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第１章 ビジョン改定にあたって 

１．ビジョン改定の背景 
（１）文化芸術基本法の改正や社会情勢の変化 

姫路市では、平成 27 年（2015 年）に「姫路市文化振興ビジョン」を策定し、「歴史文

化の継承と魅力ある市民文化の創造」を基本目標に掲げ、施策に取り組んできた。その間

国では、「文化芸術基本法」が平成 29年（2017 年）に改正、また、平成 30 年（2018 年）

には「文化芸術推進基本計画（第 1期）」が策定され、文化芸術の本質的価値のみならず、

社会的・経済的価値の活用が明記された。 

一方、令和 2 年（2020 年）当初から新型コロナウイルス感染症が世界中で感染拡大し、

文化芸術は大きな影響を受けている。公演の延期・中止だけでなく、「3 密」を避ける必

要から、練習や稽古すら出来ず、活動の場が失われ、収入が途絶えるアーティストや文化

芸術団体も出ている。 

このような状況においても、インターネットを活用したオンライン配信の取り組みを

はじめとした、「新しい生活様式」を取り入れた新たな表現方法も生まれるなど、生きる

希望を持てる心豊かな社会の形成を目指し、市民が文化芸術に触れる機会を提供するた

めの試みは継続されている。 

市民や地域に活力をもたらす文化芸術が、今ほど求められている時はなく、行政の果た

す役割も大きくなっている。 

 

（２）姫路市文化コンベンションセンター（アクリエひめじ）の開館 

令和 3年（2021 年）9月に、ホール機能と展示機能を併せ持つ姫路市文化コンベンショ

ンセンターが開館する。他の文化施設との連携・役割分担の下、同センターが鑑賞や交流

機能はもとより、文化芸術の創造・発信拠点となるよう、その機能を活用した施策を展開

する。 

 

（３）公益財団法人姫路市文化国際交流財団との連携 

公益財団法人姫路市文化国際交流財団（以下「文化国際交流財団」という。）は、本市

の文化振興施策を体現する中心的な存在である。姫路市文化コンベンションセンターが

開館する等、本市の文化芸術を取り巻く環境が変化する中で、同財団が持つ経験やノウハ

ウを活かし、市との協力・連携の下、既存の枠にとらわれない幅広い事業を積極的に展開

する。 

 

２．対象となる文化芸術の範囲 
本ビジョンでは、文学、音楽、美術等「文化芸術基本法」が対象範囲としているものを基

本対象とする。また、文化芸術は新たな創造活動により常に変化していくため、新たな分野

についても配慮する。 
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【参考】文化芸術基本法の対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ビジョンの位置づけ 
本ビジョンは、「姫路市総合計画」を上位計画として、その理念と方針を踏まえ、「姫路市

教育振興基本計画」等の関連計画との整合を図りながら策定する。また、「文化芸術基本法」

に基づく地方文化芸術推進基本計画として位置付けるほか、「障害者による文化芸術活動の

推進に関する法律」等の趣旨も踏まえる。また、「兵庫県芸術文化振興ビジョン」との連携

により、効果的な文化芸術振興を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ビジョンの期間 
姫路市総合計画の計画期間は令和 3年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）まで

の 10年間であるが、本ビジョンでは社会情勢や国、県の動向等の変化を鑑み、令和 3年度

（2021 年度）から令和 7年度（2025 年度）までの 5年間を計画期間とし、必要に応じて見

直すこととする。 

分 野 例 示 

芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（メディア芸術を除く） 

メディア 

芸術 

映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用し

た芸術 

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く） 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽及

び出版物等 
囲碁、将棋その他の国民的娯楽、出版物、レコード等 

文化財等 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術基本法 

姫路市総合計画 

兵庫県芸術文化振興

ビジョン 

姫路市歴史文化基本構想 

関連計画 

連携 

整合 

姫路市教育振興基本計画 

特別史跡姫路城跡整備基

本計画   
など 

障害者による文化芸

術活動の推進に関す

る法律 

など 

関連法 

【地方文化芸術推進基本計画】 
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第２章 姫路市の現状と課題 

 

１．姫路市の文化特性 
 

（１）世界遺産姫路城や地域に伝わる歴史文化遺産の存在 

白鷺城とも呼ばれる姫路城は、国宝 8棟、重要文化財 74 棟の建造物を有する、日本に

現存する城郭遺構の代表的な存在であり、本市のシンボルとして市民に愛されている。ま

た、平成 5 年（1993 年）の世界遺産登録により、名実ともに世界に誇る貴重な宝となっ

た。西御屋敷跡には池泉回遊式庭園の好古園も整備されており、毎年多くの観光客が訪れ

るとともに、姫路城三の丸広場では姫路城薪能等の伝統的文化イベントが開催される等、

文化交流の拠点施設ともなっている。 

本市には、寺社や古墳に代表される貴重な歴史文化遺産が多数存在し、中でも書写山圓

教寺は、千年の歴史を持つ天台宗の別格本山であり、西の比叡山とも呼ばれる名刹である。

また各地域においては、祭り等の伝統行事や工芸技術が人々の暮らしの中で今日まで継

承されており、松原八幡神社の秋季例大祭は灘のけんか祭りと呼ばれ、播磨を代表する祭

りとして知られている。 

 

（２）文化施設 

① 充実した劇場・ホール 

本市内には大小さまざまな劇場やホールがあり、音楽や演劇のほか、講演会や各種

式典等も行われており、毎年、多くの市民に利用されている。本市の文化拠点である

姫路市文化センターを始め、パイプオルガンを備えたシューボックス型の音楽専用

ホールであるパルナソスホール（姫路市立姫路高等学校音楽ホール）、能楽・邦楽に

も対応でき、本市出身のデザイナー故髙田賢三氏がデザインした緞帳「黎明」を有す

る姫路キャスパホール、音響映像設備を備えたあいめっせホール等がある。また、ホ

ールを備える地区市民センターや図書館分館も多い。 

 施設 席数 

1 姫路市文化センター 大ホール※ 1,657 

     〃     小ホール※ 493 

2 姫路キャスパホール 331 

3 パルナソスホール 804 

4 姫路市市民会館 大ホール 800 

5 花の北市民広場 大ホール 500 

6 姫路市北部市民センター 大ホール 609 

7 あいめっせホール 280 

8 姫路市民プラザ アートホール 121 

9 香寺健康福祉センター集会室（ホール） 290 

10 図書館飾磨分館ホール 269 

11 図書館広畑分館ホール 300 

12 図書館網干分館ホール 256 

13 ネスパルやすとみホール 372 

※ 令和3年（2021年）12月廃止。機能は姫路市文化コンベンションセンターに引き継がれる。 

文化センター 大ホール 

パルナソスホール 
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② 美術館・博物館等 

姫路市立美術館は、昭和 58 年（1983 年）に旧日本陸軍の煉瓦造りの建物を器とし

て開館し、郷土ゆかりの美術をはじめ、国内外の近現代美術の名品を収集しており、

前庭には 13 点の屋外彫刻、常設展示室ではコロー、ピサロ、モネ、ルオー、ユトリ

ロ、マティス等のフランス近代美術の名品を常設展示している。建物は、平成 15 年

（2003 年）に国の登録有形文化財に登録されている。 

姫路文学館は、播磨ゆかりの文人たちを顕彰し、あらゆる文学活動の拠点とするこ

とを目的に、平成 3 年（1991 年）に市制百周年事業の一環として、安藤忠雄氏の設

計により建築・開館し、毎年、著名講師を招いた「夏季大学」を開催している。また、

敷地内にある望景亭は、平成 21 年（2009 年）に国の登録有形文化財に登録されてい

る。 

県立の施設としては、昭和 58年（1983 年）に開館した兵庫県立歴史博物館がある。

郷土の歴史に関する県民の理解を深め、教育・学術及び文化の発展に寄与することを

目的としており、故丹下健三氏が姫路城をイメージして基本設計を行った。 

また、民営の博物館も多数あるが、一例として、日本玩具博物館は、世界 160 の国

と地域の玩具資料、約 9万点を所蔵する私立博物館で、日本を代表する玩具博物館と

して世界に知られており、海外で開催される多数の企画展へも出品協力を行ってい

る。また、圓山記念日本工藝美術館は、漆工、陶芸、染織、和紙等多彩な分野にわた

るわが国の伝統工芸美術品を展示しており、貴重な日本独特の工芸について研究、技

や精神の保存、またその継承、発展の道を模索するため、優れた作品の収集、展示に

努めている。この他にも、播磨の地域文化の向上に資したいという思いから、日本の

近代美術を対象に、陶芸、日本画、洋画作品を中心に約 1,000 点にのぼるコレクショ

ンを長年にわたり収集し、これらを広く公開する三木美術館等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他 

姫路市音楽演劇練習場（令和 3年(2021 年)12 月廃止。機能は姫路市文化コンベン

ションセンターに引き継がれる。）は、音楽・演劇の練習施設で、市が所有する和

太鼓も使用可能である。 

また、主に小学校区を基本単位として、各地域の文化芸術活動等の拠点ともなる市

立公民館を整備している。 

 

 

 

姫路市立美術館 三木美術館 
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（３）主な文化芸術事業 

① 文化振興イベント 

「ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫路」は、赤穂・姫路にゆかりのある世界的ヴァイ

オリン奏者・樫本大進氏の提唱により、平成 19 年（2007 年）から赤穂市と本市で開

催されている。市民が気軽に楽しめるよう低料金で開催しており、運営には多くのボ

ランティアが参加し、さまざまな交流の機会を創出している。 

平成 28 年（2016 年）からは「音楽のまち・ひめじ」プロジェクトとして、市民や

観光客が身近に音楽に触れる機会の提供や子どもたちへの音楽の普及等、音楽をテ

ーマにした一連の事業を展開している。 

また、「こころの祭 姫路」は、姫路の文化的土壌を更に掘り下げ、市民相互の交流

を進めるため実施協力者を募り、自宅、工房、神社、仏閣等を無料で開放してもらい、

協力者各自の企画で催しを実施するもので、平成 4 年（1992 年）から毎年 11 月 11

日に開催されている。「姫路市民文化祭」は、地域の代表的な団体が参加し、市内各

施設を会場に日頃の練習の成果を披露して市民に鑑賞してもらう文化の祭典として、

毎年 11 月に実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 文化芸術活動への支援 

本市では、豊かな市民文化の振興、普及のため、自発的に実施される文化活動に対

してその費用の一部を助成する「文化活動助成事業」や、市施設使用料の一部を補助

する「姫路市文化芸術事業会場費補助金」、各連合自治会が行う文化的な活動や地域

資源を利用したイベント活動等に助成する「コミュニティ活動助成事業」等の助成制

度を整備し、文化芸術活動に対する支援を行っている。 

また、市が設立に関与している音楽団体として、姫路市吹奏楽団や姫路市児童合唱

団、面白山ヴァイオリン教室等が以前より活動を行っており、青少年に文化芸術活動

への門戸を開いてきたが、令和 2年（2020 年）には文化国際交流財団の主導により、

新たに姫路市ジュニアオーケストラが創設され、音楽の素晴らしさ、演奏の楽しさを

体験する機会を提供し、文化芸術のより一層の普及に努めている。 

 

