
平成27年10月28日　様式３

静岡都心・清水都心・東静岡副都心活性化計画
平成22年度　～ 平成26年度(5年間） 静岡市

（H21） （H24末） （H26末）
①

②

③

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 都市再生 一般 静岡市 直接 1,092

1-A-2 都市再生 一般 静岡市 直接 5,553

1-A-3 都市再生 一般 静岡市 直接 1,364

1-A-4 都再区画 一般 静岡市 直接 429

1-A-5 再開発 一般 静岡市 直接 6

合計 8,444

静岡34.9%,清水4.8％ 静岡48.2%,清水11.7%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

東静岡駅周辺地区都市再生整備計画事業

清水駅西土地区画整理事業

七間町・七ブラシネマ通り地区暮らし・にぎわい再生事業

公表の方法

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

区画整理、地域交流センター等　187ha

再開発、公園、電線地中化等　248ha

駐輪場、公園、調整池等　50.5ha

都市再生区画整理事業　4.3ha

再生事業計画策定　約2.5ha

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
19,239百万円 Ａ Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

静岡市は平成20年度に静岡及び清水都心において中心市街地活性化計画が認定され、中心市街地の活性化に取り組んでいる。また、東静岡地区においては副都心として都市機能を分担し、相乗効果により都市活
力を創出することが必要とされている。都心、副都心等の特色に応じた整備により快適で魅力ある中心市街地の活性化を目指すとともに、それらの交流・連携やアクセスの利便性向上や周辺の生活環境整備を行
うことにより定住化を図りまちのにぎわい創出を目指す。

・静岡中心市街地における歩行者通行量を22,176人／日（H22）から30,500人／日（H26）に、清水中心市街地における歩行者通行者量を7,678人／日（H22）から8,400人／日（H26）に増加
・静岡の中心市街地はにぎわいや魅力が増したと感じる市民の割合を34.9％から48.2％に、清水の中心市街地はにぎわいや魅力が増したと感じる市民の割合を4.8%から11.7%に増加
・副都心である東静岡地区への来街者数6,930人に増加

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

8,812百万円 Ｃ
8,444百万円

(うち,提案事業55百万円)

