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●市鳥＝シラサギ  
●市木＝カシ
●市蝶＝ジャコウアゲハ
●市名のいわれ
播磨国風土記「日女道丘」（ひめじおか）に由来します。

●市花＝サギ草

中核市・姫路市の概要
　姫路市は、兵庫県の南西部に広がる播磨平野の中央部に
あり、気候風土に恵まれ、地理的条件も良く経済・文化の発展
を見た地域です。
　市制施行は、明治２２年。
　戦前戦中においては、軍都であり、また、文教の町、商工都
市として大いに発展してきました。
　戦後は製鐵を中心とした重化学工業による産業都市へと
目覚ましい変貌を遂げ、特に昭和４０年代以降はエネルギー
基地の装備を経て成長発展しました。
　また、数次にわたる近隣市町村の合併を推進しており、平
成１８年３月には周辺４町を編入合併し、人口５３万人の新
生「姫路市」が誕生しました。
　平成２０年１２月には、ＪＲ姫新線・播但線の高架切替えによ
り、ＪＲ姫路駅周辺の鉄道高架化が完了し、踏切設備の廃止
や西側通路の完成等でスムーズな南北通行が実現しまし
た。また姫路市都心部まちづくり構想の下、土地区画整理事
業や播磨の中核市にふさわしい都市形成を目指す「キャス
ティ２１」の姫路駅周辺整備プロジェクト等を進行しています。
　平成２１年度からは、姫路城大天守保存修理が着手され、
また「世界文化遺産・姫路城」にふさわしい城周辺整備プロ
ジェクトも進行しています。
　高速交通基盤の整備に関しては、姫路市と明石市を結ぶ
全長５０ｋｍに及ぶ播磨臨海地域道路網構想について県・市
等で調査・研究が行われており、活力ある都市姫路への更な
る飛躍に向けて前進中です。また、経済界においても平成１９
年３月に、播磨臨海地域の姫路市、明石市、加古川市、高砂
市、稲美町及び播磨町の４市２町の商工会議所及び商工
会で、播磨臨海地域道路網建設促進協議会を立ち上げ、当
道路網の早期実現に向けて様 な々取組みを行っています。
　さらに、姫路市は西播磨テクノポリスの母都市であり、平成
９年１０月に本格稼動した大型放射光施設「ＳＰｒｉｎｇ‐８」など
世界に誇れる研究施設を活用して、播磨全域の活性化を目
指しています。 



3

人　口 ５３６，５０２人（平成２０年１０月１日現在）

世帯数 ２０４，５７１世帯（平成２０年１０月１日現在）

自然増減数 ６３１人（平成２０年）
 出生５，０９１人／死亡４，４６０人

社会増減数 ▲２６８人（平成２０年）
 社会増１５，０６０人／社会減１５，３２８人

面　積 ５３４．２７�（平成２０年）

事業所数 ２７，０２３事業所（平成１８年）

製造業（平成１９年） ２，１５０事業所
 製造品出荷額等／２兆３,８５５億円

卸売業（平成１９年） １，６５１事業所
 卸売業年間商品販売額／１兆１，５５５億円

小売業（平成１９年） ５，４０９事業所
 小売業年間商品販売額／５，９３７億円

観光入込客数 １，０５１．８万人（平成２０年度）

学校・児童・生徒数 小学校　７１校／３４，５８１人
 中学校　３９校／１６，８２８人
 高　校　２２校／１４，７５７人
  （平成２０年５月１日）

大学・短大・学生数 大　学　３校
 短　大　２校
  （平成２０年５月１日）

姉妹会議所 台南市進出口商業同業公会（台湾）

姉妹都市（海外） シャルルロア市（ベルギー）①
 フェニックス市（アメリカ）②
 アデレード市（オーストラリア）③
 クリチーバ市（ブラジル）④
 太原市（中国）⑤
 馬山市（韓国）⑥