③ 人材育成・顕彰 

パルナソス育成普及事業として、「姫路パルナソス音楽コンクール」や「上田晴子

ピアノスクール『マスタークラス』」、「室内楽演奏会」等を実施している。 

他にも、音楽や楽器の素晴らしさを伝えるワークショップや、中学生から 25 歳ま

での若者が自身で演劇製作を行う「キャスパシアタープロジェクト」等の事業を通じ

まちかどコンサート（H30） こころの祭 姫路（R1） 



6 

て、人材育成に努めている。 

また、「和辻哲郎文化賞」、「姫路市芸術文化賞」、「姫路市美術展」、姫路地方文化団

体連合協議会主催の「姫路文化賞」等、学術研究や文化芸術活動に対する顕彰に取り

組んでいる。 

文化の支え手の育成については、「文化ボランティア登録制度」を実施している。 

 

  ④ 情報発信 

情報発信については、文化国際交流財団が播磨の文化雑誌「BanCul（バンカル）」

を平成 3 年（1991 年）から年 4 回発行し、播磨の文化力とその魅力や新たな発見を

全国に発信している。同様に、同財団が編集し本市が発信する「文化情報姫路」では、

播磨圏域で開催される文化芸術事業の情報を収集し、掲載している。また、「音楽の

まち・ひめじ」の季刊リーフレットを市内全小学生へ配布しているほか、ホームペー

ジや SNS により市内の音楽情報を配信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）文化国際交流財団の存在 

平成元年（1989 年）、市制施行 100 周年を機に、姫路市文化センターの管理運営と文化

高揚のための舞台公演等の事業を実施していた財団法人姫路市文化センター（昭和 47年

（1972 年）設立）と、文化に関する研究発表の援助、優れた文化芸術活動に対する顕彰

や奨励、刊行物の発行、文化サークル活動の育成等を担っていた財団法人姫路市民文化協

会（昭和 52年（1977 年）設立）の発展的解消を図り、財団法人姫路市文化振興財団を設

立した。このような経緯から、同財団は、文化の拠点施設の管理運営及び他の文化施設と

の連携だけではなく、本市における文化芸術活動推進の中心的役割を担っている。また、

平成 22 年（2010 年）に財団法人姫路市国際交流協会を統合し、現在の文化国際交流財団

となってからは、国際交流にも取り組んでおり、文化芸術振興と国際交流の相乗的効果を

発揮している。 

更に同財団が設立 30 年を迎えた平成 30 年（2018 年）には、事業企画運営力向上を目

指し、日本を代表する作曲家で、姫路市にも縁の深い池辺晋一郎氏を芸術監督に迎えると

ともに、音楽プロデューサーを配置し、より質の高い舞台芸術公演の実施と個性ある文化

芸術の振興を図っている。姫路市文化コンベンションセンターにおける文化振興事業の

展開においても、市の文化振興施策の実施組織として、市や指定管理者との役割分担によ

り、大きな役割を担うことが期待される。 

 

「音楽のまち・ひめじ」ホームページ 播磨の文化雑誌「BanCul（バンカル）」 
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２．姫路市の文化を取り巻く環境の変化 
 

（１）姫路市の文化を取り巻く 6年間の動向 

① 国の動向 

国は平成 29 年（2017 年）に「文化芸術振興基本法」を改正し、法律名も「文化芸

術基本法」と改めた。また、平成 30 年（2018 年）には「文化芸術推進基本計画（第

1 期）」を閣議決定した。この中では、施策の推進に当たり、文化芸術固有の意義と

価値を尊重しつつ、社会的・経済的価値も含めた多様な価値を、観光、まちづくり、

国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野における施策と有機的に連携させ、文

化芸術立国の実現を目指すことが明記されている。 

さらに、各地方公共団体においても、「地方文化芸術推進基本計画を策定に努める

等、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた文化芸術に関する施策のより積極

的な推進に努めることを期待したい」と明記されている。 

 

文化芸術そのものの振興 

（本質的価値） 

関連分野との連携による価値の活用 

（社会的・経済的価値） 

 豊かな人間性を涵養し、想像力と感

性を育む。 

 国際化が進展する中にあって、自己

認識の基点となり、文化的な伝統を

尊重する心を育てる。 

 相互理解の促進と、多様性を受け入

れる心豊かな社会の形成。 

 文化芸術が持つ様々な価値を活用

し、文化芸術の継承、発展、創造につ

なぐ好循環を生み出す。 

 

こうした動きに合わせて、国では様々な法律を整備し、文化芸術の振興とその活用

に取り組んでいる。 

・文化経済戦略（平成 29年（2017 年）） 

文化芸術と他分野が一体となって新たな価値を創出し、自立的・持続的に発展

していくメカニズムを形成することを目的とする。 

・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成 30年（2018 年）） 

障害者による文化芸術活動を推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と

能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とする。 

・文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成 31年（2019 年）） 

地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推

進力の強化を図る。 

・文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 

（令和 2年（2020 年）） 

文化振興を観光振興と地域の活性化につなげ、その経済効果が文化振興へ再

投資される好循環を創出することを目的とする。 
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② 兵庫県の動向 

兵庫県では、平成 27 年（2015 年）に「第 2 期芸術文化振興ビジョン」を策定し、

令和 3 年（2021 年）には「第 3 期芸術文化振興ビジョン」として改定される予定で

ある。「第 2期芸術文化振興ビジョン」では、基本目標として「芸術文化立県ひょう

ご～芸術文化が暮らしに息づき、芸術文化で人や地域を元気にする社会の実現～」を

掲げ、4つの重点取り組み項目を定めている。 

【重点 1】県民誰もが身近に芸術文化に親しむ環境の充実 

【重点 2】「ふるさと意識」に根ざした兵庫の文化の継承・発展 

【重点 3】兵庫の分厚い文化力の国内外への積極的な情報発信 

【重点 4】芸術文化施設の適切な維持・保全と活性化の推進 

また、令和元年（2019 年）には「兵庫県地域遺産活用指針」、令和 2年（2020 年）

には「兵庫県文化財保存活用大綱」を策定し、地域文化の継承と活用に取り組んでい

る。 

 

③ 姫路市の動向 

平成 27 年（2015 年）は「姫路市文化振興ビジョン」と「姫路市教育振興基本計画」

が策定され、同時期に姫路城大天守の保存修理完成記念式典の開催や、姫路市文化コ

ンベンションセンターの基本計画が出来上がる等、本市の文化への期待が高まった

年となった。 

平成 28 年（2016 年）には「手柄山中央公園整備基本計画」を策定し、JR の新駅整

備構想や姫路市文化センターの移転等に対応している。また、平成 29 年（2017 年）

～令和元年（2019 年）には銀の馬車道、西国三十三所観音巡礼、北前船の 3つが「日

本遺産」に認定された。ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫路も平成 28 年（2016 年）に

10 周年を迎え、東京特別公演を開催、「音楽のまち・ひめじ」事業や「高校生による

演劇公演」（現「キャスパシアタープロジェクト」）事業も開始された。 

文化国際交流財団では、平成 30 年（2018 年）に芸術監督、音楽プロデューサーが

就任し、姫路市文化コンベンションセンターの開館に向け、「音楽のまち・ひめじ」

事業の更なる活性化を目指している。また、令和 2 年（2020 年）には日本センチュ

リー交響楽団と「音楽フレンドシップ協定」を締結し、演奏会の開催だけでなく、ワ

ークショップやアウトリーチ1事業、学校の部活動や姫路市ジュニアオーケストラで

の指導等で連携し、市民が参加し活動できる環境整備に取り組んでいる。 

また、令和 2年（2020 年）1月には、音楽を通じた交流を通したまちの賑わい創出

を図る試みとして、JR姫路駅中央コンコースにストリートピアノを設置した。 

しかし、令和 2 年（2020 年）当初から新型コロナウイルス感染症が拡大し、多く

の文化事業が中止・延期される事態となった。そのため、本市のホームページ上で、

市にゆかりのある団体やアーティストの動画を紹介する「おうちで楽しむ 音まち・

ひめじ♪」や、市内の文化ホールを動画撮影と配信を条件に無償で使用できる「文化

ホール活用動画配信事業」等を実施した。 

                             
1 「手をのばす」との意味から、出張サービス等の意味で多用されているが、芸術家が学

校や現場に出向いて、芸術に興味を持ってもらう活動のこと 
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（２）前ビジョンにおける姫路市の主な事業の評価 

  前ビジョンに基づく施策の実施状況について、施策の柱ごとに検査し、課題の抽出を行

った。 

 

  ■前ビジョンにおける施策体系図 

基本方針 施策の柱 具体的施策 

文化を担う人づく

り 

① 文化芸術に

触れる機会の提

供 

①-1 子どもたちが文化芸術に出会う機会の拡充 

①-2 市民が文化芸術に出会う機会の拡充 

①-3 鑑賞、発表の機会の充実（質の向上を含む） 

② 次世代を育

てる施策の実施 

②-1 文化芸術を担う人材育成 

②-2 人材活用の仕組みづくり 

文化を支える環境

づくり 

③ 文化芸術を

支える基盤の整

備 

③-1 市民が利用しやすい施設運営等の環境づくり 

③-2 文化芸術振興の拠点施設の整備 

③-3 文化芸術の振興と経済（観光等）との連携の促進 

④ 文化芸術活

動への支援 

④-1 創作、発表機会の提供 

④-2 情報収集・発信 

④-3 顕彰及び活動助成事業の充実 

歴史文化遺産を未

来に活かす 

⑤ 個性ある文

化芸術の振興 

⑤-1 市民の文化芸術に対する意識の高揚 

⑤-2 文化芸術を生かした地域の活性化 

⑤-3 文化芸術による交流の促進及び新たな文化の創造 

⑥ 地域に伝わ

る歴史文化遺産

の保存と活用 

⑥-1 世界遺産姫路城の保存と活用 

⑥-2 多彩な文化財の保存と活用 

⑥-3 伝統文化・歴史的文書の継承と活用 
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施策の柱① 文化芸術に触れる機会の提供 

 

具体的施策 主な事業の実施状況 

①-1 

子どもたちが文

化芸術に触れる

機会の拡充 

プロオーケストラメンバーやオルガニストが市内小学校

に出向いて音楽や楽器の素晴らしさを伝えるワークショッ

プや、幼児から入場でき、親子で楽しめる参加型のコンサ

ート等の子どもが文化芸術の楽しみに触れることのできる

催しを開催した。 

また、「魅力ある姫路の教育創造プログラム」に基づき、

市内小中学校を対象とした音楽活動発表会、美術作品展等

を実施した。 

①-2 

市民が文化芸術

に出会う機会の

充実 

自宅や工房等を無料で開放し、各自の企画で展示やコン

サート等を行う「こころの祭 姫路」を実施した。 

地域の公民館等を活用し、文学や歴史、地域の生活文化

等を題材とした文化講座、「高齢者教養講座」、「生涯現役フ

ェスティバル」を開催した。 

①-3 

鑑賞、発表の機

会の充実（質の

向上を含む） 

文化国際交流財団が主体となり、幅広い世代を対象とし

た音楽や演劇、古典芸能等多様な事業を実施した。 

樫本大進氏を音楽監督とし、同氏と親交のある世界で活

躍中のアーティストによる「ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫

路」を開催した。 

交響楽、吹奏楽、合唱、バレエ、邦楽、舞踊、民謡等各

分野で活躍する団体が参加し、日頃の練習成果を披露して

市民に鑑賞していただく文化の祭典「姫路市民文化祭」を

開催した。 

 

