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姫路駅周辺が大きく変わります！

◎︵仮称︶世界遺産姫路城マ
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業の完成に合わせ︑姫路の魅
力発信や生涯スポーツの振興︑
地域経済の活性化等を目的に︑
フル・ ㎞・ ㎞・ ㎞のコー
模で開催することが
で報告されました︒
開催時期は平成

ら毎年︑本会議で改修の要望

を行ってきた姫路球場が昨年

することが決定し︑平成

急ピッチで工事が進む姫路球場

10

いかなければなりません︒

年

26

回全国還暦軟式野球

その様な中︑平成
に﹃第

月

ただくための企画を検討して

ていきたいと考えております︒ ンの方々に末永く利用してい

ず︑少しでも多くの野球ファ

今の段階から市内外を問わ

歳

60

いをさせていただきます︒

功に向け︑私も全力でお手伝

けられてています︒大会の成

姫路市の重要施策にも位置づ

﹃生涯現役社会の実現﹄は

催されることが決定しました︒

以上の方々が集い︑盛大に開

ム︑総勢約一千名以上の

64

歳でしたが︑私

員とともにいただきました︒

初当選時は

も今年 歳になります︒世間
ではまだまだ若輩者ですが︑

この 年間の貴重な経験を活
かし︑これからも働く現役世
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けたいと思います︒

の発展に向け︑全力で走り続

チで工事が進められています︒ かりと政策提言を行い︑市政

月のオープンに向け︑急ピッ
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皆さんもぜひ︑ご協力をお
願いします︒

46
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大会の経験等を市側に提言し︑
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しっかりと大会をサポートし
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選手権大会﹄が全国から チー
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姫路の新しい都市交流空間としてｼ

医療・福祉・保険に携わる専門学校
（仮称）姫路ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞへ連絡ﾃﾞｯ 上質な都市型ホテルとして（仮称）
ｷで接続します。1階は交通広場のた

ﾓﾝﾄﾚ姫路を誘致。全室21㎡以上で

ﾈﾏｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ,ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ,ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ

と子ども保育施設を併設し、若年層
め歩行者と車が分断されます。

総客室数223室を予定しています。

施設,駐車場等が整備されます。

の人口増加を図ります。

姫路駅周辺整備計画

