
（令和３年 12月 24 日発表） 

中心市街地の活性化に対する御意見を募集します！ 

第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案）（静岡地区・清水地区） 

パブリックコメントの実施について 

◆ アピールポイント

・まちの顔である中心市街地をさらに活性化し、魅力を高めていくため、

今後５年間の官民の様々な取組をまとめた計画です。 

・「いつでも活気に満ちあふれ、住む人、訪れる人をワクワクさせる中心

市街地（まちの顔）の実現」を目指します。

◆ 意見募集期間 令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年１月 28 日（金）まで 

◆ 場   所 

【閲覧・意見応募用紙配布場所】 

・静岡市役所 清水庁舎５階 商業労政課 

・各区役所 市政情報コーナー 

・静岡市ホームページ 

（第３期計画案の URL） 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000162.html 

（御意見の電子申請 URL） 

https://logoform.jp/form/79j2/58606 

◆ 内 容 な ど  

・令和４年度から令和８年度の５年間の取組をまとめた計画です。 

・計画を御覧いただき、今後期待する取組や方向性に対する御意見など 

計画に対する皆様の御意見を広く募集します。 

◆ 意見提出方法 

次のいずれかの方法で提出してください 

（１）Logo フォーム（電子申請） 

（２）〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号 

   静岡市役所 清水庁舎５階 商業労政課へ持参、郵送または 

   FAX 054-354-2132 で提出 

※電話及び電子メールでの御意見は承れませんので御了承ください。

別紙資料  有  

イベントカレンダーへの掲載 無 

ぜひ取材をお願いします

【問合せ】商業労政課 (清水庁舎５階) 

電話 ０５４－３５４－２３０６

報道資料 



意見募集概要について

１ 意見募集期間

令和３年12月24日（金）から令和４年１月28日（月）まで

２ 閲覧（配布）資料

（１） 資料１ 【概要版】第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案）
（２） 資料２ 第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案）（静岡地区）
（３） 資料３ 第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案）（清水地区）
（４） 意見応募用紙

３ 閲覧（配布）場所

（１）商業労政課（清水庁舎５階）

（２）各区の市政情報コーナー

（３）静岡市ホームページ

４ 意見の提出方法

令和４年１月28日（金）までに意見応募用紙を静岡市商業労政課まで、

郵送、ＦＡＸ、持参又は電子申請により御提出ください。

※電子申請 URL：https://logoform.jp/form/79j2/58606

５ 提出先・お問合せ先

〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号
静岡市役所 清水庁舎５階
経済局 商業労政課 商業・まちなか活性化係
電話：054-354-2306 FAX：054-354-2132
ホームページ：https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000162.html

第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案）
（静岡地区・清水地区）について、皆さまの御意見を募集します！

５つのポイント！

①中心市街地活性化基本計画って何？

→「資料１」を御覧ください。基本的な事項について解説しています。

②どのような中心市街地を目指していくの？

→「資料１」を御覧ください。目指す将来像や方針をまとめました。

③どのような取組をしていくの？

→「資料１」を御覧ください。今後、取組を検討している事業をまとめました。

④もっと詳しく計画について知りたい！

→「資料２」 「資料３」を御覧ください。静岡地区・清水地区について細かく説明しています。

⑤計画について声を届けたい！

→「意見応募用紙」に必要事項を記入し御提出ください。

こんな中心市街地に
なってほしいな…

皆さまの声を
お聞かせください！

静岡市では、第３期目となる静岡市中心市街地活性化基本計画の策定を進めています。
今回のパブリックコメントでは、計画（案）を広く公表し、皆さまからの御意見を募集します。