文化国際交流財団が主催する全国レベルの催しや、「ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫

路」の開催は、質の高い文化芸術の鑑賞機会の提供に大きな効果を上げている。 

子どもや若い世代が文化芸術への関心を高める事業については市民からの要望も

強く、より一層の充実が求められる。また、今後は、法律等の改正を踏まえ、社会包

摂2の観点から、市民がその年齢、障がいの有無、経済的な状況又は居住する地域に

かかわらず、等しく、文化芸術を鑑賞・参加・創造することができるようにするため

の取り組みも積極的に実施する必要がある。 

 

 

 

                             
2 社会的に弱い立場にある人々を社会から隔離排除するのではなく、社会の一員として取

り込み、支え合う考え方のこと。 



11 

施策の柱② 次世代を育てる施策の実施 

 

具体的施策 主な事業の実施状況 

②-1 
文化芸術を担う

人材育成 

将来性豊かなアーティストの発掘と、本市における音楽

活動支援を目的とした「姫路パルナソス音楽コンクール」

を実施した。コンクール入賞者による演奏会も開催した。 

地元高校生自身が出演はもとより演劇制作にかかわる

多くの業務に携わり作り上げた「高校生による演劇公演」

を実施し、中学生から 25 歳以下の若者にまで対象を拡大

した「キャスパシアタープロジェクト」へと発展した。 

 また、「パルナソス楽器普及事業」として、オルガン講座、

チェンバロ講座、フルート教室を実施した。 

 オーケストラという集団での演奏活動を通して児童生

徒の社会性、自主性を育む姫路市ジュニアオーケストラを

創設し、活動を開始した。 

②-2 
人材活用の仕組

みづくり 

 文化国際交流財団において、「文化ボランティア登録制

度」を実施し、各種文化イベントを支える活動に従事した。 

また、文化国際交流財団に音楽の舞台演出や企画制作等

に関する専門家として音楽プロデューサーを配置した。 

 

「高校生による演劇公演」は、出演のみならず舞台準備、チラシ作成等演劇制作の

大部分を高校生自らが行うもので、幅広い人材育成につながる好事例と捉えており、

令和 2 年度（2020 年度）以降は「キャスパシアタープロジェクト」と名称を改め、

事業対象を中学 1年生から 25歳以下の若者に拡大して実施を継続する。 

また、パルナソスホールでは、専属オルガニストを配置し、オルガンの普及事業を

実施するほか、音楽ホールの特徴を活かし、チェンバロやピアノのマスタークラスを

はじめ、多様な楽器普及事業が実施されており、次代を担う子どもたちに楽器に触れ

る楽しさを伝え、音楽に対する裾野を広げることに大きな効果を発揮している。 

文化国際交流財団における音楽プロデューサーの配置は、同財団実施事業の質の

向上だけでなく、施設運営スタッフ育成の一助にもなっている。 

今後も、子どもから高齢者まで、誰もが楽しみながら文化芸術の担い手として活動

できるようサポートするとともに、専門的なスキルを備えた施設運営スタッフや文

化ボランティア等、文化芸術を支える人材の育成を進めていく必要がある。 
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施策の柱③ 文化芸術を支える基盤の整備 

 

具体的施策 主な事業の実施状況 

③-1 

市民が利用しや

すい施設運営等

の環境づくり 

文化施設を安全・安心して利用していただけるよう、施

設の不具合箇所を修繕する等、適切な施設管理を実施した。 

また、施設利用者に対するアンケートや、文化国際交流

財団が主催するコンサート等の鑑賞者に対しアンケートを

実施し、市民のニーズ把握に努めた。 

③-2 
文化芸術振興の

拠点施設の整備 

姫路市文化コンベンションセンターの開館後は、新施設

が市民や文化団体の相互交流と中心市街地の賑わい、都市

の発展に大きな役割を果たすことができるよう、既存施設

と連携した運用について検討する必要がある。 

③-3 

文化芸術の振興

と経済（観光等）

との連携の促進 

 姫路市観光案内所や観光イベント会場において、デジタ

ルサイネージ等を活用し文化事業の PRを実施した。 

 姫路城・コンウィ城姉妹城提携記念レセプション等にお

いて、音楽演奏や伝統芸能の披露を行った。 

 また、イオン株式会社との包括連携協定に基づき、ショ

ッピングセンター内でコンサートを実施した。 

 

老朽化が進んでいる姫路市文化センターやキャスパホール等の文化施設が適切に

維持管理されており、市民の文化芸術活動を支える一助となっている。 

姫路市文化コンベンションセンターの開館後は、広く播磨地域を見渡した地域の

文化芸術の創造・発信・交流拠点となるよう、利用者の視点に立った活用方策を検討

するとともに、本センターを中心に他の文化施設等と連携した、市域全体で文化芸術

を振興していく方策を検討する必要がある。 

国際交流や観光振興の場で、文化芸術及び伝統文化を活用した取り組みが効果を

あげていることから、今後も観光、福祉、国際交流等様々な分野と文化芸術を連携さ

せることで、新たなまちの魅力づくりに取り組んでいく必要がある。 
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施策の柱④ 文化芸術活動への支援 

 

具体的施策 主な事業の実施状況 

④-1 
創作、発表機会

の提供 
①-3 参照 

④-2 情報収集・発信 

播磨圏域のコンサートや美術展等の催物情報を掲載した

「文化情報姫路」を発行・配布するとともに、市内の音楽

イベント等をまとめた「音楽のまち・ひめじ」リーフレッ

トを市内全小学生へ配布した。 

また、市ホームページだけでなく、SNS（Twitter、

Facebook）を活用し幅広く情報発信を行った。 

④-3 
顕彰及び活動助

成事業の充実 

 「姫路市芸術文化賞」「和辻哲郎文化賞」「姫路市美術展」

等の顕彰事業を実施した。 

 文化芸術活動に係る経費の一部を補助する「文化活動助

成制度」「文化芸術事業会場費補助金制度」を運用した。 

 また、市民活動団体のノウハウ等を活用した活動を、市

と協働して実施する「提案型協働事業」を、文化芸術をテ

ーマとして実施した。 

 

SNS を活用した情報発信や、市内全小学生へのリーフレット配布は、活動や鑑賞等

の文化情報を、子どもだけでなく大人も含めた幅広い市民に周知することに大きな

効果を発揮している。 

文化芸術の振興に取り組まれている方のモチベーションを高めるための「姫路市

芸術文化賞」等の顕彰事業は、今後も継続的に取り組んでいく必要がある。 

コロナ禍における新たな文化活動様式への対応等の面でも、今後インターネット

を通じた情報の収集・発信については、一層の強化が求められる。 

また、市民の主体的な文化芸術活動を促進させるための、多様な支援制度を検討す

る必要がある。 
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施策の柱⑤ 個性ある文化芸術の振興 

 

具体的施策 主な事業の実施状況 

⑤-1 

市民の文化芸術

に対する意識の

高揚 

姫路市立美術館、姫路文学館、書写の里・美術工芸館に

おいて、幅広い年齢層をターゲットにした多彩な展覧会や、

展示内容に合わせたコンサート、子どもを対象としたセミ

ナー、市民講座の開催等、文化芸術を楽しむ多様なスタイ

ルのイベントを実施した。 

⑤-2 

文化芸術を活か

した地域の活性

化 

 各連合自治会が行う地域内の文化的な活動や地域資源を

利用したイベント活動等に対し、その経費の一部を助成す

る「コミュニティ活動助成事業」を実施した。 

⑤-3 

文化芸術による

交流の促進及び

新たな文化の創

造 

 姉妹都市等の海外からの来賓の訪問の際に、市内高校生

や文化団体による楽器演奏等を披露し、交流を図った。 

姫路市立美術館のアートライブラリーの市民への無料開

放、ボランティアによる活動、姫路文学館でのトライやる

ウィーク、大学生を対象とした博物館実習を実施した。 

また、市民活動・ボランティアサポートセンターにおい

て文化活動団体を含む市民団体の相談機能の充実を図っ

た。 

 

姫路市立美術館、姫路文学館等で開催されているコンサートは、美術と音楽、文学

と音楽をつなぐ取り組みであり、文化芸術の融合による新たな文化の創造につなが

る好事例と捉えている。 

また、自治会で行われているイベント活動に対する助成は、本市の特徴でもある熱

心な自治会活動をさらに活性化させることが期待され、継続的に取り組んでいく必

要がある。 

姫路市立美術館の一部を市民へ開放する取り組みや、ボランティア活動を推進す

ることは、文化施設を新たな交流拠点として活用する非常に有意義な取り組みであ

る。このような文化施設が、市民の誰もが安心して集える場所となるような方策を検

討する必要がある。 
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施策の柱⑥ 地域に伝わる歴史文化遺産の保存と活用 

 

具体的施策 主な事業の実施状況 

⑥-1 
世界遺産姫路城

の保存と活用 

「姫路城平成中期保存修理計画」に基づき、帯郭櫓、太

鼓櫓、ぬの門等の建造物の漆喰塗り替え、瓦差し替え等の

保存修理を実施した。石垣についても、「特別史跡姫路城跡

石垣修理計画」に基づき、専門家の指導を受けながら、車

門跡石垣や船場蔵南石垣、清水門跡石垣等を計画的に保存

修理した。 

「リビングヒストリー（生きた歴史体感プログラム）促

進事業」として、千姫・忠刻体験事業・姫路城侍体験事業・

大名行列事業を企画・実施した（新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴い一部中止）。 

⑥-2 
多彩な文化財の

保存と活用 

 林田大庄屋旧三木家住宅等の文化財を会場とした展示

会の開催や、文化財が多数ある地区でのまち歩きイベント

を実施した。 

 また、市内の文化財を気軽に散策することができるルー

トマップを作成するとともに、案内看板を設置した。 

⑥-3 

伝統文化・歴史

的文書の継承と

活用 

 本市の歴史を体系的にまとめ、後世に引き継ぐために市

史の編纂に取り組んだ。 

 姫路城に関連する古文書類の調査研究を実施するとと

もに、デジタル化された資料のインターネット公開を進め

た。 

また、伝統行事等の保存継承等の活動に助成を行う「郷

土文化財保存事業補助金」を交付したほか、子どもたちに

伝統文化を学ぶ機会を提供する「伝統文化親子教室事業」

を実施した。 

 

