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昨年度の検討状況 

市民アンケート調査、市場調査、交流人口試算、経済波及効果、税収試算等の実施により、

解決すべき課題はあるものの、ホール及びアリーナを整備することで静岡市に大きな効果があ

ることが確認されている。 

（１）市民アンケート調査 

■調査の概要 

[調査の目的]静岡市民文化会館の再整備検討にあたり、まちづくりの核として市民が求める施設について調査 

[調査の設計]調査期間：H29.9.4～H29.9.19／対象 13歳以上の静岡市民 3,000人（住民基本台帳から等間隔無作為抽出） 

調査方法：往復郵送調査  

回収結果：発送数 3,000票／有効回収票 1,081票（36％）／配達不能 14票（0.5％）／未回収票 1,905票（63.5％） 

■将来の静岡都心に期待するまちのイメージ 

 

 

 

 

 

・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） 

「流行のアーティストやお笑いライブを楽しめるまち」「プロスポーツ観戦を楽しめるまち」といった、これまで静岡市

では機会が少なかった“エンターテイメント性の高い文化・スポーツを観る”ことが可能なまちを期待 

■新しい施設に求めること 

 

 

 

 

 

・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。  

・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。 

（２）近隣施設との役割分担 

ホール 

興行利用を想定したホール 

・2,000席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。 

・稼働状況、入込状況から現ホールは近隣施設と役割分担ができている。 

・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おり、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。 

市民利用を想定したホール 

・市民利用は、現施設の稼働率、入込客数から需要があり、近隣施設の稼働率も勘案すると、市民の芸
術文化活動の場として必要な施設となる。 

・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。 

・市場調査から7,000席規模であれば需要があることを確認。7,000席規模の興行をターゲットとする。 

・コンクリート床の採用など異なる仕様とする。 

スポーツ  

・このはなアリーナ、静岡市中央体育館などは、市民・県民利用が中心で「する」スポーツを重視。 

・プロスポーツなど「観る」スポーツ機能を重視。5,000席規模の施設が適切と考えられる。 

・近隣にない機能であるため、新たな需要の喚起、交流人口増加を目指す。 

・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。 

コンベンション 

・大規模なコンベンション機能はツインメッセがメインとなる。また、グランシップも同機能を備えて
いる。 

・ツインメッセ北館の半分程度の面積であり催事需要はかぶらない。 

・小規模なコンベンションなど新しい需要を喚起する。 

・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。 

 

参考：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 

資料３ 

■新しい施設に求めること 
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（３）市場調査 

施設 
 ﾋｱﾘﾝｸﾞ先 

規模 
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 
◎ ◎   〇 ◎  

⇒ 音楽興行等 
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 

〇  ◎  〇 ◎  

コンサート  コンサート  コンサート コンサート  

5,000席 
 ◎  ◎    

⇒ 
プロスポーツ 

興行等  プロスポーツ  プロスポーツ    

ホール 

2,000席 
◎ ◎   ◎ ◎ ◎ 

⇒ 音楽興行等 
コンサート コンサート   コンサート コンサート ミュージカル 

1,200席 
         

         

1,000席 

以下 

◎ ◎   ◎ ◎  
⇒ 市民利用等 

演劇／市民 市民   市民 市民  

（４）想定される整備ケース 

ケース① ケース② ケース③ ケース④ 

大ホール 2,000席 

中ホール 800席 

アリーナ 5,000席 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ホール 2,000席 

中ホール 800席 

アリーナ 7,000席 

大ホール/アリーナ 

一体型 7,000席 

中ホール 800席 

大規模改修 

大ホール 1,968席 

中ホール 1,170席 

（５）整備費・交流人口・経済波及効果 試算 

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 

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 

施設整備費 

（解体含む・百万円・税抜） 

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 ｰ 8,277 

単年度収支 

(百万円･税

抜) 

維持管理・運営費 327 118 445 320 151 471 144 148 292 288 ｰ 288 

収入 234 82 316 234 191 425 125 178 303 201 ｰ 201 

差額 -93 -36 -129 -86 40 -46 -19 30 11 -87 ｰ -87 

交流人口（年間来館者数） 709,320人 956,320人 629,520人 481,780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 

供用 

開始後 

(年額) 

経済波及効果 9,186百万円 13,580百万円 8,922百万円 6,595百万円 

雇用誘発数 860人 1,298人 855人 621人 

市民税誘発額 93百万円 136百万円 89百万円 67百万円 

（６）主な課題等 

 

項目 委員意見 

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 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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

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 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。 

③ 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。 

④ 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がある。 

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 公共交通機関等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。 


