
 

静岡市立地適正化計画案に対するパブリックコメント結果 

平成 28 年 12 月 22 日（木）～平成 29 年 1 月 23 日（月）、立地適正化計画案につい

て、市民の皆様の意見を募集、反映するため、パブリックコメントを実施しました。 

 

■実施期間 

平成 28 年 12 月 22 日（木）～平成 29 年 1 月 23 日（月） 

 

■意見提出者の属性 

①性別 

男性 女性 不明 計（人） 

168 100 14 282 

 

②年齢 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70代以上 不明 計（人） 

2 146 27 39 21 25 4 18 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■集約化拠点形成区域に期待すること（アンケート） 

それぞれの集約化拠点形成区域について、将来どのようなまちになれば、もっと出かけて

みたいと思うか、「期待すること」を地区ごとに１人最大３つまで回答して頂きました。 
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①性別

内容
静岡駅
周辺地区

清水駅
周辺地区

東静岡駅
周辺地区

草薙駅
周辺地区

駿河区役所
周辺地区

安倍川駅
周辺地区

1）様々な行政サービスが便利に利用できるまち 12.1% 7.8% 5.9% 4.1% 13.2% 9.2%
2）買い物しやすく、歩いて楽しめるまち 21.0% 14.6% 10.5% 6.7% 3.6% 3.7%
3)働く場所が充実し、活気のあふれるまち 8.6% 9.6% 8.4% 3.0% 8.9% 2.8%
4)子育てしやすく、子どもを大切にするまち 3.6% 6.2% 10.8% 12.7% 5.3% 17.9%
5)医療が充実し、安心して過ごせるまち 5.9% 9.0% 7.7% 5.6% 14.2% 8.3%
6)福祉が充実し、高齢者も過ごしやすいまち 2.7% 3.1% 4.5% 6.0% 8.5% 9.6%
7)教育環境が充実し、学生が多く、元気なまち 2.7% 1.9% 9.1% 19.4% 8.5% 1.4%
8)歴史や文化が感じられ、市内外から人が集まるまち 12.4% 7.8% 2.8% 6.0% 2.5% 3.2%
9)様々なイベントが充実し、にぎわいのあるまち 11.5% 12.1% 14.0% 2.6% 5.0% 2.3%
10)誰もが学び、集う、ふれあいのあるまち 2.7% 1.9% 7.3% 8.2% 3.6% 3.7%
11)みどりが身近に感じられる、うるおいのあるまち 2.4% 1.6% 6.6% 14.6% 6.4% 13.3%
12)公共交通が便利に利用でき、誰もが移動しやすいまち 10.1% 10.6% 8.4% 6.7% 9.6% 9.6%
13)災害に強く、安全に過ごせるまち 4.4% 14.0% 3.5% 4.5% 10.3% 14.2%
14)その他 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.9%

件数 338 322 286 268 281 218
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■主な自由意見 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

・人口減少下で街を拡大していくのではなく、コンパクトに、

駅チカに建物を集めることは、非常に便利になると思った。

また、そのためには公共交通機関や道路整備、駐車場など

の活性化が必要不可欠だと考える。 

・清水駅周辺に医療の充実を望む。小児科・外科が不足して

いて、車がない人は困っていると思う。 

・蒲原由比地区は静岡地区・清水地区と距離的にも離れてい

るし、アクセスする交通手段も限られている。集約化拠点

形成区域が必要なのではないか。 

・コンパクトなまちづくりを進める中で、オクシズといった

中山間地域の疎外感を生んでしまわないかが気がかりだ。 

・人口減少の理由がはっきりとは分かっていないが、津波が

この先来るからかなあと思う。街の発展とともに防災につ

いても充分な施策があると将来も安心だ。 
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■頂いたご意見と市の考え

通し
番号

性別 年齢 ご意見 市の考え

1 女性 20代

各々の場所を適切に利用していくことで、ゆとりある場所にしたり、利便性の高い場
所にしたりしていくということを聞き、これから静岡市がどのように変化していくのか、
発展していくのか、とても楽しみになりました。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

2 女性 20代

集約連携型都市構造の実現のために、静岡市ではマスタープランを意識したどのよ
うな地区にするかという目標にそって、立地適正化計画が定められているとわかりま
した。その区域によって、事業の進め方や、土地利用の仕方など、その土地の特性
を利用しつつ、都市計画の実現をめざしているところが、その土地を有効に利用して
いて、とても良いと思いました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

3 女性 20代

静岡は車がないと不便だという話をよく聞くので、バスの利用しやすい、都市機能を
集約するという将来都市構造を掲げているのは、ニーズに合っていて静岡市に人が
増えるポイントになると思う。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

4 男性 20代
人口が減少している静岡にとって都市計画によって街作りを進めていくのは重要だ。 今後も、都市計画行政へのご理解とご協

力をいただければ幸いです。

5 男性 20代
静岡市の区別構想のところで区ごとに異なる街づくりの目標を設定し、活性化を図る
というのは、その地域の強みを活かした発展が期待できるので良いことだと思った。

地域の強みを活かしたまちづくりに努めて
いきたいと考えています。

6 男性 20代

人口減少や少子高齢化の進行などを考えて、高齢者にやさしいまちづくりが必要
だったり、財政が縮小している中で、公共施設などの維持費をふまえた上で考える
と、多くの課題が残っているように思いました。

コンパクトなまちづくりによって、暮らしや
すく魅力ある都市を実現し、人口減少に
歯止めをかけたいと考えております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

7 女性 20代

"拡散型都市構造"ではなく、公共交通機関の発達や観光に特化した地域を効果的
に利用していくという新しい都市計画はとても素敵だなと思います。規模が違うので
同じようにするのはむずかしいかもしれませんが、京都市は地下鉄はもちろんのこ
と、バスが路線が多いし、わかりやすいし、500円で一日乗り放題になるのでとても便
利で、静岡もあんな風になったらいいなあと思います。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

8 男性 20代

特に、道路環境と公共交通環境において大きな不満を静岡市にもっています。しか
しながら、そのような点についても考慮し、市街地の過密化、利便性の強化と市街地
へのアクセスの利便性を高める2本の柱を主体として計画を立てていることに大いに
感心しました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

9 男性 20代
静岡市立地適正化計画というものがあり住宅等の立地の適正化を図るための計画
を作成するものである。これによって商店などは利用しやすいようになるだろう。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

10 男性 20代
静岡市は、市域面積に対する平野部の割合の小ささからコンパクトシティを実現せ
ざるを得ないのだと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

11 男性 20代

立地適正化のように、人が住みやすいところに住むのではなくて、場所を人が住み
やすいところにしてしまう、ということは現代においては当たり前のことなのかもしれ
ないが、とてつもないことだと思う。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

12 男性 20代
居住環境アンケートで約2/3が便利なところに集まって住むことを希望していることか
らわかるように、コンパクトシティーを進めることのニーズがある。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

13 男性 20代
少子高齢化による人口減少社会の最中。市民サービスを維持する為にもコンパクト
シティ化は必要であり都市計画が重要であると思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

14 男性 20代
都市計画マスタープランに示す将来都市構造を実現するために「立地適正化計画」
を策定する。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

15 男性 20代
静岡市は平野部が10%程度しかないことにとても驚いた。だからこそコンパクトシティ
という考え方はとても重要になってくると思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

16 女性 20代

にぎわいのある集約化拠点形成区域、人が安心して暮らせる利便性の高い市街地
形成区域、ゆとりある市街地形成区域の3つが実現したら、さらに魅力のある静岡市
になるのだろうと思います。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

17 女性 20代

3つ目の居住区以外の地域をどうするのかが一番難しいけれど、特徴のあるまちに
なるカギになると思います。

中山間地域では、歴史・自然などの観光
ポテンシャルが高い地域の効果的な活用
を進めていきます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

18 男性 20代

立地適正化計画における集約された区域や利便性の高い区域等は、生活する人々
にとってとてもありがたいものであると思う。実現すれば、間違いなく誰にとっても魅
力ある町となるであろうから、ぜひ実現したい。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

19 男性 20代
コンパクトさをいかして駅周辺を拠点とすれば、そこに人が集約しやすいのは当然で
あり、とても理にかなった計画であるなぁ、と感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
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通し
番号

性別 年齢 ご意見 市の考え

20 男性 20代
静岡駅などの主要駅の周辺地区では市民生活に必要な都市機能を集約し、拠点性
を高め、市民生活の質を高める事はとても有効な事だと思います。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

21 女性 20代
成長・拡大から、成熟・持続可能へこれからは移行していかなくてはならないと感じ
た。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

22 男性 20代

静岡市の都市計画は転入者増加を目的としてものであると感じた。その面において
は集約連携型都市構造などは、その目的を達成するために重要なポイントとなると
ても素晴らしいものであると感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

23 女性 20代
都市計画区域、集約誘導地区。重点地区などに分けられて、開発されることによっ
て、より良い生活が実現すると良いと思った。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

24 女性 20代

私が、中心部のまちなかというよりは、郊外などでゆとりのある居住をしたいと思って
いる方なので、様々なライフスタイルに応じた暮らしのイメージもプランの中に入って
いるということはありがたいと感じた。高いビルやショッピング施設で生活が便利にな
ることはうれしいが、自然などのある穏やかな空間や昔ながらの商店街のようなもの
を求めている人もいるということを忘れないでいてほしいと思った。

多様なライフスタイルに対応できる集約連
携型都市構造の実現に努めていきたいと
考えています。

25 男性 20代
人口が多い頃のような土地活用法では不便であるし、衰退の速度は変わらない。都
市計画は重要なのである。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

26 男性 20代

自分の地元の市も、人口流出や少子化・高齢化の影響を大きく受けていて、賑わい
があまりないなと感じているので、集約化拠点形成区域を設定し、サービスの充実を
図ることは、導入してほしいと思いました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

27 女性 20代

静岡市立地適正化計画について、住宅地と繁華街とで分けるのは騒音や人ごみが
苦手な私にとってはとてもありがたいことだなと感じた。

多様なライフスタイルに対応できる集約連
携型都市構造の実現に努めていきたいと
考えています。

28 男性 20代
静岡市では現在、若者の転出が激しく、人口減少がとても問題になっているので、こ
ういった都市計画で何か変わっていくのではないかと感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

