平成２５年３月１９日現在

設立から現在までの取り組み

播 磨 臨 海 地 域 道 路 網 協 議 会
（明石市・稲美町・播磨町・加古川市・高砂市・姫路市）

播磨臨海地域道路網協議会 設立から現在までの取り組み
開催年月日・開催場所
平成１０年 ３月 ３日（火）
平成１０年 ４月１６日（木）
（姫路市民会館：約８００名）

平成１０年 ７月２８日（火）
（赤坂プリンスホテル）
平成１０年 ７月２９日（水）
平成１１年 ２月２４日（水）
（稲美町文化会館）
平成１１年 ７月２１日（水）
（虎ノ門パストラル）
平成１１年 ７月２２日（木）
平成１１年１０月２８日（木）
平成１１年１１月３０日（火）
（明石市西部市民会館
：約３００名）

平成１２年 １月２６日（水）
（ハイランドビラ 姫路）
平成１２年 ７月 ３日（月）
平成１２年 ７月 ６日（木）
平成１２年 ７月１８日（火）
（虎ノ門パストラル）
平成１２年 ７月１９日（水）
平成１２年１１月２９日（水）
（加古川プラザホテル
：約３００名）
平成１２年１２月２１日（木）
（姫路市会議室）
平成１３年 １月２６日（金）
（日本城郭研究センター
：約２００名）
平成１３年 ３月
平成１３年 ４月１６日（月）
（姫路商工会議所会議室）
平成１３年 ６月２７日（水）
（姫路商工会議所会議室）
平成１３年 ７月２４日（火）
平成１３年 ７月３０日（月）
平成１３年 ７月３１日（火）
平成１３年 ８月 ６日（月）

主 な 事 業項 目

内

容

播 磨 臨 海 地 域 道 路 網 協 議 会 設 立
シンポジウム・パネルディスカッション
◆「交流する２１世紀の播磨」
◆基調講演
・パネリスト
「新しい社会資本整備のあり方」
横田 耕治（近畿地方建設局道路部長）
講師 橋本 鋼太郎（建設省技監）
溜水 義久（兵庫県副知事）
◆基調講演
高島 進子（神戸女学院大学教授）
「新しい交流時代の到来」
石見 利勝（立命館大学教授）
講師 今野 修平
瀧川 松男（加古川商工会議所会頭）
（大阪産業大学教授）
堀川 和洋（姫路市長）
今野 修平（大阪産業大学教授）
地元選出国会議員への要望会
播磨臨海地域道路網協議会の趣旨説明
播磨臨海地域道路網の経緯・概要説明
建 設 省 要 望
要望書提出
女性フォーラムの開催
各市町の女性職員による討論会
『はりま みち みらい』
播磨地域のまちづくりと道路網
地元選出国会議員への要望会
播磨臨海地域道路網の経緯・概要・活動
状況説明・要望書提出
建 設 省 要 望
要望書提出
兵 庫 県 要 望
要望書提出
講 演 会
主催：播磨臨海地域道路網協議会
◆演 題「播磨臨海地域における道路網について」
講師 佐野 正道（建設省近畿地方建設局道路部長）
◆演 題「明石海峡大橋の建設」
講師 古屋 信明（本州四国連絡橋公団長大橋技術センター 技術調整課長）
冬 季 研 修 会
◆「ＰＩの取り組みについて」
◆「播磨臨海地域道路の計画と事業化について」
兵 庫 県 要 望
要望書提出
建設省近畿地方建設局要望
要望書提出
地元選出国会議員への要望会
播磨臨海地域道路網の経緯・概要・活動
状況説明・要望書提出
建 設 省 要 望
要望書提出
講 演 会
主催：播磨臨海地域道路網協議会
◆演 題「道路投資の評価について」
講師 藤川 寛之（本州四国連絡橋公団総裁）
４市２町商工会議所及び商工会との
播磨臨海地域道路網協議会の趣旨説明
意 見 交 換 会
播磨臨海地域道路網の経緯・概要説明
冬 季 研 修 会
◆演 題「広域道路計画におけるパブリックインボルブメント」
講師 屋 井
鉄 雄（東京工業大学教授）
播磨臨海地域立地企業（製造業）アンケート調査実施
（標本数１６６社：回収数７６社）
４市２町商工会議所及び商工会との
播磨臨海地域道路概要及びＰＩ説明、今
意見交換会
後の進め方について意見交換
４市２町商工会議所及び商工会との
ＰＩについて意見交換
意 見 交 換 会
商工会議所及び商工会間の連絡会設置
国土交通省近畿地方建設局要望
要望書提出
兵庫県要望（東播磨県民局）
要望書提出
兵庫県要望（中播磨県民局）
要望書提出
播磨臨海地域道路網ホームページ開 設
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開催年月日・開催場所
平成１３年 ８月 ８日（水）
（虎ノ門パストラル）
平成１３年 ８月 ９日（木）
平成１３年１０月 ３日（水）
（姫路商工会議所会議室）
平成１３年１１月１２日（月）
（高砂市福祉保健センター
：約３００名）
平成１４年 １月
平成１４年

２月

平成１４年

３月

平成１４年 ４月１２日（金）
（姫路商工会議所会議室）
平成１４年 ５月１４日（火）
（姫路商工会議所会議室）
平成１４年 ６月２０日（木）
（姫路商工会議所会議室）
平成１４年 ６月２７日（木）
（姫路市役所）
平成１４年 ７月１０日（水）
（姫路市市民会館
：約７００名）

主 な 事 業項 目

内

容

地元選出国会議員への要望会

播磨臨海地域道路網の経緯・概要・活動
状況説明・要望書提出
国土交通省要望
要望書提出
第１回 ４市２町商工会議所及び
連絡会の発足
商工会連絡会
作業内容及び方法について意見交換
講 演 会
主催：播磨臨海地域道路網協議会
◆演 題「播磨地域における道路網と地域づくりについて」
講師 川 島
茂 樹（近畿地方整備局道路部長）
４市２町商工会議所、商工会及び企業（製造業）ヒアリング調査実施
（平成１２年度アンケート調査対象企業から１２社抽出）
播磨臨海地域立地企業（物流業）アンケート調査実施
（標本数４８６社：回収数１１２社）
４市２町商工会議所及び商工会へヒア 再意見の聴取
リング及びアンケート結果を提示
第２回 ４市２町商工会議所及び
地域の物流・交通面に対する提言内容の
商工会連絡会
検討
第３回 ４市２町商工会議所及び
提言書の内容・構成確認
商工会連絡会
第４回 ４市２町商工会議所及び
提言会・シンポジウムの開催について
商工会連絡会
提 言 会 開 催
― 播 磨臨 海地 域に おけ る総合 交 通・ 物流 体系 のあ り方に 関 する 提言 ―
４市２町商工会議所及び商工会
シンポジウム ～ 新 た な 産 業 発 展 の た め に ～
共催：播磨臨海地域道路網協議会・４市２町商工会議所及び商工会
後援：国土交通省姫路工事事務所・兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演 「近畿圏の地域づくりを考える」
講師 鈴木 藤一郎（国土交通省近畿地方整備局長）

平成１４年 ７月１２日（金）
平成１４年 ７月１６日（火）
平成１４年 ７月２２日（月）
（虎ノ門パストラル）
平成１４年 ７月２３日（火）
平成１４年 ７月２６日（金）
平成１４年 ８月 ８日（木）
（姫路市飾磨市民センター）
平成１５年 １月２７日（月）
（新神戸オリエンタルホテル）

平成１５年 ２月
平成１５年 ６月 ３日（火）
（姫路商工会議所）
平成１５年 ６月１３日（金）
（姫路市役所）
平成１５年 ７月 ２日（水）
（姫路市役所）

◆パネルディスカッション
「新たな産業発展のための総合交通・物流のあり方を考える」
～播磨臨海地域の商工会議所及び商工会の提言を受けて～
コーディネーター：屋井 鉄雄（東京工業大学大学院教授）
パネリスト
：北橋 建治（兵庫県理事）
木村 宇一郎（播磨町商工会副会長）
米田 徳夫（姫路商工会議所会頭）
福田 志乃（地域政策プランナー）
兵庫県要望（東播磨県民局）
要望書提出
国土交通省近畿地方建設局要望
要望書提出
地元選出国会議員への要望会
播磨臨海地域道路網の経緯・概要・活動
状況説明・要望書提出
国土交通省要望
要望書提出
兵庫県要望（中播磨県民局）
要望書提出
姫路市飾磨地区行政懇談会
播磨臨海地域道路網の経緯・概要説明
（飾磨地区自治会関係者）
臨時総会
会費等に関する細則の改正
懇 談 会
播磨臨海地域道路網の事業概要説明及
来賓：松下近畿地方整備局道路部長
び意見交換
望月兵庫県理事
播磨臨海地域立地企業（物流業）ヒアリング調査実施
（平成１３年度アンケート調査対象企業などから１３社抽出）
４市２町商工会議所及び商工会からの提言への回答について
姫路商工会議所広域連携委員会へ中間報告
第１回 産業者による地域ビジョンへのワーキング準備 会
組織及びテーマの検討
第２回 産業者による地域ビジョンへのワーキング準備 会
ワーキングリーダーの選出、組織及びテーマの確立
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開催年月日・開催場所
平成１５年 ７月１５日（火）
（兵庫県東播磨県民局）
平成１５年 ７月２２日（火）
（姫路市役所）
平成１５年 ７月２４日（木）
（近畿地方整備局）
平成１５年 ７月３０日（水）
（東京虎ノ門パストラル）

平成１５年 ７月３１日（木）
平成１５年 ８月 ５日（火）
（兵庫県中播磨県民局）
平成１５年１０月 ８日（水）
（姫路市文化センター
大ホール：約１，３００名）

平成１５年１１月 ６日（木）
（姫路市役所）
平成１５年１１月１０日（月）
（姫路市：２０名）
平成１５年１１月２２日（土）
（姫路市役所）
平成１５年１２月 ４日（木）
（姫路市役所会議室）
平成１６年 １月１６日（金）
（姫路市役所）
平成１６年 ２月 １日（日）
（稲美町コスモホール
：約４５０名）

