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天竜川施設使用参加申請書  （様式 1 号） 

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 （様式 2 号） 

施設使用企画提案書   （様式 3 号） 

洪水時の施設撤去計画         （様式 3-1 号） 

 （様式 3-2 号）新型コロナウイルス感染防止 チェックシート 

使用許可書              （様式 4号） 

実施報告書        （様式 5 号） 

社会実験参加者アンケート調査 

社会実験実施対象箇所  
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1 天竜川社会実験の趣旨 

 天竜川を管理する国土交通省浜松河川国道事務所と浜松市等では、平成２９年度よ

り「天竜川ミズベリング協議会（準備会）（※１）」（以下「準備会」という。）を

設立し、天竜川の水辺空間を活かした、浜松市のまちづくりを進めています。 

そのさきがけとして、天竜川下流右岸側（鹿島から天竜川河口）の区域において、日

常的に人が集う憩いの場、にぎわいの場、学びの場等として、より一層活用して浜松

市の活性化につなげようと、天竜川の利活用（※２）を検討しています。 

この度、準備会では、天竜川を利活用し、地域の活性化やにぎわいや憩いの場とす

るための社会実験を実施します。社会実験では、上記の使用区域において売店、オー

プンカフェなどの営業活動が可能です。 

天竜川河川敷を民間による長期占用や、営利を目的とした長期占用などでは、都

市・地域再生区域の指定（※２）が必要となるものがあり、指定に先立ち社会実験が

必要となります。 

上記社会実験の趣旨に賛同し、浜松市の活性化に寄与する活動を行う希望のある事

業者（以下「施設使用者」という。）は、本要項に基づき、応募願います。 

準備会では、この取り組みにより市民ニーズや、参加事業者とその営利活動状況の

把握などを行い、今後の天竜川利活用に反映します。 

 ※１ 天竜川ミズベリング協議会（準備会）は、地域住民、商工会、浜松市や国土交通省浜

松河川国道事務所で組織しています。 

 ※２ 国の河川管理では、平成 23 年、河川敷地を占用する場合のルール「河川敷地占用許

可準則」が改正され、一定の枠組みの中で民間事業者等も河川敷地を使用した飲食店

や売店、オープンカフェ等の営業が可能になりました。 

    水辺の活用事例はこちらをご覧下さい。 
 
    ◯河川空間のオープン化活用事例集  

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shigenkentou/pdf/jirei_kasenkukan_
1808.pdf 

    ◯かわまちづくり取り組み事例 
     http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/case.html 
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2 応募内容・使用条件 

①実施エリア ○天竜川河口、河輪地区水辺の楽校、天竜川緑地 
 ※対象箇所以外のエリアでも応募可能です。ただし、審査により応募

いただいた実施箇所を変更していただく可能性があります。 

②応募受付 ○随時受付 

③実施期間・

時間 

○2021 年 3 月より 2021 年 11 月 
○午前８時～午後９時までの時間内   
 （活動施設の準備や片付けの作業を含む。夜間利用を希望する時は 

別途、事務局にご相談下さい。） 
④使用料等 ○無料 

⑤使用条件 

 

○社会実験の趣旨に合っていること。また、様式３号の施設使用企画

提案書に記載のある内容以外の使用は禁止します。 
【趣旨】天竜川右岸（浜松市）側を日常的に人が集う憩いの場、にぎ

わいの場、学びの場等として、より一層活用し、浜松市の活

性化に寄与する取り組みであること 
○以下の事項を実施できることを条件とします。 
１．占用施設は使用期間満了、退去時には原状回復を行うこと。 
２．洪水時の施設撤去に関する計画があり、洪水時の撤去対応が可能 

