東京都建設局

平成２６年２月
新たな水辺整備のあり方検討会

隅田川等における新たな水辺整備のあり方 最終報告
取組展開イメージ

⽔辺整備を取り巻く状況
オープンカフェ※等の新たな⽔辺のにぎわいが⽣まれつつあり、河川の利活⽤の機運が⾼まっ
ており、さらなる東京の魅⼒向上のために、総合的な戦略としての事業展開が求められている。
※ H23に河川敷地占⽤許可準則（以下「準則」という）が改正され、河川敷地でオープンカフェ等の占⽤が可能となった。

新たな⽔辺整備のあり⽅

実現にあたっては国等関係機関や沿川⾃治体、住⺠、企業等と調整を図ることが必要である。

浅草エリア

浅草・東京スカイツリーを結ぶ にぎわいの⽔辺
 浅草寺・東京スカイツリー間をつなぐ動線の形成・回遊性
の向上
 浅草界隈のにぎわいの⽔辺への拡⼤
 ⾈運や⽔辺利⽤の活性化・多様化

⽔辺の利活⽤を促す３つの取組の連携で、⼈々の恒常的な利活⽤を⽣み出す。
①利活⽤の場としての魅⼒向上
⼈々が集まる場所としての機能や魅⼒を⾼める
例）オープンカフェやビュースポットの設置等

例）テラスの連続化、バリアフリー化、交通結節機能向上等

③にぎわい創出のための持続可能な仕組みをつくる
⺠間事業を誘導するための⽔辺を運営管理する仕組みを構築する
例）⽔辺空間を利活⽤する組織や制度の拡充等
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「にぎわい誘導エリア」の設定

『浅草』『両国』『佃・越中島』『築地』における
重点的な施策展開
重点整備（修景、船着場、カフェ等に必要な設備等）
事業連携（⾃転⾞⾛⾏空間、ライトアップ、PFI等）
規制緩和・準則活⽤（利活⽤促進、施設の⼀般開放等）

