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都心部まちづくり構想について
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姫路城を中心とするゾーン ～市民の誇りとアイデンティティ～
・世界に誇る遺産の保全と継承
・城の景観保全と歴史的な雰囲気づくり
・歴史・伝統・文化を活かした国際観光都市づくり
・もてなしの心あふれるまちづくり

大手前通り・商店街を中心とするゾーン ～楽しみと回遊～
・感動と楽しさあふれる場づくり
・人が集い、活気あふれる賑わいの場づくり
・城下町・姫路の再生と都心回遊の場づくり
・都心居住の推進による生活の場づくり

姫路駅を中心とするゾーン ～出会いと交流～
・時代をリードする魅力あふれる商業・業務地づくり
・人・もの・情報の交流空間づくり
・播磨の中核都市にふさわしい場づくり
・もてなしの都市・姫路の拠点づくり
・人にやさしい交通環境づくり

～歴史を育み、賑わいと感動あふれる都心の再生～

■各ゾーンのまちづくりの方向

対象区域とゾーニング

■姫路市都心部まちづくり構想での目標
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都心部各ゾーンでのまちづくりの方向



～広域圏の中核都市にふさわしい、にぎわいとうるおいにあふれた交流都心～～広域圏の中核都市にふさわしい、にぎわいとうるおいにあふれた交流都心～

●エントランスゾーン ： 播磨の中核都市・姫路の玄関口
●コアゾーン ： 高次都市機能の集積
●イベントゾーン ： 様々な交流と市民の創造の場、うるおいの広場
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キャスティ２１の整備方針について
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キャスティ21における各ゾーンの機能分担・連携イメージ



姫路城周辺の大規模空閑地について
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大規模空閑地の位置

○姫路城周辺には下図に示す「県営本町住宅跡地」「姫路警察署跡地」という２つの
大規模空閑地がある
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約0.8ha
約1.5ha



○公共的役割が強い施設でも特別史跡指定区域では整備が制限される

○特別史跡地内であるため現状変更に大きな制約を受ける
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第3部保存管理計画（現状変更等の取り扱い方針等より抜粋）
ア 特別史跡の保存及び活用に関する諸施設

展示施設、調査研究等施設については、～本質的価値を構成する諸要素への影響が軽微なものと
なるようにする。

イ その他の諸施設
公共施設、文教施設、医療機関の整備は原則として行なわない。

現状変更等の取り扱い方針及び基準
特別史跡が持つ本質的価値を減じるなどの行為については、現状変更等は認めないこととする。

（文化庁長官の許可）

第7部整備計画（中曲における公共公益的施設等の整備より抜粋）

・姫路警察署跡地は、景観や交通アクセスなど良好な周辺環境を備えているため、将来的な土地利
用について多方面からの意見や提案などを参考に、特別史跡の指定区域にふさわしい施設整備につ
いて検討。

・県営本町住宅跡地及び周辺の土地についても、将来的な活用を視野にその整理を行い、姫路警察
署跡地と同様に特別史跡の指定区域にふさわしい施設整備のあり方について検討。

警察跡地及び住宅跡地について

特別史跡姫路城跡整備基本計画（平成23年3月策定）



都市戦略としてのMICEについて
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これまでの経済成長の源泉である、人口増による成長は期待できない

～これからの経済成長に向けた方向性～
地域の特性をいかしながら、産業や交流を中心とした選択と集中によるまちづくり

成長の源泉①

人 口
・人口増による消費拡大等を背
景とした経済成長

今後は期待できない

成長の源泉②

産 業
・わが国の得意分野であり、技
術進化や海外移転等を図りな
がら今後とも経済成長を牽引

成長の源泉③

観 光・交 流
・地球レベルでの交流が活発化
し、今後とも進展する見込み
・わが国でも重点分野に位置づ
け

MICE推進による地域の国際化、活性化を図るまちづくりが一つの潮流になっている

さらにさらに

交流と観光をセットにした都市・地域成長戦略の台頭（MICE）
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わが国の社会的動向、これからのまちづくりの潮流～都市戦略としてのMICE～

人口減少、少子高齢化の進展



MICE（マイス）とは？

MICEの概念（出典：観光庁HP）

○下図の４つの活動の頭文字を並べたもの
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■平成６年６月
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 施行

