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はじめに  

本調査の背景と目的 

静岡市民文化会館は、昭和53年に静岡市制施行90周年記念事業として開館して以来、静岡

市民の芸術文化活動の拠点としての役割を果たしてきた。しかし、約40年の経過による老朽化

が問題となっており、喫緊の再整備が待たれている。 

そうした中、この約40年間で静岡市を取り巻く環境も変化している。市の人口は平成2年を

ピークに減少に転じ70万人を割り込む状況にあるとともに、全国的な傾向と同様に高齢化が見

込まれている。また、静岡市民文化会館が位置する静岡都心地区の小売店舗数や歩行者交通量は

減少し、その都市活力の低下が危惧されている。 

そのため、本市は、静岡市民文化会館の再整備（以下、「本事業」という。）を契機に静岡

都心地区への交流人口増を図り、都市活力の再生、賑わいの創出、ひいては定住人口増に繋げた

いと考えている。 

そこで着目したのが、「スマート・ベニュー®1」という考え方である。 

「スマート・ベニュー®」とは、スマート・ベニュー研究会が提唱しており、多機能複合型、

民間活力導入、街なか立地、収益力向上をキーワードに“周辺のエリアマネジメントも含む、複

合的な機能を組み合わせたサステナブルな交流施設”と定義されている（本編で詳述）。文化・

スポーツ・展示機能などを中心に多機能を導入したまちの中核となる交流空間と言える。 

この考え方を受け、本市は、本事業により整備する新たな施設に関し、これまでどおり市民

の芸術文化活動の拠点としてのあり方を重視しつつ、ホールに加えアリーナの導入も視野に、「ス

マート・ベニュー®」として機能するうえで求められる文化・スポーツ施設のあり方を追求して

いくこととした。 

本調査では、こうした本市の考えに基づき、まちづくりの観点から静岡都心地区に相応しい

新施設のあり方を検討するとともに、そのあり方を踏まえた整備計画及び運営計画のモデルケー

スを設定した。また、民間活力導入を前提に、それらモデルケースごとに民間活力導入（公民連

携手法）効果及び事業性の評価の検証を行い、さらには事業実施の経済波及効果を確認し、新施

設の立地の可能性を探った。 

なお、本調査では、専門家からなる「駿府町地区文化・スポーツを核としたまちづくり懇話

会」（以下、「懇話会」という。）を設置し検討の過程を諮り、自由な立場からの意見・見解を

受け検討に反映している。また、本事業推進に向けての更なる検討事項の指摘を受け、今後の検

討課題として整理した。 

 

                                                   

1 株式会社日本政策投資銀行の登録商標（商標登録第 5665393号）である。 
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序章 立地可能性検討の流れと主要論点 
本調査は、以下の検討フローに従い、各論点から懇話会での議論を積み重ねることで、新施

設の立地可能性を検討している。各回の開催時期、検討のテーマ、その検討方法及び論点は次の

とおりである。 

 

 

  

検討回 検討のフロー 検討方法 論点

第1回

7/24

第２回

10/23

論点１

論点２

論点３

第３回

12/18

論点３
論点４

第４回

1/23
論点４

論点５

３月

平成30

年以降

１．基本的条件の整理
・駿府町地区の現況 等

２．整備方針の検討
・計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性の整理
・新施設の位置付けの整理
・整備の方向性の検討

市民アンケート

類似施設調査

上位計画における位置づけ整理

市統計・文献資料調査

４．整備計画の検討
・主要用途、規模
・付帯施設
・施設整備の条件

３．運営計画の検討
・事業、業務内容
・催事計画
・運営収支 等

市場調査

５．事業手法の検討（公民連携のあり方の検討）

類似施設調査

技術的検討

収支シミュレーション・VFM
６．事業性の評価 ７．経済波及効果の検討

産業連関分析

整備方針、基本構想、基本計画、事業者選定

現市民文化会館の利用データ整理

方向性

ニーズ

方向性/棲み分け

地域の課題

実績

利用構成/施設構成

ポテンシャル（需要）

施設構成

事業採算性

財政負担

波及効果

市民周知（説明会等）
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論点１:まちづくりの観点から求められる新施設のあり方 

・静岡市都心エリアのまちづくりに資するために、新施設をどのように位置づけ何を期待するか（＝
新施設整備の必要性） 

 【位置付け】まちづくりの核 
 【期待】静岡市都心のシンボル／市の文化創造の拠点／文化・スポーツを核とした交流人口増・回

遊性の向上／文化・スポーツを核とした新たな産業の集積 

論点２:市の芸術文化の拠点としての新施設のあり方 

・市の文化振興計画のなかでの位置付けの再整理（＝現市民文化会館の役割を従来どおり担うか、市
民ニーズを踏まえ新たな役割を担うか） 

論点３:スマート・ベニュー®（※１）として機能するうえで求められる新施設のあり方 

・プロフィットセンター（※２）として機能させるためのコアユーザー（誘致対象） 
・コアユーザーを誘致するために必要な施設規模・構成 
・施設利用率（収益）を上げるための多目的利用への対応（＝コアユーザー以外に想定し得る利用の
仕方とそのために必要な施設（設備）のあり方） 
・スマート・ベニュー®として機能するうえで求められる付帯施設 
 
※１ 周辺のエリアマネジメントも含む、複合的な機能を組み合わせたサステナブルな交流施設 

         （平成 25年 8月スマート・ベニュー研究会・日本政策投資銀行地域企画部提言） 

※２ 施設単体で経費を上回る収入を得ることを必ずしも意味することなく、賑わいの創出や持続可能な街づくり等

の実現とそれに伴う税収の増加等も含めて投資以上の効果を地域にもたらす施設     

（スポーツ庁「スタジアム・アリーナ改革指針」より） 

 

論点４:現実的な需要規模 

【ホール】 
・現市民文化会館の利用実績に基づくベース利用設定 
 
【アリーナ】 
・コアユーザーとしてのプロスポーツチームの誘致の可能性と利用想定 
・その他、ベース利用となる利用の想定 
・ベース利用で埋められない枠の興行利用（変動利用）の誘致可能性 
 

論点５：公民連携のあり方 

・事業収支及び民間のコミットメントを踏まえた資金負担のあり方 
⇒公設民営（指定管理：独立採算・混合型、コンセッション）、民設民営 
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第１章 基本的条件の整理 

本章では、静岡市及び静岡都心地区の現況、上位計画における静岡都心地区のまちづくりの

方向性を整理することで、地域の実情と目指す将来像を再確認するとともに、県内の文化・スポ

ーツ施設の整備状況等を把握し新施設を取り巻く環境を整理した。 

さらに、現静岡市民文化会館の利用実績、計画地の概要とその特性を踏まえての本事業での

整備範囲等、本事業を推進する上での基本的条件を整理した。 

また、本調査を進めるうえで着目した「スマート・ベニュー®」の考え方を整理している。 

１ 静岡市及び静岡都心地区の概況 

（１） 静岡市の人口 

・本市の人口は、住民基本台帳によれば平成30年（2018年）１月末現在において70万5,804

人である。 

・また、国勢調査人口によれば、平成2年（1990年）の73万9,300人をピークに減少の一途

を辿っている。人口減少は国及び静岡県においても同様に生じている問題であるが、国が平

成20年（2008年）、静岡県が平成19年（2007年）にそれぞれ人口のピークを迎えたこ

とと比較しても、本市は約20年も早く始まっていることがわかる。 

・さらに、平成24年（2012年）には政令指定都市20市の中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。 

・併せて、本市では人口構造の変化も指摘されている。平均寿命の伸長、団塊世代の高齢化に

より、老齢人口は平成2年（1990年）に8万6,043人で総人口に占める割合が11.6%であ

ったところ、平成17年（2005年）には15万2,939人で総人口に占める割合が21.1%まで

増加した。さらに試算の結果、平成32年（2020年）には総人口に占める割合が30％を超

え、20万8,676人となる見込みである。 

・他方、合計特殊出生率の低下に加え、本市では若年女性の流出が重なった結果、年少人口は

昭和50年（1975年）の18万1,430人をピークに減少し、平成22年（2010年）には9万

1,743 人となった。年少人口の総人口に占める割合は、昭和50年（1975年）の25.2％か

ら、平成22年（2010年）の12.8％に減少した。 

静岡市の年齢階級別人口の推移と将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「静岡市人口ビジョン」平成27年10月29日 
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・さらに、出生数と死亡数の差である自然増減については、平成17年（2005年）にマイナス

に転じており、出生数が減少する中、死亡数増加による自然減の傾向が続くことが見込まれ

る。 

・他方、転入数と転出数の差である社会増減については、昭和46年（1971年）以降一貫して

転出超過の状態にあるが、大学進学・就職に係る18歳から22歳の若者の流出が顕著である。 

・なお、平成29年（2017年）には、昭和45年（1970年）以来47年ぶりに社会増に転じて

いる。 

 
 

 
静岡市の人口の自然増減と社会増減 

 

 

 

 

 

 

資料：「静岡市人口ビジョン」平成27年10月29日 

 

 
 １歳階級別転入超過数 

資料：「静岡市人口ビジョン」平成27年10月29日 

（２） 静岡都心地区の都市活力 

・静岡都心地区は、静岡市域のなかでも、長い歴史に亘って文化及び経済活動（都市活力）の

中心と位置付けられてきており、現在も人口集中地区として静岡経済を支える地域である。 

・その一方で、静岡都心地区の歩行者交通量は長期的に減少傾向にある。具体的には平成8年に

は観測地点58地点平均が8,379人であったところ、平成26年には同6,445人となっている。

とりわけ近年の傾向としては、平成19年に2店舗、平成23年に1店舗、それぞれ静岡都心地

区にて大型商業施設が開店したことによる交通量の回復を見られたが、大きく増加へと転じ

るまでには至っていない。  
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静岡都心地区歩行者交通量の推移 

 

 

 

 

 

 

 
資料：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成29年3月変更） 

 

・静岡都心地区の小売店舗数は平成19年までは約1,390店の水準でほぼ横ばいに推移していた

が、平成24年には823店と6割の水準にまで落ち込んでいる。また、商店街別の空店舗率を

みると、JR静岡駅及び静岡鉄道新静岡駅から1kmほど離れた静岡都心地区の北側に位置する

「静岡市民会館通り商店街」の空店舗率は、平成17年商店街実態調査時点で23.7％と他の

商店街に比べ空き店舗率が著しい。 

 

静岡都心地区小売店舗数の推移 

 

 

 

 

 

 

 
資料：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 29年 3月変更） 
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静岡都心地区商店街の空店舗率 

商店街名 店舗数 空店舗数 空店舗率 

静岡呉服町名店街 83 3 3.6 

静岡紺屋町名店街 77 5 6.5 

静岡七間町名店街 79 2 2.5 

七間町七ぶらシネマ通り繁栄会 25 0 0 

御幸町発展会 185 6 3.2 

伝馬町発展会 67 3 4.5 

けやき通り発展会 12 0 0 

鷹匠一丁目商業発展会 45 1 2.2 

静岡市民会館通り商店会 38 9 23.7 

静岡浅間通り商店会 113 8 7.1 

駅南銀座進行会 127 4 3.1 

資料：平成 17年商店街実態調査 

 

（３） 地域の課題 

①  市人口減の歯止め 

・「本章１（１）静岡市の人口」で整理したとおり、本市の人口は平成2年の約74万人をピー

クに減少傾向にある。なかでも社会減は一貫した傾向にあり、特に大学進学、就職の時期に

ある18歳から22歳の若者の流出が際立っている。一方で全国的な傾向と同様、本市におい

ても老齢人口（65歳以上）の増加が見込まれている。 

・本市は、こうした人口減少社会のなか、平成37年に人口70万人を維持することを目標とし

て掲げ、市内からの流出人口減及び市外からの流入人口増を図り、定住人口増に繋げていく

ことを課題として捉えている。特に次世代を担う若年層の流出を防ぐ対策が重要であると認

識している。 

②  静岡都心地区の歩行者交通量減少の歯止め 

・「本章１（２）静岡都心地区の都市活力」で整理したとおり、静岡都心地区の歩行者交通量

は長期的に減少傾向にある。本市は、歩行者交通量の減少はまちの活気の喪失につながるも

のと危惧しており、課題と捉えている。 

・市人口が減少傾向にあるなかで歩行者交通量を増やし静岡都心地区に賑わいを回復させるた

めには、静岡都心地区の魅力をさらに高め交流人口増を図ることが必要である。 

③  小売店舗数の減少の歯止め 

・「本章１（２）静岡都心地区の都市活力」で整理したとおり、静岡都心地区の小売店舗数は

減少傾向にある。また、商店街別の空店舗率からも「静岡市民会館通り商店街」の空店舗率

は他の商店街に比べ高い。静岡都心地区の北側に位置する小売店の減少は、より深刻な状況
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である。 

・そうしたなかで、「静岡市の中心市街地に関するアンケート調査」による市民の静岡都心地

区への外来目的をみると、小売店舗の減少が進んだ平成25年時点においても、平成19年時

点に変わらず、「買物」及び「飲食」であることがわかる。 

 

中心市街地への外来目的 

 

資料：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 29年 3月変更） 

 

・静岡都心地区の小売店減少に歯止めを掛け、なおかつ従来より市民が望む「買物・飲食の場

所」としての機能を維持・向上させるためにも、本市は、静岡都心地区の魅力を高めること

で交流人口増を図り、商店街の振興、地域経済の活性化につなげていく必要があると捉えて

いる。 

 

２ 上位計画 

（１） 第３次静岡市総合計画 

① 計画の趣旨 

・基本構想、基本計画、実施計画からなり、まちの将来像を示すとともに、市政を総合的、計

画的に運営するために、各分野における計画や事業の指針を明らかにするものである。本計

画の成果目標として、平成37年に人口70万人を維持することを目指す。 

② まちづくりの方針・静岡都心地区の位置づけ 

・「歴史文化のまち」と「健康長寿のまち」づくりをリーディング・プロジェクトとして位置

づけ、本市の特色である「歴史」と「健康」という長所をさらに磨きあげ、「世界に輝く静

岡」の実現を目指す。また、人口維持のために、「都市の発展（産業・経済の振興）」と「暮

らしの充実（安心・安全の確保）」の両立を図る。 

・静岡都心では、徳川家康公の築いた城下町を基礎として、利便性及び快適性を向上させるた

め、商業や居住等の多様な機能の強化を図るとともに、回遊性を向上させる取り組みを進め

る。 
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（２） 静岡市都市計画マスタープラン 

① 計画の趣旨 

・都市の将来像や土地利用の方向性、都市施設の配置方針等を明らかにした基本的な方針を示

すものである。第3次静岡総合計画に掲げる「歴史文化のまち」と「健康長寿のまち」の実現

に向けて、安心・安全で快適に暮らすことのできる成熟した持続可能な都市を目指す。 

② 静岡都心地区のまちづくりの目標及び方針 

・まちづくりの目標として「歴史が息づく、人々を刺激する都心」を掲げ、４つの方針を打ち

出している。 

・「高次かつ多様な都市機能の持続的な誘導」として、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を誘導するとともに、老朽化が進んだ市街地における、エリアの個性

を意識した更新・再生を推進する。 

・「伝統を活かし、新たな魅力を創る都市空間の整備」として、駿府城、城下町等の伝統を継

承する景観を誘導するとともに、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

を推進する。 

・「楽しく歩けて自転車にも利用しやすいまちづくりの推進」として、公共交通網、ターミナ

ルの強化や新たな交通システムの導入を検討するとともに、エリア間の歩行者回遊性の向上

を図る（例：「JR静岡駅周辺」「御幸町・伝馬町・鷹匠周辺」「紺屋町・呉服町・七間町周

辺」の３つのゾーンの回遊性の向上等）。 

・「街なか居住等の人口集積を誘導する街なか環境整備」として、防災向上や都市の低炭素化

に資する都心居住への誘導に向けた、生活環境として不足している緑地や公共空間、その他

の機能の充実を推進する。 

静岡都心地区のまちづくり方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡市資料より作成 
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（３） 静岡市立地適正化計画 

① 計画の趣旨 

・「集約型連携都市構造（コンパクトシティ＋ネットワーク）」の考えに基づき、住宅と生活

サービスに関連する医療、福祉、商業等の利便施設の集約化等、都市機能の誘導と、公共交

通沿線への居住の誘導により、市民生活の質の向上及び地域経済の活性化を図る。 

② まちづくりの方針・静岡都心地区の位置づけ 

・集約化拠点形成区域（都市機能を誘導し、多数人が利用しやすい場所となるよう様々なサー

ビスの充実を図る区域）を設定し、静岡都心地区を歴史文化拠点として、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するとともに、行政、商業、文化の中心としての機

能を更新・集積する。また、子育て・福祉環境等の向上、高齢人口の増加への対応のため、

各種施設の集積促進、中心市街地の活性化、交通ネットワークの形成に関する取組を実施す

る。 

静岡駅周辺地区における集約化拠点形成区域設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡市資料より作成 
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（４） （仮称）歴史文化のまちづくり戦略 

① まちづくりの方針 

・今川氏や家康公が残した歴史を感じさせ、歴史と現代が融和した、人々が集う交流の場とす

るべく推進する。 

② 静岡都心地区の位置づけ 

・「歩いて楽しい」「まちに潤い」「賑わいの創出」「歴史を感じる」「美しさ・楽しさ」と

いう５つの視点を列挙し、視点ごとに方針を打ち出している。 

・「歩いて楽しい」については、「おまち」と「歴史」をつなぐ道筋・動線を強化することで、

回遊性の高い空間を形成し、歩行者が中心のまちづくりを目指す。 

・「まちに潤い」については、駿府城公園を中心として、堀の水辺を活かし、街路樹や敷地内

に緑を配置することにより、潤いある空間づくりを目指す。 

・「賑わいの創出」については、イベントや様々な市民活動が行われるオープンスペースを生

み出し、来街者が便利で快適に活動できる賑わいのある空間づくりを目指す。 

・「歴史を感じる」については、歴史資源を活かし、歴史を身近に感じられる空間づくりを目

指す。 

・「美しさ・楽しさ」については、道路空間と周辺建築物が一体となって、連続した街並みを

形成する空間づくりを目指す。 

『（仮称）歴史文化のまちづくり戦略』における、対象エリアと重点ゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 （仮称）歴史文化のまちづくり戦略は、作成中であり、今後、記載内容等につい

て変更する可能性がある。 

資料：静岡市資料より作成 
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（５） 静岡市中心市街地活性化基本計画 

① 計画の趣旨 

・静岡地区・清水地区の2地区を1計画として取りまとめた全国初の事例であり、2地区の活性

化を総合的・一体的に推進しながら、コンパクトで賑わいあふれるまちづくりを推進する。 

② まちづくりの方針・静岡都心地区の位置づけ 

・来街者・まちなか居住者の増加、地域経済活性化、都市福利機能拡充、まちづくり主体の充

実等、市民・来街者が「わくわくドキドキ」と豊かさや楽しさを感じるまちとなり、より多

くの人が集まり、賑わいの創出や活力向上がなされることを目指す。 

・回遊性向上、来街手段充実、安心安全・快適性向上、防災機能充実等、市民・来街者が「ら

くらく」と来街し、まちで寛ぎ、また「てくてく」と巡り歩き、隣接地をも往来するような、

回遊性・滞在性が高く、ずっと居たいと感じられるまちとなることを目指す。 

・従前、呉服町通りの両端の２つの再開発事業（葵タワー、呉服町タワー）と、新静岡セノバ

を整備し、まちの「横軸の強化」を推進しているところ、本計画では歴史文化の活用を図る

「駿府城公園エリア」と、創造的活動を推進する「七間町エリア」を結び、その間の「札の

辻エリア」に商業・文化・福祉機能の拡充を図ることで、まちの「縦軸の強化」を推進する。 

・歴史文化の活用を図り、「駿府城公園エリア」と、本計画で新たに区域に含める「浅間神社

エリア」との回遊促進を図る。 

静岡地区 前計画・本計画の区域及びストーリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡市資料より作成 



13 

 

（６） 静岡市文化振興計画 

① 計画の趣旨 

・「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」の制定を機に、

指針として文化の振興に関する計画を定める条項を受け策定された。 

・総合的かつ持続的な文化の振興を図り、魅力あるまちづくりに活用するとともに、本計画を

もとに文化の持つ創造性を活かした盛んな交流により、賑わいあふれる元気なまちにし、静

岡文化を育てる。 

② まちづくりの方針・静岡都心地区の位置づけ 

・文化の持つ創造する力により、まちの賑わいや国内外との盛んな交流を生み出し、産業・経

済と強く結びつくことで文化力を経済力に変え、活力に満ちたまちの実現を図る。 

・基本的施策推進のための視点のうちの「創造的魅力づくり」の主要事業として、駿府町地区

文化・スポーツ施設立地可能性調査が実施された。 
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３ 計画地の概要 

計画地は駿府城跡を含む駿府城公園の北東側に位置し、中堀及び外堀に挟まれた静岡市民文

化会館、中央体育館、広場及び駐車場など駿府町地区（約5ha）の一団の土地とする。 

計画地周辺には、駿府城公園をはじめとして、葵小学校、城内中学校、ふれあい教室・青少

年研修センターなどの学校教育施設、葵生涯学習センター・女性会館などが立地している。 

公共交通機関としては、静岡鉄道新静岡駅、日吉町駅、ＪＲ静岡駅が、計画地から徒歩圏に

位置している。 

計画地の敷地東側に市民文化会館、敷地西側に中央体育館が設置されているほか、文化会館

と中央体育館を挟んだ中央部に246台収容の地下駐車場が設けられている。 

市民文化会館と中央体育館の間の地上部分にはマーケット広場があり、東側には管理用駐車

場が配置されている。 

 

