静岡市駿府町地区文化・スポーツ施設整備方針

平成 31 年３月
静岡市
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１．はじめに
（１）整備方針の背景、目的
静岡市民文化会館（以下「市民文化会館」という。
）は、1978 年の開館以来、静岡市の芸術文化
の拠点として、高い稼働率と年間約 50 万人の集客力を誇るなど、多くの市民に親しまれてきまし
た。
これまで、ポップス音楽や演劇のみならず、生演奏のオーケストラや歌舞伎等、多様な演目が上
演され、市民が芸術文化に触れる場所としての役割を担ってきました。また、地元の学校・団体の
発表会等の市民利用も積極的に行われており、市民の芸術文化を育む場としての役割も果たしてき
たところです。
しかしながら、開館から 40 年が経過したことにより、建物の躯体や設備機器等は老朽化し、早
期の耐震基準の確保と設備機器等の更新が必要となっているほか、バリアフリーやユニバーサルデ
ザインといったすべての利用者に対するサービス水準の確保、日常的に人々が訪れる新たな機能の
導入による付加価値の創出や既存機能及び周辺施設等との相乗効果の向上も求められているとこ
ろです。
一方、この 40 年間で静岡市を取り巻く環境も大きく変化しています。
国では、人口減少社会の到来や異次元の高齢化など国土を取り巻く厳しい状況変化から、交流の
活発化による価値の創造や歴史、芸術文化及びスポーツによる地域の活性化が「国土のグランドデ
ザイン 2050」等で示され、地方創生に向けた取り組みが進められています。
また、静岡市では、人口が、平成２年をピークに減少に転じ、70 万人を割り込む状況にあり、全
国的な傾向と同様に高齢化が見込まれ、静岡都心の小売店店舗数や歩行者交通量の減少など、都市
活力の低下が危惧されており、その対策が急務となっています。
そのため、静岡都心では、駿府城三の丸及びその周辺エリアについて、歴史的資源を活かした美
しい景観や環境の維持・向上、回遊動線や魅力ある公共空間の形成によるまちなかのつながりの強
化、文化的都市機能の集積といった観点から、歴史文化拠点づくりを進め、静岡都心の活力を向上
させる各種施策を展開しています。また、「世界に輝く静岡」を実現するために、国連が定めた持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）も追求しているところです。
そこで、この歴史文化拠点づくりの一翼を担う市民文化会館の再整備にあたっては、これまで市
民文化会館が培ってきた芸術文化を継承するとともに、耐震補強工事等が実施され長寿命化が図ら
れている中央体育館や新たに整備されたラン＆リフレッシュステーションなど隣接するスポーツ
機能との相乗効果を図りつつ、更なる交流人口の増加や回遊性の向上、まちなかの活性化が期待で
きるアリーナと複合化した文化・スポーツ施設の可能性について検討することとしました。
本整備方針では、市民文化会館が抱える課題や現代におけるニーズに対応しながら、これからも
市民にとってかけがえのない場所であり続けていくため、再整備を通じた今後の新たな施設のあり
方を取りまとめています。
なお、本整備方針の策定においては、有識者や公募市民からなる「駿府町地区文化・スポーツを
核としたまちづくり検討委員会」を立ち上げ、様々な観点からご意見をいただき、反映しています。
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（２）所在地、法規制等
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

②

法規制等
面積
用途地域

その他
地域地区等

52,111.83 ㎡
○第二種住居地域
・容積率：200％ ・建蔽率：60％（建築基準法第５３条第３項の２街区の角地に
ある敷地により７０％）
○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
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２．計画地及び周辺の現況
（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します。
・本項では、各計画のポイントのみ記載し、概要については、別冊でまとめます。

①

国の動向

「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。
ア 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
イ 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
○質の高い観光を通じた対流の拡大
ウ 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
エ 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
オ 劇場,音楽堂等の活性化のための取組みに関する指針（平成 25 年）
○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
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②

静岡市の上位計画における位置づけ

「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」が静岡都心及び計画地周辺に求められています。
ア 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
イ 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
ウ 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
エ 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
オ 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
カ 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
キ 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
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ク 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
ケ 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）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。

弓道場の概要

竣工年

1981 年

竣工年

1975 年

耐震補強

2006 年

耐震補強

2008 年

建築面積

1,104 ㎡

建築面積

1,887 ㎡

延床面積

1,465 ㎡

延床面積

2,170 ㎡

高さ

13.16m

高さ

8.82m

機能

近的 28m
10 人程度

機能

大プール
小プール

中央室内プールの概要

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。

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。
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敷地北側の道路との間は
堀となっている。樹木が
茂り、市民文化会館は見
えにくくなっている。
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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ます。

ア

駿府城周辺のまちの成り立ち

江戸時代以前

・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。

江戸時代

・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、静岡市の中心
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

イ

・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。

・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。

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

本丸
二の丸
三の丸

③

明治 24 年

昭和 5 年

昭和 43 年

城跡未利用(市有地)

歩兵 34 連隊駐屯地

公園、紅葉山庭園

監獄、県庁、運動場等が立地

県庁、刑務所、病院、学校、官
公庁が立地

県庁、文化会館、体育館、病
院、学校、官公庁が立地

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ます。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ま
す。
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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。

出典：平成 27 年度都市計画基礎調査

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。
・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。

バス

歩行者

駐車場

交通手段
分担率

・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、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ニティ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。
・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。
・駐車場は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。
・市内からの来街者：分担率の上位から、バス（21.1％）、徒歩及び自家用車（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
宿泊客数

宿泊施設の
立地

⑦

・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。
・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。
・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。現在、
新たなビジネスホテルが複数計画されており、今後の客室数増加が見込まれる。
・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。

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。

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 28 年 4 月）

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
来街目的

・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。
・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。

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30 年 3 月）

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
中心市街地に
対する印象
静岡地区の
イメージ
市民が希望する
まちの姿