■平成19年６月
国交省 観光立国推進基本計画 策定

■平成20年10月
国交省の外局として「観光庁」設立

■平成21年７月 ■平成22年
観光庁 MICE推進アクションプラン 策定 JAPAN MICE Year



なぜMICEを推進するのか？

○これまで日本（政府）では国際会議の誘致・開催を中心に施策を展開
○一方、シンガポールや韓国、アメリカ、オーストラリアでは国家をあげてMICEに取り組み

→来訪外国人旅客の増大、経済効果、地域の国際化・活性化等に大きな成果

■MICE推進の背景

○日本（政府）ではこれまで上記波及効果の重要性を認識せず、単なる民間活動とみていた

■MICEによる経済効果

①経済的波及効果

・経済効果は会議主催者、会議施設、宿泊施設などの直接の関係者に止まらず、裾野の広い経済効果を有

する

②ビジネス機会創出・イノベーション創出等

・会議や展示会等を通じた新たな人的ネットワーク構築

・人的ネットワークを通じた新たなビジネス機会の創出やイノベーションの創出

・このようなビジネス創出効果は、①の直接的波及効果よりも遥かに大きい

③都市の競争力・ブランド力向上等による経済効果

・MICEの振興はビジネス環境の向上等にもつながり、都市のビジネス面における競争力やブランド価値の向

上につながる

→例：シンガポールのクラスター戦略

（出典：観光庁MICE推進検討委員会中間まとめ（案） 2011.09）

（出典：観光庁MICE推進アクションプラン 2009.07）
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姫路におけるMICEの取り組み

■平成17年３月
国際会議観光都市に認定

■平成18年４月
社団法人姫路観光コンベンションビューロー発足
（社団法人姫路観光協会、姫路コンベンションビューロー、姫路フィルムコミッションが組織統合）

目的：観光事業の振興、コンベンションの誘致・開催支援、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、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
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姫路都心部の方向性

■姫路市におけるＭＩＣＥの取り組み

国内外との交流、観光・コンベンションを強化するには、ＭＩＣＥとして取り組む必要がある。

■都心部で強化すべき機能

○国内外との交流

○観光・コンベンション

○市民の文化・交流

○教育・人材育成

■国の動向

○MICE推進による地域の国際化、活性
化を図るまちづくりが一つの潮流

○来訪外国人旅客の増大、経済効果、
地域の国際化・活性化等に大きな成
果
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○平成１７年３月 国際会議観光都市に認
定

○平成１８年４月 姫路観光コンベンション
ビューロー発足



市内施設の現状と課題
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会議施設（主にMeeting、Convention利用）の状況

姫路都心部での会議施設の分布

○100人を超える規模の会議室はあまり存在せず、複数室有する施設はホテルを除けば姫路商
工会議所のみである

○ホテルを除けば、JR姫路駅から700m以上離れた場所に立地する

一定数の施設はあるものの、都市戦略としてMICEを推進する上では十分とはいえない
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図中の数字は会議室収容人員（スクール方式）、□は宴会対応可能な会議室

市内のコンベンション、文化・交流施設等の現状と課題



展示施設（主にExhibition利用）の状況

姫路都心部での展示施設の分布

○最大施設規模は約2,680㎡であるが、1,000㎡を超える４箇所はいずれもスポーツ施設など
の本来目的以外での利用であり、重量展示などには対応できない

○1,000㎡を超える施設はJR姫路駅から離れた立地であり、利便性がよくない

一定規模の施設はあるものの、展示施設としての質や立地に課題がある
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都心以外での展示施設の分布

兵庫県立武道館

勤労市民会館

文化センター
地場産業振興ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

市民会館
商工会議所
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前頁図参照



ホール系施設（主にEvent、従的にMeeting・Convention利用）の状況

姫路都心部でのホール系施設の分布

○1,000人を超えるホールは文化セン
ターだけであり、500人以上は４施
設（パルナソスホールは音楽特化型
施設）

○文化センター、市民会館は老朽化が
進展しており、多様化する市民ニー
ズへの対応が難しくなりつつある

○特に文化センターについては近々改
修する必要があるが、この場合でも
耐用年数に限りがある

建替えが経済的に優位であり、市担
当部局もこの方向で検討
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スポーツ施設（主にスポーツEvent利用）の状況

姫路都心部でのスポーツ施設の分布

○屋内型総合スポーツ施設は手柄山周辺を中心に都心以外に立地している
○Eventの対象となる大会利用は既存施設で概ね対応可能であるが、十分な市民利用ニーズ
に対応できない傾向にある

大会系利用は既存施設で対応可 一般利用施設の充実が望まれる
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姫路市中央体育館

兵庫県立武道館

姫路市総合スポーツ会館

2218㎡

2183㎡

第1：1156㎡、第2：2312㎡



都心以外でのスポーツ施設の分布

総合スポーツ会館
中央体育館
県立武道館
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前頁図参照

姫路みなとドーム

姫路市勤労者体育センター

2675㎡

784㎡



市内等既存施設との役割分担
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○市内に1,000人以上の規模のホールは、文化センター大ホール（約2,000人）のみである。

○市内に500人～1,000人規模の施設は、市民会館、パルナソスホール（音楽専用ホール）があ
る。
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※但し収容人数150人以下のホール・会議室は含まない

