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１.はじめに 

１－１．整備方針の背景、目的 

静岡市では、駿府城公園をはじめとする歴史的名所などを活用しながら静岡都心の賑いを創出する

ことで、交流人口の増加を図るとともに、地域経済の活性化を目指す「歴史文化の拠点づくり」が進

められており、この「歴史文化の拠点づくり」の実現に向けては、静岡市民文化会館の再整備が大き

な役割を担うことになります。 

本整備方針は、静岡市民文化会館の再整備に関し、周辺の環境整備や他事業との連携を見据えた新

たな施設等の整備のための指針となる考え方を示すものです。 

 

１－２．計画地の概要 

(１)所在地等 

所在地 静岡市葵区駿府町 208番 2，208番 6 

面積 52,111.83㎡ 

 
計画地位置図 
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計画地位置図（航空写真） 

 

(２)法規制等 

面積 52,111.83㎡ 

用途地域 

○第二種住居地域 

・容積率：200％ 

・建蔽率：60％＋角地緩和 10％ 

その他 

地域地区等 

○高度地区：最高限３種 

・最高高さ：19m 

・北側斜線制限あり 

○準防火地域 

○風致地区：第２種風致地区（城内） 

・高さ制限：15m 

・建蔽率：40％ 

・道路後退：2m 

・隣地後退：1m 

・建築物に接する地盤面の高低差：9m  

・緑化率：30％ 

○都市機能誘導区域（集約化拠点形成区域）：静岡駅周辺地区 

前面道路 

・駿府町鷹匠町線（市道）：最小幅員 約 17.5m 

・城内 6号線（市道）：最小幅員 約 4.0m 

・駿府町北安東線（市道）：最小幅員 約 17.9m 

・城内 1号線（市道）：最小幅員 約 16.4m 

日影規制 ・4.0h-2.5h/4.0m 

斜線制限 

○道路斜線：1:1.25（適用距離 20m） 

○隣地斜線：20m＋1.25L 

○北側斜線：なし 

○高度地区による北側斜線制限： 10m＋1.25L 

 

 

駿府

静岡市中央

静

松

パ

伊
丸 葵タ

地方

市立

税

幸本

北
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２．計画地及び周辺の現況 

２－１．上位関連計画 

・国の動向と静岡市の上位関連計画から本計画地の位置づけ等を整理する。 

 

 (１)国の動向 

 

 

 

■国土のグランドデザイン 2050（平成 26年 7月） 

【対流促進型国土の形成】 

○コンパクト＋ネットワークによる新たな価値の創造 

・人・ﾓﾉ・情報の交流・出会いの活性化による高密度な交流の実現 

・賑わい創出、地域の歴史･文化などの継承、発展 

 

■国土形成計画（平成 27年 8月） 

○個性豊かな地域文化の保存、継承、創造、活用 

○文化芸術やスポーツ活動への参加機会等の充実 

○地域の文化芸術活動を支える環境整備 

〇質の高い観光を通じた対流の拡大 

 

■中部圏広域地方計画（平成 28年 3月） 

○地域の個性を活かした交流連携の創出 

・地域資源の保存、継承、磨き上げ、掘りおこし、活用 

・歴史・文化の魅力を活かしたまちづくり 

 

■中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成 28年 1月） 

○人口減少･少子高齢者社会の到来に対応した、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩

いて暮らせる生活空間を実現 

○地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的な活動により活力ある地域経済社会を確立 

劇場,音楽堂等の活性化のための取組みに関する指針（Ｈ25） 

○劇場、音楽堂等は文化芸術を継承・創造・発信する場で、人々が集う地域の文化拠点であり、

全ての国民が心豊かな生活を実現するための場としての役割を担う 

 

 

「交流の活性化による価値の創造」、「歴史・文化（芸術・スポーツ）による交流活性化・地

域活性化」が求められています。 
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（２）静岡市の上位計画における位置づけ 

 

 

 

 

■静岡市第３次総合計画（平成 27年 3月） 

【歴史文化のまちの実現】 

○新たな経済的価値を創造することにより、文化力を地域活力に転換していくことで「都市の

発展」を目指す 

・世界レベルの芸術文化・スポーツを楽しむ機会の拡大を推進 

・市民が芸術文化・スポーツを楽しむための支援を推進 

 

■静岡市総合戦略（平成 28年 2月） 

【２０２５年に総人口７０万人を維持】 

○「まち」の存在感を高め、交流人口を増やす 

・市民が公共空間をイベントや賑わいの場として活用できる仕組みの構築 

 

■静岡市都市計画マスタープラン (平成 28年 3月) 