姉妹都市（国内） 鳥取市
 松本市

姉妹城 シャンティイ城（フランス・ロワーズ県）

シャンティイ城

２�
６�
５�

４�
３�

１�
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姫路市のあゆみ

明治２２ 市制施行（全国で３９市、県下で姫路と神戸の２市）。
 当時市内の町の数１０１町、戸数４，８１５戸、人口２４，９５８人、
 面積３．０３�。
 山陽鉄道、姫路～龍野間開通。
　　２７ 播但鉄道、姫路～寺前間開通。
　　２８ 播但鉄道、姫路～飾磨港間開通。
　　２９ 陸軍第１０師団設置。
　　４１ 市内電話開通。
大正 ５ 姫路駅～野里間乗合自動車運行開始。
　　１１ 姫路商業会議所開設（昭和２９年４月１日、現行法による特

殊法人姫路商工会議所となる）。
　　１５ 全国産業博覧会開催。
昭和 ４ 上水道給水開始。
 姫津線一部開通。
　　 ６ 姫路城国宝に指定。
　　１６ 山陽電鉄網干線開通。
　　１７ ＮＨＫ姫路ラジオ中継所開設。
　　１９ 県立兵庫工業専門学校（現 兵庫

県立大学）神戸で開校。
　　２０ 太平洋戦争第１次被爆（川西航空姫路工場、山陽皮革工場

を中心に城東地区爆撃される）。
 第２次被爆（市の中心部を含む広範地域が焼失する）。
　　２１ 新しい姫路市誕生（姫路市、飾磨市、白浜町、広畑町、網干

町、大津村、勝原村及び余部村を廃止し、その地域をもって
新しく姫路市を置く）。

　　２４ 新制姫路工業大学開校。
　　２６ 市立動物園開園。
　　２９ 名古山霊苑に仏舎利奉迎（インド・ネール首相から贈られる）。
 山陽電車高架乗り入れ開始。
　　３０ 大手前通り（５０メートル道路）完成。
　　３１ 第１１回国民体育大会（本市で、高校ソフトボール、バレーボー

ルを行う）。
　　３２ 市営中央卸売市場竣工。
　　３３ 国鉄山陽本線、明石～姫路間電化。
　　３４ 姫路港開港指定。
 国鉄山陽本線、姫路～上郡間電化。
 姫路民衆駅竣工。
　　３５ ＮＨＫ姫路放送局開設。
　　３９ 姫路城天守閣解体復元工事完成。

　　４０ 姫路～東京間即時通話開始。
 木材港（網干）開港。
 ベルギー・シャルルロア市と姉妹都市提携。
　　４１ 姫路大博覧会開催。
 市花「サギ草」制定。
 松本市と姉妹都市提携。
　　４２ 姫路港、特定重要港湾に指定。
　　４７ 山陽新幹線、大阪～岡山間開通。
 鳥取市と姉妹都市提携。
 市木「カシの木」制定。

改修中の天守閣

開設当時の山陽鉄道

戦後復興がめざましい御幸通り
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　　４８ 播但連絡自動車道一部開通。
　　５０ 姫路国道バイパス全線開通。
　　５１ アメリカ・フェニックス市と姉妹都市提携。
　　５２ 東洋大姫路高校、第５９回全国高校野球選手権大会優勝。
　　５５ 国鉄播但線高架事業着工。
　　５７ オーストラリア・アデレード市と姉妹都市提携。
　　５８ 県立歴史博物館オープン。
 市立美術館オープン。
 �西播磨地域地場産業振興センターオープン。
　　５９ ＬＮＧ基地操業開始。
 国鉄播但線高架完成。
　　６０ 工場立地促進条例施行。
　　６１ 大手前通り「日本の道百選」に選ばれる。
　　６２ 姫路獨協大学開学。
 中国・太原市と姉妹都市提携。
　　６３ 姫路城とフランス・シャンティイ城、姉妹城提携。
平成元 市制１００周年を迎える。
 シロトピア博開催。

