


はじめに 

 

私たち市民の誇りであり、アイデンティティの拠り所でもある世界文化遺産・姫路城

は、築城以来 400 年の時間を経て、今も私たちの前にその優美な姿を見せてくれていま

す。姫路城跡は中曲輪内が特別史跡に、大天守をはじめ 82 棟の建造物が国宝あるいは国

の重要文化財に指定され、平成５年には日本で最初の世界文化遺産に登録されました。

姫路城は今、人類共有の宝として国際社会においてもきわめて高い評価を受けるととも

に注目を浴びております。 

 

姫路市では昭和 61 年に「特別史跡姫路城跡整備基本構想」(旧構想)を策定し、姫路

城跡の保存管理、整備を進めてまいりました。一方で旧構想策定から 20 年が経過し、そ

の間に世界文化遺産への登録、社会経済情勢の変化など姫路城跡を取り巻く状況も大きく

変わりました。 

そこでこの度、旧構想の見直しを行い、新たな「姫路城跡整備基本構想」を策定いた

しました。本構想は、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・整備および景観誘導について、姫路城跡「百年の大計」

的な視点から、世界文化遺産・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

を目的としております。いわば姫路城跡がこれから進むべき方向を示す道標であり、具

体的な保存、管理、整備等の計画は本構想を受けて策定する「整備基本計画(仮称)」に

委ねることとしております。 

今後とも、本構想に掲げる理念を具体化し、実現させていくために市民の皆様ととも

に邁進していきたいと考えております。 

皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

なお、本構想の策定におきましては「姫路城跡整備基本構想検討会」委員の皆様をは

じめ関係者の皆様にご協力をいただき、また、市民の皆様からもご意見ご提案をいただ

きました。心よりお礼申し上げます。 

 

平成20年３月 

姫 路 市 長 石 見 利 勝 
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１ 基本構想策定の目的 

「特別史跡姫路城跡整備基本構想」は、昭和61年に策定した「特別史跡姫路城跡整備

基本構想」を見直し、以下の４点について検討し、「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する。 

・「世界文化遺産にふさわしい姫路城跡の将来像」 

・「特別史跡地内の将来的な土地利用計画」 

・「歴史的建造物・石垣等の管理および復元計画」 

・「歴史的な景観の活用と整備」 

 

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る。 

なお、具体的な保存、管理、整備等の計画の策定は、本構想を受けて策定する「整備

基本計画(仮称)」に委ねる。 
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２ 特別史跡姫路城跡の概要 

（1） 姫路城の概要 

姫路城は姫山(標高約46ｍ)を中心として周囲の平地をとり入れた平山城で、その縄張

りは、東の姫山に本丸を、西の鷺山に西の丸を構え、南方向へ二の丸、三の丸を配し、

南端に大手の桜門を開いている。姫山背後に発した内濠は、逆時計回りに内曲輪を囲み、

そのまま螺旋式に中曲輪、外曲輪と城下町全体を囲み込む堅固な防備体制を敷いている。 

白鷺
は く ろ

城ともよばれる姫路城の特徴は、典型的な平山城であること、惣郭の構を持つこと、

城郭中枢部の縄張りが自然の地形を生かして複雑巧妙であること、天守建築の最高水準

である連立式を完全な姿で示していることなどがあげられる。 

現在の姫路城の基礎は、天正８年(1580)に羽柴秀吉が築いたことに始まる。この時、

三層の天守も築かれた。慶長５年(1600)に入封した池田輝政は、城の大改修を実施し、

本丸・二の丸などのほか、連立式天守群を完成させている。池田氏に続き、元和３年

(1617)に入封した本多氏が西の丸を造営し、今に残る城郭が完成した。 

明治以降の推移としては、明治４年(1871)の廃藩置県で姫路藩は姫路県に、同６年に

姫路城は陸軍省の管轄となった。以後、武家屋敷の立ち退き、兵舎の新築や練兵場の造

成など、軍用地としての整備が急速に進展した。 

第二次世界大戦末期の昭和20年、６月・７月と二度にわたり空襲を受けたが、姫路城

は焼失を免れた。同年８月の敗戦により、軍都としての性格は失われ、旧城南練兵場跡

は大手前公園、城北、城東地域は官庁や文教地区などへと変わった。 

大天守１棟ほか７棟は国宝、城内の現存建築物74棟は国の重要文化財に指定されてお

り、平成５年には世界文化遺産※に登録されている。 

 

世界文化遺産 

世界遺産とは、1972年(昭和47年)の第17回ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)総会で採択さ

れた「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」に基づいて「世界遺産リスト」に記

載(登録)された自然や文化のこと。世界遺産には自然遺産、文化遺産、複合遺産の３種類があり、

文化遺産とは歴史上、芸術上、研究上重要な建造物・記念碑・遺跡が対象となっている。 

 

（2） 姫路城の特別史跡としての指定の経緯 

姫路城跡は、昭和３年、｢史蹟名勝天然紀念物保存法｣により史跡指定を受け、次いで

昭和６年に建築物が｢古社寺保存法｣(後に「国宝保存法」に引き継ぎ)により旧国宝とし

て指定された。 

その後、昭和25年にそれまでの｢国宝保存法｣､｢史蹟名勝天然紀念物保存法｣および｢重

要美術品等ノ保存ニ関スル法律｣（昭和８年）の３法律を一本に集大成した「文化財保護

法」が施行される。同法に基づき、昭和25年に姫路城の建築物は重要文化財に移行、翌

26年、大天守ほか７棟の建築物が国宝指定を受けた。 

姫路城跡については、昭和31年に｢文化財保護法｣により姫路城の内曲輪一帯と中曲輪

の大半の区域が特別史跡姫路城跡として指定された。さらに平成13年、一部区域が追加

指定を受けている。 
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■  特別史跡姫路城跡の曲輪位置図 
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■  特別史跡姫路城跡の土地利用の現況図 
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（3） 特別史跡姫路城跡の土地利用の状況 

特別史跡姫路城跡の指定区域107haのうち68haは、都市計画公園姫路公園（総合公園)

に指定されている。 

姫路公園の指定区域については、大半が公園としての利用（天守等の建築物、土塁、

濠、広場・園地、庭園、原生林、博物館等、駐車場および道路）がなされているが、一

部区域には商業・業務施設、動物園、神社等も位置している。 

姫路公園以外の特別史跡姫路城跡の指定区域については、公立および私立学校、商

業・業務施設等の土地利用となっている。 

 

 

■ 特別史跡姫路城跡の土地利用の状況 
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（4） 特別史跡姫路城跡に関わる関連法令 

特別史跡姫路城跡は特別史跡として管理されており、都市計画上の土地利用規制を受

けている。その指定区域のうち68haは、都市計画公園姫路公園(総合公園)に決定され、

公園としての土地利用規制を受けている。 

都市計画等の状況は、以下に示す図面のようになっている。 

 

■  特別史跡姫路城跡周辺地域での都市計画等の主な状況図 
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３ 特別史跡姫路城跡の管理および整備の経緯 

（1） 特別史跡姫路城跡整備管理方針 

姫路市の市街地は昭和20年６月、７月の二度にわたり大空襲を受け、その多くは焦土

と化した。姫路城は焼失を免れたが、外曲輪を中心とした区域は焼け野原となり、城南

練兵場跡などではバラック※の商店街となるなど、終戦直後の混乱期に多数の無届け建

物が発生した。 

特別史跡姫路城跡は姫路市の中心部に位置しており、これらの状況を放置すれば都市

形成上重大な影響が生じ、また、文化財保護の面からも問題があることから、特別史跡

指定区域の文化財等の保存および整備の見地から管理方針を定めることが必要となった。 

このため、特別史跡の管理者である姫路市が中心となって文化庁・大蔵省（現財務

省）・兵庫県の四者により「特別史跡姫路城跡周辺地区整理促進協議会」が昭和42年12

月に設立され、昭和44年６月に協議会により､｢特別史跡姫路城跡整備管理方針｣(以下、

四者協定という)を策定した。 

四者協定では、公園化区域(昭和44年当時の都市計画公園区域、約65ha)については諸

施設の移転を図りながら史跡公園化を目指し、その他の区域(42.73ha)については、管

理の方針(10頁参照)を定めている。この方針に基づいて昭和45年に城北地区の姫山住宅

(10頁(10)に含まれる)の移転が始まり、その後、施設等の物件の移転が促進されたこと

から、史跡整備の土台ができあがった。 

さらに、四者協定に基づき裁判所・税務署・姫路市役所等が史跡地外に移転。昭和58

年には、旧市役所跡地に姫路市立美術館(元第10師団兵器庫・平成15年２月に国登録文

化財)を開館したほか、その北部に兵庫県立歴史博物館が開館された。 

 