「⽔辺の動線」の強化
隅⽥ 川

川沿いの動線の連続化向上
：⽀川合流部等の不連続箇所を連絡橋等でつなぎ、
連続性･回遊性を向上
河川照明
：夜間のテラスへの誘導性や景観を向上

下町の⽔辺回廊
江東内部河川

《にぎわい誘導エリアのイメージ》

《⽔辺の動線強化のイメージ》

荒川

川の軸

⽔辺を活⽤した観光
まちあるきツアーの展開
街の歴史性を活かした
⽔辺の利活⽤

地域の歴史⽂化を活かした
⽔上イベント

⾃転⾞⾛⾏空間や無電柱化が
進んだ快適な道路空間

佃･越中島エリア

隅⽥川を中⼼とした『川の軸』

⽇本橋川

浅草寺と隅⽥川を結ぶ動線強化
による観光客の誘導

人の流れを
生む

⽔辺の魅⼒を活かした東京の顔づくり 〜隅⽥川を中⼼とした『川の軸』と２つの『⽔辺回廊』〜

都⼼の⽔辺回廊

東京スカイツリーと
隅⽥川を結ぶ北⼗間川
の⽔辺プロムナード

活動
持続可能な
発展

隅⽥川をモデルとした施策の展開（全体構想）

神⽥川

国技館や江⼾東京博物館、両国駅周辺
と隅⽥川を結ぶ動線強化

オープンカフェ等による
くつろげる⽔辺

沿川建築物や開発と
連携した⽔辺

N

⽔陸交通結節機能を持つ
⾈運拠点の強化

公園と⼀体化した
街との連続性のある⽔辺

レストラン船や劇場船による
⽔辺のにぎわい

利活用の場として
の魅力向上

投資

 駅周辺から⽔辺、さらに隅⽥川両岸をつなぐ動線の形成
 沿川のにぎわい創出の強化
 ⽔陸交通結節機能を持つ⾈運拠点の形成

⽔上イベントの定期的な開催

都市の
魅力向上

②⽔辺と街の連続性・回遊性の向上
移動性や回遊性を⾼め、⼈の流れを⽣む

両国エリア

歴史・⽂化が息づく「⽔の都」東京の顔

築地エリア

開放的な河川景観が拡がる 洗練された⽔辺都市

海・川・街を接続する 隅⽥川の⽞関⼝

 沿川開発と連携し、公園や船着場を活かしたにぎわい拠点
の形成
 駅から⽔辺への動線形成と⽔辺の回遊性向上
 ベイエリアと接続する⾈運拠点の形成

新たなまちづくりと連携する⽔辺のにぎわい拠点の形成
浜離宮恩賜庭園と連携した⽔辺の回遊動線の形成
海・川・街をつなぐ⾈運ターミナル機能の創出

地域資源を活⽤した
にぎわい拠点

開放的で洗練された
⽔辺都市の景観
防災拠点としても機能する
駐⾞場や広場

カフェ等を
併設した⾈運拠点

沿川開発と連携した
船着場等の河川利⽤施設

近隣駅から⽔辺へ導く動線強化

キッチンカーやイベント船等
による⽔辺のにぎわい
レストラン船や船カフェ
による⽔辺のにぎわい

新たなまちづくりと連携した
⽔辺のにぎわい拠点
浜離宮恩賜庭園からつながる
築地川沿いの緑道

開放的な空間と豊富な緑
を楽しむ回遊散策ルート

⼤型船の利⽤が可能な
⾈運ターミナル

にぎわい創出のための持続可能な仕組みづくり
周辺エリアにおける「⽔辺回廊」

都⼼の⽔辺回廊（神⽥川、⽇本橋川等）
：沿川開発と連携した川床やオープンカフェ、著名
橋等の地域資源を⾈運等で結び付ける
下町の⽔辺回廊（江東内部河川）
：観光資源化した閘⾨等の河川施設等を公園等と連
携した⽔辺の散策路で結び付ける

①⽔辺を利活⽤する⼈々の活動を育成する
基盤整備だけではなく、その空間を利活⽤していく
⼈々の活動に結びつける
②積極的に⺠間活⼒を導⼊する制度の活⽤を進める
社会実験等により⺠間活⼒の導⼊を促進して、⼈々
の利活⽤を誘導していく
③恒常的に⼈々が⽔辺に集う多様な利活⽤を展開する
飲⾷施設や駐⾞場等の地域のニーズを活かした多様
な⽔辺の利活⽤の展開

アート活動等による⽔辺の利活⽤
（ヘブンアーティスト）

⺠間活⼒を導⼊した多様な利活⽤
（隅⽥公園オープンカフェ）
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都内初となる「川床」 ″かわてらす

が日本橋川に誕生します！

～ "かわてらす"社会実験の第１号店となる出店事業者が決定 ～

建設局では、水辺の更なる魅力向上と地域の活性化を目的に、河川敷地を活用して飲食店の営
業を行う″かわてらす 社会実験を実施しています。現在、隅田川及び日本橋川の一部区間を対象
として出店事業者を募集しており、このうち日本橋川については、中央区とも連携して取り組んで
います。（平成 26 年 2 月 5 日報道発表済）
このたび、日本橋川に隣接する飲食店事業者と協議が整い、本社会実験の制度適用第１号とな
る"かわてらす"が開設されることとなりましたので、お知らせします。
１

社会実験の出店事業者
株式会社ジェイプロジェクト

かわてらす によってより水辺の近くで
飲食を楽しめるようになります

（名古屋市中区栄３－４－２８ 代表取締役社長 林 裕二）

２

かわてらす 設置店舗
店舗名
所在地

ほうねんまんぷく

日本橋室町 豊年 萬 福
中央区日本橋室町１―８―６
＜かわてらすイメージ＞
河川敷地

民有地
（既設テラス席）

＜日本橋室町 豊年萬福 正面写真＞
防潮堤

３ 協議成立までの経緯
建設局及び中央区では、日本橋川"かわてらす"社会実験について、広く出店事業者を募るほ
か、対象区間で飲食店を営業している店舗に対し、本社会実験の周知を図ってまいりました。
『日本橋室町 豊年萬福』を運営する株式会社ジェイプロジェクトは、日本橋川を眺めるテラス
を既に店舗敷に設置しているなど、早くから水辺の魅力に着目した事業展開を図るとともに、日本
橋にゆかりのある食材等に関する勉強会等を開催し、日本橋の文化や情報を発信してきました。本
社会実験の趣旨や意義にも賛同いただき、募集条件を満たすことから出店事業者の決定及びか
わてらすの開設に至ったものです。
なお、かわてらすの日本橋地域への開設にあたっては、当地域の水辺再生をテーマに活動してい
る「日本橋地域ルネッサンス１００年計画委員会」にもご協力いただいております。
４

かわてらす 開設予定日

平成２６年３月２０日（木）

「２０２０年の東京」へのアクションプログラム２０１３事業
本件は、
「２０２０年の東京」へのアクションプログラム２０１３において、以下の目標・
施策に指定し、重点的に実施している事業です。
目標３ 「水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる」
施策８ 「人々が集い、賑わいが生まれる水辺空間を創出する」

