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１．１ 調査のねらい

 「清水港周辺での物流機能の立
地再編」や「豊かなライフスタ
イル・地域観光への関心の高ま
り」などの社会環境変化をふま
え、「まち」と「みなと」が一
体となった清水都心ウォーター
フロントの形成を目指す。
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１．第１回検討会のおさらい



１．２ 検討目的

「みなと」「まち」が一体となった活性化
 活性化に取り組む中心市街地と、将来、物流・産業機能の立地再編が想定さ

れる港湾エリアとで、「両者の近接性」や「点在するみなとまちの地域資源
（歴史や産業を表す施設等）」を活かした賑わい創出による地域活性化を目指
す

地区・分野間の連携による厚みのある魅力づくり
 中心市街地および港湾周辺の一体的な活性化には、エリア内の水辺地区、商店

街、公共施設、観光資源等の多様な地区を連携させていくことが必要
 活性化を実行する主体についても、港湾関係企業をはじめとして、商業・観

光・交通事業者、客船誘致委員会や商工会議所等の経済団体、地区関係住民、
市民団体、行政関係機関等がそれぞれの立場・役割で活動していくことが重要

官民連携により時機を得た実現化
 現行港湾計画においても、物流機能の集約・再編による親水空間の創出等につ

いて方向性が示されている
 今後、賑わい創出を進めるに当たっては、行政側で主体的に対応する法制度、

公共基盤等の課題と、民間側で主体的に対応する土地利用やソフトの取り組み
が、機を逸することなくタイミング良く展開されるよう、連携して検討・推進
していくことが必要 3

１．第１回検討会のおさらい



非日常的（低頻度）

日常的（高頻度）

地元 広域

クルーズ船
（内航・外航）

みなとまつり・花火

散歩・休憩

定期観光・ツアー
（魚・寿司・ドリプラ）さわやか

ウォーク

個人旅行
まち歩き

ヨット・
マリーナ

遠足・
教育旅行

フリーマーケット
・地元イベント

帆船

駿河湾フェリー

湾内クルーズ

ショッピング・飲食

清水都心ウォーターフロント（江尻・日の出地区）における「にぎわい（人を集める魅力・機会）」は、
対象として、「地元」から「広域」まで様々なものがある。また、日常的なものから、頻度は低くとも
インパクトのあるイベントなどまで、多様であり、それぞれの特性をふまえて伸ばしていくことが重要。
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オプショナルツアー
まちなかとのアクセス
滞留・休憩できる空間

まちなかとのアクセス
滞留・休憩できる空間

産業観光（缶詰、冷
凍食品、マグロ）

賑わい拠点の形成
賑わい拠点の回遊性

コンテンツの整備

協力企業の確保
コンテンツの整備

１．３ 清水都心WFで目指す「にぎわい」の種類 １．第１回検討会のおさらい



長期的なビジョン

（状況に応じた事業展開）

ＷＦ活性化
に関する

先導的事業の実施

事業化
検討

清水港及び他２港の

港湾計画
に基づく整備推進

清水都心ＷＦ
活性化検討
平成24年度

港湾計画の
変更の検討

10～20年：

清水港及び他２港の

長期的な
整備構想

静岡県

静岡市

駿河湾港
アクションプ
ラン推進計画

検討
平成24/25年度

5

１．４ 検討の対象とする期間・内容のイメージ １．第１回検討会のおさらい

●以下のような５～１０年以内の契機をとらえ、
効果的な実現を図る。

H25 富士山の世界遺産登録
H27 客船誘致25周年
H29 中部横断道開通
●市の総合計画や都市計画への反映を図る

30年：

5～10年：

事業の実現には、上記のような港湾管理者・港湾所在都市の取組に加え、関係
企業等の民間主体との機をとらえた調整・協力が重要である。

検討対象の焦点

検討対象
の焦点

協議・調整 協議・調整



～にぎわい拠点の魅力向上とネットワーク化～

２．１ 目指していく「にぎわい拠点」とそのネットワーク
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歴史的石造倉庫群

