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はじめに 

 

 

 姫路市都心部は、大きな変革の時期を迎えようとしています。 

 

 平成 20 年（2008 年）12 月 21 日、JR 山陽本線等（姫路駅付近）連続立体交差事業

が、播但・姫新線高架切り替えによって完全高架化を迎えました。これにより、姫路

市の永年の課題であった南北都心部の一体化や、姫路駅周辺のまちづくり「キャステ

ィ 21（姫路駅周辺整備事業）」が本格的に稼動することとなります。キャスティ 21

は、連続立体交差事業とあわせて実施されている姫路駅周辺土地区画整理事業による

基盤施設整備を踏まえ、既存の都心部と相互補完、相乗効果の発揮することができる

高次都市機能の導入や高質な都市空間の創出などをめざしています。 

 姫路市では、このような新たな動向を視野に入れた都心部全体のグランドデザイン

として、平成 18 年（2006 年）3 月に「姫路市都心部まちづくり構想」を策定し、こ

れを踏まえ、キャスティ 21 の中でも中心的役割を担い、姫路の新たな顔となるエン

トランスゾーンやコアゾーンでのまちづくりの方向性を検討することとなりました。 

 

このような背景のもと、平成 22 年（2010 年）7 月に姫路市は学識経験者、関係団

体、市民、行政等から構成される「コアゾーン等整備検討懇話会」を設置し、約 1 年

3 カ月にわたり、コアゾーン等の導入機能やまちなみ形成の方向性、まちづくりの進

め方などを討議しました。 

本提言は、その討議の成果をとりまとめたものであります。 

 

 昨今のわが国をとりまく社会経済情勢は厳しいものがあり、本提言で示すまちづく

りを実現することは容易とはいえませんが、コアゾーン等のまちづくりが進展し、魅

力と活力あふれる都心部の再生に貢献することを願ってやみません。 

 

 

平成 23 年（2011 年）●月 

 

コアゾーン等整備検討懇話会 

会 長  小林 正美 

副会長  田原 直樹 
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1. 本提言の位置づけ 
 

○本冊子は、平成 22 年 7 月～平成 23 年 11 月の間に計 6 回開催した「コアゾーン等整備検討懇話会」

での討議内容や平成 23 年 3 月 28 日に開催した「第 2 回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラム」

等での意見などを踏まえ、コアゾーン等検討懇話会がコアゾーン等の整備内容等に関する考え方を

とりまとめた姫路市への提言である。 

○本提言の内容が、今後、姫路市が策定するコアゾーン等の「まちづくり指針」、「企業誘致方針」

の参考となり、事業コンペによる魅力あるまちづくりが進展することを希求するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ.1 本提言の位置づけ 

 

 

 

■コアゾーン等整備検討懇話会 
○第 1 回：平成 22 年 7 月 23 日 

姫路駅周辺の整備状況について、コアゾーン等の整備について 

○第 2 回：平成 22 年 8 月 31 日 

他都市における事業コンペの事例について、姫路市中心市街地の現状について、

民間施設立地需要調査及び民間事業者立地意向調査について、コアゾーン等の開

発コンセプトについて 

○第 3 回：平成 22 年 12 月 27 日 

姫路駅北駅前広場のデザインについて、JR 新駅について、コアゾーン等の導入機

能（施設）について 

○第 4 回：平成 23 年 5 月 30 日 

第 2 回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラムについて、コアゾーン及び 12

街区の導入機能（施設）について 

○第 5 回：平成 23 年 10 月 3 日 

まちづくり指針と企業誘致方針の概要について 

○第 6 回：平成 23 年 11 月 7 日 

キャスティ 21 コアゾーン等の整備に関する提言について 

 

■第 2 回高架後の姫路都心部まちづくりフォーラム 
○平成 23 年 3 月 28 日開催 

○基調講演、パネルディスカッション 

○来場者アンケート 

コアゾーン等整備検討懇話会等 

「キャスティ 21 コアゾーン等の整備に関する提言」 
懇話会での討議等をもとに、コアゾーン等の整備に関する基本的考え方など

に関する懇話会から姫路市への提言 

姫路市 

まちづくり指針 
○まちづくりの考え方 

○建築規制によるまちなみ形成方針 

など 

企業誘致方針 
○売却単位 

○導入機能 

○土地利用 など 

事業コンペ募集要項 事業コンペ審査基準 

事業コンペの実施 

民間事業者の 

意向等 
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2. 本提言の対象地区とその概要 
 

○本提言の対象地区は、キャスティ 21 のうちコアゾーン・A～C ブロックとエントランスゾーン・12

街区とし、その位置および概要を以下に示す。 

○対象地区のうちコアゾーン・A～C ブロックについては複数の民間事業者によるまちづくりが行わ

れる可能性が高いことから、まち全体に対する基本方針やまちづくり方針等を、エントランスゾー

ン・12 街区は単一事業者による街区整備が想定されることから、配慮すべき事項等を本提言でとり

まとめることとする。 

 

