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１．誘致予定場所について
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―誘致予定場所敷地概要―
用途地域：商業地域
建ぺい率：80％（地区計画）
容積率 ：300％（地区計画）
その他 ：防火地域・駐車場附置義務条例区域

駐輪場附置義務条例区域
－観客アクセス－
〇ＪＲ
所要時間：新幹線 東京駅 ～ 静岡駅 １時間

名古屋駅～ 静岡駅 １時間
在来線 静岡駅 ～ 東静岡駅 １駅3分

〇静岡鉄道
所要時間：新静岡駅～長沼駅 ５駅６分

新清水駅～長沼駅 ９駅15分
－搬入車両アクセス－
東名 ：静岡ＩＣ 7.2km12分 現地まで幹線道路
新東名 ：新静岡ＩＣ 7.3km12分 現地まで幹線道路

東静岡駅北口市有地（第１７街区（葵区東静岡１丁目２９番地他））は民間事業者等への
サウンディングにおいて、立地ポテンシャルを評価された。
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２．アリーナに関する検討経緯
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これまでの本市のアリーナ検討経緯

東静岡駅北口市有地に多目的アリーナ

東静岡地区新都市拠点整備事業総合整備計画

静岡・清水商工会議所会頭、自治会連合会会長、体育協会
会長から要望が提出（市・県宛て）

草薙体育館の東静岡地区への移転誘致の要望

静岡市長・議長が、静岡県知事・県議会議長宛て提出
（国際大会誘致可能な多目的アリーナ等）

東静岡地区への
多目的アリーナ施設の建設に関する要望

Ｈ３

Ｈ20

スタジアム+アリーナ(4000)+サブアリーナ+他商業施設

アリーナ＆スタジアムを核とした検討

Ｈ26

・文化会館の再整備に合わせたアリーナの検討
・市民アンケートの実施

駿府町地区文化・スポーツ施設の検討

Ｈ28
Ｈ29

市民文化会館との複合化（アリーナ＋ホール）の
可能性について調査

駿府町地区文化・スポーツ施設の整備方針

Ｈ30

有識者に
よる検討

令和元年度

アリーナ候補地に関する調査

（調査内容）
・関係者ヒアリング

・先進地調査 等

平成30年度の整備方針

・市民の期待を確認 （市民アンケート）

・民間の需要を確認 （市場調査）

・交流人口増加に効果 （経済波及効果）

・地域経済・税収への波及効果を確認

・アリーナの必要性を確認

・民間活力導入の可能性を目指す

・今後、ゆとりある敷地・アクセス性等を

考慮し整備場所を選定

（アリーナに関して）

東静岡駅北口市有地を
有力な候補地として調査

（令和２年度以降の主な調査）
・周辺環境への影響

・事業性

・建物ボリュームの増加によって、

周辺景観への影響が懸念

・ゆとり空間が減少し、施設の運営上支障

・「選ばれる施設」としての課題

・既存機能の維持が困難

・道路渋滞の発生

・長期休館による文化活動の停滞

（市民文化会館との複合化に関して）

①スマートベニューの実現

②利便性の高い交通アクセス

③まちとの連続性

④騒音・振動、交通問題等への対策

⑤観客・利用者が使いやすい広さ

⑥市有地

⑦事業性

・スポーツ庁の指針

・過年度調査（H30年度）



３．誘致予定場所の選定に向けた調査
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３-１．市民理解の醸成や市民ニーズの把握
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文化・ｽﾎﾟｰﾂを核としたまちづくりに関する調査ｱﾝｹｰﾄ結果（平成２９年度）

文化会館との複合化を検討する中で行った、13 歳以上の市民3,000 人を無作為抽出した
市民アンケートでは､新しい施設について、J-POP等のポピュラーミュージックのライブや演劇・
ミュージカル等のエンターテインメント性の高い芸術文化や最高峰のプロスポーツの観戦などが市
民に望まれた｡
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最高峰のプロスポーツ等が観戦できる