計画地概要 

地名地番 静岡市葵区駿府町 208-2,208-6 

敷地面積 52,111.83㎡ 

区域区分 市街化区域 

用途地域 第二種住居地域 

容積率／建蔽率 200％／60％（建築基準法 53条 3項の 2街区の角地にある敷地によ

り 70%） 

防火・準防火地

域 

準防火地域 

高度地区 最高限 3種（19ｍ）（最高高さ 19ｍ、北側斜線制限 10m+1:1.25） 

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地「駿府城址」該当 

風致地区 第 2種風致地区（城内） 高さ：15ｍ以下 建蔽率：40％以下 

道路からの後退距離：2ｍ以上 隣地からの後退距離：1ｍ以上 

地盤面高低差：9ｍ以下 緑地率：30％以上 

日影制限 地盤面からの高さ 4ｍ 10ｍ以内：4ｈ 10ｍ超：2.5ｈ 

景観・緑化 重点地区景観計画「駿府城公園周辺地区」 

敷地面積の 15％以上の緑化に努める 

道路 南側：市道・幅員 16.5ｍ・幅員 17.5ｍ 

西側：市道・幅員 17.9ｍ～18.1ｍ 

北側：外堀・県道静岡環状線幅員 14.7ｍ～14.9ｍ  

（「静岡市道路台帳より」） 

敷地内の建築物 市民文化会館（劇場）・中央体育館・弓道場・市民屋内プール 

電気室（変電所）・駐輪場・駐車場 

ランニングステーション（平成 30年竣工予定） 
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16 

 

４ 整備範囲の設定 

計画地内の市民文化会館を除く施設は継続利用を原則とし、整備範囲は計画地東側の市民文

化会館部分（約23,000㎡）とする。 

・敷地外周部の良好な緑地帯は保存に努める。 

計画地に現存する既存建物の概要 

 建築面積

（㎡） 

延床面積

（㎡） 

建物高さ

（ｍ） 

市民文化会館 9,403 22,890 32.45 

中央体育館 4,071 4,881 25.65 

体育館管理棟 1,287 3,455 14.90 

電気室（体育館） 103 103 4.85 

自転車置場（体育館） 20 20 2.15 

弓道場 1,104 1,456 13.20 

屋内プール 1,887 2,170 8.82 

駐車場及び便所 ― 9,088 ― 

駐輪場 ― 105 ― 

ランニングステーション 109 109 5.57 

合計 17,984 44,277 ― 

資料：静岡市資料より作成 

整備範囲 

資料：静岡市資料より作成 
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５ 現静岡市民文化会館の利用実績 

・現施設は、静岡市制施行90周年事業として開館して以来、静岡市民の芸術文化活動の拠点と

して機能してきた。 

・具体的な施設概要、利用状況等は次項のとおりである。 

（１） 施設概要 

①  建築 

・現静岡市民文化会館の建築概要は以下のとおりである。 

現静岡市民文化会館建築概要 

竣 工 1978年 7月 15日 

開 館 1978年 11月 3日 

総事業費 53億 9,037万円 

建築面積 9,350㎡ 

延床面積 22,890㎡ 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下 1階地上 4階 

資料：静岡市民文化会館パンフレットより作成 

 

②  施設 

・現施設は、主要施設として大ホール、中ホール、大会議室を備えている。その詳細は以下の

とおりである。 

現静岡市民文化会館施設構成 

【大ホール】 

収容定員 1,968人（別に車いす用スペース 10席分） 

舞台規模 間口 20m、奥行 19m、高さ 10m（可変 7m） 

舞台装置 オーケストラピット、エプロンステージ、反響板、脇花道 

楽 屋 一般楽屋 6室、個人楽屋 3室 

【中ホール】 

収容定員 1,170人（別に車いす用スペース 14席分） 

舞台規模 間口 16.4m、奥行 18m、高さ 7.4m（可変 5.4m） 

舞台装置 廻り舞台、迫り、本花道、脇花道、反響板 

楽 屋 一般楽屋 3室、個室楽屋 3室 

【大会議室】 

収容定員 240人（いす席のみ使用で 360人） 

舞台規模 間口 7.5m、奥行 4.2m、高さ 3.9m 

資料：静岡市民文化会館パンフレットより作成 

・上記の他、リハーサル室1室、収容定員20～60人の会議室6室、広さ262～327㎡の展示
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室3室が整備されている。 

・また付帯施設として、レストラン100席、喫茶室35席、売店が整備されていたが、現在は、

喫茶室を除き、閉鎖となっており、レストランの一部を託児室としている。 

③  駐車場 

・来館者が利用可能な駐車場として、現施設の地下及び現施設に隣接するマーケット広場の地

下が整備されている。 

・概要は以下のとおりである。 

 

駐車場概要 

収容台数 246台 

延床面積 9,088㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート造 地下 1階地上一部 1階建 

資料：静岡市民文化会館パンフレットより作成。収容台数は現況。 

（２） 利用状況 

①  施設別利用状況 

・大ホールの稼働率は過去3年間の平均で75.5%となっており、高い値となっている。 

・中ホールの稼働率は過去3年間の平均で76.7％となっており、高い値となっている。 

大ホール・中ホールの稼働率 

名称 定員（人） 平成 27年度 平成 26年度 平成 25年度 平均 

大ホール 1,968 77.9% 67.3% 81.3% 75.5% 

中ホール 1,170 71.1% 76.1% 83.0% 76.7% 

注 稼働率については、１日単位の稼働率として示している。当該施設の利用のコマとしては
午前・午後・夜間が区別されているが、実際の利用状況としては終日利用や午後＋夜間利
用が多いため、１日単位の稼働率とした。 

・会議室および展示室の稼働率は、過去3年間の平均で38.9%～64.2%と幅がある。 

・稼働率が低い会議室および展示室の集約や、近隣の会議室および展示室の状況等も踏まえて

検討を進める必要がある。 
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会議室・展示室の稼働率 

名称 
定員 

（人） 

広さ 

（㎡） 
平成 27年度 平成 26年度 平成 25年度 平均 

大会議室 240 256.5 62.9% 64.1% 65.7% 64.2% 

第 1会議室 60 150.0 57.0% 56.5% 60.0% 57.8% 

第 2会議室 30 75.0 52.7% 53.9% 50.5% 52.4% 

第 3会議室 25 75.0 42.7% 44.6% 38.9% 42.1% 

第 4会議室 20 35.0 64.2% 65.4% 57.3% 62.3% 

第 5会議室（和室） 30 31.0 41.8% 41.9% 32.9% 38.9% 

第 6会議室（和室） 30 31.0 51.0% 37.0% 50.2% 46.1% 

A展示室 150 326.9 52.8% 43.5% 43.4% 46.6% 

B展示室 150 310.8 55.6% 45.2% 54.4% 51.8% 

C展示室 150 261.6 52.6% 46.5% 55.0% 51.4%  注 会議室等は、コマによって稼働にばらつきが多いため、午前・午後・夜間のコマ単位で算出した。 

②  内容別・目的利用状況 

・大ホールについて、平成25年度から平成27年度の３年間にわたり大きな傾向の変化は無く、

利用内容は興行利用が最も多く27～39%であり、また利用目的は音楽会利用が最も多く49

～52%となっている。具体的には、全国30都市程度をめぐるツアーコンサートやロングラ

ンミュージカルなどの催事が多く、芸術文化に市民が触れる場になっていると言える。 

・中ホールの利用内容について、平成25年度から平成27年度の３年間にわたり大きな傾向の

変化は無く、教育利用が最も多く27～36%、次に文化利用が23～25%となっている。また

中ホールの利用目的は、3年間を通じて音楽会利用が最も多く26～32%となっており、次点

は年度により変化があるものの、演劇・講演会・文化祭・講習会・総会式典がそれぞれ10%

前後となっている。興行利用が10～14%に留まっていることから、中ホールは市民による

様々な文化活動の発表の場になっていると言える。 
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平成 27年度の内容別・目的別利用状況 

 

 

平成 26年度の内容別・目的別利用状況 
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平成 25年度の内容別・目的別利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  入込客状況 

・大ホールでの催事に係る入込客数の規模は、1,000席規模及び1,500～2,000席規模が中心

となっている。 

・この1,000席規模及び1,500～2,000席規模の催事を受け入れ可能な市内の類似施設として、

グランシップ中ホール（1,209人）や清水文化会館大ホール（1,513人）等が挙げられ、1,000

～1,500席規模の代替施設は存在する。一方で1,600席規模以上の施設は他になく、大ホー

ルは1,600席規模以上の入込客数を見込む催事を中心に、その受け皿となっていると言える。 

大ホール 入込客状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中ホールでの催事に係る入込客数の規模は、400～1,000席規模が中心となっている。 
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・この400～1,000席規模の催事を受け入れ可能な市内の類似施設として、清水文化会館小ホ

ール（292人）、あざれあ大ホール（358人）、静銀ユーフォニア（462人）、清水テルサ

（507人）、グランシップ中ホール（1,209人）等が挙げられ、500席規模以下、また900

席規模以上の規模の代替施設は存在する。一方で600～800席規模の施設は他になく、中ホ

ールは600～800席規模の入込客数を見込む催事を中心に、その受け皿となっていると言え

る。 

・なおAOI（618席規模）は室内音楽専用ホールであり、音楽会利用の他、演劇利用、講演会・

文化祭利用等、多様な利用を受け入れている中ホールの代替施設という位置づけにはない。 

中ホール 入込客状況 
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６ 県内の文化・スポーツ施設の整備状況 

・県内に立地するホール、アリーナ施設に関する施設概要と近年の利用状況、また立地状況は

以下のとおりである。 

近隣のホール・アリーナの施設概要と利用状況 

施設名 

建物所

有者 

 

管理運営 稼働率 
主な催事実績 

（有料事業） 

観客動員数 

（年間） 

静岡市民文化会館（大ホール） 

最大収容人数 1,968人 

静岡市 【指定管理】 

(公財 )静岡市

文化振興財団 

77.9％ 

H27実績 

ディズニーライブ 

井上陽水ライブ 

アリスライブ 

郷ひろみライブ 

氷川きよしライブ 

約 260,000人 

H27実績 

静岡市民文化会館（中ホール） 

最大収容人数 1,170人 

静岡市 【指定管理】 

(公財 )静岡市

文化振興財団 

71.3％ 

H27実績 

清水ミチコライブ 

キエフバレエ団バ

レエ 

美輪明宏講演会 

約 123,000人 

H27実績 

清水マリナート（大ホール） 

最大収容人数 1,513人 

静岡市 【PFI-BTO】 

清水文化事業

サポート㈱ 

84％ 

H25実績 

泰基博ライブ 

きゃりーぱみゅぱ

みゅライブ 

静岡市芸術祭 

お笑いライブ 

約 200,000人 

H25実績 

清水マリナート（小ホール） 

最大収容人数 292人 

静岡市 【PFI-BTO】 

清水文化事業

サポート㈱ 

73％ 

H27実績 

DEENライブ 

ミュージカルライ

ブ 

約 43,000人 

H27実績 

静岡音楽館ＡＯＩ 

最大収容人数 618人 

静岡市 【指定管理】 

(公財 )静岡市

文化振興財団 

80％ 

H25実績 

クラシックコンサ

ート 

約 119,000人 

H25実績 

静岡市東部勤労者福祉ｾﾝﾀｰ 

清水テルサ 

最大収容人数 507人  

静岡市 【指定管理】 

清水テルサ管

理運営共同事

業体 

57.6％ 

H28実績 

講演会 

音楽会 

研究発表 

約 109,000人 

H28実績 

コンベンションアーツセンター 

グランシップ（大ホール） 

最大収容人数 4,624人 

（中ホール） 

最大収容人数 1,209人 

 

静岡県 

【指定管理】 

(公財 )静岡県

文化財団 

85％ 

H25実績 

企業就職セミナー 

講演会 

大学 入学式・卒

業式 

約 684,000人 

H25実績 

男女共同参画センター 

あざれあ 

最大収容人数 358人 

静岡県 【指定管理】 

あざれあ交流

会議グループ 

70％ 

H28実績 

講演会 

音楽会 

約 63,000人 

H28実績 

しずぎんホール 

ユーフォニア 

最大収容人数 462人 

 

民間 

民間 ―  ％ 静岡交響楽団コン

サート 

トータルテンボス

お笑いツアー 

ミュージカル 

大塚愛ミニライブ 

 ―  人 

このはなアリーナ 

最大収容人数 7,600人 

固定席 2,700席 

静岡県 【指定管理】 

東京ドーム・東

急・静鉄共同事

業体 

―  ％ 大相撲富士山静岡

場所 

 ―  人 

エコパアリーナ 

最大収容人数 10,000人 

固定席 4,832席 

 

静岡県 

【指定管理】 

静岡県サッカ

ー協会グルー

プ 

80％ 

H27実績 

ケツメイシライブ 

幸田來未ライブ 

浜崎あゆみライブ 

フットサルリー

グ・バレー大会 

約 290,000人 

H25実績 
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資料：静岡市調査   

  

浜松アリーナ 

最大収容人数 8,000人 

固定席 3,544席 

 

浜松市 

【指定管理】 

(公財 )浜松市

体育協会グル

ープ 

78.8％ 

H27実績 

bj リーグ 

F リーグ 

バックストリート

ボーイズツアー 

約 155,000人 

H27実績 

ツインメッセ静岡 

（南館 大展示場） 

最大収容人数 6,500人 

（北館 大展示場） 

最大収容人数 6,000人 

民間 【指定管理】 

(公財 )静岡産

業振興協会 

（南館 大

展示場） 

63％ 

（北館 大

展示場） 

49％ 

H25実績 

ジャングル探検隊 

大日本プロレス 

ニューイヤーフェ

スタ 

約 1,020,000人 

H25実績 
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近隣のホール・アリーナの立地状況 

 

 

・近隣施設について、横軸に利用実態（興行利用か市民利用等か）、縦軸に収容人数をおいて

プロットしたところ、以下のような分布図が得られた。 

 

施設規模と利用形態のプロット図 

 

・静岡市民文化会館（大ホール）は、稼働状況及び入込客数の状況から近隣施設と役割分担が

できており、また1,600～2,000席規模のホールは近隣に無く、特徴的な規模となっている。 
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・静岡市民文化会館（中ホール）は、稼働状況及び入込客数の状況から需要があり、近隣施設

の稼働率も概ね70%以上であることから、必要な施設と言える。 

・10,000席規模のアリーナは、エコパアリーナと競合するリスクが想定される。一方で、大

規模な音楽コンサートやプロスポーツなど、興行利用を主な利用目的とする5,000人以上の

規模のアリーナは近隣には存在しない。 
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７ スマート・ベニュー®の考え方への着目 

・本事業は、静岡市民文化会館の老朽化に伴う再整備が目的である。一方で、「本章１（３）

地域の課題」で整理したとおり、人口減少、高齢化、静岡都心地区を中心とした都市活力の

低下等、様々な地域の課題に直面している。そこで、本市は、本事業により整備する新施設

に関し、これまでの市民の文化活動の拠点としてのあり方を重視しつつも、単なる文化会館

の建替えではなく、地域の課題解決に資するよう、まちづくりの観点からそのあり方を検討

したいと考えている。 

・「本章２ 上位計画」で言及したとおり、本市は「集約連携型都市構造（コンパクトシティ+

ネットワーク）」を将来都市像とし、都市のコンパクト化と公共交通網の再編を連携して進

めていく方針である。まちづくりの観点から求められる施設のあり方の一つとして、コンパ

クトシティ形成に寄与する施設が求められる。 

・そこで、着目したのが「スマート・ベニュー®」という考え方である。 

 

・「スマート・ベニュー®」とは、スマート・ベニュー研究会が提唱している概念であり、こ

れからのまちづくり及びコンパクトシティの中核施設として、多機能型、民間活力導入、街

なか立地、収益力向上をキーワードに、以下のとおり定義されている。 

「スマート・ベニュー®」の定義 

周辺のエリアマネジメントを含む、複合的な機能を組み合わせたサステナブルな交流施設 

 

 

 

 

 

※ベニュー：行為発生地、（スポーツ大会、政治会議等の）開催指定地〔出所：ランダム英和辞典〕 

※サステナブル（持続可能（な））交流施設：将来の世代に負担を残さない交流施設（今日の世代のニーズ

を満たすとともに将来の世代のニーズを満たす能力を損なわず、かつ事業継続性が担保された交流施設） 

資料：㈱日本政策投資銀行公表資料 

・さらに、スマート・ベニュー研究会は、以下の点からコンテンツとしてのスポーツに着目し、

スポーツと地域を結びつける空間として、スタジアムやアリーナ等スポーツ施設に焦点を当

てている。 

コンパクトシティの形成は、単に物理的に都市機能を集約するだけではなく、世代を超

えて多くの地域住民が交流できる空間を創出することが求められる。そのような空間の創

出には、スポーツのように多くの人々が価値観や感動を共有でき、地域に対するアイデン

ティティを感じられるコンテンツが必要である。 

 

・要するに、「スマート・ベニュー®」とは『街なかに立地し、大規模集客施設と公共施設や

商業施設などが複合化した多機能な交流施設』であり、『事業採算性を確保し自立した経営

が成り立つ施設』であり、かつ『まちの核となって多くの人を呼び込み、それにより地域が

賑わい活性化することが期待される施設』と言える。 

○単機能型 

○行政主導（公設公営等） 

○郊外立地 

○低収益性 

○多機能型（商業施設複合等） 

○民間活力導入 

○街なか立地 

○収益力向上 

スマート・ 
ベニュー化 

＋周辺エリアマネジメント 



28 

 

・この考え方に着目し、そのような新施設あり方の可能性を検討することは、本市が目指す都

市像の実現にとって意義のあることと考えている。 

 

新施設の位置づけのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：㈱日本政策投資銀行公表資料をもとに作成 
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第２章 新しい施設の整備の方針 
本章では、第１章で整理した基本的条件、及び本章で把握する市民によるまちづくりの観点

からの静岡都心地区への期待（市民アンケート結果）、そしてまちづくりへの期待を具現化する

装置としての「スマート・ベニュー®」の考え方から、計画地における文化・スポーツ施設整備

の必要性と施設のあり方、それを受けての新施設の位置づけを整理した。 

さらに市場調査を踏まえ新施設に誘致可能な利用形態及び施設規模を把握するとともに、近

隣類似施設との役割分担を検討、また市民が新施設に寄せる期待（市民アンケート結果）を把握

した。 

その上で、それらの検討結果を踏まえ、「スマート・ベニュー®」として機能するために求

められる施設要件等を満たす新施設の整備の方向性を整理し、整備の方針とした。 

１ 計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性 

（１） 地域の課題、まちづくりの方向性の再整理 

①  地域の課題 

・第１章で把握のとおり、本市の人口減少に歯止めを掛け、平成37年時点の市人口を70万人

の水準で維持するためにも、地域の経済活動及び市民生活等、地域社会を持続可能なものと

することが求められる。 

・そのためには、静岡市の中心地域である静岡都心地区の賑わいを回復させ、商店街を活性化

し、市民にとっての買物・飲食の場所としての機能を維持・向上させることが、その一助と

なるものと期待されている。 

・そこで、本市、特に静岡都心地区の魅力をさらに高め、市内外から人を惹きつけ交流人口を

増やすことで、賑わい創出、小売店売上増につなげることが重要となる。 

・特に次世代を担う若年層にとって魅力あるまちづくりを進めることで、交流人口増の効果に

留まらず、定住人口増につなげることが求められる。 

・一方で、少子高齢化の進展といった人口構成の変化を前提に、まちづくりの視点からは、住

民サービス施設等都市機能を市街地に集中させたコンパクトシティの形成への目配せも肝要

である。そして、コンパクトシティ形成にあたっては、市民の利便性や経済効率等の向上だ

けなく、地域社会にとっての交流空間の創出やコミュニティ再構築を重視することが求めら

れている。 
静岡都心地区の課題 

 本市の魅力を高め交流人口を増やすことが必要 

 特に次世代を担う若年層にとって魅力あるまちづくりを進め、定住人口につなげることが
必要 

 相乗的に、従来からの「買物・飲食の場所」「集客力のある施設やイベント」の機能向上 

 人口減少、少子高齢化社会到来を踏まえ、住民サービス施設等を市街地に集中させたコン
パクトシティの形成が必要 
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②  上位計画における静岡都心地区のまちづくりの方向性 

・本市は長い歴史に培われ生み出されてきた特有の歴史資源と文化を有し、静岡都心地区はそ

の中心として古来より栄えてきた。 

・そうした歴史的な背景から、静岡都心地区は、現在においても本市の文化・地域経済の中核

的な地域として機能している。 

・「第1章 2 上位計画」で整理したとおり、上位計画においても、本市の都市将来像を「集約

連携型都市構造（コンパクトシティ＋ネットワーク）」とするなかで、静岡都心地区を拠点

エリアとして位置付けている。そして、さらに必要な都市機能を誘導し、様々なサービスの

充実を図ることで、魅力ある拠点を形成するとし、これまでの長い歴史のなかで培われた歴

史資源・文化を活かしながら、都市圏の核にふさわしい都市機能の集積や都市空間の整備、

それによる交流の活発化と回遊性の向上、賑わいの創出を目指す、そしてその取組みを通し

本市特有の文化を発信し、シティプロモーションを推進するとしている。 

 
上位計画における静岡都心地区のまちづくりの方向性（各計画で示す方針の総括） 

 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 

 しずおか文化を活用したシティプロモーションの推進 

 交流の核となる都市機能の誘導 

 静岡都心地区の回遊性向上 

 回遊性向上による賑わいと活力のあるまちの実現 
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③ 歴史文化のまちにおける文化・スポーツ施設の役割 

・「（仮称）歴史文化のまちづくり戦略」は、「歴史を感じさせ、歴史と現代が融和した、人々

が集う交流の場」を目指し、５つの視点を掲げている。 

・「歩いて楽しい」 

「おまち」と「歴史」をつなぐ道筋・動線を強化することで、回遊性の高い空間を形成し、

歩行者が中心のまちづくりを目指す。 

・「まちに潤い」 

駿府城公園を中心として、堀の水辺を活かし、街路樹や敷地内に緑を配置することにより、

潤いある空間づくりを目指す。 

・「賑わいの創出」 

イベントや様々な市民活動が行われるオープンスペース、パブリックスペースを生み出し、

来街者が便利で快適に活動できる賑わいのある空間づくりを目指す。 

・「歴史を感じる」 

歴史資源を活かし、歴史を身近に感じられる空間づくりを目指す。 

・「美しさ・楽しさ」 

道路空間と周辺建築物が一体となって、連続した街並みを形成する空間づくりを目指す。 

・この戦略を掲げていく中で、文化・スポーツ施設の役割としては、次のとおり想定される。 

 