電子申請
QRコード

市HP
QRコード

こちらのHPで資料を
御覧いただけます

スマホで簡単！
意見書の電子申請



２.これからの５年間でどのような都市像を目指すの？

【訪れたくなるまち】
魅力的な人とお店が出会い新たな価値を創造するまちづくりによる商業機能の向上

【にぎわいのあるまち】
人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりによるにぎわいの創出

【住み続けたくなるまち】
居心地が良く暮らし続けられるまちづくりの推進

商業

にぎわい

暮らしいつでも活気に満ちあふれ、住む人、訪れる人を
ワクワクさせる中心市街地（まちの顔）の実現

３.今回の計画のポイントは？

空き店舗率

参考値R1

新規事業者数

5.９％

14件

5.９％

28件

3.3％

3８件

基準値R2 推計値R8 目標値R8

5.９％

－

静岡

清水

成果指標

歩行者通行量
（58地点の平均）

参考値R1

歩行者通行量
（16地点の平均）

基準値R2 推計値R8 目標値R8

・静岡市歴史博物館運営事業
・「まちは劇場」（静岡まつり等）静岡

清水

成果指標

施設・イベント
観光入込客数

参考値R1

施設・イベント
観光入込客数

基準値R2 推計値R8 目標値R8

静岡

清水

成果指標

中心市街地人口

参考値R1

中心市街地人口

基準値R2 推計値R8 目標値R8

静岡

清水

成果指標

主な事業
共通指標

52.4万人

4,21８
人/日

6,538
人/日

６,８12
人/日

９７０
人/日

1,163
人/日

1,313
人/日

101万人 13７.4万人

2８９万人 648万人 ６８1万人

15,９７９人 16,34９人 1６,4９９人

5,８０８人 5,446人 5,4９６人

・仮）海洋・地球総合ﾐｭｰｼﾞｱﾑ整備
・「まちは劇場」（清水みなと祭り等）

※新規事業者数は５年間の累計件数

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ出店支援事業
・松坂屋静岡店ﾘﾆｭｰｱﾙ事業

・静岡市歴史博物館運営事業
・静岡都心地区まちなか再生事業

・仮）海洋・地球総合ﾐｭｰｼﾞｱﾑ整備
・清水港客船誘致事業

・無電柱化事業
・ｼｪｱｻｲｸﾙ運営事業

・移住・就業促進事業
・ｼｪｱｻｲｸﾙ運営事業

主な事業

主な事業

主な事業

648万人

5,873人

6,538
人/日

121.3万人

15,738人

1,711
人/日

・仮)空き店舗対策事業

※掲載事業は調整中のものを含む

第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案） ≪概要版≫

第３期静岡市中心市街地活性化基本計画（案）について、皆さまの御意見を募集します

計画策定の趣旨と目的

『まちの顔』である”中心市街地”（※）
家族や友達とお買い物を楽しんだり、美味しい食事を楽しんだり、ワクワクするイベントに参加したり…。
きっと中心市街地には皆さん１人１人の豊かな思い出が詰まっていることと思います。
一方で、少子高齢化の進展や社会情勢等の変化によって、中心市街地の”元気”が長期的に減退傾向に
あります。
これらのことから、静岡市のまちなかがこれからも皆さんにとって楽しい場所であり続けるために、本市
では第３期の中心市街地活性化基本計画（R4-R8）を「静岡地区」と「清水地区」に分けて策定し、今後５年
間を見据えたにぎわいや経済活力の向上を推進していきます。

１．どこのエリアについての計画なの？

【中心市街地活性化区域って？】
※中心市街地活性化区域は、商業、業務、居住、福祉等の集積状況を踏まえ、まち全体の活性化につながるよう取組の重点化を図る
ための区域として自治体が定める区域のことを指します。
●具体的には…
※静岡地区の範囲：静岡駅・新静岡駅、駿府城公園、浅間神社、呉服町通り・七間町通り等を中心としたエリア
※清水地区の範囲：清水駅・新清水駅、清水港日の出地区、清水駅西口商店街等を中心としたエリア

【目指す都市像のポイント】

●体験やエンターテインメントなどの魅力的な「コト」を作り出すことで、様々な「モノ」「ヒト」が集まり、
人を“ワクワク ドキドキ”させる場所を官民連携により増やしていきます！

●いつでも・どこでも活気に溢れる「まちの顔」である中心市街地を目指します！

●コロナ前のにぎわいをできるだけ早期に取り戻します！

●新たな核となる施設を整備し、多種多様な人の流れを生み出します！

●核となる施設の整備や魅力ある店舗の誘致により、新たな人流を呼び込み、その出会いが新たな

「モノ消費」へとつながり、価値を創出し、訪れたくなる商業環境を生み出していく

●「歴史文化」や「みなとまち」の資源を活かした施設の整備などによって、地区ごとの個性を形成
し、他では体験できない「コト消費」が人々を惹きつけ、にぎわいを創出していく

●生活環境の向上、防災機能の向上、移住の促進によって、安心・安全で、快適な住環境を整備し、
「ヒト」が暮らし続けたくなるまちづくりを推進していく

『静岡地区』 『清水地区』

中心市街地で過ごす人が
ワクワク・ドキドキするような
まちを目指します！

「コト」：体験、教育、エンターテインメント
「モノ」：商品、サービス
「ヒト」：まちに訪れる人、住む人

商業 にぎわい 暮らし

【基本方針（３つの柱）・成果指標】

計画では、目指す都市像を実現するため、３つの柱 を掲げ、
各柱に基づいた成果指標を定めています。次ページにあるような具体的な取組を今後進めていくこと
で、計画終了後の５年後には、今よりもさらに活気に満ちあふれた中心市街地を目指します。