本市の象徴というべき姫路城を適切に保存、管理することは、文化面だけでなく観

光面、経済面等様々な分野に大きな波及効果をもたらしている。 

本市には指定・未指定を問わず有形、無形の多彩な文化遺産があり、適切に保存し

ていくことを大前提として、市民や外国人観光客等、誰にとってもわかりやすい情報

発信や、新たな用途への活用等、文化遺産の持つ力を最大限に活かす方策を検討する

必要がある。 

古文書類のデジタル化は、資料の保存の面でも活用の面でも有意だが、今後はより

公開件数を増やす工夫が必要である。 

伝統行事や伝統芸能を未来の世代に確実に継承していくため、助成事業は継続し

て取り組んでいく必要がある。 
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（３）姫路市文化コンベンションセンターの新設 

令和 3 年（2021 年）9 月、JR 姫路駅東側のイベントゾーンに、本市の新しい交流拠点

として、文化芸術の拠点としての機能と、「ものづくり力の強化」「地域ブランドの育成」

「交流人口3の増加」を促進する機能をあわせ持った姫路市文化コンベンションセンター

が開館する。これにより、本市の市民文化の振興並びに都市魅力の創造、発信を図り、市

民の相互交流と中心市街地の賑わい、都市の発展に大きな役割を果たすことが期待され

る。 

 

■姫路市文化コンベンションセンターの概要 

住所 姫路市神屋町 143 番地 2 他 

位置 ＪＲ姫路駅から東へ徒歩約 10分 

構造 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

延床面積 約 29,000 ㎡ 

階数 地下 1階、地上 5階、棟屋 1階 

ホール 大ホール（2,010 席）、中ホール（693 席）、小ホール（164 席）、 

メインスタジオ（リハーサル室） 

スタジオ 計 6室 うち約 140 ㎡（1室）、 

約 70 ㎡（2室）、約 17㎡（3室） 

展示場 屋内（約 4,000 ㎡ 3 分割可）、 

屋外（約 1,600 ㎡） 

会議室 約 230㎡（3室）※一体利用可（約 690㎡）、 

約 80 平方㎡（5室）、約 35 ㎡（2室） 

駐車場等 平面駐車場（約 400 台）、駐輪場（約 200 台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
3 その地域に訪れる人々のこと。その地域に住んでいる人（定住人口又は居住人口）に対

する概念。 

外観（イメージ） 

大ホール（イメージ） 大ホール緞帳（イメージ） 
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３．市民意識調査の結果 
 

（１）市民意識調査の概要 

市民の文化芸術に対する意識について、市民の文化芸術への関心度合、本市の文化芸術の

現状に対するイメージ、今後の本市の文化芸術に対するニーズ等について調査を実施した。

調査は、市民（個人）だけではなく、文化芸術活動等を実施している文化芸術団体に対して

も実施した。 

また、平成 26年（2014 年）の調査結果と比較することにより、6年間の推移を分析した。 

 

■調査対象 

 市民アンケート 文化団体アンケート 

調査時期 令和 2年（2020 年）3月～4月 令和 2年（2020 年）4月～5月 

調査対象 15 歳以上 3,000 人（無作為抽出） 平成 31 年度版姫路地方文化国際

交流団体名簿に掲載されている、

主に姫路市内で活動する文化芸術

団体 529 団体 

回収数 975 件 285 件 

前回実施 平成 26 年（2014 年）1月～2月 平成 26 年（2014 年）4月～5月 

 

（２）市民アンケートの調査結果（主な内容） 

① 回答者の基本属性 

性別については、「女性」が 62.6％、年齢については、「60 代以上」が 50.9％と、

それぞれ半数を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市民と文化芸術の関わりについて 

■過去 1年間の文化芸術鑑賞の有無 

過去 1 年間に文化芸術を鑑賞したことがある市民の割合は 58.9％と、平成 26 年

（2014 年）（前回調査時）の 66.0％より 7.1 ポイント下落している。 

  

 

 

  鑑賞した 66.0 

鑑賞した 58.9 

鑑賞していない 34.0 

鑑賞していない 41.1 

平成26年

令和2年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性
37.4% 

女性
62.6% 

n = 923

性別 年齢 10代
3.4% 

20代
6.0% 

30代
11.4% 

40代
14.8% 

50代
13.4% 

60代以上
50.9% 

n = 960

過去 1年間の文化芸術鑑賞の有無 
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■鑑賞した文化芸術分野 

鑑賞した文化芸術の分野の上位は、「美術（絵画、彫刻、陶芸、デザイン等）」、「メ

ディア芸術（映画、漫画、アニメ等）」、「音楽（クラシック、ロック、邦楽等）」、「史

跡、歴史的建造物等の見学」となっている。 

 

■文化芸術を鑑賞した場所 

文化芸術を鑑賞した場所の上位は、「県外の施設」、「自宅（DVD、書籍等）」、「文化

センター」、「姫路城」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■文化芸術を鑑賞していない理由 

文化芸術を鑑賞していない理由の上位は、「時間がない」、「情報がない」、「興味が

ない」となっている。 

 また、平成 26 年（2014 年）（前回調査時）と比較すると、「会場までの交通が不

便である」が上昇し、「時間がない」、「興味がない」は下落している。 

 

■過去 1年間の文化芸術活動の有無 

過去 1年間に自ら文化芸術の活動（ただし学校での部活動を除く）を行った市民の

割合は 21.3％と、平成 26年（2014 年）（前回調査時）の 23.8％より 2.5 ポイント下

落している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.4 

15.6 

10.5 

10.6 

9.8 

15.9 

10.2 

6.1 

23.2 

18.6 

12.0 

9.2 

8.4 

16.4 

5.8 

6.3 

 0%  10%  20%  30%

時間がない

興味がない

魅力ある催しがない

費用がかかる

仲間がいない

情報がない

会場までの交通

が不便である

その他

令和2年 平成26年

鑑賞した場所 

鑑賞していない理由 

鑑賞した分野 

15.6 

15.6 

14.8 

12.2 

13.5 

12.7 

15.9 

17.4 

 0%  10%  20%

美術

メディア芸術

音楽

史跡、歴史的建

造物などの見学

令和2年 平成26年

10.1 

9.9 

9.4 

8.1 

8.2 

9.3 

11.1 

12.2 

 0%  5%  10%  15%

県外の施設

自宅

文化センター

姫路城

令和2年 平成26年

過去 1年間の文化芸術活動の有無 

23.8 

21.3 

76.2 

78.7 

平成26年

令和2年

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活動した 活動していない



19 

■活動した文化芸術の分野 

活動した文化芸術の分野の上位は、「音楽（クラシック、ロック、邦楽等）」、「地域

の伝統芸能・民俗芸能（祭り等）」、「生活文化（茶道、華道、書道等）」、「美術（絵画、

彫刻、陶芸、デザイン等）」となっている。 

 

■文化芸術活動を行った場所 

文化芸術活動を行った場所の上位は、「公民館」、「市内のその他施設」、「自宅」、「文

化センター」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■文化芸術活動を行っていない理由 

文化芸術活動を行っていない理由の上位は、「時間がない」、「興味がない」、「情報

がない」となっている。 

また、平成 26 年（2014 年）（前回調査時）と比較すると、「会場までの交通が不便

である」が 1.7 ポイント上昇、「時間がない」は 3.2 ポイント下落している。 

 

■文化芸術の大切さ 

文化芸術を鑑賞したり、自ら文化芸術の活動を行ったりすることを「大切だと思う」

「どちらかというと大切だと思う」と回答した市民の割合は 86.6％と、平成 26 年

（2014 年）（前回調査時）の 85.8％とほぼ同値となっている。 
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③ 市民の文化芸術に関する情報について 

■市内の文化芸術に関する情報の入手先 

市民が文化芸術に関する情報を得ている媒体は、「広報ひめじ」が 28.9％、「新聞」

が 12.3％の順で高くなっている。 

 

■市民が求める文化芸術情報 

文化芸術に関して欲しい情報は、「コンサートや展示会、講座等の開催情報」が50.6％、

「一緒に活動を行う市民団体、サークル情報」が16.5％の順で高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 市民の現状に対するイメージと望む都市の姿について 

本市の文化芸術について、市民が抱く現状イメージと望んでいる都市の姿は、いず

れも「音楽や美術等の文化芸術を鑑賞する催しが数多く開かれている」、「文化芸術を

鑑賞したり活動する施設が整っている」の順で高くなっている。また、「子どもや若

い世代が文化芸術に関心を高める催しが数多く開かれている」は現状と要望の差が

9.8％と大きく乖離している。 
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現状に対するイメージと望む都市の姿 

28.9 

12.3 

9.2 

7.9 

29.1 

15.8 

8.7 

5.5 

 0%  20%  40%

広報ひめじ

新聞

ポスター

インターネット

令和2年 平成26年



21 

（３）文化団体アンケートの調査結果（主な内容） 

調査対象は、平成 31年度（2019 年度）版姫路地方文化国際交流団体名簿に掲載されてい

る、主に姫路市内で活動する文化芸術団体 529 団体としたが、名簿掲載団体は減少傾向にあ

り、会員数も 70,902 名から 56,332 名へ減少している。 
 

 平成 26 年（2014 年） 令和 2年（2020 年） 

団体数 623 529 

会員数※ 70,918 56,332 

   ※会員数の登録のある団体のみの計 

（平成 26年（2014 年）：583 団体、令和 2年（2020 年）：506 団体） 

 

① 団体の活動状況について 

■活動場所と頻度 

団体の練習、創作等の活動場所の上位は、「公民館」が 18.6％、「個人宅」が 15.1％

となっている。 

また、活動頻度は、「月 1回以上」が 34.4％と最も高く、次いで「週 1回以上」が

24.2％、「週 2回以上」が 15.2％の順となっている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■活動場所として重視すること 

活動場所として重視することは、「利用料金が手頃である」が 21.2％、「場所の広

さが活動に適している」が 19.5％の順で高くなっている。 
 

■成果発表の機会の有無 

活動成果を市民等に発表する機会がある団体の割合は 93.8％と、平成 26年（2014

年）（前回調査時）の 91.3％より 2.5 ポイント上昇している。 
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■成果発表の場所 

活動成果を発表する場所の上位は、「イーグレひめじ」、「文化センター」、「姫路キ

ャスパホール」となっている。 

 

■成果発表の場所として重視すること 

成果発表の場所として重視することは、「場所の広さが活動に適している」が

21.7％、「利用料金が手頃である」が 20.3％の順で高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活動への課題について 

団体の活動を行なっていくうえでの課題は、「会員の確保・拡大」が 26.2％、「高

齢化に伴う後継者不足」が 19.6％の順で高くなっている。 

 

③ 姫路市文化コンベンションセンターの利用要望について 

姫路市文化コンベンションセンターの利用要望については、「利用したい」「機会が

あれば利用したい」と回答した団体の割合が 96.2％と、非常に高くなっている。 
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利用したくない
3.8% n = 262
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活動に関する課題 
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姫路市文化コンベンションセンターの 
利用要望の有無 
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④ 本市が力を入れるべきことについて（市民アンケートと文化団体アンケートの比較） 