県営４・５号上屋

東洋製缶跡地

①江尻漁港

⑤イベント広場と緑地

⑥日の出ふ頭

河岸の市

ＪＲ清水駅

日の出地区

③砂浜

ドリプラ

江尻地区

江尻地区と日の出
地区の連携

④船溜り周辺

ドリプラと日の出
ふ頭の連携

２．清水都心WFの賑わい拠点と
必要な対応

新清水駅
再開発施設や商店街等

次郎長通り周辺

②自歩道

船を楽しむ水辺の
憩い拠点

大型客船や富士山を
満喫できる開放的な

交流拠点

ドリプラや市街地から人を
呼び込むイベント緑地

ヨットを眺めて憩える
開放的な水辺の

賑わい拠点

ヨットの眺めととも
に水に触れて遊べる

砂浜海岸

「通り抜けの道」から
「通りたくなる道」へ、

拠点の連結

駅前で漁港の雰囲気で
魚を食する拠点

フェリーや客船利用
者等が4、5号上屋

まで利用範囲を拡
大する

フェリーや客船利用者
等が船溜りの水辺側
に利用範囲を拡大する

ドリプラ利用者が、水辺に
向かって日の出船溜りや
イベント広場、江尻地区ま
で利用範囲を拡大する。

拠点名 集客施設

地区

連携空間

拠点 魅力向上

利用の拡大

拡大の説明

ドリプラ利用者
やフェリー、旅
客船利用者が
石造倉庫群まで
利用範囲を拡大

する。

ドリプラ利用者が
次郎長通り周辺な
ど中心市街地へ
利用を拡大する

河岸の市利用者、ド
リプラ利用者それぞ
れが相互に回遊し利
用範囲を拡大する

JR清水駅や静鉄新清水駅、
再開発施設とWFの回遊性

を向上する



魚を生け簀に入れる所を見学する観
光客。魚を生け簀に入れる作業など
を観光のパフォーマンスとして活用。

建物の表を海側に向け、前面を磯
焼や直売所として使用。磯焼して
いる人々の様子がにぎわいを演出。

駅と海側をデッキでつないだ場合、
海側に高さのある建物を配すると海
側の眺望を阻害するため、出来るだ
けボリュームの大きな建物は配置し
ない。

日常的に地元住民や観光客等が買い物
に訪れ、憩いの場所としても利用する

■主なターゲット
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①江尻漁港

JR清水駅 静鉄清水駅

マリンターミナル

ドリプラ
河岸の市

２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

高松港フェリー乗り場下関港唐戸市場

下関港唐戸市場

●日の出や三保とを
結ぶ水上バス

●水辺で漁港らしい
にぎわいを感じなが
ら風景を眺めたり、
いこえる空間

●駅から水面や漁港
が見通せて海側に行
きたくなる空間演出

●せりの見学や、新
鮮な魚食など、幅広
く魚を楽しめる拠点

河岸の市
魚市場

●周辺の文化・公共施設や
商店街との連携取組
●日の出方面との連携取組

①江尻漁港 ～駅前で漁港の雰囲気で魚を食する拠点～



※江尻漁港周辺の将来像に関する検討課題の状況

港湾計画では、「緑地」となって
おり、埋立てや整備・活用方法
の具体策検討が必要
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江尻漁港周辺は、漁業関連産
業の操業環境と河岸の市等の集
客施設の共存を図ると共に、駅
との接続、埋立による緑地整備、
水上交通の配置など、様々な検
討課題がある。

個々の事業を推進するために
も、これらを調整し、全体の方
針をまとめておくことが重要で
ある。

２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

港湾計画では、「交流厚生用地」
となっている。

交流拠点や津波避難機能を備え
た駐車場整備が期待されている。

駅からの歩行者デッキを漁港側
へつなぐことが期待されている。

マリナート

テルサ

河岸の市
魚市場

漁業関連産業の操業
が行われている地域

水上バス
乗り場

漁業・食品関連
産業の操業
が行われている地域 河岸の市から遊歩道・日の出方

面への歩行者動線の検討

（観光と産業環境の隣接地区で
の安全面でのすみ分け）

駅からの利便性が高い場所
に、海上交通拠点（水上バス
等）を集めることが期待されて
いる。

ＪＲ清水駅

将来的な土地利用転換も想定さ
れる民間油槽所

清水駅東側での、集客施設、公
共施設間の連携が期待されてい
る。



沿道にカフェや店舗が立地した場合、複数の店舗
の軒先空間を活用してオープンカフェにして、にぎ
わいを演出する。

②清水港線跡自転車歩行者道
～「通り抜けの道」から「通りたくなる道」へ、拠点の連結～

地元住民を中心に観光客も
含め、街歩きなどの回遊路
として日常的に利用する
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JR清水駅 静鉄清水駅