J-POP等ポピュラーミュージックのライブや

演劇・ミュージカル等、エンターテインメント性の

高い芸術文化を鑑賞できる

そう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

“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、
新しい施設でどのようなことができるとよいか

出典：文化・ｽﾎﾟｰﾂを核としたまちづくりに関する調査ｱﾝｹｰﾄ結果
実 施 日：平成29年9月4日～9月19日
実施方法：13 歳以上の市民3,000 人等間隔無作為抽出
実 施 数：発送3,000通、有効回答1,081票（36％）
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アリーナ整備に関する市民理解の醸成のため開催した地元勉強会の概要（令和２年度）

地域住民、地元企業、大学生、高校生などを対象として開催した地元勉強会では､若年層から
好意的な意見が寄せられた一方、渋滞などの交通課題が強く挙げられた｡

項目 内容

第１回

 大阪成蹊大学 経営学部スポーツマネジメント学科 菅准教授に、アリーナのトレンド等について講演いただいた。
 計48名の参加があり、学びや気づきがあったという意見が寄せられた。
 また、アリーナ誘致において、特に渋滞等交通面の課題や不安に対する意見が寄せられた。

第２回

 ㈱サンデーフォークプロモーション 静岡事務所長 中川氏に、アリーナにおけるエンターテインメント「ライブ・コンサート等
の市場環境や東海地方、静岡県、候補地におけるポテンシャル、課題や可能性」について、座談会を開催いただいた。

 計25名の参加があり、アリーナを誘致することへの期待が寄せられた。
 一方、アリーナを誘致することにより、派生する交通課題を中心とした周辺環境への影響（デメリット）の対策、新

型コロナウイルス感染症の影響が及んでいる中でも需要が想定できるか、市経済への影響等について、今後検討を
要請する意見が寄せられた。

候補地を活用したアリーナ及び諸機能の誘致において、
地域住民の生活に支障をきたさない条件、交通対策案が重要となる



市民（在住者、通勤・通学者）などを対象として開催した市民ワークショップでは､アリーナで様々
なイベントが開催され、周辺の賑わいが創出されることが望まれるとともに、そこに住む人にとっても
安全・安心なまちづくりが求められた｡

項目 内容

第１回
（R３.12.21）
計23名参加

 「10年後の東静岡を考える」をテーマとし、10年後の東静岡のまちの姿を描くため、「どのようなまち」になり、「どのような
こと」が行われている良いかを考え、メンバーが一定時間ごとにローテーションして入れ替わるワールドカフェ方式で実施

 参加者からは「東静岡ならではの魅力・個性のあるまち」「回遊性のある南北一体感のあるまち」「安全で安心なま
ち」「幅広い世代がいつまでも住み続けられるまち」などの意見が出された。

 終了後のアンケートでは、「スポーツや文化のまちづくりが進むことで、東静岡が魅力あるまちになると思うか」という
問いに対し、6割強の参加者が「非常にそう思う」「そう思う」と回答。

第２回
（R4.1.11）
計25名参加

 「もし東静岡にアリーナがあったら」をテーマに、５つの班に分かれ、班ごとにテーマを設定し、意見交換を実施
 アリーナでのイベントでは、「プロスポーツや音楽イベント、多様なイベントを観たい」という意見、周辺地域との連携で

は、「地域の防災拠点」「近隣への配慮」、アリーナの効果として、「静岡・東静岡のイメージアップ」「地域経済の活
性化や雇用創出」「賑わい創出」などの意見が挙げられました。

 終了後のアンケートでは、「東静岡にアリーナがあることで、東静岡周辺エリア全体の魅力が向上すると思うか」とい
う問いに対し、７割強の参加者が「非常にそう思う」「そう思う」と回答。

第３回
（R4.1.21 中止）
総括アンケート

 第３回は新型コロナウイルスの影響により、集合型での開催を見送り、フォローアップアンケートを実施
 「ワークショップを通じて、東静岡やアリーナへの関心が高まったか」という問いに対し、８割強の参加者が「非常にそ

う思う」「そう思う」と回答。
 「東静岡にアリーナがある未来に期待が持てるか」という問いに対し、６割強の参加者が「非常にそう思う」「そう思う」

と回答。
 「今後もワークショップを開催した場合、参加したいか」という問いに対し、８割強の参加者が「非常にそう思う」「そう

思う」と回答。

アリーナ誘致に関する市民意見を聴取するため開催した市民ワークショップの概要（令和３年度）



３-２．各種環境調査の結果
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地歴調査の概要

【地歴調査】資料調査・現地調査の結果、汚染のおそれに関する情報は認められなかった。 今後、
民間主導でアリーナを整備する場合には、文化財保護法に基づく対応が必要となる｡

