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1．はじめに
浜松市の中心市街地は、徳川家康の浜松城築城に

始まる城下町・東海道有数の宿場町として大きく栄
え、遠州地域の発展を牽引してきました。しかし、
第二次世界大戦によって長い歴史の中で集積されて
きた多くの都市機能が一瞬にして焼失してしまった
ことから、いち早く戦災復興土地区画整理事業に取
り組むこととなりました。

その後、他都市に先駆けて東海道本線高架事業や
遠州鉄道高架事業を行い、交通渋滞の緩和に取り組
むとともに、それによって生み出された土地開発に
よるバスターミナルの整備、県西部地域の文化・芸
術機能の中心的な役割を果たすアクトシティ浜松の
建設、科学館や楽器博物館といった文化施設の集積
を積極的に展開するなど中心市街地の再整備に向け
て様々な施策を展開してまいりました。

2．基本計画の策定
戦後の高度経済成長とともに浜松市は、ヤマハ、

スズキ、ホンダなどを有する国内を代表する“もの
づくりのまち”として、その礎を築いてきましたが、
それとともに、郊外開発による大規模商業施設の進
出やモータリゼーションの進展によって、徐々に中
心市街地の賑わいは薄れていきました。このため、
浜松市では、中心市街地の活性化を市政の大きな課
題と位置づけ、平成 11 年に浜松市中心市街地活性化
基本計画を作成し、東地区土地区画整理事業など活
性化のための基盤整備に取り組んできました。

しかし、浜松市の老舗である松菱百貨店の経営破
綻など中心市街地の商業機能の低下が著しく進み、
高いオフィス空室率など業務機能も低下してきたこ

とから、平成 17 年から計画の見直しを行い、平成
18 年の法改正に合わせて、改めて浜松市中心市街地
活性化基本計画を作成し、平成 19 年 8 月 27 日に内
閣総理大臣の認定を受けました。

3．中心市街地の位置及び区域
1,511.17 Km2 という広大な市域面積を有する浜松

市は、①天竜川下流の低地と三方原台地から構成さ
れる「都市機能集積ゾーン」、②浜名湖沿岸の丘陵地
を中心とした「産業・観光ゾーン」、③天竜川中流域
の中山間地からなる「森林活用・保全ゾーン」の 3
つに区分され、都市機能集積ゾーンの拠点となる市
街地は、都心環状線から外延化する形で都市が形成
されています。都心環状線内では土地区画整理事業
の基盤整備が積極的に進められ、2 環状 10 放射の道
路網計画や鉄道などの公共交通基盤が JR 浜松駅周
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辺を中心として整備されています。
JR 浜松駅周辺の中心市街地は交通や商業、公共施

設や文化施設など都市機能が集積する交流拠点地域
となっていることから、JR 浜松駅周辺と商業機能が
集積されている 150 ha を計画の区域とし、このうち
47 ha を中心市街地の商業核となる大型商業施設の
進出を促進していく大型商業施設進出支援区域とし
て、また、今後土地の高度利用を進めていく 40 ha
について都市再生特別措置法による都市再生緊急整
備地域として定め、民間活力を導入し緊急的かつ重
点的に整備を進めることとしました。

4．�活性化の目標と中心市街地の
3つの役割

平成 17 年 7 月 1 日の天竜川・浜名湖地域 12 市町
村合併後、平成 19 年 4 月に政令指定都市へ移行した
浜松市には、県西部 100 万都市圏や三遠南信地域の
発展を牽引していくことが求められています。この
ため、中心市街地活性化の基本目標を「政令指定都
市・浜松の顔にふさわしい中心市街地の創出」として
掲げるとともに、その基本目標を実現するため、中
心市街地の果たすべき 3 つの役割を定めています。

5．�目指すべき中心市街地の�
３つの目標像

中心市街地の果たすべき 3 つの役割から目指すべ
き 3 つの目標像を定義し、各事業の展開と市民参加
のまちづくりを進めていきます。

①華のある商業空間を誇る賑いある中心市街地
長い歴史を持ち本市の代表的商店街として商圏内

にその名が知られている「鍛冶町通り」に県内最大
規模を誇る百貨店を誘致・整備し、浜松の顔にふさ
わしい洗練されたメインストリートを形成し商業力

浜松市の中心市街地の区域
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を強化します。
また、既存大規模商業施設や周辺商店街との連携

によりオシャレで魅力的な街並みを創出し、歩いて
楽しめる華のある商業空間を中心市街地に形成して
いきます。

②誰もが住みたくなる潤いある中心市街地
本格的な高齢化社会や人口減少社会の到来に対応

したコンパクトなまちづくりを進めるため、文化的
で付加価値が高く、暮らしの良さが実感できる都心
生活空間を創出します。このため質の高い都市型住
宅を整備・供給し、災害や治安にも配慮した安心・
安全な生活空間を形成するとともに、居住人口の増
加を誘引するため、音楽文化の発信拠点であるアク
トシティ浜松等のまちなか文化施設の文化機能の充
実や花と緑をテーマとしたイベントである 2009 年
浜松国際モザイカルチャー大会の開催等を通じ、本
市の都市ビジョンである「音楽の都・浜松」や「花
と緑のまち・浜松」など浜松らしい都市文化の演出
により、誰もが住みたくなる洗練された都心生活空
間を中心市街地に形成します。