　　 ２ 日本城郭センター（城内図書館）オープン。
　　 ３ 「鉄道高架化事業」本格始動。
 西播磨テクノポリスで大型放射光施設の建設始まる。
　　 ４ 姫路ケーブルテレビ「ＷＩＮＫ」開局。
　　 ５ 姫路城が日本で初めて世界文化遺産に指定。
　　 ７ １月１７日阪神淡路大震災。
　　 ８ 姫路市が「中核市」になる。
　　 ９ 大型放射光施設「ＳＰｒｉｎｇ‐８」供用開始。
　　１２ 韓国・馬山（マサン）市と姉妹都市提携。
　　１３ 市街地再開発ビル「イーグレひめじ」完成。
　　１５ 「環境・リサイクル経済特区計画」が特区第１号に認定。
　　１６ 観光なびポートオープン。
 ザ 祭り屋台 ｉｎ 姫路を開催。
　　１７　ＪＲ「ひめじ別所駅」が開業。
 姫路ものづくり支援センター開設。
　　１８ ＪＲ山陽本線高架開通。
 家島町、夢前町、香寺町、安富町の４町を編入合併。
 姫路商工会議所まちづくりステーション「街の駅｣開設。
 「のじぎく兵庫国体」を開催。
　　１９ 姫路商工会議所、台南市進出口商業同業公会との姉妹提携

締結。
 近大姫路大学開学。
　　20 ＩＰＳアルファテクノロジが液晶パネル工場の建設を決定。
 ＪＲはりま勝原駅開業。
 第２５回全国菓子大博覧会　兵庫　姫路菓子博２００８開催。
 ＪＲ姫新線・播但線高架化完了。
 姫路城、世界遺産登録１５周年。築城４００周年。

シロトピア博
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平 均 気 温／１５．６度
最 高 気 温／３５．３度（８月４日）
最 低 気 温／‐２．８度（２月１４日）
年間降水量／１０２０．０ミリ
（資料：姫路測候所）

東経　１３４度４６分
北緯　 ３４度５１分
（姫路城の位置）

市域のうつりかわり

位置・気候（平成２０年）

明治２２年／市制施行
昭和２１年／飾磨市、広畑町、網干町、勝原村、大津村、余部村、白浜町と合併
昭和２９年／曽左村、余部村、太市村、糸引村、八木村と合併
昭和３２年／花田村、四郷村、御国野村、別所村が合併
昭和３３年／神南町、飾東町、的形村が合併 
昭和３４年／大塩町が合併
昭和４２年／林田町が合併
平成１８年／家島町、夢前町、香寺町、安富町が合併

面　積
534.27�

（平成18年3月27日）
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●世帯数

●人口密度（人／�）

人口の推移（各年1 0月1日現在）

●総人口（人）

※4町合併後の数値
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産業構造

●事業所数

●従業者数

　播磨地域の中核都市としての姫路の産業は、臨海部に立地す
る鉄鋼、化学、電気機械などの重工業と活発な商業活動により発
展してきた。こうした経済基盤のうえに西播磨テクノポリスの母都市
として産業構造の変革、企業立地環境の整備が急がれている。

※平成１６年以降のデータは新産業分類を適用
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工業

　平成１９年の工業は、事業所数２，１５０事業所、従業者数４８，７７６
人となっている。また、製造品出荷額等は２兆３，８５５億円で、こ
れを産業別にみると鉄鋼が６，５８４億円と最も多く、ついで電気機
械の４，６９４億円となっている。

平成１９年年間製造品
出荷額等構成比（％）

卸売業

　平成１９年の卸売業は、事業所数１，６５１事業所、従業者数
１６，８９６人となっている。また、年間商品販売額は１兆１，５５５億円
で、これを業種別にみると飲食料品が３，３７１億円と最も多く、続い
て建築材料、鉱物・金属材料等が３，２４７億円、機械器具２，８１６
億円となっている。

平成１９年年間商品
販売額構成比（％）
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小売業

　平成１９年の小売業は、事業所数５，４０９事業所、従業者数
３４，６９１人となっている。また、年間商品販売額は５，９３７億円で、
これを業種別にみると飲食料品が１，５９６億円と最も多く、続いて
各種商品７４６億円、自動車・自転車７４３億円となっている。

飲食店

飲食店数（店）

平成１９年年間商品
販売額構成比（％）

一般飲食店の内訳（平成１６年） 一般飲食店の内訳（平成１８年）
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港湾・貿易

