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参考－１．上位関連計画 

整理対象上位計画一覧 

上位計画 策定主体 策定時期 

国土のグランドデザイン 2050～対流促進型国土の形成～ 国土交通省 平成 26年 7月 

国土形成計画（全国計画） 国土交通省 平成 27年 8月 

中部圏広域地方計画 国土交通省 平成 28年 3月 

中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 内閣府 平成 30年 3月 

劇場、音楽堂等の活性化のための取組みに関する指針 文部科学省 平成 25年 

第３次静岡市総合計画「みんなの力で創る、静岡。」 静岡市 平成 27年 3月 

静岡市総合戦略【改定】 静岡市 平成 29年 3月 

静岡市都市計画マスタープラン 静岡市 平成 28年 3月 

静岡市立地適正化計画 静岡市 平成 29年 3月 

静岡市都心地区まちづくり戦略 静岡市 平成 22年 9月 

静岡市中心市街地活性化基本計画 静岡市 平成 30年 3月 

静岡・清水都心地区魅力空間創出方針 静岡市 平成 30年 3月 

静岡アセットマネジメント基本方針 静岡市 平成 26年 4月 

静岡アセットマネジメント 公共建築物施設群別マネジメント方針 静岡市 平成 28年 3月 

スポーツ施設配置適正化方針 静岡市 平成 30年 3月 

静岡市アセットマネジメントアクションプラン第一次 静岡市 平成 30年 3月 

静岡市文化振興計画 静岡市 平成 29年 3月 

静岡市スポーツ推進計画 静岡市 平成 27年 3月 

駿府城公園周辺の景観まちづくり方針 静岡市 平成 30年 3月  
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（１）国土のグランドデザイン 2050～対流促進型国土の形成～（平成 26年 7月） 

 

１）概要 

・平成 26 年７月に策定された計画は、急速に進む人口減少や巨大災害の切迫等、国土形成計画（平

成 20（2008）年閣議決定）策定後の国土を巡る大きな状況の変化や危機感を共有しつつ、2050 年

を見据えた、国土づくりの理念や考え方を示している。 

 

２）基本的考え方「コンパクト＋ネットワーク」 

・コンパクト＋ネットワークにより、「新しい集積」を形成し、効率性を高め、より大きな付加価値

を生み出すような国土構造としていくこと、いわば国全体の生産性を高める国土構造を構築してい

くことを、新たな国土づくりの基本的な考え方としている。 

・「コンパクト」＋「ネットワーク」には、次のような意義があるとしている。 

「コンパクト」＋「ネットワーク」の意義 

①質の高いサービスを効率的に提供する ②新たな価値を創出する 

・人口減少下において、行政や医療・福祉、商業等、生

活に必要な各種のサービスを維持し、効率的に提供し

ていくためには、各種機能を一定のエリアに集約化

（コンパクト化）することが不可欠であり、これによ

り各種サービスを確保することができる。 

・コンパクト＋ネットワークにより、人・モノ・情報の

交流・出会いが活性化し、高密度な交流が実現する。 

・高密度な人・モノ・情報の交流は、イノベーションの

きっかけとなり、新たな価値創造につながる。 

・これは賑わい創出することにもなり、地域の歴史・文

化などを継承し、さらにそれを発展させていくことに

も寄与する。 

３）基本戦略 

・基本的な考え方を踏まえ、目指すべき国土増を実現するため、12の基本戦略を定めている。 

１２の基本戦略 

戦略 概要 

（１）国土の細胞としての「小さな拠点」

と、高次地方都市連合等の構築 

・中山間地域から大都市に至るまで、コンパクト＋ネットワークにより

新たな活力の集積を図り、それらが重層的に重なる国土を形成する。 

（２）攻めのコンパクト・新産業連合・

価値創造の場づくり 

・新しい集積の下、人・モノ・情報が活発に行き交う中で新たな価値の

創造・イノベーションにつなげる「攻めのコンパクト」を実現する。 

（３）スーパー・メガリージョンと新た

なリンクの形成 

・リニア中央新幹線が三大都市圏を結び、スーパー・メガリージョンを

構築。その効果を他の地域にも広く波及させ、新たな価値を生み出す。 

（４）日本海・太平洋２面活用型国土と

圏域間対流の促進 

・グローバリゼーションの進展による我が国国土の地政学上の位置付け

の変化、災害に強い国土づくりの観点から、諸機能が集中している太

平洋側だけでなく日本海側も重視し、双方の連携を強化する。 

（５）国の光を観せる観光立国の実現 ・観光の原点を踏まえ、各地域が自らの宝を探し、誇りと愛着を持ち、

活力に満ちた地域社会を実現する。 

（６）田舎暮らしの促進による地方への

人の流れの創出 

・あらゆる世代で地方への人の流れを創出するため、ＵＩＪターン、元

気なうちの田舎暮らし、二地域生活・就労等の促進を図る。 

（７）子供から高齢者まで生き生きと暮

らせるコミュニティの再構築 

・失われたコミュニティの機能を再構築し、あらゆる世代が地域と積極

的に関わり、生き生きと暮らせる社会を実現する。 

（８）美しく、災害に強い国土 ・美しい国土を守り、国土全体を最大限有効活用するとともに、災害に

強い国土づくりを進める。 

（９）インフラを賢く使う ・インフラの整備に加え、技術革新の進展等を踏まえて使い方を工夫す

ることで、既存ストックを最大限に活用する。 

（10）民間活力や技術革新を取り込む社

会 

・ＩＣＴの劇的な進化などの技術革新や、民間の活力を最大限に活用し

たイノベーションにあふれる活力ある国土をつくり上げる。 

（11）国土・地域の担い手づくり ・人口減少下でも持続可能な地域社会の実現のため、国土・地域づくり

の担い手を広く継続的に確保する。 

（12）戦略的サブシステムの構築も含め

たエネルギー制約・環境問題への

対応 

・エネルギー制約・環境問題への対応のため、新たなエネルギーの活用 

や省エネを進めるとともに、「戦略的サブシステム」を構築する。 
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（２）国土形成計画（全国計画）（平成 27年 8月） 

 

１）概要 

・本格的な人口減少社会の到来、異次元の高齢化、巨大災害の切迫等、国土を取り巻く厳しい状況変

化のなかで、我が国がこれからも経済成長を続け活力ある豊かな国として発展できるか否かの重要

な岐路にさしかかっているという認識のもと、2015年から概ね 10年間の国土づくりの方向性を定

めるものとなっている。 

 

２）計画の基本的な考え方 

・計画の目標及び基本構想、国土・地域構造等の基本的な考え方が次のよう整理されている。 

計画の基本的な考え方 

目
標 

①安全で、豊かさを実感することのできる国 

②経済成長を続ける活力ある国 

③国際社会の中で存在感を発揮する国 

基
本
構
想 

〇対流促進型国土 

・対流とは、多様な個性を持つ様々な地域が相互に連携して生じる地域間のヒト、モノ、カネ、情報の双方向

の活発な動き 

・「対流」それ自体が地域の活力をもたらすとともに、多様で異質な個性の交わり、結びつきによってイノベ

ーション（新たな価値）を創出 

国
土
・
地

域
構
造 

〇重層的かつ強靭な「コンパクト＋ネットワーク」 

・地域に必要な各種絹雄を一定の地域にコンパクトに集約し、地域のネットワークを結ぶ 

・様々な「コンパクト＋ネットワーク」の国土全体への重層的かつ迅速的な広がり 

具
体
的
な
方
向
性 

〇具体的な方向性① ローカルに輝き、グローバルに羽ばたく国土 

・個性ある地方の創成 ・活力ある大都市圏の整備  ・グローバルな活躍の拡大 

〇具体的な方向性② 安全・安心と経済成長を支える国土の管理と国土基盤 

・災害に対して粘り強くしなやかな国土の構築  ・国土基盤の維持・管理・活用 

・国土の適切な管理による安全・安心で持続可能な国土の形成 

〇具体的な方向性③ 国土づくりを支える参画と連携 

・地域を支える担い手の育成  ・共助社会づくり 

 

２）分野別施策の基本的方向 

・「対流促進型国土」の実現のため、９つの分野別に施策の基本的方向性を示している。 

・整備方針を検討に際し関連する、「地域の整備」、「産業」、「文化及び観光」に関する基本的な施策

については次のように示している。 

分野別施策の基本的な方向性 

分野 概要 

地域の整備に関する 

基本的な施策 

〇対流の促進とコンパクト＋ネットワークの構築 

・対流の促進 

・コンパクトシティの形成 

産業に関する 

基本的な施策 

〇産業の国際競争力の強化とイノベーションを支える環境整備 

・イノベーションの創出と成長産業への展開 

〇地域を支える活力ある産業・雇用の創出 

・魅力ある地域産業の展開や地域発イノベーションによる内発的発展 

文化及び観光に関する 

基本的な施策 

〇文化が育む豊かで活力ある地域社会 

・個性豊かな地域文化の保存、継承、創造、活用等 

・文化芸術やスポーツ活動への参加機会等の充実 

・地域文化芸術活動を支える環境整備 

〇観光振興による地域の活性化 

・国際競争力のある魅力的な観光地域づくり、観光旅行消費の一層の拡大 

・質の高い観光を通じた対流の拡大 

 



4 

（３）新たな中部圏広域地方計画（平成 28年 3月） 

 

１）概要 

・「広域ブロックの地域特性に応じた施策展開により自立的に発展する圏域の形成」を目指し、中部

圏（長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）の広域ブロックにおける、国土の利用、整備及び

保全を推進するための総合的かつ基本的な計画として定められている。 

・計画期間は、2050年頃まで展望しつつ、2027年リニア中央新幹線東京・名古屋間開業を見据えた、

今後概ね 10カ年間としている。 

 

２）中部圏の目指すべき将来像と実現に向けた基本方針 

・中部圏の目指すべき将来像と実現に向けた基本方針と、整備方針を検討に際し関連する、具体的な

施策は次のように示されている。 

 