・「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。
・「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。
・「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。
・「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等
（１）市民ニーズ
・市民文化会館の再整備にあたり、まちづくりの核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
として以下のような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（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が高く支持されている（約 70%）
。
〇静岡市が従来から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（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、従来から静岡市が市民文化会館や中央体育館で推進してきた取組みを引き続き享受でき
るまちが期待されている。
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（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”ことが可能なまちが期待されている。

出典：文化・スポーツを核としたまちづくりに関するアンケート－調査結果報告書（平成 30 年 3 月）
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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）
・
“文化・スポーツのまち”として静岡都心に期待するイメージを実現するために、「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。
〇従来の市民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」といった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。

出典：文化・スポーツを核としたまちづくりに関するアンケート－調査結果報告書（平成 30 年 3 月）

13

（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
及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。

ア

施設規模

・音楽興行の誘致可能なアリーナの適正規模は、6,000～7,000 席または 10,000 席程度であり、
プロスポーツの誘致可能なアリーナの適正規模は、5,000 席程度であると考えられます。
・音楽興行やミュージカル興行の誘致可能な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
10,000 席

ア
リ
ー
ナ

6,000
～7,000 席
5,000 席
2,000 席

ホ
ー
ル

施設運営事業者
A社

B社

◎
コンサート
〇
コンサート

◎
コンサート

コンテンツ事業者

C社

D社

◎
コンサート
◎

プロスポーツ
◎
◎
コンサート
コンサート

E社

F社

〇
コンサート
〇
コンサート

◎
コンサート
◎
コンサート

G社

◎

◎
コンサート
◎

プロスポーツ

プロスポーツ
◎
コンサート

◎
コンサート

◎

◎

◎

市民利用

市民利用

市民利用

誘致可能な
利用形態

H社

⇒

音楽興行等

⇒

プロスポーツ
興行等

◎
⇒
ミュージカル

音楽興行等

⇒

市民利用等

1,200 席
1,000 席
以下

◎
演劇/
市民利用

◎:可能性高い 〇:可能性あり

イ

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

想定

客席数等

7,000 席規模

フロア

･土間
（車両乗入可）
･ステージあり
･天井高20m 程度

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

固定席：984 席
最大収容：ー

固定席：2,700 席
最大収容：4,000 席

固定席：ー
最大収容：
北6千人/南6.5千人

･木製
（車両乗入できず）
･2,440 ㎡
（ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ３面）
･ステージなし
･天井高26m

･木製
（車両乗入できず）
･3,772 ㎡
（ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ４面）
･ステージなし
･天井高28m

･土間
（車両乗入可）
･北5,000 ㎡
/南5,400 ㎡
･ステージなし
･天井高 北13m
/南10m

グランシップ
大ホール
固定席：2,194 席
最大収容：4,626 席
･石張
（車両乗入できず）
･1,720 ㎡
･ステージなし

エコパ
アリーナ
固定席：4,868 席
最大収容：10,000 席
･木製
（車両乗入できず）
･4,165 ㎡
（ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ４面）
･ステージなし
･天井高26m

浜松
アリーナ
固定席：3,544 席
最大収容：7,600 席
･木製
（車両乗入できず）
･2,860 ㎡
（ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ 3 面）
･ステージなし
･天井高20m

･天井高58m

利用内容
■大規模コンサート
■プロスポーツ等
■市民･県民利用
■展示･式典 他

目指すアリーナ

静岡市内
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県内西部地域

ウ

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」）
単年度収支（百万円・税抜き）
施設整備費
（解体含む・百万円・税抜き）

維持管理・運営費

収入

差額

ホール

8,986～9,633

327

234

-93

アリーナ

6,334～6,448

118

82

-36

合計

15,320～16,081

445

316

-129

ホール

8,839～9,469

320

234

-86

アリーナ

7,862～8,006

151

191

40

合計

16,701～17,475

471

425

-46

ホール

3,687～3,922

144

125

-19

アリーナ

7,665～7,804

148

178

30

合計

11,352～11,726

292

303

11

ホール

8,277

288

201

-87

アリーナ

-

-

-

-

合計

8,277

288

201

-87

項 目

ケース ①
大ホール 2,000 席
中ホール 800 席
アリーナ 5,000 席
ケース ②
大ホール 2,000 席
中ホール 800 席
アリーナ 7,000 席
ケース ③
大ホール/アリーナ一
体型 7,000 席
中ホール 800 席
ケース ④
大規模改修
大ホール 1,968 席
中ホール 1,170 席

交流人口
（年間来訪者数）

709,320 人

956,320 人

629,520 人

472,059 人

※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
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」）
併用開始後
（年額、市民アンケート結果）

初期投資
項 目

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

18,488

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

6,472

609

65

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
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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。
・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

・まち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、芸術文化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。計画地内の中央体育館、中央屋内プール、弓道場については、耐震補強工事等
を実施し、長寿命化がなされていますが、これら既存機能の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
・スポーツを「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
①

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芸術文化を市民文化会館の再整備後も継承していくため、大ホール及び
中ホール機能を維持します。
・
「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
創造活動を支える機能を導入します。

②

多くの人々が訪れ、周辺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。

③

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。

④

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

・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都市機能を設けることで、まち
の魅力向上を狙います。

⑤

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、スポーツ観戦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。

計画地と周辺市街地・歴史的資源・関連事業との連携及びまちなかの回遊創出イメージ
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５．整備ケースの検討
（１）論点と評価の視点
下記の論点と評価の視点に基づき、整備ケースの比較検討を行います。
論点１
評価の
視点

―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。
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。
―交流人口の増加、回遊性の向上、まちなかの活性化―

論点２

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
論点３
評価の
視点
論点４

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。
―「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。
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。
―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。
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

評価の

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

視点

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
評価の
視点
論点６
評価の
視点
論点７

―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。
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。
―休館期間―
再整備に伴う休館期間は適当か。
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。
―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。
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

評価の

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

視点

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。
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

評価の

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

視点

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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（２）整備ケースの評価
整備の検討にあたり、モデルスタディとして４つの整備ケースを想定しました。各ケースについて、論点に沿って評価を行ったところ、次のような結果となりました。
項目