マリンターミナル

ドリプラ
河岸の市

２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

②自歩道

■主なターゲット

清水港自歩道の現状 米国ニューヨーク ハイライン公園

広島港京橋川

●車両も歩行者も
自転車も安全に通
行できる交通動線

●緑化や休憩場所、イベント空間が充実した道路
（管理・運営に、市民や企業が参画）

●自歩道側を向いた建物・土地利用（カフェ・店舗など）

●江尻－日の出間だけでなく、
街中とも往来できる路地

江尻漁港地区

日の出地区

清水区役所

●工場の産業景観



※清水港線跡自歩道の魅力向上に関する検討課題の状況
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２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

自歩道は、江尻地区と日の出地区をつなぐ、歩車と自転車専用のルートであるが、江尻側の接続、市街地側との接続、植
栽や休憩スポットの不足など、様々な検討課題がある。

市街地側に抜道が１カ所しかなく、しかも
わかりにくいため、沿道の公共用地や神
社境内等を活用し、複数の通り抜け路地
の創出を検討する。

河岸の市から遊歩道・日の出方
面への歩行者動線の検討

（観光と産業環境の隣接地区で
の安全面でのすみ分け）

緑陰や休憩施設など休んだり以
降場が不足しているため、ただ通
過する空間となっている。

自歩道から緑地を介する水面の眺望の確保検討

（工場サイロの解体により見通しが改善されたが
今後の動向については確認が必要）



③砂浜 ～ヨットの眺めとともに水に触れて遊べる砂浜海岸～

砂浜周辺に仮設的にパラソルやベンチを配し、ケータリングカーを誘致し、母
親等が水遊びする子供達を眺めたり、休憩する空間として利用できる。

現在と同様に、砂浜は子供達が安
全に楽しく水に触れて遊べる親水空
間としてさらに利用を図る。 11

２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

■主なターゲット

③砂浜

JR清水駅 静鉄清水駅

マリンターミナル

ドリプラ
河岸の市

日常的に地元の親子連れ
や観光船の待ち時間などに
利用する（夏場中心）

門司港レトロ清水港

●砂浜やドリプラ側のにぎわいを眺
められる水辺の休憩空間

●人が集まる砂浜周辺でのにぎ
わいスポット

●小型のボート体験など
に積極的に使われる水面



④船溜り周辺 ～船を楽しむ水辺の憩い拠点～

いろいろな種類の船舶の係留により、船舶の利用
者や景色を眺める人などで賑わう空間を演出する。

船溜りのまわりの物揚場は、幅が15ｍ前後と広いため、テントなどを張って

イベントに利用したり、パラソルやベンチを設置し日常的な休憩場所、憩い
の場として利用できる。上記はイベント実施時のイメージ。
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２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