29 女性 20代

都市計画における立地適正化計画で集約化拠点形成区域や利便性の高い市街地
形成区域、ゆとりある市街地形成区域と3つに分かれており、きちんと環境を守りな
がら定住人口を確保し、様々なサービスの維持するこの計画はすごく考えられたも
のだなと思いました。そこまで人口が多くなく、かといって駅周辺などはよく栄えてい
るのであと少し交通の便が良くなれば非常に住みやすい県だなと思います。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考とさせていただきま
す。

30 男性 20代

これから先、少子高齢化が心配される静岡市では、都市や地域の中心となる駅周辺
には人口が集約するため、そのような地域やバスの利用しやすい地域に市民生活
に必要な都市機能を集約する。そうすることで街の拠点を公共交通で結び市民の生
活がより質の高いものとなる。反対にそれ以外の地域では広い場を利用して工場や
観光施設などを盛り上げていく。無駄のない街作りで20年先を見据えることの大切さ
を知りました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

31 男性 20代

現在の静岡市では、静岡駅を中心とした買い物や交通網の利益性を生かした町づく
りがなされる一方で、自然や歴史などの文化に深く掘り下げられた都市計画やまち
づくりが行われ、非常にバランスの良いものになっているのではないかと考えられ
る。また、静岡駅以外にも東静岡駅周辺の地域開発や「暮らしの拠点」を考慮した日
常生活に必要な機能を有した都市の建設、整備などは今後より注目していくべき内
容であると感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

32 女性 20代

拠点・軸・ゾーンに分けた戦略的な取り組みを見てそれぞれの地域の特色を生かし
て良さを引き出すのが、地域を丁寧に調査しないとできないことだと思ったので、す
ごいと感じました。ゆとりある市街地形成区域は防犯にもつながることなので、積極
的に進めていってほしいです。もちろん市街地の活性化も進んでいけば、街が盛り
上がって、出かけるのが楽しくなるので全体的に進んでいくと良いなと思います。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

33 女性 20代

静岡市がめざす将来都市構造は、とても便利そうで、とても良いなと思った。人がた
だ集まるところの開発をすすめていくのではなく、交通機関が発達していて、人が来
やすいところを盛り上げていくというのが、過密化・過疎化の進行もあまり進まなそう
で良いと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

34 女性 20代

立地適正化計画の誘導施設における将来像や誘導施設が細かく設定されていて驚
いた。あくまでも計画ではあるけれど、これからの静岡市のまちづくりがどう進んでい
くのか見ていきたい。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

35 男性 20代
20年後の人口分布の予想を見て、中心部の人口は減少し、山間部の高齢化が著し
い状況がうかがえ、これからの時代に合った都市計画が必要だと感じました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

36 男性 20代
立地の適正化が進むことで移動が大変な高齢者の方々も住みやすくなり、最近問題
となっている高齢者の自動車事故の対策にもなっていくのだろうと考えた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
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通し
番号

性別 年齢 ご意見 市の考え

37 男性 20代

最近コンパクトシティという言葉をよく耳にしますが、人口減少で市の税収も減少する
なか、都市の規模の縮小も仕方ないのかなと思いました。説明の中で、人口密度が
60人なのでスーパーが営業できるという言葉が出てきましたが、今後、スーパーや
薬局といった生活に必要な商業施設は郊外からなくなってしまうのでしょうか。コンパ
クトシティ化についてあまりくわしく知らないのですが、漠然と不安があります。

スーパーなど居住者の日常生活を支える
生活機能については、市街化区域全域的
に立地すべき性質であることから、集約化
拠点形成区域への誘導は行わないことと
しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

38 男性 20代

「都市計画マスタープラン」という戦略的取組みの考え方として大きな流れがある中
で、「立地適正化計画」というものがあると知りました。その計画では「集約化拠点形
成区域」が定められ、様々なサービスの充実が図られ、また、独自の区域として「ゆ
とりある市街地形成区域」というものも定められるということで、様々なライフスタイル
や市民のニーズに即した、住みよいまちになってくれると嬉しく思います。また、これ
らはまだ計画段階ということですので、我々大学生や若い世代がこれからのまちづく
りに貢献していくことも大切であると感じました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

39 男性 20代

人口が減っている町で税収も減っているし、成長させていくのは困難。だから、持続
可能なまちづくりは、いい考えだと思った。人口、人口密度が減るところで、街を拡大
していくのではなく、コンパクトに、駅チカに建物を集めることは、非常に便利になると
思った。それには、公共交通機関や道路整備、また駐車場などの活性化が必要不
可欠なものであるとも思った。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

40 男性 20代

静岡市の人口減少や少子高齢化が年々進行しており、深刻な問題となっている。財
政が縮小していく中で、高齢化による民生費の増大が予想されている。さらに、人口
減少により、行政サービスの維持が困難となるので非常に深刻な問題であることが
理解できた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

41 男性 20代

静岡市の人口や少子高齢化、市街地の拡散などの進行具合が自分の想像以上に
進んでおり、これらの問題を解消するために都市計画マスタープランや立地適正化
計画を作り、取り組んでいることが分かった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

42 男性 20代

人口減少を予想した都市計画プランなどを考えていると聞いたが、他の所から人を
集めるような都市にするのか、今いる人達が静岡に残ってくれるように住みやすい
都市にするのか気になった。

集約連携型都市構造の実現により、現在
静岡市に住んでいる方、今後静岡市に来
ていただく方の両方に魅力ある都市をつく
り、人口の維持に努めていきたいと考えて
います。

43 男性 20代

都市機能誘導や居住誘導は建物が一通り建ちきった現時点でやることに効果はあ
るのか気になりました。それとも再開発等の視点から、これからの人口増も目指して
いるということだろうかと思いました。

政策効果指標を追加し、都市のコンパクト
化による様々な政策課題への効果を検証
することを計画書に追加しました。

44 男性 20代

静岡市の都市計画では、大規模商業施設を駅周辺に集め、その他の土地を公共交
通機関で拾ったということだが、駅周辺に車を停めようとするとかなりお金がかかり
バスなどを利用すると買った物を家まで運ぶのが苦労するといった経験が私にはあ
る。車で出入りしやすいような商業地を作っても良いのではないかと感じたこともあ
る。

中心市街地のにぎわいを創出するととも
に、誰もが便利に買い物できる環境をつく
る観点から、大規模商業施設は駅周辺の
中心部に立地することが望ましいと考えて
おります。

45 男性 20代

中心市街地において、都市機能を集約することは、効率的なまちになる一方で、都
市農園を街中に取り入れることで自然のあるまちづくりになると思います。分散型の
まちづくりの方が、住民と市、商店との距離が近くなり、住みやすいまちになると思い
ます。

都市のコンパクト化と連携し、都市農地を
取り入れたみどりあふれるまちづくりを進
めていくことが重要と考えております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

46 男性 20代

もちろん長期的にコンパクトシティ化は必要であるが人口減少に歯車がかかるであ
ろう中山間地域のこれからのあり方についても考えねばならないと思う。

中山間地域については、広域基盤、歴
史・自然資源の戦略的活用を進めていく
ことを示しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

47 男性 20代

静岡市の都市計画について、駅周辺の区域を中心に整備することも重要であると感
じたと同時に、静岡大学の周辺地域など、駅から離れてはいるが一定数の人口があ
る地域についても開発を進めたり、駅周辺の地域への交通アクセスの整備を進めて
ほしいと感じた。

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

48 女性 20代

利便性の高い市街地形成区域は確かに現在の駅前のように人々がにぎわい、便利
に暮らせている環境であると思うが、その一方で、地域の産業、地場産業などや地
元商店街などが廃れてしまうという懸念があると思う。生活に必要なサービスといえ
ど、それも区域ごとに分ける必要があるのではないだろうか。

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

49 女性 20代
集約することばかり考えてしまいがちですが、集約を誘導するための地区の存在も
重視しなければならないのだと実感しました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

50 男性 20代

立地適正化計画において、ゆとりある市街地形成区域での空き家（空き地）の利用
方法として、駐輪場をつくってみるのがよいのではないかと思った。

平成30年度のゆとりある市街地形成区域
設定にあたっては、この区域での空き地
や空き家の有効的な活用について検討し
ていきます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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51 男性 20代

立地適正化計画においては、計画の中でもゆとりある市街地形成区域について興
味を引かれた。空き地や空き家を活用することは、その土地や建物の所有者との関
係もあり、難しい部分もあると思う。

平成30年度のゆとりある市街地形成区域
設定にあたっては、この区域での空き地
や空き家の有効的な活用について検討し
ていきます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

52 男性 20代

立地適正化計画は、都市部に様々な施設を集約し、生活居住区域は施設を立てず
土地を農園や家の私有地にして余裕を持たせ、両者間の行き来を容易にする交通
整備ということでしょうか。あまり極端にやりすぎると、どこに行くにも公共交通機関
や車を使わねばならず逆に不便になりそうな気がします。歩き、もしくは自転車での
行動範囲に施設があると便利なので、居住地にも様々な施設を（土地が空いていれ
ば）建てていってほしいです。

居住者の日常生活を支える生活機能につ
いては、市街化区域全域的に立地すべき
性質であることから、集約化拠点形成区
域への誘導は行わないこととしておりま
す。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

53 女性 20代

立地適正化計画案の誘導施設の中に、大学があることが意外でした。図書館もホー
ルも、大学の中に集約されているので、大学は自分たちの知らないような可能性を
もっているのかな、とも思いました。

大学へ通学する多数の学生等によるにぎ
わい創出の効果が見込まれることなどか
ら、大学を誘導施設として設定しました。

54 女性 20代

清水区における「まちと港が融合する都心」はウォーターフロントの魅力を活かした
都市空間の整備や、それに対応した災害に強いまちづくりは、地震の危険性を考慮
した先進的なものであり、完成すれば他の都市にも負けない優れたものになると感
じた。

清水駅周辺地区では、魅力ある都市空間
の創出と併せて、防災力の向上にも取り
組むことで、賑わいと安全が両立したまち
づくりを進めていきます。

55 男性 20代

よりよい都市空間の為に、静岡市が実施しているマスタープラン計画や立地適正化
計画について詳しく知ることができました。静岡市は地方都市の中で非常に住みや
すく便利かつ楽しさを兼ね備えた魅力的な都市だと感じております。僕自身、県外の
出身で、大都市近郊に住んでいたので、静岡の魅力をより一層感じます。しかし、清
水区の今後の動向は非常に気になります。全体的に人口減少が進んでいく中、どの
ようにこの課題を解決し葵区とは異なったベクトル（港町）としての魅力ある都市形成
をしていくのかに大変興味を持っております。マスタープラン計画にも挙げられてい
たような将来都市構造・区別構想が実現されていくことに期待しています。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