市内既存施設との役割分担

ホール機能（文化・交流施設）



○新たに整備する展示施設は展示会・見本市の利用に対応した役割を担い、みなとドームや
県立武道館はスポーツ利用を主な利用とすることで役割分担する。

○みなとドームと県立武道館がスポーツを主な利用とした場合に不足する1,000㎡程度の展
示に対応できるような分割利用に対応した新規展示施設を検討する。
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※2施設以上ある場合、大きいほうの施設を記載

展示機能（展示施設）

（㎡）



○播磨地域には、イベントゾーンで検討するような展示施設は存在しない

○文化・交流施設は下表のとおりであり、1,200人以上収容の施設はない
文化センターのメインホールは、規模面で周辺市町既存施設と競合しない
→播磨都市圏の最大のフラッグシップ施設としての役割を担う
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播磨地域の既存施設との役割分担



類似都市の状況
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都市名

都市圏

人口※

（万人）

母都市

人口※

（万人）

施設名
ホール系施設

規模（席）
附帯施設

姫路市 74.8 53.6 姫路市文化センター 1,657 小ホール/493席

ﾘﾊｰｻﾙ室、楽屋、展示室、
会議室

宇都宮市 97.7 50.2 宇都宮市文化会館 2,000 小ホール/500席

ﾘﾊｰｻﾙ室、楽屋、

ﾚｽﾄﾗﾝ

静岡市 98.6 70.1 静岡市民文化会館 1,968 中ホール/1,170席

楽屋、展示室、会議室

岡山市 150.3 69.6 岡山シンフォニーホール 2,001 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ/200席

ﾘﾊｰｻﾙ室、楽屋

（業務・商業施設と一体）

福山市 75.7 45.9 ふくやま芸術文化ホール

(リーデンローズふくやま)

2,003 小ホール/312席

ﾘﾊｰｻﾙ室、楽屋、喫茶
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○類似都市での整備事例から、ホール系施設の最大規模は概ね2,000席程度であ
ることがわかる
○利用用途に合わせて、中ホールや小ホールを合わせて整備している例が多い

※人口統計は2005年国勢調査による

ホール系施設



都市名

都市圏

人口※

（万人）

母都市

人口※

（万人）

施設名
会議施設

規模（人）
附帯施設

姫路市 74.8 53.6 姫路商工会議所 360,180,138 他 展示室 他

宇都宮市 97.7 50.2 宇都宮産業展示館

（マロニエプラザ）

48,18,11 大・小展示場

レストラン

宇都宮市文化会館 100,60,30,18 大・小ホール、ﾚｽﾄﾗﾝ

静岡市 98.6 70.1 静岡産業支援センター

（ツインメッセ静岡）

69,30×8室 南館大展示場/北館大
展示場、小展示場

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ、ﾚｽﾄﾗﾝ

静岡市民文化会館 240,20,30×3室 大・中ホール、展示室

岡山市 150.3 69.6 コンベックス岡山 650

65×2室

26×5室 他

大・中・小展示場、

レストラン

福山市 75.7 45.9 ふくやま産業交流館

（ふくやまビッグローズ）

207,72,18 他 大・小展示場、ﾚｽﾄﾗﾝ
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○全国的にみても、会議施設のみで構成される施設は殆ど存在しない。
○会議利用を主体とする「会議場」は、大阪（大阪国際会議場）、京都（京都国際会館）、福岡
（福岡国際会議場）等に整備されているが、いずれも人口の多い政令指定都市のみである

○姫路と人口が類似した都市での整備事例をみると、会議施設は展示・ホール施設などの付帯
施設として整備されている

※人口統計は2005年国勢調査による

会議施設
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○類似都市での整備事例から、展示施設の規模は概ね3,000～5,000㎡程度である
ことがわかる

※人口統計は2005年国勢調査による

都市名

都市圏

人口※

（万人）

母都市

人口※

（万人）

施設名
展示施設

規模（㎡）
附帯施設

姫路市 74.8 53.6 姫路みなとドーム 2,675 ミーティング室、ｼｬﾜｰ室

宇都宮市 97.7 50.2 宇都宮産業展示館

（マロニエプラザ）

2,665 小展示場/405㎡

会議室、ﾚｽﾄﾗﾝ

静岡市 98.6 70.1 静岡産業支援センター

（ツインメッセ静岡）

5,400 北館大展示場/5,000㎡

小展示場/600㎡ 他2か所

会議室、ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ、ﾚｽﾄﾗﾝ

岡山市 150.3 69.6 コンベックス岡山 3,797 中展示室/2,571㎡

小展示場/1,415㎡

国際会議場、ﾚｽﾄﾗﾝ

福山市 75.7 45.9 ふくやま産業交流館

（ふくやまビッグローズ）

4,476 小展示場/498㎡

会議室、ﾚｽﾄﾗﾝ

展示施設