今の中心市街地が
どのような状況なのか
詳しく見てみよう！

３つの柱の上に
総合的な「共通指標」
を設定しているよ！

目指す
都市像

柱
その１

柱
その２

柱
その３

資料１



【にぎわいのあるまち】
人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性ある
まちづくりによるにぎわいの創出

この5年間で何をするの？

基本方針

・駿府城公園エリア内に歴史博物館が誕生します！
・駿府城公園周辺エリアの魅力を一体的に高める
ため、今後いろいろな事業が進んでいきます！

・いつでもまちなかで”わくわくドキドキ”できる
空間を提供します！
・まちなかで大小様々なイベントが実施され、特別
な時間を過ごすことができます！

海洋文化の拠点づくりの推進

歴史文化の拠点づくりの推進

まちは劇場の推進

【商業】 【にぎわい】 【暮らし】

基本方針 【住み続けたくなるまち】
居心地が良く暮らし続けられる
まちづくりの推進

移動手段の充実により回遊性を高めるとともに快
適な生活環境の整備や安心・安全のまちづくりによ
り、暮らしやすいまちを作っていきます！

基本方針 【訪れたくなるまち】
魅力的な人とお店が出会い新たな価値を
創造するまちづくりによる商業機能の向上

商店街の空き店舗への支援や魅力ある商店街や個
店を増やし、まちへ買い物に出かけたくなるような
取組を進めていきます！

・日の出エリアに海洋ミュージアムが誕生します！
・港を活かしたまちづくりにより、大型客船の誘致
を進め、観光客を呼びこんでいきます！

４．どんな取組をするの？

快適な生活環境の整備

多彩な移動手段による回遊性の向上

定住人口対策の推進

核となる施設の魅力拡大

買い物を楽しむ空間づくり

映える商店街の街並みづくり

この5年間で何をするの？この5年間で何をするの？

歴史博物館

海洋ミュージアム

・路面店を中心に、空き店舗を解消し、新しいお店
を呼び込んでいく取組を始めます！
・まちなかへお店を出したい方の出店をサポートし
ます！

・中心市街地に新たな商業施設が完成します！
・既存の大型店もリニューアルし、まちなかの魅力
を高めていきます！

・パルクルを活用し、自転車で回遊できるまちを作
ります！
・清水では、港を活かしたフェリーによる回遊を生
み出します！

・本市の文化芸術の拠点である静岡市民文化会館
をリニューアルします！
・清水駅東口公園が新しく生まれ変わります！

・まちなかに複合キャンパスや研究施設が移設され、
市民の皆さんの学びをサポートします！
・コワーキングスペースやシェアオフィスを活用し
て、本市への移住・定住を促進します！

移住促進

静岡市民文化会館

パルクル

常磐テラス

御幸町９番・伝馬町４番地区
第一種市街地再開発事業

にぎわう商店街

安心・安全なまちの推進

・災害から市民の皆さんを守るため、無電柱化等の
整備を進めます！
・誰もが利用しやすいバリアフリー道路の整備を勧
めます！

・まちなかを“人”中心の歩いて楽しむ場所にする
ため、公共空間の整備や利活用を進めます！
・まちなかでちょっと休憩するための憩い空間を
整備します！

歩いて楽しい空間の創出

・商店街の街路灯やアーケード改修を行い、きれい
な街並みの商店街を維持します！
・イルミネーションや飾り付けによって、見ていて楽
しい街並みを作ります！ イルミネーション

・お店の個性があふれる個店を育てていきます！
・個店の伝統を守る事業承継を支援します！
・“人”と“人”が出会う環境を整え、新規出店を後
押しします！

魅力的な個店の拡大

大学生によるお店
コンサルティング事業 無電柱化

主な事業：静岡市歴史博物館運営事業、駿府城公園エリアライト
アップ事業、駿府城公園お堀の水辺活用事業

主な事業：シェアサイクル運営事業、静岡都心地区交通適正化事業主な事業：チャレンジショップ出店支援事業、（仮称）空き店舗対策事業
中心市街地活性化協議会事業（クラウドファンディング）

主な事業：御幸町９番・伝馬町4番地区第一種市街地再開発事業、
松坂屋静岡店リニューアル事業

主な事業：商店街環境整備事業、おまちストリートＷｉ-Fｉ整備事業
青葉シンボルロードイルミネーション装飾事業

主な事業：事業承継支援事業、商業活性化グループ事業
大学生によるお店コンサルティング事業

主な事業：（仮称）海洋・地球総合ミュージアム整備事業
清水港客船誘致事業

主な事業：「まちは劇場」推進事業、清水七夕まつり開催事業
大道芸ワールドカップｉｎ静岡開催事業

主な事業：静岡市民文化会館再整備事業、清水駅東口公園整備事業

主な事業：(仮称)海洋・地球総合ミュージアム整備事業、
静岡市移住・就職事業

主な事業：無電柱化事業、バリアフリー道路特定事業

新たに目的地となる施設の整備やまちなかで行われ
る“にぎわいイベント”に加え、快適に歩いて楽しい空
間の整備により、新たな人の流れを生み出します！

取組の方向性取組の方向性 取組の方向性

相互連携

主な事業：静岡都心地区まちなか再生事業
北街道線魅力空間創出事業

大道芸ワールドカップ
(大道芸ワールドカップ実行委員会)



