
様式（１）-①

都市再生整備計画（第3回変更）

キャスティ21イベントゾーン周辺

しゅうへん

地区

ち く

兵庫

ひ ょ う ご

県　姫路

ひ め じ

市

令和3年3月

事業名 確認

都市構造再編集中支援事業

都市再生整備計画事業

まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間目標及び計画期間目標及び計画期間目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 7.6 ha

平成 30 年度　～ 令和 2 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠

都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

・世界文化遺産姫路城を擁する姫路市の都心部は、本市を代表する都市イメージを形成・発信するとともに、古来より播磨の商業・業務・交通の中心としての役割を果たしてきた。また、市民にとっては、買物や飲食はもとより、文化や芸術などに触れ、

出会いや楽しみの場ともなっている。しかし、近年の都心部を取り巻く環境や市民意識の変化などにより、都心部が今日まで果たしてきた役割に陰りが見られるようになってきた。

・本市都心部の課題として、市街地が鉄道により南北に分断され、慢性的な交通渋滞が発生するなど、様々な問題が発生していたが、昭和62年、山陽本線、播但線、姫新線を高架化し、南北市街地の一体化と交通の円滑化を図ることを目的として、Ｊ

Ｒ山陽本線等連続立体交差事業が都市計画決定された。

・そこで、昭和63年、姫路駅を中心とする都心部において、にぎわいとうるおいにあふれた交流都心の形成を図るため、鉄道高架事業を契機とした総合的・一体的な都市基盤の整備を行うとともに、新たに生み出された広大な用地を活用したまちづくり

計画「キャスティ21」を策定した。

・また、連続立体交差事業の完成時期が近づいた平成18年には、その後の都心部のまちづくりの指針となる「姫路市都心部まちづくり構想」を策定し、「歴史を育み、賑わいと感動あふれる都心の再生」を目標に、回遊性の高い都心を形成すること、

人・もの・情報が活発に交流する都心を形成すること等を基本方針として掲げた。

・姫路市都心部まちづくり構想では、キャスティ21のメインエリアとして、姫路駅前に位置するエントランスゾーン、ならびにその東方に位置するコアゾーン及びイベントゾーンが位置付けられた。

・エントランスゾーンは、本市の玄関口にあたるゾーンであり、播磨の中核都市にふさわしい都市の顔として、姫路駅周辺地区都市再生整備計画事業(平成21～26年度)の中で、姫路北駅前広場の整備に関連する事業を行った。

・コアゾーンは、魅力ある商業施設や付加価値の高い都市的サービス産業など、新たな高次都市機能が集積する商業・業務拠点として期待されているゾーンであり、現在実施している姫路駅周辺地区（第２期）都市再生整備計画事業において、回遊

性を高める歩行者デッキ事業等を行っているところである。

・イベントゾーンは、「知と文化、産業の交流拠点」を整備コンセプトに、「文化・コンベンションエリア」と「高等教育・研究エリア」の２つのエリアを設定し、文化・コンベンションエリアには、「文化・交流活動の拠点機能」、「創造・交流活動を支援する機能」

等を、高等教育・研究エリアには、「医療系高等教育・研究機能」を導入することとした。他方、コンパクトシティの観点からは、郊外部に分散している文化センター等の文化機能や医療機能等の、中心市街地への統合・集積が期待されている。

・姫路駅と姫路城を結ぶ南北軸の再整備に加え、キャスティ21計画を通じて、姫路駅とイベントゾーンをつなぐ新たな東西軸を創出することで、都心部における回遊性の面的な拡大を促進し、中心市街地の活性化に貢献する、にぎわいとうるおいにあ

ふれた交流都心づくりを推進することとしている。

・イベントゾーンについて、市民の多様な交流活動の拠点となるなど、播磨の中核都市にふさわしい、高次な都市機能を提供することで、人の流れを都心部に呼び込み、都市機能の一層の集積を促すことが求められている。

・姫路駅とイベントゾーンをつなぐ東西軸の回遊性を促進するため、暗くて危険な高架下空間の改善等、安心・安全、快適で、魅力的な歩行者動線を確保するとともに、水や緑にあふれたうるおい空間を形成することが求められている。