バラック 

焼け跡や空き地などに建設される仮設の建築物。 

 

 

（2） 特別史跡姫路城跡整備基本構想(昭和 61 年基本構想) 

四者協定に基づき公園化区域内の施設等の物件の移転が促進されたことから、特別史

跡地の空地化および、一部公園整備を進めてきた。 

昭和60年10月には、特別史跡およびその周辺地域のあるべき姿を検討するために｢特

別史跡姫路城跡整備基本構想協議会｣(学識経験者９名および文化庁・建設省(現国土交

通省)･大蔵省(現財務省)･兵庫県・姫路市の行政機関に市民代表を加えた17名で構成)を

設置し、昭和61年11月に｢特別史跡姫路城跡整備基本構想｣(以下、昭和61年基本構想)を

策定した。 

 

 

 

 

 

 7



■ 特別史跡姫路城跡整備基本構想(昭和 61 年)の概要 

ゾーニングの

考え方 

(1) 整備内容によるゾーン区分 

a 将来とも絶対に手をつけないゾーン 

b 原則的に復元させるゾーン 

c 公園あるいは緑地利用を考えるゾーン 

d 施設利用を考えるゾーン 

(2) 城および市街地との連続性 

(3) 利用主体による 

a 観光利用 

b 市民利用 

(4) 交通計画、動線計画によるゾーン区分 

a 観光バス駐車場からの動線 

b 天守閣登閣口および観光コースとの関係 

c 大型車輌やサービス車の進入 

(5) 景観的配慮によるゾーン区分 

a View Pointからの近景および遠景 

b 天守閣からの眺望 

整備プログラ

ムの考え方 

史跡区域内において、将来とも手を加えずに保全していくゾーンを除いた

ゾーンについては、そのゾーン区分に見合った整備をすすめるものとする 

(1) 施設の撤去が済み、現在空地として残っている土地については、何らか

の利用を考える 

(2) 観光的(城・博物館・美術館との関係で)あるいは地域社会(市民生活)と

の関係で、早急に整備が望まれる施設については、早期における利用を考

えるが、それ以外については、用途の変更等に柔軟性のある利用を考える

(3) 現在固い施設が立地する土地については、将来具体的な整備内容を決定

するものとし、現段階では公園か施設利用程度のゾーニングにとどめ、自

由度を残す 

土地利用の考

え方 

(1) 復元や修復により歴史的イメージを再現する区域 

・内濠に囲まれた区域、旧作事場、旧家老屋敷、東御殿跡、西御殿跡、城

門および土塁等 

(2) 公園、緑地的利用を図る区域 

・西側の市ノ橋付近の三角区域。ろう学校、神姫バス、県営住宅等の西部

区域。大手前公園、北部姫山住宅跡地、白鷺町Ａ地区等の区域 

(3) 施設利用を図る区域 

（市立美術館、県立歴史博物館とその北側を文化ゾーンとして） 

・砥堀本町線(現城東線)以東国立病院(現姫路医療センター)、県立姫路東

高等学校から南兵庫県姫路警察署までの区域。白鷲住宅Ｂ、Ｃ、お城マ

ート・日本電信電話株式会社等の区域 

 

（3） 特別史跡姫路城跡の管理および整備に関する現況 

昭和61年基本構想を策定して以来、20年間で実施した主な事業は以下の通りである。 

①  城郭庭園計画（11 頁⑺⒁） 

  西御屋敷跡歴史庭園整備事業(11頁⑺)では、西御屋敷跡の発掘調査で確認された屋敷

割り及び街路等の遺構を生かした庭園を「好古園」として平成４年４月に開園。御居城

跡庭園整備事業(11頁⒁)は、城主の御居城である武蔵野御殿等があった場所に天守を眺

望した庭園の整備を計画。平成５年４月に「千姫ぼたん園」として暫定整備。 

②  文芸の杜公園整備計画（11 頁⑼ ⑽ ⑾ ⑿） 

城の北側一帯で、西部は武家屋敷跡をイメージとした公園区域とし、東部は兵庫県立

歴史博物館や城内図書館などの施設の整備を計画。公園整備の計画区域では「シロトピ

ア記念公園」を平成２年に整備し、平成３年度には「城の北駐車場」の整備を行ってい
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る。施設ゾーンでは「兵庫県立歴史博物館」「日本城郭研究センター」「姫路市立美術

館」「城内図書館」などの整備を行っている。なお、平成13年度に白鷺園の建物が移転

し、15年度には国立姫路病院(現姫路医療センター)の官舎が移転されている。 

③  家老屋敷庭園計画（11 頁(Ａ地区)） 

物件移転は、昭和63年度から着手し、平成18年７月に全169件の移転が完了している。 

家老屋敷庭園整備では、当該地は姫路城へのメインアプローチにあたり、家老屋敷の

西部が存した区域であることから、発掘調査に基づき中の門から桜門にいたる大路の復

元、屋敷割りの遺構表示を実施している。城南線で確認した厩跡は道路上に表示され、

市民や観光客の利便に供するために便益施設を４棟建設した。 

④ 船場川整備事業 

  昭和62年度から平成５年度に河川整備を実施。 

⑤ 東部中濠還流事業（11 頁⒂） 

空濠となっていた東部中濠及び西部中濠に水を導入し、緑あふれる歴史的な水辺空間

の創出を目的に昭和61年度に事業着手。平成４年３月には東部中濠で延長約1,000ｍの整

備を完了した。また、平成５年度から濠の浚渫・北部中濠の環境整備を実施し平成10年

度に完了した。 

⑥ 南部土塁整備事業（11 頁⒄） 

国道２号沿いの南部土塁には終戦直後からの不法占拠物件・建物等があったことから、

昭和60年度から143件の物件移転を行い、平成４年３月に事業は完了した。 

⑦ 電線の地中化事業 

  姫路城の景観保全を図るため、昭和61年から63年に実施し、事業は完了した。 

⑧ 都市機能補充事業（11 頁(Ｄ地区)） 

昭和54年10月に都市計画決定した市街地再開発事業である「お城本町地区市街地再開

発事業」で再開発ビル「イーグレひめじ」を整備し、平成13年７月に事業は完了した。 

 

一方、主な未整備事業としては「姫山庭園整備事業」「動物園の移転」「向御屋敷跡

等庭園整備事業」「イベント広場整備事業」などがある。また、砥堀本町線(現城東線)

以東は「施設ゾーン」として施設利用を図る地区として位置づけていたが、国立姫路病

院(現姫路医療センター)は建物の更新が行われ、平成16年度に整備が完了。淳心学院は

平成18年度に、しらさぎ大和会館も平成14年に建物の更新整備が完了している。 

現在も昭和61年基本構想にもとづく整備は継続中であるが、世界文化遺産への登録や

景観に対する市民意識の高まりといった、姫路城を取り巻く状況の大きな変化の中で、

新たに特別史跡姫路城跡の保存・整備等に関する基本構想を策定することが必要となっ

ている。特に、特別史跡の南側で「都市機能補充事業」として「イーグレひめじ」を整

備したが、その周辺(11頁(ＢＣＤ地区))には今なお住宅等が存在している。これら住宅

等の現状変更に際しては四者協定で一定の基準を設けているが「弾力的に取り扱う」と

されている面もある。さらに、未着手事業についても改めて今後の方向性を示す必要が

あるなど、管理および整備に関する方針を明確にすることが必要となっている。 
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■  特別史跡姫路城跡整備管理方針(昭和 44 年)と概況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 特別史跡姫路城跡整備管理方針(昭和44年)の概要 

番
号 

地区別 整備方針 管理基準（現状変更） 

 Ａ地区 昭和46年度を目処に公園緑地計画を推進する。 生活上最小限度の補修に止める。 

 Ｂ．Ｃ．Ｄ地区 
姫路城との調和を考えながらＡ地区の居住者を収
容、集約立体化を計り整理する。 

土塁法下から６mは遊歩道、建物の高さ制限B.C地区８
m、D地区12m、A地区を含めた姫路市の具体的な計画
の見通しがつけば３～４階程度を認める等弾力的にこ
れを取り扱う。 

