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●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 。

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。
　現在は、さらなる発展を目指し、新たなプロジ ェクトに
取り組ん でいます 。（主要プロジ ェクトは１６・１７ページをご
覧ください。）

●市木＝カ シ ●市蝶＝ジャコ ウア ゲ ハ

●市花＝サギ草●市鳥＝シラサギ
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人　口 ５３４，７９４人（平成２６年１０月１日現在）
世帯数 ２１４，９２８世帯（平成２６年１０月１日現在）
自然増減数 ▲ ４２３人（平成２６年）
 出生４，７２４人／死亡５，１４７人
社会増減数 ▲ ６３０人（平成２６年）
 転入等１３，９２４人／転出等１４，４０９人
面　積 ５３４．３３㎢
事業所数 ２４，１７３事業所（平成２４年）
製造業 １，１０８事業所（平成２３年）
 製造品出荷額等／２兆７７７億円
卸売業 １，７６３事業所（平成２４年）
 卸売業年間商品販売額／１兆６８１億円
小売業 ４，７１３事業所（平成２４年）
 小売業年間商品販売額／４，６２１億円
観光入込客数 ９１５万人（平成２６年度）
学校・児童・生徒数 小学校　６９校／３０，８４３人
 中学校　４０校／１６，７５１人
 高　校　２２校／１４，８４０人
大学・短大数 大　学　２校
 短　大　１校
  （兵庫県「学校基本調査」）

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
 昌原市（韓国）⑥
姉妹都市（国内） 鳥取市（鳥取県）
 松本市（長野県）
姉妹城 シャンティイ城（フランス・ロワーズ県）
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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。
　　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。

開設当時の山陽鉄道

戦後復興がめざましい御幸通り

改修中の天守閣
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　　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 大手前通りが「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・馬山市（現：昌原市）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 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。
　　2１ 新観光案内所（姫路観光なびポート）オープン。
 姫路市イ メ ージキャラク ター（しろまるひめ）誕生。
 姫路城大天守保存修理事業に着手。
　　２２　世界最大級の液晶パネル工場が稼働開始。
　　２３　姫路城大天守修理見学施設「天空の白鷺」をオープン。
　　　　「Ｂ‐１ グランプリ ｉｎ 姫路」を開催。
　　２４　姫路商工会議所まちづくりステーション「街の駅」移転オープン。
　　　　姫路商工会議所創立９０周年記念式典・祝賀会を開催。
　　２５　姫路駅北駅前広場にサン クンガ ーデン、展望デ ッキ等が完成。
　　２６　大河ドラマ「軍師 官兵衛」放映開始。
　　２７　「世界遺産姫路城マラソン２０１５」開催。
　　　　姫路城グラ ンドオープン。

シロトピア博
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平 均 気 温／１５．３℃
最 高 気 温／３６．０℃
最 低 気 温／‐２．９℃
年間降水量／１１５６．５ ミリ
（資料：気象庁）

東経　１３４度４１分
北緯　 ３４度４９分

市域のうつりかわり

位置・気候（平成２６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
534.33㎢
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人口・世帯数の推移
※平成１８年に４町と合併。

（資料：総務省「国勢調査」）

●人　口

●世帯数

●１世帯あたりの人員（一般世帯）
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産業構造

　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もと、産業構造も変化しつつある。

●事業所数

●従業者数

特化係数

特化係数

（ ）資料：総務省  ・  経済産業省「平成２１年経済セ ンサス −基礎調査」
「平成２４年経済セ ンサス −活動調査」
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●総生産

特化係数

特化係数：各項目について、姫路市の構成比を全国の構成比で割って算出する。
　　　　：数値が１より大きければ、全国に比べて特化している。

（資料：内閣府「国民経済計算」、兵庫県「市町民経済計算」）

（資料：経済産業省「工業統計調査」）

平成２５年年間製造品
出荷額等構成比（％）

　平成２５年の製造業は、１，０７７事業所、従業者数４５，９１５人となっ
ている。 また、 製造品出荷額等は２兆１，３７６億円で、 これを産業別
にみると鉄鋼業６，１３３億円と最も多く、ついで電気機械の４，４３２億
円となっている。