ケース１

ケース２

ケース３

導入想定機能

・アリーナ：5,000 席（固定 3,900 席、可動 1,100 席）
・大ホール：2,000 席 中ホール：800 席

・アリーナ：7,000 席（固定 4,500 席、可動～2,500 席）
・大ホール：2,000 席 中ホール：800 席

アリーナ客席配置

ロの字型

コの字型

ケース４

・アリーナ／大ホール一体型：7,000 席（固定 4,500 席、
・大ホール：1,968 席（既存施設改修）
可動～2,500 席）
・中ホール：1,170 席（既存施設改修）
・中ホール：800 席
・日常利用機能
・日常利用機能
コの字型
－

配置概念図

論点１
景観／ボリューム
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５
事業費／
民間事業者の参画
論点６
休館期間
論点７
既存施設の
機能維持
論点８
日常的な利用

×：敷地に対し、かなりのボリューム感があり、ゆとり空間が少なく、施設計画としても手狭である。壁面に凹凸をつけたり、部材、色彩・素材など
により分節化を行ったりすることで単調さや圧迫感の低減を図る。また、壁面緑化やガラス面に空や緑を映り込ませることで周辺景観との
調和を図るなど外観計画を検討する。緑化率を確保するための検討も併せて行う。
大・中ホールの機能維持や避難動線を確保するには、更にボリュームが増大することとなる。改善には、体育館など既設施設の解体・縮小
を含めて計画地全体で検討が必要である。ただし、体育館など既設施設は改修により長寿命化を図っており、解体・縮小することは難しい。
○：既存施設に加え、アリーナでのスポーツイベントの興行により、 ◎：既存施設に加え、アリーナでのコンサート、スポーツイベント等の大
集客人数が増えることで、交流人口の増加につながる。周辺他
規模興行により、集客人数が増えることで、交流人口の増加につ
事業、商店街、民間文化施設などと連携した取組みを推進し、
ながる。周辺他事業、商店街、民間文化施設などと連携した取組
来訪者が周辺を巡ることで回遊性の向上、まちなかの活性化に
みを推進し、来訪者が周辺を巡ることで回遊性の向上、まちなか
つながる。
の活性化につながる。

○：ケース 1・2 と比較して、ゆとりある空間と景観を維持できる。更に、
ケース１・２同様、壁面の分節化や壁面緑化などにより、景観の向
上が図れる。

◎：今までのとおり、ゆとりある空間と景観を維持できる。付加価値を生
むための新たな機能を設置する敷地的な余裕もある。

○：既存施設に加え、アリーナでのコンサート、スポーツイベント等の大
規模興行により、集客人数が増え、交流人口の増加につながる
が、大ホールで行われていた興行は制限される。周辺他事業、商
店街、民間文化施設などと連携した取組みを推進し、来訪者が周
辺を巡ることで回遊性の向上、まちなかの活性化につながる。

×：アリーナはスポーツイベント利用が中心となり、稼働率を上げる △：アリーナはコンサートやプロスポーツが開催可能であり、ステージが
ための努力が必要となる。アリーナとしての十分なバックヤード
常設されていることから、コンサート利用は行いやすい。広いバック
を確保できない上に、ホールホワイエの規模は現在より小さく、
ヤードを備え、運営に係る動線が確保できるものの、ホールホワイ
観客の屋内滞留空間を十分確保することができない。また、付
エの規模は現在より小さく、観客の屋内滞留空間を十分確保するこ
加的な機能を設置する余裕がないことから、ホールやアリーナ
とができない。また、付加的な機能を設置する余裕がないことか
の催事以外からの収入は期待できない。
ら、ホールやアリーナの催事以外からの収入は期待できない。
敷地の制約からホール機能の確保は難しく、終演時の安全面に
敷地の制約からホール機能の確保は難しく、終演時の安全面に
不安がある。アリーナとホールの同時開催は難しく、全ての機能
不安がある。アリーナとホールの同時開催は難しく、全ての機能を
を配置すると使い勝手の悪化が懸念される。
配置すると使い勝手の悪化が懸念される。
×：現状より倍以上の集客となるため、興行時の駐車場・送迎車両対策が必要となる。計画地に駐車場を整備すると周辺道路の渋滞を引き
起こすこととなるため、シャトルバスの運行や駐車場予約サービスによるまちなかなど近隣駐車場の利用など新たな対応策を検討する必
要がある。また、公共交通の利用促進と歩行空間の環境整備を整えることで、自動車利用を抑制し、Co2 を削減するなど環境対策につな
げていく。アリーナからの避難経路の選択性が少なく、避難計画として適当か詳細な検討が求められる。
上記の新たな対応策を実施することも有効だが、地方都市では、観客の交通手段は車が主体であり、アリーナの整備には駐車場
をあわせて検討する必要がある。計画地内での駐車場整備は、新たな事業費の増大と更なる周辺交通環境に支障をきたすことと
なる。

○：アリーナはコンサートやプロスポーツが開催可能であり、ステージ
が常設されていることから、コンサート利用は行いやすいが、クラ
シック等の非電子音響の公演を現在と同様に実施するためには
音響設計上の工夫が必要となる。また、中ホールは、高い稼働率
を誇る既存中ホールと同規模である。更に、広いバックヤードを備
え、観客動線や運営に係る動線が確保できる。

△：アリーナ機能がないため、ケース１～３と比較すると集客力や周辺
エリアへの経済波及効果は劣る。面積的なゆとりを活かし、付加
価値を生むための新たな機能やオープンスペースの活用により
交流人口の増加に繋げることが期待される。周辺事業、商店街、
民間文化施設などと連携した取組みを推進し、来訪者が周辺を巡
ることで回遊性向上、まちなか活性化につなげる必要がある。
△：今までのとおり、高い稼働率が見込め、付加価値を生むための新
たな機能を配置することで、更に「選ばれる施設」として利用され
ることが期待できるが、ホール機能だけでは「稼げる施設」とはなら
ない。付加価値を生むための新たな機能により一定の収入をあげ
ることが期待される。