○高次かつ多様な都市機能の持続的な誘導 

・広域商業、娯楽、交流等の都市圏の核にふさわしい都市機能の誘導 

○伝統を活かし新たな魅力を創る都市空間の整備 

・駿府城・城下町等の伝統を継承する景観の誘導 

・賑わいや憩い、コミュニティ活動を支える公共空間づくり 

 

■静岡市立地適正化計画 (平成 29月 3月) 

○歴史文化資源を活かし、交流人口の増加に資する機能を強化 

○行政、商業・業務、文化の中心としての機能を更新・集積 

 

■静岡市都心地区まちづくり戦略 (平成 22年 9月) 

○「点的な賑わいの創出から、さらなる都市機能・施設の更新」の循環による賑わいの拡大 

・豊かな緑による潤いある空間、オープンスペースの確保によるゆとりある空間形成 

 

■静岡市中心市街地活性化基本計画  (平成 30年３月) 

○“わくわくドキドキ“にぎわいと活力のまち 

○“てくてくらくらく”あちこち巡るずっと居たいまち 

・家康公らが築いた歴史文化を活用したにぎわい創出 

 

■静岡･清水都心地区魅力空間創出方針 (平成 30年 3月) 

○市民文化会館前のイベントと連動した利用を積み重ね、認知度アップ 

 

「地域の歴史資源と文化を活かした市内外との交流の活発化」、「交流の核となる都市機能の

誘導」、「回遊性向上による賑わいと活力のあるまちの実現」、「日常的なイベントの場の創

出」が静岡都心地区及び計画地周辺に求められています。 
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■静岡市文化振興計画 (平成 29年 3月） 

【文化の力により、訪れる人、住む人を魅了するまち】 

○歴史に彩られた個性豊かな文化の創造 

・文化を享受する機会の拡大 

○文化を活かした交流による活力あふれるまちづくり 

・大規模事業開催による集客・特徴的な芸術文化による交流の活性化 

○リーディングプロジェクト「まちは劇場」の推進 

 

■静岡市スポーツ推進計画(平成 27年 3月） 

【「観る」「する」「支える」視点で推進】 

〇スポーツツーリズムによる MICEの推進とスポーツ機会の創出 

・だれもが参加したくなるスポーツイベントの開催 

〇ホームタウン活動の推進 

・静岡市をホームタウンとするチームとの協働 
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２－２．計画地及び周辺の現況 

(１) 計画地の概要 

・本計画地には、以下の施設が立地しています。 

 

 

ロッカー･シャワールーム

が併設されたカフェ（R＆R 

Station）が 2018年 5月に

オープンしている。 

駿府城中堀沿いは、小中学

校の通学路として利用さ

れている。 

敷地南側のいこいの広場に

は、駐輪場やベンチが整備

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

非興行時の広場は閑散と

している。地下は駐車場

（246台）となっている。 

敷地北側の道路との間は

堀となっている。樹木が茂

り、市民会館は見えにくく

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

中央室内プールの概要 

竣工年 1975年 

建築面積 1,887㎡ 

延床面積 2,170㎡ 

高さ 8.82m 

機能 
大プール 

小プール 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓道場の概要 

竣工年 1981年 

建築面積 1,104㎡ 

延床面積 1,465㎡ 

高さ 13.16m 

機能 
近的 28m 

10人程度 
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静岡市民文化会館 

中央体育館 施設概要 

竣工年 1971年 

構造 鉄筋コンクリート造 

建築面積 5,357㎡ 

延床面積 8,336㎡ 

高さ 25.75m 

規模 地上４階 

体育館の 

仕様 

61×40m、観客席 984席 

バスケットボール 3面、バレーボール 4面、

バトミントン 12面、卓球 45面 

その他 

施設 

剣道場、柔道場、トレーニングルーム、会

議室 など 

 

概要 

竣工年 1978年 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

建築面積 9,403㎡ 

延床面積 22,890㎡ 

高さ 30.3m 

規模 地下 1階地上 4階 

 

ホール及び大会議室等の仕様 

 大ホール 中ホール 大会議室 

写真 

   

席数 1,968人 

（別に車いす席 10席） 

1,170人 

（別に車いす席 14席） 

（花道設置時 1,090人） 

240人 

（いす席のみの場合 360人） 

舞台規模 間口 20m・奥行 19m 

高さ 10m（可変 7m） 

間口 16.4m・奥行 18m 

高さ 7.4m（可変 5.4m） 
間口 7.5m・奥行 4.2m 

舞台装置 オーケストラピット・脇花道・反

響板 

廻り舞台・迫り・本花道・脇花道・

反響板 
－ 

楽屋 一般楽屋 6室 

個室楽屋 3室 

一般楽屋 3室 

個室楽屋 3室 
－ 

稼働率 83.59％ 86.25％ 83.50％ 

その他 

施設 

・会議室 6室（収容定員 20～60人） 

・リハーサル室、展示室、喫茶室 

 