歴史文化のまちにおける文化スポーツ施設の役割 

 伝統芸能など「歴史文化」と音楽や美術などの「芸術文化」の拠点とする。 

 大規模集客機能により多くの人々が訪れることで、歴史文化拠点の下支えをする。 

 市が掲げる「まちは劇場」の考えのもと、様々な催事が開催されることで、まちなかの求心力
向上につなげる。 

 歴史文化と新たな都市機能の融合によるまちの魅力の向上につなげる。 

 子どもから大人まで世代をこえた賑わいの創出につなげる。 
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（２） 市民によるまちづくりの観点からの静岡都心地区への期待 

①  市民アンケート調査の概要 

 ア 実施概要 

・静岡市民文化会館は、開館以来、市民の創作活動の発表の場、また市民の芸術文化鑑賞

の場として、市民の文化活動の拠点としての役割を果たしてきた。 

・そのため再整備にあたっては、本市の考え方のみならず、市民の意見・要望を取り入れ、

市民との協同により実現していくことが重要である。 

・そこで、新施設のあり方等に関し広く市民の意見を把握するため、市民アンケート調査

を実施した。 

・実施概要について以下に示す。 

・その他、アンケート結果の詳細は、付属資料を参照。 

 

 調査目的：静岡市民文化会館を再整備するにあたり、新たな機能・用途を検討する一環と 

しての市民の要望等について調査 

 調査方法：13歳以上の市民 3,000人を対象に、住民基本台帳から等間隔無作為抽出にて、 

往復郵送 

 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％） 

 調査項目：（１）回答者の属性 

（２）静岡都心へ行く目的・頻度、消費行動、消費金額、交通手段 

（３）静岡県外へ行く目的・頻度、消費行動、消費金額、交通手段 

（４）静岡都心に期待するイメージ及びイメージ実現のための施設機能 

（５）一定条件下（施設の内外及び公演の有無）における機能の要望 

（６）静岡都心の回遊性向上に資する機能 

（７）施設及びまちの運営方針 

（８）静岡都心のまちづくり・施設の整備に関する意見 

  

②  静岡都心地区に期待するイメージ 

・市民アンケートでは、どのような新施設が望ましいかを確認するに先立ち、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確認している。 

・本市が文化・スポーツの分野で展開してきた取組みにより実現できるまちの姿を中心に、静

岡都心地区に期待するイメージを確認するとともに、本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について評価を確認した。 

・具体的な評価（アンケート結果）は次表のとおりである。 
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市民による静岡都心地区への期待（市民アンケート結果） 

 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%）。 

 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。 

 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） 

一方、「流行のアーティストやお笑いの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。 

 “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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この結果から、市民は、静岡都心地区に、これまで本市が推進してきた『歴史・文化・スポ

ーツのまち』、すなわち歴史文化や大道芸に親しめ、演劇や音楽を鑑賞でき、自らも芸術文化

やスポーツ活動を行える、そのようなまちであることを引き続き期待するに加え、エンター

テイメント性の高い文化・スポーツを楽しめるなど、『これまで本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』であることを求めていると言える。 
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（３） 計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性 

①  まちづくりの観点から求められる施設整備の必要性と施設のあり方 

・前項までで再確認した地域の課題、上位計画にみるまちづくりの方向性及び市民アンケート

から浮かび上がるまちづくりへの期待として、「地域の歴史資源と文化といった旧来からの

地域の魅力を活かす」「新たな地域の魅力を創出し享受する」「新旧の魅力を交流の核に回

遊性向上、賑わいを創出」があげられ、次のとおり整理できる。 

静岡都心地区のまちづくりへの期待 

 地域の歴史資源と文化を活かした魅力あるまちづくり 

今川氏や家康公が残した歴史資源、本市に根付いた大道芸、また静岡市民文化会館が中

心に担ってきた豊かな芸術文化環境等、従来からの地域の魅力を活かし交流を活発化する

ことが期待されている。 

 新たな魅力を享受できるまちづくり 

従来からの魅力に加え、エンターテイメント性の高い文化・スポーツといった新たな地

域の魅力を創出し、特に次世代を担う若年層にとって魅力のあるまちとし、交流を活発化

することが期待されている。 

 地域の魅力を核とした回遊性のあるまちづくり 

地域の新旧の魅力を交流の核に、地域全体が連携を図り回遊性を向上し、賑わいと活力

のあるコンパクトシティを実現することが期待されている。 

 

・そして、上記まちづくりへの期待を具現化する装置として「スマート・ベニュー®」の考え

方を取り入れた施設が必要と考えられ、そのあり方として次のような施設が求められる。 

 

 

 人、特に次世代を担う若年層を惹きつける地域の新たな魅力を発信する施設が求められる。 

 従来からの地域の魅力と新たな地域の魅力を結び、交流の拠点として機能する施設が求めら
れる。 

 計画地が街なかに位置する優位性を活かし、コンパクトシティの中核として、また人を惹き
つけ周辺へ巡らす集客装置としての施設が求められる。 

 

  

計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性 －まちづくりへの観点から－ 
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②  市の芸術文化拠点施設の整備の必要性と施設あり方 

・市民は、「演劇等の舞台芸術を楽しめるまち」「クラッシクコンサート等の音楽芸術を楽し

めるまち」「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、本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を引き続

き享受できるまちを期待していることは、先述の市民アンケートにみるとおりである。 

・さらに、市民は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が可能なまちに期

待を寄せている。エンターテイメント性の高い文化・スポーツは、これまで本市では触れる

機会が少なかった分野であり、当分野を楽しめる環境が整備されることで、新たなしずおか

文化として育っていく可能性を秘めている。 

・「静岡文化振興計画」では、『文化のちからにより訪れる人、住む人を魅了するまち』を目指

す将来像とするなかで、シティプロモーションを推進し市特有の文化を市の魅力として発信

することで交流を活発化していくとしている。このエンターテイメント性の高い文化・スポ

ーツを新たなしずおか文化として発信していくことは、当計画が目指す将来像を実現するう

えで期待される。 

・こうした芸術文化に係る期待を整理すると以下のとおりである。 

芸術文化に係る期待 

 市民が芸術文化に触れる機会の提供 

市民からは、現静岡文化会館がこれまで提供してきた文化活動の発表の場及びコンサー

ト、演劇等様々な芸術文化にふれる機会を引き続き享受できることが期待されている。 

 これまで静岡市では機会が少なかった文化・スポーツに触れる機会の提供 

市民からは、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

ポーツを観る機会が期待されている。 

 しずおか文化の発信 

新たな取組や文化施設を核とした世界レベルの文化の発信を進め、静岡市として個性を発

揮することが期待されている。 

 

・そして、この芸術文化への期待を具現化する拠点としての施設が必要と考えられ、そのあり

方として次のような施設が求められる。 

 

 現静岡市民文化会館の機能を引き継ぎ市民の芸術文化の向上に貢献するとともに、新たに
エンターテイメント性の高い文化・スポーツを提供する施設が求められる。 

 新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツをしずおか文化として発信する施設が
求められる。 

  

計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性－市の芸術文化拠点として－ 
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２ 新施設の位置づけ 

・「本章１（３）① まちづくりの観点から求められる施設整備の必要性と施設のあり方」及び

「本章１（３）② 市の芸術文化拠点施設の整備の必要性と施設のあり方」を受け、新施設を

次のとおり位置付ける。 

 

・ 市内外から人を惹きつけ、周辺エリアに人を巡らし、経済効果をもたらす、まちの中核に位
置付ける。 

・ 市民の芸術文化の拠点、新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツの拠点として位
置付ける。 

▶ 周辺のエリアマネジメントを含む、複合的な機能を組み合わせた持続可能な交流施設として

位置付ける。 

▶ スマート・ベニューの概念を取り入れた施設として位置付ける。 

３ 整備の方向性の検討 

・「本章１ 計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性」及び「本章２ 新施設の位置づ

け」を受け、新施設がスマート・ベニュー®として機能するために求められるホール及びア

リーナの規模及び利用形態を市民アンケート及び市場調査結果を踏まえ整理、検討する。 

（１） 市民の期待からみる整備の方向性 

・市民アンケートでは、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確認

し、そのうえで、その期待を実現するにあたりどのような新施設であることが望ましいかを

確認している。 

・市民アンケートの結果から、市民は下記のとおり、新施設への期待を持っていることが把握

できた。 

  

新施設の位置づけ 
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市民による新施設への期待（市民アンケート結果） 

 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。 

 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（約57%）。  

 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。 

 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。 

新施設への期待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このように市民は、新施設に対し、これまで現施設が担ってきたクラッシックコンサートや

古典舞台芸能等を鑑賞できる施設であることを引き続き期待しており、さらにエンターテイ

メント性の高いコンサートやプロスポーツのリーグ戦当を楽しむことができる施設を期待し

ていると言える。 

・これら市民による新施設への期待から、以下の整備の方向性が考えられる。 
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市民による新施設への期待から見る整備の方向性 

 現静岡市民文化会館の機能に加え、エンターテイメント性の高いコンサートの鑑賞やプ
ロスポーツの観戦が可能な機能を果たす施設 

（２） 市場調査からみる整備の方向性 

①  市場調査の概要 

・新施設を収益力向上、事業継続の点からスマート・ベニュー®として機能し得るかを検討す

るためには、民間活力導入を前提に、類似施設を運営する施設運営事業者及び類似施設を利

用し音楽興行やプロスポーツ興行を主催するコンテンツ事業者の目線から、新施設に誘致可

能な利用形態及び当該利用形態が必要とする施設規模を検討する必要がある。そこで、市場

調査の目的、対象、ヒアリング項目等を以下のとおり設定し、調査を実施した。 

【調査目的】 本市のポテンシャル及び計画地の立地特性を踏まえた需要（誘致可能な利用形

態）の有無、その利用形態に適切した施設形態・施設規模について調査 

【調査方法】 ヒアリングによる聞き取り 

【調査対象】  

企業 企業概要・事業内容 

施設運営事業者 

Ａ社 

 

 イベント・セールスプロモーション 

 PPP関連事業            等 

Ｂ社 

 

 国際会議・医学会・コンベンション・イベント・展示会等のプロデュース 

 音楽、演劇、演芸等の舞台系芸術の企画運営、自主事業 

 コンベンションセンター・複合施設・文化施設・劇場・アリーナ・スタジアム・会館等の
運営管理、コンサルティング     等 

Ｃ社 

 

 コンベンション事業（国内会議・国際会議・企業イベント等の企画運営 他） 

 通訳翻訳サービス事業（同時通訳、逐次通訳、商談通訳、随行通訳、通訳者派遣、同時通
訳用機材手配 他）          等 

コンテンツ事業者 

Ｄ社 

 

 プロスポーツリーグの統括 

 運営、競技の普及向上 

Ｅ社 

 

 興行の企画制作 

 海外、国内アーティストのツアー企画 

Ｆ社 

 

 ライブエンターテイメント事業（コンサート・ミュージカル・演劇・ダンス・寄席・演芸・
スポーツ・イベント・展覧会など） 

 海外、国内アーティストのツアー企画 

 ソフト作品事業（映像作品、CD） 

Ｇ社 

 

 経営（チケット販売から劇場管理まで、公演に係る実務全般） 

 技術（装置や道具の制作から舞台運行の管理まで、舞台製作全般） 
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【ヒアリング項目】 

対象 ヒアリング項目 

施設運営事業者  興行・MICEを対象とした施設運営事業に関する今後の見通し 

 興行・MICEを対象とした施設運営を行う上でのポイント－稼げる施設と

するための工夫－ 

 静岡市での興行・MICEを対象とした施設運営事業展開の可能性 

 静岡市で事業を成立させるために必要な工夫 

 静岡市での望ましい事業の進め方 

コンテンツ事業者  興行（コンサート等）・MICEに関する今後の見通し 

 静岡市での興行（コンサート等）・MICE誘致の可能性 

 静岡市に誘致するために必要な工夫 

コンテンツ事業者 

（プロリーグ） 

 プロスポーツリーグに関する今後の見通し 

 静岡市におけるプロスポーツリーグチームの誕生 

 『稼げるアリーナ』のための工夫 

 

【調査結果】 

○施設運営事業者 

・類似施設を運営する立場の施設運営事業者の意見では、本市においてはホールの需要は高い。 

・ホールに誘致可能な主要な利用形態としては、ポップスコンサートとの見解である。昨今、

CDの販売が低迷している一方、ライブコンサートの需要が増えており、そうした状況からも

本市に全国ツアーを誘致することは可能であるとの意見である。 

・ホールの規模としては、ポップスコンサートの他、コンベンション全国大会や学会等のMICE

利用も可能な現施設大ホールと同程度の2,000席規模が適切とのことである。一方、現施設

中ホール並みの1,000席あるいはそれを下回る規模では、主な利用は市民の文化活動の発表

等市民利用あるいは地域企業や大学等の大会利用であり、興行では演劇が想定できるがその

場合は800席は必要との見解である。 

・アリーナに誘致可能な主要な利用形態としては、ポップスコンサート及びプロスポーツ利用

との見解である。そして、ポップスコンサートの場合、年間15件（土日2日間本番として30

日）程度の誘致は可能との見解があるほか、首都圏や大阪・名古屋等大都市に近いという本

市の立地特性を活かしたゲネプロ利用（本番と同じ舞台設定での本番直前のリハーサル）で

月２～３回（準備・練習3日、本番１～2日）程度の誘致が可能との意見があった。 

・アリーナの規模としては、ポップスコンサートの場合は8,000～10,000席が必要であり、

その理由として、主催者側の1催事の収支の点、また近隣類似施設との競合の点が指摘されて

いる。プロスポーツ利用の場合は、Ｂリーグのホームアリーナ施設要件である5,000席の確

保が妥当であろうとの意見である。 

・採算性確保の可能性については、ホールは公共的な色彩が強く利用料金が低く設定されるで

あろうとの見解を前提に、民間による独立採算は難しいとの意見があった。またホールは固

定席であることから催事内容が限定される点、舞台機構の設営やメンテナンスのためのスタ

ッフ人件費が嵩む点も採算性確保を難しくするとのことである。 

・アリーナの採算性確保については、公設民営を前提に維持管理運営部分であれば可能との意

見がある一方、維持管理運営部分であっても一部公的負担がないと難しいとの意見があった。

施設の整備・所有については、コンサート仕様のアリーナは振動及び騒音対策等のコストが
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嵩むため、民間が負担することは難しいとの意見があった。 

・なお、アリーナの採算性確保のためには多目的利用を図る必要があり、コンテンツとしては

企業や大学の大会利用、展示会が想定可能とのことである。 

・新施設での事業を成立させるために必要な工夫としては、駐車場や物販において駿府城公園

等周辺施設と連携することが必要との意見とともに、施設単体ではなく市域全体で経済的な

メリットを得るという発想に立つことが重要との指摘があった。 

・また、催事の主催者から選ばれる施設という観点からは、アリーナの建築・設備面に関し、

仕切り壁等による多様な規模の催事への対応や幅広い分野の催事への対応等が重要との指摘

があり、運営サービス面に関する指摘として、単なる施設貸しではなく主催者スタッフへの

食事提供や24時間体制での利用受付等が挙げられた。 

・併設施設で一致して指摘があったのが、搬出入トラックなど主催者用の駐車場の確保である。

寄り付きなどへの配慮も必要との意見もあった。 

・また、アリーナのポップスコンサートやプロスポーツ利用の場合のアーティストや選手の控

室として、あるいは大会利用や展示会利用の延長としての商談会場として会議室の需要は多

いとのことである。 

 

○コンテンツ事業者 

・類似施設を利用する立場のコンテンツ事業者の意見では、本市においてはホールの需要は高

いという点で一致し、施設運営事業者と同意見であった。 

・ホールの規模及び利用形態としては、現施設大ホールの稼働率が高いことからも2,000席規

模のホールは確保すべきであり、当規模ではポップスコンサートの誘致が可能との見解であ

る。 

・1,000席以下の規模となると市民利用が主体であり、少なくとも500～800席規模は必要と

の意見があった。 

・なお、現施設大ホールは、隔年で特定の劇団が長期間利用している。当劇団が引き続き新施

設のホールを利用する場合は、収益確保の点から1,500席以上が必要との意見である。 

・アリーナの利用形態及び規模としては、ポップスコンサートのゲネプロ利用は可能性がある

がアリーナツアーの需要は基本的にはないとする見解がある一方、7,000～10,000席規模

であればポップスコンサートの誘致は可能との意見がある。その根拠として、東京有明に

7,000席の施設建設の計画があり、当施設が完成すればこの規模に合わせたライブが全国展

開され、静岡もその全国ツアーの開催地に組み込まれる可能性が指摘された。 

・そして、7,000～10,000席規模のアリーナであれば年間40日程度の利用は可能との意見で

ある。 

・なお、5,000席規模のアリーナについては、ポップスコンサートでの利用の可能性は少ない

とのことで一致している。この規模のアリーナは全国的に少なく、ツアーを全国展開できな

いことが理由として挙げられた。ただし、単独のポップスコンサートについては、数日程度

見込むことができるとの意見もあった。一方、プロスポーツ利用としては、Ｂリーグがスポ

ーツ興行として拡大の傾向にあることを背景にホームアリーナとしての利用の可能性はある

という意見があった。 

・新施設の利用を誘致するために必要な工夫（施設利用者として施設を選ぶポイント）として
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は、施設整備の面では搬出入トラックの動線確保が指摘されている。トラックがグランドレ

ベルにおいて一方向で会場内に進入退出できる動線が望ましいとのことである。その他、来

場者の待機動線や照明機構等も重要との指摘があった。また、併設施設として練習ホールや

リハーサル室、会議室等の充実も指摘されている。運営サービス面では、準備・片づけ利用

への対応として施設の利用時間帯を深夜まで延長するなどが挙げられた。 

②  市場調査からみる整備の方向性 

・「本章３（２）① 市場調査の概要」から、新施設に誘致可能な利用形態と施設規模を整理す

ると次表のとおりである。 

・ホール及びアリーナのそれぞれの利用形態は施設規模により異なり、ホールについては、現

静岡文化会館大ホールと同規模の2,000席規模と1,000席以下への利用需要が期待でき、

2,000席規模のホールはコンサート及びミュージカル等音楽興行が誘致可能との見解が大勢

であった。 

・また、1,000席以下のホールは市民利用の需要が多いとの見解である。 

・6,000～10,000席規模のアリーナではポップスコンサート等音楽興行が誘致可能との意見

が多く見られた。 

・一方、5,000席規模のアリーナは、プロスポーツ利用の可能性が示唆されたが、音楽興行は

１催事の収益性の点から施設利用の需要を見出すことは難しいとの見解が大勢であった。 

・その他、施設としてはリハーサル室や会議室は要望が多い。 

・ホール、アリーナ、会議室の施設構成によりMICEのうち、Meeting（会議・研修）、Exhibition

（展示）といった利用形態の誘致の可能性がある点が指摘された。 
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事業者からみた誘致可能な利用形態及び施設規模 

施設  ﾋｱﾘﾝｸﾞ先 

規模（席数） 

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 

ア
リ
ー
ナ 

10,000席 
◎ ◎   ○ ◎  

音楽興行 

など 

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 

○  ◎  ○ ◎  

ｺﾝｻｰﾄ  ｺﾝｻｰﾄ  ｺﾝｻｰﾄ ｺﾝｻｰﾄ  

5,000席 
 ◎  ◎    ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ興行 

など  ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ  ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ    

ホ
ー
ル 

2,000席 
◎ ◎   ◎ ◎ ◎ 音楽興行 

など ｺﾝｻｰﾄ ｺﾝｻｰﾄ   ｺﾝｻｰﾄ ｺﾝｻｰﾄ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

1,200席         

1,000席以下 ◎ ◎   ◎ ◎  
市民利用 

など 
演劇 

/市民 

市民   市民 市民  

◎：可能性高い ○：可能性あり 

 

・これら事業者の見解から、以下の整備の方向性が考えられる。 

 

市場調査からみる整備の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンサート等興行利用を想定した2,000席規模のホールと市民利用を想定した1,000

席以下のホール 

 プロスポーツのリーグ戦が開催可能な5,000席規模からコンサートが開催可能な

6,000～10,000席規模のアリーナ 
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（３） 近隣施設との役割分担からみる整備の方向性 

・「第1章 5 現静岡市民文化会館の利用実績」及び「第１章 6 県内の文化・スポーツ施設の

整備状況」での整理を前提に、また前述の市民ニーズ及び事業者の見解から考えられる整備

の方向性を踏まえ、ホールについては①音楽興行利用及び②市民利用の点からの役割分担、

アリーナについては③大規模コンサート（ポップス）利用、④スポーツ利用及び⑤MICE利用

の点からの役割分担について検討を行った。 

 

近隣施設との役割分担 

ホ
ー
ル 

音楽興行利用 

・稼働状況、入込状況から現施設大ホールは近隣施設と役割分担ができている。 

・2,000席規模のホールは近隣になく、特徴的な規模。民間事業者からも評価が高い。 

・現大ホールは、音楽催事としての利用が全体の半数を占めている。 

 

 今後も音楽催事が主たる利用と想定している。しかし音響を重視した仕様となっている清
水文化会館と同等の音響効果を有する施設とすべきかについては、両施設の特徴の棲み分

けを考慮すべきである。 

市民利用 

・市民利用は、現施設中ホール及び近隣施設の稼働率も概ね70％以上であることを勘案する

と、役割分担の観点ではなく必要な施設となる。 

・ただし、規模については、入込客数の状況を考慮する必要がある 

 

 実際の入込客の状況から600席～800席が適当であると考えられる。 

ア
リ
ー
ナ 

大規模コンサート 

・10,000席規模のアリーナは、エコパアリーナと同規模であり、当該規模のコンサートは

静岡県では、年間10件程度であり、競合するリスクが想定される。 

・15,000席規模などエコパアリーナを大きく超える規模は、地方では需要がないと考えら

れる。 

・このはなアリーナ、ツインメッセは、楽屋などの諸室の設置状況から大規模コンサート等

の音楽興行の開催は難しい。 

・静岡県中部地区には、大規模コンサートが開催できる施設がない。 

・車両が施設内に乗り入れることができる施設がない。 

 

 6,000席規模以上の興行をターゲットとする。 
 車両が乗り入れることができる仕様とすることで、設営など効率性を上げる。 

スポーツ 

・このはなアリーナ、静岡市中央体育館は、市民・県民利用が中心で体育館機能を重視して

いる。 

・グランシップは、スポーツイベントの開催は可能であるが、天井が高すぎバスケットボー

ル、バレーなどには不向きであり、ダンスなどの会場として利用されている。 

・ツインメッセは、天井が低いことや諸室の設置状況から、プロスポーツの開催は難しい。 

 