中部圏の目指すべき将来像と実現に向けた基本方針 

将
来
像 

暮らしやすさと歴史文化に彩られた“世界ものづくり対流拠点‐中部” 

＜世界の中の中部＞世界最強・最先端のものづくり産業・技術のグローバル・ハブ 

＜日本の中の中部・中部の中の人々＞リニア効果を最大化し都市と地方の対流促進、ひとり一人が輝く中部 

＜前提となる安全安心・環境＞南海トラフ地震などの災害に強くしなやか、環境と共生した国土 

基
本
方
針
と
具
体
的
方
策 

方針１ 世界最強・最先端のものづくり進化 

【具体的方策】 〇我が国の成長を担う産業の強化～企業国内回帰・海外の対日投資を呼び込む～ 

・中部圏の産業競争力の強化、世界最強・最先端のものづくり中枢圏の形成 

〇高度なものづくり技術の活用による新たな産業の創生 

〇水素社会実現などに新しい世界モデルの提示 

・低炭素社会に向けた未来の水素社会の世界モデルを提示 

〇国際競争力を支える産業基盤の強化 

・将来を見据えた総合的な土地の利活用 

方針２ スーパーメガリージョンのセンター、我が国の成長を牽引 

【具体的方策】 〇リニアを活かした新たな中部圏の形成～日本のハートランド・中部～ 

〇リニア効果の中部・北陸圏への広域的な波及 

〇国際大交流時代を拓く観光・交流 

・国内外との観光・交流の促進 

方針３ 地域の構成と対流による地方創生 

【具体的方策】 〇コンパクト＋ネットワーク 

・地域特性に即した「コンパクト＋ネットワーク」による対流の促進 

〇広域的な連携により創り出す都市圏・地方圏の形成 

・地域の構成や特性を活かした広域連携による地域づくり 

〇地域産業の活性化による地域活力の維持・発展 

〇地域の個性を活かした交流連携の創出 

・地域資源を最大限活用する観光振興・観光業の活性化 

   →地域資源の保存、継承、磨き上げ、掘り起こし、活用にとる観光交流 

・歴史・文化の魅力を活かしたまちづくり 

〇快適で安全・安心な生活環境の構築 

方針４ 安全・安心 

【具体的方策】 〇災害に対して粘り強くしなやなか国土の構築 

〇環境と共生した持続可能な地域づくり 

〇国土適切な保全 

〇インフラの維持・整備・活用 

方針５ 人材育成と共助社会の形成 

【具体的方策】 〇中部圏を支える人材の育成と確保 

〇全ての人々が参画する社会の形成 

〇多様な主体による共助社会づくり 

〇誰もが愛着と憧れを持ち、働き住み続けたくなる地域づくり 

〇医療・介護、福祉における安心な暮らしの確保 
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（４）中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 28年 1月） 

 

１）概要 

・中心市街地の活性化に関する法律第 8条第１項に基づき、中心市街地が地域の経済及び社会の発展

に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合

的かつ一体的に推進するために定められた方針である。 

 

 

２）中心市街地の活性化の目標 

・中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資源、社会資本や

産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地域の創意工夫をいかしながら、地域が必要とする

事業等を、総合的かつ一体的に推進することにより、地域が主体となって行われるべきものであり、

これを通じて次の目標を追求すべきとしている。 

 

〇人口減少・少子高齢化社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人にとって暮らしやすい。

多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活空間を実現すること。 

〇地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われることにより、より活力あ

る地域経済社会を確立すること。 

 

３）中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 

・中心市街地の要件を次の３つように定めている。 

〇当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存

在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。 

〇当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力

の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。 

〇当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進すること

が、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認

められること。 

 

４）中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等

の公共の用に供する施設の設備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基

本的な事項 

・中心市街地における市街地の整備改善を進めるに当たっては、基本計画において定められた中心市

街地において、面としての中心市街地の機能向上、環境改善、防災機能の向上等に資するよう、土

地区画整理事業、市街地再開発事業等の面整備事業、道路、公園、駐車場、下水道等公共の用に供

する都市基盤施設の整備事業その他の事業を適切に組み合わせ、積極的かつ強力に進めることが重

要であることが示されている。 
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（５）劇場、音楽堂等の活性化のための取組みに関する指針（平成 25年） 

 

１）概要 

・劇場、音楽堂等の活性化のための取組みに関する指針は、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平

成 24年法律第 49号）第 16条第 1項の規定に基づき、設置者又は運営者が、実演芸術団体等、国

及び地方公共団体並びに教育機関等と連携・協力しつつその設置又は運営する劇場、音楽堂等の事

業を進める際の目指すべき方向性を明らかにすることにより、劇場、音楽堂等の事業の活性化を図

ろうとするものとなっている。 

 

 

２）劇場、音楽堂等の役割 

・劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、また、人々が集い、人々

に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化

拠点である。 

・全ての国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として、また、

社会参加の機会を開く社会包摂の機能を有する基盤として、常に活力ある社会を構築するための大

きな役割を担っている。 

・劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演芸術は、無形の文化遺産でもあり、これを守り、育

てていくとともに、新たに創り続けていくことが求められる。 

 

 

３）地方公共団体の取組等に関する事項 

・整備方針を検討に際し関連する、地方公共団体の取組等に関する事項は次のように示されている。  
ア 自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区

域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努めること。 
イ 設置者又は運営者、実演芸術団体等その他の関係者及び国と相互に連携を図りながら協力

するよう努めること。 
エ 地域の特性に応じて当該地域における実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業

の実施その他の必要な施策を講ずること。 
カ 劇場、音楽堂等において行われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教育

活動及び啓発活動の実施その他の施策を講ずること。 
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（６）第３次静岡市総合計画「みんなの力で創る、静岡。」（平成 27年 3月） 

 

１）概要 

・平成 27 年３月に策定された計画は、市政運営の指針を示し、各行政分野における政策を明らかに

しており、計画書では、①目指すまちづくりの目標や都市像を描く「基本構想」、②その基本構想

に基づき実施する施策を総合的、体系的に表した「基本計画」、③基本計画に定められた施策を展

開するために、個別の実施事業を定めた「実施計画」の３層で構成している。 

 

２）基本構想 

①まちづくりの目標 

・「世界水準の都市への飛躍に向けて、この地域に住む人々が誇りを持ち、訪れる人々が憧れを抱く

まち」を目指し、まちづくりの目標として「『世界に輝く静岡』の実現」を掲げている。 

 

①目指す都市像 

・静岡市は、今川義元や徳川家康公などに彩られた「歴史と文化」や、快適な気候風土に育まれた「健

康的な暮らし」は、「世界に輝く静岡」を具体化するためにふさわしい要素であることから、「歴史

文化のまち」、「健康長寿のまち」を目指す都市像として掲げている。 

 

３）基本計画 

①重点プロジェクト 

・静岡市の目標人口である平成 37年（2025年）に「70万人」を維持するために、「『創造する力』に

よる『都市の発展』」と「『つながる力』による『暮らしの充実』」という２つの市政のさらなる展

開に向けて、以下に掲げる６つの重点プロジェクトに取り組み、「世界に輝く静岡」の実現を図る

ものとしている。 

６つの重点プロジェクト 

【歴史都市】悠久の歴史を誇りとして活かした 

風格のあるまちづくりの推進 

【文化都市】人々が訪れてみたいと憧れを抱く

個性あるまちづくりの推進 

【中枢都市】世界中から多くの人が集まる求心

力の高いまちづくりの推進 

【健康都市】市民が住み慣れた地域で暮らし続

けられるまちづくりの推進 

【防災都市】様々な危機に備えた減災力が高い

安心・安全なまちづくりの推進 

【共生都市】あらゆる人々が多様性を尊重し共

に暮らすまちづくりの推進
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②分野別の基本的な方向性 

・１０分野別に基本的な方向性を示しており、本業務と関係が深い分野では「観光・交流」「文化・

スポーツ」「都市・交通」について以下のように記載している。 

 

「観光・交流」「文化・スポーツ」「都市・交通」の基本的な方向性 

分野 分野別目標 重点的な取組 

観
光
・
交
流 

国内外から多くの

人々が訪れ、活発な交

流が行われるまちを

実現します。 

【政策１】 

「静岡ブランド力ある地域資源を活用した観光を推進します。」 

・徳川家康公に代表される歴史資源に触れ親しむ観光の振興を図る 

・サッカーをはじめとしたスポーツ魅力づくりを推進する 

【政策３】 

「来街者が再び訪れたくなる受入態勢づくりを推進します。」 

・情報発信の強化、案内表示当の整備、観光回遊をサポートする交通手段の確保な

どの受入環境の充実を図る。 

・来街者の全てが「来てよかった」「また来たい」と喜びを感じるまちの実現を目

指すため、オール静岡によるおもてなしの向上を図る。 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ 

歴史に彩られた静岡

の文化を国内外に発

信し、一人ひとりが輝

くまちを実現します。 

【政策１】 

「静岡の歴史的価値のみがきあげと世界への発信を推進します。」 

・世界レベルの特色ある芸術文化事業を実施するともに、世界に向けて静岡の文化

を発信する。 

・静岡市が有する歴史文化の魅力を世界に発信する。 

【政策２】 

「世界レベルの芸術文化・スポーツを楽しむ機会の拡大を推進します。」 

・交流の推進と賑わい創出を図る。 

【政策３】 

「市民が芸術文化・スポーツを楽しむための支援を推進します。」 

・芸術文化活動への市民の参加を促すとともに、これからの静岡文化を担う人材育

成の充実を図る。 

・ライフステージに応じたスポーツに応じたスポーツ活動を推進する。 

都
市
・
交
通 

快適で質の高いまち

の拠点と交通環境を

充実させ、新たな交流

と活力を生み出すま

ちを実現します。 

【政策１】 

「魅力と親しみのある「まちの顔」の創造を推進します。」 

・静岡都心では、徳川家康公の築いた城下町を基礎とし、利便性・快適性をさらに

高めるため、商業、業務、居住等の多様な機能の強化を図るとともに、回遊性を

向上させる取り組みを進める。 
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（７）静岡市総合戦略【改定】～2025年の総人口 70 万人維持に向けて～（平成 29年 3月） 