×：現状より倍以上の集客となるため、興行時の駐車場・送車両対策
が必要となる。計画地に駐車場を整備すると周辺道路の渋滞を
引き起こすこととなるため、シャトルバスの運行や駐車場予約サー
ビスによるまちなかなど近隣駐車場の利用など新たな対応策を検
討する必要がある。また、公共交通の利用促進と歩行空間の環
境整備を整えることで、自動車利用を抑制し、Co2 を削減するなど
環境対策につなげていく。
上記の新たな対応策を実施することも有効だが、地方都市で
は、観客の交通手段は車が主体であり、アリーナの整備には
駐車場をあわせて検討する必要がある。計画地内での駐車場
整備は、新たな事業費の増大と更なる周辺交通環境に支障を
きたすこととなる。
◎：アリーナと大ホールを一体化することで整備費を一定程度抑える
ことが可能であり、民間の資金やノウハウを施設整備や管理・運営
に活用することで、満足度の高い施設整備と財政負担の軽減と平
準化を図る。コンサート需要を取り込むことで、収益性の確保が期
待できる。

△：現状と変わらないが、現在も土日には駐車場の入庫待ち車両や送
迎車両が列をなしており、現在も管理運営上の課題が生じている
ため、他ケースと同様、シャトルバスの運行や駐車場予約サービ
スによるまちなかなど近隣駐車場の利用など新たな対応策を検
討することで交通アクセスの向上を図る。また、公共交通の利用
促進と歩行空間の環境整備を整えることで、自動車利用を抑制
し、Co2 を削減するなど環境対策につなげていく。

△：大・中ホールの整備に加え、アリーナの整備を行うことから、事 ○：大・中ホールの整備に加え、アリーナの整備を行うことから、事業
業費が大きくなるため、民間の資金やノウハウを施設整備や管
費が大きくなるため、民間の資金やノウハウを施設整備や管理・運
理・運営に活用することで、満足度の高い施設整備と財政負担
営に活用することで、満足度の高い施設整備と財政負担の軽減と
の軽減と平準化を図る。アリーナに関しては、民設民営の可能
平準化を図る。アリーナに関しては、民設民営の可能性を探り、事
性を探り、事業費の軽減につなげる。スポーツイベント以外の利
業費の軽減につなげる。コンサート需要を取り込むことで、収益性
用を図ることで、収益性の確保を検討する。
の確保が期待できる。
×：敷地全体での工事となるため、４年半程度の休館期間が必要となる。現在行われているロングラン興行等の機会を逸する可能性がある。施工方法や南側広場空地に先行して中ホールを建設するなど段階的整
備を検討することで、出来るだけ休館期間の短縮を図る。
長期の休館期間は文化活動の流出・衰退やマーケットの縮小が懸念される。段階整備においても、整備工事継続による振動、騒音など運営上の課題が発生する恐れがある。
×：敷地の制約から大ホール・中ホールの規模を縮小すると、既存施設の機能を維持することは難しい。改善には、体育館など既設施設の解 ×：アリーナと大ホールを兼用利用することとなるから、利用調整が必
体・縮小を含めて計画地全体で検討が必要である。ただし、体育館など既設施設は改修により長寿命化を図っており、解体・縮小すること
要となる。一体型では、音響や客席の仕様の違いからこれまでの
は難しい。
大ホールでの催事の開催は難しい。

◯：既存施設の改修であるため、最も事業費を抑えることが可能であ
るが、改修後の施設の耐用年数と改修費についても考慮する必
要がある（既存の構造体、設備等の詳細な調査が必要）。ホール
機能のみで収益性は今までと同様となるが、付加的な機能による
収益の確保を検討する。

△：敷地に余裕がなく、周辺機能との相乗効果を生む付加的な機能を配置することが困難である。アリーナの会議室など施設内の諸室を屋
外からも出入りできるようにすることで日常利用が期待できる。

◎： 敷地に余裕があるため、日常的に利用できる新たな機能（例：クリ
エイティブセンター、ラーニングスペース、カフェなど）を配置する
ことが可能であり、既存機能及び周辺施設等との相乗効果に期待
ができる。
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◎：敷地に余裕があるため、日常的に利用できる新たな機能（例：クリ
エイティブセンター、ラーニングスペース、カフェなど）を配置する
ことが可能であり、既存機能及び周辺施設等との相乗効果に期待
ができる。

◯：既存施設の改修であるため、１年半程度の休館期間が必要とな
る。
◎：既存の大ホール、中ホールの機能を継続的に同位置に確保する
ことが可能である。

（参考）民間事業者ヒアリング結果

論点１
景観／ボリューム

プロモーターA 社
プロモーターB 社
・ケース１～２のようにアリーナ、大ホール、中ホ
ール全ての機能の配置は難しい。運営が非常に
困難である。
・ケース１～２は、アリーナとホールの同時使用
・計画地には、大ホール、中ホール機能のみの配 時、終演後に滞留する人を捌くことができない。
置が適切である。７千席のアリーナは、効果があ ・ケース４のように、既存施設の改修または建替え
るため別の場所で整備すべきである。５千席のア が現実的である。アリーナを市内の別の場所に
リーナではコンサート開催は難しい。
整備できると理想的である。
・中央体育館の建替でアリーナを整備するなら考
えられる

興行主 C 社

―

市民文化団体 D

市民文化団体 E

・ケース１～２のようにアリーナ、大ホール、中ホ ・ケース１～２のようにアリーナ、大ホール、中ホー
ール全ての機能の配置は難しい。運営が非常に ル全ての機能の配置は難しい。終演時の安全面
困難である。
に不安がある等、運営が非常に困難である。

論点２
交流人口増加／
回遊性向上／
まちなか活性化

・アリーナができれば、交流人口の増加は期待で ・グッズ購入のため開演前の早い時間に会場に来 ・商店街から、大ホールでの演劇公演時に客入り
きるが、アリーナだけでは回遊性向上につなげる る客も多い。開演までの時間を過ごす場所が北 が増加するとの声を頂く。徒歩アクセスによる周
ことは難しい。
街道沿い等にあるとよい。
辺への波及効果はある。

