
市営草薙駅前駐車場の今後のあり方について(案) 

に対する意見募集結果について（報告） 

市営草薙駅前駐車場の今後のあり方について(案)において、「平成 31 年４月からの営業

を停止とする。」旨の検討をするに当たり、下記のとおり、市民参画の推進に関する条例に

基づく市民参画手続き（パブリックコメント）を実施しました。

市民の皆様からのご意見募集の結果と、ご意見に対する本市の考え方は下記のとおりで

す。 

記 

１ 意見募集期間 

  平成 30 年８月１日（水）から平成 30 年８月 31 日（金）まで（31 日間） 

２ 意見受付方法 

  各地域総務課への持参、郵便、ファクシミリ、市ホームページからの電子申請 

３ 募集の周知方法 

  公告（市役所掲示場及び各区掲示場に掲載）、市ホームページへの掲載 

各区の市政情報コーナー及び教育総務課内での閲覧 

報道機関への情報提供による新聞記事掲載 

４ 募集結果 

  意見提出件数 71 件  （内訳；郵便６２件、ファクシミリ３件、電子申請６件） 

５ 意見の概要と本市の考え 

【意見の内容】 

１ 賛意や共感を述べた意見        36 件 

２ 計画内容に対して修正を求める意見   32 件 

３ その他の意見              3 件 



【主な意見と対応方針】(意見の詳細は別表) 