外観 ホワイエ 喫茶室 楽屋 
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(２)歴史 

・本計画地が立地している、駿府城周辺のまちの成り立ちと、近代以降の駿府城公園及び三の丸の利

用変遷は以下のとおりとなっている。 

 

①駿府城周辺のまちの成り立ち 

江戸時代以前 
・室町時代には、今川範国が駿河国の守護に任じられていた。駿府城周辺に今川氏の館

があったと推定されている。 

江戸時代 

・徳川家康により、1585(天正 13) 年に駿府城の築城が始められた。駿府城は、アジア

諸国をはじめオランダスペイン、イギリスなどと交易を行う場としても活用された。 

・1606(慶長 11)年より駿府の町割りや安倍川の治水事業が行われ、その後、城を中心

に、城郭周辺部に武士・商人・職人の居住地、寺院が設置された。 

明治～大正 
・1889（明治 22）年、東海道線が全線開通、国鉄静岡駅前は商業都市として更なる発

展を遂げた。 

昭和～平成 

・1940(昭和 15年)の静岡大火、1945年（昭和 20年）の空襲によって、旧静岡市市の

中心市街地が大きな被害を受けた。戦後には戦災復興土地区画整理事業が行われ

た。 

現在 

・駿府城跡は駿府城公園や官公庁、学校等となり、また周辺には静岡浅間神社などの貴

重な歴史・文化的資源が残されている。 

・商人・職人の住んだ城下町は、現在も呉服町や両替町などの町名が残り、商業活動の

中心として賑わっている。 

 

②近代以降の駿府城公園及び三の丸の利用変遷 

時期 1891～1896 1896～1948 現在 

出来事 県・軍から市へ払下げ 軍用地活用 歴史と文化の拠点 

地図 

 
明治 24年 

 
昭和 5年 

 
昭和 43年 

本丸 

二の丸 
城跡未利用(市有地) 歩兵 34連隊駐屯地 公園、紅葉山庭園 

三の丸 監獄、県庁、運動場等が立地 
県庁、刑務所、病院、学校、他
官公庁が立地 

県庁、文化会館、体育館、病
院、学校、他官公庁が立地 

 

(３)人口 

・静岡市の人口は、平成２年（1990 年）73 万 9,300 人をピークに減少の一途をたどっている。平成

24年には政令指定都市で人口が最下位となる等、人口減少の歯止めが喫緊の課題となっている。 
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(４)土地利用 

・計画地のある三の丸の土地利用現況は、一部を除いて公益施設用地となっています。 

 
 

(５)交通 

・計画地周辺の鉄道利用率、バスの運行状況、歩行者交通量、駐車場の立地状況と静岡市内の交通分

担率は以下のようになっています。 

鉄道 

・平成 28年度の静岡駅の乗車人員数は 59,403人／日で、直近 10年の推移は、ほぼ横

ばい（平成 19年度比 97.7％）である。 

・平成 28年度の新静岡駅の乗車人員数は 9,545人／日で、直近 10年の推移は、減少

傾向（平成 19年度比 86.6％）にある。 

バス 

・最寄バス停では７路線、平日約 600便、休日約 400便の路線バスが発着している。 

・静岡駅と新静岡駅は高速バスの発着場としても機能しており、旧三の丸周辺の路線バス

の運行がないエリアでは、市街地周遊型のコミュバスが運行している等、バスの交通利

便性は高い地域である。 

歩行者 

・計画地周辺では呉服町通りの交通量が最も多く、12時間交通量は約 15,900人となって

いる。 

・静岡駅と市街地をつなぐ東西方向の道路の交通量が多く、南北方向の道路の交通量は

少ない傾向にある。 

駐車場 
・駐車場は静岡市民文化会館から約 500ｍの範囲内に 57か所・469台分、500m～1㎞

の範囲内（30台以上のみ）に 56か所・7,304台ある。 

交通手段 

分担率 

・市内からの来街者：分担率の上位から、バス（21.1％）、徒歩および自家用車（19.9％）、

自転車（16.8％）の順となっている。 

・市外からの来街者：自家用車（49.3％）、JR東海（47.3％）の 2つの交通手段が、分担率

の 9割以上を占めている。 
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(６)観光 

・計画地の観光交流客数、宿泊客数及び宿泊施設の立地状況は以下のとおりとなっています。 

観光交流 

客数 

・平成 28 年度の観光交流客数は約 2,489 万人で、直近 9 年の推移は横ばい（平成 20

年度比 98.9％）である。 

宿泊客数 
・平成 28 年度の宿泊客数は約 171 万人で、直近 9 年の推移は増加（平成 20 年度比

115.4％）している。 

宿泊施設の 

立地 

・計画地周辺には、約 30の宿泊施設が位置しており、客室数は約 3000室となっている。 

・うち、バンケットを有するホテル（いわゆるシティホテル）は 6 箇所のみ（約 900 室）で、JR

静岡駅近傍に集中している。 

  