姫路市の文化芸術をより豊かにするために、市が力を入れるべきことについては、

市民及び文化団体ともに、「市民が音楽や美術等の文化芸術に触れる機会を増やす」、

「子どもや若い世代が文化芸術への関心を高める事業を実施する」が上位に入って

いる。一方、文化団体は「文化芸術団体の活動に対する助成や支援を充実する」が

16.8％で 2番目に高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）文化芸術の振興についての主なご意見（市民アンケートより） 

・姫路の歴史遺産や伝統文化の継承や深掘り。 

・若い世代が関心を持つアーティストの招聘。 

・身近で気軽に文化芸術に触れる機会の充実。 

・特徴のあるイベント等の開催。 

・姫路市文化コンベンションセンターの開館が楽しみ。 

・情報発信の充実。 

                  等 
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市民が音楽や美術などの文化芸術に触れ

る機会を増やす

子どもや若い世代が文化芸術への関心を

高める事業を実施する

市民が文化芸術活動を発表する場や機会

を増やす

文化芸術を鑑賞したり活動する施設を整備

する

文化芸術活動の催しや活動団体等の情報

提供を増やす

文化芸術における企業との連携を強化する

優れた芸術家を発掘し、その活動を支援す

るなど芸術家の育成・支援を行う

文化芸術団体の活動に対する助成や支援

を充実する

地域の文化芸術の振興に貢献した人や団

体への表彰制度を充実する

文化施設や文化芸術の催しにおいてボラン

ティア活動を盛んにする

分からない

その他

市民アンケート 文化団体アンケート

市が力を入れるべき施策 
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４．文化芸術振興のため取り組むべき課題 
本市を取り巻く社会情勢の変化やアンケート調査結果等を踏まえて、本市が重点的に取

り組むべき課題を整理する。 

 

（１）文化芸術に触れる機会の創出アプローチ 

■幅広い文化芸術の対象、多種多様な接し方 

メディア芸術の普及等により、文化芸術の対象が幅広く、また接し方も多種多様にな

っている。県外施設を利用して鑑賞する市民も多く、神戸・大阪・京都に交通の便が良

い本市の特徴が出ている。自宅での DVD 鑑賞等も多く、本市の果たすべき役割を常に模

索する必要がある。 

 

■アフターコロナ・ウィズコロナ時代における「新しい生活様式」にあった文化芸術活

動の推進 

コロナ禍において、インターネットを活用した鑑賞・活動機会が脚光を浴びたが、5G4

の普及等通信環境の変化も視野に入れ、今後の対応を検討する必要がある。 

 

■身近な環境で文化芸術に触れる機会づくり 

市民に身近な環境で文化芸術に触れる機会創出のため、「こころの祭 姫路」や市立公

民館活用事業等のほか、アウトリーチ活動の継続や、まちなか（大手前通り・駅前広場

等）利用の促進が課題となっている。 

 

（２）文化芸術に関わる人材の確保・育成 

■次代の文化芸術を担う子どもや若者の育成 

小中高校生の学校単位での鑑賞機会の増大を望む声は多く、部活動指導者への実力

者の配置や、市の行事での若手アーティストの登用を検討する必要がある。 

 

■芸術監督、音楽プロデューサーの設置 

文化国際交流財団に芸術監督及び音楽プロデューサーが設置され、ホール等におけ

る文化芸術活動の具体的事業の推進を図っている。音楽事業におけるコンサート誘致、

オリジナルの音楽事業制作、文化団体の助成に加え、施設運営スタッフの育成等におい

ても、その専門性を十分に生かした幅広い活動の展開が期待される。 

  

                             
4 第 5世代移動通信システムの略。従来よりも高速大容量・低遅延・多数同時接続が可能

な通信システムとして、現在世界的に開発導入が進められている。 
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（３）文化芸術環境の更なる強化 

■文化コンベンションセンター等、文化施設の連携の強化 

姫路市文化コンベンションセンターが開館することに伴い、これまで本市の文化芸

術の拠点であった姫路市文化センターは閉館となる。 

新施設を新たな文化芸術の拠点として、本市の文化芸術環境の充実を図るため、現在

多様な利活用がなされている既存の文化芸術施設についても、機能に応じた役割分担

や、施設間ネットワークの構築により、拠点施設との連携の強化が求められる。 

 

（４）市民文化芸術活動の促進 

■市民が利用しやすい施設運営 

イーグレひめじ地下の市民プラザは人気が高く、予約が困難との声があり、同種の展

示施設への需要の高さが感じられる。 

また、市内全域へのホール整備の声があるが、既に市内には 13館のホール（総席数

7,082 席）があり、整備済みのホールの利用促進を図る必要がある。 

 

■創作、発表機会の提供 

現在本市では、「姫路市民文化祭」や「市民センターまつり」、「公民館まつり」、「高

齢者作品展」、「高齢者芸能発表会」等のイベントを開催し、複数の団体が集まって、相

互に活動の成果を披露しあえる機会を創出しており、今後とも、個人では対応困難な創

作・発表機会の創出を工夫する必要がある。 

 

■顕彰及び活動助成 

市民や文化団体は、まずは自身が実施する文化芸術活動活動への十分な理解を本市

に求めている。 

  「文化活動助成事業」、「姫路市文化芸術事業会場費補助金」等の助成制度については、

利用者からも高い評価を得ており、今後とも継続して実施するとともに、各団体の活動

状況の把握に努め、積極的に意見を交換し、活動助成についての有効な方策を模索する

必要がある。 

 

■情報の発信 

「広報ひめじ」や「音楽のまち・ひめじ」季刊リーフレット等の紙媒体による情報発

信を継続して実施するとともに、ホームページやソーシャルメディアを活用し、世代に

応じたより効果的な情報発信手法を研究する必要がある。 
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（５）文化芸術の社会的・経済的価値への展開 

■個性ある文化芸術の振興 

現在本市では、「音楽のまち・ひめじ」事業を展開し、音楽を通した文化力の向上と

交流機会の創出、まちの賑わいづくりに取り組んでいる。 

特に、世界遺産姫路城及び新たに開館する姫路市文化コンベンションセンターは、本

市が文化芸術創造都市として施策展開するうえで、国内外に高い発信力を有する中核

拠点として、有効に活用していくことが望まれる。そのため、姫路城と姫路市文化コン

ベンションセンターにおいても、今後は演劇や伝統文化等、幅広いジャンルの文化芸術

の振興への取り組みを強化する必要がある。 

 

■文化芸術を活かした地域の活性化 

「姫路市提案型協働事業」を活用した地域イベントの共催や、市の観光や国際交流施

策、姫路市立美術館とのコラボレーションによるコンサート等を開催し、文化団体の協

力を得て新たな文化創造を図る必要がある。 

 

■文化芸術を活かした社会包摂の取り組みの推進 

社会的な孤立が問題視される中、高齢者や障害者、外国人、子育て中の母親といった

芸術文化に触れることの少ない人々に、芸術文化に触れる機会をつくる。障害やひきこ

もりなどの社会的課題に対し、ダンスや演劇等の芸術活動を通して、社会とのつながり

づくりを支援する事業の検討が求められる。 

 

■本市特性を活かしたシビックプライド5の創出 

「音楽のまち・ひめじ」のブランド構築に向けて、シビックプライドの創出とシティ

プロモーション6の両面から取り組むことが求められる。 

また、本市の元気な地域力を最大限に活かし、コミュニティを中心とした地域資源活

用・伝統文化継承に取り組む必要がある。 

  

                             
5 都市に対する市民の誇りを指す言葉で、「郷土愛」等の愛着を示す言葉とはニュアンスが

異なり、「自分がこの都市の未来をつくっている」という当事者意識を伴う自負心を意

味する。 
6 地方自治体が行う宣伝・広報・営業活動を指し、地域の魅力を発掘・発信し、定住人口

や交流人口の増加につなげるための取り組み。 
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第３章 文化芸術振興の基本目標と基本方針 

 

１．基本目標 
 

 

本ビジョンの計画期間（令和 3年度（2021 年度）～令和 7年度（2025 年度））は、約半

世紀ぶりとなる文化拠点施設の開館という大事業からスタートし、オープニングシリー

ズ（開館記念事業）の展開、新たなホール運営方法の導入等に加えて、文化国際交流財団

の移転、同財団の芸術監督、音楽プロデューサーによる本格的な事業始動等、まさに本市

の文化行政の節目を迎えており、市民の大きな期待を担っている。 

市民の意見に十分に耳を傾けながら、新ホールの門出を成功に導くことが求められる

極めて重要な時期を迎えている。 

  

 また、「文化芸術基本法」の改正では、文化芸術固有の意義と価値を尊重し、文化芸術

そのものの振興を図ると同時に社会的・経済的価値にも着目し、関連分野との連携による

価値の活用も求められている。 

そして平成 30年（2018 年）には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が

施行され、障害者による文化芸術活動の推進を図ることが明記されており、文化芸術には

多様な目的に向けての効用が求められている。 

  

 一方、本市には、日本を代表する世界遺産姫路城をはじめとして、有形・無形の文化財

が多くあり、長い歴史の中で連綿と培われてきた本市の過去の姿を現在、そして未来に伝

える貴重な財産となっている。今後、これらの多彩な文化財を未来に継承し、その価値を

伝え、活用するため、継続的な調査を行うとともに、文化財に関する情報発信により、愛

護意識の啓発に努めていくことが必要である。 

 

  文化芸術は、人々の創造性や表現力、伝統文化を尊重する心を育てるとともに、人々の

心のつながりや相互理解、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するた

めに欠かすことができないものである。また、将来を担う子どもたちに、夢や希望、そし

て生きる力を与えるものでもあることから、本市としてもより一層の振興を図ることが

求められる。 

よって本ビジョンの計画期間においては、前ビジョンの基本方針として掲げた「文化を

担う人づくり」、「文化を支える環境づくり」、「歴史文化遺産を未来に活かす」という基本

的精神をベースにしながら、新たな拠点の誕生や技術革新等による新たな手法も取り入

れ、市民文化の一層の発展に寄与することを基本目標とする。 
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２．基本方針 
この基本目標のもと、3つの基本方針と 6つの施策の柱を次に掲げる。 

 

（１） 文化を支える環境づくり 

姫路市文化コンベンションセンターが新たな文化拠点としての役割を背負い始動する。 

新施設は姫路駅から徒歩約 10分の位置にあり、その立地を活かした利便性の高さに期

待が寄せられている。運営面においても、利用料金制度7が導入され、新たな指定管理者

への期待は大きい。 

新施設が市民に愛され、十分に活用される文化拠点となることを目指して、文化国際交

流財団の芸術監督や音楽プロデューサーによるオープニングシリーズの展開や、市民文

化祭等の発表機会の提供、各種助成制度の活用により新文化拠点の定着を目指す。 

 