【①賛意や共感を述べた意見】36 件                         

【②計画内容に対して修正を求める意見（経営改善・規模縮小含む）】32 件 

【③その他の意見】3 件 

様々な車種に対応できない、他に便利な駐車場がある、必要性が薄れてきたの

で、多額の赤字が見込まれることを勘案すると廃止でよい。

通勤で利用しているので廃止は困ります。

月極利用のみの運用や営業時間の短縮といった規模を縮小した運営に取り組

むべき。 

低利用、赤字でなら廃止して、新たな使い道を考えるべき。 

周辺の駐車需要、供給および施設状況を鑑み、当駐車場を廃止し、駅前の立地を活か

し、新たな利用について、地域とも連携を図りながら、検討を進めていく。 

対 応

周辺の需給状況から、代替えの駐車場の利用が可能なこと、機能劣化の影響により、経

営改善が困難なこと等を踏まえ、駐車場を廃止するため、利用者に対して廃止の周知を

行う（定期利用者には案内を送付） 

対 応

草薙には、学生がくつろげる施設、地域住民がくつろげる施設が併設できたら

ありがたい。

今後の跡地利用についての意見については、今回のパブリックコメントで同時に意見募

集した「まちづくりに関するアイデア募集」とともに参考にし、地域と連携を図りなが

ら、検討を進めていきます。 

対 応



【詳細】 

No 意見の概要 意見の

分類 

１ 現在定期で利用している者です。もう何年も通勤の為に利用しており、

同じ目的の方も多数いると認識しています。公共の施設として、市民の

為に存続することを考えて頂きたいです。周辺地区開発のため場所が

少々移ったとしても、必要不可欠であると思います。また葬儀や野球、

祭りなどイベントの際は混合っています。周辺施設のみでは不足して

いると思います。更に今年度末閉鎖とは突然すぎて、パブコメ収集、検

討期間として短すぎ、不十分と考えます。 

2 

２ 廃止してもかまいません。地元として、20 年前にお願いした時は、自

走式のもっと小さい物が出来ると思っていました。まさか、機械式の

あのような大規模な物が出来るとは思いませんでした。その時から、

やがてこのような事になるだろうと思っていました。 

1 

３ 草薙駅の駐車場は、利用している人が多数いるので、なくなったら不

便になると思います。 
2 

４ 廃止反対。 

草薙駅周辺が良い街になっても駐車場がなければ出かけません。 

草薙駅周辺よりも清水駅周辺の整備希望。 

2 

５ 一般の１・２号機廃止し、営業時間を検討して月極駐車場にする。 
２ 

６ 職員がいて安心して気持ちよく利用できるので、廃止になると困りま

す。 
2 

７ 廃止になると通勤が大変不便になります。 

時々は買い物、食事等にも利用しています。 
2 

８ 通勤で利用しているので廃止は困ります。 

草薙地区活性化や遠地通勤者の人口流出を考慮してほしい。 
2 

９ バスの本数が少ないため、移動手段が車しかなく、通勤、休日共に利用

しているので廃止は大変困ります。 
2 

１０ 通勤で駅を利用するため駐車場を利用しています。 

手足に障害があるため駅近で常時人がいてくれる駐車場がなくなると

本当に困ります。 

2 

１１ １・２号機廃止し、営業時間を２２時までにして月極駐車場にする。 ２ 



１２ 駅周辺の駐車場の数は十分とは言えないので、代替えの駐車場を造っ

てほしい。 

草薙は車中心の生活地区なので、商業施設と駐車場は必要。 

2 

１３ 廃止反対。 

草薙駅前駐車場を介護が理由で新幹線通勤のために定期利用していま

すが、草薙駅前には定期利用の駐車場が他にないと思います。 

草薙駅には商店が必要です。 

2 

１４ 廃止反対。 

バスもないのに困ります。 

公的経営なのに利用者が少なく赤字だと切り捨てですか？ 

駐車場はそのままで草薙駅前に車の送迎用のスペースを増やしてほし

い。 

2 

１５ 草薙は民間も頑張ってるし大学もできたので、行政の駐車場の役割は

終わったので廃止でいい。 

草薙ブランドがあるので学生向けの静岡・清水と違った新施設があっ

たらいい。 

1 

１６ 低利用、赤字なら廃止して、新たな使い道を考えるべき。 

草薙地区での滞在を考えれば宿泊施設も必要だと考える。観光、業務、

学生交流など用途は期待できる。 

1 

１７ 周辺に平面式駐車場があり、ランニングコストの大きな駐車場を市が

経営する必要はない。 

草薙は学生の街になったので学生が集い自由に使えるスペースがある

といいと思います。 

1 

１８ 車高が高い車が入れないので利用していない。 

草薙は若者が多くなったので、若者の意見を取り入れて若者が集える

施設にしてほしい。 

1 

１９ 清水駅の駐車場を利用しているので草薙は必要ない。 

清水区にショッピングモールが欲しい。 