 

１）概要 

・第 3次静岡市総合計画に掲げる「2025年に総人口 70万人を維持」を目指し、オール静岡で人口減

少問題に取り組むため、「静岡市総合戦略」では、市の今後の人口の将来ビジョンの実現に向けた

具体案を示している。 

・計画期間は、国の総合戦略に準じて、平成 27 年度(2015 年度)から平成 31 年度(2019 年度)の５

年間とし、計画期間を越えて取り組む必要がある施策等については、「中長期の取組」として位置

付けている。 

 

 

２）戦略体系 

・国が挙げている４つの戦略体系に加え、静岡市が

豊かな地域資源を有しながらも十分にアピール

できていない現状を踏まえ、本市の存在感を高め

て交流人口を増加していく戦略と、若者を中心に

人口が流出している状況を受け、まちに愛着を持

ち支えていく人材育成の２つの戦略を追加して、

６つの戦略体系に基づいて総合戦略を策定して

いる。 

 

 

 

静岡市の人口目標とその戦略体系 

 

３）戦略別重点事業 

・本計画地の整備方針を作成するにあたり、関連する内容は以下のとおりである。 

①「１．『まち』の存在感を高め、交流人口を増やす」で取り組む事業 

【重点事業①：「まちは劇場」推進事業】 

・市街地の既存ホールや空き店舗等を活用しながら、「まち」の様々な空間において、大道芸・ダン

ス・音楽・アートなど様々なジャンルの文化に触れる機会、アーティストと市民が出会う機会を数

多く提供するためのイベントを開催する。 

・オープンスペースなどの公共空間の使い方を見直し、市民がイベントや賑わいの場として活用でき

る仕組みを構築するとともに、デザイン性あふれる街並みを創出していく。 

 

【重点事業②：徳川家康公 400＋（プラス）事業】 

・徳川みらい学会など家康公の功績を広く伝える民間の取組と連携を深めるとともに、久能山東照宮、

静岡浅間神社、駿府城公園などの地域資源を積極的に活用し、駿府城跡天守台発掘調査や歴史文化

施設の整備、「桜の名所」づくりなどによる駿府城公園周辺の魅力向上や、訪れた人が歴史文化の

趣を感じるイベントなどを通じて、一層の交流人口の増加を図る。 
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【重点事業③：観光交流活性化推進事業】 

・「まちは劇場」推進事業や徳川家康公 400+事業をはじめ、本市が有する地域資源を最大限に活かし

た誘客促進を図るため、国内外のターゲットの明確化と効果的なプロモーションの実施に加え、訪

れた観光客の消費動向、来訪先、満足度等の調査・分析に基づく改善までを包含するマーケティン

グ戦略を確立・促進する。 

・静岡市を訪れる観光客の満足度を高め、リピーターやファンの増加へと繋げるため、Wi-Fi 環境の

整備、案内表示の多言語化、免税店の増加、インバウンドの推進も含め、受入環境の向上に取り組

む。 

・観光魅力の向上に向けた地域の主体性や継続性を高めるため、静岡観光コンベンション協会（現す

るが企画観光局）等の機能強化、静岡地域連携 DMO等の構築に向けた調査・研究や成功事例の創出

などマネジメント体制づくりを推進する。 

 

②「３．『しごと』を生み出し、雇用を増やす」で取り組む事業 

【重点事業⑤：静岡ブランド農水産物販売路拡大事業】 

・「茶どころ日本一」を目指し、産地情報だけでなく、煎茶道や茶器、食などの茶文化を組み合わせ、

国外に「静岡市のお茶」をプロモーションする中で、現地茶専門店及びバイヤーと海外展開を目指

す静岡市茶業者（生産者及び茶商）との商談の機会を設置し、静岡市特産茶の販路の拡大を図る。 

 

③「６．時代にあった『まち』をつくり、圏域の連携を深める」で取り組む事業 

【重点事業②：アセットマネジメント推進事業】 

・静岡市アセットマネジメント基本方針に基づき、公共施設の総資産量の適正化や長寿命化を速やか

に推進するとともに、PRE（公的不動産）の有効活用や、PPP（官民パートナーシップ）プラットフ

ォーム設置に向け、産官学金の連携で調査研究を積極的に進めるなど「アセットマネジメント推進

事業」に取り組む。 
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（８）静岡市都市計画マスタープラン（平成 28年 3月） 

１）概要 

・平成 28 年３月に策定された都市計画マスタープランは、都市計画法に基づいて、都市の将来像、

土地利用や都市施設などの基本的な方針を示している。 

 

２）まちづくりの基本理念と都市計画の目標 

【まちづくりの基本理念】 

「人との交流がまちをつくり、人とのつながりがまちを育てる時代に合ったまちづくり」 

       ～「成長・拡大」から「成熟・持続可能」へ ～ 

 

【都市計画の目標】 

〇多様な主体の参加による協働のまちづくり 

〇にぎわいと魅力ある街なかづくり 

〇交流と活力による発展するまちづくり 

〇安心・安全・快適に暮らせるまちづくり 

〇人と自然が共に生きるまちづくり 

 

３）静岡市が目指す将来都市構造 

・静岡市では、将来都市構造に「集約連携型都市構造」を掲げている。 

・「集約化拠点・ゾーンの形成とネットワーク化」及び「広域基盤、歴史・自然資源の戦略的活用」

を整理し、静岡市が目指す集約連携型都市構造は下図のように示している。 

・将来都市構造実現に向け、都市づくりを 6地区の拠点を重点地区として設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約型都市構造図 
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４）分野別の基本方針 

・「集約連携型都市構造」実現に向けて、都市計画の７つの分野の基本的方針を示している。 

・整備方針を検討に際し関連する、「土地利用」「都市交通」「市街地整備」「都市環境」「防災」「都市

景観」については以下のように示している。 

 

「土地利用」「都市交通」「市街地整備」「都市環境」「防災」「都市景観」の基本方針 

分野 基本方針 

土
地
利
用 

〇住居系市街地の形成方針：中心部での便利な街なか複合地（住居系） 

・ＪＲ静岡駅及びＪＲ清水駅、ＪＲ東静岡駅周辺の街なか複合地は、公共交通利便性を活かし、商業・業務や

行政・文化など多様な都市機能の集積や高度利用による居住の誘導を進め、様々な活動が可能となる便利

でにぎわいのある環境の誘導を図ります。 

〇商業系市街地の形成方針：中心部での便利な街なか複合地（商業系） 

・ＪＲ静岡駅及びＪＲ清水駅、ＪＲ東静岡駅周辺の街なか複合地は、商業業務系を中心とした機能や都市型産

業の集積を図ります。 

・各地域の特性を踏まえ、個性と風格が感じられ、にぎわいのある商業・業務地の形成を図ります。 

都
市
交
通 

〇公共交通の方針：バス交通の充実と利用環境の向上 

・公共交通軸（幹線バス）は、効率的かつ効果的なバス交通ネットワークの形成を基本的な考え方として、拠

点内の循環バス等の導入、路線網再編の推進や、ＢＲＴ導入の検討を進めます。 

〇交通環境改善の方針：駐車場・駐輪場の整備 

・駐車場・駐輪場は、バス利用の促進に向け、パーク＆バスライドのための駐車場整備や歩行者優先ゾーンで

の隔地駐車場の積極的誘導に取組み、サイクル＆バスライドのための駐輪場整備や民間開発事業との連携

による駐輪場の確保、既存駐輪場の効率的利用を推進します。 

・駐車場空き情報については、案内サービスのあり方を検討します。 

市
街
地

整
備 

〇拠点等の高密度化を図る市街地の整備方針：都市拠点 

・ＪＲ静岡駅周辺の市街地の更新は、駿府城公園周辺など、まちの歴史を活かした回遊性の向上等によるにぎ

わい創出に取組みます。 

都
市
環
境 

〇身近に触れ合う緑と水の形成方針：公園・緑地の整備 

・駿府城公園は、市民の協力を得ながら天守閣の再建を目指し、桜の名所づくりなど、歴史都市として風格の

ある公園整備を進めます。 

〇身近に触れ合う緑と水の形成方針：緑化の推進 

・公共建築物や大規模な事業所などでは、敷地内緑化を進め、街路樹の整備を推進します。 

・また、緑化余地の少ない中心市街地においては、壁面や屋上緑化を積極的に促進します。 

〇低炭素・資源循環型まちづくりの方針：低炭素まちづくりの推進 

・低炭素まちづくりを推進するため、二酸化炭素の吸収源となる都市のみどりの積極的な保全・創出、公共交

通機関や自転車の利用を促進します。 

〇低炭素・資源循環型まちづくりの方針：資源循環型まちづくりの推進 

・資源循環型まちづくりを推進するため、大量廃棄型の社会経済システムから持続可能な資源循環型システム

への転換を目指し､４Ｒ（発生抑制・排出抑制・再使用・再生利用）を推進し、自然環境への負担の軽減を

図ります 

都
市
防
災 

〇防災・減災のまちづくりの実現：防災・減災のための施設整備・改善の推進 

・潜在する災害リスクに対応した、施設や建築物等の整備・改善により、被害を最小限にとどめる都市構造へ

の転換を図ります。 

〇避難・救援活動がしやすいまちづくりの実現：避難や救援活動の円滑化の推進 

・避難が可能な空間の確保と、消火活動や救援活動などの円滑な初動活動により、被害の拡大を抑制できる都

市を目指します。 

都
市
景
観 

〇地域らしさを印象付ける景観形成の方針：歴史的景観の保全・活用 

・駿府城公園は、天守閣の再建を目指し、国宝久能山東照宮や登呂公園などの歴史的な資源の保全・活用によ

り、地域の魅力向上を図ります。 
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５）葵区における区別構想 