静岡 22,176人
清水  7,678人

静岡及び清水中心市街地の歩行者通行量を測定する。

中心市街地はにぎわいや魅力が増したと感じる市民の割合を測定する。

ＪＲ東静岡駅の１日当たりの乗車人員数を測定する。

（事業箇所）

清水中心市街地活性化地区都市再生整備計画事業

駿府ふれあい地区都市再生整備計画事業

静岡 30,500人
清水  8,400人

6,787人 6,930人

学識経験者等の第三者で構成される静岡市公共事業評価委員会による審査を実施する。

平成27年度

委員会での審議結果等を市のホームページに掲載する。

事業者

静岡市

事後評価の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

1,983百万円
効果促進事業費の割合

静岡市

10.59%

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-B-1～29

合計 8,812

番号 備考

1-B-1～29

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C-1～15

合計 1,983

番号 備考

1-C-1～15

別紙一覧表のとおり

番号 要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

別紙一覧表のとおり

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

別紙一覧表のとおり

別紙一覧表のとおり

事業者

一体的に実施することにより期待される効果

事業者番号 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）



H22 H23 H24 H25 H26

1-B-1 道路 一般 静岡市 直接 266

1-B-2 道路 一般 静岡市 直接 123

1-B-3 道路 一般 静岡市 直接 81

1-B-4 道路 一般 静岡市 直接 108

1-B-5 道路 一般 静岡市 直接 118

1-B-6 道路 一般 静岡市 直接 53

1-B-7 道路 一般 静岡市 直接 23

1-B-8 道路 一般 静岡市 直接 19

1-B-9 道路 一般 静岡市 直接 40

1-B-10 道路 一般 静岡市 直接 32

1-B-11 道路 一般 静岡市 直接 31

1-B-12 道路 一般 静岡市 直接 122

1-B-13 道路 一般 静岡市 直接 70

1-B-14 公園 一般 静岡市 直接 231

1-B-15 街路 一般 静岡市 直接 58

1-B-16 道路 一般 静岡市 直接 50

1-B-17 道路 一般 静岡市 直接 49

1-B-18 道路 一般 静岡市 直接 34

1-B-19 道路 一般 静岡市 直接 36

1-B-20 街路 一般 静岡市 直接 945

1-B-21 街路 一般 静岡市 直接 261

1-B-22 街路 一般 静岡市 直接 1,792

1-B-23 街路 一般 静岡市 直接 330

1-B-24 街路 一般 静岡市 直接 424

1-B-25 道路 一般 静岡市 直接 600

1-B-26 道路 一般 静岡市 直接 185

1-B-27 街路 一般 静岡市 直接 1,353

1-B-28 街路 一般 静岡市 直接 1,041

1-B-29 区画 一般 静岡市 直接 338

合計 8,812

（都）草薙駅南北自由通路 街路築造104ｍ、用地補償 静岡市

静岡市 東静岡駅周辺地区((都)東静岡南北幹線外) 区画整理50.5ha 静岡市

（市）泉町豊原線 道路築造200ｍ 静岡市

静岡市 （一）静岡環状線（水落） 交差点改良80ｍ 静岡市

静岡市 （都）草薙駅北口通線外 街路築造189ｍ、用地補償 静岡市

（都）丸子池田線（八幡工区） 街路築造700ｍ、用地補償 静岡市

静岡市 （都）静岡下島線（稲川３工区） 街路築造450ｍ、用地補償 静岡市

静岡市 （都）静岡下島線（石田工区） 街路築造1,100ｍ、用地補償 静岡市

（国）１５０号 舗装110ｍ 静岡市

静岡市 （都）日の出町押切線外１路線 街路築造300ｍ、230ｍ、用地補償 静岡市

静岡市 （都）中吉田瀬名線 街路築造285ｍ 静岡市

（一）藤枝静岡線 舗装190ｍ 静岡市

静岡市 （一）静岡環状線 舗装350ｍ 静岡市

静岡市 （主）山脇大谷線 舗装180ｍ 静岡市

（一）静岡草薙清水線（千歳町外） 舗装270ｍ 静岡市

静岡市 街区公園再整備事業 多目的広場、児童用遊具設置等　1公園　0.83ha 静岡市

静岡市 （都）清水駅西口通り線 清水駅西口駅前広場　0.67ha 静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市 （市）松原町旭町線 舗装450ｍ 静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

（市）大浜街道線

（市）浜街道線

（一）静岡草薙清水線（中之郷一丁目外）

舗装270ｍ

舗装420ｍ

舗装410ｍ

静岡市舗装760ｍ

備考

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号
事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
全体事業費
（百万円）

（市）入江一丁目江尻東三丁目線・（市）江尻東一丁目二丁目２号線 舗装650ｍ 静岡市

（一）清水インター線 舗装730ｍ 静岡市

舗装260ｍ

（一）静岡草薙清水線（曲金六丁目外）

（市）宮前大谷線

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

（市）宝台院下島線

（市）東町豊田線

事業実施期間（年度）

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

舗装600ｍ

舗装810ｍ

舗装560ｍ

舗装440ｍ

（主）井川湖御幸線

（市）麻機街道線

事業内容
（延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名



番号 備考

1-B-1

1-B-2

1-B-3

1-B-4

1-B-5

1-B-6

1-B-7

1-B-8

1-B-9

1-B-10

1-B-11

1-B-12

1-B-13

1-B-14

1-B-15

1-B-16

1-B-17

1-B-18

1-B-19

1-B-20

1-B-21

1-B-22

1-B-23

1-B-24

1-B-25

1-B-26

1-B-27

1-B-28

1-B-29

1-A-3と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-3と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-3と一体となって都市基盤を整備することにより、市民の快適性・利便性が向上され、ユニークで魅力ある都市空間を持つ新しい都市拠点の形成を図ることができる。

1-A-3と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-1と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進し、都心・副都心の誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-4と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