 
図Ⅰ.2 対象地区と位置 

 

 

表Ⅰ.1 対象地区の各街区の概要 

 エントランスゾーン コアゾーン 

12 街区 A ブロック B ブロック C ブロック 

面  積 約 0.3ha 約 1.0ha 約 0.8ha 約 0.8ha 

用途地域 商業地域 

容積率／建ぺい率 600%／80% 400%／80% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. まちづくりの考え方 
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1. コアゾーン等に求められる役割 
 

「姫路市都心部まちづくり構想（平成 18 年 3 月、姫路市）」など対象地区の上位計画をもとにす

ると、コアゾーン等には以下の役割が求められることになる。 

 

(1) 姫路の顔となる新たな都市拠点づくり 

～播磨の中核都市、テクノポリスの母都市としての輝きを増し、市街地活性化やコンパクトシティ

の実現に貢献する拠点～ 

①播磨地域のポテンシャル向上 

「高次都市機能の集積」による「消費流出の抑制」と「集客力の強化」 

②都心部活性化を先導 

「多様な機能集積」と「回遊性の向上」による「都心部全体への活力の波及」 

③コンパクトシティの実現への貢献 

「都心部の魅力向上」と「交通結節点機能の強化」 

 

(2) 来街者をもてなし、時を感じ人が交流する空間づくり 

～魅力と姫路らしさのあるシンボル空間やもてなし空間の整備により、人々が集い、賑わい、交流

するまち～ 

①姫路の新たな象徴となるシンボル空間の創出 

市民が「誇らしく思い」、来街者の「印象に残る」整備 

②時を感じ人が交流する空間の創出 

来街者を「歓迎」し、「おもてなし」の場として整備  

③まちと一体となった心地よい空間の創出 

利用者の「滞在環境」と「回遊性」の向上 

 

(3) 東西方向の新たな景観・環境軸の創出 

～東西方向に新たな景観・環境軸を創出することにより、やすらぎやうるおいを感じるまち～ 

①景観・環境の東西軸の創出 

都心の新たな「回遊動線」と「にぎわい動線」を形成 

②大規模街区を活かした景観形成 

「ゆとり」と「うるおい」のある新たなまちなか環境の形成 

 

(4) 官民の連携・協働による、創り・守り・育てるまちづくり 

～行政と民間事業者、市民等の役割分担により、整備・管理・利用が適切に行われるまち～ 

①官民協働での魅力ある都市景観の形成 

民間事業者との協働による「品格ある都市景観」の形成 

②市民による持続的なまちづくり 

市民との協働による都市空間の「利活用」と「管理運営」 
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2. コアゾーンの開発コンセプトとまちづくりの基本方針 

 
2.1 コアゾーンの開発コンセプト 

コアゾーンの立地条件や期待される役割を踏まえ、コアゾーンの開発コンセプトを以下のように

設定する。 

 

開発コンセプトについて 

 開発コンセプトについては以下の案を参考に、本日の懇話会で方向性を出していた

だきたい。 

 

■既往の開発コンセプト（キャッチフレーズ）のパターン 

 既往都市開発の開発コンセプトをみると、概ね以下の 3 つのパターンに分類される。 

○パターン 1：当該開発の立地条件を象徴的にネーミング 

例：グランフロント大阪（大阪駅北地区）、東京ミッドランド、六本木ヒルズ、ミッドラン

ドスクエア（名古屋）、神戸ハーバーランド、ポートアイランド など 

○パターン 2：当該開発のめざすもの、導入機能・空間特性、活動イメージをネーミング 

例：大阪ビジネスパーク（OBP）、大阪アメニティパーク（OAP）、なんばパークス、アク

トシティ浜松、ささしまライブ 24（名古屋）、尼崎緑遊新都心 など 

○パターン 3：上記の複合化 

例：サンポート高松、みなとみらい 21（横浜） など 

 