・葵区のまちづくりの目標と方針及び、葵区における集約連携型都市構造実現に向けた取組みのうち

本計画地の整備方針に関連する内容は以下のとおりである。 

葵区のまちづくりの目標・方針・取組 

目
標 

・『人と自然』『都会と自然』が共生したまちづくり 

・『絆』『安心・安全』をキーワードとした住民主体のまちづくり 

方
針 

・「歴史・文化を身近に感じる、自然と共存した魅力あるまちづくりの推進」 

・「子どもからお年寄りまで、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進」 

・「公共交通が充実し、自転車や徒歩でも暮らしやすいコンパクトなまちづくりの推進」 

取
組
み 

〇拠点：都市拠点（JR静岡駅周辺・駅以北） 

・ＪＲ静岡駅周辺（駅以北）は、県下随一の商業・業務施設や都市型産業施設の集積地で、ＪＲ清水駅周辺との

相互連携により、買い物や子育て・福祉などの各種機能の維持・集積を図ります。 

・交通結節点の機能強化のため、周辺のバリアフリー化や自転車利用の促進も考慮した駐輪場整備等を推進しま

す。 

〇拠点：みどりの拠点・歴史的景観 

・駿府城公園は天守閣の再建を目指し、市民の協力を得ながら整備を推進します。 

〇軸：公共交通軸 

・ＪＲ静岡駅周辺につながるバス路線は、路線の再編による効率的な運行に向けて、ＬＲＴ等の導入の検討、コ

ミュニティバス、循環バスの検討を進めます。また、中山間地とをつなぐ南北の幹線バスの維持を図ります。 

〇ゾーン：利便性の高い市街地ゾーン 

・公共交通が充実している大部分の市街化区域内は、緩やかに居住を誘導し、商業・業務・サービスなど、各機

能と調和のとれた土地利用により、「利便性の高い市街地ゾーン」の形成を目指します。 

６）静岡都心地区重点地区における取組の考え方 

・本地区は、市内で位置付けられている６つ重点地区の１つである「静岡都心地区」となっている。 

静岡都心地区重点地区における取組の考え方 

目
標 

歴史が息づく、人々を刺激する都心 

〇住居系市街地の形成方針：中心部での便利な街なか複合地（住居系） 

・ＪＲ静岡駅及びＪＲ清水駅、ＪＲ東静岡駅周辺の街なか複合地は、公共交通利便性を活かし、商業・業務や行

政・文化など多様な都市機能の集積や高度利用による居住の誘導を進め、様々な活動が可能となる便利でにぎ

わいのある環境の誘導を図ります。 

〇商業系市街地の形成方針：中心部での便利な街なか複合地（商業系） 

・ＪＲ静岡駅及びＪＲ清水駅、ＪＲ東静岡駅周辺の街なか複合地は、商業業務系を中心とした機能や都市型産業

の集積を図ります。 

・各地域の特性を踏まえ、個性と風格が感じられ、にぎわいのある商業・業務地の形成を図ります。 

ま
ち
づ
く
り
の
方
針 

〇高次かつ多様な都市機能の持続的な誘導 

・広域商業、娯楽、業務、交流等の都市圏の核にふさわしい都市機能の誘導 

・老朽化が進んだ市街地における、エリアの個性を意識した更新・再生の推進 

〇伝統を活かし、新たな魅力を創る都市空間の整備 

・駿府城・城下町等の伝統を継承する景観誘導 

・にぎわいや憩い、コミュニティ活動を支える公共空間づくり 

〇楽しく歩けて自転車にも利用しやすいまちづくりの推進 

・公共交通網・ターミナルの強化や新たな交通システムの導入検討 

・エリア間の歩行者回遊性の向上（「ＪＲ静岡駅周辺」、「御幸町・伝馬町・鷹匠周辺」、「紺屋町・呉服町・七間町

周辺」の３つのゾーンの回遊性の向上。街なか（にぎわい）と駿府城公園（憩い・歴史文化）の動線づくり。） 

・都心部における歩行者優先エリアの設定と自動車交通の流入の適正化 

・歩行者優先エリア周辺での駐車場・駐輪場の適正な配置の推進 

・自転車走行空間ネットワーク整備と自転車利用の促進 

〇街なか居住等の人口集積を誘導する街なか環境整備 

・防災性向上や都市の低炭素化に資する都心居住への誘導に向けた、生活環境として不足している緑地や公共空

間、その他の機能の充実の推進 
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（９）静岡市立地適正化計画（平成 29年 3月） 

１）概要 

・「集約型連携都市構造（コンパクトシティ＋ネットワーク）」の考え方に基づき、住宅と生活サービ

スに関連する医療、商業等の利便施設の集約化等、都市機能の誘導と、公共交通沿道への居住の誘

導により、市民生活の質の向上および地域経済の活性化を図るものとしている。 

 

２）立地適正化計画の基本方針 

①立地適正化基本方針 

【基本方針１】集約連携型都市構造をベースに「健康長寿のまち」「歴史文化のまち」の実現に資す

る都市形成を目指す。 

【基本方針２】人口減少対策が生み出す好循環を下支えする。 

【基本方針３】静岡市の特徴であり、強みである「コンパクトな体質」を磨き上げる。 

②都市機能誘導の基本方針 

【基本方針１】都市の発展に資する「静岡市の顔」を創造する。 

【基本方針２】地域の個性を活かした魅力ある拠点を形成する。 

 

２）集約拠点形成区域と誘導施設 

・医療・福祉・子育て・商業の都市機能を誘導し、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となる集約化拠点形成区域を、静岡市において６つ設定している。 

・本地区が立地する静岡駅周辺地区における拠点形成の方向性、誘導施設等は以下のとおりである。 

 

静岡駅周辺地区における拠点形成の方向性及び誘導施設 

拠
点
形
成
の

方
向
性 

・歴史文化資源を活かし、交流人口の増加に資する機能を強化 

・行政、商業・業務、文化の中心としての機能を更新・集積 

・子育て・福祉環境等を向上 

・高齢人口の増加への対応 

誘
導
施
設 

【公共公益施設】 

市役所、区役所、総合病院、子育て支援センター、中央福祉センター、 

地域福祉推進センター、大学、専修大学、博物館、博物館相当施設、大規模ホール、図書館、 

男女共同参画施設 

 

【想定する主な商業施設、業務施設、宿泊施設】 

買回品専門店、大型百貨店、都市型産業施設、産業支援関連施設、宿泊施設 
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３）静岡駅周辺地区（歴史文化拠点）における集約化拠点形成のための取り組み 

・歴史文化資源を活かした人口交流の増加に資する機能の強化、行政、商業文化の中心としての機能

の更新・集積、子育て・福祉環境等の向上、高齢人口の増加への対応のため、各施設の集積促進、

中心市街地の活性化、交通ネットワークの形成に関する取り組みを実施するものとしている。 

 

静岡駅周辺地区における取組み 

取組項目 取組内容 

各種施設の集積促進に関する

取組み 

・歴史文化施設整備 

・市民文化会館再整備 

・都市再開発方針に基づく市街地再開発事業 

・都市再開発方針に基づく優良建築物等整備事業 

・生涯活躍のまち静岡構想の推進 

・大学・専修大学誘致の促進 

・都市型産業施設誘致の促進（企業立地促進助成制度等） 

中心市街地の活性化に関しす

る取組み 

・中心市街地活性化基本計画に基づく取組 

・歩いて楽しいまちづくりの推進 

・駿府城公園エリアの整備 

・駿府城公園「桜の名所」づくり 

・エリアマネジメントの推進 

交通ネットワークの形成に関

する取組み 
・レンタサイクルの拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡駅周辺地区における集約拠点形成区域設定の考え方 
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（１０）静岡市都心地区まちづくり戦略（平成２２年９月） 

１）概要 

・静岡市都心地区まちづくり戦略は、中・長期的（おおむね２０年間）な視点に立ち、静岡市全体の

都市構造のあり方を示し、それを踏まえた静岡・清水の両都心地区のまちづくりの目標および実現

のための取り組みや進め方の方向性を示すことを目的としている。 

・計画は「都市構造編」「まちづくり編」「交通体系編」の３つ整理されている。 

 

２）都心地区まちづくり戦略【まちづくり編】 

①まちづくり編について 

・「まちづくり編」においては、静岡都心地区、清水都心地区、それぞれについて具体的にどのよう

な地区を目指していくかという点について、「空間づくり」や「機能」の観点を中心に示している。 

 

②都心地区まちづくりの理念と目標 

【静岡都心地区のまちづくりの理念】「静岡 DNAが息づき、人々を刺激する都心」 

・江戸時代から継承されてきた町割、駿府城址や青葉通りに代表される広がりのある空間など、先代

が築き上げてきた資産を継承し、新たな取り組みにより資産を磨き、魅力を高め、更なる発展へと

つなげていきます。 

 

【静岡都心地区のまちづくりの目標】 

・本地区が立地する静岡都心地区におけるまちづくりの目標およびその目標の目指す空間構造は以下

のとおりである。 

 

静岡都心地区のまちづくりの目標と目指す空間構造 

目標 目指す空間構造 

＜目標１＞ 

 “人がまん中” 

の都心づくり 

・人々がまちなかに訪れやすくするための玄関を確保する 

・街なかの移動が気にならない、快適な装置・環境を整える 

・道路空間を歩行者・自転車が快適に行き来し、時には人々のハレの舞台となるパブリッ

クスペースへとシフトさせる 

＜目標２＞ 

 “らしさ”が 

あふれ出す都心

づくり 

・イベントや様々な市民活動が行われるパブリックスペースと沿道建築物が一体となった

洗練された街並みをつくる 

・「空・水・緑」を取り込んだ温かみの感じられる空間をつくる 

・歴史的なシンボル空間を身近にする 

・江戸時代から継承されている町割を活かしたメリハリのある空間をつくる 

＜目標３＞ 

 “人と人が 

つながっている” 