論点３
稼げる施設／
選ばれる施設

・アリーナを兼用するケース 3 は、ライティングや
音響演出、舞台のつくり込み、サイド席の売れ行
・ケース１～２のようにアリーナ、大ホール、中ホ ・5,000 人規模のコンサートの場合、利益が少な
き、仮設席のイスの仕様では長時間の公演に耐
ール全ての機能を配置すると使い勝手の悪化が い。7,000 席規模のアリーナであれば、選ばれる
えらない等の理由から、演劇公演は難しい。
懸念される。
施設になるだろう。
・2 階席へのバリアフリー動線の確保や演者と客の
動線整理が必要である。

論点４
交通アクセス／
駐車場

・現在、関係者用、利用者用駐車場が不足してお
・既存施設の運営においても交通渋滞や駐車場
り、クレームが発生している。周辺の交通渋滞に
・静岡では自動車がメインの交通手段となる。計
不足は大きな課題であり、アリーナ機能の導入 ・アリーナ機能を導入する場合、駐車場不足・交通
・既存施設の運営においても交通渋滞や駐車場
よる、公演への到着遅れも発生している。
画地でアリーナを設置すると、自動車を受け入
は、計画地の条件からは成立しないと感じる。
不足は大きな課題であり、アリーナ機能の導入
渋滞から公演や授賞式への到着遅れの発生が
れることができず、終了時の渋滞は大きな問題
・現在でも交通面では非常に厳しい状況であり、ア
は、計画地の条件からは成立しないと感じる。
・現在、利用者用駐車場、関係者用駐車場ともに 懸念される。
になる。
リーナ機能が導入された場合、事故等の発生が
台数が不足している。
懸念される。

論点５
事業費／民間
事業者の参画

・予算は限られているため、膨大な経費をかけず ・再整備、運営管理、企画に共同事業体として参
に建替えを目指せばよい。
画の可能性は十分ある。

―

・休館期間が短い改修での再整備が最も望ましい。
・休館期間中の大ホールの代替施設としてはマリナ
ートが有力だが、清水エリアはマーケットが不明で
ある。全ての公演の受け皿にはなれず、公演継続
を断念する団体もあるだろう。
・4 年半の休館期間中に、マーケットの縮小、文化
の流出・衰退が懸念される。

―

・回遊性向上は、アリーナだけでは難しいだろう。

・アリーナ機能を導入する場合、駐車場が十分に
確保されなければ選ばれる施設とはならない。
・バリアフリー動線を確保が必要である。
・８００席の中ホールは利用しやすい規模である。
・ホワイエの広さが充実すると運営しやすくなる。
・将来的な興行内容を見据えた新たな舞台機構
等の導入必要性は、現段階では感じていない。

・再整備の場合は管理運営に参画したい。
・PFI による整備の場合には、共同事業体としての
参画も考えられる。

ー

・4 年半という休館期間では、文化の衰退や消滅
が懸念される。流出し、戻らない文化活動も多い
だろう。
・４年半の休館は、文化活動の縮小を招く。取り戻
・休館期間を最小限に留めるための段階整備は、 せない状態になりかねない。
運営リスクが高い。大ホールの方が、休館期間
短縮の優先度は高い。

論点６
休館期間

・休館期間が長くなると周辺施設への影響が大き
い。周辺施設の稼働率も約８割であるため、公演
が実施できなくなる団体も発生する。

論点７
既存施設の
機能維持

・現施設は、客席から舞台も見やすく、楽屋の数、 ・既存大ホールのステージは奥行きや袖の広さが
・休館期間の課題はあるものの、現在の劇場のス
ロビーやバックヤードの配置や広さなど、興行上 十分に確保されており、非常に使いやすい。ステ ・ステージやバックステージは他施設と比較しても
ペックや耐用年数を考えると大規模改修ではな
の大きな問題はなく、静岡市内でも一番使い勝 ージ規模を縮小すると、演目の内容が制限さ 十分な広さが確保されている。
く、建替えがよいと思われる。
手がよい施設である。
れ、ツアー公演が難しくなる。
・改修による利便性の向上が最も望まれる再整備 ・ホワイエは現施設の大きさがほしい。
・ケース３は、現在の大ホール利用者には使いづ
・大ホールと中ホールの規模が現在よりも縮小す ・ホワイエ規模が縮小されると、緊急時の避難誘 のあり方である。
・ケース３は、音響面や客席数の多さ等から、現在
らい。
るのは、市民にとってもイベント運営会社にとって 導が難しくなる。売店や子供用シート貸出ブース ・ケース 1～2はホワイエ面積が不足する。雨天時 の大ホール利用者には使われない。
・仮に現在の利用者が全員利用する場合、既に稼 も大きな損失である。
の設置等の運営条件としても厳しい。
等も考慮し、公演前後の滞留空間の確保は重要
働率は８割であり、５千席・７千席の施設を整備
・ケース３は、既存の大ホール利用率が８割を超 ・花道に照明やスピーカーを仕込むため、客席が である。
する意味がないため、ケース３は難しい。
えており、アリーナでの興行との共存は難しい。
狭くなると演出が制限される。

論点８
日常的な利用

・日常利用を促進するためには、サークル活動の
・広場が、みんながくつろぎたくなるような場所に
支援・育成等のソフト面の取組みが重要である。
・創造活動の場として日常的に利用されるために なると良い。
・リハーサル室は大ホール用・中ホール用それぞ
アイセル 21 等の生涯学習センターは日常的に ・練習する場がないため、練習室があれば利用す
は、文化プログラムなどのソフト事業も必要とな ・計画地は目的がないと訪れない場所である。開 れ確保されていると利便性が高く、市民の高い
利用されている。
る方は多いと考えられる。
る。
演前の待ち時間を過ごせるカフェのような場所が 貸室需要にも対応しやすくなる。
・日常利用を促進するために、電源の設置や wifi
あれば便利である。
の導入が有効である。