1 

２０ 清水から直に静岡に行くので草薙は寄らないので必要ない。 

人口が増えるようにマンションを多く作ってほしい。 
1 



２１ パーキング閉鎖に係る周知が行われず、パンフレットのみで３月に閉

鎖を通知し今後のアンケートを取るのは市の対応がなっていない。 

パーキングの利便性は市民生活に必要で今まで赤字でもやってきてい

るのでこれからも続けるべき。 

市民のこれからの不便をまったく考えていない。

2 

２２ 駐車場は残してほしい。 

廃止した場合、民間駐車場の月極駐車場の紹介や路線バスが少ないの

で運航数増加の働き掛けをしていただけるのか？ 

静岡は車社会なので駐車場は残したほうがいい。 

何かを作るにしても各方面から草薙に行く交通手段のバスなど整備を

してください。 

2 

２３ 継続維持を前提にすべきである。 

法令に基づき定期点検、消耗品の交換等実施により安全性にも問題な

く運営している。 

維持するための業務改善として駐車料金の改定で３０分単位の駐車料

金と２４時間最大１０００円の導入。 

PR による市民への浸透で利用率向上に取組むべきである。

２ 

２４ 民間駐車場は割高なので市営駐車場があると大変便利である。草薙駅

に行くまでが不便なため。 
２ 

２５ 車のサイズが大きく駐車ができない車両が多くなったので早めに廃

止。 

用地の今後には室内スカイダイビングなどのアクティビティーなも

の。 

1 

２６ 駐車場の存在を知らなかった、早めに廃止して無駄を削減してほしい。

市が駐車場を運営しなくてよい。 

廃止後の建物を利用して富士山に登った気になるトレーニング施設。 

らせんの階段とのぞき窓を設け高さを感じながら登り頂上で富士山が

見えて達成感を感じる施設。 

1 

２７ 赤字運営で他に民間駐車場があるのであれば無理に運営する必要はな

いと思う。 
1 

２８ 廃止については反対見意はありません。 

駐輪場の再整備に併せ自転車の拠点施設も整備してほしい。 

今後の用地は JR に貸して自由に使わせる。 

1 



２９ 数台でもいいので３０分無料の駐車場が欲しい。 

建物を解体して平らにして、駅まで行けるお洒落な小路を造ってほし

いです。 

２ 

３０ 廃止賛成。 

時代も変わってきているので、地域の為になる事をしてください。 

再利用は、観光等のインフォメーションスペース。 

1 

３１ 税金つかって赤字経営を続けるのは良くないので廃止賛成。 

駐車場は民間に任せて、市は多くの市民が利用できる施設として住民

票とか発行する所を駅前につくれば、わざわざ車で行かなくても仕事

帰りに寄れる。 

1 

３２ 建設当初の目的が達成され、年 1200 万円の赤字で今後改善の見込みが

ないことから廃止はやむをえない。 

パブコメに加え、草薙駅を利用する市民のアドバイザーを集い、草薙駅

周辺の街並み、サイン計画、防犯、歴史文化、食べ物、おしゃれ感等に

ついて意見をいただいて今後の活用を決める。 

それまでは、オープンカフェとして利用。 

1 

３３ 屋内でできるスポーツの施設が少ないので屋内スポーツ施設。 ３ 

３４ 駐車場の廃止はやむをえない。 

跡地は使用しないともったいないので、駐輪スペースの拡幅と収容台

数を増やし、自動格納方式で利用しやすくし、耐震化を行い、地震時に

避難できる防災拠点となる施設にして、有料会議室を設けて収益を上

げるといいと思う。 

1 

３５ 市の負担になっている施設は廃止すべき。 

料金を無料にして駐輪場は残し、草薙には宿泊施設がないため、大手の

ビジネスホテルの誘致、これに併設して外国人受けするマルシェとフ

ードコートとレストランが融合したフードホールやスポーツ施設、入

浴施設、文化施設など種々の施設からなる複合施設、これにあわせて、

JRA 場外馬券売り場があれば老若男女から外国人まで幅広い層の人達

がりようでき駅主変がガラリと変わると思う。 

1 

３６ 廃止はやむを得ない。 

廃止後、併設する駐輪場を無料にして、学生が多い地区の為、施設を拡

大しても良いと思います。 

草薙をアピールするための観光案内施設と地域住民が年齢に関係な

く、いつでも集える場所があれば地域活性化につながると思う。 

1 



３７ 空地のコインパーキング化や月極駐車場の乱立はまちづくりにおいて

疎外要因ともなるので有効活用するまでは存続させるのが望ましい。 

草薙駅を中心とした、歩行者優先のまちづくり。 

2 

３８ 駐車場を運営維持する必要は無いが、草薙は開発途中なので跡地活用

は長い目で見ていく必要があると思う。

大学生を狙って、東静岡に帰る前に飲み屋街があると面白そう。 

または学生のたまり場として、勉強できる場として、コミュニティーセ

ンターのようなものが欲しい。 

1 