 新しい施設では、プロスポーツ観戦など“観るスポーツの場”として、5,000席規模の施

設が適切と考えられる。 

 国内プロスポーツ、全国・地方大会をターゲットとしつつ、国際大会にも対応できるよう
にする。 
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 MICE利用 

 ・市内のコンベンション機能はツインメッセがメインとなる。 

・グランシップも同機能を備えている。 

・フロア面積（第４章５ 整備プラン参照）から同等の催事は開催できない。 

 

 MICEについては、ツインメッセ、グランシップと連携した開催を目指す。 

 同利用は主たる利用目的ではなく、補完的な利用とする。 

 

アリーナ機能の近隣施設比較 

施設名称 
最寄駅 

（徒歩時間） 

最大収容 

人数 
固定席 

床 

仕様 

フロア 

面積 

車両 

乗入 

天井 

高さ 

ステ

ージ 

エコパ 

アリーナ 
JR愛野（15分） 10,000人 4,868席 板 

85m×49m＝4,165㎡ 

バスケ４面・バレー４面 
× 26m 無 

このはな 

アリーナ 

静鉄県総合運動場 

（3分） 
7,600人 2,700席 板 

82m×46m＝3,772㎡ 

バスケ４面・バレー４面 
× 28m 無 

グランシップ 

（大） 
JR東静岡（3分） 4,626人 2,194席 石貼 1,720㎡ × 58m 無 

浜松アリーナ JR天竜川（15分） 7,600人 3,544席 板 
65m×44m＝2,860㎡ 

バスケ３面・バレー４面 
× 20m 無 

ツインメッセ 

（北） 
静鉄春日（12分） 6,000人 0席 土間 5,000㎡ ○ 13m 無 

ツインメッセ 

（南） 
静鉄春日（12分） 6,500人 0席 土間 5,400㎡ ○ 10m 無 

中央体育館 
JR静岡駅（20分） 

静鉄新静岡（10分） 
－ 984席 板 

61m×40m＝2,440㎡ 

バスケ３面・バレー４面 
× 14m 無 

ケース１※ 
JR静岡駅（20分） 

静鉄新静岡（10分） 
5,000人 3,172席 土間 

56m×36m＝2,016㎡ 

バスケ 2面・バレー3面 
○ 25m 無 

ケース２※ 
JR静岡駅（20分） 

静鉄新静岡（10分） 
7,000人 4,663席 土間 

50m×36m＝1,800㎡ 

バスケ 2面・バレー2面 
○ 25m あり 

※第４章 ５ 整備プラン参照 

（４） スマート・ベニュー®として機能するうえで求められる整備の方向性 

・「本章2 新施設の位置づけ」において、“新施設をスマート・ベニュー®の概念を取り入れ

た施設として位置付ける”とした。 

・スマート・ベニュー®の特徴の一つが収益性の向上、施設の事業継続性である。すなわち、

スマート・ベニュー®として機能するためには、新施設の基本機能であるホールとアリーナ

に関し、近隣施設との役割分担が図られた上で、相応の年間利用日数が見込める主要な利用

形態（コアユーザー）があり、その利用形態に適した施設規模であり、さらに施設利用率を

上げるための多目的利用の誘致も期待できる必要がある。 

・さらには、ホール・アリーナの利用と関連して利用が見込め、施設全体の稼働率向上に貢献

する付帯施設の整備も望まれる。 
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スマート・ベニュー®として機能するうえで求められる施設要件 

・ プロフィットセンターとして機能させるための利用形態（コアユーザー）の確保 

・ コアユーザーを誘致するために必要な施設構成・規模の整備 

・ 施設利用率（収益）を上げるための多目的利用への対応 

・ 複合的な機能を組み合わせたサステナブルな交流施設として機能するうえで求めら
れる付帯施設 

・このスマート・ベニュー®として機能する上で求められる施設要件を満たす新施設の整備の

方向性を、「本章３（１）市民の期待からみる整備の方向性」「本章３（２）市場調査から

みる整備の方向性」「本章３（３）近隣施設との役割分担からみる整備の方向性」を踏まえ

整理したものが次表である。 

スマート・ベニュー®として機能するうえで求められる整備の方向性 

 

・これらから、スマート・ベニュー®として機能するためには、基本機能として、①音楽興行

をコアユーザーとする2,000席規模のホール、②市民利用をコアユーザーとする800席規模

のホール、③音楽興行利用（ポップスコンサート）及びプロスポーツや全国・地方大会利用

をコアユーザーとする5,000席規模以上のアリーナが求められると言える。 

・そして、ホールの施設利用率を上げるための多目的利用としては県内企業や大学等の研修、

大会等の利用、同様にアリーナについては大会や展示会利用が想定できる。 

・さらに、付帯機能としては、カフェ・レストラン、会議室、リハーサル室が求められる。 

 

 
基本機能 付帯機能 

アンケートから 
施設 

構成 

・ 現静岡市民文化会館の機能を果たす施設 

・ エンターテイメント性の高いコンサート鑑賞やプロスポーツの観戦が可能
な機能を果たす施設 

カフェ・レストラン 

ヒアリングから 

施設 

構成 
ホール アリーナ 

会議室 

/リハーサル室 

利用 

形態 

興行利用 

（コンサート） 
市民利用 プロスポーツ 

興行利用 

（コンサート） 

県内企業等の会議 

/市民利用 

県内企業・大学等の研修、 

大会利用 
大会・展示会利用 

 

規模 2,000席 1,000席以下 5,000席 
6,000～10,000

席  

近隣施設との役

割分担から 

利用 

形態 

興行利用 

（コンサート） 
市民利用 

プロスポーツ 

全国・地方大会 

興行利用 

（コンサート）  

規模 2,000席 800席 5,000席以上 
 

  基本機能 付帯機能 

スマート・ベニ

ュー®として機

能するために求

められる施設構

成と規模及び利

用形態（コアユ

ーザー） 

施設 

構成 
ホール アリーナ 

カフェ・レストラン/会議

室/リハーサル室 

利用 

形態 

興行利用 

（コンサート） 
市民利用 

プロスポーツ 

全国・地方大会 

興行利用 

（コンサート） 

〔会議室/リハーサル室〕 

県内企業等の会議/市民

利用 

規模 2,000席 800席 5,000席以上  

多目的 

利用 
県内企業・大学等の研修、大会利用 大会・展示会利用 

 



46 

 

４ 新施設の整備の方針 

・「本章１ 計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性」「本章２ 新施設の位置づけ」

「本章3 整備の方向性の検討」を踏まえ、新施設の整備にあたっては、次の方針とする。 

 

計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性  

 人、特に次世代を担う若年層を惹きつける地域の新たな魅力を発信する施設が求められる。 
 従来からの地域の魅力と新たな地域の魅力を結び、交流の拠点として機能する施設が求め
られる。 

 計画地が街なかに位置する優位性を活かし、コンパクトシティの中核として、また人を惹
きつけ周辺へ巡らす集客装置としての施設が求められる。 

 現静岡市民文化会館の機能を引き継ぎ市民の芸術文化活動の向上に貢献するとともに、新
たにエンターテイメント性の高い文化・スポーツを提供する施設が求められる。 

 新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツをしずおか文化として発信する施設が
求められる。 

 

新施設の位置付け 

スマート・ベニュー®の概念を取り入れた施設として位置付ける。 

周辺のエリアマネジメントを含む、複合的な機能を組み合わせた持続可能な交流施設として位置付ける 

 市内外から人を惹きつけ、周辺エリアに人を巡らし、経済効果をもたらす、まちの中核に
位置付ける。 

 市民の芸術文化の拠点、新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツの拠点として
位置付ける。 

 

整備の方向性 

スマート・ベニュー®として機能させるために必要な施設を次のとおり整備する 

 ホール ：興行利用を想定した2,000席規模と市民利用を想定した800席規模で、付帯機

能を備え、研修・大会利用ができる施設 

 アリーナ：5,000席以上のコンサート鑑賞、プロスポーツ観戦、全国大会・地方大会がで

きる規模で、付帯機能を備え大会・展示会利用ができる施設 

 

新施設の整備の方針 

「スマート・ベニュー®の概念を取り入れた、2,000席規模のホール、800席規模のホール、

5,000席以上のアリーナ」を整備する 
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第３章 運営計画の検討 

本章では、「第2章 新しい施設の整備の方針」において検討をおこなった整備の方向性、新

施設の整備の方針を受け、新施設における利用形態及び各利用形態の需要（年間利用日数）を想

定するとともに、ホール、アリーナ、その他諸室ごとに利用料金の設定を行い、「第５章 事業

性の評価」における利用料収入算定につなげる。 

なお、各利用形態の需要（年間利用日数）想定は、ホールについては現施設の実績に基づき、

またアリーナについては市場調査による施設運営事業者及びコンテンツ事業者の見解に基づき、

現実的な水準に置いている。 

１ 利用形態と催事分野 

・大ホール、中ホール、アリーナの主要施設ごとの利用形態に基づき、催事分野を次のとおり

想定する。 

利用形態と催事分野 

 利用形態 催事分野等 

大
ホ
ー
ル 

主たる利用 興行利用（コンサート等） 

・現静岡市民文化会館で開催されている催事を想定  
多目的利用 

企業/大学の研修、大会利用

（MICE）、市民利用 

中
ホ
ー
ル 

主たる利用 市民利用 

多目的利用 
企業/大学の研修、大会利用

（MICE）、興行利用 

ア
リ
ー
ナ 

主たる利用 
プロスポーツ利用 

興行利用（コンサート等） 

・新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツの拠点

としてふさわしい有料の催事を開催する。   

・本施設を拠点とするプロスポーツチームが誕生した場合、

ホームゲームの他、日常的な練習。 

多目的利用 大会・展示会利用（MICE利用） 
・ツインメッセ静岡との連携・分担を図りながら、企業説明

会や商業展示など有料の催事を開催する。 

 

２ 需要想定（年間利用日数の想定） 

・ホールについては、現静岡市民文化会館の実績に基づき、アリーナについては、静岡市及び

計画地の立地条件等を踏まえた事業者の見解（事業者ヒアリング）に基づき、次のとおり設

定した。 
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年間利用日数の想定 

施設・利用形態 設定の考え方 年間利用日数（需要） 

  中ホール 大ホール 

ホ
ー
ル 

興行利用 

現静岡市民文化会館実績をベース

に設定 

  

 

 

本番利用 土日祝日：19日 
土日祝日：43日 

平日：44日 

準備利用 平日：19日 平日：87日 

MICE利用 － 
土日祝日：7日 

平日：16日 

市民利用 
土日祝日： 97日 

平日：103日 

土日祝日：20日 

平日：22日 

多目的室 148日 

会議室（大・小） 195日 

リハーサル室 266日 

 
5,000席 7,000席 

ア
リ
ー
ナ 

プロスポーツ利用 
 

  

 

プロスポーツホーム

ゲーム 

土日祝日利用想定  

例：Ｂリーグ戦 30日/年  

内ホーム試合 80% 

  その他プロリーグ戦 8日/年 

32日 32日 

練習利用 
平日利用想定    

例：Bリーグによる練習利用 
24日 24日 

アマチュアスポーツ利

用 

平日利用想定    

例：週 2日市民利用 
96日 96日 

興行利用 
   

 本番利用 

土日祝日利用想定  

5,000席：4日/年  

7,000席：40日/年 

4日 40日 

 

３ 利用料金の想定 

・大ホール、中ホール及び会議室、多目的室、リハーサル室における市民利用(入場料無料)は、

静岡市清水文化会館の利用料金を参考に設定した。 

・同施設の興行利用、MICE利用（入場料有料）は、新施設が新都心地区に立地し交通至便性が

高いことを勘案し、静岡市清水文化会館の利用料金より若干高い料金に設定した。 

・アリーナは、近隣のエコバアリーナ利用料金を参考に設定したが、土日祝日については、平

日に比べ需要が多く想定できると考え、平日料金より割高に設定した。 

大ホール利用料金  

単位：円（税抜） 

  

  

土日祝日 平日 

（入場料有料） （入場料無料） （入場料有料） （入場料無料） 

音楽・舞台興行利用 769,500 － 639,000 － 

MICE利用 513,000 
203,704 

426,000 
162,963 

市民利用 －   

準備・片付け 176,250  146,250  
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中ホール利用料金  

単位：円（税抜） 

  

  

土日祝日 平日 

（入場料有料） （入場料無料） （入場料有料） （入場料無料） 

音楽・舞台興行利用 399,000 － 339,000 － 

MICE利用 266,000 
81,481 

226,000 
65,185 

市民利用 － － 

準備・片付け 91,500  77,500  

 

アリーナ（5,000席）利用料金 

単位：円（税抜） 

  

  

土日祝日 平日 

（入場料有料） （入場料無料） （入場料有料） （入場料無料） 

プロスポーツ利用 1,251,168 － － 130,310 

アマチュアスポー
ツ利用 

－ － － 52,110 

音楽興行利用 1,251,168 － 1,042,640 － 

MICE利用 625,572 － 521,310 － 

準備・片付け 156,372   130,310  

 

アリーナ（7,000席）利用料金 

単位：円（税抜） 

  

  

土日祝日 平日 

（入場料有料） （入場料無料） （入場料有料） （入場料無料） 

プロスポーツ利用 1,787,388 － － 186,160 

アマチュアスポー
ツ利用 

－ － － 74,440 

音楽興行利用 1,787,388 － 1,489,490 － 

MICE利用 893,664 － 744,720 － 

準備・片付け 223,392   186,160  
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多目的室利用料金 

単位：円（税抜） 

  利用料金 

本番 52,460 

準備・片付け 15,750 

 

会議室利用料金 

単位：円（税抜） 

  利用料金 

会議室（大） 13,460 

会議室（小） 8,060 

リハーサル室 9,400 
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第４章 整備計画の検討 

本章では、「第2章 新しい施設の整備の方針」において検討をおこなった整備の方向性、新

施設の整備の方針を受け、具体的な整備プランを設定した。 

そして、当該プランをベースに事業性の評価（第５章）、経済波及効果の試算（第6章）を行

っている。 

なお、本調査の段階における当該整備プランの設定及びそれに基づく事業性の評価、経済波

及効果の試算は、新施設が物理的にまた経済的に成立し得るかを検証するものである。 

１ 施設構成 

（１） 主要施設及び付帯施設 

・「第2章 新しい施設の整備の方針」で検討した整備の方向性、整備方針を踏まえ、次の施設

構成による整備計画を検討した。 

 

【主要施設・規模】 

 ホール ：2,000席規模、800席規模 

 アリーナ：5,000席以上 

【付帯施設】    

 リハーサル室 

 会議室 

 多目的室 

 カフェ・レストラン等のテナントスペース 

（２） 必要諸室の確保に関する考え方 

・「第2章 新しい施設の整備の方針」において検討した各施設の利用形態を前提に、必要とな

る楽屋や倉庫等の諸室については、次の考え方により確保する。 

諸室確保の考え方 

 大ホール、中ホールに係る諸室（楽屋等） 

・既存施設の利用実績なども考慮した上で、必要となる諸室を効率的に設置する。 

・大ホール舞台及び舞台袖は現静岡市民文化会館大ホールと同等の規模とする。 

 アリーナに係る諸室 

・各プロスポーツの施設要件を参考とした計画とする。 

・同等規模の類似施設を参考に必要諸室を設ける。 

・ただし、建築面積に制限があるので、専門家の意見を聞きながら、効率的で使いやす

い諸室の数、大きさ、配置を検討する。 
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（３） 車両動線・客動線の確保に関する考え方 

・車両動線及び客動線については次の考え方に基づき確保する。 

 

車両動線・客動線確保の考え方 

 客動線と車両動線（駐車場出入口及び搬出入口）を分け、安全確保を図る。 

 客動線と関係者・搬出入動線を分離し、運営しやすい施設構成を目指す。 

 各施設の客用出入口はマーケット広場に面して設け、中央体育館、市民プールも含めた
計画地内の客動線を計画地中央に集約する。 

 アリーナとホールで同時にイベントが開催された場合の動線上の混乱を避けるため、ア
リーナとホールのグッズ販売・入場待機スペースを分離する。 

・アリーナ用のグッズ販売・入場待機スペースをマーケット広場北側とする。 

・ホール用のグッズ販売・入場待機スペースをマーケット広場南側とする。 

 関係者・搬出入動線 

・敷地南側道路からのアクセスとし、施設東側にアリーナ、各ホール専用の出入口と搬

出入口を設置する。 
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２ 防災拠点としてのあり方 

・新施設の施設構成・規模を踏まえ、次の考え方に基づき防災機能を整備していく。 

防災拠点としてのあり方 

① 静岡市地域防災計画における周辺施設の役割 

・駿府城公園     …広域避難地、防災ヘリポート、自衛隊指揮所、防災備蓄等 
・静岡市民文化会館  …緊急物資集積所 
・静岡市中央体育館  …遺体収容施設 
・葵小学校      …市指定避難所、防災備蓄、救護所 
・城内中、附属小、中 …市指定避難所、防災備蓄 
・市立静岡病院    …災害拠点病院 

                     

② 新しい施設が担える機能の例 

 ► 緊急物資集積所   …天井の高い大きな空間、大型車両が出入りできる施設として、 
             より利用しやすい物資の集積拠点としての活用を期待 
 ► 防災備蓄      …近隣に避難所が多数あるため、市の備蓄場所として活用 
 ► 避難所       …より多くの避難者の受け入れや、近隣の避難所が被害を受け 
             た場合にも活用が可能 
► 炊出しスペース   …マーケット広場など広い屋外スペースを炊出しスペースとして

活用 

 

 

近隣の施設と連携し、駿府城周辺エリアに新たな防災機能を持たせることができる 
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３ 駐車場の考え方 

・新施設を整備した場合、現静岡市民文化会館を大きく上回る集客が期待できる一方、来館者

用の駐車場として、現静岡市民文化会館前駐車場246台では不足することが懸念される。 

・本市では、「静岡市総合交通計画（平成28年4月策定）」により、静岡都心地区等都心拠点

の交通の在り方として、公共交通の優先によるアクセス性、回遊性の向上、歩道の拡幅など

安全で楽しい空間の創造、歩行者の快適性・安全性の向上等を目指しているところである。 

・そこで、新施設整備により懸念される駐車場不足については、この都心拠点の交通のあり方

に基づき、次の考え方により対処していく。 

駐車場の考え方 

 静岡市総合交通計画に基づき、公共交通機関の利用を促し、これまで以上に回遊や滞在
ができるまちを目指すことを基本と考える。 

 バスの発着所の設置、公共交通機関利用の告知、「うろつき車両」対策として駐車場空
き状況検索アプリの活用、まちなか駐車場割引制度の活用を進める。 

 民間駐車場（周辺約8,000台）を活用する。 

 静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例は適用されないが、参考とし、
条例に定められる附置義務駐車台数を計画地内に確保するよう施設配置等を検討する。 

 施設運営上必要となる関係者用、搬出入用駐車場は適正な台数を確保するよう施設配置
等を検討する。 

４ 施設整備の条件整理 

・「本章1 施設構成」の施設構成に従い整備するにあたり、計画地の現況を踏まえると次のと

おり課題及び留意点が挙げられる。 

 

 検討対象地の用途地域は第二種住居地域となっており、劇場（文化ホールなど）及び観
覧場（アリーナなど）は原則として建築できない。今後計画地に劇場又は観覧場を整備

する場合、「静岡市建築基準法第48条による建築許可の取扱い方針」に基づき、建築基

準法第48条ただし書きの許可を受ける必要がある。 

 建築基準法においては原則として一の建築物ごとに建築敷地を設定する必要がある。こ
のため、新設する建築物及び既存の中央体育館、屋内プール、弓道場を一団の敷地とみ

なすには、建築基準法第86条第2項の規定による認定（連担建築物設計制度）の取得が

必要となることが考えられる。認定の取得にあたっては、「静岡市建築基準法第86条第

1項、同条第2項及び第86条の2第1項の規定に基づく認定基準に関する要綱」の内容に

適合する必要がある。 

 計画地の高度地区は最高限３種となっており、最高高さは19ｍに制限されている。 

今後、19ｍを超える建築物を新設する場合、「静岡都市計画高度地区許可基準」に基づ

き、許可を受ける必要がある。 

また、計画地は第２種風致地区となっており、最高高さは15ｍに制限されている。今後、

15ｍを超える建築物を新設する場合、風致審議会に諮る等の対応が必要となる。 

 検討対象地は第２種風致地区となっており、建蔽率は40%に制限されている。敷地内の
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既存建築物を含めると計画可能な建築面積の上限が12,059.92㎡であり、アリーナと２

つのホールを計画するうえで大きな制約となる。また、緑地率は、敷地面積の30%以上

と制限されている。 

 建築可能なエリアがマーケット広場の東側に限られるため、既存駐車場、マーケット広
場を有効に活用しながら利用者、関係者及び車両の動線を確保する計画とする必要があ

る。 

 施設配置について、アリーナとホールで同時にイベントが開催される場合を考慮し、そ
れぞれの利用者の待機スペース及び関係者ゾーンが明確に確保される計画とする必要が

ある。 

５ 整備プラン 

（１） ケースの設定 

・「第1章 ３ 計画地の概要、４ 整備範囲の設定」で整理した計画地の条件及び「本章1 施設

構成」を踏まえ、４ケースのプランを設定し、次項において平面プランの検討を行った。 

ケースの設定 

ケース 施設構成・規模 

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 中ホール800席、大ホール/アリーナ一体型7,000席 

ケース４ 大規模改修 

・各ケースのプランの概要及び特徴は次表のとおりである。
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（２） 整備プランの検討 
ケース１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延床面積 23,835㎡ 

建築面積 11,720㎡ 

施設構成・規模 大ホール 2,000席 7,860㎡ 

中ホール   800席 3,270㎡ 

アリーナ 5,000席 10,960㎡ 

会議室等  1,080㎡ 

プランの特徴  
①メリット 
・ 大ホール、中ホール、アリーナと3施設
整備が可能なプラン、かつ施設規模が
コンパクトであり、敷地内の設営機材
の搬出入動線に余裕がある。 

・ 大ホール、中ホールを整備することで
現静岡市民文化会館の機能を維持し、
これまで培われてきた芸術文化を継承
できる。 
 

 
②デメリット 
・ アリーナでの興行はプロスポーツによ
るリーグ戦が中心となり、1催事の集客
が音楽興行に比べ小規模となるため、
他のケーススタディと比較し、集客装
置、まちの中核としてのインパクトが
弱い。 