1 大手前公園 環境・景観の美化 

2 県立ろう学校 将来公園緑地化する。 高さ制限12m 

3 市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ地区 公園計画の推進により東側既設建物を撤去する。 
撤去以外の現状変更は認めず。但し、移転までの間必
要最小限度の現状変更に止める。 

4 
白鷺中学校 
城南小学校 

現状のまま環境・景観の美化を図る。 必要な現状変更に止める。 

5 神姫バス車庫  

6 
県有地 
（財務事務所等） 

庁舎移転後姫山住宅の撤去に伴い、その移転先として鉄筋４階建公営住宅とＡ地区移転者住宅の建設を認
める。 

7 西南三角地帯 既設建物の全面撤去、公園計画の早期推進 撤去以外の現状変更は認めず。補修のみ可。 

8 
姫豊線(現城東線)
以東地区 

現状のまま環境の美化を図る。 土塁法下から６mを離す。高さ制限12m 

9 姫路拘置所 将来公園緑地化する。 行政上必要な最小限度の現状変更に止める。 

10 城北地区 建物は撤去し、公園緑地化の早期推進をはかる。 生活上必要な補修以外は認めない。増改築は不可。 

11 
姫路市役所及び南
側空地 

将来公園緑地化する。 必要最小限度の現状変更に止める。 

12 法務庁舎以南地区 将来公園緑地化する。 
増改築は原則として認めず、必要最小限度の現状変更
に止める。 

13 動物園  最小限度の現状変更に止める。 

14 内濠内公園地域 公園計画促進と環境美化 管理公開上必要最小限度に止める。 

15 東部中濠 濠の復元等による環境美化 

16 その他の濠 保全と環境美化 

17 南部土塁 外側：国道２号線の拡幅促進  内側：不法占拠建物の撤去。公園緑地化 
18 その他の土塁 保全と環境美化 法下より６m以上を確保 
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■ 昭和 61 年構想の進捗状況 

特別史跡姫路城跡整備管理方針(昭和44年) 

番号 地域 整備方針 

特別史跡姫路城跡整備基本構想(昭和61年) 

構想案 
現       況 

7 西南三角地帯 既設建物の全面撤去、公園計画の早期推進 西御殿跡庭園整備 実施済み 「好古園」として整備(平成４年４月) 

 管理事務所の移転 実施済み 管理事務所機能を持つ姫路城防災センターとして整備(平成14年度) 

12 法務庁舎以南地区 将来公園緑地化する 東御殿跡庭園整備 暫定利用中 芝生広場・臨時駐車場として整備。街路表示済み。当初計画としては実施中 

14 内濠内公園地域 公園計画促進と環境美化 
向御屋敷跡庭園整備 

三の丸の大路の再現 
未着手 三の丸広場をイベント等に活用しており、暫定利用 

 御居城跡庭園整備  未着手 「千姫ぼたん園」として整備(平成５年４月)暫定利用 

動物園の移転 未着手  
13 動物園  

作事場庭園整備 未着手  

迎賓館の移転 暫定利用中 迎賓館として利用中 

城郭庭園計画 

本丸(備前丸跡)整備 未着手   

姫山公園整備計画  未着手 （桜ゾーン整備、和風庭園化、もみじゾーンとして整備する計画であった） 

10 城北地区 建物は撤去し、公園緑地化の早期推進を図る 福祉施設の移転 実施済み 白鷺園移転(平成13年度)。国立姫路病院官舎が移転(平成15年度) 

12 法務庁舎以南地区 将来公園緑地化する 駐車場整備 実施済み 「城の北駐車場」として整備(平成７年度) 

9 姫路拘置所 将来公園緑地化する 

10 城北地区 建物は撤去し、公園緑地化の早期推進を図る 図書館・文学館建設 実施済み 
｢兵庫県立歴史博物館｣｢日本城郭研究センター｣｢姫路市立美術館｣｢城内図書館｣などを整備。城北地

区は｢シロトピア記念公園｣(平成２年度)として整備 

11 
姫路市役所及び 

南側空地 
将来公園緑地化する 

跡地公園整備 実施済み 旧保健所跡の公園整備(平成８年度) 

 

文芸の杜公園 

整備計画 

自動車学校の移転 未着手  

物件移転 実施済み 169件の移転完了(平成18年７月) 
Ａ地区 昭和46年度を目処に公園緑地計画を推進する 

家老屋敷庭園整備 実施済み 
家老屋敷の西部の区域で、中の門から桜門にいたる大路の復元、屋敷割りの遺構表示を実施。城南

線で確認した厩跡は道路上に遺構表示。市民や観光客の利便に供するために便益施設を４棟建設 

 

家老屋敷庭園計画 

桜門橋の架替 実施済み 暫定的に木橋風に架ける(平成18年度) 

駐車場整備 未着手 

レストハウス建設 未着手 3 市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ地区 公園計画の推進により東側既設建物を撤去する 
イベント広場 

整備事業 
イベント広場整備 未着手 

大手門駐車場として一部暫定利用 

4 
白鷺中学校 

城南小学校 
現状のまま環境・景観の美化を図る 

5 神姫バス車庫  

未着手  

2 県立姫路ろう学校 将来公園緑地化する 

施設ゾーン整備事業

(大イベントゾーン) 
大イベントゾーン 

未着手 （県立姫路ろう学校は現地再建を昭和52年に許可） 

1 大手前公園 環境・景観の美化 大手前公園整備事業 城郭庭園化 未着手  

15 東部中濠 濠の復元等による環境美化 東部中濠還流事業 しゅんせつ護岸工事 実施済み 東部中濠で延長約1,000mを整備(平成４年３月) 

船場川整備事業 護岸工事 実施済み 昭和62年度から平成５年度に河川整備を実施 

還流設備工事 実施済み 濠の浚渫・北部中濠の環境整備を実施(平成10年度) 16 その他の濠 保全と環境美化 
 

野里門跡の史跡化 暫定利用中 平成13年１月野里門跡西部は追加指定を受ける。物件が撤去され、濠の復元整備中。 

17 南部土塁 
外側：国道２号線の拡幅促進 

内側：不法占拠建物の撤去 公園緑地化 
南部土塁整備事業 移転、土塁、遊歩道の整備 実施済み 143件の物件移転は完了(平成４年３月) 

 電柱地中化事業 特別史跡地内の電線地中化 実施済み 昭和61年から63年に実施 

国立姫路病院(現姫路医療センター) 未着手 16年度に更新整備が完了 

淳心学院 未着手 18年度に更新整備が完了(淳心会本部を国の登録文化財に指定する計画あり） 

県立東高等学校、賢明女子学院、 姫

路警察署、関西電力変電所 
未着手 ｢姫路警察署」は特別史跡地外に移転予定 

しらさぎ大和会館 未着手 平成14年に更新整備が完了 

8 
姫豊線以東地区 

(現城東線) 
現状のまま環境の美化を図る 

施設ゾーン整備事業

(東部施設ゾーン) 

馬場跡の復元（県立東高等学校、国立

姫路病院(現姫路医療センター)） 
未着手  

6 
県有地 

(財務事務所等) 

庁舎移転後姫山住宅の撤去に伴い、その移転先と

して鉄筋４階建公営住宅とＡ地区移転者住宅の建

設を認める 

  （現況は県営住宅） 

Ｂ．Ｃ．Ｄ地区 
姫路城との調和を考えながらＡ地区の居住者を収

容、集約立体化を図り整理する 
 都市機能補充事業 

未着手 

一部実施済み

Ｂ、Ｃ地区については未着手 
Ｄ地区では、お城本町地区市街地再開発事業で「イーグレひめじ」整備(平成13年７月) 

18 その他の土塁 保全と環境美化    

ゴシック；実施済みの事業 斜体；実施中の事業        
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４ 特別史跡姫路城跡を取り巻く状況 