平成１６年 ２月１４日（土）
（姫路市役所）
平成１６年 ３月 ９日（火）
（姫路市役所）
平成１６年 ３月２２日（月）
（姫路市役所）

主 な 事 業項 目
兵庫県東播磨県民局要望

内

容

要望書提出

第３回 産業者による地域ビジョンへのワーキング準備会
播磨臨海地域道路網の経緯・概要説明・ワーキング名：はりま夢ワーク
国土交通省近畿地方整備局要望
谷口博昭 近畿地方整備局長
要望書提出
ほか関係部課
地元選出国会議員要望会
協議会の取組み状況説明
渡海紀三朗 衆議院議員（10 区）
要望書提出
（代理 神吉秘書）
松本 剛明 衆議院議員（11 区）
協議会 石見会長他３名
山口
壯 衆議院議員（12 区）
兵庫県 山田東京事務所長他２名
赤松 正雄 衆議院議員（比例）
事務局 髙姫路市助役他１３名
塩田
晋 衆議院議員（比例）
国土交通省要望（関係部局）
要望書提出
兵庫県中播磨県民局要望

要望書提出

ミュージカル「みちぶしん」の開催：劇団ふるさときゃらばん公演
共催：播磨臨海地域道路網協議会
国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所
後援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
姫路市教育委員会
４市２町商工会議所及び商工会
神戸新聞社・ＮＨＫ姫路支局
ＷＩＮＫ・ＦＭ ＧＥＮＫＩ
協力：はりまみちぶしん応援団（姫路こども劇場、劇団天狼星計画、
ひょうごＣＳＲクラブ西播磨支部、電博堂）
第１回
はりま夢ワーク
議論の方向性検討他
産業者との意見交換会（姫路商工会議所 マスターズ）
播磨臨海地域道路網協議会の趣旨、経緯、概要説明
第２回
はりま夢ワーク
道路整備の仕組み、臨海部の活用及び播磨臨海地域道路網の経緯・概要説明他
第３回
はりま夢ワーク
播磨科学公園都市及び他のプロジェクト概要説明他
第４回
はりま夢ワーク
夢ワークの進め方及び神戸市との比較検討他
シンポジウム ～みんなでつくる「はりまのみち」 ～
主催：播磨臨海地域道路網協議会
後援：国土交通省姫路河川国道事務所・兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
４市２町商工会議所及び商工会・神戸新聞社
◆基調講談 「はりま道物語～稲美町のみはり地蔵さん～」
上方講談師 旭堂 南海
◆基調講演 「地方におけるこれからのみちづくり」
講
師 森地 茂（東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻教授）
◆対
談 「『はりま』のまちづくりとみちづくり」
司 会：水野 潤子（フリーアナウンサー）
対談者：森地
茂
谷口 博昭（近畿地方整備局長）
赤松 達夫（稲美町長）
旭堂 南海
第５回
はりま夢ワーク
目指すべきビジョンテーマ設定及び議論の切り口他
第６回
はりま夢ワーク
まちづくりの方向性及びアクションプランの提案他
第７回
はりま夢ワーク
アクションプランの提案他
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開催年月日・開催場所
平成１６年 ４月１２日（月）
（姫路市役所）
平成１６年 ４月２０日（火）
（姫路市役所）
平成１６年 ５月３１日（月）
（姫路市役所）
平成１６年 ６月３０日（水）
（姫路市役所）
平成１６年 ７月１３日（火）
（姫路市役所）
平成１６年 ７月２６日（月）
（近畿地方整備局）
平成１６年 ８月 ３日（火）
（東京虎ノ門パストラル）

平成１６年 ８月

４日（水）

平成１６年 ９月１６日（木）
（姫路市：４名）
平成１６年 ９月２２日（水）
（姫路市役所）
平成１６年１０月 １日（金）
（明石市市民会館
アワーズホール
：約１，３００名）

平成１６年１０月２５日（月）
（姫路商工会議所）

平成１６年１１月１１日（木）
平成１６年１１月１５日（月）
（姫路商工会議所
：約１２０名）
平成１６年１１月２５日（木）
（姫路市）
平成１７年 ７月１９日（火）
（近畿地方整備局）
平成１７年 ７月２７日（水）
（東京虎ノ門パストラル）

主 な 事 業項 目

内

容

第８回
はりま夢ワーク
姫路市の道路網・公共交通網・姫路の中心市街地や
歴史街道活用など魅力づくりに関する実行策の提案他
第９回
はりま夢ワーク
姫路臨海部、地域・行政の組織体制に関する実行策の提案他
第１０回
はりま夢ワーク
草稿（案）の確認他
第１１回
はりま夢ワーク
草稿（本編、資料編）の確認、播磨地域臨海部の現状と課題他
会 長 報 告
―スマートグロースひめじ 賢明な成長を目指して―
は り ま 夢 ワ ー ク
国土交通省近畿地方整備局要望
藤本貴也 近畿地方整備局長
要望書提出
ほか関係部課
地元選出国会議員要望会
協議会の取組み状況説明
西村 康稔
衆議院議員（９区）
要望書提出
渡海 紀三朗 衆議院議員（10 区）
松本 剛明
衆議院議員（11 区）
協議会 石見会長他３名
河本 三郎
衆議院議員（12 区）
兵庫県 岡本中播磨県民局長他２名
赤松 正雄
衆議院議員（比例）
事務局 秋村姫路市技術管理監他 10 名
国土交通省要望
谷口博昭 道路局長
要望書提出
ほか関係課・室
女性団体 まちづくり安・安
姫路の道づくりと播磨臨海地域道路網
意 見 交 換 会
協議会の取組みについて
第１２回
はりま夢ワーク
姫路商工会議所青年部及びマスターズ例会への報告会について
ミュージカル「みちぶしん」の開催：劇団ふるさときゃらばん公演
共催：播磨臨海地域道路網協議会
国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所
後援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
明石市教育委員会
４市２町商工会議所及び商工会
神戸新聞社・明石市商店街連合会・ラジオ関西
協力：はりまみちぶしん応援団（中崎小学校ＰＴＡコーラス・あじさいコーラス・
朝霧コーラス・明石銀座商店街振興組合・魚の棚西商店街振興組合・明淡商店街）
地域と行政の対話による
― よ り よ い 地 域 づ く り ・ 道 づ く り を 目 指 し て ー
４市２町商工会議所及び商工会による
「播磨臨海地域における総合交通・物流体系のあり方に関する提言書」への回答
播 磨 臨 海 地 域 道 路 網 調 査 業 務 委 託
発注者：播磨臨海地域道路網協議会
―スマートグロースひめじ 賢明な成長を目指して―
はりま夢ワーク報告会及びワークショップ
主催：商工会議所青年部及びマスターズ
第 ７ 回
Ｐ Ｉ 研 究 会
一般住民へのＰＩ展開に向けて
（座長：東京工業大学 屋井鉄雄 教授） はりま夢ワークの成果及び今後の展開
国土交通省近畿地方整備局要望
藤本貴也 近畿地方整備局長
要望書提出
ほか関係部課
地元選出国会議員要望会
協議会の取組み状況説明
西村 康稔
衆議院議員（９区）
要望書提出
渡海 紀三朗 衆議院議員（10 区）
松本 剛明
衆議院議員（11 区）
協議会 石見会長他３名
河本 三郎
衆議院議員（12 区）
兵庫県 岡本中播磨県民局長他２名
赤松 正雄
衆議院議員（比例）
事務局 秋村姫路市技術管理監他 10 名
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開催年月日・開催場所