・コンパクトシティの観点から、市内老朽施設の統合による、都市機能の集約が求められている。

・官民協働による施設整備や景観形成を通じたまちづくりが求められている。

・『姫路駅周辺は、本市の都市づくりの基本理念である「３つの共生」（人と人との共生、自然との共生、歴史・文化との共生）が具体的な姿となって表現される場所として、人々が憩い・くつろぎ交流し、水と緑があふれ、姫路城の外濠などの歴史資源を

現在に継承する空間を創出する。』（姫路市総合計画　H２１．３）

・『鉄道高架事業や姫路駅周辺土地区画整理事業とあわせ、キャスティ21の推進により高次都市機能を集積し、播磨の中核都市、西播磨テクノポリスの母都市として、２１世紀に大きく躍進する魅力と活力あふれる都心の創出を目指す。』（姫路市都心

部まちづくり構想　Ｈ１８．３）

・『鉄道高架事業や土地区画整理事業、関連道路整備事業等とあわせて、キャスティ21の推進により商業、情報通信、文化、交通交流等の高次都市機能を集積し、21世紀の播磨の発展の核としてふさわしい魅力と活力ある都心の形成を図る。』（姫路

市都市計画マスタープラン　Ｈ２７．３）

大目標：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中心市街地の再生

　　目標１：市民の多様な交流を促進する拠点施設等、コンパクトシティに貢献する中心拠点づくりによる、人々が集い、にぎわいのあるまちづくり

　　目標２：安全・安心、快適で、魅力的な都市空間の創出による、うるおいにあふれたまちづくり

　　目標３：行政と民間事業者等との連携・協働によるまちづくり

・姫路の地は、古くから西国街道と但馬、因幡、出雲の街道筋が結節する交通の要衝として栄え、奈良時代に国府や国分寺が置かれて以来、播磨の中心として発展してきた。大正から昭和にかけては、臨海部に製鉄所等の重工業が進出し、人口の

集積とともに市街地が拡大した。

・現在に至るまでの人口増加と合わせ、モータリゼーションの進展等を背景として市街地の拡大が進んでおり、拡大した市街地のままで、今後人口が減少すれば、身近な商業や医療などの都市機能を維持することが難しくなるため、安心して暮らせる

居住環境が損なわれることが想定されている。本市では、これらの課題を解決し、持続可能な都市構造を構築するためには、公共交通の充実を図りながら生活利便性を維持し、現在の暮らしやすさ、経済活力を守っていくことが必要と考えている。

・姫路市都市計画マスタープランにおいては、持続可能な都市を目指すため、地域特性に応じた土地利用を促進する「土地利用ゾーン」、住みよい生活圏の形成と高次都市機能が集積する都心部の充実を図る「地域核等と地域生活圏」、各地域の交

通連携を促進する「都市軸と交流連携軸」の３つの要素を設定し、地域資源や地域特性を活用しつつ、都市機能を分担し相互補完することができる「多核連携型都市構造」の構築を目標としている。

・上記のような方向性を見据えながら、姫路市立地適正化計画では、鉄道駅周辺等に人口や都市機能が集積し、「生活利便性に優れた都市環境を形成するまちづくり」、都市機能の維持・誘導による元気な高齢者の増加や子育て環境の充実等で労

働力人口を確保する「ものづくり力の維持・強化につながるまちづくり」、鉄道駅周辺等の拠点を公共交通で連携させ、公共交通軸を形成することで、「公共交通の維持・強化による交通利便性に優れたまちづくり」の３つを、まちづくりの基本的な方針と

している。

・また、姫路市公共施設等総合管理計画において、公共施設等の床面積総量を抑制する「ストック量の最適化」、防災や高齢化社会に配慮した施設整備、管理運営等への民間活力の活用を推進する「管理運営の最適化」等に取組むこととしているこ

とから、上記のまちづくりの方針とも合わせ、生活・交通利便性の高い地域における公共施設の集約化等、公的不動産を活用して、戦略的に都市機能や居住の誘導を図り、都市機能の拡散防止や市民の生活利便性の維持・向上につなげていくことと

している。

・このような中、交通結節機能が充実しているＪＲ姫路駅周辺の都心部は、本市の交流や流通、ビジネスの拠点であり、立地適正化計画においても「中心拠点」として位置づけ、高次な都市機能の集積を進めていくこととしている。