（1） 世界文化遺産への登録 

特別史跡姫路城跡は、平成５年に世界文化遺産に登録された。 

世界文化遺産としては、特別史跡姫路城跡107haが｢コアゾーン(核心地域)｣､外曲輪の

一部および旧野里街道や西国街道沿いなどを含めた143haが｢バッファゾーン(緩衝地

帯)｣※として登録されている。 

世界文化遺産・姫路城は、 

ア．姫路城がつくられた 17 世紀初頭は、日本で城郭建築が最も盛んにつくられた時

代であった。姫路城は天守群を中心に櫓、門、土塀等の建築物、石垣、濠等の土

木構造物を良好に保存しており、防御に工夫した日本独自の城郭の構成を最もよ

く示した城といえる。 

イ．姫路城の建造物群のデザインは、木造の構造体の外側を土壁で覆い白漆喰で仕

上げた単純な外観素材を用いつつ、一方で配置や屋根の重ね方では複雑な外観形

態を構成しており、独特の工夫をしたものである。白鷺城の別称が示すように、

その美的完成度は、わが国の木造建築のなかでも最高の位置にあり、世界的に見

ても他にないすぐれたものといえる。 

とされており、我が国を代表する城郭であることが改めて確認された。 

世界文化遺産は全人類のためのものであり、姫路市民の視点による保全・整備ばかり

でなく、来訪者の視点に立った保全・整備が求められることになったといえる。 

世界文化遺産の登録に際しては、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリ

ティ)の条件を満たすことが必要とされている。 

真実性とは、主に建造物や遺跡などの文化遺産が持つ本物の芸術的、歴史的な価値の

ことをいい、意匠、材料、技術、環境がオリジナルな状態を保っていることが必要とな

る。このため、復元や修復については、学術的な真実性に基づいて行わなければならず、

景観配慮や利用者サービスなどのための安易な対応は、遺産の持つ真実性を損なう結果

となりかねないため、十分な知識を持った慎重な対応が必要となっている。 

一方、世界遺産は登録後６年ごとに保全状況を報告し、見直しの審査を受けることに

なっている。登録当初の状況が何らかの理由で損なわれ、問題点や改善すべき点などが

指摘されれば、指導や警告、改善命令が出され、それでも状況が改善されなければ「危

機にさらされている世界遺産」に登録されるという不名誉な事態となる。そのため、

「世界遺産条約」の基本精神に則り保全に努め、次世代に確実に伝えていかなければな

らない。 

 

バッファゾーン 

世界文化遺産の直接指定対象として厳格に保護される地域を「コアゾーン(核心地域)」と呼び、

コアゾーンの周囲に設けられたコアゾーンと調和のとれた景観形成を図ることが求められる地域

を「バッファゾーン(緩衝地帯)」と呼ぶ。 

 

 

 

 



 

（2） 世界文化遺産への登録以降の保存・活用に関する考え方 

世界文化遺産の登録に際してはバッファゾーンの概念が導入されており、これまでの

天守等の建築物の保存・管理とともにバッファゾーンでの管理・誘導対策が必要となっ

た。 

特に、世界文化遺産の周辺地域の景観を保護することが重要となるなど、姫路城の保

存管理・整備および誘導についても新たな対応が必要となった。 

登録時のバッファゾーンの範囲は､｢姫路市都市景観条例(昭和62年)｣にもとづく｢姫路

市景観形成基本計画(昭和63年)｣で景観行政の展開のために策定された「姫路城周辺地

区景観ガイドプラン(平成元年)」の対象地域となっている。その後、「姫路城周辺地区

景観ガイドプラン」は、姫路城周辺地区についての景観形成の基本的な方向を示すもの

として平成17年に再度、策定されており、その結果、登録時のバッファゾーンとの間に

かい離が生じたことから、バッファゾーンの登録範囲を見直すことが必要となっている。 

 

（3） 文化財の保存管理に関する法律の改正 

平成12年に文化財保護法施行令の改正があり、現状変更許可権限の一部を都道府県お

よび市へ委譲するに際し「管理のための計画(保存管理計画)」※の策定が求められるこ

ととなった。 

現在、特別史跡姫路城跡の指定区域の管理に関しては昭和44年の「四者協定」による

整備管理方針により行われているが、施行令の改正に伴い「管理のための計画(保存管

理計画)」の策定が必要となっている。 

 

管理のための計画(保存管理計画) 

平成12年８月の「管理のための計画(保存管理計画)策定にあたっての留意事項」(文化庁記念物

課)では、『「管理のための計画(保存管理計画)」は、特別史跡の指定地地域の一定区域における

現状変更等許可権限を県又は市の教育委員会で包括的に行使できるようにすることを目的として

定めるもので、「管理のための計画(保存管理計画)」のポイントは現状変更等の許可基準および

その適用区域を定めることにある』とされている。 

 

（4） 特別史跡姫路城跡に関する関連計画の状況 

①  姫路市総合計画における姫路城跡の保存・活用に関する考え方 

姫路市では、「市民一人ひとりが主役の市政」を基本理念に､｢未来を拓く高度技術・

発展都市｣｢歴史・文化の香る国際交流都市｣｢市民参加・生涯現役の安心教育都市｣とい

う３つの都市ビジョンのもと、まちづくりを進めている。 

｢姫路市総合計画｣(平成13年策定)では、姫路城跡について「歴史と文化の融合した魅

力あるまちづくりの核として特別史跡区域を中心とする姫路城跡の整備と活用を図る」

とし、姫路城を核とする文化のシンボルゾーン整備、姫路城跡の保存・活用・継承を掲

げている。重点施策として掲げられた「活力あふれるたくましいまち」では、世界文化

遺産・姫路城などの活用や新たな観光資源の開発、観光客受入体制のより一層の整備を

進め、国際観光都市・姫路の構築を目指しており、「魅力ある快適なまち」では、世界

文化遺産・姫路城をはじめとする歴史文化的資産や美しい自然と都市機能が調和した個

性的で風格ある都市景観の形成を図るとしている。 
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②  姫路城周辺地区景観ガイドプランにおける姫路城跡の保存・活用に関する考え方 

｢姫路城周辺地区景観ガイドプラン｣(平成17年策定)では、姫路城をシンボルとした美

しい都市の創出に取り組むため「歴史に育まれ、時と空間のおりなす美しいまち」を基

本目標として設定し、多様な景観特性を有する姫路城跡周辺地区の特性を生かすととも

に、姫路城と調和した風格ある景観形成を図ることとしている。 

このガイドプランの基本目標を実現するため、景観同質地区を設定し、各々の特性を

生かした景観形成を進めていくうえでの基本方針を次のように定めている。 

ア. 姫路城をシンボルとした景観形成 

イ. 姫路城と調和した景観形成 

ウ. 歴史・文化と自然を生かした景観形成 

エ. 市民と行政の参画と協働による景観形成 

オ. 観光・商業など経済の活性化につながる景観形成 

 

■  姫路城周辺地区景観ガイドプラン対象地域図 
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③ 姫路市都心部まちづくり構想における姫路城跡の保存・活用に関する考え方 

｢姫路市都心部まちづくり構想｣(平成18年策定)では世界文化遺産・姫路城を活かした

まちづくりの指標が示されている。 

｢世界文化遺産・姫路城の保全と活用｣を掲げ、姫路城の保存修理や石垣調査・修理な

どを進めるとしている。さらに､｢歴史的地区環境整備街路事業｣※の推進や姫路城にふさ

わしい景観の保全と形成に努めることを挙げている。 

また､｢国際観光都市を目指して｣として、来街者の回遊性を高め、滞在時間延長を図

るため、文化・交流施設等の回遊ルートの設定や案内サイン・案内板の整備、ホスピタ

リティ(訪問者を丁重にもてなすこと)の向上、まちの美観の保全を図るとしている。 

 

歴史的地区環境整備街路事業 

省略されて「歴みち事業」と称されることが多い。卓越した歴史的環境の残る地区において、

地区道路の整備計画を策定し、これに基づいて地区内道路を都市計画街路事業として整備するも

の。具体的な事業は、身近なまちづくり支援街路事業とまちづくり交付金(まちづくり総合支援事

業)とで行っている。 
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５ 特別史跡姫路城跡の将来像 

（1） 史跡全体の将来像 

「世界文化遺産にふさわしい、歴史・文化を守り伝える城郭都市」というコンセプト

のもと、真実性を保ちながら、建造物群・遺構の保存、復元、表示を進めるとともに、

中曲輪においては世界文化遺産・姫路城に関する学習機能を強化し、教育普及や展示説

明、便益施設等の充実・整備を進める。 

世界から訪れるあらゆる人が、本物の近世城郭とふれあい、日本独自の文化を学び、

体験できるとともに市民の誇りを高め、文化財への愛着を深め、暮らしの質を向上させ

る歴史と文化の香り高い空間を創造する。 

 