都心づくり 

・まちの様々なシーンで賑わいを演出することにより、界隈性や賑わいの連続性をつくる 

・「点的な賑わいの創出から、さらなる都市機能・施設の更新」の循環により、賑わいを

拡大させる 

・街なかでの暮らしを拡大させながら、人と人とのふれあいを大切にしたコミュニティを

再生させる 

・江戸時代から継承されている町割を活かしたメリハリのある空間をつくる 
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③静岡都心地区が目指す空間構造 

・静岡都心地区が目指す空間構造は次のように示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡都心地区が目指す空間構造 

 

・本計画地は、憩いゾーンに含まれている。 

・憩いゾーンが目指す空間イメージは次のように示されている。 

 

【憩いゾーンの空間イメージ】 

 ・駿府公園を中心に、堀の水辺、街路樹や敷地内の豊かな緑による潤いある空間、オープンス

ペースの確保や建物の高さを抑えるなどによるゆとりある空間形成を目指します。 
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（１１）静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

１）概要 

・静岡市の中心市街地（静岡地区・清水地区）の活性化を総合的・一体的に推進する「静岡市中心市

街地活性化基本計画」は、平成 28年 3月 15日付で、中心市街地の活性化に関する法律に基づく内

閣総理大臣の認定を受けている。 

・計画期間は、平成 28年 4月から平成 33年 3月までの 5年間となっている。 

 

２）中心市街地活性化に向けた基本方針 

【基本方針１】「創造する力」による 都市の発展 

【基本方針２】「つながる力」による 暮らしの充実 

 

３）中心市街地の活性化の目的 

【目的１】まちで豊かな時間を過ごす（市民生活の向上） 

【目的２】事業活動の好転（地域経済の発展） 

 

４）目標とする目指すべきまちの姿と要件 

静岡市中心市街地活性化基本計画の目標とする目指すべきまちの姿と要件 

目標１ “わくわくドキドキ”にぎわいと活力のまち 

目指す 

まちの姿 

・地域資源を活用し新たな価値を生み出していく「創造する力」によってまちが発

展し続けることで、市民・来街者が“わくわくドキドキ”と豊かさや楽しさを感

じるまちとなり、より多くの人が集まり、にぎわいの創出や活力向上がなされる

ことを目指す。 

・来街者・まちなか居住者の増加、地域経済活性化、都市福利機能拡充、まちづく

り主体の充実等を目指す。 

要件 

・日常生活を支え、豊かにする各分野・機能の充実 

・〝オンリーワン〟なモノ・コト・トコロの創出 

・主体的な市民参画 

目標２ ““てくてくらくらく”あちこち巡るずっと居たいまち 

目指す 

まちの姿 

・拠点・地域間のつながりや、多様な主体・人のつながりなどの「つながる力」に

よって、安心・安全、快適性が確保され、市民・来街者が“らくらく”と来街し、

まちで寛ぎ、また“てくてく”と巡り歩き、隣接地をも往来するような、回遊性・

滞在性が高く、ずっと居たいと感じられるまちとなることを目指す。 

・回遊性向上、来街手段充実、安心安全・快適性向上、防災機能充実等を目指す。 

要件 

・多様な来街手段の充実 

・回遊性の向上 

・安心・安全、快適性の向上 
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５）静岡地区で充足すべき機能、特徴に応じたコンセプト・中軸施策 

静岡地区で充足すべき機能、特徴に応じたコンセプト・中軸施策 

項目 内容 

最重点機能 「商売」 

重点機能 「観光」「人づくり」「交通」 

充足機能 
「産業・ビジネス」「情報」「住居」「医療・福祉・教育」「コミュニティ」 

「街並み・景観」「自然・環境」「防災」 

コンセプト 家康公が築いた歴史文化のまち 県 370万人の中心地〝商都〟再興 

中軸施策 

施策１ 家康公が築いた歴史資源の活用 

目的 家康公らが築いた歴史文化を活用したにぎわいの創出 

起点ｴﾘｱ 駿府城公園、浅間神社エリア 

牽引 

事業 

・静岡市歴史文化施設建設事業 

・駿府城公園再整備事業（天守台発掘調査公開事業） 

・駿府城公園「桜の名所」づくり事業 

・静岡浅間神社保存修理事業 等 

施策２ まちの空間・時間を楽しむ創造的活動の推進 

目的 
まちを舞台に、各拠点や道すがらも楽しめる（歩きたくなる）空間・時間を創出する

創造的活動の推進 

起点ｴﾘｱ 七間町エリア 

牽引 

事業 

・静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター移転・運営事業 

・鈴木学園中央調理製菓専門学校移転・運営事業 

・上下水道局庁舎公共広場活用事業 等 

施策 3 静岡の特徴ある商業空間の形成 

目的 
百貨店等の主要な大型店７店を軸に、個性と熱意のある個店が「線（通り・脇道）」

→「面」で連なり、“”欲しいもの“が揃う豊かな商業空間の形成 

起点ｴﾘｱ 町人町エリア、御伝鷹エリア 

牽引 

事業 

・静岡呉服町第二地区第一種市街地再開発事業 

・静岡七間町地区優良建築物等整備事業 

・“商都再興”調査検討・構築事業 等 

施策４ 今日～未来のまちを担う人材・団体の活躍 

目的 
今日～未来のまちづくりの新たな担い手となる若手・学生（中高大専門生）らの育成・

活動促進 

起点ｴﾘｱ ― 

牽引 

事業 

・静岡市中央商店街連合会若手まちづくり研究会開催事業 

・インターンシップ大学生等によるまちづくり活動参画事業 

・エリアマネジメント推進事業 等 

施策５ 徒歩・自転車での回遊・巡りやすさの推進 

目的 あらゆる人が徒歩を中心に巡ることができる通り・区域の推進 

起点ｴﾘｱ ― 

牽引 

事業 

・静岡駅北口周辺整備事業（紺屋町地区） 

・歩いて楽しいまちづくり推進事業 等 

 

・以上のように、静岡地区の特徴に応じ、充足すべき『機能』を定め、『コンセプト』と『中軸施策』

に基づく活性化を推進することによって、歴史文化の活用を図り、「駿府城公園エリア」と、本計

画で新たに区域に含める「浅間神社エリア」との回遊促進を図る。 
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（１２）静岡・清水都心地区魅力空間創出方針（平成 30年 3月） 

１）概要 

・静岡・清水都心地区において、まちの魅力向上に向けて、充分に活用されていない公共空間等をど

のように活用するか、その方向性や実現化方策等を示している。 

・「まちは劇場」プロジェクトの推進の一助となすことを狙っている。 

 

２）対象とする公共空間等 

・静岡都心地区については１６箇所を魅力空間創出方針の対象としており、静岡市民文化会館前広場

（人工台地）はその１つに選ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡都心地区における対象公共空間等の位置図   

３）1-K静岡市民文化会館前広場(人工台地)の魅力空間創出方針 

【活用の方向性】 

「市民文化会館前のイベントと連動した利用を積み重ね、認知度アップ！」 

 

【適した活用施策・空間的な改善の方向性】 

 ・公共施設と連携したイベントを開催する。 

 ・定期利用やイベント利用を促すために、滞留空間の居心地工場を図る。 

 ・施設の更新においては、通り抜け動線の必要性についての検討が望まれる。 

 

【実現化方策】※上記の活用の方向性を実現かするための方策 

 ・来訪目的となる活用方法を検討しつつ、必要な設備や備品等や購入し、死角となる場所をできる

限り解消する滞留空間整備と柔軟な運営を行う。 

 

【はじめの一歩】※短期的に取り組む内容 

・大道芸等で使える場所であることの PR 

・館内イベントと連携した野外イベントの実施 

・定期的利用につながる集客力のあるイベントの募集・実施 
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（１３）静岡アセットマネジメント基本方針（平成 26年 4月） 

１）概要 

・静岡市では、計画的に効率よく公共施設の整備や維持管理を行い、寿命の延長、公共施設の利活用

促進や統廃合を進めることで将来負担の軽減を図り、都市経営上の健全性を維持する「アセットマ

ネジメント」を推進しており、その基本的な方向性を本方針で示している。 

 

２）対象範囲 

・静岡市が所有する財産のうち、全ての公共施設及び当該施設が立地する土地を対象としている。 

 

３）アセットマネジメントの基本方針とその具体的な取組み 

・静岡市では、以下の３つの基本方針に基づき、アセットマネジメントを推進するとしている。なお、

本計画地の整備方針に係る公共建築物に関する内容について抜粋する。 

 

基本方針とその具体的な取組み 

基本方針 内容 公共建設物における具体的な取り組み 

総資産料

の適正化 

・公共施設のあり方や必要性について、市民ニ

ーズや政策適合性、費用対効果などの面から

総合的に評価を行い、適正な施設保有量を実

現する。 

・公共建築物については人口減少、厳しい財政

状況を踏まえ、必要なサービス水準を確保し

つつ施設総量の縮減を推進する。 

・保有施設を廃止、複合化、集約化、用途変更す

るなど、施設の保有総量の縮減に取り組む。 

・新設が必要な場合は、総量規制※の範囲内で費

用対効果を考慮して整備する。 

・施設廃止に伴う跡地は原則、売却する。 

 

※総量規制＝30年間で総床面積 20％削減（平成 24

年 3月末比） 

長寿命化

の推進 

・今後も活用していく公共施設については、定

期的な点検・診断を実施し、計画的な維持修

繕を徹底し、長寿命化を推進する。 

・長期にわたる安心・安全なサービスに努める

とともに、財政負担の軽減と平準化を図る。 

・計画的な維持管理（計画保全）を推進し、施設

を安全に長持ちさせる。 

・建替え更新時期の集中化を避けることで歳出予

算の平準化を図る。 

民間活力

の導入 

・民間企業等の持つノウハウや資金を積極的に

導入するなど、施設の整備や管理における官

民の役割分担の適正化を図る 

・財政負担の軽減とサービス水準の向上を図る。 

・官民の役割負担を明確にし、PPP/PFIなどの手法

を用い、民間活力を施設整備や管理に積極的に

導入する。 
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（１４）静岡アセットマネジメント公共建築物施設群別マネジメント方針（平成 28年 3月） 

