
（令和２年 10月 15 日発表） 

ストリートを憩いの場へ Change!! 

道路空間を活用した賑わい創出に向けた取組 

＜第４弾＞追手町音羽町線空間活用エリアお披露目会 

◆ アピールポイント

10 月 17 日（土）13 時から、空間活用エリアお披露目会の開

催と併せ、追手町音羽町線の水辺デッキが新たな憩いの場として開

放されます。（詳細別紙） 

◆ 日時・期間 

空間活用エリアお披露目会の開催 

令和２年 10 月 17 日（土）13：00～（荒天（※）の場合は中止） 

※ 当日 8：00 時点で静岡市南部に大雨又は強風注意報以上が

発令されていた場合、中止とします 

◆ 場   所 
追手町音羽町線 水辺デッキ周辺エリア 

（静岡市葵区追手町９番 15 北側地先） 

◆ 出 席 者 別紙のとおり 

◆ 内 容 な ど 

空間活用エリアお披露目会では、都市再生推進法人『御伝鷹まち

づくり株式会社』より、今後の空間活用計画（県内初となる道路内

への飲食施設の設置予定）の説明が行われるほか、エリア名称、ロ

ゴの発表が行われます。 

 また、当日はテープカットの実施と共に、水辺デッキ上にオープ

ンカフェ形式でテーブルとイスを設け、参列者にお茶を提供するこ

とで、テラス席での飲食体験をしていただく予定です。 

※ デッキ上に設置したオープンカフェ形式のテーブルとイスは、

お披露目会の終了後、16：00 まで継続設置予定です 

※ 翌日 10 月 18 日（日）は、キッチンカー３台による飲食の販

売を予定しています 

＜第２弾＞北街道オープンテラス 

近接する北街道線では、「北街道まちづくり連絡会」が中心とな

り、沿線の各店舗が店先１ｍの歩道空間を活用し、店内の３密回避

と通りの賑わい創出に向けた取組みを実施しています。 

（実施期間：令和２年 10 月１日～令和２年 11 月 30 日） 

別紙資料  有                       

ぜひ取材をお願いします 

【問合せ】都市計画課 (静岡庁舎７階)  

電話 ０５４－２２１－１４０６ 

【空間活用に係る問合せ】御伝鷹まちづくり㈱ 

電話 ０９０－１７８９－６６９５ 

報道資料 



市道追手町音羽町線『空間活用エリアお披露目会』 別紙

＜出席者＞ 

所属 氏名 
1 御伝鷹（みてた）まちづくり株式会社 代表取締役 関川清明（せきがわきよあき）

2 静岡市 市長部局 副市長 本田武志（ほんだたけし）

3 静岡市 都市局長 宮原晃樹（みやはらこうき）

4 地元選出議員 丹沢卓久（たんざわたかひさ）

5 追手町町内会長 原基巳雄（はらきみお）

6 伝馬町自治会長 森慎吾（もりしんご）

7 御幸町町内会会長 齋藤正美（さいとうまさみ）

8 鷹匠一丁目自治会長 日吉章（ひよしあきら）

9 伝馬町発展会長 塚本雅英（つかもとまさひで）

10 御幸町発展会長 宮島信也（みやじましんや）

11 鷹匠一丁目商業発展会長 杉山暁雄（すぎやまとしお）

12 けやき通り発展会長 深尾茂（ふかおしげる）

13 静鉄プロパティマネジメント株式会社 専務取締役 小坂征広（こさかまさひろ）

＜タイムスケジュール＞ 

12：30 受付開始 

13：00 開会 

13：08 静岡市 本田副市長挨拶 

13：10 御伝鷹まちづくり㈱ 関川代表 

13：15 追手町 原自治会長挨拶 

13：20 けやき通り 発展会長挨拶 

13：25 空間活用計画の説明、愛称・ロゴマーク発表 
（御伝鷹まちづくり㈱・静鉄プロパティマネジメント㈱） 

13：32 テープカット 

13：37 参加者・一般客によるテラス席での飲食体験 
（個別取材対応を想定） 

13：45～14：00 閉会（様子を見ながら適宜閉会） 

＜当日のレイアウト図＞

ロゴ入りのお茶を提供

お茶の緑が見える 
クリアカップを想定

水辺デッキからの展望
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追手町音羽町線 空間活用のお知らせ
～10/17（土）から水辺デッキが開放されます～

水辺デッキとその周辺道路整備が完了しました

空間整備着手前（平成30年４月時点）

10月17日（土）13:00～ 空間活用エリアのお披露目会を開催します！

開放された水辺デッキは、訪れた人が憩える場所になるよう、都市再生推進法人『御伝鷹まち
づくり株式会社』により、イベント広場としての活用やキッチンカー等の営業が行われます。

イベント広場の利用をご検討の方は、都市再生推進法人『御伝鷹まちづくり株式会社』までご
連絡下さい。（裏面の『お問い合わせ先』参照）

中央デッキから望む石垣 歩道空間の拡幅、自然石・石畳風の道路舗装 東デッキからの景観

影のない写真に差替え

市道追手町音羽町線は、“おまち”から駿府城公園や歴史文化施設への玄関口で、
『歴史文化の誘い道』として、お堀の石垣、水辺、桜など優れた景観を有するエリアです。
平成27年度から官民連携で空間活用の検討を進めてきた『追手町音羽町線』について、
水辺デッキ等の整備完了と併せ、令和2年10月17日から空間活用エリアが開放されます！