(７)商業 

・本計画地周辺には、百貨店など主要な大型店７店が立地しており、さらに複数の商店街・個店が面

的に連なっています。 

 

 

(８)来街者の特色 

・静岡市の中心市街地への来街者の状況と来街の目的は以下のとおりとなっています。 

市民と市外の 

割合 

・静岡地区への来街者はおおむね７割が静岡市民、３割が市外からの来街者で、平成 9 年

度からほぼ同水準で推移している。 

来街目的 
・静岡市民の来街目的は、上位から「買い物」「飲食」「イベント、レジャー、観光」となってお

り、この３つの来街目的で全体の 7割以上を占める。 
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(９)周辺施設 

・静岡地区には、官公庁、文化・スポーツ施設、教育施設、交通拠点等、多様な高次都市機能施設が

面的に立地・集積し、生活利便性・広域集客性の高いエリアとなっています。 

 

 

(１０)周辺他事業 

・駿府城内では、駿府城公園整備再整備事業、駿府城公園「桜の名所」づくり事業、駿府城公園民間

活力導入施設、駿府城公園お堀の水辺活用事業、静岡市歴史文化施設建設事業、駿府城公園周辺ラ

ンニング等環境整備事業が進められています。 

 

(１１)市民意識 

・平成 25年の静岡市民意識調査の結果は以下のとおりとなっています。 

満足度 
・「満足している」「どちらかと言えば満足」が全体の 5 割近くを占め、「不満がある」「どちらか

と言えば不満」は全体の 2割以下となっている。 

中心市街地に 

対する印象 

・「にぎわっている」「にぎわいはまずまずである」が全体の約 7 割を占めており、「寂れてき

た」は全体の 2割以下となっている。 

静岡地区の 

イメージ 

・「買物や飲食に出かける場所」が全体の 78.1％を占めている。 

・次いで、「市役所等の公共施設の集まる場所」が 8％、「イベント等を楽しむ場所」が 4.1％

となっており、その他の選択肢は 3％以下となっている。 

市民が希望する 

まちの姿 

・「人々が集まりにぎわいや活気のある場所」が 39％で最も多く、次いで「道路や歩道、駐車

場の充実した場所（33％）」「お店が多く品揃えが豊富で商業が盛んな場所（29％）」等と

なっている。 
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３．市民ニーズと市場ニーズ 

３－１．市民ニーズ 

・静岡市市民会館の再整備にあたり、まちづくりの各として市民が求める施設についての調査におい

て、「将来の静岡都心に期待するイメージ」と「新しい施設に求めること」に関する市民ニーズは

以下のよう結果が示されています。 

 

■調査の概要 

調査期間：平成 29年 9月 4日～平成 29年 9月 19日 

対  象：13歳以上の静岡市民 3,000人（住民基本台帳から等間隔無作為抽出） 

調査方法：往復郵送調査  

回収結果：発送数 3,000票／有効回収票 1,081票（36％）／配達不能 14票（0.5％） 

／未回収票 1,905票（63.5％） 

 

（１）将来の静岡都心に期待するまちのイメージ 

〇静岡市が目指すまちの姿の実現を期待（緑枠内） 

・「歴史文化に触れ親しむことのできるまち」「大道芸等、路上でのパフォーマンスを楽しめるまち」

といった、静岡市が目指すまちづくりの方向性を高く支持（約 70%） 

 

〇静岡市が従来より推進してきた文化振興・スポーツ振興の取組みが引き続き享受できるまちを期待

（青枠内） 

・「演劇等の舞台芸術を楽しめるまち」「クラシックコンサート等の音楽芸術を楽しめるまち」や「市

民自らが芸術文化活動をしやすいまち」「市民自らがスポーツ活動をしやすいまち」といった、従

来より静岡市が静岡市民文化会館や市体育館で推進してきた取組みを引き続き享受できるまちを

期待 

 

〇これまで静岡市では機会が少なかった文化・スポーツの楽しみ方が可能なまちを期待 （赤枠内） 

・「流行のアーティストやお笑いライブを楽しめるまち」「プロスポーツ観戦を楽しめるまち」といっ

た、これまで静岡市では機会が少なかった“エンターテイメント性の高い文化・スポーツを観る”