イベント開催場所として
利用する

日常的に地元住民や観光客等が買
い物や散歩の途中に訪れ、憩いの
場所として利用する

■主なターゲット

④船溜り周辺

JR清水駅 静鉄清水駅

マリンターミナル

ドリプラ
河岸の市

横浜港象の鼻公園 清水港 東京港芝浦運河

●水辺を堪能できる
レストラン船など

●さまざまな船を
眺められるテラス

●富士山とともにレスト
ラン船やヨット、大型ク
ルーザーを眺める散策路

●日の出ふ頭へつなが
る水辺散策路



ドリプラや中心市街地から軸線を強
調するよう配置した植栽やベンチ。
人々が散歩中に休んだり談笑したり
することが出来る。

海側に開けた伸びやかな緑地は、イベ
ント広場として利用する。列状に石が配
され、海側を舞台としたイベント時にベン
チとして利用出来る。

⑤イベント広場や背後緑地
～ドリプラや市街地から人々を呼び込むイベント緑地～

カフェとして利用される建物の屋上
は緑化し、展望緑地として、イベント
を観覧したり休憩したりと利用する
ことが出来る。 13

２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

■主なターゲット

⑤イベント広場・
背後緑地

JR清水駅 静鉄清水駅

マリンターミナル

ドリプラ
河岸の市

日常的に地元住民や観光客等が買
い物や散歩の途中に訪れ、憩いの
場所として利用する

イベント開催場所として
利用する

横浜港象の鼻公園 横浜港象の鼻公園 横浜港象の鼻公園

●城壁の内側のイベント
スペースと、周囲の水辺
空間を一体的に活用

●市街地からも海
や港を感じさせる
、みなとの玄関口

●各方面からの
人の動線の交差
、富士山への眺
望軸を持つ、シ
ンボル空間



⑥日の出ふ頭
～大型客船や富士山を満喫できる開放的な交流拠点～

６号上屋の１階南半分は物流機能を将来的に廃止し、例えば、文化活
動拠点などとして利活用する。

また、前面のエプロン部分は４０ｍほどあるため、客船入港時やその他
イベント自などにイベント会場として利用する。 14

２．２ 各拠点の賑わいコンセプト・賑わいイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

日常的に地元住民や観光客等が買
い物や散歩の途中に訪れ、憩いの
場所として利用する

旅客船や帆船入港
時に利用する

旅客船やフェリーで
訪れた人のもてなし
の場として利用する

■主なターゲット

⑥日の出岸壁

JR清水駅 静鉄清水駅

マリンターミナル

ドリプラ
河岸の市

神戸港モザイク
神戸港モザイク清水港６号上屋

● 客船や帆船を楽
しむ空間
● フェリー（ 県 道
223号線）の発着
を真近でみられる
空間

●SOLASの開放
●富士山の眺望がよい空間
●隣接する物流作業や船舶

も観光資源に

●広い上屋スペースを使っ
た飲食・物販、イベントス
ペース、文化的活用による
にぎわい空間

●将来的な物流機能完全移転
に伴うにぎわい空間の拡大



※日の出地区でのにぎわいづくりの段階的な展開イメージ

４号５号６号

東洋製罐
跡地

歴史的倉庫街

１号２号

船溜まり

第１段階
 ４・５・６号上屋の他地区

への機能移転
 ５・６号間のソーラス解除

と６号上屋のにぎわい転用
 ドリプラ～日の出ふ頭間の

緑地の活用

第２段階
 ４・５号上屋跡地のにぎわ

い転用
 東洋製罐跡地やマリンパー

キング等の活用による交通
機能再配置、にぎわい活用

第３段階
 外貿機能の新興津への移転

と物流機能の移転による都
市的土地利用転換

 歴史的倉庫街の活用
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第１段階（短期）
関係者の調整により
機動的に実現を図る

第２段階（中期）
第1段階に続く

可能性の高い取組

第３段階（長期）
当面、現状維持だが

将来的な状況に応じ検討

２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

緑地活用

-12ｍ -12ｍ -7.5ｍ -4.5ｍ

←県営上屋
（５棟）

←岸壁水深



日の出岸壁上屋（４・５、６号）の機能移転

日の出埠頭地区北部の物流機能の移転

日の出埠頭地区南部の物流機能の移転

５・６号間ソーラス解除
６号上屋のにぎわい転用

日の出岸壁での外貿荷役の移転

東洋製缶跡地、
４・５号上屋跡地の活用

日の出埠頭全域の
都市的土地利用転換

歴史的倉庫街の活用

日の出地区物流機能の動き（物流関係者との調整）

上段の物流機能の動きに連動して、にぎわい整
備の動きが実現する関係にあるため、物流の動
きと調整のうえ、にぎわい整備のスケジュール
を組み立てる必要がある。

日の出地区にぎわい整備の動き（官民関係者で実現を推進）

第１段階
（短期）

関係者の調整により
機動的に実現を図る

第２段階
（中期）

第1段階に続く
可能性の高い取組 第３段階

（長期）

当面、現状維持だが
将来的な状況に応じ検討
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２．２ 各拠点ごとのにぎわいのコンセプトやイメージ
２．清水都心WFの賑わい拠点と