■施策の柱 

 ・文化芸術を支える基盤の整備 

 ・文化芸術活動への支援 

 

 

（２） 文化を担う人づくり 

約半世紀ぶりの新たな文化拠点の誕生に際し、開館後は約 3 年間にわたりオープニン

グシリーズが繰り広げられる予定となっており、その中には池辺晋一郎氏による新作オ

ペラ「千姫」の初演も含まれている。 

また、子どもたちが文化芸術の楽しさや奥深さに触れ合う機会の提供を求める声は非

常に多い。子どもたちは新しい文化の創造において無限の可能性を秘めており、本市とし

ても新施設を積極的に活用し、子どもたちの豊かな感性や想像力を育むための機会の創

出に努めなければならない。 

新施設誕生の一方で、これまで行ってきた文化芸術に関わる人材の育成の重要性に変

わりはない。アウトリーチ事業や文化ボランティア事業の継続はもちろんのこと、姫路市

ジュニアオーケストラの創設という新事業にも取り組み、継続的なテーマにおいても、新

たな試みを導入し、市民文化活動の深化を図る。 

 

■施策の柱 

 ・文化芸術に触れる機会の拡充 

 ・文化芸術に関わる人材の育成 

  

                             
7 公の施設の使用料について指定管理者の収入とすることができる制度で、指定管理者の

経営努力が発揮しやすくなると共に、地方公共団体の会計事務の効率化が図られる 



29 

（３）文化芸術を未来に活かす 

世界遺産姫路城は、本市の存在を世界に知らしめる市民にとって誇るべき存在ではあ

るが、一方において後世に引き継がれるべき人類の宝としての保存の責務を市民は担っ

ている。 

同時に姫路城は、文化観光施設の拠点としての活用も求められており、本市においても、

その保存・活用方法を常に模索し続けている。 

姫路城以外にも、有形・無形の文化財を継承し、地域の祭礼行事をはじめとする固有の

伝統文化を積極的に活用することが求められており、デジタル化技術の導入、インターネ

ット上での公開等、新しい技術を用いた工夫にも取り組む必要がある。また、市内に散見

されるパブリックアート作品等の、近代の文化芸術作品についても、周知等を怠らないよ

う配慮が求められる。 

このように継続すべき事業においても、単なる継続にとどまらず、新しい手法の試み等

により一層の深化を果たすことを目指す。 

また、文化芸術を地域の活性化に活用するため、地域団体等との連携を深めるとともに、

観光、産業、福祉等の関係分野とも連携し、文化芸術の多様な価値を未来に活かす施策を

展開する。 

 

■施策の柱 

 ・地域に伝わる歴史文化遺産の保存と活用 

 ・文化芸術を活用したまちづくり 
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第４章 文化芸術振興の具体的施策の展開 

 

１．計画体系図 

基本 

目標 
基本方針 施策の柱 具体的施策 

文
化
芸
術
新
拠
点
の
形
成
と
歴
史
文
化
の
継
承 

文化を支える環

境づくり 

① 文化芸術を支

える基盤の整備 

①-1 文化芸術の創造発信拠点の整備・活用 

①-2 文化関係施設の適切な維持・管理 

② 文化芸術活動

への支援 

②-1 創作、発表機会の充実 

②-2 文化活動助成事業の充実 

②-3 情報収集・発信 

文化を担う人づ

くり 

③ 文化芸術に触

れる機会の拡充 

③-1 幅広い分野の文化芸術に親しむ機会の充実 

③-2 質の高い文化芸術の鑑賞 

④ 文化芸術に関

わる人材の育成 

④-1 文化芸術を担う人材の育成 

④-2 文化芸術を支える人材の育成 

文化芸術を未来

に活かす 

⑤ 地域に伝わる

歴史文化遺産の保

存と活用 

⑤-1 世界遺産姫路城の保存と活用 

⑤-2 多彩な文化財等の保存と活用 

⑤-3 伝統文化・歴史的文書の継承と活用 

⑥ 文化芸術を活

用したまちづくり 

⑥-1 文化芸術を活かした地域との連携・協働 

⑥-2 文化芸術と様々な関係分野との連携の促進 
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２．具体的施策の展開 
施策の柱① 文化芸術を支える基盤の整備 

 

本市の文化芸術の創造・発信拠点である文化関係施設について、効果的に、また中長期的

に活用できるよう整備し、適切な維持・管理に取り組む。 

 

 

【具体的施策①-1】文化芸術の創造・発信拠点の整備・活用 

 

姫路市文化コンベンションセンターを始めとして、市内のホールや博物館、市立公民館

を市民が積極的に利活用できるよう、施設運営者と連携しながら事業実施や環境整備に

取り組む。 

また公共施設だけでなく、市内民間施設とも連携し、市内の文化芸術環境の充実を図る。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

ホールの活用 姫路市文化コンベンションセンターのオー

プニングシリーズ（開館記念事業）を展開す

る他、パルナソスホールや姫路キャスパホー

ル等、市内ホール・劇場の活用に取り組む。 

市、外郭団体、

指定管理者 

博物館等の活用 姫路市立美術館や姫路文学館、書写の里・美

術工芸館等、市内博物館等の活用に取り組

む。 

市 

地域拠点施設の活用 市民の身近な文化芸術活動拠点である市立

公民館(68 館)活動の充実に取り組む。あわせ

て、各市民センターや図書館ホールの貸館利

用推進を図る。 

市、指定管理者 

施設運営者との連携の

充実 

市民や文化団体とのネットワークを持つ文

化国際交流財団や、各施設の指定管理者との

連携を充実し、それぞれのノウハウや強みを

活かしながら本ビジョンの推進に取り組む。 

市、外郭団体、

指定管理者 

活動環境の整備 芸術活動環境を整備するために、施設間の機

能分担の最適化を目指し、練習場及び関係施

設・備品の整備に取り組む。 

市、外郭団体、

指定管理者 

民間施設等との連携強

化 

市内の県立・民営の文化関係施設との連携を

強化し、文化施設等のネットワーク強化を図

る。また、共通チケットの導入など、公営・

民営の垣根なく、それぞれの施設を周遊しや

すい取り組みを検討する。 

県、市、外郭団

体、指定管理者、

民間事業者 
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【具体的施策①-2】文化関係施設の適切な維持・管理 

 

本市文化関係施設の利活用を促進するため、オンラインによる予約システムを充実す

るとともに、適切な品質の備品等の補充・修繕等に取り組む。また、利用者にアンケート

を行うことで、運営へのフィードバックを行い、適切な維持・管理に努める。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

オンライン予約システ

ムの充実 

「公共施設予約システム」の活用や、施設独

自の予約システムの導入により、利用者の利

便性向上を図る。 

市、指定管理者 

利用者アンケートの実

施 

施設利用者を対象としたアンケート調査を

定期的に実施し、回答結果を施設運営にフィ

ードバックすることで、利用者目線に立った

施設の維持・管理につなげる。 

市、指定管理者 

多様な決済手段の検討 市文化施設利用料の支払いについて、キャッ

シュカードや QR コードによる決済手段の導

入を検討し、利用者の利便性向上を図る。 

市、指定管理者 

老朽化施設の適切な維

持管理 

不具合箇所の修繕等を実施し、市民が安心し

て施設を利用できるよう適切に管理する。 

市、指定管理者 

 

 

  



33 

施策の柱② 文化芸術活動への支援 

 

本市で活動するアーティストや文化団体を支援するため、制作・発表機会の充実を図ると

ともに、助成や資金調達支援等に取り組む。 

また、インターネットを活用し、文化芸術活動の情報を収集・発信するだけでなく、市内

で発表される文化芸術活動をオンラインで配信・鑑賞できる環境を整備する。 

 

 

【具体的施策②-1】創作、発表機会の充実 

 

市民が本市で開催される文化芸術活動・イベントに参加・交流できる機会を創出する。

また、市民による文化芸術の創作、発表機会を充実するため、文化国際交流財団芸術監督

や音楽プロデューサー等専門家の助言を受けられる仕組みを検討する。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

発表機会の充実 「姫路市民文化祭」や「こころの祭 姫路」等、

市民が参加・交流できるイベントを開催す

る。 

市、外郭団体 

市民の芸術発表の場の

提供 

姫路市立美術館では兵庫県内で最も古い公

募展として姫路市美術展を開催している。15

歳以上であれば国籍、居住地を問わず、だれ

でも応募できる開かれた展覧会であり、審査

員による公開講評会も開催。市民が参加、交

流できるイベントを行っている。 

市 

アーティストバンクの

活用 
市内で文化芸術活動に積極的に携わる個人・

団体の情報（活動ジャンル、実績等）を収集

し、地域住民に紹介することで、地域住民が

開催する公演・講座等でのアーティストの活

動機会を増やし、地域における文化の振興を

図る。 

市、外郭団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】姫路市民文化祭 

 交響楽、器楽、吹奏楽、合唱、バレエ、邦楽、舞踊、能

楽、民謡、詩舞道、演劇、茶華道、俳句、盆栽等各分野で

活躍する郷土の団体が参加し、日頃の練習成果を披露し

て市民に鑑賞していただく文化の祭典。昭和 21年（1946

年）姫路市文化祭としてスタートし、令和元年度（2019

年度）開催の第 74 回では、227 団体、5,681 人の参加を

得て 22 の催物を開催し、14,598 人の来場を得た。 

会場のひとつである姫路市市民会館 
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【具体的施策②-2】文化活動助成事業の充実 

 

市民や文化芸術団体の活動について、助成や補助金による支援だけでなく、クラウドフ

ァンディング8や他団体が設立する基金を活用した資金調達が行えるよう、支援に取り組

む。 

また、一定の成果を挙げた文化芸術活動について、顕彰する。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

助成事業の拡充 「文化活動助成」制度の充実を図る。また、

姫路市文化芸術事業会場費補助金の充実に

取り組む。 

市、外郭団体 

多様な資金調達の支援 市内で活動する文化芸術団体が、クラウドフ

ァンディングや国等が実施する助成制度、財

団等が設立する基金を活用した資金調達が

できるよう、情報収集と発信に取り組む。 

市、外郭団体 

顕彰事業の実施 「和辻哲郎文化賞」や「姫路市芸術文化賞」、

「姫路文化賞」（姫路地方文化団体連合協議

会主催）、「有本芳水賞」（姫路信用金庫主催）

等、芸術文化・学術研究活動の顕彰に引き続

き取り組む。 

市、外郭団体、

民間事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
8 不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを

行うこと。 

【参考】姫路市文化芸術事業会場費補助金 

 平成 31 年 4月 1日より、市施設使用料の後援による減

免制度が廃止されたことを受け、同日より文化芸術事業

の実施に要する市施設使用料の一部（30％（附属設備使用

料を含む））を補助する制度を創設。幅広い世代の市民が

参画できる多様な文化芸術活動を促進させ、市民文化の

更なる醸成を推進する。 

【参考】和辻哲郎文化賞 

 姫路市制 100 周年と、姫路出身の哲学者・和辻哲郎（明

治 22から昭和 35）の生誕 100 年を記念して、研究者の育

成と市民の文化水準の向上に資するため、昭和 63年度に

創設した。令和元年度は一般部門 108 点、学術部門 86点

の応募の中から、各 1点を選出した。 

姫路文学館 

パルナソスホール 
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【具体的施策②-3】情報収集・発信 

 