ことが可能なまちを期待 
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（２）新しい施設に求めること 

〇今もこれからも大きく期待される施設-“観る”機能への対応 -（赤枠内） 

・時期“文化・スポーツのまち”として静岡都心地区に期待するイメージを実現するためには、「エ

ンターテイメント性の高い芸術文化を鑑賞できる施設」が大きく期待（約７０％）されている。 

 

〇新たに期待される施設 -“観る”機能への対応 -（橙枠内） 

・同じくエンターテイメント性の高い「プロスポーツを観戦できる施設」は、これまで静岡市では観

戦の機会が少なかったこともあり、新たに期待されている。  

 

〇従来の静岡文化会館の役割が引き続き期待される施設（青枠内） 

・「クラシックコンサート等の芸術文化を鑑賞できる施設」「古典舞台芸能等を鑑賞できる施設」とい

った現静岡市民文化会館が担ってきた役割を引き続き果たす施設も期待されている。 

 

〇中央体育館との機能分担が期待される施設（緑枠内） 

・「少年・少女スポーツチームの練習ができる施設」「アマチュアスポーツの大会が開催できる施設」

と中央体育館が担っている機能を果たす施設も支持されている。 
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３－２．市場ニーズ等 

(１)静岡市におけるアリーナ・ホールの市場ニーズ等 

・平成 29 年度に実施した文化・スポーツ施設の立地可能性調査において、民間の施設運営事業者お

よびコンテンツ事業者を対象としたヒアリング調査、整備費・交流人口・経済波及効果の試算を行

いました。 

 

①施設規模 

・音楽興行を想定するアリーナの適正規模は、6,000～7,000席または 10,000席程度であると考えら

れます。 

・音楽興行を想定するホールの適正規模は 2,000席程度、市民利用等を想定するホールの適正規模は

1,000席以下であると考えられます。 

 

アリーナ規模に関するヒアリング調査結果（平成 29年度・平成 30年度調査） 

ﾋｱﾘﾝｸﾞ先 

 

規模 

施設運営事業者 コンテンツ事業者  
誘致可能な 

利用形態 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社  

ア
リ
ー
ナ 

10,000席 
◎ ◎   〇 ◎   

⇒ 音楽興行等 
コンサート コンサート   コンサート コンサート   

6,000 

～7,000席 

〇  ◎  〇 ◎ ◎  

コンサート  コンサート  コンサート コンサート コンサート  

5,000席 
 ◎  ◎   ◎  

⇒ 
プロスポーツ 

興行等  プロスポーツ  プロスポーツ   プロスポーツ  

ホ
ー
ル 

2,000席 
◎ ◎   ◎ ◎  ◎ 

⇒ 音楽興行等 
コンサート コンサート   コンサート コンサート  ミュージカル 

1,200席 
          

          

1,000席 

以下 

◎ ◎   ◎ ◎   

⇒ 市民利用等 演劇/ 

市民利用 
市民利用   市民利用 市民利用   

 

②近隣類似施設とのすみ分け 

・計画地にアリーナを導入する場合、最大収容 7,000 人規模のコンサート利用が可能なアリーナが、

近隣類似施設とのすみ分けの観点から望ましいと考えられます。 

・また、事業者の見解から、コンサート単機能ではなく、市民利用、プロスポーツ利用等、多目的に

利用が可能であることが望ましいと考えられます。 

 

近隣類似施設との利用内容比較 

施設名 
計画地 

※想定 

静岡中央 

体育館 

このはな 

アリーナ 

ツインメッセ 

北館/南館 

グランシップ 

大ホール 

エコパ 

アリーナ 

浜松 

アリーナ 

施設規模 

（席数） 

最大収容： 

7,000程度 

固定席：984 

最大収容：984  

固定席：2,700 

最大収容：4,000 

固定席：- 

最大収容： 

北館6,000 

南館6,500 

固定席：2,194 

最大収容：4,626 

固定席：4,868 

最大収容：10,000 

固定席：3,544 

最大収容：7,600 

利用内容 

■コンサート 

■プロスポーツ等 

■市民利用 

■展示･式典 他 
      

利用内容 

・コンサート 

・プロスポーツ 

・市民スポーツ

（練習・試合） 

・アマスポーツ 

・MICE 

・展示、式典 

・市民スポーツ 

 （練習・試合） 

・アマスポーツ 

・スポーツ教室 

・大相撲 

・V リーグ 

・県民スポーツ

（練習・試合） 

・スポーツ教室 

・イベント利用 

・スポーツ教室 

・プロレス 

・展示会 

・博覧会 

・コンサート 

・市民利用 

 （音楽･ダンス） 

・式典 

・コンサート 

・F リーグ 

・県民スポーツ 

 （練習・試合） 

・式典 

・F リーグ 

・Bリーグ 

・市民スポーツ 

 （練習・試合） 
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③整備費・交流人口・経済波及効果 

・ホールの再整備やアリーナ機能の導入によって、交流人口増加や経済波及効果等に対する一定の効

果が見込まれます。 

 