■コアゾーンの開発コンセプト案 

 

（別紙参照） 
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2.2 コアゾーンのまちづくりの基本方針 

コアゾーン等に求められる役割、コアゾーン等整備検討懇話会で検討を行った導入機能や空間形

成のあり方などをもとに、コアゾーンのまちづくりの基本方針を以下のように設定する。 

 

コアゾーン等に求められる役割 

(1) 姫路の顔となる新たな都市拠点づくり 

(2) 来街者をもてなし、時を感じ人が交流する空間づくり 

(3) 東西方向の新たな景観・環境軸の創出 

(4) 官民の連携・協働による、創り・守り・育てるまちづくり 

 

コアゾーンのまちづくりの基本方針 

 

基本方針①：複合的な土地利用の展開 

 

 

基本方針②：多様な歩行者ネットワークの形成 

 

 

基本方針③：水とみどりにあふれた環境共生都市の形成 

 

 

基本方針④：品格ある都市景観の形成 

 

 

基本方針⑤：官民協働によるまちづくりと管理・運営 

 
 

導入機能 

 

 

空間形成 

管理運営 



懇話会資料２ Ⅱ. まちづくりの考え方 

 6 

3. コアゾーン等のまちづくり方針 

 
3.1 複合的な土地利用の展開 

 

まちづくり方針 1：Ａ～Ｂブロックににぎわい・交流機能、Ｂ～Ｃブロックに生活・交流機

能を中心に導入（平面的な土地利用の複合化） 

○コアゾーン等では、図Ⅱ.2 に例示する施設を中心に、図Ⅱ.1 に示す土地利用を実現 

・A～B ブロックでは、駅前広場・大手前通りから連続的に、既存市街地との機能分担に配慮し

つつ、にぎわいを創出する「にぎわい・交流機能」を中心とした土地利用を展開 

・B～C ブロックでは、周辺土地利用の促進や連携に資する生活利便施設や住宅など、「生活・

交流機能」を中心とした土地利用を展開 

・12 街区では、交通結節点との近接性や関連性を有する土地利用を展開 

○また、風俗性の高い娯楽施設や工場・倉庫等の導入は地区整備計画等で制限 

 

まちづくり方針 2：低層部ににぎわいを創出する施設の配置（立体的な土地利用の複合化） 

○建物低層部には、高層部との関連性を考慮しつつ、人の集まる機能を複合的に配置（図Ⅱ.2 参照） 

○特に、歩行者動線に面した部分では路面店などを設置し、ヒューマンスケールのまちなか空間を

創出 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり方針を実現するために企業誘致方針として募集要件にすることが望まれる内容 

まちづくり方針 1：Ａ～Ｂブロックににぎわい・交流機能、Ｂ～Ｃブロックに生活・交流機能を中心に

導入（平面的な土地利用の複合化） 

○「望ましい施設」を企業誘致方針等で明記する 

→望ましい施設：都心部まちづくり構想で示されている導入機能に加え、懇話会などで導入が望ましいとされた機能（特

に都心に無いもの） 

（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メント施設、業務施設、住宅、高等教育機

関、生活支援施設（医療・健康施設、老人福祉施設、保育施設、文化交流施設など）） 

○「望ましくない施設」を企業誘致方針等で提示するとともに、地区整備計画で制限することを明

記する 

→望ましくない施設：住宅（Aブロック）、麻雀屋、ぱちんこ屋、馬券・車券販売場、風俗性の高い娯楽施設、自動車教習

所、工場、倉庫、宗教施設 

○事業コンペ提案では、以下の内容の実現に努める 

・中心市街地の既存機能・施設との機能・役割分担、回遊性創出に配慮した施設導入 

・姫路の経済の活性化、消費流出抑制などに資する機能導入 

・一般市民等が利用する文化、交流などの公共的な機能の導入（小規模ホール、情報発信施

設、文化教室、姫路の産業を紹介・発信する産業ショーケース等） 

まちづくり方針 2：低層部ににぎわいを創出する施設の配置（立体的な土地利用の複合化） 

○東駅前線沿道を中心に、低層部歩行者動線沿道では路面店などの配置を提案要件とする 

○住宅を提案する場合には、低層部等への都市型居住支援・促進施設の導入を提案要件とする 
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姫路駅北駅前広場整備イメージ            デックス東京ビーチ            ナゴヤセントラルガーデン 