コロナ禍での 3密の回避等、「新しい生活様式」を取り入れることが求められているこ

とから、文化芸術活動のオンライン配信の支援に取り組む。 

また、市内の文化芸術活動の情報を一元的に収集・提供できるよう、これまで以上に情

報発信力の充実を図る。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

コロナ禍におけるオン

ライン配信支援 

コロナ禍でもインターネットを通して市民

が文化芸術にアクセスできるよう、ホールの

リアルタイム配信への対応について検討す

る。また、市民がオンライン配信のノウハウ

を学ぶ講座の開催等を検討する。 

市、外郭団体 

インターネットによる

情報収集・発信の充実 

多様な市民文化情報を収集し、編集・提供す

る。 

また、5G による高精細・高臨場感の映像コン

テンツの利活用を研究する。 

市、外郭団体 

美術館 ICT サービス戦

略 

平成 25 年度より構築してきたデジタルデー

タを HP 上で公開、作品情報の発信・更新・管

理を行っている。館蔵品の画像および作品情

報を HP で早く・見やすく・分かりやすく国内

外の多くのひとに提供することを目的に、特

に今後は来館者に対して携帯電話端末を利

用した多様な鑑賞サービス（例：音声解説ア

プリや QR コードを用いた解説ツール等）を

導入し、常設展示室および恒久設置作品（前

庭の彫刻）をはじめとした館蔵品についての

丁寧な解説を多言語で提供することを目指

す。 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】コロナ禍におけるオンライン配信支援 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、多くの

文化イベントが中止や延期を余儀なくされる中、本市ゆ

かりのアーティストや音楽団体を支援するため、令和2年

（2020 年）7月より、文化芸術活動の動画配信を条件に、

利用予定のない文化ホールを無償で貸し出す「文化ホー

ル活用動画配信事業」を実施した。 配信された動画の一例 
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施策の柱③ 文化芸術に触れる機会の拡充 

 

 市民ニーズにあった文化芸術に触れる機会を創出するとともに、文化芸術関連団体と連

携しながら多様で質の高い文化芸術を鑑賞する機会を提供する。 

 

 

【具体的施策③-1】幅広い分野の文化芸術に親しむ機会の充実 

 

メディア芸術の浸透、インターネットの普及に伴い、自宅で文化芸術を鑑賞する機会がま

すます増加することが見込まれる。 

ホールでのコンサートのほか、市内でのまちかどコンサートや姫路市立美術館や商業施

設でのミニコンサート等、生の音やほんものの絵画に気軽に触れることができる環境づく

りが求められる。 

一方で、今後はインターネットを利用し、会場に足を運べない市民に対する配信や、ライ

ブビューイングの実施にも簡単に取り組めるような施設整備が重要となる。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

市民ニーズに応じた機

会の創出 

平成 29 年（2017 年）の文化芸術基本法の改

正に際し、振興を図ることと明示された食文

化や園芸等の生活文化を含む、多彩なジャン

ル・内容の文化芸術を市民が鑑賞・体験・創

造できるよう、文化振興事業を展開する。 

市、外郭団体 

市立文化施設における

展覧会事業の実施 

姫路市立美術館、姫路文学館、書写の里・美

術工芸館の各文化施設において、特別展・企

画展・常設展等の展覧会事業を通して、美術

や文学、美術工芸の素晴らしさや魅力を市民

に発信する。 

市 

美術館におけるギャラ

リーコンサートの開催 

文化芸術を楽しむ多様なスタイルを開拓す

るため、姫路市立美術館企画展示室におい

て、絵画と音楽を同時に鑑賞するイベントを

開催する。プロ演奏家を招いての、展示内容

に合わせたプログラムのコンサートを開催

する。 

市、外郭団体 

 

 

 

 

 

 

【参考】ストリートピアノの設置 

 「音楽のまち・ひめじ」事業の一環として、令和 2年 1

月より JR姫路駅中央コンコースに、誰もが自由に弾くこ

とができるストリートピアノを設置している。市民や駅

利用者に鑑賞や発表の機会を提供し、音楽を通じた交流

とにぎわいの場となっている。 
姫路駅のストリートピアノ 



37 

 

 

【具体的施策③-2】質の高い文化芸術の鑑賞 

 

「質の高い芸術を鑑賞する機会」を本市に望む、市民や文化団体からの声は多い。 

本市では、赤穂市と共同で、「ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫路」を毎年 10月に開催し

ており、全国的に定評を得ている。 

また、芸術監督及び音楽プロデューサーの配置により、文化国際交流財団の事業の方向

性が明確になりつつあり、「池辺晋一郎 Presents シンフォニック・プリンセス」等の自主

制作公演の実施や、日本センチュリー交響楽団との「音楽フレンドシップ協定」締結、パ

ルナソスホール専属オルガニストによるオルガンシリーズ等、質の高い新たな鑑賞機会

の創出に取り組んでいる。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

質の高い文化芸術の鑑

賞機会の提供 

「ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫路」や、姫路

市文化コンベンションセンターのオープニ

ングシリーズ等を通して、市民が“ほんもの”

の文化芸術を鑑賞できる機会を創出する。 

市、外郭団体、

指定管理者 

連携事業の実施 文化国際交流財団と各種事業を連携し、「音

楽フレンドシップ協定」を締結した日本セン

チュリー交響楽団を始めとして、今後も兵庫

県立芸術文化センター等、様々な文化芸術関

連団体と連携し、質の高い文化芸術の取り組

みを実施する。 

市、外郭団体 

文化事業の発信 市民参加型創作オペラ「千姫」の制作・上演

や、文化国際交流財団の芸術監督による制作

公演等、本市の地域特性や歴史文化を題材と

した文化芸術事業を制作し、国内だけでなく

世界に向けても発信する。 

市、外郭団体 

 

 

  
【参考】ル・ポン国際音楽祭 赤穂・姫路 

 世界的ヴァイオリニストでベルリン・フィルハーモニ

ー管弦楽団首席コンサートマスター樫本大進氏を音楽監

督に迎え、赤穂市と共同開催する。10 回目となる平成 28

年（2016 年）には、サントリーホールにて東京特別公演

を行い、好評を博した。 
東京公演の様子 
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施策の柱④ 文化芸術に関わる人材の育成 

 

本市に対して、「子どもや若い世代が文化芸術に関心を高める催しが数多く開かれている」

ことを希望する声が多く、本市がこれまで培ってきた文化芸術の火を絶やさないため、これ

からの文化芸術を担う人材や支える人材の育成に取り組む。 

 

 

【具体的施策④-1】文化芸術を担う人材の育成 

 

本市で育つ子どもたちが文化芸術を鑑賞・体験・創造することで、これからの豊かな生

活につなげていく。 

また、中学生や高校生の青少年が主体的に文化芸術に関わる機会を提供するとともに、

本市でアーティストとして活動したい若者を支援していく。 

プロのアーティストを目指す若者の登竜門として、多様なジャンル・分野のコンテスト

やマスタークラスを開催し、文化芸術の裾野を広げる基盤づくりに取り組む。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

子どもが文化芸術に触

れる機会の強化 

小学生が幅広い分野の文化芸術に触れ、興味

を持つ機会となるよう、アウトリーチ事業に

引き続き取り組む。また、姫路市ジュニアオ

ーケストラを始め、面白山ヴァイオリン教室

や姫路市児童合唱団等、学校以外でも子ども

たちが文化芸術を鑑賞・体験できる機会を強

化する。 

市、外郭団体 

若い文化芸術関係者の

育成 

「キャスパシアタープロジェクト」事業や姫

路市吹奏楽団の活動を通じて、若者が文化芸

術活動に取り組める環境を整備する。 

また、芸術家の育成促進のため、芸術家が制

作した作品を市民と交流しながら販売でき

る機会を支援する。 

市、外郭団体 

コンテスト・マスター

クラスの拡充 

本市で実施されている「姫路パルナソス音楽

コンクール」や「上田晴子ピアノスクール『マ

スタークラス』」、「『交響詩ひめじ』合唱コン

クール」、「姫路市美術展」、「藤原正彦エッセ

イコンクール」等の拡充を図り、若い文化芸

術関係者が世界に羽ばたく機会を創出する。 

市、外郭団体 
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【具体的施策④-2】文化芸術を支える人材の育成・活用 

 

本市の文化芸術活動を運営面から支えるボランティア等の市民が活躍できる機会の増

加に努める。 

また、本市の文化芸術を支える各種友の会の活動を支援する。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

ボランティアの育成・

活用 

姫路市文化センターや姫路文学館、姫路市立

美術館における文化ボランティアの活動の

充実を図る。 

また、市民の身近な文化芸術活動拠点である

市立公民館において、公民館活動のリーダー

の育成に取り組む。 

市、指定管理者 

サポーターシステムの

拡充 

本市の文化芸術を支える「文化国際交流財団

友の会」や「姫路市立美術館友の会」につい

て、会員の維持・増加に取り組む。 

市、外郭団体 

 

  

【参考】小学生を対象としたアウトリーチ事業 

 小学生への音楽教育の一環として、楽器の音を生で聴

くことにより、子どもの情操教育の充実をめざし、感性

を豊かに育むとともに、地域文化の向上も図る。プロの

オーケストラメンバーによるワークショップとコンサー

ト、パルナソスホールオルガニストによる移動可能な小

型のパイプオルガン（ポジティフオルガン）を用いたワ

ークショップを実施している。 

【参考】姫路市ジュニアオーケストラの創設 

 令和 2年（2020 年）に、活動を通して音楽の素晴らし

さ、演奏の楽しさを体験することで、「音楽のまち・ひめ

じ」の次代を担う人材の育成や、音楽文化の更なる発展

に寄与することを目的に、姫路市ジュニアオーケストラ

を創設。講師は、文化国際交流財団と「音楽フレンドシッ

プ協定」を結ぶ日本センチュリー交響楽団のメンバー等

が務める。 

練習の様子 

ポジティフオルガンのワークショップ 
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施策の柱⑤ 地域に伝わる歴史文化遺産の保存と活用 

 

本市には世界遺産姫路城を始めとして、市内全域に多彩な文化財が継承されている。これ

らを適切に保存・管理するとともに、教育・学習支援機能の充実を図りながら、文化財の保

存継承の意義を広く啓発する。 

 

 

【具体的施策⑤-1】世界遺産姫路城の保存と活用 

 