―
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（３）総合評価
市民文化会館は、開館から 40 年にわたり、本市の芸術文化の拠点として多くの市民に親しまれ、
高い稼働率と集客力を誇ってきましたが、施設の耐震性能や設備の老朽化などから再整備が必要な状
況となっています。
再整備にあたっては、本市の芸術文化拠点としての機能を維持しつつ、更なる交流人口の増加や回
遊性の向上、まちなかの活性化を期待し、アリーナとの複合化の可能性を検討してきました。
しかしながら、大ホールと中ホールに加え、アリーナを整備することは、建物ボリュームの増加に
よって、周辺景観への影響が懸念されることに加え、ゆとり空間が減少し、施設の運営上支障をきた
しかねず、
「選ばれる施設」としての課題が浮上するとともに、既存機能の維持が困難になることが
わかりました。
さらに、駐車場のキャパシティや送迎車による道路渋滞の発生、長期休館による文化活動の停滞な
どの問題も想定され、大ホール・中ホール・アリーナの全てを設置することは難しいと考えられます。
以上から、計画地には、これまで培われてきた芸術文化を継承するとともに、市民の創造活動を支
援し、自主的な文化活動を促進させるため、大ホール・中ホールを中心とした既存機能の維持と更な
る充実、日常利用を促す新たな機能の導入による計画地の付加価値創出、既存機能及び周辺施設等と
の相乗効果の向上などを図ることが必要であると考えます。
しかしながら、アリーナは、市民から大きな期待が寄せられており、また、市場調査においても需
要が見込め、交流人口増加や地域経済への波及効果、税収の増加などの様々な好影響が期待できるこ
とが確認されたことから、今後の静岡市にとっては、必要な施設であることがわかりました。
そのため、アリーナについては、ゆとりある敷地やアクセス性を重視する観点から、「選ばれる施
設」
「稼げる施設」が実現可能な場所を他の市有地などから選定し、財政負担の軽減と効率的かつ効
果的な施設の整備・運営を図るため、民設民営を含めた民間活力導入の可能性もあわせて検討し、実
現を目指します。
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６．整備方針
静岡都心では、駿府城三の丸内及びその周辺エリアについて、歴史的資源を活かした美しい景観や環
境の維持・向上、回遊動線や魅力ある公共空間の形成によるまちなかのつながりの強化、文化的都市機
能の集積といった観点から、歴史文化拠点づくりを進めています。
この歴史文化拠点づくりの一翼を担う市民文化会館の再整備においては、大ホール、中ホールを中心
とした既存機能を継続して設置するとともに、交流人口の増加と賑わいの創出を図るため、更なる機能
の充実を図っていきます。
これらの静岡都心及び市民文化会館が目指す姿を実現させるため、今後の検討に当たっては、次の７
つの視点を重視していきます。

（１）多面的な公的機能を有する文化施設をつくる
本市は、2016 年に「静岡市創造及び交流によりまちの活力を生み出す文化の振興に関する条例」を
制定し、個性豊かな文化の創造及び文化を活かした交流による活力あふれるまちづくりを行うことと
し、その条例の基本理念を踏まえ、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指
針として、2017 年に静岡市文化振興計画（以下「文化振興計画」という。
）を策定しました。
文化振興計画に基づく文化施策の推進において、市民文化会館を始めとした市内の文化施設は、市
民の文化活動を促進する重要な拠点であり、特に、市民文化会館は、1978 年の開館から約 40 年間、
静岡市民の文化活動の象徴として、多くの市民に愛され、利用されてきた本市を代表する重要な文化
施設として位置付けています。
近年では、そのような文化施設が果たす公的役割について見直しが行われ、2012 年に施行された「劇
場、音楽堂等の活性化に関する法律」では、劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発
信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生き
る絆を形成するための地域の文化拠点である、としています。
このように、文化施設は、市民の芸術文化の鑑賞の場や文化活動の発表の場としてだけでなく、地
域コミュニティの創造と再生を通じて地域の発展を支える機能も重視され、人々の心のつながりや相
互理解、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成していくための拠点としての役割も期
待されています。
そこで、今後の検討においては、市民文化会館が現在まで果たしてきた文化振興の側面だけでなく、
これからの時代に求められる文化施設の公的な機能、具体的には、子供達の健全な育成に資する芸術
文化活動を創造する機能、本市の５大構想の１つである「まちは劇場の推進」を具現化する障がい者
や高齢者などの多様な市民が参画する文化事業を促進する機能、地域経済の活性化をもたらす来訪者
の回遊性を向上させる機能などを、多様な関係者と協議しながら、調査、分析していく必要があると
考えています。
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（２）景観に配慮したデザインによって豊かな空間を提供し、歴史文化拠点としての価値
を高める
江戸時代に徳川家康公により築かれた駿府城三の丸内は、明治時代以降、葵文庫、官公庁、市民体
育館などの公共施設が集積し、本市の政治、経済、文化の中心地としての役割を果たすだけでなく、
多くの市民が訪れる「市民の憩いの場所」でもありました。現在本市は、それらの機能をさらに向上
させるとともに、静岡都心における歴史文化の拠点づくりを目指して、旧青葉小学校跡地における歴
史文化施設の建設や、駿府城公園内における桜の名所づくり事業を行うなど、歴史文化の佇まいが感
じられるまちづくりを着々と行っています。
また、市民文化会館の既存建物は、開館から 40 年間の期間を経て、三の丸内の文化的景観の一部
となっており、市民がこれまで計画地で体験してきた芸術文化体験とも強く結びついた風景となって
います。
そこで、再整備にあたっては、駿府城三の丸内という場所の特性や歴史的景観を活かしつつ、駿府
城公園周辺の環境整備と歩調を合わせた景観となるよう、十分に配慮していきます。
また、施設を訪れた人が、音楽鑑賞や観劇のみならず、空間体験としても豊かな時間を過ごすこと
ができる優れたデザインによって、市民からは静岡市の誇りとして愛され、利用者や演者にとっては
憧れとなる施設となることで、静岡市の芸術文化の更なる発展に寄与することを目指します。