必要な対応

※日の出地区での「物流機能の動き」と「にぎわい整備の動き」の関係



（１）防災・安全の確立

３．ＷＦ活性化にあたり合わせて取り組む課題
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 江尻漁港周辺、日の出地区周辺のウォーターフロントにおいて「にぎわい」を高めるうえでは、
現在懸念されている津波災害への対応方針を検討し、事業者・利用者・訪問者の安全・安心を
高めていくことが不可欠と言える。

 災害想定等の情報、県・市等の防災関連計画との整合を図りつつ、安全な避難先の確保や流
失物対策、復旧・復興方法等を検討していくことが望ましい。

江尻漁港周辺

日の出地区周辺

★

★ ★

★

★
★★

３階相当以上の高さのある
堅牢な公共的建物・施設

★ 静岡市指定 津波避難ビル

３階相当以上の高さのある
立体駐車場

集客が想定されるエリア

100ｍ

100ｍ

【凡 例】

★

★
★



（２）交通・アクセスの充実

18
バス停LRTの駅が一体化した例

（富山市富岩運河）

プレジャーボートによる水上タクシーの例
（広島市太田川）

 交通・アクセスの不便については、来訪者アンケートや事業者へのヒアリング等様々に指摘さ
れている。

 徒歩等の回遊アクセスについては、自転車歩行者道や日の出緑地の整備に加え、楽しく歩け
るようなソフトの施策、レンタサイクル等により総合的に対応を検討する。

 公共交通に関しては、既存の交通手段、ルートを踏まえながら、水上バスやＬＲＴ等各種交通
機関の新たな導入について、主体となる事業者を含め検討する。

３．ＷＦ活性化にあたり合わせて取り組む課題

＜現在の清水都心ＷＦの交通網＞



４．ＷＦ活性化を推進する
エリアマネジメント（地域関係者の連携）体制の必要性
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（１）清水都心ＷＦ活性化におけるエリアマネジメント体制の必要性

 清水都心部では、中心市街地、港（ウォーターフロント）、巴川周辺など、広い範囲に様々な関
係主体が活性化の取組を行っている。

 これらを個別ではなく、全体で連携して来訪者へ提供することができれば、来訪先としての「清
水都心ＷＦエリア」の魅力・価値を高めることができる。

清水都心（市街地＋ウォー
ターフロント周辺）で点在す
る観光資源、イベント等の
一体的な情報発信、イベン
ト間連携

交通サービス（公共交通、レ
ンタサイクル、駐車場等）と
集客拠点の連携（企画乗
車券、割引サービスなど）

清水都心（市街地＋ウォー
ターフロント周辺）に関わる
市民・企業・団体・行政等
の関係主体どうしの意見交
換、連携

集客拠点をつなぐ公共空間
（広場、水辺、遊歩道等）の
有効活用や維持管理

大規模な（面的な）土地利
用転換、整備開発を行う際
の、関係者間の協力体制
づくり

地域の中で埋もれた魅力
（観光コンテンツ）の発掘な
どの取組

エリアマネジメント体制
があることで実現しやすくなる
取組の例

エリアの愛称・コンセプトの制定・普及
例：門司港レトロ、みなとみらい、など



４．ＷＦ活性化を推進する
エリアマネジメント（地域関係者の連携）体制の必要性
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 エリアマネジメントは、行政主導ではなく、住民・事業種・地権者等の地域の担い手の主体的な
取組が重要となっている例が多い。

 行政は、これらの活動をサポートする立場として、地域の取組に対して、様々な支援・協力に
努めていく。

（２）清水都心において考えられるエリアマネジメント組織の構成

一般的なエリアマネジメントの体制 清水で連携・協力が考えられる主体

・中心市街地関係者
（商工会議所、経済団体等）
・港湾・物流関係者
・工業等関係者
・漁業関係者
・観光・客船誘致関係者
・交通事業関係者（陸・海）
・市民活動組織
・自治会、商店街組織等
・地域づくりに関する大学等
・その他

・行政（国・県・市等）

個々の取組が既にある場合は、既存の組織をつ
なぐ、「エリアマネジメント推進組織」を新設
して、全体の体制をつくることが多い。