主 な 事 業項 目

平成１７年 ７月２８日（木）

内

容

国土交通省要望
谷口博昭 道路局長
要望書提出
ほか関係課・室
平成１７年 ８月２２日（月） 兵庫県主催 第 1 回
設置について
（姫路市役所）
播磨臨海地域道路検討会議
平成１７年１１月 ８日（日） みちぶしんミュージカル「カントリーチャレンジャー」の開催
（加古川市市民会館
劇団ふるさときゃらばん公演
大ホール：約１，５００名）
共催：播磨臨海地域道路網協議会
スタッフ総数： １７４名
国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所
市民ボランティア ８２名
後援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
加古川市及び高砂市教育委員会、加古川市ＰＴＡ連合会
高砂市連合ＰＴＡ協議会、加古川市商業連盟（加古川市小売市場連合会、
別府町商店連合会、東加古川駅前商店街振興組合）高砂市商店連合会
４市２町商工会議所及び商工会、神戸新聞社・ラジオ関西
協力：はりまみちぶしん応援団（加古川コーラス・加古川おやこ劇場・高砂おや
こ劇場・フレンズぽけっと・フライデー・氷丘小学校ＰＴＡコーラス部）
平成１７年１２月２１日（水） 兵庫県主催 第２回
（姫路市役所）
播磨臨海地域道路検討会議
平成１８年 ２月１６日（木） 兵庫県主催 第３回
（姫路市役所）
播磨臨海地域道路検討会議
平成１８年 ２月１７日（金） 第 ９ 回 Ｐ Ｉ 研 究 会
播磨臨海地域道路 地域高規格道路指定にむ
（姫路市役所）
（座長：東京工業大学 屋井鉄雄 教授） けたシナリオ（案）について
平成１８年 ２月２６日（日） 広報誌「はりま道しるべ」
特集：「みち」とともに歩む“はりま”
はりま道紀行、アンケート
創刊号発行
平成１８年 ３月１０日（金） 広報誌「はりま道しるべ」
特集：産業を育む“はりま”の「みち」
はりま道紀行、アンケート
第２号発行
平成１８年 ３月２８日（火） 兵庫県主催 第４回
（姫路市役所）
播磨臨海地域道路検討会議
平成１８年 ５月１４日（日） シ ン ポ ジ ウ ム ～くらしを支える「はりまのみち」～
（姫路市市民会館大ホール
主催：播磨臨海地域道路網協議会
：約４５０名）
後援：国土交通省姫路河川国道事務所・兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
４市２町商工会議所及び商工会・神戸新聞社
◆基調講演 「みちがもたらすもの、そしてこれからの道づくり」
講
師 ： 朝倉 康夫
（神戸大学大学院自然科学研究科地域空間創生科学専攻教授）
◆座 談 会 「人を生かし、地域を活かすまち、そして私たちにできること」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 朝倉 康夫（神戸大学大学院教授）
パネリスト： 平内 節子（まちづくり安・安代表）
柳谷 佐代子（フレンズぽけっと代表）
寳角 幸彦（株式会社寳角ギヤー 代表取締役社長）
岡田 義則（株式会社加古川製作所 代表取締役社長）
◆播磨臨海地域道路実現化促進決起大会
決 議 者： 播磨臨海地域道路網協議会
４市２町商工会議所及び商工会、関係運輸団体
平成１８年 ７月 ６日（木） 国土交通省近畿地方整備局要望
（近畿地方整備局）
藤本貴也 近畿地方整備局長
要望書提出
ほか関係部課
平成１８年 ７月１０日（月） 地元選出国会議員要望会
協議会の取組み状況説明
（東京虎ノ門パストラル）
渡海 紀三朗 衆議院議員（10 区）
要望書提出
戸井田とおる 衆議院議員（11 区）
河本 三郎
衆議院議員（12 区）
協議会 石見会長他４名
赤松 正雄
衆議院議員（比例）
兵庫県 山田東播磨県民局長他２名
松本 剛明
衆議院議員（比例）
事務局 秋村姫路市技術管理監他 7 名
平成１８年 ７月１１日（火） 国土交通省要望
北側一雄 国土交通大臣
要望書提出
ほか関係課・室
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開催年月日・開催場所
平成１８年８月 5,6 日(土,日)
(姫路市)
平成１８年 ８月 ６日（日）
平成１８年 ８月２６日（土）
（明石市）
平成１８年 ８月３１日（木）
（加古川市）
平成１８年 ９月２５日（月）
（稲美町）
平成１８年１０月１３日（金）
（播磨町）
平成１８年１０月２０日（金）
（明石市）
平成１８年１０月２５日（水）
（加古川市役所）
平成１８年１１月１０日（金）
（姫路市）
平成１８年１１月１１日（土）
（加古川市）
平成１８年１１月１３日（月）
平成１８年１１月１５日（水）
（高砂市）
平成１８年１１月１５日（水）
（姫路市飾磨支所）
平成１８年１１月１７日（金）
（神戸新聞掲載）
平成１８年１１月２０日（月）
（加古川市）
平成１８年１１月２４日（金）
（神戸新聞掲載）
平成１８年１２月 ３日（日）
（姫路市市民会館
大ホール；５５０名）

平成１９年 １月２２日（月）
（姫路市自治福祉会館）
平成１９年 １月２５日（木）
（姫路市）
平成１９年 １月２８日（日）
平成１９年 ２月 １日（木）
（姫路市）
平成１９年 ２月 ７日（水）
（加古川市役所）
平成１９年 ２月１３日（火）
（姫路市）
平成１９年 ２月１４日（水）
（姫路商工会議所）

主 な 事 業項 目

内

容

オープンハウス
ＰＲ活動
姫路お城まつり、大手前公園
特集：シンポジム～くらしを支える
広報誌「はりま道しるべ」
「はりまのみち」～、決起大会他
第３号発行
オープンハウス
ＰＲ活動
明石市民まつり、明石城公園内
播磨臨海地域の現状について
「播磨臨海地域女性団体の集い」開催
意見交換
４市２町女性団体 ９名参加
「いなみのみちを考える」検討会
播磨臨海地域の現状について
稲美町女性団体 ７名参加
ワークショップ他
「はりまのみちを考える」検討会
播磨臨海地域の現状について
播磨町女性団体２３名参加
ワークショップ他
「あかしのみちを考える」勉強会
播磨臨海地域の現状について
明石市女性団体１７名参加
ワークショップ他
第１回 （仮称）はりま夢ワーク・かこがわ
会合の目的、議論の方向性検討他
「ひめじのみちを考える」検討会
播磨臨海地域の現状について
姫路市女性団体 ６名参加
ワークショップ他
オープンハウス
ＰＲ活動
加古川ツーデーマーチ、加古川市役所
「たかさごのみちを考える」検討会
高砂市女性団体２５名参加

播磨臨海地域の現状について
ワークショップ他

播磨臨海地域 交通の現状と課題 意見交換会
（参加）姫路市臨海部企業１２社、姫路商工会議所
（内容）播磨臨海地域の現状について、意見交換他
シリーズ「明日の播磨を考える」
対談者；石見姫路市長、牛尾治朗ウシオ電機会長（前経済財政諮問会議議員）
１１月１８日サンテレビにて放映(特別番組)
「かこがわのみちを考える」検討会
播磨臨海地域の現状について
加古川市女性団体 １２名参加
ワークショップ他
シリーズ「明日の播磨を考える」
対談者；樽本加古川市長、作家玉岡かおるさん
１１月２５日サンテレビにて放映(特別番組)

みちぶしんミュージカル「カントリーチャレンジャー」の開催
公演：劇団ふるさときゃらばん
主催：みちぶしんミュージカル播磨実行委員会
播磨臨海地域道路網協議会、国土交通省姫路河川国道事務所
兵庫県東播磨県民局、兵庫県中播磨県民局
まちづくり安・安、フレンズぽけっと、臨海部企業他
後援：姫路市教育委員会、姫路市連合ＰＴＡ協議会
兵庫県主催 第５回
播磨臨海地域道路検討会議
「ひめじの魅力を考える」検討会
姫路の魅力
姫路市まちづくり安・安 ４名参加
女性フォーラムについて
～“はりま”の自立を目指して！～
広報誌「はりま道しるべ」
オープンハウス他
第４号発行（発行部数４８万部）
各市町検討会・勉強会報告
「播磨臨海地域女性団体の集い」開催
今後の取組について他
４市２町女性団体 ９名参加
第２回 （仮称）はりま夢ワーク・かこがわ
今後の進め方、加古川市のイメージ・魅力の検討他
「ひめじのみち・魅力を考える」検討会 播磨臨海地域道路網について
姫路市女性団体 ２０名参加
姫路の魅力ワークショップ他
４市２町商工会議所、商工会主催
姫路河川国道事務所長講演
播磨臨海地域道路網について（会議） 意見交換
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開催年月日・開催場所
平成１９年

３月

１日（木）

平成１９年 ３月１２日（月）
（高砂市）
平成１９年 ３月１９日（月）
（神戸新聞掲載）
平成１９年 ３月２０日（火）
（姫路商工会議所）
平成１９年 ３月２１日（水）
平成１９年 ３月２８日（水）
（播磨町）
平成１９年 ３月２９日（木）
（神戸新聞掲載）
平成１９年 ３月３０日（月）
（加古川市）
平成１９年 ４月１１日（水）
(東 京)

主 な 事 業項 目

【要望先】
財務省
尾身幸次
財務大臣（面談）
藤井秀人
事務次官（面談）
主計局次長、主計官
国土交通省
冬柴鐵三
国土交通大臣（面談）
吉田六左エ門 大臣政務官
安富正文 事務次官（面談）
谷口博昭 技監（面談）
竹歳 誠 官房長（面談）
宮田年耕 道路局長（面談）
道路局次長、大臣官房審議官
企画課長、有料道路課長
平成１９年 ４月１２日（木）
（高砂市役所）
平成１９年 ４月２０日（金）
（５月２６日神戸新聞掲載）
平成１９年 ４月２６日（木）
（５月２８日神戸新聞掲載）
平成１９年 ４月２７日（金）
（播磨町役場）
平成１９年 ５月 ８日（火）
（高砂市役所）
平成１９年 ５月１１日（金）
（加古川市役所）
平成１９年 ５月２１日（月）
（姫路市）
平成１９年 ５月２１日（月）
（加古川市）

内

容

雑誌｢道路｣
「わたしたちのみち」を考える
４市２町女性団体の活動記事掲載
はりまの女性たちとともに
「地域のみち・魅力を考える」検討会
播磨臨海地域道路網について
高砂市女性団体１７名参加
女性フォーラムについて、意見交換他
シリーズ「明日の播磨を考える」
企業トップインタビュー；住友精化株式会社 園田隆一 代表取締役社長
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
委員：４市商工会議所会頭、２町商工会会長
設立総会
会則、決議文採択
広報誌「はりま道しるべ」
播磨臨海地域道路ルート帯案の公表
第５号発行（発行部数４８万部）
女性フォーラム案内他
「地域のみち・魅力を考える」検討会
播磨臨海地域道路網について
播磨町女性団体１６名参加
女性フォーラムについて、意見交換他
シリーズ「明日の播磨を考える」
企業トップインタビュー；神姫バス株式会社 上杉雅彦 取締役社長
「地域のみち・魅力を考える」検討会
播磨臨海地域道路網について
加古川市女性団体１２名参加
女性フォーラムについて、意見交換他
「播磨臨海地域道路網の
早期実現に関する要望」 【参加者】
２者合同要望会の開催
※戸井田とおる衆議院議員が同行
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
会長 尾上壽男 姫路商工会議所会頭
播磨臨海地域道路網協議会
会長 石見利勝
姫路市長
稲田圭昭
明石市副市長
長谷川浩三 加古川市副市長
山下清和
播磨町副町長

高砂の道・魅力を考える検討会
高砂市道の問題点、魅力のとりまとめ
（はりま女性フォーラム １４名参加）
シリーズ「明日の播磨を考える」
手をつなぐ播磨－神戸経済圏発展の“道”探る
５会頭座談会（神戸、明石、加古川、高砂、姫路商工会議所）
シリーズ「道路、橋の保全・維持を考える（播磨編）」
持続的発展可能な播磨に
兵庫社会基盤研究会 播磨地域市長座談会(加古川市、高砂市、姫路市、たつの市)
第１回 はりま女性フォーラム実行委員会
フォーラム準備について
（はりま女性フォーラム