１）概要 

・計画では、静岡市アセットマネジメント基本方針に基づき、静岡市が保有する公共建築物を学校や

市営住宅等といった提供するサービスごとに「施設群」として区分し、公共建築物の「設置目的」、

「施設配置」及び「マーケットの状況」等を示している。 

 

２）対象施設 

・基本方針に基づき、静岡市が保有するすべての公共建築物 1,529 施設(平成 23 年度末)のうち、以

下を除いた 783施設を対象としている。 

【対象除外の条件】 

 ①概ね 100㎡以下の小規模施設 

（消防分団、防災倉庫、公園トイレ、測定局、農業集落排水施設等） 

 ②普通財産 

（用途廃止されている施設、貸付けを行っている施設等） 

 

３）施設群別マネジメントの方向性について 

・「スポーツ施設」、「観光施設」、「劇場・ホール」、「駐車場・駐輪場」の今後のマネジメントの方向

性について、以下のように記載している。 

【スポーツ施設】 

＜方向性＞継続・複合化・統廃合・民営化 

・静岡市内民間施設、類似施設との役割分担を明らかにし、統廃合に向けた検討をする。 

・更新時期に合わせ、近接施設との複合化及び規模縮小により総量縮減を図るとともに、民間活力の

導入をすすめる。また、既に民間事業者が提供しているサービスと重複する事業がある場合は、民

間への移行を検討する。 

・維持管理コストの高い施設は、原因究明と解決を図る。 

・資産価値を最大限に生かすため、収益率､利用率､広域的な波及効果の増大を図る利活用を促進する 

【劇場・ホール】 

＜方向性＞継続・民営化 

・目標耐用年数を設定し、設備機器、躯体について計画的な保全を実施する。ただし、今後のあり方

については、民間等を含めた市内類似施設の配置状況等を勘案し、静岡市全体としての施策を踏ま

えた方向付けを図る。また、広域的観点からの役割分担を推進する。 

【駐車場・駐輪場】 

＜方向性（駐輪場）＞継続・民営化 

・静岡市のまちづくりの観点から自転車の利用促進と駐輪場利用者の利便性を考慮し、施設の設置目

的や利用実態を踏まえ、サービス継続の必要性を検討し、適正規模とすることで総量適正化を図る。

また、維持管理コストの削減を図るため、最適な施設形態について検討する。 

＜方向性（駐車場）＞統廃合、民営化 

・施設の設置目的や利用実態を踏まえ、経営的観点からサービス継続の必要性を検討し、統廃合及び

縮小により総量縮減を図る。また、官民の役割分担を明らかにし、民間事業者と連携した施設配置

を行う。 
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(１５)スポーツ施設配置適正化方針 

～まちづくりの拠点となる得る価値の高い自立できる施設へ～（平成 30年３月） 

１）概要 

・スポーツ施設配置適正化方針は、スポーツの振興を支えるスポーツ施設の目指すべき姿や配置適正

化についての基本的な考え方、検討すべき事項を明らかにしている。 

・方針の対象期間は、平成 55年度までとしている。 

・スポーツ施設にはスポーツ広場のような建築物はないが、広大な敷地を有し、維持管理に費用が係

る施設もあることから、「静岡市アセットマネジメント基本方針」に掲載された対象施設(公共建築

物)２５施設と、アセットマネジメント対象外ではあるものの検討が必要と思われる２０施設を対

象としている。 
 

２）スポーツ施設の目指すべき姿 

・中央体育館・清水総合運動場体育館等については、利用状況、多様化する市民ニーズを踏まえ、単

機能型スポーツ施設ではなく、他の公的サービスや商業施設等の民間活力を導入した複合型施設な

ど、下記のように、目指すべき姿を掲げている。また、その他のスポーツ施設についても、下記の

ように掲げている 

各対象施設の目指すべき姿 

対象施設 内容 

中央体育館・清水総合運動場
体育館・清水日本平運動公園
球技場・清水ナショナルトレ
ーニングセンター 

まちづくりの拠点となり得る価値の高い自立できる施設（拠点施設） 

・効率的な維持管理が行える施設（ランニングコストの抑制） 

・稼ぐことができる施設 

・集客力が高く、まちづくりの核となる施設 

その他のスポーツ施設 

スポーツの推進による健康で豊かな生活の実現を支える施設（地域施設） 

・効率的な維持管理が行える施設（ランニングコストの抑制） 

・多様な利用形態・ニーズの変化に対応できる施設 

・コミュニティ形成・再生の核となる施設 

・民間や地域の力を活用したウ運営を行う施設 

３）スポーツ施設の配置適正化の基本的な考え方 

スポーツ施設の配置適正化の基本的な考え方 

考え方 内容 

スポーツ施
設配 置適
正化 

・建物状況、利用状況及び財務状況等を考慮した上で、施設種別ごとの配置バランスを踏まえた施設

の継続、改善、用途廃止、施設廃止を検討 

・検討結果から、必要な施設については、施設の魅力、収益性を高め自立できる施設にするとともに、

単なるスポーツ施設ではなく周辺のエリアマネジメントの核となる賑わいを生む施設へ進化させる 

財源の確保 

・受益者負担を検討 

・積極的に公共スポーツ施設へのネーミングライツ事業の活用を図り財源確保に努める 

・独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ収益による助成による財源を積極的に

活用し、公共スポーツ施設を建設、や改修する 

・積極的に交付金等の活用を図り、防災施設、社会教育施設を整備 

４）スポーツ施設の配置適性化方針 

・アセットマネジメントの３つの基本方針である「総資産量の適正化」、「長寿命化の推進」及び「民

間活力の導入」に則り、本計画地の整備方針に関連する体育館については、次のとおり取り組むと

ともに実態調査の際、必要に応じて方針の見直しを実施するとしている。 

【体育館の方向性】 

・大規模な大会実施が可能な体育館である中央体育館及び清水総合運動場体育館等は、まちづくりの拠
点となり得る施設を目指します。その他の体育館については、配置バランスを考慮し集約化を含め適
正な配置とすることで、地域のスポーツ活動を継続的に支えます。 

・配置バランスの検討に際し、県立草薙体育館（このはなアリーナ）も考慮します。 
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(１６)静岡市アセットマネジメントアクションプラン第一次（平成 30年 3月） 

１）概要 

・静岡市アセットマネジメントアクションプランは、「静岡市アセットマネジメント基本方針」、「静

岡市アセットマネジメント公共建築物施設群ン別マネジメント方針」、さらに策定済みの分野にお

いては「配置適正化方針」に基づき、平成 29年度から 34年度(2017～2022)までの第３次総合計画

期間内における公共建築物のアセットマネジメントへの取り組みを、利用用途別分類ごとに示した

実施計画である。 

・具体的には、群別方針で示されている今後のマネジメントの方向性を踏まえ、３次総期間内に取り

組むアセットマネジメントの手法(長寿命化、統合及び複合化、廃止、民営化)と概算金額を示して

いる。 

 

２）アセットマネジメントの実施内容 

・個別施設ごとのアセットマネジメントを具体的

に実施していくにあたっては、大局的な観点か

ら分野ごとの今後の方向性を示した「群別方

針」に沿って個別施設ごとに評価を行い、その

評価結果に基づいて４つの手法に分類してい

る。 

 

 

群別方針に沿った評価に基づく手法の分類 

 

・手法は４つの分類を基本としているが、これらの他にも最適な実施内容を検討するなど、創意工夫

のあるアセットマネジメントを目指している。 

 

手法分類と実施内容 

手法の分類 実施内容 

長寿命化 
・計画的な維持修繕を実施し、法定耐用年数より施設を長持ちさせる。 

・長期にわたり施設を安心安全に利用できるようにする。 

統合及び 
複合化 

・施設の建替え時期に併せ、複数の施設を統合する。 

・余剰スペースの活用や提供するサービスの見直しによって複合化を図る。 

民営化 
・公共が提供しているサービスを民間事業者等に移管する。 

・保有する公共施設は民間に譲渡若しくは貸付を行う。 

廃止 
・解体若しくは民間等に譲渡を行う。 

・行政サービスの廃止を行う。 

 

・維持管理経費を縮減する取り組みについては、施設の床面積の縮減だけではなく、長持ちする材料

の使用、光熱水費を低減させる機器に交換して改修するなどの取り組みを実施していくことが必要

としている。 
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(１７)静岡市文化振興計画 2017>2022（平成 29年 3月） 

１）概要 

・平成 28 年 4 月に「静岡市創造及び交流によりまちの活力を生み出す文化の振興に関する条例」が

制定されたことを受け静岡市文化振興計画が策定された。 

・上記条例に定められた基本理念を踏まえ、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画に指針するた

めの指針となっている。 

・第 3次静岡市総合計画と合わせた平成 34年度を目標年度とした 6年間の計画となっている。 

 

２）計画の基本的な考え方 

目指す将来像、基本目標と基本的施策 

目指す将来像 基本目標 基本的施策 ※計画地に関連する部分を抜粋 

文化のちから

により、訪れ

る人、住む人

を魅了するま

ち 

歴史的に彩られた 

個性豊かな文化の創造 

施策２：文化を享受する機会の拡大 

〇鑑賞、体験機械の充実 

〇文化活動の環境整備 

＜施策イメージ例＞ 

・充実した環境や施設の提供 

・市民と一体となった文化事業の促進 

・各文化施設の特色を出した事業の開催 

文化を活かした交流による 

活力あふれるまちづくり 

施策８：交流の活性化に資する文化事業の開催等の促進 

〇大規模事業開催による集客 

〇特徴的な芸術文化による交流の活性化 

＜施策イメージ例＞ 

・新しい文化事業の研究と開催 

・民間との協力による大型文化事業の招致 

・集客圏の拡大を図るための戦略の検討 

 