（2） ゾーンごとの将来像の前提 

特別史跡姫路城跡の将来像を考えるにあたり、世界文化遺産のコアゾーンとして登録

されている特別史跡地内については、土地利用の現況、土地所有の実態および整備の経

緯が大きく異なっていることから「内曲輪」と「中曲輪」の２つのゾーンに区分する。 

また、世界文化遺産の登録に際してバッファゾーンの概念が導入され、天守等の建造

物の保存・管理とともにバッファゾーンでの管理・誘導対策が必要となった。そこで、

史跡指定は受けていないものの、周辺地域の景観保全などの観点から、世界文化遺産・

姫路城のバッファゾーンおよび外曲輪についても｢外曲輪およびバッファゾーン｣として

検討する区域に加えることとする。 

以下、この３つのゾーンごとに将来像を設定し、その将来像の実現に向けた「保存管

理・整備の基本方針」と「活用等の基本方針」を示していく。 
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■ ゾーンごとの将来像の前提 

ゾーン 将来像を策定する前提と整備のイメージ 

内曲輪 

～往時の姿を保ち続ける城郭～ 

近世城郭の保存を基調とし、｢城郭」の姿の保存・復元を図るゾ

ーン｡ 

文化財の保護・顕彰を図りながら､｢往時の姿｣の整備を図る。 

中曲輪 

～歴史を尊重し、時代とともに生きる城郭～ 

文化財の保護・顕彰を行いつつ、その価値を高めるための利活

用も図るゾーン。 

遺構の保存・表示を行うとともに、次世代の｢文化遺産｣となるよ

うな公益施設、集客施設などの整備も図る。 

外曲輪および 

バッファゾーン

～現代と調和しながら、暮らしと歴史が共存する城郭～ 

｢世界文化遺産・姫路城｣と調和した景観形成を行いつつ、都市

計画、観光振興、コミュニティ形成など多方面から検討したきめ

細かな土地利用計画にもとづき、世界文化遺産のバッファゾーン

にふさわしい整備を図るゾーン。 

職住混在のにぎやかなまちの中に城の見える小広場や伝統的な

まちなみ・社寺・公園と一体化した濠跡など城下の名残が点在す

る、姫路城と日常生活とがなじんだ整備を図る。 

 

 

■ 往時の姿 

建造物や遺構の復元・表示など、城郭の保存・整備の前提となる時代は、江戸時代の

最終藩主であり、その治世が長期におよんだ酒井家時代(1749～1868)を想定する。 
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（3） ゾーンごとの整備・保存に関する基本的な概念 

３つのゾーンごとの整備・保存に関する基本的な概念とイメージ図は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外曲輪およびバッファゾーン

現代と調和しながら、暮らしと歴史が共存する城郭 

｢世界文化遺産・姫路城｣と調和した景観形成を行いつつ、都

市計画、観光振興、コミュニティ形成など多方面から検討した

きめ細かな土地利用計画にもとづき、世界文化遺産のバッファ

ゾーンにふさわしい整備を図るゾーン 

往時の姿を保ち続ける城郭

近世城郭の保存を基調とし､

｢城郭｣の姿の保存・復元を図る

ゾーン 

世界文化遺産にふさわしい、歴史･文化を守り伝える城郭都市

中曲輪 

内曲輪

歴史を尊重し、時代とともに生きる城郭

文化財の保護・顕彰を行いつつ、その価値を

高めるための利活用も図るゾーン 

 

 

ＪＲ姫路駅 
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（4） ゾーンごとの将来像 

① 内曲輪 

 

往時の姿を保ち続ける城郭 

文化財の保護・顕彰を図りながら､｢往時の姿｣の整備を図る。 

 

内曲輪では、現存する天守、石垣等建造物を保存する。 

失われた建造物については、発掘調査・資料調査等の基礎的な調査を行い、史実に基

づき、想定する時代を明確にした上で遺構・建物の復元を図る。 

 

◆ 現存建築物の保存修理 

当面、大天守・小天守をはじめとする現存建築物の保存修理については、既に

定められた「姫路城平成中期保存修理計画」に基づき、継続して進める。大天守

の保存修理工事については、別に基本計画などの検討作業が進んでおり、関係機

関との調整を図りながら進める。 

◆ 三の丸広場・三の丸大路 

三の丸広場については、当面は現状のまま利用するが、将来的には発掘・資料

調査の成果に基づいて、三の丸大路遺構復元等により､｢往時の姿｣に整備する。 

その際、現状の三の丸広場が受け持つ大規模なイベント開催等の機能について

は、別途、内曲輪外で引き継ぐ。 

◆ 内濠の復元 

内濠については、大正時代末期から昭和時代初期に埋め立てられたと推測され

る区域について復元を前提とした調査を進める。このため、内濠を埋め立てた区

域に立地する動物園については真実性(オーセンティシティ)の確保のために移転

する。 

◆ 復元する御作事所出丸の活用 

内濠の復元により整備される御作事所出丸では、城郭の保存修理技術の伝承を

図るとともに、姫路城をはじめとする城郭建築への理解を深めるための学習の場

として検討する。 

◆  建造物・遺構の復元等 

内曲輪内の失われた建造物、遺構等については、発掘調査・資料調査を進め、

世界文化遺産の真実性(オーセンティシティ)の確保を第一義に建造物・遺構の復

元や表示を図る。 
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② 中曲輪 

 

歴史を尊重し、時代とともに生きる城郭 

遺構の保存・表示を行うとともに、次世代の｢文化遺産｣となるような公益施設、

集客施設などの整備も図る。 

 

 

かつて武家屋敷であった中曲輪では、遺構の保存・表示等を行いつつ､｢往時｣(酒井家

時代)の街路を生かしながら内曲輪の天守等建造物および歴史的景観と調和した土地利用

を進める。 

その際、内曲輪の価値を高めながら活用していくために、中曲輪の整備においては国

内のみならず世界各地から訪れる人々に「世界文化遺産・姫路城」を見学・学習する機

会を提供すること、市民の生活の質(クオリティ・オブ・ライフ※)の向上にも寄与する

ことに配慮する。 

 

クオリティ・オブ・ライフ 

市民生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、精神的な豊かさや満足度も含めて、質

的にとらえる考え方。 

 

◆  建造物・遺構の復元等 

建造物、遺構等について発掘調査、資料調査を進め、真実性(オーセンティシ

ティ)を確保しその価値を高めるため、復元や表示などを検討する。 

◆ 歴史的景観との調和 

歴史的景観と調和する土地利用を推進するため、特別史跡地内の土地利用や施

設利用さらにはソフト利用に関する計画を策定する。 

◆ 近代遺跡・近代化遺産の保存 

中曲輪内に残る近代遺跡ならびに近代化遺産(｢軍都姫路｣に代表される明治期

以降の歴史遺産等)については、特別史跡姫路城跡の保存を第一義とし、これら

の遺跡・遺産の保存に努める。 

◆ 周遊性の確保 

内曲輪を取り巻くゾーンとして、見学者が東西南北の四方から城郭建築を学

習・見学できる周遊性を持たせるとともに、周遊する動線上に適切な結節機能を

持つ施設等を配置する。周遊性の確保に際しては、中曲輪と内曲輪を結ぶ動線の

確保に配慮する。なお、中曲輪内の周遊は徒歩によることを原則とする。 

◆ 中曲輪内の施設等の管理・誘導 

中曲輪内の南部、東部にある学校、病院等既存の施設については、たとえ長期

間を要しても歴史的景観と調和する土地利用への誘導を図る。なお、移転の場合

の跡地利用や建物の建て替え、修理については、今後策定する「整備基本計画

(仮称)」の保存管理計画や整備活用計画により管理・指導を行う。 

姫路警察署の移転については、発掘・資料調査のうえ、跡地の利用方針・計画

を検討する。北部の物件移転や公園整備についても、引き続き進める。 
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◆ 中曲輪の公益施設等の整備 