①出入貨物・入港船舶（平成20年）（速報値）

②貿易（平成20年）

　姫路港は、瀬戸内海の東部、播磨地域のほぼ中央に位置する
特定重要港湾（昭和４２年指定）で、東西１８ｋｍにわたり、東から白
浜港区、東部工業港区、飾磨港区、広畑港区、網干港区、西部工
業港区の６港区からなり、西播磨工業地帯の経済活動の中枢的
機能を果たしている。姫路港が年間に扱っている海上貨物は、輸
移出量７４４万トン（速報値）、輸移入量２，４９３万トン（速報値）で、背
後地にある重化学工業地帯への原材料補給港としての割合が大
きい。入港船舶数は、隻数３５，９９１隻（速報値）、総トン数２５，９８１万
トン（速報値）となっており、うち外航船舶数では、３．４％に過ぎない
が、トン数では５８．５％と半数以上を占め、国際的貿易港としての
地歩を固めている。
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金融

預金残高と貸出残高の推移（億円）
（普通銀行＋信用金庫）

雇用

有効求人倍率の推移（一般＋パート）
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交通

住宅

交通機関の利用状況の推移（１日平均：千人）

新設住宅着工件数の推移（戸）
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姫路の食材

　姫路市は、北は中国山地に面し南は瀬戸内海の家島まで、多
様な風土と自然条件に恵まれています。
　播磨平野は穀倉地帯であるとともにタケノコ、レンコン、ユズ、モ
チムギ、小豆、軟弱野菜、酒米等の特徴ある農業生産が盛んに行
われ、豊穣な瀬戸内漁場では多種多様な魚介類等の漁獲が進め
られています。

（資料出所：兵庫県）

ゆ　ず

ほうれんそう

く　り

いちご

トマト

アスパラガス

はくさい

ね　ぎ

も　も

たけのこ

レンコン

いちじく

網干メロン

スイートコーン

マアナゴ

え　び

ガザミ　ほか
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観光

姫路駅�

Ｎ�

播　磨　灘�

姫路港�

国道250号線�

姫路バイパス�

小赤壁�

灘のけんかまつり�
毎年10月14・15日�

野球場�

市民プール�

手柄山遊園地�

水族館�
手柄山中央公園�
温室植物園�

水族館�
手柄山中央公園�
温室植物園�

至岡山�

市
　
　
川�

山陽新幹線� 播磨�
国分寺跡�
播磨�
国分寺跡�

至神戸・�
大阪�
至神戸・�
大阪�

姫路セントラル�
パーク�

慶雲寺�
お夏・清十郎比翼塚�

動物園�

JR山陽本線�

名古山霊苑�
（仏舎利塔）�
名古山霊苑�
（仏舎利塔）�

山陽電車�
姫路�

西御屋敷跡�
庭園 好古園�
西御屋敷跡�
庭園 好古園�

姫路文学館�
自然観察の森�自然観察の森�姫路科学館�姫路科学館�

姫路城�

美術館�美術館�

広嶺山�

増位山随願寺�
　　広峯神社�

歴史博物館�歴史博物館�

山陽自動車道�

播
但
自
動
車
道
路�

書写の里�
「美術工芸館」�
書写の里�
「美術工芸館」�

書写山円教寺�

星の子館�
こどもの館�
星の子館�
こどもの館�

国道2号線�

　平成２０年度に姫路市を訪れた観光客数は１，０５１万８千人を数
えた。日本で初めて、世界文化遺産に指定された「姫路城」を中
心に様 な々観光施設がある。

（資料：観光流動調査）

主要観光施設利用数（平成２０年度）
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姫路の主要プロジェクト
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■大型放射光施設
　SPring-8
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姫路の主要プロジェクト

①ＪＲ姫路駅周辺地区の整備
　平成２０年１２月、ＪＲ姫新線・播但線の高架切替えにより、Ｊ
Ｒ姫路駅周辺の鉄道高架化が完了し、踏切設備の廃止や西側
通路の完成等でスムーズな南北通行が実現しました。ＪＲ姫路
駅の新たな玄関口（エントランスゾーン）については、官民
一体となって整備計画を推進しているところです。更に都心
部まちづくり構想の下、土地区画整理事業、関連道路整備事
業等を推進し、市街地再開発事業等により土地の高度利用を
促進するほか、キャスティ２１の推進により高次都市機能を集
積し、播磨の中核都市にふさわしい魅力と活力ある都心の形
成を図っています。