56 女性 不明
現在の役所近辺に公共施設をお願いします。 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。

57 女性 40代
清水駅周辺、医療の充実を望みます。小児科がないので、車がない人は困っている
と思います。外科なども。

清水駅周辺地区では、総合病院を誘導施
設として設定し、医療の充実を図ります。

58 女性 30代

・安倍川施設の充実
・安全確保
・交通の便がいいようにしてほしい。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

59 男性 50代

静岡駅より七間町通りでのにぎわい。
・七間町通り、学生等の利用できる施設の設備。
・七間町通りで音楽等の施設設備。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

60 男性 60代
静岡市の発展のために東静岡駅南北空地の開発を願う。川勝知事は静岡市の発
展に非協力的であてにならないから静岡市主導で開発を進めて下さい。田辺市長応
援してます。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

61 女性 50代
清水駅周辺がもっとにぎやかになってくれるといいなと思います。 ご期待に応えられるように、具体的な取り

組みを進めていきたいと考えています。

62 不明 不明

津波浸水想定区域内への都市機能誘導区域や都市機能誘導施設の設定にあたっ
ては、想定される災害リスク内容及び災害リスクへの対応策を立地適正化計画に明
確に記載していただきたい。
清水駅周辺地区における誘導施設に総合病院が掲げられているが、津波浸水想定
区域へ総合病院を誘導した場合、津波災害の際には、患者の受入れが困難になる
など、病院の機能が十分発揮できないことが懸念されることから、総合病院を誘導
する区域は、津波浸水想定区域を除いた区域とすべきである。

各地区の災害リスクや津波に対する施策
をより分かりやすく計画書に記載しまし
た。
津波浸水想定区域に総合病院が立地す
る場合には、津波災害の際にも病院の機
能が発揮できるよう努めてまいります。

63 女性 30代

津波の浸水域には市の施設や病院などは建てない。 各地区の災害リスクや津波に対する施策
をより分かりやすく計画書に記載しまし
た。
津波浸水想定区域に市の施設や病院が
立地する場合には、津波災害の際にも機
能が発揮できるよう努めてまいります。

64 男性 60代

静岡市ではホテルの客室が不足していると考えています。市のイベント等では市内
宿泊では賄えず市外流出となっています。静岡駅、東静岡駅、草薙駅、清水駅に誘
導すべき建物と考えます。

集約化拠点形成区域に立地することが望
ましい施設として、宿泊施設を計画書に記
載しました。

65 男性 60代

コンパクトシティを目指す方向は、賛成です。
但し、清水駅周辺地区は、そのほとんどが、第４次想定の津波浸水区域です。これ
から、長く住み続ける街を作るのであれば、この地区に人が多く集まる施設を誘導す
ることには、疑問を感じます。
清水の特性で、やむを得ないのであれば、せめて浸水区域外（大手町、天神町、二
の丸町等）に集約化拠点形成区域の範囲を広げてもいいのではないでしょうか？清
水駅の距離から言えば、ドリームプラザ付近より近い距離にあります。

清水駅周辺地区では、にぎわいと安心・
安全が両立したまちづくりに取り組んでま
いります。
このことを示すために、地区の災害リスク
や津波に対する施策をより分かりやすく計
画書に記載しました。
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66 男性 30代

限られた予算の中での持続的な発展を行うために、地域をなるべく絞って集中的な
投資が必要。計画案で今の静岡市の財政規模からすると、６地区は多すぎる。静岡
駅、東静岡駅の２地域くらいに絞るべきだと思う。

静岡市が目指す集約連携型都市構造の
実現に向けて、6地区に集約化拠点形成
区域を設定し、持続可能なまちづくりに努
めていきます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

67 男性 50代

蒲原由比地区は静岡地区・清水地区との間にさった峠があり、距離的にも離れてい
ます。また、静岡地区・清水地区にアクセスするには交通手段も限られています。そ
のため蒲原由比地区にも一定程度の都市機能の集積を目指した集約化拠点形成
区域が必要ではないでしょうか。

平成30年度に、利便性の高い市街地形成
区域等を設定するとともに、集約化拠点
形成区域との交通ネットワークによる連携
についても示す予定です。
由比・蒲原地区においても、静岡・清水地
区との連携により、便利な地域を確保して
いきたいと考えております。

68 男性 20代

集約化拠点形成区域に静大周辺が含まれていなかったが、静大周辺にもう少し商
業施設等があればもう少し活気が出ると思う。

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

69 男性 20代

東静岡の地区は確かに土地スペースを持て余している感じがあり、もっと静岡周辺
とシームレスにつながるような施設の組み合わせがあればもっと発展するのではな
いかと思いました。

東静岡駅周辺は静岡駅周辺とは異なる魅
力づくりを進めながら、交通ネットワークに
よる連携を図ることで、にぎわいを創出し
ていきます。

70 男性 60代

医療施設の充実 集約連携型都市構造の実現を図ることに
より、医療施設など生活に必要な施設に、
誰もがアクセスしやすい都市づくりを進め
ていきます。

71 男性 40代

桜ヶ丘病院が清水庁舎の移転は反対。桜ヶ丘公園に移転してほしい。 集約連携型都市構造の実現を図ることに
より、医療施設など生活に必要な施設に、
誰もがアクセスしやすい都市づくりを進め
ていきます。
なお、本計画における誘導施設は、具体
的な施設の移転について定めるものでは
ございません。

72 女性 50代

病院の数を増やしてほしい。清水駅の周辺に店を出してほしい。 集約連携型都市構造の実現を図ることに
より、医療施設など生活に必要な施設に、
誰もがアクセスしやすい都市づくりを進め
ていきます。

73 男性 40代

集約化拠点形成区域について、安倍川駅周辺地区、駿河区役所周辺地区にも○○
拠点というテーマをつけていただけるとわかりやすいと思います。

静岡駅周辺地区、清水駅周辺地区、東静
岡駅周辺地区、草薙駅周辺地区について
は、総合計画を踏まえ、本市が目指すコ
ンパクトシティの３つの都市核として、歴史
文化拠点、海洋文化拠点、教育文化拠点
と示しました。

74 男性 50代

・都市計画のプランのコンパクトシティの意義は理解できました。
・しかし、保育園の整備計画が抜けています。誘致する施設やコンパクトシティ内で
働く人にとっては重要な施設だと思います。

保育園など居住者の日常生活を支える生
活機能については、市街化区域全域的に
立地すべき性質であることから、集約化拠
点形成区域への誘導は行わないこととし
ております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

75 男性 40代

私は父も母も介護保険のおかげでデイサービスを利用させていただいています。
・平日たまに休みの時に父母を見送ると、多くのデイサービスの車が走っています。
・母は認知症、父は脳梗塞で体が不自由です。
→デイサービスは民間業者ですが、もっと整備されてくれればと思います。①送迎が
もっと整備されればよいかなと思います。②高齢者は様々な持病を持っていると思い
ます。それぞれに専門（リハビリ）施設があればと思います。

デイサービスなど居住者の日常生活を支
える生活機能については、市街化区域全
域的に立地すべき性質であることから、集
約化拠点形成区域への誘導は行わない
こととしております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

76 男性 50代

有度地区の人口は３０年前とほぼ同じである。しかし、地区ごとの推移を見てみると
国道１号北側に一戸建て住宅が建設され人口が増加しているものの、草薙１丁目な
ど草薙という地名が付く地区の人口減少幅が大きい。有度山山麓のふもとを中心に
昭和５０年代に分譲された一戸建て住宅の住民の核家族化が著しい。高齢者のみ
の住宅も増加している。食料品や日用品を扱う店まで距離があり、かつ坂道である。
コンビニもなし。草薙杉道あたりでは、道も昔のままで車の通行もままならない。買い
物難民急増中。問題山積みです。草薙というと文教地区として今注目されています
が、このことにも目を向けてください。ＪＲ草薙駅北側の用途地域の問題－静銀本部
やサレジオ高校、常葉大の用地が工業用地または準工業用地である。文教地区を
目指して開発しているＪＲ草薙駅学園口前の地域がこのような用途地域でいいので
しょうか。検討すべきです。静岡市立大学計画－設置場所はＪＲ草薙駅北側へ。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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77 男性 30代

東静岡地区の南北の徒歩移動においては東静岡駅、あるいは東静岡大橋を想定し
ているが、東静岡駅の東側（グランシップ辺り）からたとえば静鉄長沼駅方面を想定
した南北の徒歩移動については東静岡駅から迂回しなければならず不便である。
北側はスマイル公園やローラスポーツ施設（予定）が、南側にはグランシップや池田
東静岡公園があり例えばグランシップ２Ｆあたりから北に向かって線路を超えて北側
に降りられる歩行専用通路（ペデストリアンデッキ）などの設計も検討していただきた
い。利便性の向上、南北の賑わい、富士山の景観スポットとして期待できる。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

78 男性 50代

一部の人たちが、公園をつぶして病院を建設しようと考えているようですが、公園は
断じてつぶしてはいけないし、もっともっと増やしていかなければならないと考えま
す。
施設誘導に当たっては、資料の絵を見ると草木が生い茂っているように描かれる
が、実際に施設が完成すると申し訳なさそうに木がポツポツと植わっている程度に
なっている。新設の国立競技場とまではいかなくても、建物の周辺には緑地や公園
を十分増やすように考えていただきたい。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

