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はりま女性フォーラム これまでの取り組み 

年 月 日 活 動 の 内 容  
平成１８年 ８月３１日（木） 

（加古川市） 
各市町団体代表者会議の実施 
 ９名参加 

播磨臨海地域の現状について 
意見交換 

平成１８年 ９月２５日（月） 
（稲美町） 

「いなみのみちを考える」検討会 
 ７名参加 

播磨臨海地域の現状について 
ワークショップ他 

平成１８年１０月１３日（金） 
（播磨町） 

「はりまのみちを考える」検討会 
 ２３名参加 

播磨臨海地域の現状について 
ワークショップ他 

平成１８年１０月２０日（金） 
（明石市） 

「あかしのみちを考える」勉強会 
 １７名参加 

播磨臨海地域の現状について 
ワークショップ他 

平成１８年１１月１０日（金） 
（姫路市） 

「ひめじのみちを考える」検討会 
 ６名参加 

播磨臨海地域の現状について 
ワークショップ他 

平成１８年１１月１３日（月） 
平成１８年１１月１５日（水） 

（高砂市） 

「たかさごのみちを考える」検討会 
 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 

平成１８年１１月２０日（月） 
（加古川市） 

「かこがわのみちを考える」検討会 
 １２名参加 

播磨臨海地域の現状について 
ワークショップ他 

平成１９年 １月２５日（木） 
（姫路市） 

「ひめじの魅力を考える」検討会 
 ４名参加 

姫路の魅力 
女性フォーラムについて 

平成１９年 ２月 １日（木） 
（姫路市） 

各市町団体代表者会議の実施 
９名参加 

各市町検討会・勉強会報告 
今後の取組について他 

平成１９年 ２月１３日（火） 
（姫路市） 

「ひめじのみち・魅力を考える」検討会 
 ２０名参加 

播磨臨海地域道路網について 
姫路の魅力ワークショップ他 

平成１９年 ３月 １日（木） 
 

雑誌｢道路｣の取材 わたしたちの活動が紹介されました 

平成１９年 ３月１２日（月） 
（高砂市） 

「地域のみち・魅力を考える」検討会 
 １７名参加 

播磨臨海地域道路網について 
女性フォーラムについて、意見交換 

平成１９年 ３月２８日（水） 
（播磨町） 

「地域のみち・魅力を考える」検討会 
 １６名参加 

播磨臨海地域道路網について 
女性フォーラムについて、意見交換 

平成１９年 ３月３０日（月） 
（加古川市） 

「地域のみち・魅力を考える」検討会 
 １２名参加 

播磨臨海地域道路網について 
女性フォーラムについて、意見交換 

平成１９年 ４月１２日（木） 
（高砂市役所） 

高砂の道・魅力を考える検討会 
 １４名参加 

高砂市道の問題点、魅力のとりまとめ 

平成１９年 ４月２７日（金） 
（播磨町） 

第１回 はりま女性フォーラム実行委員会 

１２名参加 
フォーラム準備について 

平成１９年 ５月 ８日（火） 
（高砂市） 

高砂の道・魅力を考える検討会 
 １１名参加 

フォーラムにむけて 

平成１９年 ５月１１日（金） 
（加古川市） 

第２回 はりま女性フォーラム実行委員会 

１４名参加 
フォーラム準備について 

平成１９年 ５月２１日（月） 
（姫路市） 

第３回 はりま女性フォーラム実行委員会 

１２名参加 
フォーラム準備について 
会場確認ほか 

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 

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 
【参加くださった方々】 
（国会議員） 渡海紀三朗 衆議院議員、戸井田とおる 衆議院議員 
（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 
（市 町）  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 
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はりま女性フォーラム これまでの取り組み 

年 月 日 活 動 の 内 容  
平成１９年 ６月２０日（水） 

（明石市） 
第４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 １１名参加） 
フォーラムの反省及び今年度の活動について 

平成１９年 ８月 ９日（木） 
(国道２号バイパス別所ＳＡ) 

道の日イベントに参加 
ラジオ出演による活動ＰＲ 

 

平成１９年１２月 ４日（火） 
（播磨町・稲美町内） 
参加者：３４名 

第１回 ふるさとバス視察の実施 播磨町：県立考古博物館 
稲美町：万葉の森ほか 

道路事情の視察及び意見交換 

平成２０年 ２月１９日（火） 
（稲美コスモホール） 

(参加者９５０名) 

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） 
本谷 かおる（はりま女性フォーラム） 

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） 



 3 

はりま女性フォーラム これまでの取り組み 

年 月 日 活 動 の 内 容  
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) 

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２１年 １月２８日（水） 
（高砂市） 

各市町団体代表者会議の実施 
１１名参加 

これまでの活動報告 
平成２１年度の活動について 

平成２１年 ３月１７日（火） 
（姫路市） 

第２回 ふるさとバス視察の実施 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 

 