中曲輪では、世界文化遺産である城郭の見学・学習はもとより、広く文化財保

存についての意識の普及・啓発及び、ホスピタリティ(訪問者を丁重にもてなす

こと)機能の向上のため、市立美術館、県立歴史博物館、日本城郭研究センター

の持つ展示・見学・学習機能の強化・充実等を図る。 

また、外国からの来訪者も視野に入れながら、近世城郭を背景に江戸期の日本

文化を学習、体験できる展示・見学・学習施設のほか休憩や宿泊用施設の整備、

配置を検討する。 

内曲輪に位置する三の丸広場が受け持っていた大規模なイベント開催等の機能

については、中曲輪で引き継ぐことを検討する。 

◆ 駐車施設の再編・整備 

姫路城見学のためのコース設定、動線誘導などを効果的に行うため、発掘調

査・資料調査のうえ、駐車施設の整備・再編について総合的な見地に立って検討

する。 

その際には、大規模なイベントの開催時への対応、史跡地内での滞在時間の延

長、外曲輪までも含めた周遊性の向上などを勘案した上で配置、規模を検討する。 

◆ 特別史跡の指定区域の拡大 

中曲輪東南部の区域についても、特別史跡地への追加指定を検討する。 
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③ 外曲輪およびバッファゾーン 

 

現代と調和しながら、暮らしと歴史が共存する城郭 

職住混在のにぎやかなまちの中に城の見える小広場や伝統的なまちなみ・社寺・

公園と一体化した濠跡など城下の名残が点在する、姫路城と日常生活とがなじん

だ整備を図る。 

 

 

かつては、主に組屋敷・町屋・寺社であった外曲輪およびその周辺地域は、特別史跡

姫路城跡の指定区域外であるが世界文化遺産・姫路城のバッファゾーンに指定されてい

る。このため、さまざまなまちづくりの手法の導入や検討により、活力ある中心市街地

としての賑わいのなかに城の見える小広場や伝統的なまちなみ、社寺・公園と一体化し

た濠跡など、城下の名残が点在し日常生活となじんでいるまちとして整備・誘導を図る。 

特に、現在の外曲輪の土地利用は、商業地や住宅地等の市街地となっていることから、

姫路城と調和した景観形成には中曲輪での景観形成以上に長い時間を要することが考え

られる。そのため、「姫路市都心部まちづくり構想」や「姫路城周辺地区景観ガイドプ

ラン」等を念頭に置きながら、一歩一歩の歩みになってもきめ細かな土地利用の実現を

目指していく。また、面的な整備が困難な場合は、ポイント的な保存・顕彰を図る。 

なお、バッファゾーンは、世界文化遺産である姫路城跡に対して外部から及ぼされる

影響を低減させる空間であり、コアゾーンに対する見通しの確保など景観、眺望の保全

機能を国際社会からも強く求められていることに留意しなければならない。 

 

◆ 外曲輪での道路整備 

船場川線等の都市計画道路の整備については、現在の計画に基づき整備するが、

長期的には線形・幅員等の見直しも検討する。その他の幹線道路は、城との調和

を図るとともに路線ごとの特色を生かした沿道景観を形成する。 

◆ 「緑」の保全・活用 

男山、景福寺山などの姫路城から眺望できる「緑」については、保全・育成に

努める。また、姫路城を眺望する眺望地点(ビューポイント)として保全・活用す

る。 

◆ 歴史的な町並みの保全・活用 

城下町としての歴史的な町並みが残る地区については、行政と市民の協働で保

全・活用に取り組み、歴史的景観と調和する町並み景観の形成を進める。 

◆ オープンスペースや眺望地点(ビューポイント)の確保 

姫路城との調和と眺望を優先したオープンスペースや眺望地点（ビューポイン

ト）を確保し、日常的な憩いの場と観光客の安らぎや眺望見学の場として創出す

る。 

◆  遺構の表示 

ＪＲ姫路駅周辺をはじめ、随所に姫路城外曲輪を意識した整備を進める。その

際、面的に整備できないときには、適切なポイントを設定するなど、姫路城跡の
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全体像がイメージできるような遺構表示を行う。 

◆ 世界文化遺産・姫路城のバッファゾーンの拡大 

世界文化遺産・姫路城のバッファゾーンについては、平成17年に策定された都

市景観条例に基づく都市景観形成基本計画による「姫路城周辺地区景観ガイドプ

ラン」との整合性を保ちつつ区域拡大を検討する。 
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６ 保存管理・整備の基本方針 

（1） 総合的な体制の整備 

特別史跡地の保存・管理をはじめ、外曲輪やバッファゾーンでの景観形成や河川、街

路などの整備については、文化財、都市計画、街路整備などまちづくりに関係する部局

を横断的に集めた組織体制で十分な検討を行い、国・県・市一体となって推進できるよ

うな体制の整備・充実を図る。 

また、内曲輪を中心にした区域を「往時の姿」へ復元していくために、発掘調査をは

じめ各種資料(文献、絵図、古写真等)も含めた総合的な調査研究を行う組織の整備・充

実を図る。 

 

（2） 整備の基本方針 

① 発掘調査の計画的実施 

遺構復元においては、手法や表示方法など整備の方向を具体的に検討する上で必要な

情報を収集することが重要である。資料収集の基礎とも言える発掘調査については、基

本構想に定めた将来像と整備方針に基づき、調査の範囲と手法、時期について慎重に検

討し、計画的に実施する。 

 

② 真実性の保持と基礎調査に基づく復元 

内曲輪での建造物の整備に関しては、発掘・資料調査等の基礎調査を十分に行い、真

実性(オーセンティシティ)を保持したうえで「往時の姿」を再現する。 

また、特別史跡地内において、これまでの発掘・資料調査等の基礎的な調査研究によ

り存在が明確となり、復元が十分に可能な濠・土塁について復元を図る。 

なお、中曲輪、外曲輪での建造物の整備に際しても、発掘・資料調査等の基礎調査を

行ったうえで、必要に応じ整備方針を決める。 

 

③ 遺構の表示と文化財の公開・展示施設等の整備 

特別史跡地内において、これまでの調査・研究の成果を示す遺構の表示や、文化財を

公開・解説展示するための施設および史跡の学習、体験などを快適に行える施設を、建

造物および遺構に影響しない範囲で整備する。外曲輪においても、確認された遺構の表

示や顕彰に努める。 

内曲輪または中曲輪において、漆喰壁技術・伝統瓦製作技術、石積み技術等、姫路城

を保存修理または復元していくための技術を伝承し、後継者を育成するための施設整備

を検討する。 

 

④ 濠等の水辺の活用 

濠や河川などの水量や水流の調査を行い、遺構に影響のない範囲で整備、活用に取り

組み、水と緑を生かした景観の形成と潤いのある親水空間の充実を図る。 
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（3） 管理の基本方針 

① 土地利用や施設立地の適切な保存管理 

特別史跡を構成する内曲輪、中曲輪ごとに、その本質的な価値を明確に把握し、個別

の諸要素について、適切な保存管理を図る。 

特に、特別史跡の本質的価値を構成する諸要素以外の建造物や土地利用については、

それらの現状把握を行い、保存管理の方法とそれに基づく現状変更等の取扱基準を定め

管理・誘導を図る。 

特別史跡の本質的な価値を保存するために、公有化し整備することが最も望ましいと

判断される場合は、公有化を進めるとともに整備の方針について検討する。 

 

② 歴史的建造物の調査 

特別史跡の本質的な価値を構成する諸要素のうち、天守等の歴史的建築物のみならず、

石垣、土塁、濠などの土木構造物等による地割などが地上に表出している遺跡および、

地下に埋蔵されている遺構の状況等について、現状を把握するための調査を進める。 

 

③ 特別史跡地内の樹木の調査・管理 

特別史跡地内の樹木は、特別史跡の本質的な価値を構成する諸要素の保存に重大な影

響を及ぼす可能性がある。さらに、来訪者の視覚、嗅覚、聴覚にも多大な影響を及ぼす

ものである。 

このため、毎木調査等の基礎的な調査を実施し、樹木の維持管理計画を策定する。 

建造物に対する眺望や建造物からの眺望の保全、良好な景観を確保するため、樹木等

の適切な管理を図る。 

石垣などにおいては、樹木根茎の影響を除去し、雨水などが浸透しにくい地盤整備を

進めるなど、遺構の風化または劣化の原因を取り除いて確実な保存を図る。 

 

