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資料-4 

キャスティ 21イベントゾーン「文化・コンベンションエリア基本計画（案）」に関する 

市民意見（パブリック・コメント）の募集結果と修正（案）について 

 

 

１ 市民意見の提出状況 

（１）案 件 名：キャスティ 21 イベントゾーン 文化・コンベンションエリア基本

計画（案） 

（２）意見募集期間：平成２７年１月５日（月）～平成２７年２月４日（火） 

（３）意見提出件数：１４通２５件 

 

２ 市民意見の内容 

項 目 件数 

（１）イベントゾーン整備の基本的考え方 ６件   

（２）文化・コンベンションエリアの整備基本方針 ４件 

（３）施設の構成と規模の設定 ６件 

（４）施設配置計画 ５件 

（５）概算事業費（推計） １件 

（６）管理運営の基本方針 ３件 

合 計 ２５件   
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３ 意見の概要と考え方 

（１）イベントゾーン整備の基本的考え方に関する意見 

意見番号 該当頁 市民意見の概要 市の考え 

1 10 

イベントや会議等の誘致は、市の関
係部局や関係機関等で構成する横断
的な組織で具体的な誘致計画を策定
すべきで、民業圧迫に配慮しながら、
市全体で交流人口の増加に向け、市
内各施設の規模に応じた計画とすべ
きである。 

官民一体となった取組みについて、
MICE 推進の考え方に関する表現を修
正します。 

2 11 
計画案どおりに事業を進め、地方中
枢拠点都市としての役割を果たして
欲しい。 

連携中枢都市※としての役割を念頭
に、今後、基本設計等を進めていき
ます。 

3 11 
地方中枢拠点都市の観点で、播磨地
方の玄関口にふさわしく、質的に高
度な施設整備をお願いしたい。 

連携中枢都市※としての役割を念頭
に、今後、基本設計等を進めていき
ます。 

4 14 

イベントゾーンの２つのエリアの整
備に際し、エリア間で企画や設計に
ついて、連携を図る必要がある。 

高等教育・研究エリアの施設内容が
明らかになった時点で、両者が連携
できるよう、今後、基本設計等でも、
エリア間の連携に留意します。 

5 14 

今後加速する高齢化社会の現状を踏
まえ、文化・コンベンション施設よ
りも、高度医療施設を整備すべきで
はないか。 

文化・コンベンション施設は、都心
部全体の機能配置の中で位置付けら
れたものです。 

6 14 
高等教育・研究エリアの内容を早急
に決定したうえで、両エリアの機能
配置を検討すべきである。 

高等教育・研究エリアの施設内容が
明らかになった時点で、両者の連携
について調整していきます。 

※国のまち・ひと・しごと創世総合戦略の策定に伴い、平成 27年 1月 28日、都市圏の名称が「地
方中枢拠点都市」から「連携中枢都市」に改称されたため、「市の考え」では改正後の名称を用
いています。 

（２）文化・コンベンションエリアの整備基本方針に関する意見 

意見番号 該当頁 市民意見の概要 市の考え 

7 16 

文化・コンベンションエリアの整備
にあたっては、高等教育・研究エリ
アとの相乗効果が最大限発揮され、
姫路市の魅力・吸引力が向上するよ
う整備いただきたい。 

今後、事業の各段階において、相乗効
果が最大限に発揮されるよう努めま
す。 

8 16 
既存商店街への回遊性も考慮した
施設整備を図っていただきたい。 

今後、既存商店街への回遊性等につい
ても考慮して、基本設計等を進めてい
きます。 

9 
16 
24 

大規模需要をターゲットとする等、
既存民業の圧迫とならないよう十
分配慮いただきたい。 

既存民間事業との連携強化を図るとい
う観点から、既存民間事業との棲み分
けについて、表現を修正します。 

10 
16 
24 

設計にあたっては、周辺の民間施設
を圧迫しないよう、計画案の範囲で
効果的に機能を発揮できるように
配慮されたい。 

既存民間事業との連携強化を図るとい
う観点から、既存民間事業との棲み分
けについて、表現を修正します。 
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（３）施設の構成と規模の設定に関する意見 

意見番号 該当頁 市民意見の概要 市の考え 

11 17～23 

施設を利用する対象者、使用目的を
明確にするとともに、姫路市全体を
俯瞰したゾーニングを実施していた
だきたい。 

姫路市全体の機能配置等について
は、並行して策定を進めている姫路
市文化振興ビジョンや庁内検討組織
である MICE 推進プロジェクトにお
いて、検討しています。 

12 22 
文化・交流施設の中ホールに、歌舞
伎を本格的に上演できる劇場を造っ
ていただきたい。 

今後、専門家等のご意見を踏まえな
がら、基本設計等において検討しま
す。 

13 23 

施設を高度防災拠点として有効活用
するため、計画において、より明確
に防災機能面のポテンシャルを強調
してはどうか。 

今後、関係部局と連絡を取りながら、
基本設計等に活かしていきます。 

14 
24 
38 

イーグレひめじ等、既存施設の活用、
リニューアル等も同時に検討した方
がよい。 

既存施設との規模や内容による棲み
分けや連携等に配慮して、基本設計
等を進めていきます。 

15 26 
文化交流施設の大ホールには、全国
的なイベントが開催できるよう、
2,000席を確保して欲しい。 

今後、専門家等のご意見を踏まえな
がら、基本設計等において検討しま
す。 

16 26 
通過型から滞在型観光への転換を期
待しており、計画の施設規模は必要
である。 

今後、滞在していただくという観点
に留意しつつ、基本設計等を進めて
いきます。 

（４）施設配置計画に関する意見 

意見番号 該当頁 市民意見の概要 市の考え 

17 27 

高等教育・研究エリアの施設に、文
化・コンベンションエリアの施設と
の関連性を期待できないならば、文
化・コンベンションエリアをゆった
りと整備したほうがよい。 

高等教育・研究エリアには、文化・
コンベンションエリアとの相乗効果
を期待できる施設が整備されるもの
と考えています。 
文化・コンベンションエリアの施設
については、今後の基本設計等でも、
望ましい空間の確保に留意します。 