３）基本的施策推進のための視点 

・基本的施策推進のために、次の３つの視点を設けている。 

【創造的  人  づくり】・市民の自主的で活発な創作活動を通じて、個性や創造性を発揮できる
人材を育てるとともに、地域資源について正しく理解することにより、

地元に誇りや愛着を持つ人材を育てます。 

【創造的 魅力 づくり】・静岡市が持つ地域資源を積極的に活用し、新たな要素と組み合わせる
ことにより、他にない独自性を生み出し「しずおか文化」の魅力を向

上させます。 

【創造的にぎわいづくり】・多くの人が様々な空間において多彩なジャンルの文化に触れる機会を

創出することにより、まちに人を呼びこみにぎわいを生み出します。 

 

※創造的魅力づくりの主要事業として、「歴史的文化施設建設事業」、「駿府町地区文化・スポーツ施

設立地可能性調査」が取り上げられている。 

 

４）リーディングプロジェクト 

・基本的な施策の展開を図るとともに、本計画期間内に「まちは劇場」の推進することを重点的に進

める取組（リーディングプロジェクト）として位置付けている。 
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(１８)静岡市スポーツ推進計画（平成 27年 3月） 

１）概要 

・スポーツ推進計画は、「第３次静岡市総合計画」のほか、静岡市の様々な分野の計画と連動するも

ので、スポーツに関する施策について具体的な取り組みを示した計画となっている。 

・計画期間は平成 27年度～平成 34年度の８年間となっている。 

 

２）スポーツ推進計画の基本方針 

・スポーツ推進計画では、スポーツ振興基本計画の検証を基に、これまでの「環境づくり」、「人づく

り」、「プログラムづくり」の３つの施策の柱を見なし、「人」に着目して、「観る」、「する」、「支え

る」という視点でスポーツ推進することとしている。 

・スポーツ推進計画の理念や目標は次の通り整理している。 

スポーツ推進計画の基本方針 
基
本
理
念 スポーツの推進による健康で豊かな生活の実現 

～すべての市民がスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、スポーツを支える活動に参画するために～ 

目
標 【目標】 市民一人１スポーツ 

[成 人] 

週１回以上、運動・スポーツを行います。 

[子ども]（小学生から高校生） 

体育授業（体育行事も含む）以外に、週１回以上、運動・スポーツを行います 

施
策
の
柱 （１）スポーツツーリズムによる MICEの推進とスポーツ機会の創出 

基本施策：国際大会や全国大会の開催のための支援 

だれもが参画したくなるスポーツイベントの開催 等 

（２）ホームタウン活動の推進 

基本施策：ホームタウンチームを活かしたまちづくり 

（ホームタウンチームと協働したイベント開催） 

（３）子ども体力を向上させる機会の創出 

基本施策：スポーツ観戦の推進 

地元トップチームの選手や指導者等との交流 等 

（４）ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

基本施策：青年から中高年のスポーツ活動の推進 等 

（５）マンパワーの養成・資質向上 

基本施策：トップアスリート育成のための支援 等 

（６）スポーツ活動を推進するための支援 

基本施策：総合型地域スポーツクラブの育成支援 

企業との協働 

スポーツ推進委員によるスポーツ普及活動 

スポーツ環境の整備（施設の長寿命化等） 等 
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(１９)駿府城公園周辺の景観まちづくり方針（平成 30年 3月） 

１）概要 

・駿府城公園周辺の景観まちづくり方針は、多様な歴史が積層した歴史文化的景観と、良好な景観形

成に向けた、短気・中期・長期的な景観を考察し、「静岡らしさ」を感じる歴史文化のまちづくり

の推進を目的に策定している。 

２）景観まちづくり方針の地区 

・都市の変遷、歴史的文化要素等から、まちの成り立ち、歴史

的景観要素の分布状況、現況の景観課題を踏まえ、右図のと

おり景観まちづくり方針の対象となる地区を設定している。 

・本計画地は、中堀沿道に含まれる。 

 

【中堀沿道の設定理由】 

・沿道周辺は、学校、文化施設等の公共施設等が立ち並ぶ場

所であり、駿府城公園周辺の回遊性を誘導する地区である。 

 

景観検討地区 

３）中堀沿道の景観まちづくり方針 

中堀沿道の景観まちづくり方針 

景観形成 

の目標 
人々が歴史文化を感じ、親しみ、うるおいのある景観づくり 

景観形成 

の方針 

１）風格あるまち並み景観を形成する 

２）歴史文化に親しみ、うるおいのある景観を形成する 

３）まちの回遊性を保ちつつ、人々が集い、賑わいのある景観を形成する 

景観形成 

の方向性 
 

※本計画地に関する部

分を抜粋 

１）歴史文化資産に関する方向性 

・本地区での建築物は、美しく落ち着いた風格のある規模・意匠・色彩をめざすと

ともに、その維持管理においても配慮し、通りを歩く人々にとっては、にぎわい

と親しみとうるおいが感じられる緑豊かな空間づくりをめざし、駿府城跡及び周

辺の景観が調和のとれたものとする。 

２）緑化に関する方向性 

・沿道等、花壇や生垣、低木等を設置し、敷地内緑化を推進するとともに、堀沿い

の桜並木や駿府公園との調和や緑の連続性を確保する。 

４）沿道に関する方向性 

・建築物の形態や色彩等について、駿府城跡のお歴史的景観と調和した素材の活用、

仕上げ等に努め、官民一体となった良好な景観形成を推進する。 

・道路沿いに面する部分の外観は、石垣や巽櫓、坤櫓、東御門等の歴史的景観を阻

害しないよう、駿府城公園との連続性や駿府城交戦の中堀（二の丸堀）沿いの歩

行者空間からの見え方に配慮し、歴史的景観を生かした景観形成を推進する。 
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参考－２．計画地及び周辺の現況 

（１）歴史 

１）駿府城周辺のまちの成り立ち 

【江戸時代以前】 

・駿府城周辺は、室町時代に今川範国が駿河国の守護に任じられていた。 

・駿府城周辺に今川氏の館があったと推定されている。 

 

【江戸時代】 

・徳川家康により、1585(天正 13) 年に駿府城の築城が始め

られた。 

・1606(慶長 11)年より駿府の町割りや安倍川の治水事業が

行われ、その後、城を中心に、城郭周辺部に武士・商人・

職人の居住地、寺院が設置された。 

・駿府城は、アジア諸国をはじめオランダスペイン、イギリ

スなどと交易を行う場として活用されていた。 

・江戸時代以降、駿府城の城下町は東海道の 19 番目の宿場

町として「府中宿」の名で呼ばれていた。 

 

【明治～大正】 

・1889（明治 22）年に旧静岡市が誕生した。 

・同じ年には、東海道線が全線開通し、国鉄静岡駅前は商都

市として更なる発展を遂げた。 

 

【昭和～平成】 

・1940(昭和 15 年)の静岡大火、1945 年（昭和 20 年）の空

襲によって、旧静岡市の中心市街地が大きな被害を受けた。

戦後には戦災復興土地区画整理事業が行われた。 

・2003(平成 15)年には、旧静岡市と旧清水市の合併により、

新「静岡市」が誕生し、2005(平成 17)年に政令指定都市

に移行し、その後、2006(平成 18)年に旧蒲原町、2008(平

成 20)年に旧由比町を編入合併し、現在の静岡市になった。 

 

【現在】 

・現在、駿府城跡は駿府城公園や官公庁、学校等となり、ま

た周辺には静岡浅間神社などの貴重な歴史・文化的資源が

残されている。 

・商人や職人の住んだ城下町は、現在も呉服町や両替町など

の町名が残り、商業活動の中心として賑わっている。 

銅鐫静岡市坊詳細図解(1878) 

 

駿府鳥瞰図(元和頃(1615-23)) 

出典：駿府博物館蔵 

 

旧静岡の土地区画整理事業 

出典：静岡市都市計画マスタープラン 

 

航空写真（2010時点） 

出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 
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現在 

２）近代以降の駿府城（旧三の丸）の利用変遷 

・1891 年（明治 24）年に静岡県知事及び陸軍省から静岡市へ駿府城公園が払い下げられ、旧三の丸

については監獄、県庁、運動場等として活用されていた。 

・1896(明治 29)年から 1948(昭和 24)年までは、歩兵第 34連隊が配置され、旧本丸・二の丸は軍用地

として活用されていた。旧三の丸については、県庁をはじめとして、官公庁、学校、病院等が立地

していた。 

・戦後は、刑務所跡地が市民体育館、文化会館へと転用され、市民の文化・スポーツを支える場とし

て機能している。 

・現在の旧青葉小学校跡地には、江戸時代には城代（城主の居なくなった駿府城を管理する幕府の役

人が暮らしていた屋敷）が置かれていた。静岡市立青葉小学校は 1954(昭和 29)年に開校した。 

・旧三の丸内にあった２つの小学校（青葉小学校、城内小学校）の統合が行われ、市街地からの入口

にあたる旧青葉小学校跡地では、歴史博物館の建設が進められている。 

 

 

 

昭和 43年 

県庁、体育館、病院、学校、他官公庁 県庁、体育館、文化会館、病院、学校、他官公庁 

昭和 5年 

県庁、刑務所、病院、学校、他官公庁 

明治 24年 

監獄、県庁、運動場等 
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(２)人口 

・静岡市の平成 30年度の人口は約 69.4万人で、直近 10年は微減傾向にある。 

・直近 10年で 65歳以上の人口比は 6.6％増加し、15歳以上 65歳未満の人口比は 5.3％減少、15歳

未満の人口比は 1.3％減少している。 

 