・ アリーナでの音楽興行による利用料金
収入が見込めないことから、維持管理
運営部分への財政負担（合計）が最も
多くなる。 

 

面積（㎡） 

 供用 

大ホール 中ホール 

アリー

ナ 

会議室

等 
計 

ホール ホワイエ バック ホール ホワイエ バック 

４

F 
 460        460 

３

F 
 1000 590 390    2140  4120 

２

F 
170 650 690 440 450 410 280 3350 260 6700 

１

F 
430 2370 590 550 1320 530 280 5470  11540 

B

１ 
65   130     820 1015 

小

計 
 4480 1870 1510 1770 940 560    

計 665 7860   3270   10960 1080 23835 
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ケース２ 

 

 
延床面積 26,490㎡ 

建築面積 12,020㎡ 

施設構成・規模 大ホール 2,000席 7,270㎡ 

中ホール   800席 3,260㎡ 

アリーナ ７,000席 13,950㎡ 

会議室等  1,020㎡ 

プランの特徴  
①メリット 
・ 大ホール、中ホールを整備することで
現静岡市民文化会館の機能を維持し、
これまで培われてきた芸術文化を継承
できる。 

・ アリーナでの音楽興行の誘致の可能性
が高く、集客装置、まちの中核として
のインバクト、エンターテイメント性
の高い文化・スポーツの拠点性という
点で優れている。 

・ アリーナ部分だけの維持管理運営であ
れば、収入で維持管理運営費を賄うこ
とが可能である。 
 

②デメリット 
・ １フロア面積が狭くなるため、特に災
害時の来館者避難動線に不安が残る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

面積（㎡） 

 供用 

大ホール 中ホール 

アリー

ナ 

会議室

等 
計 

ホール ホワイエ バック ホール ホワイエ バック 

４

F 
 460      1380  1840 

３

F 
 950 570     3100  4620 

２

F 
160 570 670 420 450 410 280 3400  6360 

１

F 
350 2370 590 540 1320 520 280 6070 200 12240 

B

１ 
480   130     820 1430 

小

計 
 4350 1830 1090 1770 930 560    

計 990 7270   3260   13950 1020 26490 
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ケース３ 

 

 

 

 

 

延床面積 18,360㎡ 

建築面積 10,300㎡ 

施設構成・規模 中ホール   800席 3,000㎡ 

アリーナ 
(大ﾎｰﾙ一体型) 

７,000席 13,680㎡ 

会議室等  820㎡ 

プランの特徴  
①メリット 
・ 施設規模が小さいことから、施設整備
費が最も少額となる。 

・ 音楽興行の誘致の可能性が高いことか
ら利用料金収入が多く見込めるに加
え、大ホールとアリーナを一体化した
ことで維持管理運営コストが圧縮され
ることから、維持管理運営費への財政
負担（合計）は最も低い。 
 

②デメリット 
・ アリーナ形態であるため空間が大き
く、ホールのような音響は望めない。 

・ 現静岡市民文化会館大ホールにおいて
開催される催事や定着している興行等
の機会を逃す可能性がある。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

面積（㎡） 

 供用 

大ホール 中ホール 

アリー

ナ 

会議室

等 
計 

ホール ホワイエ バック ホール ホワイエ バック 

４F           

３F        3010  3010 

２F 200    450 370  3750 420 5190 

１F 660    1290 530 360 6920 400 10160 

小

計 
    1740 900 360    

計 860    3000   13680 820 18360 
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ケース４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延床面積 16,367㎡ 

建築面積 － ㎡ 

施設構成・規模 大ホール  1,968席 8,388㎡ 

中ホール 1,170席 6,979㎡ 

 ロビー等  1,000㎡ 

プランの特徴 

 

 
①メリット 
・ 建替えではなく改修とすることで、財
政負担を最も抑えることが可能とな
る。 

 
 

②デメリット 
・ 今回の再整備においては財政負担を抑
制可能であるものの、改修後の躯体耐
用年数は25年であり、他のケースに比
べて短期間で、改めて建替えのための
予算確保が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模改修の主な内容 

○耐震補強工事 

○ 老朽化した設備・配管等の更新 

○ バリアフリー化 
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第５章 事業性の評価 

本章では、「第３章 運営計画の検討」「第４章 整備計画の検討」を踏まえ、民間活力導入

を前提に事業性につき定量的評価を行い、民間活力（官民連携手法）導入の効果について検証し

た。 

１ 定量的評価 

（１） 前提条件 

①  評価対象とする整備プラン 

・平面プランの検討を行った以下のケース１～4について評価対象とする。 

定量的評価の対象 

ケース 施設構成・規模 

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 中ホール800席、大ホール/アリーナ一体型7,000席 

ケース４ 
大ホール1.968席、中ホール1,170席  

（耐震補強工事、老朽化した設備・配管等の更新、バリアフリー化） 

 

②  評価対象とする事業手法（事業スキーム） 

・従来方式及び官民連携手法として典型的な手法であるPFI-BTO（ケース４はPFI-RO）につ

き、その事業性を評価する。 

評価対象とする事業スキーム  従来方式 官民連携手法 備考 
事業手法 施設整備：市が直接実施 

維持管理運営：指定管理者

制度導入 PFI-BTO・PFI-RO 
（指定管理者制度併用） • 想定収入では単年度の経費（施

設所有に伴う経費除く）を賄う

ことも困難であることが見込

まれるため、ホール、アリーナ

ともに施設所有を市とし、かつ

収支差額（民間の利益相当分含

む）を財政負担する。 

• 施設整備費への財政負担が大
きいことから、当該財政負担の

平準化を重視する 

事業類型 
（事業費回収の方法） 利用料金収入等と財政負

担 混合型 
※利用料金収入等と市か

らの対価（財政負担）によ

り回収） 
事業期間 

（維持管理運営期間） 15年 15年 • 本事業は需要リスクが大きく、
市場調査の結果、事業期間は将

来需要の見通しがきく 15年

程度が適当との見解を得た。 
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（２） 事業における収支の想定 

①  従来方式で実施した場合の支出 

ア 設計・監理費 

基本設計費・実施設計費・工事監理費 

・ケース１～３について、国土交通省告示第15号に基づき、建物種別（アリーナについて

は「体育館」、ホールについては「劇場」）とケースごとの施設規模から算出した。な

おアリーナとホールの整備事業を一括で発注するという想定で算出しているが、本検討

においては面積按分した値を採用した。 

（税抜） 

 ケース１ 

アリーナ ホール 合計 

面積（㎡） 10,960 12,875 23,835 

基本設計（円） 43,242,000 50,798,000 94,040,000 

実施設計（円） 91,244,000 107,186,000 198,430,000 

工事監理（円） 46,038,000 54,082,000 100,120,000 

合計（円） 180,524,000 212,066,000 392,590,000 

 

（税抜） 

 ケース２ 

アリーナ ホール 合計 

面積（㎡） 14,110 12,705 26,815 

基本設計（円） 52,052,000 46,868,000 98,920,000 

実施設計（円） 109,760,000 98,830,000 208,590,000 

工事監理（円） 54,640,000 49,200,000 103,840,000 

合計（円） 216,452,000 194,898,000 411,350,000 

 

（税抜） 

 ケース３ 

アリーナ ホール 合計 

面積（㎡） 13,680 4,680 18,360 

基本設計（円） 45,369,000 15,521,000 60,890,000 

実施設計（円） 97,988,000 33,522,000 131,510,000 

工事監理（円） 46,248,000 15,822,000 62,070,000 

合計（円） 189,605,000 64,865,000 254,470,000 
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・ケース４について、次の値を採用した。 

（税抜） 

 ケース４ 

アリーナ ホール 合計 

面積（㎡） ― 16,367 16,367 

基本設計（円） ― 85,169,000 85,169,000 

実施設計（円） ― 198,729,000 198,729,000 

工事監理（円） ― 108,537,000 108,537,000 

合計（円） ― 392,435,000 392,435,000 

※国土交通省告示第15号に基づき算出した。 

 

解体設計費・解体工事監理費 

・解体設計費・解体工事監理費については他事例の平米単価を採用した。なお参考にした

事例はPFI事業であるため、従来方式の平米単価算出に際しては、後述の削減率により割

り戻す必要がある。 

【解体設計費】 

（税抜） 

PFI方式 

平米単価 

（円／㎡） 

削減率 

従来方式 

平米単価 

（円／㎡） 

現市民文化会館 

の延床面積（㎡） 
費用（円） 

700 10% 777.78 22,890 17,803,000 

 

【解体監理費】 

（税抜） 

PFI方式 

平米単価 

（円／㎡） 

削減率 

従来方式 

平米単価 

（円／㎡） 

現市民文化会館 

の延床面積（㎡） 
費用（円） 

230 10% 255.56 22,890 5,850,000 

※算出式：従来方式平米単価（円／㎡）＝PFI方式平米単価（円／㎡）／（１－削減率） 

費用（円）＝従来方式平米単価（円／㎡）×延床面積（㎡） 
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イ 調査・対策費 

・調査・対策費は、次の単価を採用した。 

（単位：円、税抜） 

地質調査費 3,500,000 

測量調査費 1,000,000 

土壌調査（簡易調査） 12,060,000 

埋蔵文化財調査 603,000,000 

電波障害調査費 500,000 

電波障害対策費 1,000,000 

騒音・振動調査費 1,000,000 

騒音・振動対策費 5,000,000 

周辺家屋調査費 2,000,000 

周辺家屋対策費 8,000,000 

合計 637,060,000 

 

ウ 確認申請等手数料 

・確認申請等手数料は、次の単価を採用した。 

（税抜） 

項目 金額（円） 

確認 378,000 

中間検査 204,000 

完了検査 244,000 

合計 826,000 

エ 解体工事費 

・類似施設の事例により、従来方式の平米単価は以下の単価を採用のうえ、現市民文化会

館の延床面積を乗じて解体工事費を算出した。 

（税抜） 

解体工事費単価 

（円／㎡） 

現市民文化会館 

の延床面積 

（㎡） 

解体工事費 

（円） 

28,181.81 22,890 645,082,000 

※算出式：解体工事費（円）＝解体工事費単価（円／㎡）×延床面積（㎡） 
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オ 施設整備費 

ホール 

・類似施設の施設整備費を以下に整理する。 

（税抜） 

施設 施設規模 
延床面積 

（㎡） 

施設整備費 

（円／㎡） 

工事原価 

変動率 

物価変動を考慮 

した施設整備費 

（円／㎡） 

A会館 
大ホール約500席 

小ホール約200席 
約4,000 669,000 1.082 723,800 

B会館 ホール約1,500席 約8,500 678,000 1.013 687,000 

C会館 
大ホール約2,000席 

小ホール約300席 
約20,000 688,000 114.0 693,400 

Dホール ホール約600席 約5,000 682,000 1.000 682,000 

Eホール ホール約400席 約5,500 665,000 1.000 665,000 

・なお上表における工事原価変動率は、着工時と現在との工事原価（RC構造物平均）の比

率による。 

 年次 物価変動指数※ 変動率 

建設時 

平成25年 106.2 1.082 

平成26年 113.4 1.013 

平成28年 114.0 1.008 

現在 平成29年 114.9 ― 

出典：建設物価調査会HP（建設navi） 

※算出式：変動率＝現在の物価変動指数／着工時の物価変動指数 

※平成17年を100としたときの値。 

 

・外構の整備費は、類似施設のF会館では次の単価となる。 

（税抜） 

 
従来方式 

平米単価（円／㎡） 

整備費（外構） 7,696 

 

  



65 

 

・上記類似施設の事例に基づき、従来方式の平米単価は以下の単価を採用した。 

（税抜） 

 
従来方式 

平米単価（円／㎡） 

整備費（躯体・設備・備品） 670,000～720,000 

整備費（外構） 7,700 

 

・大規模改修（ケース４）の平米単価は、事業者ヒアリングから次の値を採用した。 

（税抜） 

 
従来方式 

平米単価（円／㎡） 

大規模改修費 500,000 

 

アリーナ 

・類似施設の施設整備費を以下に整理する。 

（税抜） 

名称 施設規模等 
延床面積 

（㎡） 

施設整備費 

（円／㎡） 

工事原価 

変動率 

物価変動を考慮 

した施設整備費 

（円／㎡） 

Aアリーナ 
最大収容人数 

約6,000人 
約26,000 466,998 1.037 484,136

Bアリーナ 
最大収容人数 

約2,200人 
約6,115 433,884 1.102 478,331

 

・なお上表における工事原価変動率は、着工時と現在との工事原価（体育館・S造）の比率

による。 

 年次 物価変動指数※ 変動率 

建設時 
平成25年 102.5 1.102 

平成26年 109.0 1.037 

現在 平成29年 113.0 ― 

出典：建設物価調査会HP（建設navi） 

※算出式：変動率＝現在の物価変動指数／着工時の物価変動指数 

※平成17年を100としたときの値。 
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・外構の整備費について、類似施設の施設整備費を以下に整理する。 

（税抜） 

名称 施設規模 
延床面積 

（㎡） 

外構整備費 

（円／㎡） 

工事原価 

変動率 

物価変動を考慮 

した施設整備費 

（円／㎡） 

Cアリーナ 
最大収容人数 

約7,000人 
17,200 29,090 0.995 28,945 

 

・なお上表における工事原価変動率は、着工時と現在との工事原価（体育館・S造）の比率

による。 

 年次 物価変動指数※ 変動率 

建設時 平成7年 113.6 0.995 

現在 平成29年 113.0 ― 

出典：建設物価調査会HP（建設navi） 

※算出式：変動率＝現在の物価地変動指数／着工時の物価変動指数 

※平成17年を100としたときの値。 

 

・上記の類似事例から従来方式の平米単価を確認したが、事業者ヒアリングによる市場調

査では、上限で55万円/㎡の単価を見込む必要があるとの意見があった。そのため、従

来方式の平米単価算出に際しては、類似事例の平米単価に対し、10％割増した平米単価

を採用した。 

（税抜） 

 
類似事例 

平米単価（円／㎡） 
割増 

従来方式 

平米単価（円／㎡） 

整備費 470,000～480,000 10% 520,000～530,000 

 

・外構の整備費は、類似施設のCアリーナに基づき次の単価を採用した。 

（税抜） 

 
従来方式 

平米単価（円／㎡） 

整備費（外構） 29,000 
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カ 開業準備費 

・開業準備費は次の平米単価を採用した。 

（税抜） 

項目 
平米単価 

（円／㎡） 

試演試聴会費 910 

各種印刷物等作成費 737 

予約システム開発費 477 

広報・宣伝・営業活動費 650 

合計 2,774 

 

キ 維持管理・運営費 

・ホールについてはF会館の事例を、アリーナについてはＣアリーナおよびＤアリーナの事

例を参考にした。各施設の概要については以下の通り。 

 

施設名 整備手法 構成・規模 

F会館 
PFI（BTO） 

維持管理・運営期間：15年 

大ホール：約1,500席 

小ホール：約300席 

延床面積：約11,500㎡ 

Ｃアリーナ 
公設民営 

定期建物賃貸借契約（10年間） 

アリーナ：約7,000席 

延床面積：約17,000㎡ 

Ｄアリーナ 公設民営 

大アリーナ：約5,000席 

小アリーナ：約500席 

延床面積：50,000㎡ 

 

・駐車場管理費については現市民文化会館の値を参考にした。 
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ホール 

・F会館における、運営費（人件費、事業委託費）、維持管理費（施設・設備管理費、光熱

水費）の金額は以下の通り。 

（税抜） 

 項目 
維持管理・運営費 

（円／年） 

延床面積 

（㎡） 

平米単価 

（円／㎡／年） 

運営費 

人件費 
119,532,222 11,536 10,362 

業務委託費※ 

その他 

（SPC運営費等） 
12,983,025 11,536 1,125 

維持管理費 
施設・設備管理費 108,641,261 11,536 9,418 

光熱水費 29,833,333 11,536 2,586 

※業務委託費には、各機能の運営業務費、文化芸術公演事業費、広報・宣伝費等を含む。 

※算出式：平米単価（円／年／㎡）＝維持管理・運営費（円／年）／延床面積（㎡） 

 

・F会館の維持管理・運営はPFI事業であるため、従来方式の平米単価算出に際しては、後

述の削減率により割り戻す必要がある。 

（税抜） 

 
PFI方式平米単価 

（円／年／㎡） 
削減率 

従来方式平米単価 

（円／年／㎡） 

維持管理・運営費 

（人件費・業務委託
費・施設設備管理費） 

19,780 5% 20,821 

維持管理・運営費 

（光熱水費） 
2,586 5% 2,722 

※算出式：従来方式平米単価（円／㎡）＝PFI方式平米単価（円／㎡）／（１－削減率） 
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アリーナ 

・ＣアリーナおよびＤアリーナにおける、運営費（人件費、事業委託費）、維持管理費（施

設・設備管理費、光熱水費）の金額は以下の通り。 

【Ｃアリーナ】 

                                   （税抜） 

 項目 
維持管理・運営費 

（円／年） 

延床面積 

（㎡） 

平米単価 

（円／㎡／年） 

運営費 
人件費 131,622,069 17,200 7,652 

業務委託費 8,272,883 17,200 481 

維持管理費 
施設・設備管理費 25,528,940 17,200 1,484 

光熱水費 44,875,557 17,200 2,609 

資料：平成26年度の指定管理者による収支状況資料より作成 

※算出式：平米単価（円／年／㎡）＝維持管理・運営費（円／年）／延床面積（㎡） 

【Ｄアリーナ】 

                                   （税抜） 

 項目 
維持管理・運営費 

（円／年） 

延床面積 

（㎡） 

平米単価 

（円／㎡／年） 

運営費 
人件費 95,116,667 50,079 1,899 

業務委託費 119,796,000 50,079 2,392 

維持管理費 
施設・設備管理費 304,211,000 50,079 6,075 

光熱水費 129,975,667 50,079 2,595 

資料：平成26年度～平成28年度の指定管理者による収支状況資料より作成 

※算出式：平米単価（円／年／㎡）＝維持管理・運営費（円／年）／延床面積（㎡） 

 

・上記2施設の平米単価平均値を算出した。上記2施設は定期的な休館日が設定されていな

いのに対し、本調査の検討ケースでは月曜日を休館日と設定していることから、維持管

理・運営日数の違いを調整した。 

・なお、上記2施設の平米単価は指定管理者制度によるものであるが、維持管理運営期間が

5～10年程度と通常の３年程度の指定管理期間よりも長期であり効率化が図られている

ものと想定し得る。本調査の検討ケースでは、従来方式においては指定管理者制度を前

提とし通常の3年程度の指定管理期間と想定のうえ、従来方式の平米単価算出に際しては、

後述の削減率により割り戻す。 
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（税抜） 

 

2施設平均 

平米単価 

（円／年／㎡） 

日数調整後の 

平米単価 

（円／年／㎡） 

削減率 従来方式平米

単価 

（円／年／㎡） 

維持管理・運営費 

（人件費・業務委託費・

施設設備管理費） 

9,992 8,565 5% 9,015 

維持管理・運営費 

（光熱水費） 
2,602 2,230 5% 2,348 

※算出式：従来方式平米単価（円／㎡）＝2施設平均平米単価（円／㎡）×6／7／（１－削減率） 

 

 

駐車場 

・駐車場管理費は、現市民文化会館の指定管理者による値を採用した。 

（税抜） 

 現市民文化会館 

駐車台数（台） 246 

管理費（円／年） 36,180,000 

 

②  従来方式で実施した場合の収入 

ア 利用料金収入 

・前述の「第３章 2 需要想定」および「第３章 ３ 利用料金の想定」より、年間利用料金

収入を算出した。なお事業収支の算出においては、開業当初の利用料金収入について、1

年目：60%、2年目：80%に低減した。 

・ケース４のホール利用料金収入については実績をもとに算出した。 

（税抜） 

 
利用料金収入（円／年） 

アリーナ ホール 諸室 

ケース１ 72,000,000 116,000,000 21,000,000 

ケース２ 171,000,000 116,000,000 21,000,000 

ケース３ 171,000,000 24,000,000 14,000,000 

ケース４ ― 85,000,000 21,000,000 

※算出式：利用料金収入（円／年）＝利用日数（日／年）×利用料金設定（円／日） 
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イ 付属品備品貸出収入 

・付属品備品貸出収入は、事業者ヒアリングによる市場調査に基づき前述の利用料金収入

の10%と想定して算出した。なお事業収支の算出においては、開業当初の付属品備品貸

出収入について、1年目：60%、2年目：80%に低減した。 

（税抜） 

 
付属品備品貸出収入（円／年） 

アリーナ ホール 諸室 

ケース１ 7,200,000 11,600,000 2,100,000 

ケース２ 17,100,000 11,600,000 2,100,000 

ケース３ 17,100,000 2,400,000 1,400,000 

ケース４ ― 8,500,000 2,100,000 

※算出式：付属品備品貸出収入（円／年）＝利用料金収入（円／年）×0.1 

 

ウ 駐車場収入 

・駐車場収入は、平成26年度～平成28年度における現駐車場収入の平均値を採用した。 

（税抜） 

 
現市民文化会館 

（3ヶ年平均）（円／年） 

駐車場収入 83,000,000 

 

エ 行政財産使用料収入（テナントリーシング収入） 

・行政財産使用料収入は、各検討ケースにおけるカフェ・テナント面積より算出した。 

・ケース４については実績をもとに算出した。 

（税抜） 

 
カフェ・テナント面積 

（㎡） 

行政財産賃借料 

（円／㎡／年） 

行政財産使用料収入 

（円／年） 

ケース１ 280 10,325 2,891,000 

ケース２ 260 10,325 2,684,500 

ケース３ 340 10,325 3,510,500 

ケース４ ― ― 1,233,000 

※算出式：行政財産使用料収入（円／年） 

＝カフェ・テナント面積（㎡）×行政財産賃借料（円／㎡／年） 
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③  PFI-BTOで実施した場合の支出 

ア アドバイザリー費 

・事業者選定に係るアドバイザリー費は実績値を参考にした。（行政が負担） 

（税抜） 

項目 金額（円） 

アドバイザリー費 40,000,000 

 