図Ⅱ.1 土地利用ゾーニング図とイメージ写真 
 

 
図Ⅱ.2 立体的ゾーニング図と導入施設例 

注：導入施設は例示であり、導入できる場所をすべて限定したものではない 
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3.2 多様な歩行者ネットワークの形成 

 

まちづくり方針 3：駅や中心市街地から人を呼び込む東西軸の創出 

○コアゾーンにおける周辺市街地と連続した歩行者動線軸として、図Ⅱ.3 に示すようなコアゾーン

北側の東駅前線を中心に「にぎわい軸」、A ブロック南側の歩行者専用道路から B・C ブロック

南側の外堀川沿いに水とみどりがあふれる「うるおい軸」を形成 

○うるおい軸は姫路駅からイベントゾーンまでの最短動線の一部を形成し、エントランス、コア、

イベントの 3 つのゾーンの相互アクセス機能の強化を図る 

○エントランスゾーンでは、図Ⅱ.3 に示すような JR・山陽姫路駅や駅西方面と姫路駅北駅前広場を

結び、さらに 12 街区へのメイン動線となる「交通結節軸」を形成 

【にぎわい軸】（図Ⅱ.4 参照） 

北側既成市街地との連続性を考慮し、低層部へのにぎわい施設・滞留空間等の導入や既成市街

地に開かれた建物形状の誘導により、高質な街路空間を創出する軸 

【うるおい軸】（図Ⅱ.4 参照） 

外堀川のある南側の良好な環境を活かし、積極的に水やみどりを導入することで、鉄道からの

景観に配慮しつつ、みどり豊かなまちなか環境を有する歩行者空間を創出する軸 

 

まちづくり方針 4：地上レベルを中心とした歩行者回廊の形成 

○大街区の特性を活かし、図Ⅱ.3 に例示するような形状で敷地内通路の整備に努め、閉鎖的になり

がちな街区内にも人を呼び込み、沿道に路面店などを配置することにより、周辺市街地との連続

性やにぎわいと交流の場となる、ヒューマンスケールの歩行者ネットワークを形成 

 

まちづくり方針 5：回遊拠点となる広場空間の整備 

○図Ⅱ.3 で示す主な歩行者動線が交差する場所には広場などの溜まり空間を設置し、周辺市街地に

開かれた顔として、また休息やにぎわいの場として活用 

 

まちづくり方針を実現するために企業誘致方針として募集要件にすることが望まれる内容 

まちづくり方針 3：駅や中心市街地から人を呼び込む東西軸の創出 

○壁面後退の設定（地区整備計画で 2～3m 程度を想定）とあわせ、東駅前線沿道低層部へのにぎわ

い施設・滞留空間等の導入や既成市街地に開かれた建物形状の工夫により、「にぎわい軸」の創

出に寄与することを提案要件とする 

○壁面後退の設定（地区整備計画で 2～3m 程度を想定）とあわせ、積極的な水やみどりの導入、人

が集い憩える歩行者空間の形成などにより、「うるおい軸」の創出に寄与することを提案要件と

する 

○先行して市が整備する東駅前線、歩行者専用道路・外堀川沿道は、にぎわい軸、うるおい軸にふ

さわしい道路等公共空間をめざすことから、姫路市による整備内容を明示することにより、事業

者にこれとの一体性・連続性確保を促す 

まちづくり方針 4：地上レベルを中心とした歩行者回廊の形成 

○事業コンペ提案では、以下の内容の実現に配慮する 

・敷地内通路・建物内通路の整備とブロック間の連続性確保、一般開放 

・壁面後退空間等における高質な空間整備 

・事業者間の協力による壁面線統一 

まちづくり方針 5：回遊拠点となる広場空間の整備 

○Ａブロックの提案では、駅前広場側での敷地内広場空間整備（地区施設への位置づけを想定）を

提案要件とする 

○東駅前線・内々環状東線交差点部などの歩行者ネットワーク結節点（敷地内）でのまちかど広場

の整備に努める 
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図Ⅱ.3 歩行者ネットワーク整備方針図とイメージ写真 

 

 
図Ⅱ.4 にぎわい軸とうるおい軸の整備イメージ図 
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3.3 水とみどりにあふれた環境共生都市の形成 

 