問い合わせ先
河川部低地対策専門課長 岡上（おかじょう）
電話番号 03-5320-5336 内線 41-490

参 考
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日本橋川で「川床」 ″かわてらす の出店事業者を募集します
建設局では、水辺の更なる魅力向上と地域の活性化を目的に、日本橋川の河川敷地を活用して、
飲食店の営業を行う″かわてらす の社会実験を中央区と連携して実施することとしました。
このたび、この事業に参画いただける事業者を募集しますので、お知らせいたします。
１ 実験期間 平成 26 年 2 月 5 日～平成 29 年３月 31 日

（設置のための一時占用許可期間はこのうち２年以内）

江戸橋

日本橋川

日 本橋

西河岸橋

３ 対象店舗 日本橋川に隣接し、
実験期間中に営業している飲食店
又は営業を予定している飲食店

一石橋

２ 対象区間 日本橋川日本橋周辺の右図の区間

対象区間

４ 主な募集条件
・ 建物及び土地所有者、地域団体や隣接者等とかわてらす設置に関する十分な調整ができていること
・ 清掃や緑化などの周辺環境の向上等による地域貢献を行うこと
・ 社会実験に関わる次の費用を負担すること
かわてらすの設置・撤去及び維持管理、日本橋川の魅力向上に資する取組、河川敷地の一時占用等
※ 設置にあたっては、都及び中央区との協議が必要となります。
５ 募集要項 本事業のホームページに掲載しています。

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasen/kawaterasu/）

″かわてらす とは、夏の京都などでよく見られる「川床」の東京都版です。今回の社会
実験は、かわてらすの設置と飲食店営業を民間事業者に行っていただき、都は河川敷地の
使用に係る規制を期間限定で緩和するという仕組みで、官民協働の取り組みとなります。
すでに隅田川で事業者を募集していますが（平成 25 年 7 月 2 日発表済）、今回、水辺の
にぎわい創出の広域的な取組として、日本橋川にも展開を図ることとしました。
（経緯等は
裏面参照）
（″かわてらす の設置イメージ）

（他都市での事例）

「２０２０年の東京」へのアクションプログラム２０１３事業
本件は、
「２０２０年の東京」へのアクションプログラム２０１３において、以下の目標・
施策に指定し、重点的に実施している事業です。
目標３ 「水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる」
施策８ 「人々が集い、賑わいが生まれる水辺空間を創出する」

問い合せ先
東京都建設局河川部低地対策専門課長 岡上（おかじょう）
電話番号 03-5320-5336 内線 41-490

″かわてらす 社会実験の経緯
東京はかつて「水の都」と呼ばれていました。日本橋川は、かつて川沿いに多くの河岸が設置され、
物資輸送の拠点としてにぎわっていました。近年では、日本橋船着場の整備や東京スカイツリーの開
業により水上バス等の運航が増えるとともに、日本橋を中心とした多くのイベントが開催されるなど、
再び水辺に注目が集まっています。
河川敷地の占用に関するルールは国が定めていますが、河川利用をより一層促進できるよう規制緩
和が進められており、平成２３年４月には、河川敷地占用許可準則（以下、
「準則」という。
）が改正
され、河川敷地に飲食店や川床等の設置ができるようになりました。
都内でも、水辺のにぎわい創出に向けて、昨年 10 月には、隅田川沿いの河川敷地でもある隅田
公園内（台東区）に、準則を適用したオープンカフェが誕生しています。この準則を適用するため
には、地域協議会等での合意形成が必要となるため、設置する施設に対する地域の理解がなければ
なりません。
隅田川に次いで２例目の実施となる今回の社会実験は、準則による″かわてらす の設置を見据え

た導入的な取組であり、水辺により近い場所で飲食を楽しむことのできる環境を期間限定で民間事
業者が整備できるようにするものです。実験により、地域に″かわてらす への理解を促すととも

に、事業者による施設の維持管理や安全性の確保、河川の魅力向上に資する取組等による地域貢献
策などを検証していきます。
社会実験が良好であった場合、″かわてらす の継続した営業に向け、地域協議会の立ち上げなど

準則の適用にも取り組んでいきます。
なお、「かわてらす」という名称は、人々が集う川沿いの″テラス 席という意味に加え、水辺で

にぎわうみんなの表情を楽しく″照らす 、太陽の光と水面に反射した光によってみんなの顔を明
るく″照らす という意味を込めて名付けました。
かわゆか

川床とは
河川に突き出して設けた飲食等のための高床式の工作物です。

（日本橋の様子）
下流側から日本橋を臨む

日本橋船着場

日本橋川かわてらす現地状況写真

店内からの状況

川側からの状況