イ 設計・監理費 
基本設計費・実施設計費・工事監理費 

・PFI方式の設計・監理費に削減率は考慮せず、①アで示した従来方式の設計・監理費と同

額とした。 

解体設計費・解体工事監理費 

・PFI方式の解体設計費・解体工事監理費については、①アで示した他事例の平米単価を採

用した。 

【解体設計費】 

（税抜） 

PFI方式 

平米単価（円／㎡） 

現市民文化会館 

の延床面積（㎡） 
費用（円） 

700 22,890 16,023,000 

 

【解体監理費】 

（税抜） 

PFI方式 

平米単価（円／㎡） 

現市民文化会館 

の延床面積（㎡） 
費用（円） 

230 22,890 5,265,000 

※算出式：費用（円）＝PFI方式平米単価（円／㎡）×延床面積（㎡） 
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ウ 調査・対策費 

・PFI方式の調査・対策費は、①イで示した従来方式の調査・対策費用に、後述の削減率を

乗じて算出した。 

（税抜） 

従来方式 

調査・対策費用（円） 
削減率 

PFI方式 

調査・対策費用（円） 

637,060,000 5% 605,207,000 

※算出式：PFI方式調査・対策費用（円） 

＝従来方式調査・対策費用（円）×（１－削減率） 

 

エ 確認申請等手数料 

・PFI方式の確認申請等手数料は、①ウで示した従来方式の確認申請等手数料と同額とした。 
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オ 解体工事費 

・PFI方式の解体工事費平米単価は、①エで示した従来方式の解体工事費平米単価に、後述

の削減率を乗じて算出した。 

（税抜） 

従来方式 

平米単価 

（円／㎡） 

削減率 
PFI方式 

平米単価（円／㎡） 

現市民文化会館 

の延床面積（㎡） 

解体工事費 

（円） 

28,181.81 10% 25,364 22,890 580,574,000 

※算出式：PFI方式平米単価（円／㎡）＝従来方式平米単価（円／㎡）×（１－削減率） 

※算出式：解体工事費（円）＝平米単価（円／㎡）×延床面積（㎡） 

 

カ 施設整備費 

・PFI方式の施設整備費平米単価は、①オで示した従来方式の施設整備費平米単価に、後述

の削減率を乗じて算出した。 

（税抜） 

  従来方式 

平米単価 

（円／㎡） 

削減率 

PFI方式 

平米単価 

（円／㎡） 

ホール 

整備費 

（躯体・設備・備品） 

670,000 

～720,000 
10% 

600,000 

～650,000 

整備費 

（外構） 
7,700 10% 6,900 

アリーナ 

整備費 

（躯体・設備・備品） 

520,000 

～530,000 
10% 

470,000 

～480,000 

整備費 

（外構） 
29,000 10% 26,000 

※算出式：PFI方式平米単価（円／㎡）＝従来方式平米単価（円／㎡）×（１－削減率） 

 

・大規模改修（ケース４）の平米単価は、①オで示した従来方式の大規模改修平米単価に、

後述の削減率を乗じて算出した。 

  従来方式 

平米単価 

（円／㎡） 

削減率 

PFI方式 

平米単価 

（円／㎡） 

ホール 大規模改修費 500,000 10% 450,000 
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キ 建中利息 

・SPCが資金調達を行うため、建中利息が発生する。金額は借入額と利率によって変動す

る。 

 

ク モニタリング費 

・建築設計段階におけるモニタリング費は事業者見積もりの値を採用した。また維持管理

運営段階におけるモニタリング費は実績値を参考にした。（行政が負担） 

（税抜） 

項目 金額 

建築設計モニタリング費（円） 30,000,000 

維持管理運営モニタリング費（円／年） 1,500,000 

 

ケ 開業準備費 

・PFI方式の開業準備費平米単価は、①カで示した従来方式の開業準備費平米単価に、後述

の削減率を乗じて算出した。 

（税抜） 

従来方式 

平米単価（円／㎡） 
削減率 

PFI方式 

平米単価（円／㎡） 

2,774 5% 2,635 

※算出式：PFI方式平米単価（円／㎡） 

＝従来方式平米単価（円／㎡）×（１－削減率） 

 

・PFI方式の場合、別途SPC設立費等が必要になる。 

（税抜） 

項目 金額 備考 

融資組成費用（円） 融資金額により変動 
アップフロントフィー＝融資金額×1% 

弁護士費用＝10,000,000円 

SPC組成費用（円） 30,000,000 
弁護士報酬、会計士・税理士報酬、 

設立費、予備費 

SPC管理費（円／年） 5,000,000 
昨年度調査より 

SPC設立後、事業期間中毎年発生 

履行保証保険料（円／年） 1,300,000 SPC設立後、開業まで毎年発生 
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コ 維持管理・運営費 

・PFI方式の維持管理・運営費は、①キで示した従来方式の維持管理・運営費に、後述の削

減率を乗じて算出した。 

（税抜） 

 

従来方式 

平米単価 

（円／㎡） 

削減率 

PFI方式 

平米単価 

（円／㎡） 

ホール 

維持管理・運営費 

（人件費・業務委託費・施設

設備管理費） 

20,821 5% 19,780 

維持管理・運営費 

（光熱水費） 
2,722 5% 2,586 

アリーナ 

維持管理・運営費 

（人件費・業務委託費・施設

設備管理費） 

9,015 5% 8,565 

維持管理・運営費 

（光熱水費） 
2,348 5% 2,230 

※算出式：PFI方式平米単価（円／㎡）＝従来方式平米単価（円／㎡）×（１－削減率） 

 

（税抜） 

 

従来方式 

費用 

（円／年） 

削減率 

PFI方式 

費用 

（円／年） 

駐車場 維持管理・運営費 36,180,000 5% 34,371,000 

※算出式：PFI方式費用（円）＝従来方式費用（円）×（１－削減率） 

 

④  PFI-BTOで実施し場合の収入 

ア 利用料金収入 

・②アで示した利用料金収入と同額とした。 

 

イ 付属品備品貸出収入 

・②イで示した付属品備品貸出収入と同額とした。 

 

ウ 駐車場収入 

・②ウで示した駐車場収入と同額とした。 
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エ 行政財産使用料収入（テナントリーシング収入） 

・②エで示した行政財産使用料収入と同額とした。 

 

オ 税収 

・SPCが納付する法人税のうち市町村民税が市の税収となる（課税対象利益の1.62%（平

成28年度税制改正を受けての税理士法人解説による））。 

 

（３） 削減率の考え方 

・PFI方式は、性能発注、一括発注及び長期契約を特徴とすることから、民間の創意工夫・ノウ

ハウの活用等が発揮しやすく、従来方式に比べて一定の効率性が見込まれる。 

・この効率性をコスト換算し、設計・建設、維持管理、運営等業務ごとに、従来方式で実施す

る場合に比べどの程度コスト削減できるかを示すものが削減率である。 

・なお、本来、従来方式で実施する場合の各業務の仕様とその仕様に見合ったコストが確定し

た後に、民間事業者が、同水準のサービスを提供するにあたり、性能発注、一括発注及び長

期契約となることで発揮できる創意工夫等を検討し、コスト削減を図った結果初めて削減率

が明らかとなるものである。この精度の検討は、通常、提案段階であり、事業化検討段階に

おける削減率は、民間事業者によるこれまでの類似事業の実績に基づく期待値である。 

・本事業においては、基本構想、基本計画等は今後の検討であり、従来方式で実施する場合の

仕様等の確定はその段階となる。その段階において民間事業者に改めて本事業に見合った削

減率を確認することが望ましい。 

・本調査においては、大凡の水準を把握するという意味合いから、社会体育施設に関する過去

のPFI事業におけるVFM（Value For Money）を参考とした。 

・VFMは、PFI方式で実施することで各業務において可能となるコスト削減を見込む一方、SPC

の利益や株主の配当、資金調達コストを上乗せした結果算出するものであることにも留意が

必要である。 

 

・社会体育施設に関する過去のPFI事業について、特定事業選定時のVFMを下表に整理した。

これによれば、平均して約10%のVFMが期待できると言える。 

 

No. 事業名 事業方式 
特定事業選定時

VFM（％） 

1 区部ユースプラザ（仮称）整備等事業 BOT 8.0 

２ （仮称）加古川市立総合体育館整備PFI事業  BTO 12.5 

3 羽島市民プールの整備・運営事業  BOT 22.0 

４ 尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設整備事業 BTO 11.0 
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５ （仮称）墨田区総合体育館建設等事業 BTO 13.0 

６ 名古屋市守山スポーツセンター（仮称）整備・運営事業 BTO 3.1 

７ 鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業 BTO 4.6 

８ 下関地域総合武道館（仮称）整備等事業 BTO 5.0 

９ 仮称川崎市多摩スポーツセンター建設等事業 BTO 14.6 

10 
奈良県浄化センター公園プール施設等整備運営事業（仮

称） 
BTO 10.5 

11 （仮称）柳島スポーツ公園整備事業 BTO 3.6 

12 北九州市スタジアム整備等PFI事業 BTO 12.0 

  平均 9.9 

 

・そこで、施設整備費等については、これら過去の事例を参考に、10%の削減効果を想定した。 

・維持管理運営費等については、現施設においても指定管理者制度を導入していることから、

新施設を従来方式で実施する場合も同制度を導入することを前提とする。なお、その場合、

従来方式においても民間の創意工夫が見込めることとなるが、契約期間が3年程度と短く、長

期契約であるPFI方式に比べ効率化の余地は少ない。そこで、PFI方式で実施する場合は5%の

削減効果を想定した。 

 

項目 削減率 

解体工事費 10% 

施設整備費 10% 

設計監理費（解体） 10% 

設計監理費（建設） ― 

確認申請等手数料 ― 

開業準備費 5% 

維持管理運営費 5% 

調査対策費 5% 
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（４） 資金調達 

①  従来方式の場合の資金調達 

・従来方式における資金調達については、起債および一般財源により調達する。 

・本事業において対象となる地方債の種類は、一般単独事業債および公共施設等適正管理推進

事業債であり、起債の条件については以下のとおりとした。 

 

項目 内容 

地方債の種類 一般単独事業債および公共施設等適正管理推進事業債 

充当率 別表参照 

返済方法 元金均等 

据置期間 0年 

金利 0.06% 

償還期間 30年 

 

項目 
充当率 

起債 一般財源 

事業者選定費 ― 100% 

調査費 ― 100% 

確認申請等手数料 ― 100% 

基本設計費 ― 100% 

実施設計費 75% 25% 

解体設計費 90% 10% 

解体工事費 90% 10% 

建設工事費 75% 25% 

外構工事費 75% 25% 

工事監理費 75% 25% 

開業費 ― 100% 

 

②  PFI-BTOの場合の資金調達 

・PFI-BTOにおける資金調達については、公共と民間で調達することとする。 

・公共は、起債および一般財源から充当するものとした。 

・民間事業者は、公共調達分を除く部分を資本金とプロジェクトファイナンスにより調達する

ものとした。なお、現時点での想定であるため、今後の検討において変更する可能性がある。 
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・本事業において対象となる地方債の種類は、一般単独事業債および公共施設等適正管理推進

事業債であり、起債の条件については以下のとおりとした。 

 

項目 内容 

地方債の種類 一般単独事業債および公共施設等適正管理推進事業債 

充当率 別表参照 

返済方法 元金均等 

据置期間 0年 

金利 0.06% 

償還期間 30年 

 

項目 
充当率 

起債 一般財源 民間資金 

事業者選定・モニタリング

費 
― 100% ― 

調査費 ― ― 100% 

確認申請等手数料 ― ― 100% 

基本設計費 ― ― 100% 

実施設計費 56.25% 18.75% 25% 

解体設計費 67.50% 7.50% 25% 

解体工事費 67.50% 7.50% 25% 

建設工事費 56.25% 18.75% 25% 

外構工事費 56.25% 18.75% 25% 

工事監理費 56.25% 18.75% 25% 

開業費 ― ― 100% 

建中金利 ― ― 100% 

 

・民間事業者による借入れの条件は、以下の通り設定する。 

 

項目 内容 

基準金利 0.473% 

スプレッド 100bp（1.00%） 

※基準金利は、平成29年10月末現在の、テレレート17143頁に発表されるTSR（東京スワップレ

ファレンスレート）6か月LIBORベース15年物（円/円）を採用。 

※スプレッドは、銀行が本事業のリスクや借り手信用力等を勘案して上乗せするレートであり、現

在の市況を踏まえて設定。 
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（５） VFMの算定に必要なその他の条件 

①  割引率 

・事業方式間の支払額について比較する場合には、基準年度の価格に換算する必要がある。基

準年度価値への換算においては、一般的に割引率が用いられており、基準年度を現在とした

場合の価格が現在価値である。 

・本検討では、基準年は建設初年度とし、割引率による現在価値化によりLCCを算定する。割

引率の考え方は、「VFMに関するガイドライン」で示されているが、数値は決まっていない。

本検討では、「10年物国債利回りの過去15年平均（平成15年度～平成29年度）」より、

割引率は1.004％に設定した。 

 

10年物国債利回り推移（過去15年間） 

 年度 利回り 

1 平成15年 0.988% 

2 平成16年 1.498% 

3 平成17年 1.361% 

4 平成18年 1.751% 

5 平成19年 1.697% 

6 平成20年 1.515% 

7 平成21年 1.358% 

8 平成22年 1.187% 

9 平成23年 1.147% 

10 平成24年 0.860% 

11 平成25年 0.721% 

12 平成26年 0.565% 

13 平成27年 0.380% 

14 平成28年 -0.031% 

15 平成29年 0.061% 

平均 1.004% 

 

②  インフレ率 

・インフレ率については、「過去15年間（平成14年度～平成28年度）の対前年消費者物価指

数の平均上昇率」を用いることとし、インフレ率は0.107％に設定した。 
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対前年消費者物価指数の平均上昇率推移（過去15年間） 

 年度 平均上昇率 

1 平成14年 -0.9% 

2 平成15年 -0.3% 

3 平成16年 0.0% 

4 平成17年 -0.3% 

5 平成18年 0.3% 

6 平成19年 0.0% 

7 平成20年 1.4% 

8 平成21年 -1.4% 

9 平成22年 -0.7% 

10 平成23年 -0.3% 

11 平成24年 0.0% 

12 平成25年 0.4% 

13 平成26年 2.7% 

14 平成27年 0.8% 

15 平成28年 -0.1% 

平均 0.107% 

 

③  現在価値基準 

・本検討においては、現在価値の基準を契約年度とした。 

・現在価値の算出式は下記の通り。 

実質値＝名目値／(1＋インフレ率)^年数 

現在価値＝実質値／(1＋割引率)^年数 

 

④  資本金比率 

・本検討においては資本金30百万円と設定した。 

 

⑤  割賦手数料 

・割賦手数料は、施設整備を事業期間にわたって分割支払いするために必要な割賦にかかる利

息であり、施設整備費を元利均等にて支払うものとして算定した金額である。 

・本検討においては、民間事業者による借入条件と同条件とした。 
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（６） ＰＦＩ事業の成立条件 

・PFI事業者は、資本金と借入金により資金調達している。つまり、PFIにおける参加プレイヤ

ーに、出資者と融資者が存在することとなるが、この者の立場を踏まえた場合、資金提供に

相当する魅力ある事業である必要がある。逆に、魅力のない事業であれば、出資者、融資者

が存在せず、事業も成立しないこととなる。この観点から、PFI事業の成立条件として、以下

の条件を考慮した。 

①  PIRR（Project Internal rate of return） 

・成立条件は、PIRR≧平均調達コストであること。 

・PIRR(プロジエクト内部収益率)とは、プロジェクトの投資採算を測る指標である。具体的に

は、設備投資額と償却前利払前当期損益の現在価値の合計とが等しくなる割引率によって示

される。このPIRRが、事業への要求利回り(投資家、金融機関から見た利回りであり、借入金

利や出資者が事業に期待する収益を織り込んだ出資者利回り等を加重平均している)、つまり

「調達コスト」を上回れば、民間事業者が参画意欲を持ち得る事業であると評価できる。本

事業の平均調達コストは、1.072％～1.118%（ケースごとに異なる）である。 

 

②  DSCR（Debt Service Coverage Ratio） 

・成立条件は、DSCR≧1.0（事業期間中各年度の値として少なくとも1.0以上）であること。 

・DSCR（元利金返済比率）は、事業より生み出される毎年度のキャッシュフローが元利金を

返済するのに十分な水準かどうかを判断する指標である。元利支払前キャッシュフローを毎

期の元利金支払所要額で除すことにより算出し、DSCR≧1.0であれば、借入金の返済が可能

であることを示す。 

 

③  EIRR（Equity Internal rate of return） 

・成立条件は、EIRR≧8.0（出資者の投資判断基準を上回っている）であること。 

・EIRR（自己資本内部収益率）は、出資者（スポンサー）にとっての投資採算性を計る指標で

あり、一般的には、資本金と元利金返済後の当期損益の現在価値の合計が等しくなるような

割引率である。EIRRが出資者の投資判断基準を上回っていれば、出資者が当該事業への投資

インセンティブを持ち得る事業であると評価できる。本検討の投資判断基準は、8%とする。 

 

（７） 本事業における定量的評価結果 

・前述の前提条件に基づき、各ケースにおける施設整備費・単年度収支・官民連携手法導入に

よる財政支出削減効果の算定を行った。算定結果は次表のとおりである。 

・どのケースにおいても4.0%前後のVFMが見込め、官民連携手法導入の一定の効果が期待で

きる。 

・また、官民連携手法導入による財政負担額をみると、アリーナを加えた新施設を整備するこ

とで初期投資に対する負担（施設整備費）は大きくなるものの、アリーナにおいて維持管理・
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運営費を上回る収入があることで（規模による）、ホールを含む新施設全体に係る単年度の

財政負担を軽減することが可能となる。 
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定量的評価結果一覧 

 

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 
初期投資額（※１） 
（解体含む・百万円・税抜） ホール アリーナ 合計 ホール アリーナ 合計 ホール  合計 ホール アリーナ 合計 

8,986 
～ 

9,633 6,334 
～ 

6,448 15,320

～

16,081 8,839 

～ 
9,469 7,862 

～ 
8,006 16,701 

～

17,475 3,687 
～ 

3,922 7,665 
～ 

7,804 11,352

～

11,726 8,277 ― 8,277 
（
百
万
円
・
税
抜
） 

単
年
度
収
支
（
※
１
） 

維持管理・運営費 327 118 445 320 151 471 144 148 292 288 ― 288 
収入 234 82 316 234 191 425 125 178 303 201 ― 201 
差額 ▲93 ▲36 ▲129 ▲86 40 ▲46 ▲19 30 11 ▲87 ― ▲87 

（
百
万
円
・
税
込
） 

官
民
連
携
の
効
果
（
※
２
） 

A 従来方式 21,051 21,467 13,808 11,641 
B 官民連携手法 20,131 20,437 13,267 11,179 
C 財政負担削減額

（A-B） 920 1,030 541 462 
D 財政削減 

（C/A×100） 4.37％ 4.80％ 3.92％ 3.96％ 
※１官民連携手法により実施した場合の額 

※２官民連携効果の算定は税込額とした（消費税率10%）。 
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２ その他導入可能性のある公民連携手法について 

・本事業に導入可能な手法は、従来型の公共工事の手法に加え、民間活力の導入手法として地

方自治法を根拠法とするDB、DBO 、PFI法を根拠法とするPFIが挙げられる。 

・PFIには、施設整備後、施設の所有権が公共に移転されるPFI-BTOと事業期間中は施設を民

間事業者が所有し事業終了後にその所有権が公共に移転されるPFI-BOTがある。 

・また、本事業のように利用料金の徴収を行う公共施設を対象に、施設の所有権を公共が有し

たまま、当該施設を運営する権利を民間事業者に設定するコンセッション方式がある。この

コンセッション方式は、投資や利用料金設定等の自由度を制度的に担保される点に特徴があ

る。 

 

・各事業手法の特徴を比較すると、以下のとおりである。 

〔業務範囲〕 

・民間事業者に一括発注する業務範囲については、DBは設計・建設等に限定され、DBO及びPFI

は維持管理・運営まで範囲が広がる手法である。 

・コンセッション方式では、施設を新築する場合は通常のPFIで民間事業者が建設を行った後、

運営権に基づき施設の維持管理・運営、あるいは運営のみを行う。 

〔発注方法及び契約形態〕 

・従来方式が仕様発注・分離分割発注であるのに対し、その他の手法は性能発注・一括発注とな

る。また、同じ性能発注・一括発注であっても、DBは民間事業者とは工事請負契約、DBOは

工事請負契約と長期委託契約の組み合わせで一括発注するものであり、地方自治法に基づく従

来の公共事業の延長線上にあるが、PFIはPFI法に基づき施設の整備から維持管理・運営（業務

範囲に含む場合）までを工事請負契約及び長期委託契約の包括的な事業契約として一括発注す

る点が異なる。 

・なお、PFIは事業契約に従い業務が実施されるが、コンセッション方式は公共施設等運営権実

施契約に従い実施される。 

〔施設整備に係る資金調達及び支払方法〕 

・PFIは民間が施設整備に係る資金を調達する点に特徴があるが、従来方式を始め、DB及びDBO

は公共が資金を調達する。具体的には、PFIでは民間が資金を調達した上で施設を整備し、公

共が竣工を確認した後にその対価を支払うのが一般的だが、従来方式、DB及びDBOにおいて

は、公共は自ら調達した資金により、着手時の着手金払い（前払金）と必要に応じて中間時点

の出来高、そして竣工時の完了払いを行う。 

〔リスク分担〕 

・従来方式は、原則として本事業実施に係るリスクは公共側が負担することとなる。その他の手

法は、契約により公共と民間が適切に分担するが、基本は民間が担う業務の範囲（資金調達を

行う場合は資金調達も含む）において民間がリスクを負担する。 

・但し、DBOは設計、建設、維持管理、運営と業務が幅広く民間側の契約当事者が各業務を担

う複数の事業者となるため、事業者間のリスク分担が不明確となる懸念がある。 
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・「本章１（７）本事業における定量的評価結果」での事業性の評価において、本事業のアリー

ナ部分については、規模にもよるものの維持管理・運営費を上回る収入があることを把握で

きた。今後、検討を深めるなかで、より民間事業者の自由度が高いコンセッション方式の導

入も視野に、民間事業者の収入の最大化・多元化を追求し、さらなる収益の向上の可能性を

広げることも考えられる。  
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導入の可能性がある手法 

 