【イメージ① 音楽ホール（外観）】

【イメージ② 音楽ホール（内観）】

【イメージ③ 歴史的場所に位置する施設】

①：上野恩賜公園内に位置しており、重厚な風格を持ちつつも素材感を感じさせる外観が、豊かな緑と調和しています。（東京文
化会館）
②：ホール空間の内装に木質材が使用されており、鑑賞・観劇体験に空間体験としての付加価値も与えられています。（南陽市
民文化会館）
③：金沢城に近接した場所に位置しており、ガラス張りの外壁や周囲のオープンスペースが、周辺とのつながりを生んでいます。
（金沢 21 世紀美術館）
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（３）日常利用を促す新たな機能の導入や使い勝手の良い施設とすることによって、計画
地に付加価値を生み、「稼げる施設」「選ばれる施設」とする
現在までの市民文化会館は、文化催事が開催される際には多くの来館者で賑わうものの、文化催事
が開催されない平日の昼間などは、閑散としていることが多くありました。しかしながら、近年では、
本計画地内に設置されたランニングステーションにて時間を過ごす市民も増えてきており、日常的に
人が集う仕掛けづくりが徐々にではありますが、功を奏してきています。
そこで、再整備にあたっては、日常的な利用を誘発する機能の導入や市民自身が積極的に創造活動
を行っていくことができる場づくりや屋内外の空間整備及び利活用によって、子供から高齢者まで、
幅広い世代の人が、ホール利用のみにとどまらない多様な目的を持って訪れる施設とすることで、文
化催事が開催されない日及び時間帯にも賑わう施設を目指します。
また、魅力的な興行空間と創造空間・設備、効果的な諸室構成、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
で、多様な催事形態に対応できるよう配慮します。
さらに、民間事業者のノウハウを整備・運営に活用するため、公民連携手法の観点からも事業検討を
行います。特に日常利用を促す新たな機能については、民間事業者のノウハウが最大限発揮できる仕組
みを検討します。
これらの整備を行うことで、市民にとっても催事関係者にとっても「稼げる施設」
「選ばれる施設」
を目指していきます。

【イメージ① ラーニングスペース】
【イメージ② ものづくりカフェ】
【イメージ③ キッズスペース】
①：放課後や休日の自習利用等、学生による日常的な利用や、演目内容と関係する書籍等の閲覧等、ホールでの鑑賞・観劇
体験をより深める活動が想定されます。（小布施町立図書館）
②：３D プリンタ等の製作機器や DIY 機材の利用等、市民による日常的な創造活動の拠点となることが想定されるとともに、ギャラ
リー等の展示機能との相乗効果も期待できます。（Fukuoka Growth Next）
③：鑑賞・観劇中の託児利用による、子育て世代が文化芸術に触れる機会の創出や、演目と連動した子供向けの文化芸術プロ
グラムの実施等が想定されます。（ぎふメディアコスモス）
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（４）交通政策・施設計画によって施設へのアクセス性やまちなかの回遊性を高める
計画地が位置する駿府城三の丸内は、城郭ならではの特性を引き継いだ、まちなかからアクセスし
づらい歴史的都市構造となっています。
このような状況から、現在の地下駐車場は、文化・スポーツの催事が開催される際はオーバーフロ
ーの状態となり、駐車場への入出庫に時間がかかり、さらに送迎車が路上に連なり交通渋滞を起こす
など、長年交通問題が課題とされてきました。
そのため、まず、施設へのアクセスについては、自動車から公共交通機関へと徐々にシフトしてい
くことや新たな交通手段の導入による施設へのアクセス性向上など、駐車場不足や渋滞発生等の緩
和・解消に努めていきます。
また、来場者の歩行者動線や滞留スペース、避難動線についても考慮した施設計画を検討します。
次に、まちなかの回遊性については、本市の総合計画で示すとおり、交通政策のテーマである「歩
いて楽しいまちづくり」を進め、歩行者中心の環境整備を推進していきます。
また、計画地周辺で検討が行われている関連事業とも相互に効果を高め合うことで、まちなかの回
遊性向上にも寄与することを目指していきます。

【イメージ① レンタサイクルシステム】

【イメージ② シャトルバス】

①：エリア内の複数箇所にポートを設置し、各ポートでの乗り捨て利用も可能なレンタサイクルシステムです。富山市や横浜市等、
全国各地で導入されており、地域の回遊性向上に貢献しています。（富山市シクロシティ）
②：交通拠点（駅、駐車場等）と施設間での運行を行うことで、交通利便性を高めています。（エスパルスドリームプラザ）

（５）ユニバーサルなデザインによって、あらゆる利用者の利便性を向上させる
近年建設された文化施設の多くは、車椅子の方でも館内の移動が可能となるエレベーターや、子育
て世代の女性を対象とした授乳室・おむつ交換室を設置するなど、バリアフリーを考慮した施設が多
く、さらには、すべての利用者にとってわかりやすいサイン表示や動線計画を行うなど、ユニバーサ
ルデザインにも配慮した造りとなっています。
また、ホールを利用する団体のニーズを踏まえた舞台設備の設置や楽屋構成を行う施設もあります。
そこで、再整備にあたっては、あらゆる利用者にとって、魅力的かつ使いやすい施設とすることを
考慮していきます。
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（６）市民が時間を過ごしたくなる憩い・活動の場とするため、広場の居心地の良さを向
上させる
「まちは劇場の推進」において、文化パフォーマンスが繰り広げられるオープンスペースの確保は
喫緊の課題となっていますが、幸いにも市民文化会館の周囲には、人工台地と称される広場やランニ
ングステーションなど、人々が寛ぎ、憩うことのできる場所が残っており、それらの場所を「まちは
劇場の推進」における拠点の１つとすることは可能です。
また、文化催事の開催時には、入場前に人々が滞留するスペースが必ず必要となるとともに、終演
後に広場で時間を過ごしてもらうことは、ピークオフの観点から、交通負荷の緩和にも有効です。
そこで、再整備にあたっては、文化パフォーマンスの発露の場として、かつ、ホール利用者の滞留
場所や市民の日常的な憩いの場としての人工台地の役割をこれまで以上に高めていくため、市民文化
会館に新たに導入される日常機能との連携・一体利用を行いながら、居心地の良さや夜間景観の演出、
防災の観点も踏まえた周辺施設と動的につながり、多くの人が寛げる空間となるよう検討していきま
す。