概要

 資料調査、現地調査により、候補地の地歴を明らかにしたが、調査の
結果、人為等由来の汚染のおそれに関する情報、自然由来の汚染の
おそれに関する情報、水面埋立てに用いられた土砂由来の汚染のおそ
れに関する情報は認められなかった。

 候補地は、全域が長沼遺跡包蔵地内に存在するため、民間主導でア
リーナを整備する場合には、民間事業者から工事着手60日前までに、
配置図、断面図等の資料を添えて静岡市に届出を行い、文化財保護
法に基づく、①発掘調査 ②工事立会 ③慎重工事 等の措置が決
定される。

文化財保護法に基づく措置項目 開発行為の類型

発掘調査

 ①工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合、②恒久的な建築物、道路その他の工作物を設置する場合、
③盛土、一時的な工作物設置等でそれが埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれがある場合。

 ①の場合では掘削により埋蔵文化財が破壊されるため、②の場合は工事によって埋蔵文化財が破壊されな
くても恒久的な建築物、道路その他の工作物が設置されることにより、相当期間にわたり文化財と人との関わ
りが断たれてしまうため、③の場合は、盛土による土圧等により埋蔵文化財が変形・損傷等の影響を受ける
おそれがあるため。

工事立会・慎重工事
 ①工事による掘削・盛土が遺構等の存在する層位に達しない場合、②既に行われた工事により損壊した範

囲内で工事が実施され、新たな影響が生じない場合、③盛土の厚さが薄く、地下への加圧の程度が少ない
と考えられる場合。

長沼遺跡と対象地の関係

文化財保護法に基づく必要な対応
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振動調査の概要

【振動調査】周辺に影響を与えない振動設計（予測計算）を行ったうえで、目標値を設定し、
想定できる範囲内で対策を施すことが重要となる（基本的に事前対策で対応）｡

概要

 周辺に及ぼす影響を抑えるため、振動の目標値は、『平成 27 年静岡
市告示第 527号』に定める振動レベルの公的規制基準、並びに日本
建築学会「居住性能評価のための環境振動設計の手引き」の道路交
通振動の場合を参考に、標準的なグレードとしてH-Ⅲとして示されて
いるレベルに設定する等の対応が求められる。

 振動による影響は、発生源と仮定するアリーナだけではなく、周辺建物
のアリーナとの距離や建築構造も踏まえて、振動レベルを予測計算し、
建築設計の段階で、上記の振動の目標値に収めるよう、配慮する必
要がある。

必要な対策の項目 内容
建物の構造設計で対策する

（地盤改良、杭基礎、床盤等）
 揺れやすい軟弱地盤上にアリーナを設計する場合は、地盤改良や杭基礎、または床盤を厚くする等の対

策を施し、地盤を伝搬して周辺建物に至る振動を低減する（事前対策）。

アリーナの床を防振床とする  振動源であるたてのり振動を振動源側で抑えることを目的に、アリーナの床を防振床とすることで振動を低
減する（事前対策）。

アリーナの床下（上げ床要）
に制振装置を設置 する

 たてのり振動を受けるアリーナの床下に制振装置を設けることで床の慣性力を制振装置の慣性力で打ち
消すことで振動を低減する（事前対策）。

アリーナ外周の地中に振動を
遮断するための壁や溝などを設ける

 振動源側であるアリーナと受振側の建物の間の地中に振動を遮断するための壁や溝などを設けることで、
振動の伝搬 経路を遮断する（事前・事後対策）。

受信側の建物に制振装置を設置する  受振側の建物の最上階や振動を抑えたい場所に制振装置を設けることで、建物に入ってきた振動エネル
ギーを制振装置で打ち消すことにより振動を低減する（事後対策）。