10月17日（土）13時、空間活用エ

リアお披露目会の開催と併せ、水辺
デッキが開放されます！

当日は、都市再生推進法人より、
今後の空間活用計画の説明、エリア
名称、ロゴの発表が行われます。

開放予定の水辺デッキ

空間整備完了後（令和２年10月12日時点）



◇お問い合わせ先◇

追手町音羽町線 空間活用検討協議会
事務局：静岡市 都市局 都市計画部 都市計画課

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 Tel.054-221-1406 Fax.054-221-1117

空間活用に係る問合せ：御伝鷹まちづくり株式会社 Tel.090-1789-6695

開催日時：令和２年７月30日（木）14：00～15：30

会 場：静岡市役所 第一委員会室

参 加 者：地元自治会長、発展会長、静岡市等、計30名

主な議題：（１）施設の配置計画について

（２）安全対策について

第10回 追手町音羽町線空間活用検討協議会について

市道 城内１号線の整備に係る今後の予定について

第10回 追手町音羽町線空間活用検討協議会では、
御伝鷹まちづくり株式会社が提案する空間活用計画が

示されたほか、安全対策について協議が行われました。

空間整備着手前の城内１号線 空間整備後のイメージ

現在、駿府城公園・歴史文化施設へのアクセス道
路として整備中の城内１号線は、【令和３年３月】に道
路工事が完了する見込みです。

車道２車線 車道１車線（北進一方通行）

ヒト中心の
道路空間の形成

⇒ 安全・快適

歴史文化の拠点施

設へ誘う、期待感
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【お問い合わせ先】静岡市役所 都市計画課 企画係 （静岡庁舎新館７階）
TEL：０54－221－1406（直通）FAX：054－221－1117

E-mail：toshi@city.shizuoka.lg.jp

各日 ８：３０－２２：００

北街道では、各店舗前の店先空間を活用した賑わいづくりを実施中です！

この機会に是非、お越しください！

２ １０ １ 木 ２ １１ ３０ 月令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

お店が歩道に出

てきたみたい！

通りの雰囲気が

変わるね！



実施箇所
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新静岡駅前から水落交差点までの区間で、各店舗前の店先空間を、沿道の各店舗が活用します。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

利用のルール

点字ブロック近辺を含む「歩行空間」を確保したうえで、店先空間1ｍを活用します。

みんなが気持ちよく利用できるように、マナーを守りましょう。

マスクの着用や咳エチケット、ソーシャルディスタンスを保ちましょう。

静岡市は、「北街道まちづくり連絡会」を支援しています。

歩いて楽しいまちを目指す静岡市では、「北街道まちづくり連絡会」を支
援しています。「北街道まちづくり連絡会」とは、地元自治会長や商店街会
長などで構成する地域の窓口となる組織です。

静岡市は、この北街道まちづくり連絡会を通じて、道路空間の再整備の内
容や、賑わい創出に向けた取組内容などについて、意見交換や情報共有を
図っています。

今後は、今回の社会実験の結果を検証し、北街道の日常的な賑わいの創出
に向けて、支援していきます。

店先空間を活用するにあたり、利用のルールをまとめました。

新型コロナウイルス感染症対策の新たな取組として注目されています

この取組は、３密を回避した取組として注目され、全国各地で取り組まれています。

※実施する各店舗には別途、注意事項を周知しています。



中心市街地活性化区域
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今だからこそ新しいまちづくりで賑わいの創出を。

ストリートを憩いの場へChange!!

呉服町通線・七間町通線 パークレット設置
（道路計画課）

【期間】９月25日 ３月31日（予定）
【内容】路上パーキングチケットを廃止した空間
に、歩行者向けの休憩施設を設置し、賑わいづ
くりへの貢献、交通への影響を検証する。

静岡駅北口地下広場 テストマーケティング
（広報課）

【期間】10月16日 11月15日（予定）
【内容】 該当箇所の空間活用について、今後の
方針を検討するためのテストマーケティング（飲食
及び特産菓子の販売、情報発信展示）を行う。

北街道 店先空間活用
（都市計画課）
【期間】10月１日 11月3０日（予定）
【内容】道路占用許可の緩和を受け、
北街道沿線店舗の店先の空間を活用
した賑わいづくりを行う。

追手町音羽町線賑わい空間創出事業
(都市計画課・市街地整備課)

【時期】10月17日から運用開始
【内容】都市再生推進法人による空間
活用を行う。令和３年春には民設民営
のカフェをオープン予定。

３
４

KUSANAGIまちなかオープンテラス
（草薙カルテッド）

【期間】８月21日 10月13日（予定）
【内容】道路占用許可の緩和を受け、草薙駅
通線（南口メインストリート）の店先空間で、新
しい生活様式に対応したオープンテラスを実施。
「新しい街の楽しみ方」を演出している。

静岡市役所

常磐公園
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コロナ禍の緊急措置を活用
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