１２名参加）

高砂の道・魅力を考える検討会

フォーラムにむけて

第２回 はりま女性フォーラム実行委員会
（はりま女性フォーラム １４名参加）

フォーラム準備について

フォーラム準備について
会場確認ほか
第３回 はりま夢ワーク・かこがわ
加古川市のイメージアップについて、都市間競争に勝つためのまちづくり

第３回 はりま女性フォーラム実行委員会
（はりま女性フォーラム １２名参加）
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開催年月日・開催場所
平成１９年 ５月２６日（土）
（日本城郭研究センター）
参加者：約２２０名
（姫路シロトピア記念公園）
参加者：約８００名
子ども：約１５０名
父 兄：約２５０名
一 般：約４００名

平成１９年 ６月２０日（水）
（明石市役所）
平成１９年 ６月２７日（水）
（加古川市）
平成１９年 ７月１１日（水）
（近畿地方整備局）
平成１９年 ７月２８日（土）
（播磨町）
平成１９年 ７月３０日（月）
（加古川市役所）
平成１９年８月 4,5 日(土,日)
(姫路市)
平成１９年 ８月 ７日（火）
（東京虎ノ門パストラル）

主 な 事 業項 目

内

容

はりまの女性が語る！道づくり・地域づくりフォーラムの開催
主催：はりま女性フォーラム実行委員会
協力：播磨臨海地域道路網協議会
◆屋外イベント １０：００～１６：００
はりまの魅力発信 和菓子などバザー販売（１４店舗）
チャイルドストリート、交通安全教室、道路清掃
◆フォーラム
１３：３０～１６：００
実行委員長
平内 節子（姫路市 まちづくり安・安）
副実行委員長 和田美耶子（明石市 明石女性生活大学ＯＢ会）
〃
西澤
緑（稲美町 花咲く道のボランティア）
〃
本谷かおる（播磨町 播磨町女性活動活性化事業推進協議会）
〃
柳谷佐代子（加古川市 フレンズぽけっと）
〃
高谷 典子（高砂市 ＪＡ兵庫南女性会高砂連絡協議会）
【参加者】
（国会議員） 渡海紀三朗 衆議院議員
戸井田とおる
〃
（兵庫県）
五百蔵俊彦 副知事
池田
茂 兵庫県理事
河野 信夫 土木局長
原田
彰 中播磨県民局長
（国土交通省）岡本
博 道路局企画課長
藤森 祥弘 近畿地方整備局道路部長
宮武 晃司 姫路河川国道事務所長
（経済界）
谷口 俊介 姫路商工会議所専務理事
（協議会）
石見 利勝 姫路市長、樽本 庄一 加古川市長
岡
恒雄 高砂市長、古谷
博 稲美町長
清水ひろ子 播磨町長、稲田 圭昭 明石市副市長
第４回 はりま女性フォーラム実行委員会
フォーラムの反省及び今年度の活動に
（はりま女性フォーラム １１名参加）
ついて
第４回 はりま夢ワーク・かこがわ
加古川市の将来ビジョンについて
国土交通省近畿地方整備局要望
要望書提出
布村明彦 近畿地方整備局長
ほか関係部課長
ＰＲ活動
オープンハウス
資料 500 部配布
播磨町夏まつり、浜田公園
第５回 はりま夢ワーク・かこがわ
ビジョンの確認とその実現のために必要なこと
オープンハウス
ＰＲ活動
姫路お城まつり、大手前公園
資料 800 部配布
地元選出国会議員要望会
協議会の取組み状況説明
【要望先】
要望書提出
西村 康稔
衆議院議員( 9 区)
【要望者】
渡海紀三朗
衆議院議員(10 区)
播磨臨海地域道路網協議会
戸井田とおる 衆議院議員(11 区)
会 長 石見利勝 姫路市長
河本 三郎
衆議院議員(12 区)
監 事 樽本庄一 加古川市長
赤松 正雄
衆議院議員(比例)
監 事 清水ひろ子播磨町長
松本 剛明
衆議院議員(比例）
理 事 古谷 博 稲美町長
山口
壯
衆議院議員(比例)
副会長 明石市長代理
稲田圭昭 副市長
理 事 高砂市長代理
登 幸人 副市長
兵庫県
大鳥裕士 東播磨県民局長
原田 彰 中播磨県民局長
西田 裕 東京事務所長
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開催年月日・開催場所
平成１９年 ８月

７日(火)
８日(水)

平成１９年 ８月 ９日(木)
(国道２号バイパス別所ＳＡ)
平成１９年１０月 ３日（水）
（加古川市役所）
平成１９年１０月１８日（木）
（虎ノ門パストラル）

平成１９年１０月１９日（金）
（国土交通省報道発表）

主 な 事 業項 目

内

容

国土交通省要望
要望書提出
【要望先】
※戸井田とおる衆議院議員が同行
冬柴 鐵三 国土交通大臣（面談）
赤松正雄
衆議院議員が同行
渡辺 具能 国土交通副大臣
【要望者】
吉田六左エ門 大臣政務官
播磨臨海地域道路網協議会
峰久 幸義 国土交通事務次官
前項と同じ
谷口 博昭 技監
竹歳
誠 国土交通審議官、
榊
正剛 総合政策局長
宮田 年耕 道路局長
増田 優一 都市・地域整備局長
ほか関係課・室
道の日イベントへの参加
西澤緑（はりま女性フォーラム）
ラジオ出演によるＰＲ活動
山野松夫（姫路商工会議所）ほか
第６回 はりま夢ワーク・かこがわ
具体の施策の提案
「播磨臨海地域道路の早期実現と
協議会の取組み状況説明
道路特定財源の確保を！」 要望書提出、意見交換
３者合同要望会の開催
【要望者】
【要望先】
兵庫県
自由民主党
井戸敏三 知事
伊吹 文明 幹事長
（面談）
池田 茂 理事
公明党
播磨臨海地域道路網協議会
高木 陽介 国土交通部会長（面談）
会 長 石見利勝
姫路市長
民主党
副会長 北口寛人
明石市長
鳩山由紀夫 幹事長
（面談）
監 事 樽本庄一
加古川市長
直嶋 直行 政策調査会長 （面談）
〃
清水ひろ子 播磨町長
長浜 博行 国土交通担当 （面談）
理 事 古谷 博
稲美町長
国土交通省
〃
高砂市長代理
冬柴 鐵三 国土交通大臣 （面談）
登 幸人
副市長
宮田 年耕 道路局長
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
増田 優一 都市・地域整備局長
西川隆雄 加古川商工会議所会頭
財務省
塩谷武彦 高砂商工会議所会頭
額賀福志郎 財務大臣
（面談）
三宅知行 姫路商工会議所副会頭
森山
裕 財務副大臣
（面談）
濱中英夫
〃
杉本 和行 主計局長
（面談）
糴川惠司
〃
常議員
香川 俊介 主計局次長
堤 晴兒
〃
富永 哲夫 主計官 ほか
谷口俊介
〃 専務理事
上田 治 姫路市経営者協会専務理事
国会議員要望会・意見交換会の開催
【出席者】
地元選出国会議員
※財務省および自由民主党要望には
渡海紀三朗
文部科学大臣(10 区)
戸井田とおる衆議院議員が同行
西村 康稔
衆議院議員 ( 9 区)
※公明党要望には
戸井田とおる 衆議院議員 (11 区)
赤松正雄衆議院議員が同行
河本 三郎
衆議院議員 (12 区)
※民主党要望には
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本剛明衆議院議員
松本 剛明
衆議院議員 (比例)
水岡俊一参議院議員が同行
山口
壯
衆議院議員 (比例)
国土交通省
菊川
滋
大臣官房審議官
岡本
博
道路局企画課長
川崎 茂信
道路経済調査室技術企画官
布村 明彦
近畿地方整備局長
宮地 淳夫
〃
道路部長
宮武 晃司
姫路河川国道事務所長
地域自立・活性化事業推進費（調査分）による調査の実施決定
「播磨臨海地域における民間企業等との協働型道路整備手法に関する調査」
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開催年月日・開催場所
平成１９年１０月２９日（月）
（加古川市役所）
平成１９年１１月１０日（土）
（加古川市）
平成１９年１２月 ３日（月）
（加古川市役所）
平成１９年１２月 ４日（火）

平成１９年１２月 ４日（火）
（播磨町・稲美町内）
参加者：３４名
平成１９年１２月２０日（木）
（加古川商工会議所）
平成１９年１２月２１日（金）
平成１９年１２月２４日（月）
平成２０年 １月１１日（金）
（姫路市：イーグレ姫路）
平成２０年 １月３１日（金）
（姫路市：イーグレ姫路）
平成２０年 ２月 ４日（月）
（加古川市役所）
平成２０年 ２月 ６日（水）
（姫路市役所）
平成２０年 ２月１６日（土）
平成２０年 ２月１８日（月）
（虎ノ門パストラルホテル）