②播磨臨海地域道路網構想
　播磨臨海地域道路は、姫路から明石を結ぶ全長約５０ｋｍに及
ぶ道路で、１日の通行量が３０万台を超える国道２号バイパス
の渋滞解消の切り札として、整備が必要不可欠となっていま
す。
　この道路を核として、播但連絡道路や国道２号バイパスと
の接続道路などの南北交通を含めた道路ネットワークが、播
磨臨海地域道路網構想です。また、播磨臨海地域の姫路市、
明石市、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町の４市２町の
商工会議所及び商工会で播磨臨海地域道路網建設促進協議会
を設立し、播磨臨海地域道路網の早期実現に向けて様々な取
り組みを行っています。

③姫路城の保全「平成の大修理」
　姫路城大天守保存修理が平成２１年度から着手されます。外
壁の漆喰の塗り替えや屋根瓦のふき替えのほか、耐震性を高
める構造補強等が行われます。（平成２６年度完了予定）

④特別史跡姫路城跡整備基本構想
　「特別史跡姫路城跡整備基本構想」は、「世界文化遺産・姫
路城」の保存・継承・国際的観光拠点としての姫路城周辺整
備など、姫路城と共に暮らすまちのグランドデザインを示す
ことを目的としています。本構想は、姫路城跡「百年の大計」
的な視点に立ち、特別史跡姫路城跡の指定区域および世界文
化遺産・姫路城のバッファゾーンにおける保存管理・整備お
よび誘導に関する基礎となる構想として位置づけられていま
す。
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⑤姫路港・港湾整備
　姫路港は瀬戸内海の東部、播磨地域のほぼ中央に位置し、
姫路市、たつの市の地先水面、東西約１８ｋｍを港湾区域とする
特定重要港湾です。播磨工業地帯の中枢港湾であり、播磨地
域のみならず兵庫県の物流拠点として、地域社会の発展に大
きく貢献しています。

⑥企業立地の促進
　大規模な新規立地企業を対象に優遇措置を拡大するなど、
姫路の優位性を積極的に打ち出しながら、海外企業も含めた
誘致活動を推進するとともに、事業所奨励金制度の適用期限
の延長を行うなど、市内での設備投資の拡大を図っています。

⑦工場の誘致
　平成２０年２月、㈱ＩＰＳアルファテクノロジは液晶テレビ用
パネル工場の建設を決定しました。播磨地域への経済波及効
果や地域の活性化が期待されています。

⑧播磨科学公園都市
　姫路市を母都市とする播磨科学公園都市は、人と自然と科
学が調和する高次元機能都市をトータルコンセプトとして、
先端技術産業を育成、導入し、学術研究機関の整備が進めら
れています。世界有数の研究設備を備えており、とりわけ大
型放射光施設「SPring-８」は世界最高水準の放射光実験施設
で、国内外の科学者の注目を集めています。
　また、平成１５年には先端光科学技術特区の認定を受けてお
り、播磨地域での新産業創出、産業活性化・高度化が期待さ
れています。
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姫路市の統計データ・ランキング

姫　路　市

５３４．４２�１２６位面積

５３６，２３２人２４位人口（住民基本台帳）

２０８，７０１世帯２９位世帯数（住民基本台帳）

ランキングの対象は７８４市（７８３市＋東京区部計）

資料：都市データパック２００９年版

面積・人口・世帯

財政力

８５．５０％７０位経常収支比率

５．００％２１４位実質収支比率

１３．９０％１６７位公債費負担比率

１１．００％２２３位実質公債費比率

１０４．９０％３１０位将来負担比率

０．８８１７６位財政力指数

２６１，８６６人２４位労働力人口

３３２．２万円１８９位納税者１人当たり所得

１．２６台４５９位世帯当たり乗用車保有台数

８．２所３０４位人口１万人当たり病院数

１９．２人２４２位人口１万人当たり医師数

マンパワー・生活基盤等

２７，０２３事業所２３位事業所数

２５９，３５４人２１位従業者数

１６社１９位上場企業本社

２１，８８６億円１７位製造品出荷額等

１１，５５５億円３０位卸売業年間販売額

５，９５２億円２４位小売業年間販売額

８７店２９位大型店店舗数

４３８，９９７㎡２５位大型店店舗面積

７７．９億円２７７位農業産出額

経済力



姫 路 商 工 会 議 所
〒670‐8505 姫路市下寺町43番地
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