まちづくり方針 6：水とみどりがあふれる都市空間の創出 

○図Ⅱ.6 に示すような、道路空間の街路植栽等と一体的な敷地内地上部での豊かな緑化の推進とゾ

ーン全体での連続性等の確保（イメージは図Ⅱ.7 参照） 

○地上部に加え、壁面や屋上での緑化も積極的に推進（イメージは図Ⅱ.7 参照） 

○街区内での水景の導入検討（イメージは図Ⅱ.5 参照） 

 

まちづくり方針 7：低炭素型都市の形成に向けたエネルギー効率の向上等 

○雨水の中水利用など、設備・建築面でのエネルギー利用効率向上等の先進技術の導入を検討 

○歩行者動線の結節点などでのクールスポットや水の活用によるヒートアイランド現象緩和への

寄与（イメージは図Ⅱ.5 参照） 

○建物形状・配置等の工夫によるまちなかへの風や光の導入を検討 

 

  
水景の導入（神戸・キャナルタウン）           クールスポット（さいたま新都心） 

図Ⅱ.5 水とみどりによるヒートアイランド現象緩和対策のイメージ写真 

 

まちづくり方針を実現するために企業誘致方針として募集要件にすることが望まれる内容 

まちづくり方針 6：水とみどりがあふれる都市空間の創出 

○県条例における緑化率の確保はもとより、これを上回る緑化の推進に努める 

○緑化については、うるおい軸沿道をはじめとする地上部外構空間での植栽をはじめ、屋上緑化、

壁面緑化も積極的に推進する 

○また、駐車場の緑化に努めることを記述する 

○さらに、まちにうるおいを与える水景の導入検討に努める 

まちづくり方針 7：低炭素型都市の形成に向けたエネルギー効率の向上等 

○低炭素化に向けた建築計画、設備計画の導入の方向性を記述し、これへの対応を促す 

○具体的な目標として、CASBEE（建築環境総合性能評価システム ）A ランク以上の取得をめざす 

○具体的な方策として以下のような対応に努める 

・太陽光発電などの再生可能エネルギー、雨水・地下水などの未利用エネルギーの活用 

・高効率エネルギーシステムなど「ミニ・スマートシティ」に向けた取組 

・事業者間協力による風の道・光の道を創出する建築配置 
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図Ⅱ.6 みどりの整備方針図 

 

  
飯田町アイガーデン                               アクロス福岡 

 

 
大阪ステーションシティ 

図Ⅱ.7 みどりの整備イメージ写真 
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3.4 品格ある都市景観の形成 

 

まちづくり方針 8：低層部の表情に変化を持たせるとともに、素材に考慮した建築・街路デ

ザイン（近景） 

○壁面の色彩や広告物の制限などにより、地方の中核都市にふさわしく、ゆったりとした雰囲気と、

賑わいの中にも品格が感じられる都市景観を形成（イメージは図Ⅱ.8～10 参照） 

○低層部では長大な壁面を避け、圧迫感を低減 

○にぎわい軸では、既存の市街地に向けて街区内の様々な活動が表情を出す、上質なファサードの

形成や魅力的なデザインを導入 

 

まちづくり方針 9：新幹線や鉄道からの景観に配慮（中景） 

○鉄道からの眺望に配慮し、うるおい軸側の良好なファサードを創出 

○コアゾーンは、鉄道から都心部、姫路城を眺望する最前部に位置するため、鉄道からの景観には

特に配慮 

 

まちづくり方針 10：風格を感じさせるスカイラインの形成（遠景） 

○近景・中景に加え、高さ制限や立地事業者の協力・調整による風格を感じさせるスカイラインの

形成など、姫路城をはじめ遠くから見ても良好な都市景観を形成（イメージは図Ⅱ.11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり方針を実現するために企業誘致方針として募集要件にすることが望まれる内容 

まちづくり方針 8：低層部の表情に変化を持たせるとともに、素材に考慮した建築・街路デザイン 

○建築物、敷地利用に関する配慮事項を提示し、事業者はこれの実施に努める 

○具体には、以下のような内容を施策例とともに提示する 

・事業者の創意工夫による姫路らしい景観演出の提案 

・変化を持たせた低層部のファサード形成 

・外壁、外構への高質な材質、色彩、素材の導入 

○屋外広告物の制限（市条例）を提案要件として提示する 

○事業者間の協力による壁面線統一やデザインの調和 

まちづくり方針 9：新幹線や鉄道からの景観に配慮 

○鉄道からの見え方や、姫路城などへの眺望確保に配慮した建築物等の意匠・配置等に努める 

まちづくり方針 10：風格を感じさせるスカイラインの形成 

○建築物の高さ制限を提示し、地区整備計画等で規制することを明示（具体案は事業者意向等を勘

案しながら決定） 

○事業者間の協力による連続感のあるスカイラインの形成に努める 
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■「まちづくり方針 8：低層部の表情に変化を持たせるとともに、素材に考慮した建築・街路デザイン