主 な 事 業項 目
第７回

内
はりま夢ワーク・かこがわ
具体的施策の提案
ＰＲ活動

容

オープンハウス
加古川ツーデーマーチ
第８回 はりま夢ワーク・かこがわ
提案書とりまとめについて
地域自立・活性化事業推進費（調査分）
「播磨臨海地域における民間企業等との協働型道路整備手法に関する調査」開始
発注：国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所
受注：播磨臨海地域道路網建設促進協議会（ｱﾝｹｰﾄ、ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査、ﾌｫｰﾗﾑ開催）
㈱日本能率協会総合研究所（ｱﾝｹｰﾄ、ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査など取りまとめ・分析）
はりま女性フォーラム
播磨町：県立考古博物館
ふるさとバス視察及び検討会の実施 稲美町：万葉の森ほか
道路事情の視察及び検討会
第１回 播磨臨海地域道路網協議会
「播磨臨海地域における民間企業等と
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
の協働型道路整備手法に関する調査」の
合同事務局会議
実施について
会長 水田 宏 県議会議員
播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟
兵庫県議会議員２６名が参加
設立総会の開催
特集：道路特定財源とは
広報誌「はりま道しるべ」
第６号発行（発行部数４９万部）
第２回 播磨臨海地域道路網協議会
アンケートヒアリング調査について
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
リレーシンポジウムについて
合同事務局会議
第３回 播磨臨海地域道路網協議会
アンケート回収状況について
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
ヒアリングの実施について
合同事務局会議
はりまフォーラムについて
第９回 はりま夢ワーク・かこがわ
提案書について
第４回 播磨臨海地域道路網協議会
リレーシンポジウム「はりまフォーラ
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
ム」キックオフイベントについて
合同事務局会議
はりま道しるべ７号発行について
特集：リレーシンポジウム
広報誌「はりま道しるべ」
「はりまフォーラム」について
第７号発行（発行部数４８万部）
リレーシンポジウム「はりまフォーラム」オープニングセレモニー
主 催：はりまフォーラム実行委員会
（４市２町、４市２町商工会議所および商工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
出席者：地元選出国会議員
渡海紀三朗
文部科学大臣(10 区) 代理出席
西村 康稔
衆議院議員 ( 9 区) 代理出席
戸井田とおる 衆議院議員 (11 区)
河本 三郎
衆議院議員 (12 区) 代理出席
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本 剛明
衆議院議員 (比例)
山口
壯
衆議院議員 (比例)
国土交通省
宮地 淳夫
近畿地方整備局道路部長
宮武 晃司
〃
姫路河川国道事務所長
播磨臨海地域道路網協議会
会 長 石見 利勝 姫路市長
副会長 北口 寛人 明石市長
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
会 長 尾上 壽男 姫路商工会議所会頭
委 員 渡辺 健一 高砂商工会議所会頭
委 員 西川 隆雄 加古川商工会議所会頭 代理
小西 寛宏 加古川商工会議所専務理事
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開催年月日・開催場所
平成２０年 ２月１９日（火）
（稲美コスモホール）
(参加者９５０名)

主 な 事 業項 目

内

容

リレーシンポジウム「はりまフォーラム」加古郡会場
主 催：はりまフォーラム実行委員会（４市２町、４市２町商工会議所および商
工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演「日本の行方」
講
師 ： 森田 実（政治評論家）
◆座 談 会 「日本の行方、播磨の将来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 残間 里江子（プロデューサー）
パネリスト： 森田 実
（政治評論家）
古谷 博
（稲美町長）
清水 ひろ子（播磨町長）
大西 壯司 （稲美町商工会会長）
山口 勝英 （播磨町商工会会長）
西澤 緑
（はりま女性フォーラム役員）
本谷 かおる（はりま女性フォーラム役員）

平成２０年 ２月２２日（金）
（高砂市文化会館大ホール）
(参加者１，０５０名)

リレーシンポジウム「はりまフォーラム」高砂会場
主 催：はりまフォーラム実行委員会（４市２町、４市２町商工会議所および商
工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演「日本の行方」
講
師 ： 田原 総一朗（ジャーナリスト）
◆座 談 会 「日本の行方、播磨の将来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 残間 里江子（プロデューサー）
パネリスト： 田原 総一朗（ジャーナリスト）
玉岡 かおる（作家）
渡辺 健一 （高砂商工会議所会頭）

平成２０年 ２月２７日（水）
（明石市市民会館大ホール）
(参加者８００名)

リレーシンポジウム「はりまフォーラム」明石会場
主 催：はりまフォーラム実行委員会（４市２町、４市２町商工会議所および商
工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演「日本の行方」
講
師 ： 三宅 久之（政治評論家）
◆座 談 会 「日本の行方、播磨の将来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 残間 里江子（プロデューサー）
パネリスト： 三宅 久之（政治評論家）
北口 寛人（明石市長）
柴田 達三（明石商工会議所会頭）

平成２０年 ３月 ７日（金）
（加古川市市民会館大ホール）
(参加者１，４００名)

リレーシンポジウム「はりまフォーラム」加古川会場
主 催：はりまフォーラム実行委員会（４市２町、４市２町商工会議所および商
工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演「何から始めますか―愛しき日本のために」
講
師 ： 田勢 康弘（早稲田大学大学院教授、政治コラムニスト）
◆座 談 会 「日本の行方、播磨の将来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 残間 里江子（プロデューサー）
パネリスト： 田勢 康弘 （早稲田大学大学院教授、政治コラムニスト）
玉岡 かおる（作家）
樽本 庄一 （加古川市長）
西川 隆雄 （加古川商工会議所会頭）
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開催年月日・開催場所
平成２０年 ３月１４日（金）
（姫路文化センター大ホール）
(参加者１，９８０名)

主 な 事 業項 目

内

容

リレーシンポジウム「はりまフォーラム」姫路会場
主 催：はりまフォーラム実行委員会（４市２町、４市２町商工会議所および商
工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演「日本の行方」
講
師 ： 月尾 嘉男（東京大学名誉教授）
◆座 談 会 「日本の行方、播磨の将来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 残間 里江子（プロデューサー）
パネリスト： 月尾 嘉男（東京大学名誉教授）
玉岡 かおる（作家）
石見 利勝 （姫路市長）
尾上 壽男 （姫路商工会議所会頭）

平成２０年 ３月２７日（木）
（クラウンプラザ神戸）
(参加者２１０名)

リレーシンポジウム「はりまフォーラム」神戸会場
主 催：はりまフォーラム実行委員会（４市２町、４市２町商工会議所および商
工会、はりま女性フォーラム）
後 援：兵庫県東播磨県民局及び中播磨県民局
◆基調講演「日本の行方」
－小国化する日本の新たな目標と課題－
講
師 ： 島田 晴雄（千葉商科大学学長）
◆座 談 会 「日本の行方、播磨の将来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ： 残間 里江子（プロデューサー）
パネリスト： 島田 晴雄（千葉商科大学学長）
玉岡 かおる（作家）
清水 紀男 （日本銀行神戸支店長）
上杉 雅彦 （姫路商工会議所副会頭）
井上 俊廣 （兵庫県県土整備部長）
佐俣 千載 （神戸市建設局長）

平成２０年 １月～３月
（播磨臨海地域内
及び周辺都市）

平成 20 年 4 月 19,20 日(土,日)
（宝塚市）
平成２０年４月 ２２日（火）
２３日（水）
（衆議院議員会館）

播磨臨海地域における民間企業等との協働型道路整備手法に関する調査
実施：播磨臨海地域道路網建設促進協議会
協力：播磨臨海地域道路網協議会
◆企業アンケート調査
２，０３５社に送付（回収６５０社、約３２％の回収率）
（対象地域：４市２町、太子町、たつの市、相生市、赤穂市、神戸市ほか）
◆企業ヒアリング調査
２００社を抽出し実施（対象地域：４市２町）
オープンハウス
ＰＲ活動
宝塚市にて開催
ＰＲ品３，０００個配布
「暫定税率関連法案及び道路整備財源特例法案の早期実現について」要請の実施
【要請先】
地元選出国会議員
渡海紀三朗
文部科学大臣(10 区)
西村 康稔
衆議院議員 ( 9 区)
戸井田とおる 衆議院議員 (11 区)
河本 三郎
衆議院議員 (12 区)
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本 剛明
衆議院議員 (比例)
山口
壯
衆議院議員 (比例)
政党本部（自由民主党、公明党）
※戸井田とおる衆議院議員、赤松正雄衆議院議員より提出
省 庁
加藤 利男 内閣府政策統括官
内藤 尚志 総務省自治財政局交付税課長
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開催年月日・開催場所
平成２０年 ６月２７日（金）
（姫路市）
平成２０年 ６月３０日（月）
（近畿地方整備局）
平成２０年 ７月

２日（水）

主 な 事 業項 目
兵庫県主催 第６回
播磨臨海地域道路検討会議
国土交通省近畿地方整備局要望
布村 明彦 近畿地方整備局長
ほか関係部課長
播磨臨海地域道路協議会臨時総会

【要望先】
国土交通省
宮田 年耕 道路局長
原田 保夫 道路局次長、
菊川
滋 大臣官房審議官
増田 優一 都市局長
ほか関係課・室

※自由民主党及び財務省要望には
戸井田とおる衆議院議員が同行
※公明党へは
赤松正雄衆議院議員より要望書提出
※民主党へは
松本剛明衆議院議員より要望書提出

公明党
太田
斉藤
高木

昭宏
鉄夫
陽介

民主党
鳩山由紀夫
直嶋 正行
長浜 博行

平成２０年 ７月

５日（土）

要望書提出

地元選出国会議員要望会(虎ノ門ﾊﾟｽﾄﾗﾙ)
渡海紀三朗 文部科学大臣(10 区)
西村 康稔 衆議院議員 ( 9 区)
戸井田とおる衆議院議員 (11 区)
河本 三郎 衆議院議員 (12 区)
赤松 正雄 衆議院議員 (比例)
松本 剛明 衆議院議員 (比例)
山口
壯 衆議院議員 (比例)
鴻池 祥肇 参議院議員 (兵庫)
辻
泰弘 参議院議員 (兵庫)
末松 信介 参議院議員 (兵庫)
水岡 俊一 参議院議員 (兵庫)
省庁要望

【要望先】
自由民主党(本部)
伊吹 文明 幹事長（面談）
谷垣 禎一 政務調査会長（面談）
二階 俊博 総務会長
山本 有二 道路調査会長

３日（水）

容

【参加者】
播磨臨海地域道路網協議会
会 長 石見 利勝 姫路市長
監 事 樽本 庄一 加古川市長
監 事 清水ひろ子 播磨町長
理 事 登
幸人 高砂市長
理 事 古谷
博 稲美町長
参 与 首藤 正弘 太子町長
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
会長 尾上 壽男 姫路商工会議所会頭
上杉 雅彦
〃
副会頭
谷口 幸三
〃
理事
小西 寛宏 加古川商工会議所
専務理事
柳谷 謙治 播磨町商工会副会長
亀尾 司朗
〃
事務局長
播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟
会 長
水田 宏 兵庫県議会議員
副会長
釜谷 研造 兵庫県議会議長
〃
宮本 博美 兵庫県議会議員
事務局長 栗原 一
〃
会 計
北条やすつぐ
〃
理 事
五島たけし
〃
〃
永富 正彦
〃
委 員
宗行 恭義
〃
〃
北野 実
〃
〃
岸本かずなお
〃
兵庫県
井上 俊廣 県土整備部長
河野 信夫 県土整備部土木局長
西村 政洋 道路計画課長