79 男性 30代
拠点形成の方向性の中で、「高齢者の増加に対応します」とは、訪れる高齢者への
対応なのか、住まう高齢者への対応なのか。

集約化拠点形成区域を訪れる高齢者、区
域に住まう高齢者の両者への対応が重要
と考えております。

80 男性 30代

・現在、草薙駅北口周辺の開発が進んでいる。（常葉大学、マンション…）
→交通量の増加が危険視される声が多数。現在でも脆弱さを感じる交通網に加え、
これ以上の交通量の増加は恐怖を感じるという声を頻繁に聞く。
・北口グランドデザイン研究会にて、基本方針図が作成され、これに対して異論を唱
える地域住民は、現在確認されていない。地域住民のほとんどが、「住宅ゾーン」に
住んでいる。
・「住宅ゾーン」に住んでいる地域住民（私も含めて）は、「安心・安全」な暮らしを願っ
ている。便利さを求めた店舗（コンビニも含めて）は、「住宅ゾーン」あまり望んでいな
いと感じる。なぜなら、少し足を延ばせば買い物に不便の無いエリアであり、店がで
きることのデメリット（交通量や流動的な人口の増加）の方がはるかに大きいと感じる
からである。
・「住宅ゾーン」の道路は狭い。現在も交通上の危険を感じる。かといって、車道を整
備して、交通量が増えてほしいとは思わない。（安全な歩道は整備してほしい）
・「住宅ゾーン」は、安心・安全な住環境を確保してほしい。若い人に活躍してもらっ
たり、賑わいを生み出したりしてほしいエリアは、あくまで「文教機能誘導ゾーン」や
「駅前交流ゾーン」である。こちらの活性化には賛成であり、同様の声も多数聞く。た
だし、その場合も交通に対する不安がある。

本市が目指す集約連携型都市構造の中
で、草薙駅周辺は地域拠点（地域サービ
スを主体とした商業・業務機能と人口が集
積する場）として位置付けております。こ
のことを踏まえたうえで、集約化拠点形成
区域は、鉄道駅から徒歩などで移動しや
すいエリアをベースとして、用途地域境界
や地形地物といった地域の一体性を考慮
して設定しました。
ご意見は、今後の参考とさせていただきま
す。

81 女性 20代
多様化しているライフスタイルにあった暮らしを提供するという目的など、私達の暮ら
しやすい町づくりに、都市計画をしてくれているというのにありがたいなと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

82 男性 20代

私見としては、静岡という地域は都会すぎず、田舎すぎない印象である。これは、否
定的な意味ではない。都会すぎてしまうと、人々の関係性は希薄となり、田舎すぎて
しまうと、利便性が欠けてしまう。静岡は、この中間にあり、人々の関係性がそれなり
にあり、利便性も必要的にある。人々の多様なニーズに全て応えることは不可能で
あるが、久々のニーズを類型化し、それぞれに応じた取り組みをすることは、有意義
であろう。しかし、財政も限られているため、必要なところに必要なだけ投資し、ムダ
の無い使い方をすることが都市計画には求められている。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

83 女性 20代

都市計画マスタープランでは、20年先を目標とした都市の将来像や土地利用の方向
性等を明らかにした基本方針を示しており、都市を改造していくにはそれだけ先を見
据えるのは当然なのかもしれませんが、人口の変化や市民のニーズの変化から将
来を考えていく点がすばらしいと思いました。静岡市がもっとにぎわい、より豊かな生
活ができるようになることを期待したいです。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

84 女性 20代

静岡市が目指す都市像の実現のために掲げられている、人々の交流、協働・つなが
りを重視する理念はとても素晴らしいと思いました。これからは住民主役・主体のま
ちづくりの重要性が高まってくると感じるからです。魅力あふれる静岡市が今よりさら
に発展していったら良いなと思います。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

85 女性 20代

多様な人々が適応しやすい街をつくるためには、様々な顔を持つ街をつくることが必
要不可欠です。例えば「自然が多くゆとりのある街並が静岡市の売りだ！」と定め
て、１つのイメージに統一することばかり意識してしまうと、にぎやかで利便性の高い
街を好む人々は離れていってしまうのです。深刻な人口減少をくいとめるために重要
な事は、静岡市のよさを複数引き出して、ある程度地区を区切りつつそれぞれが目
指す街並に近付けていくことであると感じました。

多様なライフスタイルに対応できる集約連
携型都市構造の実現に努めていきたいと
考えています。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

86 女性 20代

現在静岡市は人口が70万人ほどであるが、今後は減っていく予想になっていく、とい
うことで現状だけではなく将来の持続的な利用も見通しつつ、都市計画は随時更新
する必要があるように感じた。

本計画についても、概ね5年ごとに進捗状
況の評価を行い、必要に応じて見直しを
検討することとしております。

87 女性 20代

今静岡市の人口がどんどん減っていて、求職のライバルが減るのは助かりますが、
職業自体が減っていくのも困ります。減っていった人たちを取り戻せるような町になっ
てほしいです。

コンパクトなまちづくりによって、暮らしや
すく魅力ある都市を実現し、人口減少に
歯止めをかけたいと考えております。

88 女性 20代

静岡市に住んでいて、駅などの市街地までバスなどでも行きやすいし、割と近くに日
本平や三保などの観光地があって、住みやすい、良い地域だと感じているので、こ
れからも都市計画で定めているようによりよいまちづくりを進めていってほしいです。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。
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89 女性 20代

静岡市は東海地震のマイナスイメージで居住者は少なくなるだろうし、建物なども地
震対策でお金がかかっていそうなので、災害とも関わりのある都市計画というのは
個人的には気になった。

頂いたご意見を参考に、今後も災害に強
い都市づくりに向けて、取組を進めていき
ます。

90 女性 20代

自分たちの住む町を自分たちで深く考え、そのためには何をすべきかを考えていくこ
とが必要だと思った。これからは今だけを考えるのではなく、その先のことを見据え
ていくべきだと思う。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

91 男性 20代

立地適正化計画として静岡市では、集約化拠点形成区域、利便性の高い市街地形
成区域、ゆとりある市街地形成区域が定められている。これにより様々なサービス
の充実を図ったり、将来都市構造の実現を目指している。こういった都市計画により
市民が安心して暮らしやすいまちづくりが実現されることが分かった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

92 男性 20代
ニーズに合わせたサービスや交通整備も大切だが、伝統のある祭りもあるため、伝
統という観点に力を入れたら良いのではないかと考えた。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

93 男性 20代
少子高齢化が進んでいる静岡市の現状に対して、市街地が広がっていて、このまま
だと公共施設だけでなく、道路の維持までも困難になるという話に関心を持った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

94 男性 20代

静岡市は今後人口は減っていく予想になっていて、人口が減っているのに、市街地
が広がっていくと、公共施設だけでなく道路などの維持が困難になり、少子高齢化に
より今後税収が減っていくのでまちを維持していくのが大変になる。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

95 男性 20代
静岡市においても過疎化が進んでいて、都市収入が減り、行政のサービスが落ちて
きてしまうことはさらなる人口密度の減少を促進してしまい、何とかするべきであると
思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

96 男性 20代

感じたのは、各地区に明確なコンセプトが決定しているということである。普段感じて
いた各地区の何となくのイメージは都市計画によるものだと気付いた。各地域の特
色を活した都市計画がなされているのだと分かった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

97 女性 20代
「オクシズ」というようにしてもっと多くの人が静岡の山の方に行くように観光を紹介し
たりして一種の観光地化させようとしている動きはとてもいいと思った。

中山間地域では、歴史・自然などの観光
ポテンシャルが高い地域の効果的な活用
を進めていきます。

98 男性 20代

静岡市だけでなくどの街にも当てはまることだと思いますが、少子高齢化であった
り、人口の都市への流出であったり様々な問題にそれぞれの地域の状態に合わせ
つつ街づくりをしていくときに、これからさらに注目されていくべきではないかと思いま
した。また、市街地だけを整備するのではなく、人口が減少し空地、空き家が増えて
いる地域にも目を向け活用していくという取り組みにもとても興味深く感じました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

99 女性 20代

静岡市は周辺を山で囲まれ平地部が少ないというのが1番の特徴であると、私も思
います。どう活用していくのか、という都市部の課題であると思う。高齢化社会が問
題になっているとのことですが、山間部に住み続ける人はいると思います。市街地と
山間部に住む人々、施設、少子高齢化社会が進行していく中で、どのようにつない
でいくのか、都市計画をしていくなかでも静岡市が解決していかなければいけない問
題なのかなと感じます。

ご指摘のとおり、市街地と山間部とのネッ
トワークは重要な課題であると認識してお
ります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

100 男性 20代

静岡市の都市経営は全国規模で進む少子・高齢化、それに伴う人の減少によって
厳しさを増している。そこで高齢化していく住民達が住みやすい街づくりを目指し施
設や交通整備などを行うとしている。そこで大事なのは協働のまちづくりという点で
あり、住民と行政の相互の協力にある。私は都市計画は行政が一方的に行うものだ
と思っていたので、この視点は新鮮で興味深いと感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

101 男性 20代

一番印象的であったのは少子高齢化や人口流出が静岡市でも進んでおり、15年後
には今よりも深刻に進むことが想定されているということである。この点を踏まえた計
画的な都市計画が必要であると感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

102 男性 20代

静岡では、我々もよく利用する葵タワーを初めとして、再開発によってよりよい環境
が整い利便性が上がることが見込めるため、マスタープランによって今後の見通しを
鮮明にしていくことは、今後の地域振興にはより重要になるように感じ、そのために
はこれまで以上に地域活躍や、風土・気質に合った方針を育てていくことが大切だと
感じました。そのためにも、都市開発はもちろんのこと、交通網の整備や、学生・旅
行客が利用しやすい価格設定の店舗の誘致、企業の誘致、広報の拡大が求められ
ていると考えた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

103 男性 20代

現在静岡市では、人口減少や少子高齢化が進行しており、今後も人口が減っていく
と予想されているため、市民が静岡市に住みたいと思えるようなまちづくりが必要で
あると感じた。

コンパクトなまちづくりによって、暮らしや
すく魅力ある都市を実現し、人口減少に
歯止めをかけたいと考えております。

104 女性 20代
静岡市の豊かな自然や長い歴史という長所を生かしてさらに市民が過ごしやすく、
他市からみても魅力のある市になっていくとよいと思う。

地域の特性を活かし、魅力あるまちづくり
を進めてまいります。

105 男性 20代

立地適正化計画では、駅などに医療や福祉なども含め誘致するということであるが、
田舎の人にも便利になるような街づくりを行ってほしいと思った。駅は街に入った時
に、一番最初に行く、街の顔のようなものなので、そこから開発が進んでいけば、街
全体に広がっていくと思った。

市街地と郊外・中山間地をネットワーク
し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めて
いきます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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106 男性 20代

その地域の特性を生かした都市計画を立てたり、将来、高齢化が進むことを予想し
て暮らしやすいような都市づくりを目指す計画が立てられたりしているのだなというふ
うに思いました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