第３期静岡市中心市街地活性化基本計画(案)に関する意見応募用紙 

■第３期静岡市中心市街地活性化基本計画(案)について、あなたの御意見をお聴かせください。 

１ 今後の５年間の取組について 

【問１】次の１から 12の取組について、どの取組に期待しますか。

上位のものから３つ選んでください。また、理由がありましたら教えてください。 

１位：   番 理由： 

２位：   番 理由： 

３位：   番 理由： 

１ 買い物を楽しむ空間づくり （例：空き店舗対策、チャレンジショップ支援）

２ 核となる施設の魅力拡大 （例：再開発事業、大型商業施設、老朽化した施設の更新）

３ 映える商店街の街並みづくり （例：街路灯、アーケード、イルミネーション）

４ 魅力的な個店の拡大 （例：お店のコンサルティング、創業支援、事業承継）

５ 歴史文化の拠点づくりの推進 （例：歴史博物館、駿府城公園魅力向上、お堀の水辺活用）

６ 海洋文化の拠点づくりの推進 （例：客船誘致、ウォーターフロントの活用、港町）

７ まちは劇場の推進 （例：イベント、パフォーマンス、音楽、わくわくドキドキがあふれるまち）

８ 歩いて楽しい空間の創出 （例：テラスの整備、おしゃれな空間の整備、ウォーカブルシティ）

９ 多彩な移動手段による回遊性の向上 （例：シェアサイクル、バス、電車、フェリー）

10 快適な生活環境の整備 （例：市民文化会館再整備、景観形成、路上喫煙防止、客引き防止）

11 定住人口対策の推進 （例：移住の推進、住宅整備）

12 安心・安全なまちの推進 （例：無電柱化、バリアフリー、地下道整備）

【問２】上記の１から 12 の取組について、期待しないものはありますか。

    もし、ありましたら教えてください。（なければ空欄でも構いません。） 

      番 理由： 

２ その他の御意見（静岡市中心市街地活性化基本計画（案）について） 

【問３】御意見のタイトル（項目、訂正箇所等）をお書きください。

＜御意見の内容＞ 自由記載 

※次ページあり 

意見応募(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)様式

計画の内容をより詳しく知りたい方は、 

静岡市 HP https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000162.html を御覧ください。 

（静岡地区・清水地区） 



※１ 複数の御意見がある場合は、１枚に１件ずつお書きください。

※２ いただいた御意見は、第３期静岡市中心市街地活性化基本計画(案)策定の参考とさせていただきま
す。また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を市ホームページ等で原則公開させ
ていただきますので、御了承ください。

※３ 問３「御意見の内容」欄に「別紙のとおり」と記入していただき、別紙にてご提出いただくこと
も可能です。

＊ 住 所 
（法人の場合は所在地）

＊ 氏 名 
（法人の場合は名称及び代表者名）

性 別 □ 男 性  □ 女 性

年 齢 □19 歳以下 □20 代 □30 代  □40 代  □50 代  □60 代  □70 歳以上

職 業 □会社員 □公務員 □自営業 □専業主婦(夫) □学生 □ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ □その他

※１ ＊印のある欄は必ずご記入ください。（意見の提出に際して、「静岡市市民参画の推進に関する条
例施行規則」第５条第４項において、個人の場合は住所及び氏名、法人その他の団体の場合は、所
在地及び代表者の氏名を明らかにすることとされています。ご協力をお願いいたします。）

※２ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリ
ックコメントの目的以外では使用いたしません。

御意見、ありがとうございました。 

下記あて先に、次のいずれかの方法で意見応募用紙を御提出ください。 

（１）郵便 （２）ファックス （３）直接持参 （４）市ホームページでの電子申請 

（個人情報保護のため、電子メールでの募集は行っておりません。） 

【あて先】 

〒424－8701 静岡市清水区旭町６番８号

 静岡市役所 清水庁舎５階 経済局商工部商業労政課 商業・まちなか活性化係

[電 話]０５４－３５４－２３０６（直通） [ファクシミリ] ０５４－３５４－２１３２

締切：令和４年１月 28日（金）必着（又は消印有効） 