３９ 慢性的赤字と車両の大きさの変化により利用しづらくなっていること

から廃止するべき。 

今の状態を維持するより新しい施設を建設した方が駅周辺の活性化に

つながる。 

学校が多く学生が多いので学生の利用が考えられ、清水区の住人は静

岡まで行かなくても買い物ができるようになるのでショッピングモー

ルの建設。 

1 

４０ 当初の整備地区内の駐車課題は目標達成しているので、廃止して、学生

が多く利用しているので、地域コミュニティーの場所としていく必要

がある。 

草薙には地元の福祉施設の働く場として農福連携として野菜工場や、

周辺に少ないフリーや会議スペース、ファーストフードの必要性あり、

障がいを持っている利用者が清掃業務やカフェで働ける場を創出して

欲しい。 

1 

４１ 廃止の報告時期が遅い、定期利用の更新時に周知してくれれば契約し

なかった。 

廃止の延期を強く望む。 

2 

４２ 県大側は利用可能な施設が意外と少ないので、できればあと数年の継

続を、無理なら新施設にも人がいて安心で、雨の日も利用しやすい同様

の設備をお願いします。 

今後、草薙駅が整備され、様々な店舗が出きると、そのための駐車施設

が必要になると思われるので。 

2 



４３ 月極、定期利用できる駐車場は少なく、銀行員や大学生でほぼ使われて

しまっている。駐車場が無くなると困る。 

地域が活性化して様々な施設ができると駐車場が必要になってくる。 

施設を利用するための交通手段が電車しかないと人は集まらない気が

します。 

2 

４４ 定期利用者で、毎日のことで利便性が良いので継続希望です。 

スタッフのお陰で気持ちよく利用しています。 

赤字がかなりの額になることを知りました。 

今後、新たに計画を進める場合は、たった 20 年で廃止になるような今

回と同じ轍を踏まないよう利用予測を行ってください。 

廃止の場合は、次の駐車場の確保の問題もあるので、早めにお知らせく

ださい。 

２ 

４５ 廃止に賛成します。 

毎年 1,200 万円の赤字はムダ。地域の方と学生が一緒になって考えて

くれれば良いです。 

1 

４６ 通勤のため利用をしているが、自宅からのバス路線がなく、草薙駅まで

の手段が車で駐車場がなくなると不便で困ります。 

採算が取れないと見直されると困ります。単体が赤字でも、静岡市とし

て総合的に考えて運営するのが行政ではないでしょうか。 

駐車場は引き続き運営していただきたい。 

2 

４７ 月極契約の必要で利用しているので突然の廃止連絡に大変困惑してい

る。 

歩行困難な障がい者の私にとっては死活問題だ。 

整備された民間駐車場はヒルズパーキングたった一つで安心できな

い。設備の老朽化や集客等の対策の動きはなかったのに、利用者の減少

を赤字運営の一つの理由としているが、草薙駅周辺の集客効果による

活性化には駐車場運営を続ける事こそ市として重要な役割だと考え

る。 

2 

４８ 利用率が良くないのであれば廃止して良いと思います。 

草薙地域は閑静な住宅街というイメージがあり、今後も子育て世代を

中心とした人口増が見込まれ、公共交通機関も利用でき、親子での外出

先の選択とできるため、子供が存分に遊べる公園。 
1 



４９ 利用者が少ないのであれば、別の人が集まるような施設になった方が

いいと思う。 

清水区の若者は静岡駅付近まで行かなければ遊ぶところが少ないので

ラウンドワンの様なボウリング場希望。 

1 

５０ 規模縮小で運営続行 

大学生を呼び込むためにスターバックスが欲しい。 
２ 

５１ 新たな拠点としての可能性という曖昧な表現で活用方法が明確でない

し、草薙駅に車を停めて周辺に電車でアクセスする方法もあるため規

模縮小にとどめるべきだと思う。草薙駅周辺にビジネスホテル類がな

いから、ビジネスマンのための宿泊施設。 

２ 

５２ 廃止でいいと思います。 

時代に合った運営を目指すべきです。草薙は学生が多いので、学生が安

く飲めて、話ができる場所の提供。 

1 

５３ 他に上手く利用できればいい。 

大きな駐車場なので、デパートに改良したら面白い。 
1 

５４ 利用者の減少による廃止は仕方ないと思うが、日常的に使う人が、これ

からどこの駐車場を利用していくかを考え、対応していく必要がある。

草薙駅は野球場をはじめ、スポーツ施設が多数あるので、それに関連し

た、高齢者向けの医療施設やジムが必要である。 

1 

５５ 利用者が減少しているなら、廃止しても問題がない。 

駅に図書館が隣接していると、学生にはありがたい。 
1 

５６ 実情として民間駐車場で事足りているのであれば、廃止の方針で問題

ないと思う。 
1 

５７ 駐車場は、民間で補填出来ている為、廃止でよいと思う。

駐輪場は、平面の駐輪場がよい。 
1 

５８ 使用したことがなく、葵区に住んでいるため、良くわからない。 