107 男性 20代
都市計画は各種マスタープランに基づいて進められ、静岡の現状を改善し、生活の
質を向上させることを図っている。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

108 男性 60代

緑が多く歩行者に安全なまち、昼は活気があり、夜は静かなメリハリのある町。 多様なライフスタイルに対応できる集約連
携型都市構造の実現に努めていきたいと
考えています。

109 男性 60代

静岡は駿府、府中。鎌倉や京都のような文化の香りのする街にしたい。そのために
は、市民すべてが歴史や文化について知らなかったことを知る活動をしやすくし、専
門知識や技術があるなら、さらに知識や技術、あるいは精神を磨いていけるような場
や環境をつくる。愛知、無知の知の社会をつくる。

静岡駅周辺地区では、にぎわいのある歴
史文化拠点づくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

110 女性 50代
地域の特異性を重点にし、前進あるまちづくりを望みます。 地域の特性を活かし、魅力あるまちづくり

を進めてまいります。

111 男性 20代
静岡市には歴史・自然もたくさんあるので、そういった観光ポテンシャルが高い地域
を効果的に活用していくのもとても良いと思います。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

112 男性 20代

人口減少が本格化していく地方都市において、首都圏や関西圏とは異なるまちづく
りの方針を明確に定め実践していく取り組みは、この先何十年と地方が生き残って
いくための手段として優れたものであると感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

113 男性 20代

都市計画において、土地利用や整備といった点は私はとても良いことだと思うし、ど
んどん行ってもらいたいと思いますが、それが住民等にいまいち伝わっていないこと
がとても残念だなと思います。

本計画の趣旨が市民の皆さまに分かりや
すく伝わるよう、計画書の冒頭に「はじめ
に」を追加しました。

114 男性 20代

静岡市の都市計画マスタープランにおいて、市民のニーズは多様化していて、主に
地震、火災に対する防災対策、水害、土砂災害に対する防災対策、公共交通の利
用のしやすさなどのニーズがある。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

115 男性 20代

東北や熊本の大地震から東海地震の不安は多く、静岡がにぎやかで良い街になる
だけでなく、災害に強い街になってほしいと思う。災害時でも市民が安心に住める強
い街であってほしい。

各地区の災害リスクや津波に対する施策
をより分かりやすく計画書に記載しまし
た。

116 男性 20代

東京や名古屋との関係も考えて都市計画をしているのかということも知りたいと思い
ました。

東京や名古屋といった大都市とのアクセ
スの良さを活かしながら、これらの大都市
とは異なる魅力づくりが重要であると考え
ております。
また、大都市から静岡市への移住促進も
重要な課題であると考えております。

117 男性 20代

長年静岡に住んでいて感じることは、地域同士のつながりが弱いように思うというこ
とである。静大近くに住んでいる私の目線から言うと、安倍川の向こう側や清水地
区、そしてその真ん中の地区という三地区に分かれ、違う地区に対しては遠く離れて
いるように感じられてしまう。そのため地区ごとのつながりを強めることが街の活性
化や人や物の流れが高まることになるのではないかと思った。

集約連携型都市構造の考え方は、静岡
駅周辺、清水駅周辺、安倍川駅周辺など
の拠点間をネットワークし、市民生活の質
を高めていくというものです。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

118 男性 20代

確かに駅前は非常に賑やかであるが、一人暮らしの学生にとっては、大学の近くで
暮らすことが多く、駅前までいくのが面倒と感じることがある。大学の近くも魅力ある
街づくりを形成していけば、学生も入ってきやすくなるし、就職も静岡でしたいと思う
ようになるのではないかと考えた。

駅周辺だけでなく、それぞれの地域で特
性に応じた魅力あるまちづくりを進めてい
きたいと考えております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

119 男性 20代

高齢者が増えることを考えると、高齢者が生活しやすい環境をつくっていくことが大
事になるが、それと同時に若者を増やすために、若者にとっても魅力があり、暮らし
やすい町づくりを進めていく必要もあるだろう。そしてこの問題にかえ、さらに、他の
問題にも対処していくのは非常に難しいことであると思う。静岡市の場合、若者に魅
力を感じさせるのは静岡駅周辺の地域であるだろうから、さらなる活性化が求められ
るだろう。そして、子どもや高齢者にとっては、都会的でない昔ながらの感じや、自然
との交流が重要であると思われる。したがって都会的な町づくりと自然的な町づくり
の両方をバランスよく進めていく必要があると思う。

それぞれの地域で特性に応じた魅力ある
まちづくりを進めていきたいと考えており
ます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

120 男性 20代

都市計画を考えるうえでその地域の歴史や観光、気候、文化などの様々な要因や、
その地域に住む住民の理解を得るなど難しいこともあるのだろうなと思いました。た
だそれらの要因を意識し、解決した都市計画を進めていけば長期的に安定した都市
への良い影響を与えるはずです。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

121 男性 20代

市街地の形成や自然環境の保全等については少し漠然としていて不安を感じまし
た。

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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122 男性 20代

週末などにたまに遊びに来ただけの外来の人でにぎわうだけでは、その地域にもと
もと住んでいる人々は納得できないと思います。

交流人口の拡大と併せて、地域住民の暮
らしやすさにも配慮した都市行政に取り組
んでまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

123 女性 20代

静岡に来てみて、とても魅力的な街だと感じています。なので外部の人たちにもこの
魅力が伝わるように、産業や工業分野などの、おせる部分をもっと伸ばし、PRしてい
くことが大切ではないかなと思いました。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

124 男性 20代

都市計画を進めてコンパクトシティ構想をかかげる静岡市はオクシズといったように
山奥にも地域をかかえているので、こうした地域の疎外感を生んでしまわないのかと
感じました。

中山間地域では、歴史・自然などの観光
ポテンシャルが高い地域の効果的な活用
を進めていきます。
また、集落地と市街地をネットワークする
ことで、利便性を確保するとともに、交流
人口の増加を図っていきます。

125 女性 20代

静岡に来て感じたことがあって、意外と都会できれいな建物が多い、ということです。
しかし、惜しいなと思ったことは、きれいな建物やみごとな造形物のバランスが変だっ
たり、不統一で、街路樹の管理もいまいちだということです。景観という点からも、こ
れらのことが改善されるだけで、人口流出や中心地の活気みたいなものは出てくる
と思う。「世界に輝く静岡」の実現に期待しています。

景観計画に基づき、今後も良好な景観形
成に向けた取り組みを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

126 男性 20代

要望としては、静岡大学は駅周辺の都市拠点区域とかけ離れていて、大学周辺は
人が多いが利便性があまり良くないと思う。大学は都市拠点周辺につくるか、大学
周辺はそれなりに生活しやすいようにするべきだと思うので、そこも考慮に入れてい
ただきたい。

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

127 女性 50代

子供が安心して遊べる環境がないような気がします。便利と快適だけを求めていた
ら、活気ある街になるでしょうか？

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

128 女性 20代
大谷地区の開発もとても気になった。 新インターチェンジ周辺については、引き

続き整備事業を進めてまいります。

129 女性 20代
今住んでいる大谷地区がインターができることで、これからどのように変わってゆく
のか楽しみです。

新インターチェンジ周辺については、引き
続き整備事業を進めてまいります。

130 女性 20代

大学の近くの大谷地区でインターができるということは聞いていましたが、そこが都
市計画の範囲に含まれていたとは知りませんでした。今回の計画では、工場などの
誘致がすすめられるとのことでしたが、大学周辺は道が狭い上に歩行者や自転車が
多いため、トラックなどの通行が増えるとしたら少し心配に思いました。

新インターチェンジ周辺については、引き
続き整備事業を進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

131 女性 20代

少子高齢化や市民ニーズの多様化など将来のことをいろいろと勘案して計画を立て
ていく難しさを感じたが、これが実現すれば静岡市はとても暮らしやすく、魅力的な
市になって、市外からの移住者も増えるのではないかと思った。しかし、静岡市の平
地面積は全体の10%だと聞いて、開発が進んでいくのは主に平野部であろうから、山
間部の利用方法や過疎化の問題が気になった。

中山間地域では、歴史・自然などの観光
ポテンシャルが高い地域の効果的な活用
を進めていきます。
また、集落地と市街地をネットワークする
ことで、利便性を確保するとともに、交流
人口の増加を図っていきます。

132 男性 60代

より暮らしやすい、魅力あるまちにするための方策。
・少子高齢化→適正な人口と年齢構成への方針（少なくても地域空間に見合った数
値？）。
・生活の動線への基本コンセプト→現状の直線（東西の一直線）から複線または環
状化を加える。平面から高低差を加味して立体的（３次元）利用。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

133 女性 20代
市内の人口が減少しているならば、市外から人を呼び込んで消費させる必要があ
り、交通網の発達はとても理にかなった政策であると考えられる。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

134 女性 20代

仕事という概念も市街地形成には大事だと認識できた。考えてみてば、東京、大阪
の大都会に人が集まるのは、商業施設や情報が集まるだけでなく、長期的に人がそ
こに居続ける理由、仕事が重要なんだと思った。そうすると、その街から離れることな
く、活性し続けることができるので、交通や施設の形成だけでなく、仕事、就職幅も増
やしていけたら良いと思った。難しいでしょうが…

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

135 女性 20代
交通機関を発展させることも都市化につながるのだなと思いました。 今後も、都市計画行政へのご理解とご協

力をいただければ幸いです。

136 女性 20代

少子高齢化が静岡市にも大きな影響を与えることがわかった。子育てしやすい街作
り、就職しやすい環境の整備が重要だと思う。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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137 男性 20代

少子高齢化社会において交通機関によるサービスは非常に重要だと考えます。駅
に通じるバスはもちろん、駅から少し離れた場所（静岡市ではアピタやSBS通り）での
交通アクセスを豊かにすることが必要だと考えます。駅を通じてではなく直接バスや
電車一本で行くことが可能となれば利用率、満足度も上がると思います。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

138 男性 20代

交通機能の拡張については静岡市の都市部では時間帯によるが車両での通行が
不便であったり、又郊外の部分でも道が狭く不便な面も多々あったりするのでそのよ
うな場所の改善が見られそうなので是非行ってほしいと思った。

総合交通計画に基づき、移動が便利なま
ちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

139 男性 20代
静岡に来た県外の大学生に静岡の魅力的な所を聞いて意見を取り入れるという取り
組みが一番若く様々な意見を聞くことができると感じた。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