指標となる振動評価の目標（日本建築学会）

一般的な振動対策

不安感 不快 知覚

H-Ⅶ かなり不安を感じる かなり不快である

ほとんどの人が
知覚する

H-Ⅵ わりと不安を感じる わりと不快である

H-Ⅴ
あまり不安を感じない あまり不快でない

H-Ⅳ 大半の人が知覚する

H-Ⅲ

まったく不安を
感じない

まったく不快でない

大半の人が知覚しない

H-Ⅱ わずかな人しか
知覚しない

H-Ⅰ ほとんどの人が
知覚しない

評価の視点

評価レベル
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騒音調査の概要

【騒音調査】周辺に影響を与えない騒音設計（予測計算）を行ったうえで、目標値を設定し、
想定できる範囲内で事前対策を施すことが重要となる（基本的に事前対策で対応）｡

概要

 周辺に及ぼす影響を抑えるため、騒音の目標値は、『平成 27 年静岡市
告示第 526 号』 に定める騒音レベルの公的規制基準、並びに日本建
築学会が示す近隣建築物の室内居住環境の保全のための基準を設定
する。

 騒音による影響は、発生源と仮定するアリーナだけではなく、周辺建物のア
リーナとの距離や建築構造も踏まえて、騒音レベルを予測計算し、建築設
計の段階で、上記の騒音の目標値に収めるよう、配慮する必要がある。
また、音楽イベント等を踏まえ、ステージ位置等を工夫するなど、配置図・
平面図においても、周辺への影響を抑えるための工夫を講じる必要があ
る。

必要な対策の項目 内容
遮音性能(TL)基準以上を
有する躯体を構築する

 ロックコンサート、歓声等の騒音対策については、アリーナ建物の外壁材や屋根材は、騒音設計で算出した遮音性能
(TL)基準以上を有する躯体を構築する。（事前対策）。

配置・平面プラン等、運営
面で工夫する

 ステージ位置については、音楽イベント時のステージは、周辺の住宅地等への影響を考慮し、国道１号側に配置とし、
音響の広がる方向をJR線路側に向ける。（事前対策）。

 搬入・搬出車輛騒音対策については、入場場所、入場数制限、アイドリング禁止など不要騒音発生を防止するため、
配置計画・運営計画にて、現実の生活エリアへ配慮する必要がある。（事前対策）。

管理運営上の
工夫を行う

 入場整理のための拡声器による騒音は、拡声器に関する静岡県生活環境の保全等に関する条例第76条第１項
の基準を満たす配置や出力を踏まえて制限する。また、運営時は大きな音を発生させないよう、イベント主催者に求
める等、貸出時のレギュレーションを設定する必要がある。（事前・事後対策）。

項目 内容

機械室、
空調屋外機騒音

 近隣住居への障害影響事例はほとん
どない

搬入搬出車輛騒音  アイドリング騒音が想定され、文献等
により、60dB(A)程度と想定

観客による
発生騒音

 アリーナの入場者待機場所の会話や、
歓声が考えられ、商業地域の規制値
を考慮した騒音対策を講じる必要

アリーナ施設における騒音の発生源

一般的な騒音対策
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交通調査の概要（一部市場調査）

【交通調査】候補地は附置義務の駐車場のみとし、交通インフラを担う事業者との間で、公共交通
機関の利用を促進するなど、事前・事後の対策案（自動車類での来場者数の削減・分散）が重
要となる｡

概要
 東静岡大橋北交差点の一部車線においては、ピーク時の車線混雑度が

基準値を超えていたが、交通調査によれば将来の交差点処理は可能な
範囲に収まる可能性が高い。

 市場調査においては、観客用の駐車場をアリーナ候補地内に設置しない
場合でも、興行誘致に大きな影響はないという示唆が示された。

 将来的な交通集中発生量（イベント時の自動車利用台数）を必要な
駐車場台数とした場合、 周辺の駐車場を利活用することで、対応が可
能と想定され、周辺交通への影響を極力抑えるため、候補地の敷地内に
は附置義務程度の駐車場台数とすることが最善と考えられる。

