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これまでの懇話会などでのご意見
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第３回（前回）整備検討懇話会での意見 （１/２）

１．住宅機能の導入について
● 住宅機能だけでなく、低層階には多様な機能を複合

● 高齢者や若者が住み、多世代交流が出来る仕組みづくりが大事

● 高額所得者を誘致し、まちの購買力を高める

● Ｂ・Ｃブロックへの導入は望ましいが、Ａブロックはあまり望ましくない

２．都市型ホテルの導入について
● 周辺への波及効果も期待できるので、最初から諦める必要は無い

３．望ましくない導入機能について

● 自動車教習場、工場、倉庫は不要

● ボーリング場、水泳場、劇場や映画館は良いが、ぱちんこ屋、キャ

● 信仰の自由を妨げるものではないが、宗教施設は気になる

バレーやダンスホールは不要

例：福祉、医療、健康、文化、教育、育児・託児、商業機能
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第３回（前回）整備検討懇話会での意見 （２/２）

● 姫路の中心に人を集めて、賑わうまちづくりをしていくことが必要

● 若者が集まるには大学のほかにシネコンも有効

● まちの随所に文化機能をもっと埋め込むべき

● コアゾーンに観光施設を埋め込む努力が必要

● 回遊性が生まれるように既存のまちの一部として売ることが重要

● 姫路の企業が本社ビルを造ったり、あるいは他地域の上場企業に

● Ａブロックは都市型ホテル、Ｃブロックはどちらかと言えば住宅、Ｂブ

● 下層階は連続的に回遊できるように子育てや教育施設、若者が仕

● イベントゾーンまでの経路を考えることが必要

４．その他の意見（まちづくり全体など）

本社移転を働きかけ、安い価格で土地を提供してはどうか

ロックはその混合のような中間的なゾーンが良いのではないか

良いのではないか
事をできる場所など多様な機能が入り、上層階は住宅や一部学校が



第２回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラム

●開催概要
日時 ： ３月２８日（月） １８時～
場所 ： あいめっせホール （イーグレひめじ３階）

●基調講演
「成熟社会に求められる都心とは」
・田原 直樹 （兵庫県立大学自然・環境科学研究所教授）

●パネルディスカッション
「歩行者中心の人にやさしい空間づくり」
「未来につなぐ姫路らしいまちづくり」
・小林 正美 （明治大学教授） ＊コーディネーター

・篠原 祥 （日本都市計画学会評議員、

大阪ガス㈱姫路地区支配人）

・中元 孝迪 （播磨学研究所所長）

・三宅 知行 （姫路商工会議所会頭）

・久保 美智代 （フリーアナウンサー）

・滝本 強 （兵庫県立大学環境人間学部３回生）

・本間 彰 （近大姫路大学教育学部２回生）

・石見 利勝 （姫路市長）
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第２回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラムでの意見（１/３）

● これからの都心は集客ではなく、多様性づくりを考えるべき

・ 何か一つで完結させてしまうのではなく、尐し小さくても極め細やか

・ 質の違う魅力を複合的に重層的に持つことにより、都市は潤う

・ 事務所であったものを店舗にするコンバージョンという手法も有効

・ 空間的に言えば、何か特徴を持ったある地域、界隈が欲しい

基調講演

・ 気に入った場所を２箇所セットで仕込むことで、回遊性が生まれる

で、きらりと光るようなものの蓄積が必要
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第２回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラムでの意見（２/３）

● 中心市街地活性化のため、都心居住を推進し定住人口を増やす

● 都市機能を充実 例：都市型ホテル、コンベンション機能、医療、教育

● 世代間交流が積極的に行われる 例：大学、保育所、デイサービス

● 城ミュージアム、世界文化遺産ミュージアムを造る

● 魅力ある場所が必要 例：姫路のグルメを提供する場所を集中させる

パネルディスカッション 【導入機能に関すること】
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第２回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラムでの意見（３/３）

● 周辺の既成市街地との連携、回遊性が必要

● まちの面白さは多様性と意外性

● 古いもの（新たな城下町）を今の素材で造るのは良くない

● 今風のまちなみ、コンセプトであっても何か共通したテーマ性が必要

● ヒューマンスケールのまちづくり

パネルディスカッション 【まちの雰囲気に関すること】
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シティホテル

ショッピング施設・飲食店等

オフィスビル

大学

医療・健康施設

高層マンション

その他

0
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第２回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラムアンケート結果