草薙には、学生がくつろげる施設 

で地域住民がくつろげる施設が併設できたらありがたい。
３ 

５９ 解体・撤去して普通財産として売却して民間の施設を誘致。

行政のアイデアでよいまちづくりが進んだ前例がないので民間にイニ

シアティブを渡して民間の知見によるまちづくりを進めるべき。
1 



６０ 定期利用者として今年度末で廃止される案はとても急な提案で反対で

す。 

大事な愛車を露天や平置きと比べ、タワーパーキングであることから

暴風、大雨、雹など悪天候の影響を受けることなく、防犯性に優れ安心

して預けることができるメリットがあります。 

これをもっと前面に押し出して利用率アップを目指したらいかがでし

ょうか。 

複数高級マンションに居住する富裕層の複数台の自家用車所有のニー

ズがあります。 

駐車場が営業していることに対して市民の認知度が低いと思います。

草薙駅周辺は食品スーパーは駅から離れた静鉄ストアのみ。 

駅北開発が進んでいるのに駅北と駅西に居住する住民のために食品ス

ーパーなどを誘致していただけたら利便性がアップすると考えます。 

駅周辺に郵便ポストが見当たらないので駅利用者のために郵便ポスト

の設置を希望します。 

2 

６１ 約２０年以上退職後も県内外に出かけるとき利用している。今でも通

勤に利用している人がいるのでは。 

市での運営は利益追求ではないと思うが、葵区の中心街に建てた水道

局の建物の方がよっぽど無駄遣いでは。箱物造ることだけ考えないで。

草薙の街づくりより、小中学校にエアコンを早急に整備して、子供たち

が快適に学習出来る環境を整える事が先決ではないかと思います。 

３ 

６２ 様々な車種に対応できない、他に便利な駐車場がある、必要性が薄れて

きた、多額の赤字が見込まれるということを勘案すると廃止でよいと

感じます。 

1 

６３ 廃止に反対。 

駐車場廃止後の使途が全く見えない。今回の一連の手続きについて、大

きな不満を持っております。 

「市営草薙駅前駐車場」を通勤目的で使用しており、勤務先は葵区追手

町であることから、職員用の駐車場はございません。そのため、草薙駅

から静岡駅まで東海道線を使用しています。 

自宅からバス停ないしは最寄駅まで、徒歩で坂道を２０分登る必要が

ある。 

故に、二次交通が途中までしか存在しない地区に居住する一住民とし

て「市営草薙駅前駐車場」の廃止に反対します。 

「市営草薙駅前駐車場」は、草薙地区にある公営駐車場と言う位置づけ

ではなく、「中心地市街地の交通問題を解決するための、市が政策的に

2 



活用できる資産」であると認識し、市の交通インフラの一つとして活用

すべき資産であると思います。 

「駐車場機能を民間駐車場に任せることにより、経済波及効果を期

待。」と今後の方向性には書かれていますが、都市機能と言う観点から

見た場合、安易に「民間企業の活用」と言うのは、今後様々な問題の火

種を残すのではないかと危惧をしています。 

６４ 駐車場を市で経営する必要があるのでしょうか？近隣の方には、ない

より何かの時のために有った方が便利かも知れませんが、ごく一部の

方への受益のために税金で赤字を補填する事は、非常に不公平だと思

います。 

1 

６５ 赤字の額から考えてみても他に民間駐車場があるというなら廃止した

方が良いと思います。草薙は最近人口が増えている地区だと思います

ので、さらに活気のでる街になるなら何か新しい施設へ生まれ変わる

ことを望みます。 

1 

６６ 目的が達成し、民間による駐車場の供給可能であることや、今後、施設

の維持管理の赤字が見込まれることであれば、廃止は妥当だと思う。 
1 

６７ 時代の流れの中で採算性の無いものは見直す。ただし、駐輪場は、近隣

に学校が多く廃止すると混乱をまねく（存続希望） 
1 

６８ 駅周辺に民間駐車場が整備されているとは思えない。１０年以上もり

ようしていたので、大変困る。 
2 

６９ 常葉大学が設立されたことと、民間の駐車場の数に対して利用者の割

合は多いため市営の駐車場は続けてほしいです。 
2 

７０ 静岡市の公共交通機関は、バス路線の縮小、廃止等により、東西に走る

ＪＲ、しずてつ電車との接続が良くないため、マイカーによる移動に頼

らざるを得ない地区が多いと思います。草薙駅へのパーク＆ライド拠

点として、当市営草薙駅前駐車場は、大変、便利で立地も良く、近隣に

時間貸駐車場は増えましたが、あくまで、空地利用としての事業であ

り、長期的に見て草薙駅近辺の駐車場供給が充足されていると判断す

るのは疑問があります。もう少し、PR 方法を検討され、月決め契約に

よる安定収入を増やす方向で、暫く営業を継続される事を希望致しま

す。 

２ 

７１ "現駐車場を取り壊し、以下の機能を有する３～５階建ての多目的コミ

ュニティーホールを建設。 
1 