18 27 

周辺施設や近隣住民等への様々な影
響を想定し、当施設への流入出によ
る交通渋滞等がおこらないよう整備
していただきたい。 

近隣への交通影響等に配慮するとい
う観点から、施設配置計画の表現を
修正します。 

19 
27 
28 
29 

施設の整備にあたっては、効率的な
施設配置をしていただきたい。 

今後、基本設計等において、効率的
な施設配置に努めます。 

20 
27 
33 

駐車場に関しては、イベントゾーン
全体で共用できるよう配慮された
い。 

高等教育・研究エリアの施設内容が
明らかになった時点で、連携等につ
いて調整していきます。 

21 
27 
33 

パークアンドライド等に反するた
め、駐車場は、各施設に付属する最
低限度の台数を確保すればよいと考
える。 

今後、基本設計を進める中での参考
とさせていただきます。 
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（５）概算事業費（推計）に関する意見 

意見番号 該当頁 市民意見の概要 市の考え 

22 34 

民間等の高い提案能力を活かすた
め、単純な建設発注ではなく、PFI
等様々な発注方法を活用していただ
きたい。 

整備を進める各段階において、民間
のノウハウを積極的に取り入れた発
注方法を検討します。 

（６）管理運営の基本方針に関する意見 

意見番号 該当頁 市民意見の概要 市の考え 

23 38 

環境や安全・安心に配慮した施設の
維持には、コージェネレーションシ
ステムや再生可能エネルギーなどの
電源分散化が必要と考える。 

今後、基本設計等を進める中で、参
考とさせていただきます。 

24 38 
運営事業費の削減には、ライフサイ
クルコストを重視した設備を検討す
べきである。 

効率的な管理、運営を実現していく
という観点から、ライフサイクルコ
ストについて、表現を修正します。 

25 
38 
39 

住民が良質なサービス提供を受けら
れる仕組みについて検討いただきた
い。 

最適な管理運営体制の構築に努めま
す。 
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４ 市民意見提出手続の実施結果に基づく修正（案） 

修正 

番号 

意見 

番号 
頁 旧 新 

1 1 10 

１ イベントゾーン整備の考え方 
（４）姫路市における MICE 推進及び
文化・芸術振興の考え方とイベン
トゾーン 

①MICE 推進の考え方 
〔項目内 4 行目〕 
こうした成長戦略については、国際
会議観光都市としての 

 
 
 
 
 
 
こうした成長戦略については、官民
一体となって国際会議観光都市とし
ての 

2 
9 
10 

16 

２ 文化・コンベンションエリアの
整備基本方針 
（２）周辺施設との機能連携 
③中心市街地活性化への貢献 
〔項目内 2 行目〕 
賑わい軸を創出するとともに、既存
の周辺施設との連携を強化し、 

 
 
 
 
 
賑わい軸を創出するとともに、規模
や内容等による棲み分けに配慮しな
がら既存の周辺施設との連携を強化
し、 

3 
9 
10 

24 

３ 施設の構成と規模の設定 
（２）施設規模 
〔項目内 3 行目〕 
施設規模の検討に当たり、既存施設
の状況や 

 
 
 
施設規模の検討に当たり、民間施設
を含めた既存施設の状況や 

4 18 27 

４ 施設配置計画 
（１）施設配置計画 
〔項目内 11 行目〕 
⑤駐車場については、アクセス性や
エリア間の連携等、利用者の利便性
に配慮するとともに、交差点の位置、
滞留空間等、車両の安全性に配慮し
た合理的な配置計画とする。 

 
 
 
⑤駐車場については、アクセス性や
エリア間の連携等、利用者の利便性
に配慮するとともに、交差点の位置、
滞留空間等、車両通行の安全性や、
道路の渋滞対策、近隣住民の生活に
配慮した合理的な配置計画とする。 

5 24 38 

６管理運営の基本方針 
（５）環境や安全・安心に配慮した
施設の維持 

〔項目内 4 行目〕 
快適で安全安心な公共施設の維持を
図る。 

 
 
 
 
快適で安全安心な公共施設の維持を
図る。さらに、ライフサイクルコス
トの低減に配慮した施設の導入を検
討する。 
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【備考】 

キャスティ 21 イベントゾーン 文化・コンベンションエリア基本計画（案）については、今

回の市民意見提出手続の実施結果のほか、次の事由により修正及び整理を行い、それを反映させ

た後、すみやかに公表してまいります。 

（１）市議会からの意見等 

（２）イベントゾーン基本計画検討懇話会からの意見等 

（３）都市圏の名称が「地方中枢拠点都市」から「連携中枢都市」に改正されたこと 

（４）これらに付随する簡易な文章整理 

 

 