④ 近代遺跡・近代化遺産の実態把握と評価 

特別史跡地内には、「軍都姫路」に代表される明治期以降の近代遺跡・近代化遺産が

認められる。これらの実態を把握するとともに、適切に評価を行い、保存方法や範囲を

慎重に見極めながら保存に努める。 

 

（4） 景観の基本方針 

① バッファゾーンでの景観形成 

世界文化遺産のバッファゾーンにふさわしい景観を保全・形成するため、規制・誘導

方策(高度地区・建ぺい率・容積率や屋外広告物・色彩など)やインフラ整備(オープン

スペースや道路)などについて検討する。 

特別史跡地内やバッファゾーンを通過する都市計画道路の整備や河川整備に際しては、

姫路城周辺にふさわしい土地利用と景観形成の誘導を図る。 

バッファゾーン等の姫路城周辺地区での公共施設およびそれに類する施設の整備に際

しては、姫路城への眺望や調和に配慮し、バッファゾーンでの景観形成の先導的役割を
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果たすものとする。 

 

② 広域からの眺望の確保 

ＪＲ山陽新幹線を基線とした姫路城跡への眺望の保全・確保について調査・研究し、

併せて建物の高さ制限や高度地区の導入など、景観誘導・規制の方策について検討する。

その際には、市民の声を反映させる方策も検討する。 

③ 眺望地点(ビューポイント)の確保 

姫路城への眺望地点(ビューポイント)となる地点からの眺望を確保する。眺望地点の

設定に関しては、調査のうえ濠沿いにあった11の門※や旧街道の主要地点などの歴史的

に意義のある地点を検討する。 

また、眺望地点からの眺望を確保するための規制・誘導方策を検討するとともに、特

に眺望地点周辺では、局所的な景観形成のための規制・誘導方策の活用を検討する。 

現在、ＪＲ姫路駅で進展している駅北広場の整備に際しては、新たな眺望地点として

姫路城への眺望の確保を検討する。 

 

11の門 

中門・鵰門(くまたかもん)･埋門(うずめもん)･車門・市之橋門・清水門・野里門・久長門・内

京口門・鳥居先門・惣社門。十一と書いて｢士｣(武士の士)､十一の口と書いて吉の字になることか

ら、縁起をかついだとも言われている。 

 

④ 姫路城への見通しの確保 

ＪＲ姫路駅北側から大手前通りを挟んで姫路城大天守等の建造物を望む眺望を確保す

るため、ＪＲ姫路駅からばかりではなく駅から姫路城に至るまでの区間を姫路城の眺望

が見通せる「城のあるまち姫路」のシンボル的な空間として整備・誘導を図る。 

姫路城への見通しを確保するために、大手前通りなどの街路樹や姫路城大天守等周辺

の樹木の維持・管理についても検討する。 
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７ 活用等の基本方針 

（1） 活用のための整備 

世界文化遺産・姫路城を訪れる国内外からの見学者に､｢本物の城｣の持つ魅力を十分

に認識してもらうための見学コースや公益施設、解説展示施設の充実を図るなど、滞在

時間を増やす整備を進める。 

 

（2） 文化観光の推進 

文化遺産に与える観光の影響が飛躍的に高まりつつある。文化遺産の保存にとって望

ましい観光のあり方を定めた「文化観光憲章」（1976年イコモス※総会で採択)が1999年に

大幅に改訂され、「国際文化観光憲章」として公表された。この憲章に挙げられた､「遺

産は保護するだけでは護れず、訪問者がその正しい意味と重要性を理解できるよう、遺

産に積極的にアクセスできる管理手法をとることが必要である」という基本的考え方を

踏まえ、地域の歴史および文化の体験を目的とする「文化観光（カルチュラル・ツーリ

ズム)」を進める。 

このため、天守等の建造物を保存することがすなわち観光振興に寄与するという考え

を前提に、文化財の公開・活用がまちづくりに有効に作用し、結果的に地域外から人を

呼び寄せ、地域の生活と来訪者が共存する観光のあり方を目指す。 

 

ICOMOS(イコモス)  International Council of Monuments and Sites(国際記念物遺跡会議) 

遺跡や建造物の保護を目的とする団体。世界遺産では文化遺産の調査や評価を担当している。

各国から申請された物件の登録・非登録の決断は、最終的には世界遺産委員会が下すが、ICOMOS

の現地調査や意見提出が非常に大きく影響するとされている。 

 

（3） 見学ルートの整備と説明、解説展示の充実 

市民・観光客が文化財とより親しめるよう、だれにとってもやさしいユニバーサルデ

ザインへの配慮、案内サインや誘導案内板などのデザイン統一、市内の名所等をネット

ワークしたり歴史的なみちをつないだりする遊歩道や回遊ルートの設定と整備、沿道の

町並みや休息施設等の整備を検討する。なお、ルート設定に際しては、見学者の滞在時

間を長くさせるよう、さまざまなテーマ性を持ったルートの開拓を検討する。 

さらに、さまざまな媒体を活用した分かりやすい解説の整備、地域住民が文化財を紹

介するボランティアガイドや本格的なガイドの養成に取り組むなど、説明、解説展示の

充実を図る。 

また、現在、ＪＲ姫路駅から姫路城周辺にかけて多国語表記の観光案内サインなどの

整備が進んでいるが、これに加え、年々増加する外国人観光客に配慮した解説媒体の活

用、外国語ガイドなどの利用しやすいシステムを構築する。 

姫路城見学のためのコース設定、動線誘導などを効果的に行うため、発掘調査・資料

調査のうえ、駐車施設の整備について総合的な見地から検討する。 

 

（4） 市民参加による文化財保護とまちづくり 

住民組織による「まちづくり」の取り組みが様々な局面で始まっている。姫路城の整

備・活用等に際しても行政と市民の協働のあり方を検討し、市民参加による「まちづく
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り」の推進を視野に入れておかなければならない。海外の世界遺産の例が示す、地域に

おける遺産の価値を地域住民が理解し、アイデンティティを確立することで遺産の保護、

継承がおのずと行われているという事実にも留意する。 

そのため、市民意識の醸成に努め、各種まちづくり団体への支援充実、市民意識調査

の実施を図る。 

また、世界文化遺産とともに暮らし、まちづくりの次代を担う児童、生徒に対しても、

学校や課外活動などを通して、文化財への愛着を高め保護意識の普及、啓発を行う方策

について検討する。 

さらに、姫路城への理解・愛着を育むため、発掘調査や修理工事等の公開・解説・参

加を図る。特に、今後予定される「姫路城大天守保存修理事業」はその試金石と位置づ

け、市民意識の醸成を図る。 
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８ 今後に向けて 

（1） 「整備基本計画(仮称)」の策定 

「特別史跡姫路城跡整備基本構想」は、特別史跡姫路城跡における保存・管理および

公開・活用のために必要となる整備事業について基本的な考え方を整理し、将来的な事

業の方向性・目標の概要を示すものである。 

今後は、特別史跡姫路城跡の本質的価値を構成する諸要素および姫路城跡を取り巻く

諸条件について詳しい情報を収集するとともに、それらの的確な分析および検討を踏ま

えて「整備基本計画(仮称)」を策定する。 

 

なお、特別史跡姫路城跡の指定区域については、史跡等の保護と土地所有および土地

利用との調整を要する。そのため、「整備基本計画(仮称)」では「保存管理計画」を盛

り込み、現状変更等の取扱基準、許可基準およびその適用区域を定める。また、防災

(火災・落雷・地震等の災害又は病虫害による衰亡、き損)についても記載する。 

 

（2） 「整備基本計画(仮称)」策定に向けた検討課題 

今後策定すべき「整備基本計画(仮称)」は、大きく①保存管理計画 ②特別史跡地の

整備・活用計画という文化財の保存・活用に関わる部分と、③バッファゾーンの誘導計

画という、まちづくりを中心とした部分に分かれる。「整備基本計画(仮称)」の策定に

おいては、それぞれの部分の実効性を確保できるような計画策定体制を構築するととも

に、次の事項に留意する。 

○ 調査、保存・管理、整備を進めるにあたっての組織、執行体制の整備 

整備の主体と庁内関係課との協議 

総合的な整備の実施に向けた庁内体制の構築 

○ 重点的な整備を実施する箇所・施設等の明確化 

○ 緊急的な整備が必要な箇所・施設等の明確化 

○ 新たに検討が必要となった課題についての対応方策の明確化 

○ 想定される整備時期の提示 

早急に計画の策定と実行が必要となるもの 

現段階での計画の策定と実行が困難なものについての整備方向 

 