都道府県名 兵庫県 姫路市 キャスティ21イベントゾーン周辺地区

計画期間 交付期間 2



都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 H26 R2

人／年 H27 R2

分 H28 R2

％ H28 R2

駅から施設までの所要時間

ＪＲ姫路駅から文化コンベンションセンター敷地までの、

徒歩による所要時間

デッキを通ることにより、信号等による時間ロスがなくなることの効

果として、所要時間の短縮を目指す。

15 10

高架下空間の利用率

市が、JR山陽本線等連続立体交差事業で発生した鉄道

高架下空間を活用している割合

行政と民間事業者等との連携・共同によるまちづくりを進めた効果

として、利用率の10%の増加を目指す。

15% 16.50%

施設来場者数

文化コンベンションセンターへの年間来場者数。従前値

については、既存の姫路市文化センターの年間来場者

数である。

交流拠点の形成によるにぎわい創出の効果として、既存施設の来

場者数からの倍増を目指す。

362,443 724,886

歩行者・自転車通行量

中心市街地通行量調査において測定した歩行者・自転

車の通行量の、主要７地点における合計値。

都心部における回遊性の向上の効果として、本市中心市街地にお

ける来訪者数の増加を目指す。

63,639 87,700

■中心拠点誘導施設（医療施設）

コンパクトシティの観点から、郊外に分散した医療施設を、イベントゾーン内に移転・統合するもの。本市の中心拠点区域にふさわしい、高次な都市サービスを提供する医療施設であり、文化コンベンションセンターの整備と合わせ、都心部における都

市機能の一層の集積を促進し、都心部の活力向上に寄与する施設である。

都市再生土地区画整理事業や市街地再開発事業の特例を受ける場合は当該事業の概要、位置づけを記載。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・文化・コンベンションエリアには、芸術文化の創造・発信拠点として、より多くの市民が芸術文化を享受し交流できる「場」等として、文化コンベンションセンターを整備する。

・高等教育・研究エリアには、学術研究、新技術の開発や医療機能を有する高等教育・研究機関と新県立病院を誘致する。

・コンパクトシティの考え方に対応し、郊外に分散している文化機能や医療機能を移転・統合することで、中心拠点にふさわしい高次都市施設を配置する。

・１号公園は、イベントゾーンとコアゾーンの間にあり、都心部の回遊性において、重要な位置にある。そのため、文化コンベンションセンターの拠点機能を強化する(都)下寺町線上の歩行者デッキと合わせ、姫路駅からイベントゾーンに至る一連の東西