なこと。 
３．周辺環境に配慮し、使用区域内にごみや汚れがないよう清掃等を

心がけること。 
４．騒音対策、煙害、におい、ごみ処分など周辺環境に十分配慮するこ

と。 
５．他の自由使用する利用者を妨げないこと。 
６．苦情には適切、かつ、真摯に対応するとともに、その対応内容を

天竜川ミズベリング協議会（準備会）に報告すること。 
７．水難事故や使用区域内の交通事故等が発生しないように注意喚起

すると共に安全指示を適時・的確に行うこと。 
８．事業運営にあたっては、使用者及び第三者等に損害を与えた場合

の損害賠償責任の履行に備え、損害保険、賠償責任保険等の保険

に加入すること。また、加入保険証書の写しを天竜川ミズベリン

グ協議会（準備会）に提出すること。 
９．飲食事業を実施する場合、所管保健所に必要な営業許可（臨時営

業許可、露店営業許可等）や食中毒対策に関する保険等を申請・

取得し、営業許可書の写しを天竜川ミズベリング協議会（準備

会）に提出すること。 
10．使用に際して、許可証を掲示すること。 
11．コロナウイルス感染防止対策として、主催者は「新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のためのチェックシート（参加者用、屋内・屋外

主催者用）：様式３－２」や内閣府・厚生労働省・静岡県等の新型
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コロナウイルス感染拡大防止に関する対応を確認の上、最新の対策

を講じること。 
12．コロナウイルスへの対策について、社会実験実施前に天竜川ミズ

ベリング協議会（準備会）に報告し、承認を得ること。 
13．その他、問題等が発生した場合は、協議会との協議に応じるとと

もに指示に従うこと。 

⑥緊急時 

の対応 

・大雨や台風などの緊急時には、水位上昇の危険があるため、河川管

理者（国土交通省浜松河川国道事務所）、天竜川ミズベリング協議

会（準備会）事務局の指示に従い、設置物を川の外に退避させ、避

難すること。 
・震度４以上の強い地震が発生した場合は、直ちに社会実験を中止

し、揺れが収まったら安全な場所へ迅速な避難行動を開始するこ

と。避難後は天竜川ミズベリング協議会（準備会）事務局へ安否を

報告すると共に工作物の撤去を行うこと。 

⑦その他 ・備品や音響装置、照明等はありません。事業に必要な備品・装置

は、使用者側で準備すること。 
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3 応募方法 

3.1 スケジュール 

審査結果通知・使用契約締結 応募書類受付後約1ヶ月程度 

3.2 応募資格 

応募者は、本要項に定める内容及び条件等を十分理解し、かつ、信用を有する者と

します。また、次のいずれかの項目に該当する場合は、応募資格を有しないものとし

ます。なお、応募以降、審査終了までに次の項目に該当した場合は、応募資格を失う

ものとします。 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力団（以

下「暴力団」という。）のほか、次のアからオまでのいずれかに該当する者 

ア 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 

※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以

外の者」をいう 

イ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって暴力団の利用等をしている者 

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

② 応募書類提出時、税金を滞納している者 

③ 法令等の規定により許認可等が必要とされる場合は、許認可等の条件となる免許を

有していない者 

④ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的と

する者 

⑤ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者 

⑥ 社会通念上不適当あるいは違法なものを販売する者 
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3.3 応募方法 

応募書類を全て整えて、問い合せ先「浜松市役所土木部河川課」（以下「河川課」

という。）へ持参または、郵送してください。（土日祝日を除く午前９時～午後５時

の間）

なお、ご不明な点等ございましたら申請前に下記までご相談願います。

宛先：浜松市役所 土木部河川課（〒430-8652 浜松市中区元城町 103-2） 

ＴＥＬ：０５３－４５７－２４５１

ＦＡＸ：０５３－４５７－２３６８

Email：kasen city.hamamatsu.shizuoka.jp 

3.4 質問及び回答方法 

応募に関する疑義がある場合には、質問書を浜松市役所土木部河川課（３.３ 応募

方法 参照）まで送付してください。

回答は、質問受付後約２週間程度の午後５時までに行います。（浜松市のホームペ

ージにも掲載します。）

回答内容については、応募要項と同等の効力を持つものとします。また、質問書の

受付期間終了後の応募者に対しても同等の効力を持つものとします。

＠
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3.5 応募書類 

① 天竜川施設使用参加申請書 （様式１号） 

② 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式２号）及び資料（役員等一覧表を含

む） 

③ 納税証明書（住所（所在地）を置く市町村等が発行した滞納のないことの証明書） 

④ 施設使用企画提案書 （様式３号）  

⑤ 洪水時の施設撤去計画（様式３－１号） 

＊様式３－２は、提出の必要はありませんが、社会実験時には確認をお願いします。 

応募書類は、各１部提出してください。  
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3.6 応募書類作成上の留意点 