整備費・交流人口（平成 29年度「静岡市駿府町地区文化・スポーツ施設立地可能性調査業務」） 

項 目 
施設整備費 

（解体含む・百万円・税抜き） 

単年度収支（百万円・税抜き） 

交流人口 

（年間来訪者数） 維持管理・運営費 収入 差額 

ケース ① 

大ホール2,000席 

中ホール800席 

アリーナ5,000席 

ホール 8,986～9,633 327 234 -93 

709,320人 アリーナ 6,334～6,448 118 82 -36 

合計 15,320～16,081 445 316 -129 

ケース ② 

大ホール2,000席 

中ホール800席 

アリーナ7,000席 

ホール 8,839～9,469 320 234 -86 

956,320人 アリーナ 7,862～8,006 151 191 40 

合計 16,701～17,475 471 425 -46 

ケース ③ 

大ホール/アリーナ一

体型7,000席  

中ホール800席 

ホール 3,687～3,922 144 125 -19 

629,520人 アリーナ 7,665～7,804 148 178 30 

合計 11,352～11,726 292 303 11 

ケース ④ 

大規模改修 

大ホール1,968席  

中ホール1,170席 

ホール 8,277 288 201 -87 

481,780人 アリーナ - - - - 

合計 8,277 288 201 -87 

※上表記載の内容は「静岡市駿府町地区文化・スポーツ施設立地可能性調査業務（平成 29年度）」のもので、施設規模・整備

費等は現在の想定とは異なる 
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経済波及効果（平成 29年度「静岡市駿府町地区文化・スポーツ施設立地可能性調査業務」） 

項 目 

初期投資 
併用開始後 

（年額、市民アンケート結果） 

併用開始後 

（年額、観光庁統計資料参照） 

経済波及 

効果 

（百万円） 

雇用 

誘発数 

（人） 

市民税 

誘発額 

（百万円） 

経済波及 

効果 

（百万円） 

雇用 

誘発数 

（人） 

市民税 

誘発額 

（百万円） 

経済波及 

効果 

（百万円） 

雇用 

誘発数 

（人） 

市民税 

誘発額 

（百万円） 

ケース ① 

大ホール2,000席 

中ホール800席 

アリーナ5,000席 

22,543 2203 244 9,186 860 93 11,832 1,147 118 

ケース ② 

大ホール2,000席 

中ホール800席 

アリーナ7,000席 

24,575 2,401 266 13,580 1,298 136 18488 1,808 184 

ケース ③ 

大ホール/アリーナ一

体型7,000席  

中ホール800席 

16,704 1,632 181 8,922 855 89 12,317 1,205 123 

ケース ④ 

大規模改修 

大ホール1,968席  

中ホール1,170席 

12,179 1,190 132 6,595 621 67 8,251 801 83 

※上表記載の内容は「静岡市駿府町地区文化・スポーツ施設立地可能性調査業務（平成 29年度）」のもので、施設規模・整備

費等は現在の想定とは異なる 

 

 (２)計画地におけるアリーナ・ホールの市場ニーズ等 

・民間事業者ヒアリング結果【資料 2】を掲載 
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４．計画地に求められる施設機能 

(１)計画地に求められる役割等 

①歴史的な経緯からみた役割 

・静岡都心地区は、駿府城の城下町として発展を遂げてきた地区です。計画地周辺には駿府城の堀や

石垣、土塁等の歴史資源が残されており、曲輪の形状は都市構造として街区に引き継がれています。 

・旧三の丸内には明治時代以降、幕府機関の蔵書を引き継ぐ葵文庫や、官公庁・市民体育館・文化会

館の設置等、地域の文化・教育のための新たな取組みが行われてきました。 

・新たに整備予定の歴史文化施設と連携し、これまでの歴史を保全活用するとともに、新たな都市機能

を導入することで、静岡都心地区を発展させていくことが考えられます。 

 

②計画地及び周辺の状況からみた役割 

・街なかの回遊は静岡駅-呉服町通り間を中心とする東西方向にとどまっており、御幸通り以北への回

遊を創出するためには、新たな機能の付加によって旧三の丸内への集客力を高めることが重要であると考

えられます。 

・計画地内は、文化芸術活動やスポーツ活動の場として多様なニーズのもと、多くの市民に利用され

ています。既存機能利用の合間や前後の時間を過ごせる時間消費型の施設を導入することで、これ

まで目的施設のみの利用にとどまっていた来街者の需要を連鎖的に誘発することが可能であると考え

られます。また、現在周辺で進められている市の事業とあわせ賑わいの相乗効果も図れるものと考

えられます。 

 