BOT (Build OperateTransfer) BTO (Build Transfer Operate) コンセッション方式

設計・建設を分離発注する従来

の公共工事で整備する事業方

式。資金調達は市。

維持管理運営も市直営で実施。

設計・建設を一括発注する方

式。

民間との関係は建設工事請負

契約であり、従来の公共事業の

延長線上にある事業方式。

設計・建設と維持管理・運営を一

括発注する方式。

民間との関係は建設工事請負

契約及び維持管理・運営の委託

契約の組み合わせであり、従来

の公共事業の延長線上にある

事業方式。

民間事業者に資金調達から、設

計、建設、維持管理、運営までを

一括して性能発注する事業方

式。

BOT方式では、事業終了後、施

設の所有権が公共に移転され

る。

民間事業者に資金調達から、設

計、建設、維持管理、運営までを

一括して性能発注する事業方

式。

BTO方式では、施設整備後、施

設の所有権が公共に移転され

る。

利用料金の徴収を行う公共施設

について、施設の所有権を公共

主体が有したまま、施設の運営

権（公共施設等を運営する権利）

を民間事業者に設定する方式。

施設を新設する場合は、通常の

PFI事業で民間事業者が建設を

行った後に、当該事業者に運営

権を設定。

根拠法 地方自治法 地方自治法 地方自治法 ＰＦＩ法 ＰＦＩ法 ＰＦＩ法

業務範囲 　計画策定 公共 公共 公共 公共 公共 公共

　設計・建設 公共 民間 民間 民間 民間 民間

　施設所有 公共 公共 公共 民間 公共 公共

　維持管理 公共 公共 民間 民間 民間 民間（公共）

　運営 公共 公共（民間） 民間 民間 民間 民間

　 　発注方式 分離分割発注 一括発注 一括発注 一括発注 一括発注 一括発注

仕様発注 性能発注 性能発注 性能発注 性能発注 性能発注

　契約形態 工事請負契約/単年度委託契約 工事請負契約 工事請負契約/長期委託契約 事業契約 事業契約 公共施設等運営権実施契約

公共 公共 公共 民間 民間 －

一般財源・起債・交付金 一般財源・起債・交付金 一般財源・起債・交付金

　公共：起債・交付金（活用する場

合）

　民間：公共による調達の残額を

出資・借入

　公共：起債・交付金（活用する

場合）

　民間：公共による調達の残額を

出資・借入

－

一括支払い（前払、部分払あり） 一括支払い（前払、部分払あり） 一括支払い（前払、部分払あり） 割賦支払 割賦支払 －　初期投資の支払

PPP事業手法

PFI (Private Finance Initiative)

　資金調達

　手法の特徴

従来方式
DB

（Design Build）

DBO（Ｍ）

(Design Build

Operate(Maintenance))
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１ 前提の整理 

（１） 検討対象 

・前章の前提条件における４つのケースについて、公民連携手法（PFI-BTO）を用いた際の経

済波及効果を検討する。 

（２） 算出方法 

・経済波及効果の検討にあたっては、平成23年静岡市産業連関表をもとにした一般財団法人静

岡経済研究所作成による経済波及効果分析モデルを参考に、初期投資及び供用開始後に大別

してそれぞれ算出する。 

①  初期投資 

・初期投資については、建設投資額として前章における施設整備費（解体工事含む）、建中利

息、開業費を用いて算出する。 

（単位：百万円）          

 
 

②  供用開始後 

・供用開始後については、事業者運営支出、来場者消費支出を用いて算出する。 

ア 事業者運営支出 

・本件にかかる事業手法がPFI-BTO（ケース4はPFI-RO）・混合型であることから、事業

者運営支出は、利用料金収入等と市からのサービス対価（財政負担）によって回収する

構造になっている。但し、利用料金収入相当は次項の来場者消費支出で見込むため、そ

れを除いた額をもって、事業者運営支出を算出する。 

（単位：百万円）        

 

 

イ 来場者消費支出 

（ア）駐車場利用料 

・来場者消費支出のうち、駐車場利用については個々人の使用状況が不明のため、駐車料

収入相当の駐車場利用料を来場者全体の消費として計上する。 

 

第６章 経済波及効果の検討 

項目 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

建設投資額 15,320 16,701 11,352 8,277 

項目 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

事業者運営支出 152 68 4 99 
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（単位：百万円）        

 

 

（イ）その他来場者消費支出 

・その他、来場者消費支出を算出するにあたっては、有料イベント（興行・プロスポーツ）

及び、無料イベント（MICE※・市民利用）に分けて検討する。それぞれの計算について

は、「来場者想定人数」、「来場者一人あたり消費支出額」を用いて算出する。 

※アリーナ・ホールの多目的利用としての県内企業や大学等の研修、大会等の利用を想定。以下同様とする。 

○来場者想定人数 

・「来場者想定人数」については年間利用日数、想定集客率及び席数を乗じて算出する。 

 （単位：人）    

 

 

 

・利用形態毎の年間来場者想定人数を以下に示す。 

※１ 静岡ホビーショーレベルの催事を想定 

※２ 着席での大会（ケース 1・2はアリーナ相当の 5,000席/日、ケース 3は大ホール相当の 2,000席/日）を想定 

※３ 第３章 2.需要想定を参照 

※４ 席数に関わらず、事業者ヒアリング結果から 2,000人/日の来館者を想定 

※５ 席数に関わらず、静岡ホビーショー動員数実績から 17,500人/日の来館者を想定  

 

 
  

項目 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

事業者運営支出 84 84 84 84 

項目 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

来場者想定人数 709,320 956,320 629,520 472,059 

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 

中ホール 800席 

アリーナ 7,000 席 

ケース 4 

大規模改修 

大ホール 1,968 席 

中ホール 1,170 席 

  

年間利用 

日数（日） 

※３ 

想定 

集客率 

（％） 

来館者 

想定人数 

（人） 

年間利用 

日数（日） 

※３ 

想定 

集客率 

（％） 

来館者 

想定人数 

（人） 

年間利用 

日数（日） 

※３ 

想定 

集客率 

（％） 

来館者 

想定人数 

（人） 

年間利用 

日数（日） 

※３ 

想定 

集客率 

（％） 

来館者 

想定人数 

（人） 

ア
リ
ー
ナ
イ
ベ
ン
ト 

興行利用 4日 95% 19,000人 40日 95% 266,000人 40日 95% 266,000人   

プロスポーツ利用 32日 ※４ 64,000人 32日 ※４ 64,000人 32日 ※４ 64,000人   

MICE利用①※１ 6日 ※５ 105,000人 6日 ※５ 105,000人 6日 ※５ 105,000人   

MICE利用②※２ 24日 95% 114,000人 24日 95% 114,000人 24日 95% 45,600人   

ホ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト 

興
行

利
用 

大ホール 87日 85% 147,900人 87日 85% 147,900人   87日 85% 145,533人 

中ホール 19日 85% 12,920人 19日 85% 12,920人 19日 85% 12,920人 19日 85% 18,895人 

M
IC

E

利
用 大ホール 23日 85% 39,100人 23日 85% 39,100人   23日 85% 38,474人 

市
民

利
用 

大ホール 42日 85% 71,400人 42日 85% 71,400人   42日 85% 70,257人 

中ホール 200日 85% 136,000人 200日 85% 136,000人 200日 85% 136,000人 200日 85% 198,900人 

合計  709,320人  956,320人  629,520人  472,059人 
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○来場者一人あたり消費支出額 

・「来場者一人あたり消費支出額」を算出するにあたっては、消費動向に関するアンケー

ト結果等のデータを参照する。本事業において、興業・プロスポーツの鑑賞・観戦とい

う目的が実現できるホール及びアリーナの整備の可能性を調査していることから、当該

目的に特化した消費動向に関するアンケート結果を参照することが望ましいものの、そ

れらに関する詳細なデータがない。 

・そこで、地域性の観点で本事業と類似性のある、静岡市内にて開催されたイベントのア

ンケート結果を参照する。 

・また、旅行・観光産業の経済波及効果算出にあたり広く用いられている、観光旅行者一

般を対象とした観光庁の統計資料である「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」

を参照し、上記アンケート結果を補完する。 

 

＜静岡市内開催イベント時のアンケート結果に基づく、来場者一人あたり消費支出額＞ 

・まず、開催地を静岡市内とするイベントのアンケート結果より算出する。 

・本事業における有料イベントにつき「静岡マラソン2017」アンケート結果を参照したう

えで、入場・施設利用料を設定した。また、本事業における無料イベントにつき「静岡

ホビーショー・一般2016」アンケート結果を参照した。詳細は以下に示す。 

・両アンケートを参照するにあたっては、来場者の住所内訳、買物・土産配分率も含めて

参照した。 

・また、交通費については域内消費算定のために一律市内利用額を参照した。 

 

  有料イベント※6 無料イベント※7 

  市内 市外県内 県外 海外 市内 市外県内 県外 海外 

来場者住所内訳（％） 65% 13.2% 21.3% 0.5% 23.8% 32.1% 43.8% 0.3% 

１人当

たり消

費支出

額（円） 

交通費※8 474円 474円 474円 474円 566円 566円 566円 566円 

宿泊費 0 0 6,952円 35,000円 0 36円 2,180円 17,333円 

飲食費 1,027円 2,158円 4,631円 10,000円 1,216円 1,605円 3,376円 10,000円 

買物・土産 703円 1,077円 3,131円 20,000円 4,951円 5,742円 9,352円 88,333円 

入場・施設利用料 

※9 

8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 
0 0 0 0 

3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 

その他 63円 115円 150円 0 0 15円 53円 0 

買物・土

産の配

分率

（％） 

食品 40% 75% 50% 30% 57. 1% 57.1% 59% 50% 

茶・飲料類 30% 15% 35% 30% 28.6% 28.6% 31.5% 50% 

衣類・身回品 20% 5% 5% 25% 7.1% 7.8% 0.3% 0 

工芸品等 0 0 5% 5% 2.4% 3.9% 8.1% 0 

電気製品 0 0 0 5% 0 0 0 0 

その他 10% 5% 5% 5% 4.8% 2.6% 1.1% 0 

※6 「静岡マラソン 2017」アンケート結果を参照 
※7 「静岡ホビーショー・一般 2016」アンケート結果を参照 
※8 域内消費算定のため、「市外県内」「県外」「海外」も「市内」と同額と想定 
※9 興行：8,000円、プロスポーツ：3,000円と想定 
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＜観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」に基づく、来場者一人あたり消

費支出額＞ 

・次に、観光庁統計資料である「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」を用いて

別途算出する。 

・詳細は以下に示すとおりであり、①国内旅行日帰り客、②国内旅行宿泊客及び海外旅行

宿泊客（国内消費分）、③訪日旅行宿泊客について、それぞれ一人あたりの消費支出額

を算出した。 

・なお、来場者住所内訳について、居住地から目的地までの移動距離という点から、①国

内旅行日帰り客は、静岡市内開催イベント時のアンケートにおける来場者住所内訳の「市

内」・「市外県内」に該当するものと想定した。同様に、②国内旅行宿泊客及び海外旅

行宿泊客（国内消費分）は、静岡市内開催イベント時のアンケートにおける来場者住所

内訳の「県外」に、③訪日旅行宿泊客は、静岡市内開催イベント時のアンケートにおけ

る来場者住所内訳の「海外」に、それぞれ該当するものと想定した。 

・交通費についても、同様の理由から前記静岡市内におけるイベントのアンケート結果を

再度使用し、前記同様一律市内利用額を参照した。 

 
  有料イベント 無料イベント  

観光庁統計資料 国内旅行日帰り客 

国内旅行宿

泊客・海外

旅行宿泊客

（国内消費

分） 

訪日旅行 

宿泊客 
国内旅行日帰り客 

国内旅行宿

泊客・海外

旅行宿泊客

（国内消費

分） 

訪日旅行 

宿泊客 

 

（参考） 
静岡市内開催 

イベント時アンケート 市内 
市外 

県内 
県外 海外 市内 

市外 

県内 
県外 海外 

 

来場者住所内訳（％） 65% 13.2% 21.3% 0.5% 23.8% 32.1% 43.8% 0.3%  

１人当

たり消

費支出

額（円） 

交通費 

※10、11、

12 

474円 474円 474円 474円 566円 566円 566円 566円 

 

宿泊費 0 0 10,708円 39,520円 0 0 10,708円 39,520円 ■算出方法 

表 1、表３、

表 5を参照 
飲食費 1,939円 1,939円 5,796円 28,272円 1,939円 1,939円 5,796円 28,272円 

買物・土産 2,921円 2,921円 5,817円 64,143円 2,921円 2,921円 5,817円 64,143円 

入場・施設

利用料 

※13 

8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 

0 0 0 0 

 

3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 

その他 120円 120円 465円 1216円 120円 120円 465円 1216円 

■算出方法 

表 1、表３、

表 5を参照 

買物・

土産の

配分率

（％） 

食品 35.3% 35.3% 38.0% 8.7% 35.3% 35.3% 38.0% 8.7% ■算出方法 

表 2、表 4、

表 6を参照 
茶・飲料類 35.3% 35.3% 38.0% 8.6% 35.3% 35.3% 38.0% 8.6% 

衣類・身回

品 
17.6% 17.6% 15.7% 54.5% 17.6% 17.6% 15.7% 54.5% 

工芸品等 4.0% 4.0% 4.2% 1.0% 4.0% 4.0% 4.2% 1.0% 

電気製品 1.6% 1.6% 1.0% 22.0% 1.6% 1.6% 1.0% 22.0% 

その他 6.1% 6.1% 3.1% 5.2% 6.1% 6.1% 3.1% 5.2% 

※10 有料イベントにつき、「静岡マラソン 2017」アンケート結果を参照。 
※11 無料イベントにつき、「静岡ホビーショー・一般 2016」アンケート結果を参照 
※12 域内消費算定のため、「市外県内」「県外」「海外」も「市内」と同額と想定 
※13 興行：8,000円、プロスポーツ：3,000円と想定  
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■算出方法：国内旅行日帰り客の一人当たり消費支出額（円） 

表１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）商品別内訳一覧           （カッコ内消費額、単位：10億円） 

 商品１ 商品２ 

・飲食費（565） ― ― 

・土産・買物（851） 食品（601） 農産物（65）、農産加工品（31）、水産物（46）、

水産加工品（45）、菓子類（255）、その他の食

料品（159） 

 茶・飲料類 ― 

 衣類・身回品（150） 繊維製品（94）、靴・カバン類（48）、医薬品・

化粧品（8） 

 工芸品等（34） 陶磁器・ガラス製品（12）、出版物（7）、木製

品・紙製品（15） 

 電気製品（14） フィルム（１）、電気機器・関連商品（7）、カメ

ラ・眼鏡・時計（6） 

 その他（52） その他製造品（52） 

・その他（35） ガイド料（4）、レンタル料（7）、マッサージ（8）、写真撮影代（5）、

宅配便（4）、その他（7） 

 

表２：（参考）土産･買物の商品構成割合 

商品 
消費額 ① 

（10億円） 
内訳 

消費額 ② 

（10億円） 

商品構成割合 

消費額 ②／ 

消費額 ① 

土産・買物 851 食品 

601 70.6 %（按分） 
  茶・飲料類 

  衣類・身回品 150 17.6 % 

  工芸品等 34 4.0 % 

  電気製品 14 1.6 % 

  その他 52 6.1 % 

商品 
消費額 

（単位：10億円） 

国内旅行日帰り客 

（人） 

商品別、１人当たり 

消費支出額（円） 

（商品）／（国内旅行日帰り客） 

・飲食費 565 

291,370,000 

1,939 

・土産・買物 851 2,921 

・その他 35 120 

資料：「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」2017年 3月を元に作成 
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■算出方法：国内旅行宿泊客及び海外旅行宿泊客（国内消費分）の一人当たり消費支出額

（円） 

・国内旅行宿泊客（312,985,000人）及び海外旅行宿泊客（国内消費分）（16,214,000

人）の合算（329,199,000人）とする。（それぞれ「延べ旅行者数」とする。） 

表３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）商品別内訳一覧           （カッコ内消費額、単位：10億円） 

 商品１ 商品２ 

・宿泊費（3,525） ― ― 

・飲食費（1,908） ― ― 

・土産・買物（1,915） 食品（1,456） 農産物（92）、農産加工品（63）、水産物（113）、

水産加工品（105）、菓子類（706）、その他の

食料品（377） 

 茶・飲料類 ― 

 衣類・身回品（300） 繊維製品（183）、靴・カバン類（84）、医薬品・

化粧品（33） 

 工芸品等（80） 陶磁器・ガラス製品（38）、出版物（23）、木製

品・紙製品（19） 

 電気製品（20） フィルム（１）、電気機器・関連商品（17）、カ

メラ・眼鏡・時計（2） 

 その他（59） その他製造品（59） 

・その他（153） ガイド料（36）、レンタル料（17）、マッサージ（22）、写真撮影代（13）、

郵便・通信料（２）、宅配便（42）、その他（21） 

 

表４：（参考）土産･買物の商品構成割合 

商品 
消費額 ① 

（10億円） 
内訳 

消費額 ② 

（10億円） 

商品構成割合 

消費額 ②／ 

消費額 ① 

土産・買物 2,766 食品 

1,456 76.0 %（按分） 
  茶・飲料類 

  衣類・身回品 300 15.7 % 

  工芸品等 80 4.2 % 

  電気製品 20 1.0 % 

  その他 59 3.1 % 

商品 
消費額 

（単位：10億円） 

国内旅行宿泊客及び海外

旅行宿泊客（国内消費分） 

（人） 

商品別、１人当たり 

消費支出額（円） 

（商品）／（国内旅行宿泊客及び

海外旅行宿泊客（国内消費分）） 

・宿泊費 3,525 

329,199,000 

10,708 

・飲食費 1,908 5,796 

・土産・買物 1,915 5,817 

・その他 153 465 

資料：「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」2017年 3月を元に作成 
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■算出方法：訪日旅行宿泊客の一人当たり消費支出額（円） 

・訪日旅行宿泊客（19,737,000人）は、宿泊客のうち「延べ旅行者数」とする。 

表５ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（参考）商品別内訳一覧           （カッコ内消費額、単位：10億円） 

 商品１ 商品２ 

・宿泊費（780） ― ― 

・飲食費（558） ― ― 

・土産・買物（1,266） 食品（219） 菓子類（102）、その他の食料品（117） 

 茶・飲料類 ― 

 衣類・身回品（690） 繊維製品（31）、靴・カバン類（263）、医薬品・

化粧品（396） 

 工芸品等（13） 陶磁器・ガラス製品（0）、出版物（13）、木製

品・紙製品（0） 

 電気製品（278） フィルム（0）、電気機器・関連商品（143）、カ

メラ・眼鏡・時計（135） 

 その他（66） その他製造品（66） 

・その他（24） レンタル料（6）、その他（18） 

 
 

表６：（参考）土産･買物の商品構成割合 

商品 
消費額 ① 

（10億円） 
内訳 

消費額 ② 

（10億円） 

商品構成割合 

消費額 ②／ 

消費額 ① 

土産・買物 1,266 食品 

219 17.3 ％（按分） 
  茶・飲料類 

  衣類・身回品 690 54.5 ％ 

  工芸品等 13 1.0 ％ 

  電気製品 278 22.0 ％ 

  その他 66 5.2 ％ 

 

 

商品 
消費額 

（単位：10億円） 

訪日旅行者数 

（人） 

商品別、１人当たり 

消費支出額（円） 

（商品）／ 

（訪日旅行者数） 

・宿泊費 780 

19,737,000 

39,520 

・飲食費 558 28,272 

・土産・買物 1,266 64,143 

・その他 24 1,216 

資料：「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」2017年 3月を元に作成 
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２ 試算結果 

（１） ケース1 
 

③  初期投資 

・静岡市内の公共工事による初期投資がもたらす静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支出額 
直接効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

建設 

投資額 
15,320 15,320 22,543 19,036 3,507 1.47 1.24 0.23 11,296 2,203 244 

・ケース1の建設による経済波及効果は、22,543百万円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに2,203人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、244百万円が静岡市の収入となることが想定される。 

 

④  供用開始後（静岡市内イベントにおけるアンケート結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支出

額 

直接効

果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 152 152 220 186 34 1.45 1.22 0.23 139 21 3 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（アリーナ興行） 
258 243 347 301 46 1.43 1.24 0.19 196 35 3 

来場者消費支出 

（アリーナプロスポーツ） 
549 498 714 619 95 1.43 1.24 0.19 402 70 7 

来場者消費支出 

（アリーナMICE） 
2,477 1,574 2,279 1,965 313 1.45 1.25 0.20 1,297 203 23 

来場者消費支出 

（大・中ホール興行） 
2,183 2,056 2,940 2,552 388 1.43 1.24 0.19 1,655 293 29 

来場者消費支出 

（大ホールMICE） 

（大・中ホール市民利用） 

2,788 1,772 2,565 2,212 353 1.45 1.25 0.20 1,460 229 26 

合計 8,489 6,379 9,186 7,937 1,249 1.44 1.24 0.20 5,227 860 93 

・ケース1の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり9,186百万円

と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに860人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり93百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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⑤  供用開始後（観光庁統計資料に基づく算出結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 152 152 220 186 34 1.45 1.22 0.23 139 21 3 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（アリーナ興行） 
411 364 521 452 69 1.43 1.24 0.19 294 52 5 

来場者消費支出 

（アリーナプロスポーツ） 
1,065 906 1,300 1,126 174 1.43 1.24 0.19 735 128 13 

来場者消費支出 

（アリーナMICE） 
2,185 1,717 2,473 2,139 334 1.44 1.25 0.19 1,405 234 25 

来場者消費支出 

（大・中ホール興行） 
3,479 3,081 4,413 3,825 588 1.43 1.24 0.19 2,492 438 44 

来場者消費支出 

（大ホールMICE） 

（大・中ホール市民利用） 

2,459 1,933 2,784 2,407 376 1.44 1.25 0.19 1,582 264 28 

合計 9,836 8,238 11,832 10,237 1,595 1.44 1.24 0.19 6,724 1,147 118 

・ケース1の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり11,832百万

円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに1,147人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり118百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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（２） ケース2 
 

⑥  初期投資 

・静岡市内の公共工事による初期投資がもたらす静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支出額 
直接効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 