 関連の交通インフラを担う事業者等との間で、公共交通機関の利用を促
進するなど、来場車両の減少及び来場時間の分散化の検討を今後も
続けていくこととする。

必要な対策の項目 内容

施設側で対応が
必要な事項

 イベント開催時には、公共交通機関の利用を呼びかけるよう、施設のレギュレーションを策定し、イベント主催者等への
貸出時のルールとする等。

交通関連事業者等との
協議が必要な事項

 公共交通の 臨時便・増便やシャトルバスの活用、予約制の駐車場の運用などについて、周辺の交通インフラを担う
事業者や駐車場を保有する施設等と、今後の実現可能性について、協議・調整を行っていく。

 パーク＆ライドなどにより、公共交通機関への転換を図ることなども想定される。

交通調査地点全体図

今後の検討・対策
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来館想定図

【参考】交差点解析を実施するための交差点調査地点の特定
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退館想定図

【参考】交差点解析を実施するための交差点調査地点の特定
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周辺類似施設の自動車分担率（※）とアリーナの交差点処理が可能な自動車分担率の比較

交差点処理が可能な自動車分担率を逆算して算出。近隣類似施設の実績から交差点処理は可
能な範囲に収まることが想定される。ただし、さらなる対策として前述のとおり、附置義務程度の駐
車場台数とし、公共交通機関の利用を推進することが望ましい｡

（※）5,000人以上の利用は特異値を除き実績がないため、近似値で算出

周辺類似施設大ホールのイベント規模（利用者数）

周辺類似施設自動車分担率
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アリーナ候補地内の駐車場の検討

交通調査の結果、市場調査の結果（事業性への影響確認）などを踏まえ、アリーナ候補地の敷
地内には附置義務程度の駐車場台数とする方向性が望ましいと想定される｡

交通調査の結果 市場調査の結果

• 主要プロモーター、プロスポーツチームなどから、観
客用駐車場がないことにより、事業への影響はな
いという意見が示された。

• ただし、興行などの主催者の駐車場は必須。

• 近隣大規模施設の駐車場、南口の県有地との
連携することが重要。

（※）東静岡駅周辺には、合計で約3,000台弱
の有料一時貸し駐車場

• 将来的にアリーナを誘致する場合、交通対策の観点から、
自動車類の発生量及び集中量は交差点処理可能な範囲
内に収める必要。

• 周辺類似施設の自動車分担率をベースにした交通調査に
よれば、将来の交差点処理は可能な範囲に収まる可能性
が高い。

• 可能な限り、アリーナ候補地周辺の交差点に負荷をかけないようにすることを基本とする。
• 交通渋滞を発生させない対策として、候補地敷地内の駐車場は附置義務程度の駐車場台数とする。
• さらには施設のレギュレーションや関係事業者との連携（来館者へのインセンティブ設計）により公共交通
機関の利用を促していく。



３-３．市場調査の結果
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３-４．市場調査を踏まえた施設規模の整理
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パターン毎の用途／スキーム／特徴

様々な業種の民間企業へのヒアリングを行った結果、施設規模は５パターンに整理された。
上記結果を踏まえ、パターン毎の需要をさらに精査するとともに、本年度はプロジェクトシミュレー
ションを実施している｡

パターン 1-1 1-2 2-1 2-2 3

概要 スポーツ観戦
5,000席以上

音楽イベント
6,500席以上
スポーツ観戦
5,000席以上

音楽イベント
8,000席以上
スポーツ観戦
7,000席以上

音楽イベント
9,000席以上
スポーツ観戦
8,000席以上

音楽イベント
10,000席以上
スポーツ観戦
9,000席以上

概
要

用途
•音楽イベントは想定せ
ず、プロスポーツ観戦、
エンタメイベント等を想
定

•音楽イベント、プロスポーツ観戦、エンタメイベント等を想定

スキーム
（仮）

特徴
•収益施設の併設が可能 •音楽イベント開催時は、

県内の同種類似施設
と同等の席数を確保す
ることが可能

•音楽イベント開催時は、県内の同種類似施設と同
等以上の席数を確保することが可能
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【参考】周辺環境_類似施設の基礎情報
基礎情報
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 駐車場