③上位計画等における位置づけからみた役割 

・上位計画では、「地域の歴史資源と文化を活かした市内外との交流の活性化」 「交流機能となる都市機能

の誘導」 「回遊性向上による賑わいと活力のあるまちの実現」 「日常的なイベントの場の創出」が静岡都心

地区及び計画地周辺に求められています。 

上位計画の本計画に関連する主な内容 

・芸術文化活動への市民の参加を促すとともに、これからの静岡文化を担う人材育成の充実を図る 

・ライフステージに応じたスポーツ活動を推進 

・オープンスペースなどの公共空間の使い方を見直し、市民がイベントや賑わいの場として活用できる仕組みを構築す

るとともに、デザイン性あふれる街並みを創出 

・交流等の都市圏の核にふさわしい都市機能の誘導 

・にぎわいや憩い、コミュニティ活動を支える公共空間づくり 

・家康公らが築いた歴史文化を活用したにぎわい創出 

・定期利用やイベント利用を促すために、滞留空間の居心地向上を図る 

・文化を享受する機会の拡大による市民の文化力の向上、大規模事業開催による集客と交流の場創出 

・「観る」「する」「支える」視点で推進 

・まちの回遊性を保ちつつ、人々が集い、賑わいのある景観の形成 

 

④市民アンケート・市場調査等からみた役割 

・市民アンケート調査、市場調査、交流人口試算、経済波及効果、税収試算等を実施し、ホール及び

アリーナを整備することで静岡市に大きな効果があることを確認しています。 
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(２)計画地に求められる施設機能 

■伝統芸能など「歴史文化」と音楽や美術などの「芸術文化」の創造拠点機能 

・静岡市で育まれてきた文化を市民文化会館の再整備後も継承していくため、大ホールおよび中ホー

ル機能は維持します。 

・「鑑賞」の場としてだけでなく、「創造」の場としての役割を果たすため、市民による主体的な創造

を支える機能を導入します。 

 

■多くの人々が訪れ、周辺他機能との相乗効果により回遊性を生み出す新たな集客機能 

・新たな集客機能を付加することで、計画地を多様な目的を持って訪れることができる場所とするこ

と、計画地周辺の交流人口増加・回遊創出に結びつけることを目指します。 

 

■様々な催事が開催されることで、まちなかの求心力を向上させる機能 

・現在市民文化会館で実施されている催事を継続していくため、既存ホールのステージ等の機能を維

持します。 

・これまで以上に多様な催事に対応可能な施設とするため、障がい者を含む幅広い利用者の利便性に

関係する機能を充実させる等、既存機能の拡張を検討します。 

 

■歴史文化と新たな都市機能の融合により、まちの魅力を向上させる機能 

・旧三の丸内という歴史的に重要な場所に、新たな価値を生み出すイノベーションの場を設けること

で、ものづくり文化への貢献や人材の育成等を通したまちの魅力向上を狙います。 

 

■子どもから大人まで世代を超えて日常的に利用される、賑わい創出機能 

・子どもから高齢者まで、幅広い世代が音楽鑑賞や観劇以外の目的でも利用できる機能を導入するこ

とで、日常的な賑わいの創出を図ります。 

・日常的な利用が期待できる機能を導入することで、ホール機能との親和性は高いものの、既存施設

での機能維持が難しかったカフェ等の機能の充実が期待できます。 

 

計画地に求められる機能イメージ 



 