(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

建設 

投資額 
16,701 16,701 24,575 20,752 3,823 1.47 1.24 0.23 12,314 2,401 266 

・ケース2の建設による経済波及効果は、24,575百万円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに2,401人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、266百万円が静岡市の収入となることが想定される。 

 

⑦  供用開始後（静岡市内イベントにおけるアンケート結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 68 68 98 83 15 1.45 1.22 0.23 62 9 2 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（アリーナ興行） 
3,610 3,400 4,863 4,221 642 1.43 1.24 0.19 2,738 484 48 

来場者消費支出 

（アリーナプロスポーツ） 
549 498 714 619 95 1.43 1.24 0.19 402 70 7 

来場者消費支出 

（アリーナMICE） 
2,477 1,574 2,279 1,965 313 1.45 1.25 0.20 1,297 203 23 

来場者消費支出 

（大・中ホール興行） 
2,183 2,056 2,940 2,552 388 1.43 1.24 0.19 1,655 293 29 

来場者消費支出 

（大ホールMICE） 

（大・中ホール市民利用） 

2,788 1,772 2,565 2,212 353 1.45 1.25 0.20 1,460 229 26 

合計 11,758 9,453 13,580 11,754 1,826 1.44 1.24 0.19 7,692 1,298 136 

・ケース2の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり13,580百万

円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに1,298人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり136百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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⑧  供用開始後（観光庁統計資料に基づく算出結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

(単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 

付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 68 68 98 83 15 1.45 1.22 0.23 62 9 2 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（アリーナ興行） 
5,755 5,097 7,299 6,327 972 1.43 1.24 0.19 4,122 724 72 

来場者消費支出 

（アリーナプロスポーツ） 
1,065 906 1,300 1,126 174 1.43 1.24 0.19 735 128 13 

来場者消費支出 

（アリーナMICE） 
2,185 1,717 2,473 2,139 334 1.44 1.25 0.19 1,405 234 25 

来場者消費支出 

（大・中ホール興行） 
3,479 3,081 4,413 3,825 588 1.43 1.24 0.19 2,492 438 44 

来場者消費支出 

（大ホールMICE） 

（大・中ホール市民利用） 

2,459 1,933 2,784 2,407 376 1.44 1.25 0.19 1,582 264 28 

合計 15,096 12,886 18,488 16,009 2,479 1.43 1.24 0.19 10,475 1,808 184 

・ケース2の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり18,488百万

円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに1,808人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり184百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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（３） ケース3 
 

⑨  初期投資 

・静岡市内の公共工事による初期投資がもたらす静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支出額 
直接効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

建設 

投資額 
11,352 11,352 16,704 14,105 2,599 1.47 1.24 0.23 8,370 1,632 181 

・ケース3の建設による経済波及効果は、16,704百万円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに1,632人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、181百万円が静岡市の収入となることが想定される。 

 

⑩  開始後（静岡市内イベントにおけるアンケート結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 4 4 6 5 1 1.45 1.22 0.23 4 1 0 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（アリーナ興行） 
3,610 3,400 4,863 4,221 642 1.43 1.24 0.19 2,738 484 48 

来場者消費支出 

（アリーナプロスポーツ） 
549 498 714 619 95 1.43 1.24 0.19 402 70 7 

来場者消費支出 

（アリーナMICE） 
1,703 1,083 1,567 1,351 216 1.45 1.25 0.20 892 140 16 

来場者消費支出 

（中ホール興行） 
175 165 236 205 31 1.43 1.24 0.19 133 24 2 

来場者消費支出 

（中ホール市民利用） 
1,538 978 1,415 1,220 195 1.45 1.25 0.20 806 126 14 

合計 7,663 6,212 8,922 7,724 1,198 1.44 1.24 0.19 5,052 855 89 

・ケース3の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり8,922百万円

と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに855人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり89百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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⑪  供用開始後（観光庁統計資料に基づく算出結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

(単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 4 4 6 5 1 1.45 1.22 0.23 4 1 0 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（アリーナ興行） 
5,755 5,097 7,299 6,327 972 1.43 1.24 0.19 4,122 724 72 

来場者消費支出 

（アリーナプロスポーツ） 
1,065 906 1,300 1,126 174 1.43 1.24 0.19 735 128 13 

来場者消費支出 

（アリーナMICE） 
1,503 1,181 1,701 1,471 230 1.44 1.25 0.19 966 161 17 

来場者消費支出 

（中ホール興行） 
280 248 355 307 47 1.43 1.24 0.19 200 35 4 

来場者消費支出 

（中ホール市民利用） 
1,357 1,066 1,536 1,328 208 1.44 1.25 0.19 873 146 15 

合計 10,047 8,586 12,317 10,666 1,650 1.43 1.24 0.19 6,977 1,205 123 

・ケース3の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり12,317百万

円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに1,205人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり123百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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（４） ケース4 
 

①  初期投資 

・静岡市内の公共工事による初期投資がもたらす静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支出額 
直接効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

建設 

投資額 
8,277 8,277 12,179 10,285 1,895 1.47 1.24 0.23 6,103 1,190 132 

・ケース4の建設による経済波及効果は、12,179百万円と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに1,190人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、132百万円が静岡市の収入となることが想定される。 

 

②  供用開始後（静岡市内イベントにおけるアンケート結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 

付加価値 

誘発額 

雇用誘

発数

(人) 

市民

税 

誘発

額 (B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 99 99 143 121 22 1.45 1.22 0.23 90 14 1 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（大・中ホール興

行） 

2,232 2,102 3,006 2,609 397 1.43 1.24 0.19 1,693 299 29 

来場者消費支出 

（大ホール

MICE） 

（大・中ホール市

民利用） 

3,479 2,211 3,201 2,760 440 1.45 1.25 0.20 1,822 285 33 

合計 5,894 4,496 6,472 5,592 879 1.44 1.24 0.20 3,682 609 65 

・ケース4の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり6,472百万円

と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに609人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり65百万円が静岡市の収入となることが想定される。 
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③  供用開始後（観光庁統計資料に基づく算出結果参照） 

・静岡市内のイベント開催による静岡市への経済波及効果として以下に示す。 

  (単位：百万円、倍、人） 

  

総支 

出額 

直接 

効果 

(A) 

経済波及効果 

（生産誘発額） 
誘発効果 付加価値 

誘発額 

雇用誘発

数(人) 

市民税 

誘発額 
(B) 1次 ２次 (B/A) 1次 ２次 

事業者運営支出 99 99 143 121 22 1.45 1.22 0.23 90 14 1 

来場者消費支出 

（駐車場使用料） 
84 84 122 102 20 1.45 1.22 0.23 77 11 1 

来場者消費支出 

（大・中ホール興行） 
3,558 3,150 4,512 3,911 601 1.43 1.24 0.19 2,548 447 45 

来場者消費支出 

（大ホールMICE） 

（大・中ホール市民利用） 

3,069 2,412 3,474 3,004 470 1.44 1.25 0.19 1,974 329 35 

合計 6,810 5,746 8,251 7,138 1,112 1.44 1.24 0.19 4,689 801 83 

・ケース4の施設でイベントを開催したことによる経済波及効果は、1年間当たり8,251百万円

と算出される。 

・また、雇用誘発数として、新たに801人の雇用の創出が想定される。 

・さらに、税収として、1年間当たり83百万円が静岡市の収入となることが想定される。 

（５） 試算結果総括 

・各ケースについて、初期投資及び供用開始後の各段階における、経済波及効果、雇用誘発数、

市民税誘発額を以下に示す。いずれのケースにおいても、本事業の事業化によって本市に経

済波及効果をもたらすことが期待できる。 

・なお、供用開始後については、静岡市内開催イベント時のアンケートを参照した結果より、

観光庁統計資料を参照した結果の方が、いずれの項目でも大きい結果となった。 

・観光庁統計資料が対象とする「旅行者」は、目的地に主要観光地を含み、国内における日帰

り旅行・宿泊旅行を問わず、終日観光地を巡ることが想定される。 

・本事業においても単に新施設を整備し運営するに留まらず、周辺の観光地あるいは市内商店

街・飲食店街等との連携を図り、新施設への来場者が静岡都心地区内を回遊する仕掛けづく

りが上手く機能するならば、観光庁統計資料を参照した結果の経済波及効果が期待できる。 
 

 
ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

初期投資 

経済波及効果 22,543百万円 24,575百万円 16,704百万円 12,179百万円 

雇用誘発数 2,203人 2,401人 1,632人 1,190人 

市民税誘発額 244百万円 266百万円 181百万円 132百万円 

供用開始後 

（静岡市内開催 

イベント時アンケート） 

経済波及効果 9,186百万円 13,580百万円 8,922百万円 6,472百万円 

雇用誘発数 860人 1,298人 855人 609人 

市民税誘発額 93百万円 136百万円 89百万円 65百万円 

供用開始後 

（観光庁統計資料） 

経済波及効果 11,832百万円 18,488百万円 12,317百万円 8,251百万円 

雇用誘発数 1,147人 1,808人 1,205人 801人 

市民税誘発額 118百万円 184百万円 123百万円 83百万円 

 

 

 

 

  



104 

 

第７章 まとめ 

１ 駿府町地区文化・スポーツを核としたまちづくり懇話会意見 

・本調査において組成した懇話会から、まちづくり、新施設のあり方、施設整備・運営、駐車

場のあり方のそれぞれの項目に関し、次表に挙げる事項の指摘を受けた。 

 

項目 事業推進に向けての指摘事項 
１ まちづくり ①静岡市の交流人口の受け皿となるとともに、地域経済を支えることが期待で

きる。 

②大規模集客装置を整備することで、来館者が静岡都心を回遊することにつな

がり、まちなかの活性化が期待できる。 

③静岡市は、市民や周辺地域住民にとっては、買い物のための商業都市に過ぎ

ず、この点について改善が必要である。 

④今ある姿が決して正しいわけではなく、数十年後の将来も見据え、静岡市と

してどう位置づけるかが重要である。 
⑤これからは、客は「もの」を買いにまちなかに来るのではなく、「こと」を

求めて来る。そのため、本件の取組みは歓迎したい。 

⑥イベントに来た人に対し、静岡駅と新施設との間にあるエリアでどのように

お金を落としてもらうか、工夫が必要である。 
⑦行政と民間事業者の果たすべき役割分担について様々な組み合わせがある。

静岡市ならではのスマート・ベニュー®の概念を検討してもらいたい。 
⑧ライブという目的を持って来る人に対し、回遊性を持たせるための工夫が必

要だろう。 
⑨周辺商店街の営業時間をイベントに合わせて延長する、半券で駐車場料金を

割引にするなど、地元とのコラボレーションも重要である。 
⑩エリア全体の収益化を目指すにあたっては様々なステークホルダーがおり、

それぞれの想いを実現していく必要がある。 

⑫駅から施設までの動線については、他の部署とも連携しながら検討すること

が来年度の課題である。 

⑬今後は施設単体で考えるのでなく、まちの活性化とセットで考えていくこと

が重要である。 

⑭地域のキャッシュフローを活性化するためには、今後、コンテンツ産業が重

要になる。そのコンテンツ産業は飲食・宿泊等周辺産業への経済波及が期待

でき、その波及の起点となる施設に対して公共投資を行うことには一定の妥

当性がある。 

⑮ストックマネジメントの観点から、このアリーナを作ることで他の施設をど

うするのか整理していく必要がある。 

⑯地域の人を入れて、地域がいかに稼ぐかという観点でどういうコンテンツを

ターゲットにしていくか議論してもらいたい。 

２ 新施設のあり方 ①スマート・ベニュー®の概念を取入れた持続可能な施設とするために「稼げ

る施設」「選ばれる施設」を目指すことが重要である。 
②「稼げる施設」「選ばれる施設」とするためには、諸室構成やアクセスの検討

が重要である。 

③商業以外のイベントやエンターテインメント、プロスポーツという新しいコ

ンテンツに期待したい。 
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④文化とスポーツが共存し、地域を盛り上げていくにはどのような形態の施設

がよいのかという考え方が重要。 
⑤市民目線でのプロジェクト、市民からサポートされるべきプロジェクトであ

るべき。 
⑥コストダウンできる技術や効率的にできる技術など、技術も進歩している。

海外施設を参考にすることも含め、幅広く検証してもらいたい。 
⑦お堀の中という希少な空間であるため、景観の観点も考慮すべきである。 
⑧計画地は静岡市民にとって重要で思い入れがあるため、土地の風土に合わせ

たデザインが求められる。文化歴史に溶け込んだ施設を整備してほしい。 
⑨市の財政負担を合わせて検討し、計画だけ進むことのないようにすること。 

⑩地域産業への波及効果を期待して行政が先行投資するという姿勢を記載して

もらいたい。 

⑪敷地としては、お堀の中にあるということで、敷地面積等の制約や駐車場の

課題があるものの、それ以上に価値がある敷地だろう。コンテンツや運営方

法などについて来年以降の基本構想の中で詰めていってもらいたい。 

３ 施設整備･運営 ①大ホール・中ホール・アリーナ全ての機能を備えるケースは、ゆとりがない

ため、利用勝手が悪く、選ばれない施設になってしまう懸念がある。 
②市民利用の場を整備することは極めて重要であるが、中ホールの代替の可能

性について精査する必要がある。 
③エコパアリーナという競合施設がある中、席数の違いは主催者のチケット収

入の違いとなり、「選ばれる施設」に影響しかねないため、席数の決定に当

たっては、更にサウンディングを重ねる必要がある。 
④運用面からの観点も含めて、諸室の構成について精査する必要がある。 
⑤コストを抑えつつも、来場者に非日常空間を味わってもらえるような施設を

目指すべきである。 
⑥現状より多くの観客が訪れることになるのであれば、周辺の歩道や車道の環

境整備についても検討する必要がある。 
⑧入場待機列や物販待機列のためのスペースなど、施設の中に限らず施設周辺

の空間についても検討する必要である。 
⑨ランニングコストの縮減に繋がるよう「選ばれる施設」「稼げる施設」を目指

す必要がある。 

⑩観客と選手・演者、関係者の動線確保は非常に重要な観点である。 

⑪今後は施設のベストミックスを検討いただきたい。控室と会議室を融合する

などバックヤードの融合化を検討し床面積の問題を解決してもらいたい。 

⑫敷地面積等の色々な制約がある中で、一つの敷地に機能が集約しすぎている。

何らかの機能を削るということも重要な決断である 

⑬貸館にとどまらず自主事業の想定も必要である。 

⑭今後はアリーナの競合も激しくなることが想定されるため、選ばれるアリー

ナとなるような施設にしてもらいたい。 

⑮休館期間（利用停止期間）における施設利用者の域外流出や、市内の他施設

への配慮も必要。 
４ 駐車場のあり方 ①大規模な施設の整備を検討するのであれば、敷地内に駐車場を整備すること

を検討する必要がある。 
②駐車場を整備すると会場に車で来て、すぐに帰ってしまい回遊性に繋がらな

いため、公共交通機関の利用促進等を検討すべき。 
③市民文化会館に車を集めるのはかえって危険で、周辺に置いて歩いてきても

らうようにするほうが安全である。どこかに大きな駐車場を整備するという

よりは、小さな駐車場を組織化し、歩いてくる間に何らかの消費が生まれる
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ことを期待したい。 
④公共交通機関の誘導や送迎車両への対応などについても検討する必要があ

る。 

⑤駐車場がない場合のデメリットという観点についても来年度以降にぜひ検討

してもらいたい 

⑥駐車場だけでなく駐輪場についての議論もあるとよい 

⑦駐車場のシステム化は進めていくべきだと思う。 

⑧静岡市民は他の地方都市と比較してまちなかに車で来ていない。交通分担量

調査を踏まえて検討していく必要がある 
 

２ 新施設の立地可能性 

・本調査では、ホールにアリーナを加えた施設を前提に、まちづくりや芸術文化の振興の観点、

市民ニーズ、そして事業者目線から、新施設の必要性とあり方、位置づけ、整備方針を検討

し、その整備方針を踏まえた整備・運営計画のモデルケースを設定してきたところある。 

・そして、新施設をスマート・ベニュー®の概念を取り入れた施設と位置づけ、モデルケース

ごとに民間活力導入の効果、事業性の評価、そして周辺への経済波及効果を検証した。 

・第５章での定量的評価からは、官民連携手法導入の効果が見込めたところであり、当該手法

による財政負担額は、アリーナを加えた新施設を整備することで初期投資に対する負担（施

設整備費）は大きくなるものの、アリーナ部分において維持管理・運営費を上回る収入があ

ることで、ホールを含む新施設全体に係る単年度の財政負担を軽減できることが把握できた。 

・また、「第６章 経済波及効果の検討」では、新施設が整備されることで、交流人口増、周辺

地域への経済波及、雇用創出といった効果があることが検証された。 

・これまでの検討から、今後も様々な点からさらなる検討は必要となるものの、新施設が『市

民の芸術文化の拠点・新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツの拠点としてまち

の中核となり、それにより市内外から人を惹きつけ周辺に賑わいと経済波及をもたらす施設』

として、また『ホールとアリーナを複合化することでランニングコストの軽減が図られる』

として、その可能性を確認できたと言える。 

３ 今後の検討 

本事業の推進に向け以下の事項を引き続き検討していくことが必要である。 

〔まちづくり〕 

 施設単体ではなく地域全体で経済効果を享受し活性化していくための取組みや周辺
施設との連携 

〔新施設のあり方〕 

 さらなる財政負担抑制、自立的な経営を目指した「稼げる施設」「選ばれる施設」
としてのあり方の追求 

 ストックマネジメントの観点からの新施設整備の意義 

〔施設計画・運営〕 

 敷地に制約があるなかでの施設構成の再検討 

 会議室や控室等諸室の効率的な運用を前提とした床面面積の削減 

 来館者、演者・選手、運営スタッフ、メディアなど関係者の動線を分けて確保 
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 施設周辺の環境整備 

 ランニングコストの削減と自主事業等による収入増の工夫 

 休館による影響に配慮 

〔駐車場のあり方〕 

 静岡都心地区内の交通分担率等を踏まえた現実的な必要台数の把握 

 駐車場が不足する場合のデメリットの再検討 

 駐車場のシステム化等、周辺地域の駐車場との連携方策 

４ 事業スケジュール 

想定されるスケジュールは以下のとおりである。 
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本調査のとりまとめ ① 

 

新施設の位置付け 

スマート・ベニュー®の概念を取り入れた施設として位置付ける。 

周辺のエリアマネジメントを含む、複合的な機能を組み合わせた持続可能な交流施設として位置付ける 

 市内外から人を惹きつけ、周辺エリアに人を巡らし、経済効果をもたらす、まちの中核に位置付ける。 

 市民の芸術文化の拠点、新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツの拠点として位置付ける。 

 

整備の方向性 

スマート・ベニュー®として機能させるために必要な施設を次のとおり整備する 

 ホール ：興行利用を想定した2,000席規模と市民利用を想定した800席規模で、付帯機能を備え、研修・大会利用ができる施設 

 アリーナ：5,000席以上のコンサート鑑賞、プロスポーツ観戦、全国大会・地方大会ができる規模で、付帯機能を備え大会・展示会利用が

できる施設 

 

新施設の整備方針 

「スマート・ベニュー®の概念を取り入れた、2,000席規模のホール、800席規模のホール、5,000席以上のアリーナ」を整備する 

計画地における文化・スポーツ施設整備の必要性  

 人、特に次世代を担う若年層を惹きつける地域の新たな魅力を発信する施設が求められる。 

 従来からの地域の魅力と新たな地域の魅力を結び、交流の拠点として機能する施設が求められる。 

 計画地が街なかに位置する優位性を活かし、コンパクトシティの中核として、また人を惹きつけ周辺へ巡らす集客装置としての施設が求め
られる。 

 現静岡市民文化会館の機能を引き継ぎ市民の芸術文化活動の向上に貢献するとともに、新たにエンターテイメント性の高い文化・スポーツ
を提供する施設が求められる。 

 新たなエンターテイメント性の高い文化・スポーツをしずおか文化として発信する施設が求められる。 
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本調査のとりまとめ ② 

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 

配置図兼一階平面図     

施設整備費 

（解体含む・百万円・税抜） 

ホール アリーナ 合計 ホール アリーナ 合計 ホール アリーナ 合計 ホール 
 

合計 

8,986 

～ 

9,633 

6,334 

～ 

6,448 

15,320

～

16,081 

8,839 

～ 

9,469 

7,862 

～ 

8,006 

16,701 

～

17,475 

3,687 

～ 

3,922 

7,665 

～ 

7,804 

11,352

～

11,726 

8,277 
 

8,277 

（
百
万
円
・
税
抜
） 

単
年
度
収
支
（
※
１
）

維持管理・運営費 
327 118 445 320 151 471 144 148 292 288 

 
288 

収入 
234 82 316 234 191 425 125 178 303 201 

 
201 

差額 
▲93 ▲36 ▲129 ▲86 40 ▲46 ▲19 30 11 ▲87 ― ▲87 

（
百
万
円
・
税
込
） 

官
民
連
携
の
効
果
（
※
２
）

従来型公共工事 21,051 21,467 13,808 11,641 
B ＰＦＩ手法 20,131 20,437 13,267 11,179 
C 財政負担削減額（A-B） 920 1,030 541 462 
D 財政削減（C/A×100） 4.37％ 4.80％ 3.92％ 3.96％ 

※１官民連携手法により実施した場合の額 

※２官民連携効果の算定は税込額とした（消費税率10%） 
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本調査のとりまとめ ③ 

 

 

 

 

 

 

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（年間来館者数） 709,320人 956,320人 629,520人 472,059人 

経
済
波
及
効
果 

初
期
投
資 

経済波及効果 22,543百万円 24,575百万円 16,704百万円 12,179百万円 

雇用誘発数 2,203人 2,401人 1,632人 1,190人 

市民税誘発額 244百万円 266百万円 181百万円 132百万円 

（
ア
ン
ケ
ー
ト
） 

供
用
開
始
後 

経済波及効果 9,186百万円 13,580百万円 8,922百万円 6,472百万円 

雇用誘発数 860人 1,298人 855人 609人 

市民税誘発額 93百万円 136百万円 89百万円 65百万円 

（
観
光
庁
統
計
資
料
） 

供
用
開
始
後 

経済波及効果 11,832百万円 18,488百万円 12,317百万円 8,251百万円 

雇用誘発数 1,147人 1,808人 1,205人 801人 

市民税誘発額 118百万円 184百万円 123百万円 83百万円 