（近景）」のイメージ 

○にぎわい軸のファサードイメージ 

    
淀屋橋オドナ            神戸モザイク      名古屋・栄三丁目ビル   大阪梅田・アーバンテラス茶屋町 

図Ⅱ.8 にぎわい軸のファサードイメージ写真 

 

○うるおい軸のファサードイメージ 

    
名古屋・栄三丁目ビル       大阪・田島大阪ビル    大阪・NU茶屋町プラス        大阪・NU茶屋町プラス 

図Ⅱ.9 うるおい軸のファサードイメージ写真 

 

○素材に考慮した建築・街路デザインイメージ 

     
大阪・本町ガーデンシティ                        福山・まなびの館ローズコム 

図Ⅱ.10 素材に考慮した建築・街路デザインイメージ写真 

 

■「まちづくり方針 10：風格を感じさせるスカイラインの形成（遠景）」のイメージ 

  
名古屋・栄三丁目ビル                            大阪・御堂筋 

図Ⅱ.11 風格を感じさせるスカイラインの形成のイメージ写真 
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3.5 官民協働によるまちづくりと管理・運営 

 

まちづくり方針 11：まちづくりの基本方針を具現化し、将来にわたり担保 

○事業者は地区計画等の法令を遵守することはもちろんのこと、まちづくりの基本方針をよりよい

かたちで具現化するよう、積極的な提案を行い、行政との協力のもとで魅力あるまちづくりを推

進 

○また、事業者間の協力のもとで、たとえば建築協定の締結などにより、良好な都市環境が維持・

担保される取り組みを推進 

 

 まちの管理・運営においては、図Ⅱ.12 に示すエリアマネジメントの展開も視野に入れつつ、事業

者が中心にまちづくり関連団体、地元、行政等と協働で、まちづくり方針 12～13 に示す取り組みに

努めることを検討する 

 

まちづくり方針 12：地域活力の増進に貢献し、地域活性化の取り組みなどに参画・協力 

○コアゾーンは姫路市都心部に残された貴重な開発空間であるため、事業者は計画地のみならず都

心部の活力やにぎわいの再生に向けたまちづくりを推進するとともに、まちの完成後も都心部活

性化に向けた取り組みなどに積極的に協力 

（図Ⅱ.12 の「地域の将来像・プランの策定・共有化」、「地域の快適性の維持・向上」、「地

域の PR・広報」に該当） 

 

まちづくり方針 13：土地・建物の資産価値の維持・増進 

○良好で品格あるまちなみの形成や安全で快適な都市環境を形成するとともに、たとえばまちの維

持管理に向けた協議会等の組織化、市民参加による環境空間の管理運営などによって、将来にわ

たり土地や建物の資産価値を維持・増進 

（図Ⅱ.12 の「公物の維持管理」、「共有物等（公開空地）の維持管理」に該当 

活動イメージは図Ⅱ.13 参照） 
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図Ⅱ.12 事業者等によるエリアマネジメントの重層的な展開例 

（出典：エリアマネジメント推進マニュアル（平成 20 年 3 月、国土交通省土地・水資源局）） 

 

  
オープンカフェの設置 

   
ベビーカーの貸出し 

  
協議会会員企業、一般市民によるまちのクリーンアップ（清掃） 

図Ⅱ.13 エリアマネジメントによる活動事例（福岡市・天神地区） 

（出典：We Love 天神協議会 HP） 
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4. 12 街区の整備方針 
 

○コアゾーンのまちづくり方針で示した事項に関する 12 街区の整備イメージは、前頁までの各整備

方針図等※に示すとおりである。 

※図Ⅱ.1～図Ⅱ.3、図Ⅱ.6～図Ⅱ.7、図Ⅱ.10 

○これを踏まえて、12 街区の事業者募集にあたって、特に配慮すべき事項等を以下に示す。 

 