一体的に実施することにより期待される効果

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-3と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-3と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進するとともに、都心・副都心のアクセス利便性が向上され、誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。



H22 H23 H24 H25 H26

1-C-1 都市再生 一般 静岡市 直接 116

1-C-2 調査・検討 一般 静岡市 直接 65

1-C-3 都市再生 一般 静岡市 直接 35

1-C-5 都市再生 一般 静岡市 直接 15

1-C-6 都市再生 一般 静岡市 直接 279

1-C-7 都市再生 一般 静岡市 直接 200

1-C-8 施設整備 一般 静岡市 直接 10

1-C-9 調査・検討 一般 静岡市 直接 11

1-C-10 調査・検討 一般 静岡市 直接 221

1-C-11 調査・検討 一般 静岡市 直接 70

1-C-12 都市再生 一般 静岡市 直接 30

1-C-13 都市再生 一般 静岡市 直接 59

1-C-14 都市再生 一般 静岡市 直接 35

1-C-15 都市再生 一般 静岡市 直接 837

合計 1,983

番号 備考

1-C-1

1-C-2

1-C-3

1-C-5

1-C-6

1-C-7

1-C-8

1-C-9

1-C-10

1-C-11

1-C-12

1-C-13

1-C-14

1-C-15

1-A-2と一体となって、中心市街地の回遊動線の形成の可能性及び実現方策等について検討することにより、静岡都心地区の賑わい向上創出につなげていく。

1-A-2と一体となって、新たな駐輪場の設置について調査・検討することにより、中心市街地の魅力向上につなげていく。

1-A-2と一体となって子育て支援施設を充実させることにより、都市拠点の活性化を図ることができる。

1-A-2と一体となって救急医療施設を充実させることにより、都市拠点の活性化を図ることができる。

1-A-2と一体となって進めることにより、都心・副都心地区のまちづくりの課題を捉え、課題解決方法を見出してまちづくりに生かしていく。

1-A-3と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進し、都心・副都心の誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

一体的に実施することにより期待される効果

1-A-3と一体となって整備することにより、都心・副都心へのアクセス向上により中心市街地の賑わい向上が期待できる。

1-A-3と一体となってIC周辺を面的開発し、コンパクトシティの強化を図るとともに、市内外から新ＩＣを利用してきた人をパーク＆ライドにより都心部へ誘客する交通体系軸もあわせて検討することにより都心等の賑わい向上が期待できる。

1-A-3と一体となって、都心・副都心の個性の発揮とその相乗効果により都市活力の創出により、都心等の賑わい向上が期待できる。

1-A-1と一体となって、清水中心部と清水港周辺を一体的に捉え、都市的空間へ転換の可能性が高い箇所の整備、回遊動線の形成の可能性、及びその実現方策等について検討することにより清水都心地区の賑わい向上創出につなげていく。

1-A-3と一体となって、都市機能の充実により都市拠点の活性化を図る。

1-A-2と一体となって進めることにより、行動支援が的確に行われることによる積極的な回遊と滞在時間の拡大や多様なニーズに対応た高齢者を含めた多世代の集客が見込まれ都心等の賑わい向上が期待できる。