以下の項目に留意して各提出書類を作成してください。 

① 応募書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を使用すること。 

② 応募書類で使用する文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上とする。図

を用いる場合等の文字については、この限りではないが、文字が十分読み取れる程

度とすること。 

③ 関係法令及び条例を遵守し、かつ応募要項に記載された条件を満たすとともに、必

要な協議確認を行った上で応募書類を作成すること。 

④ 応募書類作成及び提出に必要な諸経費は、応募者の負担とする。 

3.7 応募書類の取扱い 

この応募に関して必要と認める場合を除き、提出された応募書類は公表しません。

また、提出された応募書類は一切返却しません。 
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4 審査について 

4.1 審査方法 

準備会において、応募者の中から審査基準に基づき、応募書類の審査（内容に確認

がある場合はヒアリング）を行い、施設使用者の候補者（以下「候補者」という。）

を決定します。なお、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。 

4.2 審査基準 

以下の項目について、審査します。 

① 地域、社会実験への理解度及び貢献度 

 ・浜松市への活性化への寄与できる使用内容であるか。 

 ・にぎわいと憩いの場所として天竜川を活用する使用内容であるか。 

② 周辺環境への配慮、公共空間の適正管理 

・占用施設の使用期間満了後、退去時の原状回復することが施設使用企画提案書で

確認でき、適切であったか。 

・ごみや汚れがないよう清掃等の対応について施設使用企画提案書で確認でき、適

切であったか。 

・騒音対策、煙害、におい、ゴミ処分など周辺環境への配慮することが使用企画提

案書で確認でき、適切であったか。 

③ 利用者への配慮と安全性 

 ・他に自由使用する利用者の妨げにならないように配慮がされているか。 

・第三者被害に対する配慮がされているか。 

・利用者の苦情、事故等の対応について施設使用企画提案書で確認でき、適切で

あったか。 

 ・損害保険、賠償責任保険加入の記載が施設使用企画提案書にあったか。 

④ 洪水時の施設撤去 

・洪水時の撤去に関する計画があり、対応が可能な体制等が明記されていること。 
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4.3 候補者の決定時期及び審査結果の公表 

① 候補者の決定は、応募書類受付後約1ヶ月程度を予定します。 

② 審査結果は、各応募者に通知します。また、候補者として決定した者については、

その名称等を公表します。 

③ なお、審査の経過や内容、結果についての問い合せには、一切応じません。 

④ 審査を実施した結果、一定の基準に達した応募者がないときは、選定しない場合が

あります。 

4.4 応募に関する留意事項 

（1） 応募書類の提出後は、原則として記載内容の変更はできないものとします。 

（2） 応募者が、次に掲げる事項に該当したときは、その者を選定の対象から除外

し、又は候補者の決定を取り消すことがあります。 

① 応募書類に虚偽の記載があった場合 

② 応募資格を満たしていないことが判明した場合 

③ 著しく社会的信用を損なう行為により、応募者が施設使用者として業務を行うこ

とについて、ふさわしくないと判断した場合 

4.5 協議・調整 

使用する場所や期間等について、必要があると認める場合、準備会（事務局）がヒ

アリング等を実施し、協議・調整を行います。 

調整にあたっては、長期間の使用や使用面積の広い事業を行う候補者を、優先的に

取り扱います。 

4.6 使用契約の締結 

候補者は、施設の使用及び運営に関して、本要項及び使用内容に基づく使用契約書

を締結します。 
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4.7 営業開始予定 

候補者は、2021 年 3 月以降の活動に向け、使用契約を締結したのち、開業準備をお

願いします。 
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5 実施報告書・アンケートの提出について 

・社会実験実施後は、実施報告書の提出、アンケートの提出をお願いします。 

・実施報告書の中には収支報告も含まれます。来場者との金銭の授受がある場合につ

いては、収支報告の提出をお願いします。ただし、収支報告の内容は公開いたしま

せん。 
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（様式１号） 

  年   月   日 

（あて先）天竜川ミズベリング協議会（準備会） 

住所（法人、団体にあっては所在地） 

 