• 地上部への平面駐車での配置とした。
• 計画台数は、設置義務台数を基準に設営用大型
車両や大型バス等の駐車スペースを確保した配
置とした。

• なお、国道１号の混雑を考慮し、車両進入口を
JR線路側道路側に配置した。

 建物配置

• JR東静岡駅からの来場者アクセスを前提とし、
東静岡駅／駅前ロータリー側にエントランスを
設ける配置した。

• 音楽イベント時のステージ配置は、住宅地側へ
の音響の広がりを考慮し、JR線路側に音響が向
かうよう、国道１号側へステージを配置した。

• 緑地は、植栽による遮音効果を期待しマンショ
ン／住宅地エリア側に主として緑地を配置した。

【建物配置の考え方（暫定）】



25

【建物のボリュームスタディ（配置・平面図）】

パターン毎の施設ボリューム

・スポーツ 5,000席
・音楽イベント 想定無し

パターン 1-1

・スポーツ 7,000席
・音楽イベント 8,000席

パターン 2-1

・スポーツ 9,000席
・音楽イベント 10,000席

パターン 3

ケース2-1、3では、アリーナ単体としての敷地余剰スペースには問題ないが、
ケース1-1のような商業施設の併設には、敷地の広さが不足すると予想される。
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３-３．マーケットニーズ
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昨年度・本年度のサウンディング実施概要
業種 ヒアリング先数

昨年度

商社

延べ59社（公募サウンディング 22社含む）

不動産・デベロッパー
プロスポーツ関連
プロモーター
エンタメ関連事業者
音楽関連会社
ゼネコン
設計
リース
IT事業者
広告代理店
MICE関連
運営事業者
地元企業・団体
（※）上記のヒアリングを補完するため、金融機関、通信事業者、
維持管理事業者等にも簡易的にヒアリングを実施 延べ8社

業種 ヒアリング先数

本年度

商社

延べ24社
不動産・デベロッパー
プロスポーツ関連
プロモーター
エンタメ関連事業者

マーケットサウンディングを実施した団体は以下の通り。
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• 多くの事業者から、立地面では広域から集客できる可能性が示された。

サウンディングの主な意見

施設整備費を含めた独立採算は困難なものの、音楽などの興行・プロスポーツの観点から一定の
需要があり、運営のみであれば採算性が見込めるという意見が示されている。

ポテン
シャル

音楽

• 多くの事業者からは、大型商業施設や温浴施設など、既にエリアの商業が充足しているとの意見が示された。
• 一部の事業者から商業施設の併設の可能性が示されたが、現時点では借地料程度の収益が想定されるという意見であった。

• 地元プロスポーツチームによる利活用については肯定的な意見が得られている。
• 各種プロスポーツについて、利用料金の想定に差があるが、試合誘致の可能性が示された。スポーツ

• グランシップと連携したMICE利用の可能性やアーバンスポーツ利用の可能性、他都市の大規模音楽イベント等のリハーサル
会場としての利用の可能性が示された。その他

商業

• 音楽興行の観点からは特に周辺の競合施設の影響はないという意見が示されたが、キャパシティが小さい場合、県内類似
施設を優先するという意見が示された。

• 施設規模が確保されれば、料金体系は県内類似施設より割高でも問題ないという意見が示された。
競合環境

• 特にプロモーターや施設オペレーターから、予約方法の柔軟性が重要という意見が示された。競合環境

• 一部の事業者からは、整備費を考慮しない、アリーナの運営面のみであれば、採算性が見込めるという意見が示された。
• 多くの事業者からは整備費までを含めた完全な独立採算は厳しいという意見が示された。採算性

興味関心 • 興味関心は多くの事業者から示されたが、事業の参画条件が重要という意見が示された。
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４．事業性について



プロジェクトシミュレーション実施に当たっての前提条件（抜粋）

・事業者の興味関心が高かった、施設パターン1-1、2-1、3について、ランニング面における収支シミュレーション
を実施したところ、施設整備費等（イニシャルコスト）を含めた場合、 ３パターンとも、独立採算は困難という試算
であった。
・一方、施設パターン2-1 ，3においては、収入がランニング部分のコストを上回り、維持管理・運営時の採算が
取れるとの試算であった。

（１）施設利用料金の設定

・施設パターン2-1について、市場調査と先進事例調査をもとに利用料金を仮設定し、仮設定した利用料金について、改めて市場調査を行い設定。
・施設パターン1-1，施設パターン3については、席数按分等により利用料金を設定