1-A-2と一体となって整備することにより、市民の快適性・利便性を向上させ地区への定住を促進し、都心・副都心の誘客増加や中心市街地の活性化が期待できる。

1-A-2と一体となって進めることにより、中心市街地の新たな拠点形成を民間・公共で連携で進めることが可能となり、中心市街地の活性化が期待できる。

静岡市 救急歯科センター整備事業 初期救急医療施設建設　150㎡ 静岡市

静岡市 都心・副都心まちづくり推進事業 基礎調査 静岡市

静岡市 草薙駅周辺整備事業 南口駅前広場、多目的広場、駐輪場等 静岡市

静岡市 静岡都心地区中心市街地回遊性施策検討事業 基礎調査、交通社会実験 静岡市

静岡市 静岡都心地区自転車環境整備事業 基礎調査、社会実験 静岡市

静岡市 保育園建設事業 保育園建設　120㎡ 静岡市

静岡市 坤櫓ガイダンス事業 社会実験 静岡市

静岡市 田町公園移植、サイン等設置事業 移植、サイン設置等 静岡市

静岡市 七間町地区まちづくり検討業務 まちづくり方針検討、策定 静岡市

静岡市 都心・副都心の連携に資する交通・情報体系構築検討調査 調査、社会実験等 静岡市

静岡市 清水都心地区まちづくり推進事業 基礎調査、資源活用検討調査 静岡市

静岡市 新急病センター建設事業 初期救急医療施設建設　1,250㎡ 静岡市

備考

静岡市 都心部への広域アクセスネットワーク検討調査業務 ネットワーク及びアクセス拠点の調査検討 静岡市

静岡市 大谷・小鹿地区まちづくり検討業務 対象面積　125ha 静岡市

Ｃ　効果促進事業

番号
事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

（延長・面積等）
市町村名

港湾・地区名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）



※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値 静岡48.2％　清水11.7％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 静岡58.4％　清水12.4％

最終目標値 6,787人
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 7,763人

・ 各種道路事業により、通行性、耐久性が向上し、また、防災性の向上と良好な景観の確保が図られた。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・ 静岡地区では、子育て支援施設や初期救急医療施設等の充実により、都市機能が集約され、地区の拠点性が高まった。
（必要に応じて記述）    また、静岡市美術館の指定管理者が企画するワークショップや講演会等に、概ね目標以上の参加が得られており、市民の文化活動機会が増加している。

・ 清水地区では、駅前広場や都市基盤整備により、高質な空間を創出するとともに、都市基盤（公園・緑地）に対する住民満足度が向上した。
   また、まちづくり推進事業によりまちづくり主体者間の連携が深まった。また、社会実験の実施等により、新たなまちづくり活動の展開に繋がった。

   また、「防災・防犯に関する意見交換会」や「まちの環境美化活動に関するアンケート調査」等の実施により、地域住民の意識向上につながった。

３．特記事項（今後の方針等）

指標②（中心市
街地はにぎわい
や魅力が憎した
と感じる市民の
割合）

静岡地区では、市街地再開発事業や美術館等の拠点施設と歩行空間の整備等の相乗効果により、歩行者通
行量に対する一定の寄与はあったものの、目標の達成には至らなかった。今後は、再開発事業及び拠点施
設や歴史資源の活用による魅力向上、イベント開催等のソフト事業との連携により、交流人口の増加が期
待される。
清水地区では、駐輪場や周辺の拠点整備、アーケード改修、サイン整備等により、歩行者回遊型のまちづ
くりに寄与したと考えられるが、目標の達成には至らなかった。また、平成22～24 年度にはイベント開
催により非常に多くの歩行者通行量があったが、その後再び減少しているため、継続的なイベント開催に
よるにぎわい創出が今後期待される。

指標①（静岡及
び清水中心市街
地の歩行者通行
量）

静岡地区では、商店街の魅力向上、地域資源を活かした歴史・文化的交流機会の創出、安心・安全な歩行空間の保全を推進し、また、地域の歴史資源を活かしたイベントの開催等のソフト事業との連携により、活性化に
つなげる。
清水地区では、集客施設及び商店街の充実、歩行者空間の整備、地域の交流・イベント等を含む魅力あるまちづくりに取り組み、それらを連携させることで、各拠点間の回遊性を高め、活性化につなげる。
東静岡地区では、交通利便性・移動円滑性の向上、情報･芸術拠点機能の強化・拡充、公園利用者の路上駐車対策等に取り組み、快適で利便性の高いまちづくりを推進する。また、持続的なまちづくり体制の構築等、ソフ
ト面からのまちづくりを支援する。

静岡　30,500人
清水　 8,400人

指標③（JR東静
岡駅の１日当た
りの乗車人員
数）

静岡　24,168人
清水　 5,402人

都市再生整備計画事業等を中心とした各都心及び副都心の整備、及びそれに関連する社会資本整備事業及び効果促進事業の相乗効果により、快適で魅力ある中心市街
地が形成されるとともに、まちのにぎわい創出へとつながった。