19 

(３)論点と評価の視点 

下記の論点と評価の視点に基づき、検討ケースの比較検討を行います。 

論点１ 
―景観・ボリューム― 

駿府城三の丸に位置する施設として、景観・風致の観点から見て、適切なボリューム設定か。 

評価の 

視点 

お堀の中という非常に貴重な場所に位置するため、特に施設の外観やボリュームなどにつ

いて景観に十分配慮しているかといった視点で評価します。 

論点２ 

―交流人口の増加、回遊性の向上、まちなかの活性化― 

静岡市民文化会館の再整備を通じて、まちなかの活性化、交流人口の増加、回遊性の向上に寄

与することができるか。 

評価の 

視点 

大規模集客機能の整備にあわせ、静岡都心の活性化、交流人口の増加、回遊性の向上につ

なげることができるかといった視点で評価します。 

論点３ 
―「稼げる施設」「選ばれる施設」― 

持続可能な施設とするため「稼げる施設」「選ばれる施設」として整備できるか。 

評価の 

視点 

魅力的な興行空間と創造空間・設備、効果的な諸室（楽屋、リハーサル室、展示室、会議

室）構成、広いバックヤード、物販・飲食ブース、催事グッズの販売ブースなどが設置で

きるスペース、適切な動線計画などの環境を整えることができるかといった視点で評価し

ます。 

論点４ 
―交通アクセス・駐車場― 

自動車アクセスによる周辺道路への影響と駐車場のあり方、歩行者動線として問題がないか。 

評価の 

視点 

現状より多くの来訪者が見込まれるため、自動車アクセスによる周辺道路への影響につい

て評価します。また、まちなかの活性化、交流人口増加、回遊性向上の観点から、駐車場

のあり方や、大規模催事開催時の会場への歩行者動線や来場者が滞留するスペース、避難

動線についても評価します。 

論点５ 
―事業費・民間事業者の参画― 

事業費（整備費・ランニングコスト）は適当か。民設民営を含む民間事業者の参画が見込めるのか。 

評価の 

視点 

適切な規模の整備費、ランニングコストであるかといった視点から評価します。また、民

間事業者のノウハウを最大限に発揮できる事業内容の設定と民設民営も含む公民連携手法

の観点からも評価します。 

論点６ 
―休館期間― 

再整備に伴う休館期間は適当か。 

評価の 

視点 

市民の文化活動や鑑賞の機会に大きな影響を与えるため、再整備に伴う休館期間について

評価します。 

論点７ 
―既存施設の機能維持― 

静岡都心に位置する稼働率の高い既存施設の機能を同位置で維持することができるか。 

評価の 

視点 

既存施設は、ミュージカルのロングラン公演（大ホール）、伝統芸能である歌舞伎公演（中

ホール）、美術作品展示(展示室)などにより、静岡市の芸術文化の拠点として、計画地にお

いて 40年に渡り親しまれ、高い稼働率を誇っています。再整備にあたり、その機能を維持

することができるかといった視点で評価します。 

論点８ 
―日常的な利用― 

周辺施設との相乗効果を発揮し、日常的に市民に利用されるような状況が整えられるか。 

評価の 

視点 

計画地内には、劇場の他、中央体育館、中央プール、ラン＆リフレッシュステーションな

どがあり、文化とスポーツが共存しています。周辺では駿府城公園のほか、歴史文化施設

の整備も進んでいます。これらの機能と連携し、相乗効果を発揮することで、平日・休日、

昼・夜を問わず、いつも誰かに楽しく使わる状況を実現できるか評価します。 
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(４)検討ケースの考察 

 

項目 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ 

アリーナ 5,000席 7,000席 7,000席 

（アリーナ/大ホール一

体型） 

－ 

大ホール 2,000席 2,000席 1,968席（既存規模） 

中ホール 800席 800席 800席 1,170席（既存規模） 

アリーナ客席配置 ロの字型 コの字型 コの字型 － 

配置イメージ 

    

景観／ボリューム × △ ○ ◎ 

交流人口／回遊性向

上／まちなか活性化 
○ ◎ ○ △ 

稼げる施設／選ばれ

る施設 
△ △ ○ △ 

交通アクセス／駐車場 × × × △ 

事業費／民間事業者

の参画 
△ ○ ◎ ◯ 

休館期間 × × × ◯ 

既存施設の機能維持 × × × ◎ 

日常的な利用 △ △ ◎ ◎ 

 

考察を記載した最終版を掲載予定 
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５．整備方針 

(１)旧三の丸内の価値を高める景観づくり・デザインを行う 

 【論点１ 景観／ボリューム】【論点３ 稼げる施設／選ばれる施設】の検討から記載 

(２)日常的に人が集う「稼げる施設」、多様な催事が開催される「選ばれる施設」とする 

 【論点３ 稼げる施設／選ばれる施設】【論点５ 事業費／民間事業者の参画】 

 【論点７ 既存施設の機能維持】【論点８ 日常的な利用】の検討から記載 

(３)施設のアクセス性･まちなかの回遊性を高める交通・施設計画の検討を行う 

 【論点２ 交流人口増加／回遊性向上／まちなか活性化】【論点４ 交通アクセス／駐車場】 

  の検討から記載 

(４)あらゆる利用者の利便性を向上させる 

 【論点３ 稼げる施設／選ばれる施設】【論点６ 休館期間】【論点８ 日常的な利用】の検討から 

  記載 

 (５)広場のリニューアルによって滞留性を向上させる 

 【論点２ 交流人口増加／回遊性向上／まちなか活性化】【論点３ 稼げる施設／選ばれる施設】 

 【論点４ 交通アクセス／駐車場】【論点８ 日常的な利用】の検討から記載 

(６)長期間使い続けられる施設にする 

【論点３ 稼げる施設／選ばれる施設】の検討から記載 

 

 

６．今後の課題 

 

 

 

追記予定 