氏名（法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

天竜川施設使用参加申請書 

天竜川社会実験 応募要項の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 事業内容 

 
２ 占用施設のエリア 

 
３ 出店する店舗数 

飲食店： 店舗、 売店： 店舗、 その他： 店舗 
 
４ 使用期間 

  年  月  日 ～   年  月  日 （使用日数  日） 

予備日  年  月  日 

 ＊イベント時には予備日も設定し、申請時には記入ください 
 
５ 提出書類（各１部） 

 ・暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式２号）及び資料（役員等一覧表を含

む） 

 ・納税証明書（住所（所在地）を置く市町村等が発行した滞納のないことの証明書） 

 ・施設使用企画提案書 （様式３号）  

 
６ 連絡先 

担当者氏名（ふりがな）： 

電 話： 

ＦＡＸ： 

E-mail： 
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（様式２号） 

暴力団排除に関する誓約書 

年  月  日  

（宛先）天竜川ミズベリング協議会（準備会） 

 住所                

氏名                

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、必要な場合には、警察署に照会することについて承諾し、当該事項に関する 

書類の提出を天竜川ミズベリング協議会（準備会）から求められた場合には、指定さ 

れた期日までに提出します。 

記 

 

１ 自己又は自己の法人その他の団体の役員等は、次のいずれにも該当する者ではあり

ません。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者 

(3) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者 

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的 

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は 

積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者 

(7) 暴力団員と密接な交友関係を有する者 

 

以上 

（注）１ 個人の場合は氏名欄の下に生年月日を記載すること。  

（注）２ 法人および団体の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料
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（様式３号） 

施設使用企画提案書 

氏名（団体名称）  

企画概要 

①事業内容 

②出店期間 

③希望する場所 

 

工作物等配置図  

審査基準への配慮

事項 

① 地域、事業への理解度及び貢献度 

 

 

② 周辺環境への配慮、公共空間の適正管理 

 

 

③ 利用者への配慮と安全性 

 

 

④ 洪水時の施設撤去 

（緊急時（事故、洪水、地震、台風等）の対応方針及びその体制） 
 

（様式 3-1 号に記入） 

 

※ 必要に応じて、別紙や図面等を添付してください。 
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（様式３－１号） 

 <洪水時等の施設撤去（例）> 

洪水時等の施設撤去 

洪水時等への対応計画 

イベント責任者 

○下記記載例を参考に記載する。 

・イベント中は責任者を定め、イベント中止等の判断や撤去等を行う。 

・イベント責任者は予報や降雨予測等の気象情報は、責任者が定期的にWeb

で確認するとともに、スマートホンにプッシュ通知で受信する。 

・イベント責任者は、中止等の情報を拡声器（ハンドマイク・ＰＡ装置

等）で参加者へ周知する。 
 

中止等の判断基準 

○下記記載例を参考に記載する。 

・台風等大雨が降るおそれがあるときはイベント中止し工作物の撤去を行う。 

・河川水位が高くさらに上昇するおそれがある場合はイベント中止し工作物

の撤去を行う。 

・浜松市南部及び浜松市北部に大雨・洪水注意報が発令された場合は工作

物の撤去準備を行う。 

大雨・洪水警報が発令された場合は直ちにイベントを中止し工作物の撤

去を行う。 

・震度４の地震が発生した場合はイベント中止し安全を確保する。揺れが

小康状態になった後に工作物の撤去を行う。 

・大津波警報・津波警報・注意報が発令された場合はイベントを中止し直

ちに避難する。発令解除後に工作物の撤去を行う。 
 

具体的な工作物の撤去方法（撤去方法ごとに記載） 

○運転手や人手が現地におり、すぐに対応できる場合 

・何を（テント等）、何を使って（トラック等）、何分で、どこまで（場

所）撤去するかについて記載する。 

○運転手や人手が現地におらず、手配が必要になる場合 

・何を（テント等）、どこから（何分で手配し）、何を使って（トラック

等）、何分で、どこまで（場所）撤去するかについて記載する。  
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（様式３－２号） 