製造業
（従業者数4人以上の事業所）
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　平成２４年の小売業は、 ４，７１３事業所、 従業者数３４，４６４人となっ
ている。また、年間商品販売額は４，６２１億円で、これを業種別に
みると飲食料品小売業が１，１７０億円と最も多く、続いて機械器具
小売業が７９７億円、各種商品小売業が５４３億円となっている。

平成２４年年間商品
販売額構成比（％）

平成２４年年間商品
販売額構成比（％）

（資料：経済産業省「商業統計調査」）
※平成２４年の数値は「平成２４年経済セ ンサス −活動調査」に基づく「姫路市統計要覧」より

10

卸売業

　平成２４年の卸売業は、 １，７６３事業所、 従業者数１５，８７４人となっ
ている。 また、 年間商品販売額は１兆６８１億円で、 これを業種別に
みると建築材料、鉱物・金属材料等卸売業が２，９０８億円と最も多
く、続いて飲食料品卸売業が２，３５２億円、機械器具卸売業が
２，２９６億円となっている。

小売業

（資料：経済産業省「商業統計調査」）
※平成２４年の数値は「平成２４年経済セ ンサス −活動調査」に基づく「姫路市統計要覧」より
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港湾

　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
国際拠点港湾であり、 東西１８ｋｍにわたっている。 姫路港が年間
に扱っている海上貨物は、輸移出量６５３万トン、輸移入量２，８８０万
トンで、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３０，０６０隻、 総トン数２，８４８万ト
ンとなっており、 うち外航船舶数では、 ３．０％に過ぎないが、 トン数で
は６４．２％と半数以上を占めている。（※平成２６年速報値）

貿易

（資料：神戸税関「神戸税関貿易概況」）

（資料：兵庫県「兵庫県港湾統計年報」）

出入貨物・入港船舶

貿易
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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）

（資料：神戸銀行協会、各信用金庫）

雇用

有効求人倍率の推移（倍）
（一般＋パー ト）

（資料：姫路公共職業安定所）
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交通

交通機関の利用状況の推移（１日平均：千人）

（資料：JR西日本、神姫バス、姫路市）

住宅

新設住宅着工件数の推移（戸）

（資料：国土交通省「建築着工統計調査」）
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姫路の食材

　姫路市は、北は中国山地に面し ており、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 ている。
　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 ている。

（資料：兵庫県）
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観光

　平成２６年度に姫路市を訪れた観光客数は９１５万人を数えた。
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。

主要観光施設利用数（平成２６年度）

（資料：姫路市「平成２６年度姫路市入込客数、観光動向・イ ベ ン トアン ケー ト調査報告書」）
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姫路の主要プロジ ェクト

●中心市街地活性化
　平成２７年３月に新たな中
心市街地活性化基本計画の
認定を受け、４月から「人々
が行き交いまちの鼓動が聞
こえる城下（まち）」をテー
マとして第２期計画がス
タートしました。今後５年
間、タウン・エリアマネジ
メントを視野に入れた取り
組みが行われていきます。

●連携中枢都市
　播磨圏域の６市８町と連携中枢都市圏形成に係る
連携協約を締結しました。

①姫路駅周辺地区整備事業「キャスティ２１」
　姫路駅周辺地区において、「播磨の玄関口としてふさわしいま
ち」を目指し整備が行われています。機能別にエントランス・コ
ア・イベントゾーンの３エリアで構成されており、これまでは新
駅ビルや駅前広場等、エントランスゾーンを中心に整備が行われ
てきました。また、南駅前広場についても交通結節機能の向上に
向けた再整備が検討されています。

●地方創生
　本市の人口動向を分析し、将来展望を示す「ひめじ創生人口ビ
ジョン」と、今後５か年の目標や施策の基本的な方向性を提示す
る「ひめじ創生総合戦略」の策定に向けた取り組みが進められて
います。
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②大手前通り再整備
　姫路駅北駅前広場のリニューアルに伴い、当市のシンボルであ
る大手前通りの再整備が進んでいます。現在、十二所前線と交差
する南側のエリアが完成し、十二所前線以北については、引き続
き整備の検討が行われています。

④ Ｊ Ｒ 姫路駅・御着駅間の新駅設置
　開発が進むキャスティ２１地区や阿保土地
区画整理区域などの周辺市街地の土地利用
の促進や、周辺住民の利便性および周辺公
共施設へのアクセスの向上を目的として設
置されます。開業は平成２８年春頃の予定で
す。