【協議事項】 今後の取り組みについて
各政党要望の実施

平成２０年 ７月

内

代表
政務調査会長
国土交通部会長
幹事長
政策調査会長
ネクスト国土交通大臣

財務省
額賀福志郎 財務大臣（面談）
遠藤 乙彦 財務副大臣
森山ひろし 財務副大臣
宮下 一郎 財務大臣政務官
小泉 昭男 財務大臣政務官
津田 廣喜 財務事務次官
杉本 和行 主計局長
ほか
大阪湾岸地域・企業連携研究会（パネルベイ研究会）への要望
【要望先】
座長
中村 智彦 神戸国際大学経済学部教授
※戸井田とおる衆議院議員とともに要望
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開催年月日・開催場所
平成２０年 ７月２５日（金）
（大 阪 市）
平成２０年 ８月２７日（水）
平成２０年１０月 ２日（木）

平成２０年１０月 ２日（木）
３日（金）
（議員会館）

平成２０年１１月２６日（水）
（自由民主党本部・議員会館）

平成２０年１２月２５日（木）

平成２１年 １月１９日（月）
（神戸港湾事務所・神戸港）

主 な 事 業項 目
関西経済連合会事務局への要望
【要望先】
藤原 幸則 地域連携部長
播磨臨海地域道路パンフレット増刷
近畿商工会議所連合会への要望
【実施団体】
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
兵庫県商工会議所連合会
近畿地方道路整備促進
総決起大会及び要望会への参加
【要望先】
地元選出国会議員
西村 康稔
衆議院議員 ( 9 区)
渡海紀三朗
衆議院議員 (10 区)
戸井田とおる 衆議院議員 (11 区)
河本 三郎
衆議院議員 (12 区)
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本 剛明
衆議院議員 (比例)
山口
壯
衆議院議員 (比例)
鴻池 祥肇
参議院議員 (兵庫)
「道路整備財源の確保について」
要請の実施
【要請先】
自由民主党
谷垣 禎一 道路特定財源の一般財
源化に関するＰＴ 座長
細田 博之 幹事長

内

容

【要望事項】
播磨臨海地域道路について
今後の協力について
１０，０００部
各市町、参与へ配布
【要望事項】
播磨臨海地域道路網構想について

【要望事項】
左記要望会への参加にあわせ
・播磨臨海地域道路網の早期実現
・道路整備財源の確保 の要望を実施

【要請事項】
・道路整備財源の総枠確保
・道路整備財源の地方枠確保
【要請者】
会長 石見利勝 姫路市長
※自由民主党本部へは
戸井田とおる衆議院議員が同行

地元選出国会議員
西村 康稔
衆議院議員 ( 9 区)
渡海紀三朗
衆議院議員 (10 区)
戸井田とおる 衆議院議員 (11 区)
河本 三郎
衆議院議員 (12 区)
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本 剛明
衆議院議員 (比例)
山口
壯
衆議院議員 (比例)
鴻池 祥肇
参議院議員 (兵庫)
「大阪湾岸地域の活性化に関する提言」
～パネルベイを先端産業進行の戦略拠点に～
大阪、堺、尼崎、神戸、姫路の５商工会議所による共同提言
【建議先】
内閣総理大臣、関係閣僚、省庁幹部
自由民主党、公明党、民主党、社会民主党、国民新党、新党日本の各党幹部およ
び地元選出国会議員
近畿財務局長、近畿経済産業局長、近畿地方整備局長
大阪府知事、兵庫県知事、大阪市長、堺市長、尼崎市長、神戸市長、姫路市長
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
神戸港の現状について
との合同勉強会 神戸港視察
（第 31 回播磨臨海地域道路網協議会勉強会）

平成２１年 １月２８日（水）
（高砂市役所）
平成２１年 ３月１７日（火）
（姫路市内）

はりま女性フォーラムとの意見交換会
はりま女性フォーラム代表者
はりま女性フォーラム主催
ふるさとバス視察の実施

平成２１年 ３月２７日（金）
（大阪市内）

京阪神高速道路整備促進協議会
設 立 総 会
会長：下妻 博 関西経済連合会会長
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これまでの活動報告
平成２１年度の協働メニューについて
姫路市内視察（ＩＰＳα工場建設現場、
市内道路、歴史博物館、町家ほか）
意見交換
播磨臨海地域道路を整備促進すべき路
線の一つとして採択

開催年月日・開催場所

主 な 事 業項 目

平成２１年 ４月３０日（木）
（衆議院議員会館ほか）

「播磨臨海地域道路の早期実現
について」要望の実施
【要望先】
地元選出国会議員
西村康稔
衆議院議員 ( 9 区)
渡海紀三朗
〃
(10 区)
戸井田とおる
〃
(11 区)
河本三郎
〃
(12 区)
赤松正雄
〃
(比例)
松本剛明
〃
（比例）
山口 壯
〃
(比例)

状況報告および早期実現の要望
【要望者】
会長 姫路市長 石見利勝

「播磨臨海地域道路の実現を図る会」
の開催

【要望者】
兵庫県
井戸敏三 兵庫県知事
鈴木 篤 兵庫県理事
河野信夫 県土整備部長
播磨臨海地域道路網協議会
会 長
石見利勝 姫路市長
副会長
樽本庄一 加古川市長
中田喜高 加古川副市長
監 事
登 幸人 高砂市長
〃
古谷 博 稲美町長
理 事
北口寛人 明石市長
〃
清水ひろ子播磨町長
参 与
首藤正弘 太子町長
〃
大鳥裕士 東播磨県民局長
〃
笹倉雅人 中播磨県民局長
〃
中込 淳 国土交通省
姫路河川国道事務所長
〃
田所篤博 国土交通省
神戸港湾事務所長
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
姫路商工会議所 尾上壽男 会頭
〃
上杉雅彦 副会頭
〃
宮下 正 事務局長
明石商工会議所 柴田達三 会頭
加古川商工会議所西川隆雄 会頭
〃
小西寛宏 専務理事
高砂商工会議所 渡辺健一 会頭
稲美町商工会
長澤達雄 副会長
播磨町商工会
亀尾司朗 事務局長

平成２１年 ６月 ５日（金）
（ホテル日航 姫路）

【主 催】
播磨臨海地域道路網協議会
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟
兵 庫 県
【来 賓】
渡海紀三朗
衆議院議員(10 区)
戸井田とおる 衆議院議員(11 区)
河本 三郎
衆議院議員(12 区)
※西村康稔衆議院議員は代理出席
浅井 光昭 神戸商工会議所副会頭
後藤 眞一
〃 地域振興部次長
廣瀬
輝 国土交通省大臣官房審議官
宮地 淳夫 近畿地方整備局道路部長
寳角 幸彦 はりま夢ワークひめじ座長
本田眞一郎
〃
副座長
岡田 義則
〃
かこがわ座長
平内 節子 はりま女性フォーラム会長
本谷かおる
〃
副会長
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内

容

開催年月日・開催場所

主 な 事 業項 目

平成２１年 ６月 ５日（金）
（ホテル日航 姫路）

内

容

（続き）
播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟・
兵庫県議会
会 長
水田 宏
県議会議員
副会長
釜谷研造
県議会議長
〃
宮本博美
県議会議員
〃
山本敏信
県議会議員
〃
大野ゆきお 県議会議員
事務局長 栗原 一
県議会議員
会 計
北条やすつぐ県議会議員
理 事
五島たけし 県議会議員
〃
原 吉三
県議会議員
〃
橘 泰三
県議会議員
〃
永富正彦
県議会議員
〃
松本隆弘
県議会議員
監 事
西野將俊
県議会議員
岩谷英雄
県議会議員
山口信行
県議会議員
岸口 実
県議会議員
北野 実
県議会議員

平成２１年 ７月 ２日（木）
（近畿地方整備局）
９日（木）
１０日（金）

国土交通省近畿地方整備局要望
木下 誠也 近畿地方整備局長
ほか関係部課

関係４団体合同要望書にて実施

播磨臨海地域道路 要望会

【要望者】
播磨臨海地域道路網協議会
会 長
石見利勝 姫路市長
副会長
樽本庄一 加古川市長
監 事
登 幸人 高砂市長
〃
清水ひろ子播磨町長
理 事
古谷 博 稲美町長
〃
明石市長代理
村松克行 副市長
参 与
首藤正弘 太子町長

平成２１年 ７月

【要望先】
９日実施
自由民主党（本部）
細田博之 幹事長
（面談）
笹川 尭 総務会長
（面談）
保利耕輔 政務調査会長 （面談）
※戸井田とおる衆議院議員が同行
地元選出国会議員要望会（虎ノ門ﾊﾟｽﾄﾗﾙ）
渡海紀三朗
衆議院議員(10 区)
戸井田とおる 衆議院議員(11 区)
河本 三郎
衆議院議員(12 区)
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本 剛明
衆議院議員 (比例)
山口
壯
衆議院議員 (比例)
末松 信介
財務大臣政務官
西村康稔衆議院議員代理 平野秘書
１０日実施
自由民主党（議員会館）
山本 有二 道路調査会長
福井
照 国土交通部会長
公明党（議員会館）
太田 昭宏 代 表
北側 一雄 幹事長
山口那津男 政務調査会長
高木 陽介 国土交通部会長
冬柴 鐵三 常任顧問
※赤松正雄衆議院議員秘書が同行
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播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟
（※９日のみ参加）
会 長
水田 宏 兵庫県議会議員
副会長
釜谷研造
〃
〃
山本敏信
〃
〃
大野ゆきお
〃
事務局長 栗原 一
〃
会 計
北条やすつぐ
〃
理 事
原 吉三 兵庫県議会議長
〃
橘 泰三 兵庫県議会議員
監 事
西野將俊
〃
委 員
宗行恭義
〃
〃
北野 実
〃
〃
岸本かずなお
〃
兵庫県
鈴木 篤 理事
河野信夫 県土整備部長
大鳥裕士 東播磨県民局長
笹倉雅人 中播磨県民局長
岡田 徹 東京事務所次長
濵田士郎 土木局長
田中 稔 道路計画課長