●新型コロナウイルス感染防止 チェックシート 

 

【当日参加者用チェックシート】 

 

日付：令和  年   月   日     氏名：                 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、チェックシートにご協力ください。 

 

項目 確認 

本日、マスク着用していますか。 はい ・ いいえ 

体温は３７．５℃以下ですか。 はい ・ いいえ 

咳などの風邪症状はありませんか。 はい ・ いいえ 

ご家族等の身近に風邪の症状を訴える人はいませんか。 はい ・ いいえ 

 

ご協力ありがとうございました。 
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【屋外・主催者用】 

＊屋外でイベント等を行うにあたり、以下のチェックシートを使用して、感染防止に

努めてください。全ての項目に「はい」が付くことが望ましいですが、「いいえ」

のある場合には、感染防止対策に十分留意して開催してください。 

 

日付：令和  年   月   日   事業名：                  

 

 

 

  
はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

多くの人が密集しそうな場所がある場合は、人数が分散できるよ
うに工夫をしている。

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

飲食を伴う場合は近くに手洗いができる場を設けている。 はい・いいえ

飲食スペースは対面を避け、人と人との距離を保つため、十分な
距離を確保している。

はい・いいえ

はい・いいえ

ゴミを片付ける場合、素手で片づけないための準備している。 はい・いいえ

ゴミを片付ける場合、密封して捨てられる方法を準備している。 はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

接触感染の防止について

もしもの際に連絡が取れるように、参加者名簿を作成した。

①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発
声の「３つの密」を同時に満たす行事等を行わないようにしている。

平常時に開催する場合と比較し、開催時間や参加人数が縮小する方
法を検討した。

参加者の体調を確認する場を設けている。
　※当日参加者用チェックシートの活用可

衛生用品を準備した。（石けん、手指消毒剤等）

多くの人が密集しそうな場所はない。

多くの人が密集する場所の改善　　　　　　　★【参加者人数目安】敷地面積（㎡）÷３以下

参加者への呼びかけについて（事前、当日）

飲食について

手指衛生を行える場所を確保している。

共用部分、使用した物品、機器について、定期的に消毒を実施してい
る。

基本的に飲食を伴う事業は実施しない

マスクの着用を求めている。

体調不良の人の参加は断っている。

手指衛生の徹底を呼び掛けている。

人との間隔はできるだけ２ｍ（最低１m）空けるように求めている。

混雑の状況によって入場制限をする可能性があることを呼び掛けて
いる。

終了後は、速やかな帰宅を呼び掛けている。

ゴミは持ち帰るように説明している。

　★参加者人数目安の考え方
　　人と人との距離を２ｍ確保するために、個人を中心に半径１ｍの円が必要（１ｍ×１ｍ×3.14≒３㎡）。
　　敷地面積（㎡）から３㎡を割ることで、敷地面積に対しパーソナルスペースを確保した参加者人数を推測。

感染防止のための具体的な対策

基本的な対策
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（様式４号） 

使用許可書 

 

第   号 

年  月  日 

 

              様 

天竜川ミズベリング協議会（準備会） 

 