軸の一部として、安全・安心、快適で、魅力的な空間であるとともに、中心市街地の希少な緑の拠点となるように整備する。



整備方針等整備方針等整備方針等整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業

整備方針１　市民の多様な交流を促進する拠点施設等、コンパクトシティに貢献する中心拠点づくりによる、人々が集い、にぎわいのあるま

ちづくり

・イベントゾーンにおける「知と文化、産業の交流拠点」としての位置付けの下、文化コンベンションセンター内に、文化等による市民の創

造・交流活動の場や、幅広い世代の市民が集う多様な交流活動の場を整備する。

・コンパクトシティの観点から、市内老朽施設を都心部へ統廃合することによる、都市機能の集約を進める。

・１号公園や歩行者デッキについては、文化コンベンションセンターと一体的な施設としてとらえ、各種イベントなど多様な都市活動に利用

できる広場として整備する。

■高次都市施設（基幹事業／文化コンベンションセンター整備事業）

■公園（基幹事業／１号公園整備事業）

■地域生活基盤施設（基幹事業／歩行者デッキ整備事業）

□関連事業（暮らし・にぎわい再生事業／キャスティ21イベントゾーン周辺地区）

□関連事業（病院事業／中心拠点誘導施設）

整備方針２　安全・安心、快適で、魅力的な都市空間の創出による、うるおいにあふれたまちづくり

・１号公園、歩行者デッキ等は、姫路駅とイベントゾーンをつなぐ東西軸上にあり、都心部の回遊性や中心市街地の活性化にとって、重要な

都市施設であるため、ユニバーサルデザインに配慮した、安心・安全、快適で、魅力的な歩行者動線やうるおい空間として整備する。

・文化コンベンションセンターとの一体的なデザインや、鉄道からの眺望を考慮することにより、景観に配慮した、人々の印象に残る、魅力

的な空間づくりを行っていく。

■公園（基幹事業／１号公園整備事業）

■地域生活基盤施設（基幹事業／歩行者デッキ整備事業）

■地域生活基盤施設（基幹事業／高架下空間整備事業）

■高質空間形成施設（基幹事業／歩６－１号整備事業）

□関連事業（暮らし・にぎわい再生事業／キャスティ21イベントゾーン周辺地区）

整備方針３　行政と民間事業者等との連携・協働によるまちづくり

・鉄道の高架下空間を、民間事業者と連携・協働することにより有効に活用し、１号公園や外堀川と一体となった、魅力ある交流空間として整備する。

■公園（基幹事業／１号公園整備事業）

■地域生活基盤施設（基幹事業／高架下空間整備事業）

■高質空間形成施設（基幹事業／歩６－１号整備事業）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業）目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業）目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業）目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）

基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

道路

公園 姫路市 直 A=0.83ha H28 R2 H30 R2 678.7 678.7 678.7 678.7 2.2

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 歩行者デッキ整備事業 姫路市 直 L=160m H28 R2 H30 R2 723.2 723.2 723.2 723.2 －

地域生活基盤施設 高架下空間整備事業 姫路市 直 A=0.20ha H30 R2 H30 R2 45.8 45.8 45.8 45.8

高質空間形成施設 歩６－１号整備事業 姫路市 直 L=40m H28 R2 H30 R2 16.7 16.7 16.7 16.7 －

高次都市施設地域交流センター 姫路市 直 A=28,858㎡ H27 R2 H30 R2 24,094.6 24,094.6 24,094.6 2,100.0 1.2

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

  住宅市街地総合整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 25,559.0 25,559.0 25,559.0 0 3,564.4 1.3 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度
事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 3,564.4

（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

姫路市 国土交通省 A=7.6ha ○ H30 R2 24,094

姫路市 国土交通省 A=45.5ha ○ H1 R3 36,100

都市再生整備計画事業 姫路駅周辺地区（第２期）都市再生整備計画事業 姫路市 国土交通省 A=76.6ha ○ H27 R1 10,769

兵庫県 国土交通省 A=3.0ha ○ H29 R3 33,700

都市再生整備計画事業 姫路城周辺地区都市再生整備計画事業 姫路市 国土交通省 ○ R2 R6 90,519

合計 195,182

交付対象事業費 3,564.4 交付限度額 1,782.2 国費率 0.5

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

１号公園整備事業

文化コンベンションセンター整備事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造

支援事業

事業活用調

査

まちづくり活

動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

暮らし・にぎわい再生事業
キャスティ21イベントゾーン周辺地区暮らし・にぎわい再生事業

土地区画整理事業 姫路駅周辺土地区画整理事業

病院事業　（中心拠点誘導施設） （仮称）県立はりま姫路総合医療センター整備事業



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

キャスティ21イベントゾーン周辺地区（兵庫県姫路市）
面積 7.6 ha 区域 神屋町

姫路城跡

ＪＲ姫路駅

山陽姫路駅

ＪＲ姫新線

ＪＲ播但線

ＪＲ山陽本線

ＪＲ山陽新幹線

キャスティ21イベントゾーン

周辺地区（7.6ha）



歩行者・自転車通行量 （人/日） 63,639 （H26年度） → 87,700 （R2年度）

施設来場者数 （人/年） 362,443 （H27年度） → 724,886 （R2年度）

高架下空間の利用率 （％） 15.0 （H28年度） → 16.5 （R2年度）

キャスティ21イベントゾーン周辺地区（兵庫県姫路市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標 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中心市街地の再生

代表的な

指標

Ｊ
Ｒ
播
但
線

山陽姫路駅

■基幹事業 公園

１号公園整備事業

■基幹事業 地域生活基盤事業

高架下空間整備事業

■基幹事業 高質空間形成施設

歩６－１号整備事業

姫路市文化センター

姫路市音楽演劇練習場

ＪＲ京口駅

姫路城

様式（１）-⑦-１

○関連事業 暮らし・にぎわい再生事業

キャスティ21イベントゾーン周辺地区暮らし・にぎわい再生事業

■基幹事業 高次都市施設

文化コンベンションセンター整備事業

■基幹事業 地域生活基盤施設

歩行者デッキ整備事業

○関連事業 病院事業

（仮称）県立はりま姫路総合

医療センター整備事業

基幹事業

関連事業

凡 例


