡ 

＜予算規模＞ 

全会計合計3,973億円（過去最大） 一般会計2,181億円  

投資的経費406億円 
（補助事業費134億円▲12億円 単独事業費272億円＋25億円） 

収支不足は37億円で前年度▲1億円 
※歳入ー歳出＝投資的経費となりがちだが、バランス良い 

（2016年3月） 

（2016年度） 

＜域内ＧＤＰ（実質）＞ （2014年度） 

23,711億円 



＜地域の拠点＞城乾校区の例  

＜スローガンや目標＞ 
城乾小学校： 

城乾中学校： 

城乾幼稚園： 

日ノ本幼稚園： 

兵庫県立大学： 

姫路市文学館： 

城乾市民センター： 

城乾地域包括支援センター： 

城乾公民館： 

兵庫県こども家庭センター： 

デイサービス： 

フレッシュ新在家： 

①こんなところも
あります 

＜各種団体＞ 

連合自治会、自治会８町、
老人会、子供会、消防団 
など 

人口6,447人 世帯数2,767 

＜データ＞ 

②すばらしい城
乾校区を皆で作
りましょう！！ 



 人口構成と推移から想像した特徴  

更なる特徴の強化！目指すべきまちの特徴！ 

ライフイベントなどで移り住
むことが分かります。 

（１）姫路市、城乾校区とも
に２０歳～２９歳の流出 

（２）城乾校区では９歳以下、
３５歳～４４歳が特徴的 



 老朽化！！今後の対応！！！ 

姫路市公共施設等 
総合管理計画 

姫路市が保有するすべての公共施設等について、現状の規模で改修・
更新等を実施した場合、今後40年間で約1兆6,322億円、1年あたり
換算で約409億円が必要となります。 

例えば一般会計の現在の投資額水準では約20億円が不足しています。 



 城乾校区にもある老朽化！！ 



従来からの行政の思考と優先順位を考える 

Ａ 公平性と緊急性 

Ｃ 実現可能性 

Ｂ 必要性（色々な意味があります） 

前提 

「法律、規則、前例」「まちの声！機運！政治！」「市
の財政、国・県の支援、民間との連携！」 

＜従来から普遍＞最小限の費用で、最大の効果を！！ 

※下記Ａ．Ｂ．Ｃは順不同です。 



具体的な事例で考えてみる 

姫路市の未活用
財産の有効活用 

カーブミラーや
道路舗装 

７月１７日の浸水箇所 

カーブミラーの例 
市内約１万基 
新規 １５８基 
城乾校区１３０基 
新規６基 



（３）新在家地区再整備 

（２）小学校、中学校、 
   通学路関連 
  （特にバス通り） 

（１）城北線（や城東線）の見通し 

まちの現時点での情報発信（城乾校区編） 

他にもございましたら、ご意見、アドバイスなどをお待ちしております。 

【城乾校区の特色】 
１．文教校区である 
 （小、中、大学校） 

２．城、駅周辺にあり、 
  行政施設が多い 
 （文学館、市民センター） 

３．地域の連携が強い 
 （多様な住民スタイル 

  にもかかわらず） 



まちの現時点での情報発信②  

＜城北線＞ 

＜通学路 溝蓋＞ 

他にもガードレールや歩道
整備（歩行者溜り）の検討
事項もあります。 

地域団体などが企画するイベントの 
サポートも予定しています。 

 新在家本町５丁目 

 新在家本町３丁目 

 西新在家２丁目 

＜地区整備＞ 



ベース 

姫路の課題に城乾から取組んでみたいです。 

キーワード 
自助、共助、公助の見直し。つながりの再構築。 
地域から必要とされる議員になります！！ 



a. スポーツ医療センター構想 

b. 地域コミュニティ拠点整備構想 

c. 世界に発信する姫路城の再整備構想 

d. 公民連携推進プログラム設置構想 

当初からの目標と各種構想について 

e. 力強いまちづくり再構築構想（都市計画編） 

１．経済を活性化し、力強い姫路を発進します！ 

２．住みやすい、安心、安全な姫路を発信します！ 

３．１日過ごして、楽しかったと 思われる城下町に！ 

４．健全な投資と今ある資産の見直しの推進 



他にも 
①ホテル、病院、 

 文化センター、 
 南駅前ロータリー 

②大手前通り整備 

③プラス１ 

（圓教寺、本徳寺） 

④阿保地区 

⑤臨海部の工業地帯、 

 港湾その他道路 

⑥手柄山周辺 

⑦市場 

⑧SACLA、 

 スプリング８ 

⑨城前の展示場 

⑩花北モール 

       など 

ポテンシャル！こんなにたくさんの計画があります！ 

事業費の合計額が 
１００億円超が複数件 



エンジンを作ること！つながり（連携）を大切にすること！
歴史を大切にすること！今ある資産を有効活用すること！ 

３回目となる６月定例会での質問（案） 

６月１０日金曜日もしくは１３日月曜日です。傍聴も可能で
す。ご都合のよろしい方は事務所迄、お問い合わせください。 

分野 １．災害に強いまちづくり ２．行財政改革
４．地域を活性化
する為の地方創生

コンセプト
防災体制の周知と、
平時の備えやつながりの大切さ

将来を見据えた行財政改革
とあるもの活用

姫路城を積極的に残す
姫路市が取り組むべき
経済対策

若い世代の楽しむ
機会を創出する

特色ある地域と
活動的な団体をはぐくむ

質問項目
（通告）

（１）平時の備えや、つながりの大
切さについて
（２）万一の災害で被害を減らす
取り組みについて
（３）東日本大震災や熊本地震か
ら学ぶ災害受援の体制について
（４）陸上自衛隊姫路駐屯地との
連携について

（１）姫路市行財政改革プラン２０
１９について
（２）必要とされる学校施設の規
模と施設改修について
（３）学校施設の独立性と地域や
民間との交流について

（１）姫路城の地震への備えにつ
いて
（２）来城者数を積極的に想定
し、ふやそうとする取り組みにつ
いて
（３）文化庁などとの連携につい
て
（４）イーグレひめじのあり方につ
いて

（１）商店街の活性化について
（２）公民連携の推進による地元
企業の育成と経済の活性化につ
いて

（１）若者がまちを使う支援につい
て
（２）姫路市が支援する競技ス
ポーツについて
（３）子育て支援による地域、家
庭、仕事の充実について
（４）若者が利用しやすいコミュニ
ティーセンターについて

（１）姫路市の都市計画について
（２）地域活動を推進する団体へ
の行政援護について
（３）地域包括支援センターにつ
いて
（４）姫路市ができるふるさと意識
の醸成について
（５）よりよい公民館施設の整備
について

【現時点での案】一括方式　４分野２２項目

３．姫路の魅力を向上する為の地方創生



気になった点や要件に関するご意見、
ご要望、アドバイスは小生迄お願い 
致します。 

連絡先 塚本しんすけ事務所 
〒670-0901 姫路市西二階町15 西二階町つみ木ビル１Ｆ 
TEL.079-226-1221 FAX.079-226-1222 
メール kob7@krf.biglobe.ne.jp 