12 街区の事業者募集にあたって、特に配慮すべき事項 

■導入機能・施設 

○立地が「望まれる施設」を募集要項で明記する 

→望ましい施設：都心部まちづくり構想で示されている導入機能に加え、懇話会などで導入が望ましいとされた機能（交

通結節点という立地を活かした特に働く人を支援するもの） 

（商業・飲食施設、保育施設、医療・健康施設、老人福祉施設、学習塾等教育施設、待合施設、市民サービス施

設など） 

○「望ましくない施設」を募集要項で提示するとともに、地区整備計画で制限することを明記する 

→望ましくない施設：住宅、麻雀屋、ぱちんこ屋、馬券・車券販売場、風俗性の高い娯楽施設、自動車教習所、工場、

倉庫、宗教施設 

○事業コンペ提案では、以下の内容の実現に努める 

・一般市民等が利用する文化、交流などの公共的な機能の導入（小規模ホール、情報発信施設、

文化教室、姫路の産業を紹介・発信する産業ショーケース等） 

・姫路の経済の活性化、消費流出抑制などに資する機能導入 

■敷地・建物の整備 

○1 階部分に整備される駅前広場の西側一般車乗降場および歩行者動線を確保することを提案要件

とする（一般車乗降場等は都市計画で規定） 

○駅前広場に整備されるデッキと建物 2 階レベルをデッキで接続し、接続空間を 12 街区の顔として

整備することを提案要件とする 

○事業コンペ提案では、以下の内容の実現に努める 

・壁面後退空間の確保とそこでの高質な空間整備 

・県条例を上回る緑化率の実現、屋上緑化、壁面緑化の推進 

・CASBEE（建築環境総合性能評価システム）A ランク以上の取得を目標 

・太陽光発電などの再生可能エネルギー、雨水・地下水などの未利用エネルギーの活用 

・事業者の創意工夫による姫路らしい景観演出の提案 

・外壁、外構への高質な材質、色彩、素材の導入 
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キャスティ 21 コアゾーン等の整備に関する提言（案） 懇話会資料２ 

 17 

1. まちづくりのスキーム 
○コアゾーン等のまちづくりは、本提言をもとに姫路市が「まちづくり指針」、「企業誘致方針」を

策定し、さらにこれら指針、方針の内容をベースとした「事業コンペ募集要項」による事業コンペ

を実施し、民間事業者による事業化を基本とする。 

 
図Ⅲ.1 コアゾーン等のまちづくりのスキーム 

 

 

2. スケジュール 
○コアゾーンの事業コンペの実施スケジュールは、来年 1 月からの事業者募集開始を予定している

が、事業者の進出意向を見極めながら、今後のスケジュールを決定していくべきと考える。 

○12 街区については、1 階部分に北駅前広場と一体となった交通機能を配置するため、できる限り

北駅前広場の供用開始と大きな時間的乖離が生じないよう整備することが望まれるため、早期に

事業コンペの実施を行うべきである。 

 
図Ⅲ.2 現時点でのコアゾーン等のまちづくりスケジュール 
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【参考】懇話会における「まちづくりの進め方」に関する意見要旨 

○「まちづくりの進め方」については、懇話会においても前頁の「1. まちづくりのスキーム」、

「2. スケジュール」に示す内容で異論はなかった。 

○しかしながら、「まちづくりの進め方」については、懇話会においても多くの意見が交わされた

ことから、これらをとりまとめ懇話会として以下の 5 点を提言する。 

 

■事業コンペによる事業者募集のあり方について 

①コアゾーン等は姫路の将来のまちづくりにおいて重要な役割を果たすため、地元企業活用の

しくみなどを検討すべき 

 

■本提言で示すまちづくりの実現に向けて 

②社会経済状況や時代のニーズを見極めながら、姫路市の将来のまちづくりにとって、大きな

貢献が期待できる事業者が立地しやすい条件を探るとともに、広くコアゾーンの優位性を PR

し、企業の進出意欲を向上させるしくみを検討すべき 

③具体には、都市型ホテルの導入など、望まれるまちづくりの実現が期待できる提案事業者に

は、土地処分条件などの面で柔軟に対応すべき 

 

■万一、事業コンペにおいて、本提言で示すまちづくりの実現が期待できる提案がない場合のまち

づくりの進め方について 

④本提言で示すまちづくりが期待できる提案がない場合には、時間をかけてでも姫路市都心部

の活力再生等に貢献するまちづくりのあり方を模索すべき 

⑤時間をかけてまちづくりを推進する場合には、「時間とともに成長する」まちづくりを戦略

的に推進すべき 
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