③新しいビジネスを生む活力ある中心市街地
本市は、ホンダ、ヤマハ、スズキなど世界的な企

業の創業の地として、チャレンジ精神旺盛な気質で
ある“やらまいかスピリッツ”が息づいています。
その“やらまいかスピリッツ”を喚起することによ
り、都市型産業の創業の支援、集積を進めるととも
に、東京～大阪の中間に位置する政令指定都市・浜
松の立地特性を活かし、支店・営業所機能といった
業務機能の進出支援を進めるなど、本市の経済の発
展を牽引する「創業都市・浜松」にふさわしい業務
機能を中心市街地に集積します。

6．数値目標の設定
①魅力ある商業空間の形成

・ 百貨店と商店街とが一体となった魅力ある商業
空間の形成による小売販売額、歩行者通行量の
増加

◎小売販売額
　【現況値】1,392 億円（平成 16 年度）
　【目標値】1,700 億円（平成 19 ～ 23 年度）

◎歩行者通行量（休日）
　【現況値】102,489 人（平成 18 年度）
　【目標値】142,500 人（平成 19 ～ 23 年 度）

②洗練された都心生活空間の形成
・ 浜松らしい都市文化の演出と洗練された都心生

活空間の形成による居住人口の増加
◎都心居住人口
　【現況値】5,891 人（平成 18 年度）
　【目標値】7,800 人（平成 19 ～ 23 年度）

③創業都市・浜松にふさわしい業務機能の集積
・ “やらまいかスピリッツ”が息づく業務機能の集

積による就業人口の増加
◎就業人口
　【現況値】38,918 人（平成 16 年度）
　【目標値】2,400 人増（平成 19 ～ 23 年度）

7．�中心市街地活性化のための�
主な事業

基本計画では、中心市街地活性化に資する事業と
して 67 事業を位置づけました。

以下に主な事業を紹介します。

①伝馬旭1号線整備事業
中心市街地のメインストリートである鍛冶町通り

の整備を進めることにより、来街者の利便性の向上
や快適で安全な歩行者空間の創出を図り、歩いて楽
しめる華のある商業空間を形成します。

②旭・板屋地区第一種市街地再開発事業
JR 浜松駅前街区の都心拠点として、市街地再開発

事業により土地の合理的かつ健全な高度利用と都市
機能の更新を図り、「浜松の顔」を創出します。
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旭・板屋地区第一種市街地再開発事業

③歩行者案内サイン整備事業
誰にでもわかりやすい案内サインの設置及び既

存の市街地案内サインの修正を行うことにより、歩
行者案内におけるネットワークを形成し、中心市街
地の来街者の利便性及び回遊性の向上に寄与するた
め、音声案内サインを設置します。

音声案内サイン

④松菱通りB-3ブロック第一種市街地再開発事業
松菱百貨店跡地に大規模商業施設を立地し、中心

市街地の商業核としての拠点化を図ります。併せて
地区周辺の公共施設の整備や既存大規模商業施設・
周辺商店街との連携などソフト事業を進め、中心市

街地の商業機能を充実・強化します。

松菱通りB-3 ブロック第一種市街地再開発事業

⑤大型商業施設進出支援事業
計画区域内に設定した 47 ha の大型商業施設進出

支援区域に進出する大型商業施設の出店者などに対
し、初期投資である内装工事費の 2 分の 1（最大 5
億円）の補助と、固定資産税（償却資産）、事業所税
の不均一課税（進出から 5 年間）を行うことによっ
て、商業核となる大型商業施設の誘致を促進します。

⑥二輪車駐車場整備事業
二輪車用駐車場を整備することにより違法駐車

の解消を図り、歩行者の安全確保とともに都市景観
の向上、中心市街地への来街者の利便向上を図るた
め、ザザシティや駅西にオートバイ駐輪場を整備し
ます。

二輪駐車場
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⑦循環まちバス「く・る・る」運行事業
オムニバスタウン計画に基づく超低床バスの導入

のほか、中心市街地への来街者の利便性の向上や高
齢者等の交通弱者及び都心居住者の移動手段を確保
する観点から、循環まちバス「く・る・る」運行事
業の更なる充実を図ります。これまでの東西ループ
に新たに南ループを加え、運行範囲を拡大するとと
もに、商店街とタイアップした利活用を促進する事
業の展開を図ります。

循環まちバス「く・る・る」

8．浜松市商業集積ガイドライン
政令指定都市にふさわしい都心商業の集積を図る

とともに、地域の特性を踏まえた望ましい商業集積
の形成を促進するため、5,000 m2 を超える大規模集
客施設について誘導規制の考え方を示した「浜松市
商業集積ガイドライン」を平成 19 年 5 月に策定しま
した。

また、ガイドラインの実効性を確保することによ
り、ガイドラインに適合した合理的な土地利用の促
進と都市機能の適正な配置を促進するため、「浜松市
における地域特性に即した商業集積の実現によるま
ちづくりの推進に関する条例」を平成 19 年 11 月に
施行しています。

9．おわりに
輸送用機器関連産業をはじめ、楽器や光・電子関

連産業の集積を背景とした活力あるものづくりを背
景に静岡県西部の中核的都市として地域経済の牽引

浜松市商業集積ガイドライン　ゾーニング図
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役を果たしてきた浜松市は、平成 19 年 4 月に政令指
定都市へ移行し、人口 82 万人、面積は全国 2 番目の
広大な都市となりました。しかしながら、都市間競
争が激しさを増す中、浜松市がこれまでの産業集積
と地域資源を活かし持続的な発展をしていくために
は、新産業の創出や活気のある街づくりが必要不可

欠です。
このため、浜松市では企業立地や新産業創出と中

心市街地の活性化を最重要課題として掲げ、産業振
興と活気のあるまちづくりを両輪とした支援を強化
し、更なる発展を目指していきます。