静岡市の人口推移 

出典：静岡市住民基本台帳（各年 3月） 
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(３)土地利用 

・計画地のある三の丸の土地利用現況は、一部を除いて公益施設用地となっている。 

・三の丸外側について、南側は商業用地が集積しているが、計画地周辺については、住宅用地と商業

用地が混在している。 

 

  

土地利用現況図 

出典：平成 27年度都市計画基礎調査 
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(４)交通 

１）鉄道 

・直近 10 年の静岡駅の乗車人員の推移は、ほぼ横ばいである。平成 20 年度から平成 21 年度までは

微減していたが、平成 27年度以降は微増している。 

・直近 10 年の新静岡駅の乗車人員の推移は、やや減少している。平成 20 年度から平成 22 年度まで

は減少していたが、平成 27年度以降は微増している。 

乗車人員の推移 

 

 

出典：静岡県統計年鑑 
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２）バス  

・計画地周辺では 30路線以上、平日約 1,600便の路線バスが運行されている。 

・最寄バス停（市民文化会館入口）では７路線、平日約 600便、休日約 400便の路線バスが発着し運

行されている。 

・静岡駅と新静岡駅は高速バスの発着場としても機能している。 

・旧三の丸周辺の路線バスの運行がないエリアでは、市街地周遊型のコミュニティバスによって、交

通利便性が補完されている。 

 

バスルート図 

路線バスの運行本数 
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３）自動車 

・駿府城三の丸内の道路は、周辺と比較すると自動車の通行量が少ない傾向にある。 

・計画地周辺で交通量が多い道路は国道 1号、御幸通り、昭和通りで、最も交通量の多い国道 1号の

12時間交通量は約 29,000台となっている。 

 

計画地周辺の 12時間交通量 
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４）駐車場 

・静岡市民文化会館から約 500m 未満に位置する駐車場は 57 箇所、駐車台数は 469 台となっている。

静岡市民文化会館前駐車場（246台）を除くと、小規模な民間駐車場のみとなっている。 

・静岡市民文化会館から 500m以上 1,000m未満に位置する駐車台数が 30台以上の駐車場は 56箇所、

駐車台数は 7,550台となっている。 

 

 

静岡市民文化会館周辺の駐車場箇所数および台数 

出典：第 4回駿府町地区文化・スポーツを核としたまちづくり懇話会 
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５）歩行者 

・計画地周辺では呉服町通りの交通量が最も多く、12時間交通量は約 15,900人となっている。 

・静岡駅と市街地をつなぐ東西方向の道路の交通量が多く、南北方向の道路の交通量は少ない傾向に

ある。 

 

計画地周辺の歩行者交通量（12時間） 
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６）交通手段分担率 

■市内からの来街者 

・バス（21.1％）、徒歩および自家用車（19.9％）、自転車（16.8％）の順に分担率は大きくなってい

る。 

・特に分担率上位 3つの交通手段については、どの交通手段も 20％前後となっており、大きな差は見

られない。 

 

静岡地区への来街交通手段分担率（市内） 

出典：静岡地域中心商店街通行量・お買い物調査 

 

■市外からの来街者 

・自家用車（49.3％）、JR東海（47.3％）の 2つの交通手段で、分担率の 9割以上を占めている。 

 

静岡地区への来街交通手段分担率（市内） 

出典：静岡地域中心商店街通行量・お買い物調査 
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(５)観光 

１）観光交流客数 

・静岡市の観光交流客数は、平成 25 年度をピークに減少していたが、平成 28 年度には下げ止まり、

微増に転じている。 

 

静岡市の観光交流客数の推移 

出典：静岡県観光交流の動向 

 

２）宿泊客数 

・静岡市の宿泊客数は年々増加しており、この 10年での増加率は約 15％である。平成 28年度には、

減少傾向に転じている。 

・観光交流客数に対する宿泊客数割合は、約 7%となっている。 

 

静岡市の宿泊客数の推移 

出典：静岡県観光交流の動向 
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３）宿泊施設の立地 

・計画地周辺には、30の宿泊施設が位置しており、客室数は 2,886室となっている。 

・バンケットを有さないホテル（いわゆるビジネスホテル）が 26 箇所と、全体の約 4 分の 3 を占め

ている。 

・バンケットを有するホテル（いわゆるシティホテル）は JR静岡駅周辺に多く位置している。 

 

静岡市の宿泊施設の立地状況 
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(６)商業 

①商業施設の立地状況 

・本計画地周辺には、百貨店など主要な大型店７店が立地しており、さらに複数の商店街・個店が面

的に連なっている。 

 

静岡市の商業機能の立地状況 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

②小売店舗数 

・静岡地区の小売店舗数は、市全域が減少の一途にある

中で、平成 9年度から平成 19年度はほぼ横ばいに推

移し、店舗数を維持していたが、平成 24 年度に大幅

に減少し、平成 9年度から平成 24年度で約 570店舗

となっている。 

・市全域に占める静岡地区の割合（集積率）は 15％前

後で推移し、平成 19年度までは増加傾向にあったが、

平成 24年度に減少に転じている。 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 9,11,14,19年度「商業統計調査」平成 24年度「経済センサス活動調査」 
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③小売面積 

・静岡地区の小売業の売場面積は、増減を繰り返しつつ、

減少傾向で推移している。 

・市全域に占める静岡地区の割合（集積率）は 20％前

後で推移し、ほぼ横ばいで推移している。 

 

 

 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 9,11,14,19年度「商業統計調査」平成 24年度「経済センサス活動調査」 

 

④小売事業者数 

・静岡地区の小売業従業者は、長期的には減少傾向とな

っている。 

・平成 11 年度に一時増加に転じたが、平成 24 年度には

大きく減少している。 

 

 

 

 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 9,11,14,19年度「商業統計調査」平成 24年度「経済センサス活動調査」 

 

⑤小売年間商品販売額 

・中心市街地の小売年間商品販売額は、長期的に減少傾

向にあり、平成 9年度から平成 24年度で約 1,500億

円大きく減少している。 

・市全域に占める中心市街地の割合（集積率）も２割を

下回る等やや減少傾向にある。 

 

 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 9,11,14,19年度「商業統計調査」平成 24年度「経済センサス活動調査」 

 

 

⑥主要大型店７店の販売額 

・静岡地区の百貨店等の主要大型店７店の年間商品販売

額は、平成 19年度から平成 25 年度で 115億円減って

いる。 

・静岡地区全体に占める主要大型店販売額の割合は増加

し、地区の 77％を占めている。 

 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 9,11,14,19年度「商業統計調査」平成 24年度「経済センサス活動調査」 
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(７)来街者の特色 

①市民と市外の割合 

・静岡地区への来街者はおおむね７割が市民、３割が市外から来た人で、長期的にほぼ同水準で推移

している。 

静岡地区来街者 市民・市外の割合 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 8-26静岡市中心市街地活性化協議会 

「静岡地域中心商店街お買い物調査」 

②来街目的  

・市民が静岡地区を訪れる目的は、「買い物」「飲食」「イベント、レジャー、観光」の順で多く、約

７割の市民がこの３つのいずれかを目的に来街している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

来街者の買い物目的 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 19/25静岡市「静岡市の中心市街地に関するアンケート調査」 

（８）周辺施設 

・静岡地区には、官公庁、文化・スポーツ施設、教育施設、交通拠点等、多様な高次都市機能施設が

面的に立地・集積し、生活利便性・広域集客性の高いエリアとなっている。 

 

静岡地区の都市機能施設の立地状況 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 
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(９)周辺他事業 

・静岡地区において、静岡市中心市街地基本計画に基づいた事業が全 91事業進められている。 

・駿府城内では、駿府城公園整備再整備事業、駿府城公園「桜の名所」づくり事業、駿府城公園民間

活力導入施設、駿府城公園お堀の水辺活用事業、静岡市歴史文化施設建設事業、駿府城公園周辺ラ

ンニング等環境整備事業が進められている。 

 

中心市街地活性化基本計画に位置付けられている事業 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 
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(10)市民意識 

①満足度 

・静岡地区に対する評価は、「満足している」「どちらかと言えば満足」と感じている『満足群』が 5

割近くを占め、平成 19年から平成 25年で 9％増加している。 

・「不満がある」「どちらかと言えば不満」と感じている『不満群』は減少傾向にあり、H25には 2割

を下回った。 

 

 

 

 

 

静岡地区への市民の満足度 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 19・25年静岡市「静岡市民意識調査 私はこう思う」 

 

②中心市街地に対する印象 

・静岡地区に対する印象として、「にぎわっている」「にぎわいはまずまずである」と感じている『に

ぎわい群』が 7割近くを占めているが、平成 19年から平成 25年で 0.8％減となり、僅かながら減

少している。 

・「寂れてきた」と感じている市民は増加傾向にあり、平成 19年から平成 25年で 5.6％増となってい

る。 

 

 

 

 

 

静岡地区に対する印象 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 19・25年静岡市「静岡市民意識調査 私はこう思う」 

 

 

③静岡地区のイメージ 

・市民が抱く中心市街地のイメージは、「買物や飲食

に出かける場所」が多くなっている 

 

 

 

 

 

静岡地区のイメージ 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成 30年 3月） 

平成 25年静岡市「静岡市民意識調査 私はこう思う」 
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④市民が希望するまちの姿 

・市民が静岡地区に希望するまちの姿は、「人々が集

まりにぎわいや活気のある場所」が 39％で最も多

く、次いで「道路や歩道、駐車場の充実した場所」

として移動・回遊性の向上、「お店が多く品揃えが

豊富で商業が盛んな場所」となっている。 

・交通アクセスの向上や、安心安全・快適性の向上、

歴史・伝統を感じる場所となることも、多くなっ

ている。 

市民が希望するまちの姿 

出典：静岡市中心市街地活性化基本計画（平成30年3月）平成

25年静岡市「静岡市の中心市街地に関するアンケート調査」 

 

 

 