140 男性 20代

静岡市の集約連携型都市構造の実現のために、静岡駅を中心とした各施設の充実
や、交通手段の利便性の向上がなされているのだと思いますが、行政の行うことが
出来ることには限りがあると思うので、民間の企業や事業者による発展が不可欠だ
と思います。

ご指摘のとおり、集約連携型都市構造の
実現には、市民・事業者との連携が重要
と考えております。今後も本計画の周知に
努めてまいります。

141 男性 20代

最も興味が湧いたのが、「静岡市がめざす将来都市構造」のところで、交通手段であ
る鉄道やバス等の公共交通網や、主要都市機能の集約化や、地域の歴史や自然ま
た伝統などの観光資源の効果的な活用を行っていくなど2つの側面から、静岡市の
活性化を図っている点に関心が湧いた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

142 男性 20代
都市化にあたり、交通整備や中心街だけでなく、幅広い場所での買い物の充実など
を確保してほしいと考えます。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

143 女性 20代

市や地域が活性化されるには、そこで働いたり、住んでいる人々が重要となる。地域
は人々を支え、人々は仕事や買い物でまちを活性化し、この循環を繰り返してより良
い地域を目指していくことが発展に必要であるとわかった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

144 女性 20代

この前セノバに買い物に行った時に、セノバ裏側の商店側が随分人通りが少ないと
感じました。あまりにも大きなショッピングモールと商店街の距離が近過ぎるので、近
所に住んでいる人は、距離が同じで品揃えの良いセノバの方に行くだろうと思いまし
た。市街から街中への交通手段はとても整備されていると感じるので、静岡市に暮ら
していて不便を感じたことはありませんが、だからと言って、街中に住みたいと感じる
人が増えるとは思えないので、街中に住んでいる人が暮らしやすいような整備も必
要だと感じました。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

145 男性 20代

静岡市も静岡駅や東静岡駅などの大きな駅周辺が集約化拠点形成区域になってい
る。そこへのアクセスがもう少し良くなると、私の考えではより活性化するのではない
かと考える。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

146 女性 20代

都市計画マスタープランや立地適正化計画の実現には市だけでなく交通会社や出
店者の協力が必要になってくるので、行政・民間の垣根を越えた取り組みがこれか
ら求められてくると思った。

ご指摘のとおり、集約連携型都市構造の
実現には、市民・事業者との連携が重要
と考えております。今後も本計画の周知に
努めてまいります。

147 男性 20代

都市計画マスタープランの中に、少子化の地域問題が挙げられていたが、これは単
なる出生率の低下だけでなく、主に大学進学や就職に伴って、県外に赴く人々の数
の多さも一因になっていると思う。だからこそ、居住区や商店街の現在の状況を集密
化し、交通機関を軸とした交通ネットワークの形成は有用なもので、余った空間に大
型施設や学べる分野の多い大学の設置に役立て、若者の誘致を推していくべきだと
思った。付随する立地適正化計画もその上で大きな役割を果たすと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

148 男性
70歳以
上

公共交通の便利。車を止めた場合。 平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

149 女性
70歳
以上

バスが減って、４本→１本になって大変。免許返納したくてもできない。病院に行くの
に不便。電車の駅に行きやすくしてほしい。まちに行くのに便利に。中心部だけでな
く。車ないと暮らせない。まち中に移り住むことも考えている。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

150 男性 40代

ＩＴ企業を静岡市に増やしてほしい。現在、静岡から沼津、三島、関東へ出向する人
員が増えています。

産業振興の観点から、集約化拠点形成区
域に立地することが望ましい施設として、
都市型産業施設を位置づけております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

151 女性 30代
就職先が少ないと思う。 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。
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152 男性 60代

娘が３月に名古屋へ嫁入りをします。夫となる人も静岡でぜひ就職したいと４年間教
職員試験を受け最終面接までいきました。けれども、地元出身者でないこともあり、
就職できずあきらめて名古屋で生活を始めます。もう静岡に戻ることがないと思う時
に、もう少し静岡を愛し好きになってくれている２人のことを思うと、就職活動での静
岡市ならではのカベをなくすべき努力が必要と思います。それ以外でも改善をしてい
くことで静岡に住みたい、暮らしたいと思える人達を増やしていくことで、人口減少を
止め、にぎわいと活気あふれる街にとなるのではと考えます。

コンパクトなまちづくりによって、暮らしや
すく魅力ある都市を実現し、人口減少に
歯止めをかけたいと考えております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

153 男性 50代

人口減少に伴う都市のコンパクト化についてですが、人口が減少するということは住
んでいる住民が減少するということだけではなく、特に高齢者を中心に生活していく
上に必要な仕事をしている人たちの数も減少していくということも訴えてください。高
齢化が各地で進みどこでもコミュニティーバスを走らせてほしいと言います。以前は
お金（採算性）の問題でしたが、今ではバスの運転手をどのように確保するか＝人
の問題になりました。慢性的な運転手不足です。小売店もそうです。儲からないから
と個人商店の廃業が目立ちます。コンビニはできても日配品や食料品などを扱う小
型スーパーが新しく開業したという話はほとんど聞きません。やってくれる人がいま
せん。バスもスーパーもある程度人口があり、売り上げがないと当然のことながら成
り立ちません。都市をコンパクト化し、高齢者を中心に一定地域に人口を集約化し都
市機能や路線バス、小売店も集約し利益を上げる。業務に携わる人材もここに集約
してもらうことくらい考えないとやっていけなくなると思います。特に儲からない仕事ほ
ど、それに携わる人を確保するのは至難の業です。その前に事業をやってくれる個
人や企業がいないでしょう。補助金をいただいてもイヤという時代です。

今後の人口減少、高齢化が見込まれる中
でも、暮らしやすく魅力あるまちを実現す
るために、コンパクトなまちづくりを進めて
いきます。
また、平成30年度に、公共交通ネットワー
クを一体的に形づくるための地域公共交
通網形成計画の策定を予定しておりま
す。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

154 男性 30代

遠回りになっても、歩行者・オートバイ・自動車が進入できない自転車専用道ができ
れば、計画されている集約化拠点に行ってみたいと思います。

各道路の状況にあわせ、自転車道ネット
ワークの整備を進めております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

155 男性 20代
人口減少の理由がはっきりとは分かっていませんが、津波がこの先来るからかなあ
と思います。街の発展とともに防災についても充分な施策があると将来も安心です。

各地区の災害リスクや津波に対する施策
をより分かりやすく計画書に記載しまし
た。

156 男性 20代

どうしても人の集まる駅や港湾、役所を中心に人の多く集る箇所の改善が優先的に
行われるのは分かるがそれ以外の地域のことも意識してもらえると個人的に嬉しく
思う。

平成30年度に利便性の高い市街地形成
区域、ゆとりある市街地形成区域の設定
を予定しており、これにより地域の特性に
応じたまちづくりを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

157 女性 50代

商店街のシャッター通りをにぎわいのある街になるように、必要としている人に安く貸
し出しするなどして、空をなくすような工夫をするとよいと思います。

にぎわいの創出は、まちづくりの重要な課
題であると認識しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

158 男性 30代

人口増を目指した魅力ある街づくりに向けて、上手く行政にコントロールをお願いし
たい。

コンパクトなまちづくりによって、暮らしや
すく魅力ある都市を実現し、人口減少に
歯止めをかけたいと考えております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

159 女性 20代
無料駐輪場を増やしてほしい。自転車でおまちに行くけれど、駐輪場にお金がかか
るのがいやで、松坂屋とかパルコに停めてしまう。放置が多くなるのもそのせいだと
思う。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

160 男性 60代
人口減少の歯止めについて、保育施設、子供の医療費補助等、財政に余裕がある
限り拡充するのがベター。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

161 男性 40代

集積型の場合、交通については混雑が予想されます。対策についての方策も考えて
いきたいです。

総合交通計画に基づき、集約連携型都市
構造をささえる総合的な交通体系の構築
を進めております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

162 男性 60代

地域経済の懸念にあげてあることは、どこの市町も現在既に表れてきている。特に
高齢化に伴う市民の足について、公共交通サービスをバス路線に頼るのは既に無
理があろう。何か新しい自家用車・動力付自転車の共有等の新たな利用方法の構
築と道路等の再整備が必要。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

163 男性 60代

車が無くても買い物や病院等に出かけられる街づくりが必要となってくる。独り暮らし
や老夫婦だけの生活となった時に、日常生活を送ることが困難になってしまう。よっ
て、町内にまで入ってこられるような小型バスなど、安い運賃の公共の乗り物がある
とよい。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

164 女性 40代

高齢者が安全に暮らすことができるようなまちづくりも必要です。高齢者が被害者に
も加害者にもなりにくいインフラが必要です。踏み切り、線路への歩行者侵入防止、
自転車専用レーンの設置、自動運転の導入、ブレーキアクセルを絶対まちがえない
車、オレオレ詐欺防止電話など。また元気な高齢者が楽しく働くことができる環境づく
りも大切ですよね。

高齢者の方も安心・安全に暮らせるよう、
コンパクトなまちづくりを進めてまいりま
す。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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番号

性別 年齢 ご意見 市の考え

165 男性 50代

静鉄の「新清水駅」を降りた時、その先が行き止まり状態になっている。
一方、日の出地区に海洋文化資源を充実させても、ほとんどの人は車で行くしか手
段が無い。
公共交通を考えるなら、静鉄「新清水駅」から、日の出埠頭までを「LRT」で接続し、
静鉄の「新静岡駅」～「新清水駅」沿線の人たちが、いつでも「安全・安心」、「快適・
ゆったり」と日の出埠頭に来られるようにして、港と富士山と海洋文化施設を楽しめ
るように考えていただきたい。
LRT設置で意味が有れば、さつき通りを片側１車線にしても良いのではないかとも考
えます。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

166 女性 20代

私は現在、静岡大学近くの駿河区に一人暮らしをしているが、大学周辺は自然も豊
かであり海も近く景観の良い住みやすい街だと感じている。静岡駅周辺のまちにも
バス1本で行くことができるようなアクセスの良さも便利に感じている。ただ、市内を
走るルートが静岡駅を中心にバスルートが敷かれていて、駅周辺以外の場所から駅
周辺以外の場所に行く際に、どうしても駅を経由しなければ行く手段がないことはす
こし不便に感じている。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