【イメージ① 居心地の良い広場】
【イメージ② 広場でのパフォーマンス】
【イメージ③ 夜間の景観づくり】
①：緑陰･ファニチャ･動線がバランスよく計画されており、滞留性の高い広場となっています。（ズコッティパーク）
②：静岡市が「まちは劇場」構想で目指すように、自然と人が集い、パフォーマンスの発露、偶然居合わせた観客の参加が行わ
れる環境が生まれています。（ポンピドゥーセンター広場）
③：照明演出によって居心地・安心感を高めることで、夜間の利用・滞在を誘発しています。（象の鼻パーク）

（７）長期間使い続けられる施設にするため、防災・環境・更新性の視点から十分な施設
スペックを確保する
ホール機能は、不特定多数の利用者が高い密度で集中する機能であるため、市民文化会館は通常の
建築物以上に、災害時等にも安全性が確保されることが必要な施設です。
耐震性能については、倒壊・崩壊を免れるだけでなく、その後の避難場所としての機能を維持する
必要があることも踏まえた検討を行います。また、天井材等の非構造部材の安全性やライフライン途
絶対策、避難動線等、様々な防災上の観点から施設計画の検討を行い、市民が安心して使い続けられ
る施設を目指します。
また、上記の防災上の観点に加えて、運営開始後の保全や日常点検等のストックマネジメントの観
点にも考慮し、施設計画を検討していきます。
環境配慮の観点からは、省エネルギー化や環境負荷の低い設備や設えの導入を行うとともに、創エ
ネルギーシステムやエネルギー消費の見える化の導入についても検討を行います。
将来的な設備更新や小・中規模改修を想定した更新性の高い施設計画とすることによって、時代や
ニーズに合わせて変化しながら、長期間にわたって使い続けていくことが可能な施設とします。
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７．今後の検討事項
次年度以降は、本整備方針に則りつつ、歴史文化拠点の一翼を担う施設として、より実現性の高い再
整備を目指した検討を行います。
検討にあたっては、主に次の点について検討を進め、本整備方針の実現及び再整備効果の最大化を図
ります。

（１）耐震補強･大規模改修又は改築の検討
・計画地へ既存施設機能を維持するにあたり、今後の人口の趨勢や興行需要などを見越したホールの
座席数の確保や現在の耐震基準に適合した建物にするなど、時代の潮流に応じた施設とします。
・また、ストックマネジメントの観点に基づき、既存施設の耐震補強・大規模改修によって延長され
る施設の耐用年数や、運営期間中の維持管理費を含むライフサイクルコストを試算するなど、再整
備に必要となる事業費について精査します。
・再整備に要する事業費については、上記の観点を十分に考慮しながら、本市の財政状況を鑑みたう
えで、耐震補強･大規模改修と改築のいずれが適切であるか判断します。

（２）休館期間の精査
・現時点では既存施設の改修を行う場合は１年半程度、改築を行う場合は４年半程度の休館期間を見
込んでいますが、施工内容等の見直しや検討により、必要となる休館期間を精査します。さらに、
休館による静岡市の芸術文化への影響を最小限に抑えるため、工法の選択や効率的な施工ステップ
の検討等、休館期間を短縮するための検討を行っていきます。

（３）ソフト事業の展開
・ハード整備の効果を最大化させるためには、それを活かすソフト事業の充実が重要となります。ソ
フト事業の検討の際は、現在実施されているプログラムの継続性や発展性についても考慮しながら、
市民や計画地周辺の関係者との意見交換を実施していきます。
・これまで実施されてきた芸術文化事業に加え、フェスティバル等の長期間のイベントや、まちなか
で同時多発的に展開されるイベント、夜間のまちを楽しむイベント等、まちなかの活性化に寄与し
ていくための事業を企画・運営・発信していくことが望まれます。これら取組みにより、新たな市
民文化会館の魅力を最大限に引き出し、静岡市内での滞在時間の長期化・宿泊の誘発による経済波
及効果の増加や、イベント以外の観光需要への結びつきを生むことを目指し、事業展開の検討を行
っていきます。

（４）事業手法の検討・選定
・再整備後の市民文化会館は、公共施設としての公共性が担保されつつ、静岡の新たな文化を創造・
発信していく場を目指し、挑戦的な取組みを行うことも可能な枠組みづくりが必要です。そのため、
PFI(Private Finance Initiative)方式による施工・運営一体の民間活力の活用による再整備等、
適切な事業手法の検討・選定を行う必要があります。
・民間活力の活用を行う場合は、質の高い空間設計・整備能力、施設や城内の価値を高めるブランデ
ィング能力等を持った適切な事業者の選定可能な枠組みを検討することが必要です。
・運営主体の公民の別に関わらず、施設名称も含めたブランディングや広告利用料の徴収等、柔軟な
運営上の取組みを検討、実施していきます。
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（５）他事業との連携等
・現在整備が進められている歴史文化施設や駿府城周辺での他事業、市が掲げる「まちは劇場」構想
に基づく事業等との機能分担や共同イベントの実施等、連携方策を検討し、静岡都心の交流人口増
加に関する効果を高めていくことが重要です。
・アリーナ機能については、計画地への導入は行いませんが、市内にアリーナを整備することによる
効果については既に確認されています。今後は、別事業として、アリーナ整備に相応しい敷地を検
討していくとともに、交流人口の増加や回遊性向上へ向けた施設の在り方を検討していくこととし
ます。
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