本市の誇りである世界遺産姫路城は、令和 5年（2023 年）に世界遺産登録 30 周年を迎

える。姫路城を適切に保存するとともに、文化観光等にも活用していくため、匠の技の継

承や景観形成に取り組む。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

未来に引き継ぐ姫路城

の保存 

建造物、石垣の保存修理や史跡の整備、匠の

技の継承を通して、「特別史跡姫路城跡整備

基本構想」と、それに基づく「整備基本計画」、

「保存活用計画」の推進に取り組む。 

市 

姫路城にふさわしい周

辺景観の形成 

姫路城と調和した景観形成の誘導に取り組

む。また、市民の景観形成への意識の醸成を

図る取り組みを推進する。 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】特別史跡姫路城跡整備基本構想 

 昭和 61 年 4月策定の基本構想を全面的に見直し、平成

20 年 3 月に策定。世界遺産姫路城を内曲輪、中曲輪、外

曲輪及びバッファゾーンに分け、長期的な観点に立って、

それぞれのエリアごとに保存継承、景観誘導、文化観光拠

点として周辺整備等の考えを示すことで姫路城跡の将来

のあるべき姿を示している。 世界遺産姫路城 
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【具体的施策⑤-2】多彩な文化財等の保存と活用 

 

本市には多彩な文化財が継承されており、これらの保存・活用に努める。特にインター

ネットを活用した古文書類のデジタル化や、市内各所に存在している、“埋もれた”芸術

作品の周知と活用に取り組む。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

地域文化資源の発掘と

活用（教育等） 

貴重な古文書類のデジタル化とインターネ

ット上での公開に取り組む。 

また、埋蔵文化財センターの充実や、文化財

散策ルートの整備と活用に取り組む。 

市 

多彩な文化財の保存と

活用 

多彩な文化財を調査、保存し、その価値を伝

えるとともに活用を図る。また、埋蔵文化財

センターにおける企画展、体験学習等の開催

により学習機会を提供するとともに、刊行物

やホームページを通じた積極的な情報発信

により文化財への愛護意識の啓発に努める。 

市 

近代芸術作品の保存と

活用 

市内に設置されているパブリックアート作

品や、特別史跡姫路城跡の指定区域外にあた

る大手前通りに設置された彫刻作品の周知

と活用を推進する。 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】本市の岡本太郎作品 

 本市内には岡本太郎氏によるパブリックアート作品が

3 点あり、姫路市立総合スポーツセンター前に「躍動」

(1981 年)が、書写山ロープウェイ山上駅前広場に「椎名

鱗三文学碑」（1980 年）が、バーズタウン（夢前町）に「若

い泉」（1974 年）が、それぞれ設置されている。 

「若い泉」 



42 

【具体的施策⑤-3】伝統文化・歴史的文書の継承と活用 

 

本市の伝統文化や歴史的文書、地域の伝統行事について、継承と活用に取り組むととも

に、小学校や中学校と連携し、本市の伝統文化や歴史文化を学ぶ「播磨学」の研究支援に

取り組む。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

伝統文化の継承と活用 兵庫県が設置する兵庫県伝統文化研修館等

とも連携し、文化伝承活動の振興や学びの機

会の創出に努めるとともに、工芸技術の担い

手の育成に取り組む。 

また、播磨学の研究支援に取り組む。 

県、市、外郭団

体 

地域の伝統行事の継承

と活用 
市民に守り伝えられている祭りや獅子舞等

の伝統行事は、地域への誇りと愛着を育む貴

重な文化資源であるが、担い手の高齢化が課

題となっていることから、若者の自主的な活

動を促す必要がある。 

市、地域団体 

歴史的文書の継承と活

用 

本市の歴史を体系的に後世に引き継ぐため

発刊する姫路市史については、引き続き最終

16 巻別編「年表・索引」の編纂に取り組む。

また、古文書類の調査・保存活用に取り組む。 

市、地域団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】文化伝承活動の振興 

 伝統行事等の保存活動団体が実施する民俗文化財の保

存活動や史跡管理事業に対して、事業費補助を行う「郷土

文化財保存事業補助金」を交付する。令和元年度は 38団

体に対し助成を行った。 

関の火まつり 

【参考】播磨学 

 私たちのふるさと播磨地域の過去から現在に至るさまざまな事象を明らかにし、日

本史の中における播磨地域の実像を浮かび上がらせるとともに、研究を通して播磨の

未来に向けてのビジョンを構築しようとする研究活動。その対象範囲は歴史学(考古

学)、民俗学、経済学、政治学にまで及び、時間的な流れも古代から近現代までをカバ

ーする播磨地域の総合的な研究である。 
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施策の柱⑥ 文化芸術を活用したまちづくり 

 

文化芸術の本質的価値だけでなく、社会的・経済的価値の普及とくらしの中への波及に取

り組むため、地域との連携・協働や、様々な関係分野との連携に取り組む。 

 

 

【具体的施策⑥-1】文化芸術を活かした地域との連携・協働 

 

文化芸術をそれぞれの地域で活用し、シビックプライドの創出を図るため、地域との連

携・協働に取り組む。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

文化芸術を活かした地

域連携・協働事業の推

進 

文化をテーマとした「提案型協働事業」を実

施する。 

また、「コミュニティ活動助成事業」を活用

し、市内の地域の連携の輪を広げ、コミュニ

ティ活動を推進し、文化芸術を活かして、地

域の活性化を図る。 

市、市民活動団

体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】文化をテーマとした提案型協働事業 

 地域の課題等に取り組む市民活動団体から、団体と行

政が協働して行う事業を提案してもらい、その公益性や

実効性、継続性等について書類審査、プレゼンテーショ

ン審査を行った上、50 万円を上限として助成する「姫路

市提案型事業」において、文化に関した募集テーマを提

案する。「文化芸術を活用した地域活性化」が募集テーマ

として採用された令和元年度は、3事業の応募を得、うち

2事業が採択された。 

【参考】兵庫県伝統文化研修館特別事業 

 世界遺産姫路城等の歴史的文化資源を活用した文化・

観光振興を図り、兵庫県と本市の共催で実施する。令和元

年度より開始し、同年度は「姫路城ゆかりの伝統文化魅力

発信プロジェクト」と題し、姫路城関連施設において、奉

賀舞等のイベントを実施するとともに、播磨地域の文化

の検証映像を作成し、国内外へ発信した。 

第 2 回姫音祭（R1） 

兵庫県伝統文化研修館 
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【具体的施策⑥-2】文化芸術と様々な関係分野との連携の促進 

 

文化芸術を、観光や産業振興、福祉やまちづくり等他分野と連携させ、文化芸術の社会的・

経済的価値の促進につなげる。 

また、多様な価値観の尊重と他者との相互理解の促進を図るため、文化芸術を活用した社

会包摂の取り組みを推進する。 

 

■施策の実現に向けて実施すべき事業例 

主な事業 内容 主な主体 

「ユニークベニュー9 

HIMEJI プラン」の促進 

世界遺産姫路城をはじめ、好古園や姫路市立

美術館等の歴史的、景観的に価値がある施設

を、特別感を演出できる会場として活用する

ことで、本市における MICE10の推進及び施設

の維持管理、魅力向上等のための財源確保を

図る。 

市、民間事業者 

姫路観光コンベンショ

ンビューローとの連携 

姫路観光コンベンションビューローは、姫路

市における観光事業の振興とコンベンショ

ンの誘致、開催支援及び国内外の映画、テレ

ビ等のロケーション撮影の誘致に積極的に

取り組み、もって、地域経済の活性化、市民

文化の向上を図り、国際観光都市・姫路の構

築に寄与することを目的としている。姫路市

文化コンベンションセンターの開館に伴い、

文化国際交流財団と連携し、双方の誘致活動

の中で、MICE、文化振興の観点も意識しなが

ら、情報共有、連携事業の実施による相乗効

果を高めていく。 

市、外郭団体、

民間事業者 

  

                             
9 歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感

や地域特性を演出できる会場のこと。 
10 企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）

（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議 （Convention）、展示

会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で、これらのビジネス

イベントの総称。 
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「オール・ひめじ・アー

ツ＆ライフ・プロジェ

クト」に基づく事業の

推進 

文化の理解を深めるための観光＝文化観光

を推進すべく、姫路市立美術館が行政の観光

部局や姫路観光コンベンションビューロー、

民間事業者等と連携し、姫路城・圓教寺とい

う姫路の二大文化資源をつなぐ結節点とし

ての役割を果たすことで、姫路市がもつ有

形・無形の文化資源の新たな価値を創出・発

信するための文化クラスターを形成する。 

主要事業は、アートプロジェクト、メディア

横断型現代美術、デジタルアート、建築・都

市デザイン等の各分野から「コアアーティス

ト」として招聘する第一人者たちによる一連

の表現活動として展開される。 

市、外郭団体、

民間事業者 

文化芸術を活用した社

会包摂の取り組み 

障害者作品展や、障害のある児童を対象とし

たワークショップの実施、アーティスト等の

幼稚園・保育園・こども園や高齢者施設への

派遣等、文化芸術事業を通じた社会包摂の取

り組みを推進する。 

市、外郭団体、

民間事業者 

企業等の文化芸術活用

の促進 

「ひめしん文化会」、「公益財団法人グローリ

ー小学生育成財団」等、企業等と連携した文

化芸術の支援に取り組む。 

市、市内企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】姫路城薪能 

 世界遺産姫路城を背景に、歴代姫路藩主にも愛好され

た日本を代表する伝統芸能である能楽、狂言を広く市民

に鑑賞していただくため、昭和 46 年より、姫路お城まつ

りにおいて開催されている。姫路薪能奉賛会主催、兵庫

県・姫路市・文化国際交流財団等後援。 

姫路城薪能 
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第５章 ビジョンの推進 

 

１．進行管理等 
（１）進捗管理 

  本ビジョンを着実に推進し、実効性を高めるためには、PDCA サイクル（Plan（計画）‐

Do（実行）‐Check（評価）‐Action（改善））によりビジョンの進行管理を実施すること

が重要である。施策の推進については、年度ごとに庁内関係部署より各施策の進捗状況を

聴取し、文化国際課で取りまとめる。 

 

（２）計画の評価 

（１）で取りまとめた各施策の進捗状況をもとに検証・評価し、必要に応じて本ビジョ

ン策定に関与した検討懇話会のメンバー等の学識経験者や文化団体代表者等から意見や

提言を受ける。 

 

（３）施策等の見直し 

施策を実施するにあたっては、（２）でいただいた意見や提言を踏まえ、必要に応じて

施策の見直しを行う。 

 

 

２．庁内関係部署の協力体制の構築 
事業を実施するだけではなく、本ビジョンの施策の推進について検討するため、教育委

員会や観光、産業等の関係部署と連携・協力体制を構築する。 

 

 

３．文化国際交流財団との連携の強化 
文化国際交流財団は、その設立経緯から、市内の文化芸術振興活動の中心的役割を担っ

てきた。姫路市文化コンベンションセンターの開館後は、同センターにおいて市民文化醸

成事業を実施するとともに、引き続き、文化芸術に触れる機会を提供し、市民の文化芸術

活動の支援及びネットワークを醸成する等、市民が文化芸術を享受するだけではなく、活

発に文化芸術活動を行えるよう本ビジョンに掲げる文化芸術振興施策の実施について連

携を強化する。 