開催年月日・開催場所
平成２１年

７月

９日（木）
１０日（金）

主 な 事 業項 目

内

容

（続き）
省庁要望
【要望先】
９日実施
国土交通省
谷口 博昭 技 監
（面談）
榊
正剛 国土交通審議官（面談）
金井 道夫 道路局長
（面談）
※戸井田とおる衆議院議員が同行
１０日実施
財務省
与謝野 馨 財務大臣
竹下
亘 財務副大臣
（面談）
石田 真敏 財務副大臣
末松 信介 財務大臣政務官（面談）
三ツ矢憲生 財務大臣政務官
杉本 和行 財務事務次官 （面談）
丹呉 泰健 主計局長
（面談）
真砂
靖 主計局次長
香川 俊介
〃
木下 康司
〃
中江 元哉 主計局主計官
※戸井田とおる衆議院議員が同行

平成２１年 ８月 ６日（木）
（姫路市）

平成２１年 ８月３１日（月）

平成２１年１２月 ２日（水）
（東京都）

国土交通省
金子 一義 国土交通大臣
金子 恭之 国土交通副大臣
西銘恒三郎 国土交通大臣政務官
春田
謙 国土交通事務次官
竹歳
誠 国土交通審議官
加藤 利男 都市地域整備局長
石井喜三郎 大臣官房審議官
松谷 春敏 大臣官房技術審議官
西脇 隆俊 道路局次長
廣瀬
輝 大臣官房審議官
ほか 関係課・室
十社会との意見交換会
【参加企業】
虹技株式会社
山陽特殊製鋼株式会社
住友精化株式会社
株式会社日本触媒
日鐵物流広畑株式会社
新日本製鐵株式會社
新日鐵化学株式会社
太平工業株式会社
ホームページ更新
はりま女性フォーラムのページ追加
(参考)兵庫県
「県土の骨格を形成する基幹道路の整
備促進について」民主党への要望
【要望先】
民主党幹事長室
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播磨臨海地域道路について
ＰＩについて
今後のスケジュール及び協力について

播磨臨海地域道路網建設促進協議会
はりま女性フォーラム
のホームページへリンク
【要望者】
兵庫県知事 井戸敏三
・関西都市圏の高速道路網のミッシング
リンク解消として４路線の整備促進を
要望（名神湾岸連絡線、大阪湾岸西伸部、
新名神高速道路、播磨臨海地域道路）

開催年月日・開催場所
平成２１年１２月 ９日（水）
（大阪市）

平成２２年 ２月１０日（水）
（東京都）

主 な 事 業項 目

内

容

関西経済連合会への要望
【要望先】
奥田 真弥 専務理事
藤田 啓介 地域連携部副参与
基幹道路のネットワーク形成に向けて
民主党幹事長室、国土交通省への要望
【要望先】
民主党幹事長室
阿久津 幸彦
国土交通省
馬淵
澄夫
谷口
博昭
甲村
謙友
金井
道夫
【陪席者】
民主党
松本
剛明
梶原
康弘
井戸 まさえ
岡田
康裕
室井
邦彦
室井
秀子
辻
泰弘
山口
壯

副幹事長（面談）

【要望者】
会長 姫路市長

石見利勝

【要望者】
兵庫県
井戸敏三 知事
播磨臨海地域道路網協議会
会長 石見利勝 姫路市長

国土交通副大臣（面談） （参考）下記３路線との合同要望
事務次官（面談）
名神湾岸連絡線
技監
（面談）
河野昌弘 西宮副市長
道路局長（面談）
北近畿豊岡及び鳥取豊岡宮津自動車道
中貝宗治 豊岡市長
広瀬 栄 養父市長
衆議院議員
〃
〃
〃
参議院議員
衆議院議員
参議院議員
衆議院議員秘書

平成２２年 ２月１７日（水）
（姫路市）
平成２２年 ３月１２日（金）
（加古川市内）
平成２２年 ６月１３日（日）
（姫路市）

兵庫県主催 第７回
播磨臨海地域道路検討会議
はりま女性フォーラム主催
ふるさと視察（第３回）の実施
行政懇談会の開催
西播磨市町長会、播磨地方拠点都市推進
協議会と合同開催
【来賓】
地元選出国会議員
西村 康稔
衆議院議員 ( 9 区)
岡田 康裕
〃
（10 区）
松本 剛明
〃
（11 区）
赤松 正雄
〃
(比例)
山口
壯
衆議院議員秘書

要望活動(２月１０日)について
過年度の調査内容等について
郷土の魅力（郷土料理）
防災講習、意見交換
状況報告およびＰＩの早期着手を要望
【要望者】協議会関係者のみ
会長 石見利勝 姫路市長
監事 古谷 博 稲美町長
参与 首藤正弘 太子町長
村松克行 明石市副市長
冨田康雄 高砂市副市長
山下清和 播磨町副町長
石堂 求 加古川市企画部長
【兵庫県出席者】
中村健一 兵庫県理事
宮野敏明 東播磨県民局長
網谷喜明 中播磨県民局長
小畠 寛 西播磨県民局長

平成２２年 ７月１２日（月）
（近畿地方整備局）

国土交通省近畿地方整備局要望
【要望先】
上総 周平 近畿地方整備局長
宮地 淳夫 道路部長（面談）
ほか関係部課

播磨臨海地域道路網建設促進協議会
（4 市 2 町商工会議所、商工会）
との合同要望書にて実施
【要望者】
会長 石見利勝 姫路市長
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開催年月日・開催場所

主 な 事 業項 目

平成２２年 ７月２８日（水）
２９日（木）
（東京都）

「播磨臨海地域道路の早期実現を！」
民主党幹事長室、関係省庁への要望

内

容

【要望者】
会長 石見利勝 姫路市長
【要望先】
監事 古谷 博 稲美町長
２８日実施
（参考）下記３路線との合同要望
民主党幹事長室
西播磨市町長会
田名部 匡代 副幹事長（面談）
西播磨市町議長会
※松本
剛明 衆議院議員が先導
播磨地方拠点都市推進協議会
国土交通省
播磨地方拠点都市地域市町議会協議会
前原
誠司 国土交通大臣
嶋田正義 福崎町長
馬淵
澄夫 国土交通副大臣（面談）
田口隆弘 たつの市副市長
三日月 大造 国土交通副大臣
田渕重幸 上郡町議会議長
長安
豊 国土交通大臣政務官
津川
祥吾
〃
藤本
祐司
〃
谷口
博昭 事務次官
甲村
謙友 技監
竹歳
誠 国土交通審議官
宿利
正史
〃
大口
清一
〃
金井
道夫 道路局長（面談）
加藤
利男 都市・地域整備局長
道路局企画課長 ほか幹部
※馬淵副大臣室へは
松本
剛明 衆議院議員が先導
室井
邦彦 参議院議員が同席
財務省
野田
佳彦 財務大臣（面談）
池田
元久 財務副大臣
峰崎
直樹
〃
古本 伸一郎 財務大臣政務官
大串
博志
〃
丹呉
泰健 事務次官
勝
栄二郎 主計局長
主計局次長ほか幹部
※野田大臣室へは
松本
剛明 衆議院議員が先導
山口
壯 衆議院議員が同席
２９日実施
国土交通省
国道・防災課長 ほか幹部
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開催年月日・開催場所
平成２２年１２月１３日（月）
（東京都）

主 な 事 業項 目

容

社会基盤整備財源の確保について
【要望者】
播磨臨海地域道路網協議会
南都 彰 姫路市副市長

国会議員への要望
市村
赤松
向山
岡田
松本
西村
土肥
三井
浜本
津川
室井
山口

浩一郎
正雄
好一
康裕
剛明
康稔
隆一
辨雄
宏
祥吾
秀子
壯

室井 邦彦
水岡 俊一
末松 信介
辻
泰弘

平成２２年１２月２０日（月）
（東京都）

内

衆議院議員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
参議院議員
〃
〃
〃

基幹道路のネットワーク形成及び利用し
やすい高速道路料金の実現に向けて
民主党、国土交通省への要望
【要望先】
民主党
三谷
光男
国土交通省
津川
祥吾
甲村
謙友
金井
道夫
【陪席者】
民主党
梶原
康弘
浜本
宏
水岡
俊一

播磨臨海地域道路網建設促進協議会

副幹事長（面談）
大臣政務官（面談）
技監
（面談）
道路局長（面談）

衆議院議員
〃
参議院議員
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【要望者】
兵庫県
吉本 知之 副知事
播磨臨海地域道路網協議会
中田 喜高 加古川市副市長
兵庫県商工会議所連合会
安田 義秀 理事
（参考）下記３路線との合同要望
名神湾岸連絡線
本井 敏雄 西宮市副市長
北近畿豊岡及び鳥取豊岡宮津自動車道
中川
茂 豊岡市副市長

開催年月日・開催場所

主 な 事 業項 目

内

容

平成２３年２月９日（水）
（東京都）

社会基盤整備の計画的な推進について
民主党 陳情要請対応本部、国土交通省への
要望
【要望先】
民主党
稲見 哲男 副本部長（面談）
国土交通省
三井 辨雄 副大臣（面談）
三浦 真紀 道路局 国道・防災課長
四童子 隆 道路局室
企画道路経済調査課長補佐
英
直彦 街路交通施設課
街路事業調整官
【陪席者】
民主党
松本
剛明 外務副大臣
土肥
隆一 衆議院議員
平成２３年６月１９日（日） 行政懇談会の開催
（姫路市内）
西播磨市町長会、播磨地方拠点都市推進協
議会と合同開催
【来賓】
地元選出国会議員
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
山口
壯
〃
(12 区)
西村 康稔
〃
( 9 区)
岡田 康裕
〃
（10 区）
松本 剛明
秘書代理