（２）施設利用需要の設定（利用日数）
・市場調査、先進事例調査により、施設規模毎、興行需要、プロスポーツ利用需要等について設定。

（３）ランニング（維持管理・運営）費用の設定
・維持管理、運営費用として、先進類似事例を元に試算した経費のほか、公租公課等を見込んだ。

パターン 1-1 1-2 2-1 2-2 3

施設規模

スポーツ観戦
5,000席程度
（音楽イベント
想定無し）

音楽イベント
6,500席程度
スポーツ観戦
5,000席程度

音楽イベント
8,000席程度
スポーツ観戦
7,000席程度

音楽イベント
9,000席程度
スポーツ観戦
8,000席程度

音楽イベント
10,000席程度
スポーツ観戦
9,000席程度

概
要

用途
プロスポーツ
観戦・市民利用

音楽イベント、プロスポーツ観戦、エンタメイベントを想定。

事業者
ヒアリング
の結果

興行需要 △ △ ◎ ◎ ◎

参画意欲 〇 △ 〇 × 〇

特 徴
スポーツ興行
のみを想定

音楽興行では
選ばれにくい

音楽興行で最も
選ばれやすい

2-1と需要は
同程度

過大スペックだが、
可能性は有

施設パターンの特徴

ランニング面におけるシミュレーションの結果
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４．誘致予定場所の選定について
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これらの調査結果から、課題となっていた
・周辺環境への影響について、対策の実施により解決の見通し
・一定の施設規模において、収入がランニング部分のコストを上回り、維持管理・運営時の採算
が取れるとの試算

誘致予定場所の選定

立地条件 誘致予定場所の評価

条件① スマート・ベニューが実現できる場所
・都市計画マスタープランで都市拠点として位置づけ
・静岡市立地適正化計画で集約化拠点形成区域に設定、コンパクトなまちづくりを目指して
いる。

条件② 利便性の高い交通アクセス環境が整っている場所
・JR東静岡駅至近、JR静岡駅（新幹線停車駅）から１駅（３分）、静岡鉄道長沼駅徒歩５分、
国道１号沿い

・民間事業者ヒアリングにおいても非常に高く評価

条件③ まちとの連続性
・「 “ふじのくに”の文化力を活かした地域づくり基本構想（静岡県）」において、
当該地は、「スポーツの殿堂」と位置付けられ、まちとアリーナの親和性

条件④ 騒音、振動、交通問題等への対策

・騒音・振動に対し、構造や躯体、施設配置、管理運営上の対応策等、必要に応じた対策の
実施

・交通への影響については、周辺類似施設と同様の自動車分担率の傾向であれば、交差点
処理可能な範囲に収まるとの試算。これを確実なものとするため、敷地内駐車場を最少限
とすることや交通事業者等との連携を進める

条件⑤ 観客、利用者が使いやすい広い敷地 ・配置・平面図により、音楽興行時、最大10,000席規模での配置が可能なことを確認

条件⑥ 市有地 ・静岡市葵区東静岡１丁目29番地～33番地は全てが市有地、37番地は土地開発公社の所有地

条件⑦ 事業性がある場所
・プロジェクトシミュレーションにより、イニシャルコストを含む完全な独立採算は困難で
あるものの、収入がランニングコストを上回り、ランニング面の採算が取れることを確認

・イニシャルコストを含めた事業性の精査

・誘致条件の整理など

事業化に向けて
取り組む検討事項



１-４．今後の取組

33



34

令和４年度の取組

R4 .4～R 4 .6 R4 .7～R 4 .9 R4 .10～R 4 .12 R5 .1～R 5 .3

市民

民間事業者

有識者

市民ワークショップ・講演会等

サウンディング

有識者会議

自治会連合会・周辺地域との意見交換

・自治会連合会、周辺地域との意見交換、市民ワークショップ等を通じ、市民の皆さまの意見を
丁寧に意見を聞く機会を持っていく。
・また、イニシャルコスト（施設整備費等）を含めた事業性の精査や、誘致条件の整理のため、
民間事業者サウンディングを継続していく。
・さらに、これら市民意見や事業者サウンディングの結果も踏まえ、有識者会議を開催し、アリーナ
誘致の検討を進める。