③姫路城グランドオープンを活かした観光の振興
　平成２１年１０月より約５年の歳月をかけ屋根瓦および外壁の
補修、構造補強を行った工事が終了し、平成２７年３月２７日に
グランドオープンを迎えました。今後、さまざまな観光施策
が展開されます。

⑤播磨臨海地域道路網
　播磨臨海地域道路は、全長約５０㎞におよぶ道路で、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。
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平成26年度 第1～4四半期
姫路市内景気動向調査結果

●日銀短観との比較　
数値に開きはあるものの、日銀短観（全国・近畿・兵庫）とほ
ぼ同基調で推移している。

 調査要綱 

回答企業の構成　規模別では、「従業者数５０人以下」の事業所が全体の約９０％を占めた。
　　　　　　　　業種別では、「建設業」「製造業」「卸売業」「小売業」「サービス業」で

全体の約８５％を占めた。

１．調査日
　　第１四半期調査：平成２６年６月２０日～７月３日
 回答率 ３０．９％
　　第２四半期調査：平成２６年９月１７日～３０日
 回答率 ３０．４％
　　第３四半期調査：平成２６年１２月１６日～平成２７年１月５日
 回答率 ２８．１％
　　第４四半期調査：平成２７年３月１２日～２６日
 回答率 ２６．５％
２．調査対象企業
　　姫路市内に本店を置き、F A X番号登録のある当所会員事業所

D I 値：diffusion index（ディフュージョンインデックス）の略称。
 景況についての項目を「良い」割合から「悪い」割合を引いた値をもとに作成。

 日銀短観等と姫路の業況の D I 
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詳しい調査結果は姫路商工会議所ホームページ
 （http://www.himeji-cci.or.jp）をご覧ください。

●第4四半期 概況より
業況DIは前期から３ポイント上昇の ▲ ２９で、２期連続上昇とな
り、消費税率引き上げの影響から回復しつつある。来期の見通
しは、 ▲ ３２となり、慎重な見通しとなっている。

●設備投資計画（「翌期に設備投資計画あり」と回答した割合）
　第１四半期 １３．０％　　第２四半期 １１．８％
　第３四半期 １４．０％　　第４四半期 １５．２％

●経営の関心事・問題点
「人材育成」、「業界動向」、「需要減少」、「資金繰り」、「競争激
化」、「雇用」に高い関心が集まっている。従業員不足を反映し
て、「人材育成」や「雇用」に上昇傾向がみられる。

見通し第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期

▲ 32▲ 29▲ 32▲ 33▲ 32業況DI　　　　

▲ 16▲ 18▲ 19▲ 15▲ 14従業員過不足DI

▲ 4▲ 4▲ 5▲ 3▲ 2設備過不足DI　

 6 7 6 9 10在庫過不足DI　

▲ 24▲ 21▲ 22▲ 23▲ 20資金繰りDI　　

 項目別 D I 値の推移 
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姫路市の統計データ・ランキング

姫　路　市

５３４．３３㎢１３０位面積

５３３，８６８人３０位人口（住民基本台帳）

２２３，３４６世帯３５位世帯数（住民基本台帳）

ランキングの対象は８１３市区

面積・人口・世帯

財政力

８２．８％６４位経常収支比率

１５．０％４１２位公債費負担比率

７．９％２７７位実質公債費比率

４２．４％３７３位将来負担比率

０．８４１６１位財政力指数

２４，２８７事業所３０位事業所数

２５０，９９０人３１位従業者数

１５社３１位上場企業本社

２１，３７６億円１４位製造品出荷額等

１０，２２６億円４１位卸売業年間販売額

４，４９１億円３７位小売業年間販売額

９２店２７位大型店店舗数

４６７，６４０㎡２７位大型店店舗面積

経済力

（資料：東洋経済新報社「都市データパック２０１５年版」）

２５９，８７３人３０位労働力人口

３１５．２万円１８４位納税者１人当たり所得

１．２５台５０７位世帯当たり乗用車保有台数

８．２１所３５７位人口１万人当たり病院数  ・  一般診療所数

２０．８１人２６３位人口１万人当たり医師数

マンパワー・生活基盤等

Title:本文.eca Page:20  Date: 2015/07/16 Thu 13:34



姫
路
経
済 姫路商工会議所

Title:表紙.eca Page:2 Date: 2015/07/10 Fri 15:50:59