平成２３年７月２５日（月） 「播磨臨海地域道路の早期実現を！」
民主党、国土交通省及び松本剛明外務大臣
２６日（火）
への要望
（東京都）
【要望先】
２５日実施
民主党陳情要請対応本部
稲見
哲男 副本部長（面談）
※辻 泰弘 参議院議員、浜本 宏 衆議院
議員、岡田 康裕 衆議院議員が同行
国土交通省
三井
辨雄 国土交通副大臣（面談）
吉岡 道路局企画課道路経済調査室長他
※辻 泰弘 参議院議員、浜本 宏 衆議院
議員、室井 邦彦 参議院議員が同行
松本剛明外務大臣
松本 剛明 外務大臣（面談）
国土交通省
事務次官、技監、審議官
道路局長及び都市局長など幹部
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【要望者】
石見利勝

姫路市長

状況報告および計画段階評価の早期着
手を要望
【要望者】協議会関係者のみ
会長
石見利勝 姫路市長
副会長 樽本庄一 加古川市長
監事
登 幸人 高砂市長
監事
古谷 博 稲美町長
参与
首藤正弘 太子町長
山下清和 播磨町副町長
笹岡正幸 明石市土木参与
【兵庫県出席者】
中村健一 兵庫県理事
福田好宏 東播磨県民局長
玉田尋三 中播磨県民局長
藤原由成 西播磨県民局長
【要望者】
会長 石見利勝 姫路市長
監事 古谷 博 稲美町長
（参考）下記５団体との合同要望
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
西播磨市町長会
西播磨市町議長会
播磨地方拠点都市推進協議会
播磨地方拠点都市地域市町議会協議会
西田正則 たつの市長
嶋田正義 福崎町長
大倉俊巳 姫路市議会議長

開催年月日・開催場所

主 な 事 業項 目

内

容

平成２３年７月２５日（月） （続き）
２６日（火） ２６日実施
（東京都）
国土交通省
道路局企画課長
都市局都市計画課長など
平成２３年９月１５日（木） 「基幹道路ネットワークの形成及び
（東京都）
公平で利用しやすい高速道路料金の実現
に向けて」
【要望先】
民主党陳情要請対応本部
樽床 伸二 幹事長代行、鈴木 克昌 筆頭
副幹事長（面談）
※向山 好一 衆議院議員、岡田 康裕 衆
議院議員、浜本 宏 衆議院議員、室井 秀
子 衆議院議員

【要望者】
兵庫県
井戸 敏三 知事
播磨臨海地域道路網協議会
石見 利勝 姫路市長

国土交通省
津島 恭一 大臣政務官（面談）
※梶原 康弘 衆議院議員、向山 好一 衆
議院議員、菊川 滋 道路局長が同行
平成２３年９月２７日（火） 県の平成２４年度予算編成に対する
（姫路市内）
県議会議員要望会
「播磨臨海地域道路網の早期実現」

【要望者】
石見 利勝 姫路市長
及川 理 技術審議監兼都市局長

【要望先】
岩谷 英雄 県議会議員
五島 たけし 県議会議員
大野 ゆきお 県議会議員
杉本 ちさと 県議会議員
北条 やすつぐ 県議会議員
北野 実 県議会議員
竹内 英明 県議会議員
水田 裕一郎 県議会議員
平成２４年３月１６日（金） 播磨の未来を考える「はりまフォーラム」の開催
（姫路市文化センター）
主 催： 播磨臨海地域道路網協議会・播磨臨海地域建設促進協議会
参加者：約１,９５０名
後 援： 播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟
兵庫県東播磨県民局・中播磨県民局
◆基調講演「祖国は甦る ～原子力災害・大震災・世界危機からこそ～」
講 師：青山 繁晴（独立総合研究所 代表取締役社長・兼・首席研究員）
◆パネルディスカッション「日本の行方、播磨の未来」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ： 残間 里江子（ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ）
パネリスト：青山 繁晴（㈱独立総合研究所 代表取締役社長・兼・首席研究員）
小林 正治（山陽特殊製鋼㈱ 取締役）
茅野 牧夫（国土交通省 近畿地方整備局 道路部長）
石見 利勝（姫路市長）
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開催年月日・開催場所
平成２４年６月５日（火）
（東京都）

主 な 事 業項 目
「播磨臨海地域道路の早期実現を！」
民主党及び国土交通省への要望
【要望先】
民主党陳情要請対応本部
梶原 康弘 衆議院議員（面談）
※松本 剛明 衆議院議員、浜本 宏 衆議
院議員、岡田 康裕 衆議院議員が同行
国土交通省
津島 恭一 国土交通大臣政務官（面談）
※松本 剛明 衆議院議員が同行
菊川 滋 道路局長（面談）

平成２４年６月２４日（日） 行政懇談会の開催
西播磨市町長会、播磨地方拠点都市推進協
（ホテル日航 姫路）
議会と合同開催

平成２４年７月２４日（火）
（東京都）

平成２５年１月２１日（月）
（東京都）

内

容

【要望者】
会 長 石見利勝 姫路市長
理 事 登 幸人 高砂市長
副会長 （代理）中田喜高
加古川市副市長
監 事 （代理）和田 満
明石市理事

【来賓】
地元選出国会議員
赤松 正雄
衆議院議員 (比例)
松本 剛明
〃
（11 区）
山口
壯
〃
(12 区)
西村 康稔
〃
( 9 区)
岡田 康裕
〃
（10 区）

状況報告および計画段階評価の早期
着手を要望
【要望者】協議会関係者のみ
会長
石見利勝
姫路市長
副会長 樽本庄一
加古川市長
監事
清水ひろ子 播磨町長
理事
登 幸人 高砂市長
理事
古谷 博 稲美町長
和田 満 明石市理事
参与
首藤正弘 太子町長
【兵庫県出席者】
中村健一 兵庫県理事
福田好宏 東播磨県民局長
玉田尋三 中播磨県民局長
藤原由成 西播磨県民局長

「播磨臨海地域道路の早期実現を！」
民主党及び国土交通省への要望

【要望者】
会 長 石見利勝
副会長 樽本庄一

【要望先】
民主党陳情要請対応本部
樽床 伸二 幹事長代行（面談）
※松本 剛明 衆議院議員、浜本 宏 衆議
院議員、岡田 康裕 衆議院議員が同行
国土交通省
羽田 雄一郎 国土交通大臣（面談）
※松本 剛明 衆議院議員、浜本 宏 衆議
院議員、岡田 康裕 衆議院議員が同行

（参考）下記５団体との合同要望
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
西播磨市町長会
西播磨市町議長会
播磨地方拠点都市推進協議会
播磨地方拠点都市地域市町議会協議会
西田正則 たつの市長
嶋田正義 福崎町長
蔭山敏明 姫路市議会議長

「播磨臨海地域道路の早期実現を！」
自由民主党及び国土交通省への要望
【要望先】
自由民主党 石破 茂 幹事長（面談）
※渡海 紀三朗 衆議院議員が同行
国土交通省

姫路市長
加古川市長

【要望者】
会長 石見 利勝
清水ひろ子
古谷 博
中田 喜高
和田 満
八幡 儀則

姫路市長
播磨町長
稲美町長
加古川市副市長
明石市副市長
太子町副町長

太田 昭宏 大臣（面談）
播磨臨海地域道路網建設促進協議会
佐藤 直良 事務次官（面談）
三宅 知行 姫路商工会議所会頭
菊川 滋 技監（面談）
※渡海 紀三朗 衆議院議員が同行
姫路市議会
蔭山 敏明 姫路市議会議長
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開催年月日・開催場所
平成２５年３月８日（金）
（東京都）

主 な 事 業項 目

内

「基幹道路ネットワークにおける
ミッシングリンクの早期解消」
自由民主党及び国土交通省への要望

容

【要望者】
兵庫県 井戸 敏三
西宮市 河野 昌弘
朝来市 多次 勝昭
播磨町 清水ひろ子

知事
市長
市長
町長

【要望者】
会長 石見 利勝
古谷
博
冨田 康雄
参与 北川 嘉明

姫路市長
稲美町長
高砂市副市長
太子町長

【要望先】
自由民主党
塩崎 恭久 政務調査会長代理（面談）
兵庫県商工会議所連合会
※渡海 紀三朗 衆議院議員、
安田 義秀 事務局長
山田 賢司 衆議院議員、
大串 正樹 衆議院議員が同行
播磨臨海地域道路網建設促進期成議員連盟
釜谷 研造 会長
国土交通省
山本 敏信 副会長
梶山 弘志 副大臣（面談）
赤澤 亮正 国土交通大臣政務官（面談）
※渡海 紀三朗 衆議院議員、
盛山 正仁 衆議院議員、
藤井 久早之 衆議院議員、
大串 正樹 衆議院議員、
山田 賢司 衆議院議員が同行
前川 秀和 道路局長（面談）
※渡海 紀三朗 衆議院議員、
藤井 久早之 衆議院議員が同行
平成２５年３月１１日（月）
（東京都）

「播磨臨海地域道路の早期実現を！」
財務省へ要望
【要望先】
財務省

麻生 太郎

大臣（面談）

※鴻池 祥肇 参議院議員が同行

播磨臨海地域道路網建設促進協議会

姫路商工会議所
谷口 幸三

事務局長

播磨臨海地域道路網促進期成議員連盟

●播磨臨海地域道路網協議会

総

会

１８回

●パンフレット発行

●播磨臨海地域道路網協議会

幹事会

２８回

●シンポジウム及び講演会開催

各市町１７回

●播磨臨海地域道路網協議会

研究会

５８回

●ミュージカルみちぶしん開催

４回

●ＰＩ研究会
●勉強会（ワーキンググループ）

９回

（姫路・明石・加古川）

３５回

●オープンハウス

●ホームページ検討部会

４回

●女性団体検討会・勉強会ほか

（参考）播磨臨海地域道路検討会議

７回

●広報誌「はりま道しるべ」発行

７回
２６回
７回

●ホームページアクセス数：約２９，５００件
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