Ｑ．北駅前広場に隣接するコアゾーンには、どんな施設が必要
だとお考えですか（複数回答可）。

● シティホテル、オフィスビル、大学、

● 医療・健康施設 ５３人（２５％）

● ショッピング施設・飲食店等 ４５人（２１％）

Ｑ．コアゾーンはどんな雰囲気（イメージ）のまちになれば良い
とお考えですか（複数回答可）。

● 楽しく過ごせるまち ４３人（２１％）

● 水や緑にあふれたまち ５５人（２７％）

● ゆったりと歩けるまち ４３人（２１％）

● 安全で安心なまち ３４人（１７％）

それぞれ２０人前後（１０％程度）
高層マンション



第２章
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望ましい都市機能（まとめ）



●キャバレー

●教会

●自動車教習所

●倉庫業倉庫 ●畜舎
●工場（規模等制限有） ●自動車修理工場（規模制限有）

●麻雀屋 ●ぱちんこ屋 ●馬券・車券発売所

●ダンスホール

●神社 ●寺院

★住 宅
★店 舗
★事務所
★ホテル、旅館

●ボーリング場

●劇場

●学校 ●図書館
●病院 ●保育所
●老人ホーム ●老人福祉センター

●水泳場

●映画館

●診療所

★住 宅
★店 舗
★事務所
★ホテル、旅館

●ボーリング場
●カラオケボックス
●劇場
●キャバレー

●学校 ●図書館 ●交番 ●教会
●病院 ●保育所
●老人ホーム ●老人福祉センター
●自動車教習所

●単独車庫 ●倉庫業倉庫 ●畜舎
●工場（規模等制限有） ●自動車修理工場（規模制限有）

●麻雀屋 ●ぱちんこ屋 ●馬券・車券発売所
●水泳場 ●ゴルフ練習場 ●バッティング練習場

●映画館
●ダンスホール

●神社 ●寺院
●公衆浴場 ●診療所

★遊技施設・風俗施設

★公共施設・病院・学校等

★工場・倉庫等

商業地域における建築可能な用途 （概要）
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※ 赤字：懇話会などで望ましい導入機能としてご意見をいただいたもの

※ 青字：懇話会などで望ましくない導入機能としてご意見をいただいたもの



都心部まちづくり構想

懇話会など 民間事業者

コアゾーンの望ましい導入機能

都心部まちづくり構想

懇話会など 民間事業者
12

○商業施設

○都市型ホテル

○高齢者向け施設

○住宅

○教育施設

○映画館

○福祉施設

○医療・健康施設

○保育所

○業務施設

○都市型ホテル

○商業施設

○シネマコンプレックス

○業務施設

○高等教育機関

○医療・健康施設

○都市型ホテル

○商業施設

○シネマコンプレックス

○住宅（高齢者向け等）

○医療施設

○教育施設

○福祉施設

○業務施設

※シネマコンプレックスには、
ボーリング場、水泳場、劇場を含む

※高等教育機関には、
高校、専門学校、学習塾を含む
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コアゾーンの望ましい導入機能

都心部まちづくり構想

懇話会など 民間事業者

○都市型ホテル

○商業施設

○シネマコンプレックス

○業務施設

○高等教育機関

○医療・健康施設

○福祉施設

○保育所

○高齢者向け施設○住宅

※シネマコンプレックスには、
ボーリング場、水泳場、劇場を含む

※高等教育機関には、
高校、専門学校、学習塾を含む
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コアゾーンの導入機能 【まとめ】

１．望ましい機能及び配置
● 都心部まちづくり構想で示されている導入機能に加え、懇話会などで導入

● 住宅機能は、中心市街地活性化の観点からＢ・Ｃブロックには望ましい導

・ 住宅機能だけでなく、低層階には多様な機能の複合化と各ブロック間は

・ 都市型ホテル、商業施設、飲食店等、シネマコンプレックス等アミューズ

２．望ましくない機能
● 懇話会などでのご意見をもとに、賑わいの創出の観点などから、以下の

・ 麻雀屋、ぱちんこ屋、馬券・車券発売場、キャバレー、ダンスホール、

が望ましいとされた機能

保育所 （特に姫路の駅前にないもの）
メント施設、業務施設、高等教育機関、医療・健康施設、老人福祉施設、

入機能とするが、公共空間性の高いＡブロックには望ましくない

もとより周辺市街地との回遊や連携を図る

ものを望ましくない機能とする

自動車教習所、工場、倉庫、宗教施設