167 男性 20代
鉄道を引く、バスの料金を下げるなど、行政単独で行うには難しい事業は立案され
たことはあるのか？

行政単独で行うことが困難な事業につい
ては、交通事業者との連携により推進して
おります。

168 男性 20代

大谷（大学付近）と駅付近をつなぐ短い電車などを通す計画なんてどうかな？と考え
ています。もちろん電車を通すのは簡単ではなく、コスト面に加え収益が見込める
か、管理は誰がするのか、など課題はありますが、考えてみてもおもしろいのではな
いかと思いました。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

169 女性 20代

都市計画マスタープランを決定するには、行政だけでは完結せず、実際そこに住む
人々たちの声を取り入れることが不可欠だと思うのですが、どの様なかたちでその
声を受け入れ、反映させているのかということが気になりました。普通に生活してい
ては都市計画マスタープランというもの自体の存在さえ知ることはなく、ましてそれ
が、これほど細かく、かなり先まで見据えて計画を立てているなど想像もしません。
私たちの生活に直接関わることであるので、もっと公にしていくべきではないかと思
いました。

都市計画マスタープラン、立地適正化計
画を策定するにあたっては、市民説明会、
オープンハウス、パブリックコメントなど
様々な形で市民の皆さまのご意見をいた
だく機会を設けてまいりました。
集約連携型都市構造の実現には、市民・
事業者との連携が重要と考えております
ので、今後も計画の周知に努めてまいり
ます。

170 男性 20代

都市計画マスタープランや立地適正化計画を通して説明を聞くことで比較的具体的
な理解ができたと思う。説明を聞くことによって都市計画マスタープランの最後で説
明されていた協働のまちづくりの一端を担えたのかな、と感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

171 女性 20代
よりよいまちづくりのためには、行政の力だけではなく、そこに生活する人々のアイデ
アなどが必要になると思います。協働のまちづくりの推進には重要になると感じまし
た。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

172 男性 20代

人口減少が進んでいる中で人口減少をとめるための対策などをきくことができまし
た。少子高齢化が進み高齢者人口が増えることが予想される中で高齢者の人々が
すごしやすい、暮らしやすいやさしいまちづくりを目指していることがよく伝わってきま
した。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

173 女性 20代

行政だけが市街地形成や住環境形成や自然環境保全などについて考えるのではな
く、市民と協働してのまちづくりが重要になってくると感じました。行政と市民が相互
に協力することでよりよいまちをつくっていけると思いました。

ご指摘のとおり、集約連携型都市構造の
実現には、市民・事業者との連携が重要
と考えております。今後も本計画の周知に
努めてまいります。

174 男性 20代
将来の構想や市のイメージを聞いて、町づくり、防災、文化など多様な面においてこ
れからの静岡が楽しみです。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。

175 男性 20代

これからの将来の都市計画を考える上で、個性や魅力づくりを活かし、街の価値を
維持向上させるために、市民参加というのは、重要なことだと感じました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

176 女性 20代
いかに市の人が自分の住んでいるところを良くしたいか、住みやすい所にしようとし
てくれているのかを知ることができました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

177 女性 20代

協働のまちづくりという考え方は、これからのまちの発展のために、欠かせないもの
であると思う。市民も、ただまちに住むのではなく、もっと積極的に公共での暮らしに
関心を持つ必要があるのだろう。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

178 女性 20代

地域の特性に合わせて建てられる建物が決まっていたり、その他にもさまざまな制
限があったりという用途地域の考え方は、都市計画を進めるにあたっては大きな意
義をもつだろうと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

179 男性 20代
静岡市は住居区や商業区や田園、森林区の区別がかなりはっきりしていると感じ
る。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

180 男性 20代
都市機能の集約化が進んでいるといえる。というのも、市の人口の95%が少ない平地
に集中しているのだから驚きだ。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

181 男性 20代
静岡という町が今後どのような町になるか、大都市にない魅力をどのように町づくり
に出すか注目してみたいと思いました。

ご期待に応えられるように、具体的な取り
組みを進めていきたいと考えています。
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182 女性 20代

財政が縮小する中、高齢化による民生費の増大、社会資本の維持更新費の増大、
さらに、人口減少による行政サービスの維持が困難になってきており、その中で市民
のニーズに応えることが求められている。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

183 男性 20代
マスタープランの中に「○○地域」っていう名称が多く理解が難しかったのですが、そ
れだけ内容の濃い計画なんだなと思いました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

184 男性 20代
今でも十分に住みやすいとは感じるが、より住みやすい地域にするためにもこういっ
たことに興味を持ち、自分の考えを持てるようになっていきたい。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

185 男性 20代
よりよい都市計画の実現には私たち市民が行政に一任するのではなく、積極的に参
加することが必要であると学んだ。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

186 女性 20代

マスタープランは、将来のことを長い目で見据えることが、必要となるものであり、そ
のためにはまず現状をしっかり理解しなければならないと思いました。他人事でなく
自分がこれから何年間かは暮らしていく地域のことであるので、私もちゃんと理解し
ていきたいと思います。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

187 女性 20代

静岡市立地適正化計画について今まで知らなかったのですが、こういう機会に学ぶ
ことが出来て良かったです。複雑で理解しきれなかった部分もあったので自分でも調
べてみたいと思いました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

188 男性 20代
都市計画は本当に身近なものであり、土地利用として建てられる施設や建物の高さ
などが細かく決められていることには驚いた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

189 女性 20代

政令指定都市である静岡市は、今後もさらなる発展と市民や企業への最適な土地
利用の方法が求められると思った。私たち市民も、できるだけ行政の活動に目を向
け、知る努力をすることが重要であると感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

190 男性 20代

静岡市においては2つの鉄道が敷設されており、その周辺を集約化拠点形成地域と
して計画が進められている。設定箇所を鉄道などの公共交通機関と密接させること
で人々をより集めやすい形を取り、サービスの拡充を図るねらいがあることがわかっ
た。また単に都市機能を誘致することのみならず居住誘導区域や独自の区域として
ゆとりある市街地形成区域を設定することである一部分のみが栄えるシステムを採
用しているわけではないことも判明した。都市計画においてただ栄えている地域をよ
り栄えるように誘導するのではなく全体を俯瞰しながらあらゆる地域を包括的に考慮
する必要があり公務執行の難しさを強く感じられた。当然経済発展が進むと広域的
な範囲において遍く都市化が進行してしまう。これらのコントロールを行政が主導し
て開発を緻密に練っていることで地域の保全がなされているとのことだった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

191 男性 20代

政令指定都市として、商業施設や高層ビル等の市街化を推進する区域も必要だが、
静岡市は、住む場所と市街地の住み分けがうまくできている都市だと思った。しか
し、都市計画を進めるには、周辺住民の同意等難しい問題もあると感じた。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

192 男性 20代

さらに高齢化社会が進み、人々の暮らしが変わり、家が減ったり、防災面もより考え
なければならず、そのためにも私たち市民が、行政が機会を作ってくれている「知ら
せる」「やってみる」「深める」「つながる」を存分に活用し、何か力になれたらなと思
う。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

193 男性 20代
少子化・高齢化、何より市民のニーズなど、多様化するライフスタイルへの柔軟な対
応が都市計画の基盤であるということが分かった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

194 男性 20代
今後少子高齢化によって人口が減っていく中で、都市計画面から対策のアプローチ
をしていくのも重要なんだと実感しました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

195 男性 20代

人口減少と少子高齢化の問題は、今日ではどこでも耳にするワードであるが、それ
に伴う市街地の拡散、低密度化という問題は、あまり聞いたことがなかった（私が日
頃新聞やニュース等をみないせいでもあると思うが）ので、それがどのように影響す
るかということを知れたのはよい機会だった。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

196 女性 20代
今後人口減少が進んでいくと言われる日本国内ではこういった都市計画などの事業
はより重要な対策だと感じました。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

197 女性 20代

少子高齢化によって総人口が10万人以上減少し、特に15歳～64歳の生産年齢人口
の減少率が最も大きく、総人口が減少しているにもかかわらず65歳以上の老年人口
が増加するということに驚いた。それに伴い、税収が減少し、年金給付額は増加する
ため、まちを維持することが困難となる。行政は様々な対策をしていかなければなら
ないと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

198 女性 20代

社会の地理的・人口的・経済的変化に対応するまちづくりプランとして、20年先を見
据えた都市計画マスタープランは興味深かった。厳しさを増す都市経営の問題も踏
まえた上で、以前お話を伺った市の方の「市民主体」のまちづくりという新しい取り組
みがあったことを思い出し、市の取り組みだけでなく、住民自身が「安心・安全・快適
なまちづくり」に寄与できることがあるのではないかと思った。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

199 女性 20代

静岡市に住んでいて、自然がたくさんある中、市街地は買い物をしたりするのに十分
栄えており、そのバランスをとりながら、東京や名古屋といった大都市とはちがう、住
みやすさがあり、私たちの意見を行政側に提案することも大事な事なんだと理解しま
した。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。
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200 女性 不明
田辺市長ガンバレ！　川勝知事に負けるなヨ。 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。

201 男性 30代
行政主導でメリハリのあるまちづくりを進めていくことは大変意義があるかと思いま
す。展開として、どう協力できるのか考えていきたいです。

今後も、都市計画行政へのご理解とご協
力をいただければ幸いです。

202 女性 20代

土地利用に関する部分や立地適正などの部分は専門的で少し難しく感じました。 本計画の趣旨が市民の皆さまに分かりや
すく伝わるよう、計画書の冒頭に「はじめ
に」を追加しました。

203 男性 20代

都市には様々な人が居住しており、性別や年齢も幅広いことから、求められる都市
計画も多種多様でそれに対してどのように応えていくかがとても難しいのではないか
と感じた。

それぞれの地域で特性に応じた魅力ある
まちづくりを進めていきたいと考えており
ます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