年  月付けで、申請のありました天竜川の使用を次のとおり許可します。 

使用する団体  所属  

事業内容  

出店期間  

希望する場所  

使用条件 ○社会実験の趣旨に合っていること。また、様式３号の施設使用企画提案書に記載

のある内容以外の使用は禁止します。 

【趣旨】天竜川を日常的に人が集う憩いの場、にぎわいの場、学びの場等として、

より一層活用し、浜松市の活性化に寄与する取り組みであること 

○以下の事項を実施できることを条件とします。 

１．占用施設は使用期間満了、退去時には原状回復を行うこと。 

２．洪水時の施設撤去に関する計画があり、洪水時の撤去対応が可能 

なこと。 

３．周辺環境に配慮し、使用区域内にごみや汚れがないよう清掃等を心がけること。

４．騒音対策、煙害、におい、ごみ処分など周辺環境に十分配慮すること。 

５．他の自由使用する利用者を妨げないこと。 

６．苦情には適切、かつ、真摯に対応するとともに、その対応内容を天竜川ミズベ

リング協議会（準備会）に報告すること。 

７．水難事故や使用区域内の交通事故等が発生しないように注意喚起すると共に安

全指示を適時・的確に行うこと。 

８．事業運営にあたっては、使用者及び第三者等に損害を与えた場合の損害賠償責

任の履行に備え、損害保険、賠償責任保険等の保険に加入すること。また、加入

保険証書の写しを天竜川ミズベリング協議会（準備会）に提出すること。 

９．飲食事業を実施する場合、所管保健所に必要な営業許可（臨時営業許可、露店

営業許可等）や食中毒対策に関する保険等を申請・取得し、営業許可書の写しを

天竜川ミズベリング協議会（準備会）に提出すること。 

10．使用に際して、許可証を掲示すること。 

11．コロナウイルス感染防止対策として、主催者は「新型コロナウイルス感染拡大

防止のためのチェックシート（参加者用、屋内・屋外主催者用）：様式３－２」

や内閣府・厚生労働省・静岡県等の新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対

応を確認の上、最新の対策を講じること。 
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12．コロナウイルスへの対策について、社会実験実施前に天竜川ミズベリング協議

会（準備会）に報告し、承認を得ること。 

13．その他、問題等が発生した場合は、協議会との協議に応じるとともに指示に従

うこと。 

緊急時の対応 ・大雨や台風などの緊急時には、水位上昇の危険があるため、河川管理者（国土交

通省浜松河川国道事務所）、天竜川ミズベリング協議会（準備会）事務局の指示

に従い、設置物を川の外に退避させ、避難すること。 
・震度４以上の強い地震が発生した場合は、直ちに社会実験を中止し、揺れが収ま

ったら安全な場所へ迅速な避難行動を開始すること。避難後は天竜川ミズベリン

グ協議会（準備会）事務局へ安否を報告すると共に工作物の撤去を行うこと。 
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（様式５号） 

実施報告書 

氏名（名称）  

実施概要 

・事業内容 

・出店期間 

・使用エリア 等 

 

工作物等配置図  

緊急時（洪水、地震、

台風等）の体制の有

無、実施内容 

（有り、無し） 

 

審査基準への配慮（実

施状況） 

① 地域、事業への理解度及び貢献度 

 

 

② 周辺環境への配慮、公共空間の適正管理 

 

 

③ 利用者への配慮と安全性 

 

 

④ 洪水時の施設撤去 

 

 

事業実施における課題  

事業実施の効果  
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社会実験実施対象箇所 

河口・河輪地区水辺の楽校・天竜川緑地 

 

※対象箇所以外のエリアでも応募可能です。 

審査により応募いただいた実施箇所を変更して

いただくこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

河口 

天竜川緑地 

河輪地区水辺の楽校 

東海道線 
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【エリア：河口】（①：0.4k～0.6k 付近、②0.6k～0.8k 付近の２箇所） 【エリア：河輪地区水辺の楽校】（③：2.6k～2.8k 付近、④2.8k～3.0k 付近の２箇所） 

【エリア説明】 

・天竜川河口部分で、マリンスポーツ（釣り、ジェットスキー等）が日常的に行われているエリア 
 
【募集プログラム】 

・飲食サービス提供、物販、アクティビティ、キャンプ、BBQ 等を想定 

【エリア説明】 

・天竜川河輪水辺の楽校箇所で、子ども達が入れるワンドや芝生があるエリア 
 
【募集プログラム】 

・飲食サービス提供、物販、体験学習、BBQ、アクティビティ（ドローン等）等を想定 
【主な設備の有無】 

・電源、トイレ、水道無し。 
【主な設備の有無】 

・電源、水道無し。トイレあり。 

  

① 

② 

③ 

④ 

掛塚橋 

遠州大橋 
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【エリア：天竜川緑地】（⑤8.6k 付近） 

【エリア説明】 

・天竜川緑地で、遊具やベンチ、芝生等が整備されている公園エリア 
 
【募集プログラム】 

・飲食サービス提供、物販、アクティビティ（サイクリング、イベント等）等を想定 
【主な設備の有無】 

・電源無し。水道、トイレあり。 

 

 

⑤ 

新天竜川橋