「世界文化遺産にふさわしい、歴史・文化を守り伝える城郭都市」を築くためには、

たとえ長期間を要しても様々な課題、問題点を解決していかなければならない。そのた

めに、想定できる範囲で制度の検討や事業着手の時期を記述・整理し、「『整備基本計

画(仮称)』の策定に向けて引き継ぐべき課題」として明記する。 

「整備基本計画(仮称)」の策定に際しては、これらの課題について、十分な検討を加

える。 
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■ 「整備基本計画(仮称)」の策定に向けて引き継ぐべき課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

短期 中期 長期

大天守保存修理事業 ● 19

三の丸大路の遺構復元(往時の姿への整備) ○ ● 19

内濠の復元(復元) ○ ● 19

動物園の移転(移転先の検討、 跡地の発掘・ 資料調査) ○ ● 19

御作事所出丸の遺構復元(遺構復元、 技術伝承・ 体験機能) ○ ● 19

内曲輪内の建物・ 遺構復元(発掘・ 資料調査に基づく 真実性の確保) ○ ● 19

中曲輪

城の

内の遺構復元(オーセンティ シティ の確保、 整備計画) ○ ● 20

南部における歴史的景観と 調和した土地利用方針の検討
(神姫バス、 ろう 学校、 小・ 中学校、 教育研究所、 県営住宅)

○ ● 20

城の東部(城東線以東)における歴史的景観と 調和した土地利用方針の検討
(姫路東高、 淳心学院、 賢明女子学院、 姫路医療センター、 東消防署)

○ ● 20

姫路警察署の移転および発掘調査・ 利活用計画 ● 20

城の北部地区(自動車学校等)の公園整備(建物移転、 公園整備) ● 20

周遊性向上(動線の検討)および公益施設(説明・ 展示施設、 宿泊施設等)の整備 ○ ● 20 21

見学・ 学習機能、 教育的機能の充実と 施設の機能強化 ○ ● 21 27

駐車施設の整備(周遊性確保、 イベント ゾーンと の位置関係、 規模) ○ ● 21 27

イベント ゾーン整備 ○ ● 21

解説、 説明展示の充実 ● 21

ユニバーサルデザインへの対応 ● 27

歴史的町並み・ 建造物の保全 ○ ● 22

オープンスペース、 ビューポイント の設定・ 整備(規制・ 誘導策の検討) ○ ● 22 26

遺構の表示( Ｊ Ｒ 姫路駅周辺)と 表示方法の検討 ● 22

バッ ファ ゾーンの拡大(姫路城周辺地区景観ガイド プランと の整合) ○ 23

バッ ファ ゾーン内の景観誘導と 見通し確保(規制・ 誘導方策の検討、 インフラ整備) ○ ● 25 26

公共施設のデザイン誘導・ 整備(先導的役割) ● 25

キャスティ 21エント ランスゾーンの景観誘導・ 整備
( Ｊ Ｒ 姫路駅北広場から姫路城への眺望確保等)

● 26

大手前通り の景観誘導(見通しの確保、 整備・ 規制・ 誘導、 樹木管理) ○ ● 26

文化観光の推進と ルート 整備(回遊ルート 、 説明・ 展示解説施設の整備) ● 27

案内サイン、 誘導案内板等のデザイン統一(姫路城と の調和) ● 27

近代遺産・ 近代化遺産の保存・ 顕彰と 活用(登録文化財の制度活用) ● 20 25

道路の整備・ 改善(船場川線・ 城北線・ 城東線・ 国道２ 号・ 十二所線等) ○ ● 22 25

濠や河川を利用した親水空間の創出 ○ ● 24

※
※
※

ゾーン 掲載面

19

24 25

24

24

21

22 25

24

28

28

緑地等の保全・ 育成・ 活用

まちづく り 団体と の連携

内               容

○  ソフト的(制度面の調査、研究等)な分野での着手時期
●  ハード的な分野での事業着手時期

中曲輪の一部の特別史跡地追加指定

姫路城跡の発掘調査および調査結果の活用

市民意識の啓発

現存建造物の保存修理

姫路城跡の発掘・ 調査、 資料研究
(石垣遺構の調査・ 保存、 特別史跡地内の樹木調査、 文献資料の収集・ 分析、 近代化遺産の調査)

発掘・ 調査を行う 体制の整備・ 強化

姫路城跡の利活用検討調整組織の整備・ 充実

短　期
中　期
長  期

概ね５年以内
概ね10年以内
概ね20年以内

掲載頁
概ねの着手時期

内               容ゾーン

全
体

時
期
を
き
ら
ず

実
施
す
べ
き
も
の

内
曲
輪

中
曲
輪

外
曲
輪
お
よ
び
バ

樹木、

フ

ゾ

ン
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（3） 基本構想の見直しについて 

今後の経済、社会情勢の変化に対応しながら特別史跡姫路城跡の「百年の大計」を実

現していくためには、構想の示す根幹を維持しながら定期的に見直しを続けていくこと

が必要である。 

そのため、専門家や市民代表、行政、実務者等において具体的な整備等の進捗状況を

検証し、城跡、城周辺の保存・整備・活用について継続的に論議、検討の場を確保する。 
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９ 参考資料 

（1） 姫路城跡整備基本構想の見直し経過 

平成 16 年９月   「姫路城跡整備基本構想検討会」設置 

検討事項 世界文化遺産にふさわしい姫路城の将来像 

特別史跡地内の将来的な土地利用計画 

歴史的建造物、石垣等の管理及び復元計画 

歴史的景観の活用と整備 

11 月 18 日 第１回検討会開催 

平成 17 年７月 13 日 第２回検討会開催 

11 月 30 日 第３回検討会開催 

平成 18 年５月 30 日 第４回検討会開催 

平成 19 年１月 24 日 第５回検討会開催 

５月 23 日 第６回検討会開催 

７月 24 日 第７回検討会開催 

※この間、庁内関係課による作業部会を随時開催 

９月 25 日 検討会から特別史跡姫路城跡整備基本構想について提言 

 

（2） 姫路城跡整備基本構想検討会委員名簿（順不同） 

(委 員 長) 新谷洋二  東京大学名誉教授 

(副委員長) 西 和夫  神奈川大学 工学部建築学科教授 

(委   員) 西村幸夫  東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻教授 

服部英雄  九州大学大学院 比較社会文化研究院教授 

上原真人  京都大学大学院 文学研究科歴史文化学系考古学教授 

花谷 浩  出雲市文化観光部文化財課 学芸調整官 

（前独立行政法人奈良文化財研究所 室長） 

狩野 久  日本城郭研究センター名誉館長 
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（3） 姫路城跡整備基本構想検討会要綱 

（開催） 

第１条 この要綱は、歴史と文化の融合した魅力あるまちづくりの核として姫路城跡を整

備活用していくため特別史跡姫路城跡整備基本構想について見直しを図る姫路城跡整備

基本構想検討会(以下「検討会」という。)の開催について必要な事項を定めるものとす

る。 

（調査検討事項） 

第２条 検討会は、次の各号に定める事項について調査及び検討を行い、その結果を市長

に報告する。 

（１） 世界文化遺産にふさわしい姫路城跡の将来像 

（２） 特別史跡内の将来的な土地利用計画 

（３） 歴史的建造物・石垣等の管理及び復元計画 

 （４） 歴史的景観の活用と整備 

（委員） 

第３条 検討会は、別表に掲げる委員をもって開催する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 検討会には、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会議を主宰し、検討会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

 （会議） 

第５条 会議は、市長が召集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。 

３ 検討会は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明、意見又

は資料の提出を求めることができる。 

 （部会） 

第６条 検討会に第２条の調査及び検討を補助する目的で作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （庶務） 

第７条 検討会及び作業部会の庶務は、姫路市教育委員会生涯学習部文化課において処理

する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、教育長が別

に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 16 年９月３日から施行する。 

２ この要綱は、特別史跡姫路城跡整備基本構想が新たに策定されたときにその効力を

失う。 
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