204 男性 40代
もしできれば、次年度の「居住誘導区域」検討委員会などに委員として参加させてい
ただけると幸いです。

今後も市民参画の場を設けてまいります
ので、ご参加いただければ幸いです。

205 男性 60代
民間団体（静岡県都市開発協会等）の意見を聞いてほしい。 今後も市民参画の場を設けてまいります

ので、ご参加いただければ幸いです。

206 男性 20代

タワーやビルやマンションといったものを建てることに何かメリット、意味があるので
しょうか。そこに人が集まる為なのか、ランドマーク、シンボル的な意味なのでしょう
かい。高いお金をかけて建てた、買う為には高いお金を要するマンションだと思いま
すが、何十階とあるそのマンションが満室になるほど、今の静岡に需要はあると思え
ないし、関係のない人からしたら、デカいマンションが建ったなあという感情しか湧い
てこないのが正直だと思います。タワー、マンションを建てることは私からしたら見栄
張りだと感じていますし、無駄だというのが今の感じることです。

静岡駅周辺地区などの都心部では、都市
機能の更新等にあたり、限られた土地を
効率的に活用することが重要となります。
このため、高層建築物を建設し土地の合
理的かつ健全な高度利用を行っているエ
リアもございます。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

207 男性 20代

都市計画の対象となる優先度のようなものはあるか。 都市計画マスタープランや立地適正化計
画を踏まえ、都市のコンパクト化に寄与す
る事業について、優先的に取り組んでいく
ことを予定しております。

208 男性 20代
大谷には観光地的なものがないのでそこまでの混雑はないと思いますが、近くの大
谷街道の事故が多いので、そこに多くの車が流入することになると危険だと思いま
す。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

209 男性 20代
都市計画を行うことで、市民の消費をある程度コントロールでき市中で経済を回らせ
ることができるのではないかと考えた。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

210 男性 20代

静岡の問題というと人口減少をいつも聞き、そのたびにもっと観光商業施設を増や
せばいいのにと感じていたが、元々住んでいる市民や工業地帯のことも考えると観
光商業ばかりに力を入れるわけにはいかないんだと感じた。

交流人口の拡大と併せて、地域住民の暮
らしやすさにも配慮した都市行政に取り組
んでまいります。

211 男性 60代
草薙駅周辺において、国1に関連する交通事情の対応が遅れているというのが感じ
られ、後手後手の説明ですが、今後の話し合いで解決してゆきたいと思います。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

212 男性 30代
道を広くして交通の便を良くしてほしい。 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。

213 女性 30代
近くに緑が多い公園が少なく、子供の遊び場が少ないため、公園を作ってほしい。 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。

214 男性 不明
草刈り（丸子川）みずほ５丁目地点 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。

215 女性 10代
各通りに街灯を置いてほしい。道がせまく、暗くて怖いから。 ご意見は、今後の参考にさせていただき

ます。

216 女性 40代
子供の習い事ができる施設に合わせ、近辺に公園、食事ができる施設を作ってほし
い。習い事の前後に安心して過ごせる場所が少ない。

ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

217 女性
70歳
以上

道路にはみ出ている木が非常に歩きにくい。 ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

218 男性 60代

今後の静岡市の発展を考えた場合、観光客の誘客は大きな要因となる。かつ豊富
な自然資源や歴史資源、世界遺産といった他にない強みがある。今後、クルーズ船
の誘船等考えた場合、港の景観を考え統一な計画を立案すべきである。市街地から
５００ｍも離れていない場所での火力発電所、高い煙突はありえない。「松島」の南
仙台火力発電所の煙突はありえない景観である。建替えられたが。

清水港ではみなと色彩計画に基づき、美
しいみなとまちづくりに向けた景観形成を
進めております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。

219 男性 50代

三保街道の電柱・電線ばかりでなく、市内至る所に張り巡らされた電柱・電線・光ｹｰ
ﾌﾞﾙが、地域の良好な環境を台無しにしていると思います。
歩行中，自転車走行中でも電柱をよけながらのため、車両との接触の危険性が常に
あります。
真っ青な空を見上げようとすると、蜘蛛の巣状に張った電線・光ｹｰﾌﾞﾙ線が至るとこ
ろで視界を遮り、醜悪至極な状況となっています。電力会社に頼ることなく、三保街
道の対応並みに電柱・電線・光ｹｰﾌﾞﾙの地中化に取り組まないと、「世界に誇れる
街」はとうてい無理かと思われるので、御検討をお願いいたします。

景観計画に基づき、今後も良好な景観形
成に向けた取り組みを進めてまいります。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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通し
番号

性別 年齢 ご意見 市の考え

220 男性 50代

公共交通網を再編し、移動のし易さを求めていくのは良いですが、高齢化,医療の進
歩に伴って、車椅子での移動，杖を利用しての移動が出来る人達が多くなっており、
その様な人達もｽﾑｰｽﾞに、だれにも気兼ねなく移動できる動線が必要と考えます。例
えば、静鉄「桜橋駅」は、車椅子では改札から入って新清水駅方面のﾎｰﾑに行けな
い様に見受けられます。道路でも、横断歩道を渡った後の車道から歩道への段差が
大きすぎ突っかかります。そのあたり、雑な設計,工事が至る所に見受けられます。
安い費用で上げたいのはわかりますが、丁寧な仕事をお願いします。

平成30年度に、公共交通ネットワークを一
体的に形づくるための地域公共交通網形
成計画の策定を予定しております。
ご意見は、今後の参考にさせていただき
ます。
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次ページ以降は
パブリックコメント実施時に使用した資料（一部）です
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今後の人口減少、高齢化の中でも、静岡市が「便利で快適に暮らせるまち」、「にぎわいと活気のあふれるまち」である
ために、現在、「立地適正化計画」を策定しています。今回は、にぎわいのある拠点エリアを形成するための「集約化拠点
形成区域*」を設定します。是非、皆様のご意見をお寄せください！

「集約化拠点形成区域」を設定し、
様々なサービスの充実を図ることで・・・

【このままだと・・・】 【こうしたい！】

「集約化拠点形成区域」とは、多くの人が利用しやすい場所となるよう、様々なサービスの充実を図る区域です。
主要な鉄道駅周辺など、都市の中で拠点となるエリアに設定します。

■ご意見の提出方法
【意見募集期間】 平成28年12月22日(木)から平成29年1月23日(月)まで
【提 出 方 法】 郵送、FAX、持参、都市計画課HPから
【送 付 方 法】 郵送：〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所都市計画課あて

FAX：054-221-1117
都市計画課HP：http://www.city.shizuoka.jp/299_000036.html

「静岡市立地適正化計画案」へのご意見を募集します！

■お問合せ先■
静岡市 都市局 都市計画部 都市計画課 土地利用計画係
TEL：054-221-1409 FAX：054-221-1117 E-mail：toshi@city.shizuoka.lg.jp

こんなご意見をお待ちしています！

* 都市再生特別措置法に規定する「都市機能誘導区域」

■閲覧資料
Ⓐ みんなで進める「コンパクトなまちづくり」 ～静岡市立地適正化計画の策定～
Ⓑ 静岡市立地適正化計画（案）【要約版】 Ⓒ 静岡市立地適正化計画（案）【全 文】

■配布資料
① あなたのご意見を教えてください！(アンケート用紙)
② 意見応募用紙
※①、②は１枚(両面)になっています

■閲覧場所
都市計画課（静岡庁舎7階）、各区の市政情報コーナー、各生涯学習センター、各生涯学習交流館、
都市計画課ＨＰでご覧いただけます。

【ご意見提出の流れ】
[ 手 順 1 ] 備え付けの閲覧資料をお読みください。

[ 手 順 2 ] 配布資料①②にご意見をご記載ください。

[ 手 順 3 ]  下記の提出方法によりご提出ください。

もっと○○なまちに
なったら良いと思う！

そのために、○○な
施設があったらいいな！
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期待すること
Ａ
静
岡
駅
周
辺
地
区

Ｂ
清
水
駅
周
辺
地
区

Ｃ
東
静
岡
駅
周
辺
地
区

Ｄ
草
薙
駅
周
辺
地
区

Ｅ
駿
河
区
役
所
周
辺
地
区

Ｆ
安
倍
川
駅
周
辺
地
区

1) 様々な行政サービスが
便利に利用できるまち

A1 B1 C1 D1 E1 F1

2) 買い物しやすく、
歩いて楽しめるまち

A2 B2 C2 D2 E2 F2

3) 働く場所が充実し、
活気のあふれるまち

A3 B3 C3 D3 E3 F3

4) 子育てしやすく、
子どもを大切にするまち

A4 B4 C4 D4 E4 F4

5) 医療が充実し、
安心して過ごせるまち

A5 B5 C5 D5 E5 F5

6) 福祉が充実し、
高齢者も過ごしやすいまち

A6 B6 C6 D6 E6 F6

7) 教育環境が充実し、
学生が多く、元気なまち

A7 B7 C7 D7 E7 F7

8) 歴史や文化が感じられ、
市内外から人が集まるまち

A8 B8 C8 D8 E8 F8

9) 様々なイベントが充実し、
にぎわいのあるまち

A9 B9 C9 D9 E9 F9

10) 誰もが学び、集う、ふれあいのあるまち
A10 B10 C10 D10 E10 F10

11) みどりが身近に感じられる、うるおいのあるまち
A11 B11 C11 D11 E11 F11

12) 公共交通が便利に利用でき、誰もが移動しやすいまち
A12 B12 C12 D12 E12 F12

13) 災害に強く、安全に過ごせるまち
A13 B13 C13 D13 E13 F13

14) その他 A14 B14 C14 D14 E14 F14

【提出方法】
「(裏面)意見応募
用紙」の【ご意見の
内容】欄に、「別紙
とおり。」と記載し、
提出してください。

※１つの地区だけでも、お
気軽にご提出ください。

※「その他」に○をつけた場
合は、「(裏面)意見応
募用紙」の【ご意見の内
容】欄に、「期待すること」
の内容を記載してください。

「にぎわいのある拠点エリア」の形成を目指す各地区について、
将来どのようなまちになれば、もっと「出かけてみたい」と思いますか？
あなたが期待することを、地区ごとに○をつけてください。（地区ごとに最大３つまで）

あなたのご意見を教えてください！（アンケート用紙）

ഄ
ఴ
ધ
৲
ು
ਡ

ਲ
ஞ
ધ
৲
ು
ਡ

ઇ

ધ
৲
ು
ਡ

①

「(裏面)意見応募
用紙」には、「期待
すること」以外のご
意見もぜひご記入く
ださい。

閲覧資料Ⓐみんなで進める
「コンパクトなまちづくり」をお読
みのうえ、ご回答ください。

※p5,6,7に記載があります。
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②
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