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Ⅰ．草薙駅周辺まちづくりビジョンの位置づけ
（1）まちづくりビジョンとは？
まちづくりビジョンとは、草薙駅周辺に係わるすべての人※が将
来の草薙駅周辺に対する“目標と想い”を共有しながら、草薙駅周
辺のまちづくりを進めていくための手引きとして、とりまとめた
ものです。

対象とする概ねの範囲

※居住者、来街者、商業者、事業者、学校、⾏政 etc

本ビジョンは策定して終わりではなく、ここからが始まりです。
今後も社会経済情勢や市⺠ニーズ、まちづくり係わる⼈々の世代交
代（親世代から子へ、子から孫へ、草薙への想いや姿を代々継承し
ていくことが重要）といった変化に柔軟に対応したビジョンとして
いくため、適時適切な進⾏管理や⾒直しを⾏います。

ビジョンの目標期間
今の子育て世代
短期 環境整備の推進、まちづくり活動のスタート期間
子の世代
中期

まちづくり活動の発展期間

孫の世代
⻑期

まちづくり活動の維持・継続期間

⼟地利⽤の状況や市街化区域、⼩学校区、
主要施設等を加味し、徒歩圏である概ね
１㎞の範囲を区域として設定しています

世代を超えて引き継ぎたい「まちづくりの目標と想い」を示すものが「まちづくりビジョン」になります。
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Ⅱ．草薙駅周辺を取り巻く状況

草薙駅周辺のまちづくりを考えるため、これからのまちづくりに求められること（社会の動き）に加え、草薙駅周辺を取り巻く状況を明らかにしておくことが必

要です。そこで、草薙駅周辺に係わる「⾏政の動き」
、
「地勢・まちの変遷」
、
「⼟地利⽤・空間特性」
、
「住⺠意向」から、草薙駅周辺の状況を把握します。

（１）社会の動き・⾏政の動き
【社会の動き】

・⼈口減少・少子高齢化が進む中で、これまでの拡散型の都市構造から、環境負荷軽減にも十分配慮
した既存ストックの有効活⽤や都市機能の集約化と再配置、⾞に過度に依存しない、歩いて暮らせ
る都市構造の構築が求められています。
・地域固有の伝統・文化を再評価・尊重し、地域の資源として⼤切に守り・育て・活⽤していくよう
な地域特性に応じた個性の創出や創意工夫によるまちづくりの展開が求められています。
・超高齢化が進む中で、高齢社会⼤綱（内閣府）において「高齢期に至っても、健やかで心豊かに生
活できる活⼒ある社会」
「生涯にわたる健康づくりの総合的な推進」が目指されています。
・
「静岡市景観計画（H20.4 策定）
」では、JR 草薙駅周辺を「地域拠点」として位置づけ、地域住⺠を
中心に多くの人々が集う場にふさわしい魅⼒ある景観形成が求められています。

【 ⾏政の 動 き 】

・
「静岡市バス交通計画（H25.3 策定 計画期間：H25〜34 年度）
」では、市⺠の快適な生活環境の実
現や⼭間地での市⺠の⾜の確保が求められています。
・
「草薙駅周辺バリアフリー基本構想（H24.6 策定 目標年次：H32 年）
」では、JR 草薙駅を中心と

した重点整備地区が定められ、地区の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進しています。

・
「有度地区振興プラン（H8.3 策定）
」では、
「生活・文化」を基本とした将来イメージを掲げ、緑か

おる教育・文化・芸術の拠点地区、質の高い居住地を背景とした快適環境地区、いきいき安心ネッ
トワーク地区をコンセプトとしています。

・
「静岡市健康爛漫計画（H25.3 策定 計画期間：H25〜34 年度）
」では、静岡市内の高齢者の健康
に対する意識が高く、健康を支え、守るための社会環境整備を目指しています。

「運動・栄養・社会参加の有無と死亡率」
（出典：ふじ 33 プログラム）
【運動習慣者】

【運動を心がけている人】
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「運動の心がけと運動習慣者の状況」
（出典：静岡市健康爛漫計画）

人口減少・少子高齢化社会に対応したまちづくりが求められる中で、草薙固有の資源を活かし育みながら、
歩いて暮らせる快適な住環境や生涯に渡る健康が維持できる社会環境の形成が求められています。
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（２）草薙駅周辺の現況特性

■コンパクトな市街地の形成

①地勢・まちの変遷

・南北を山々に挟まれた地形的条件からコンパクトな市街地が形成されています。
・江⼾時代には東海道が整備され、静岡と清水を結ぶ交通の東⻄軸が形成されまし
た。明治時代に入り、鉄道の開業とともに東⻄移動の交通の利便性がより強化さ
れました。この東⻄軸を中心に集落が広がり始め、昭和 30 年代より開始された
⼟地区画整理事業により、ＪＲ草薙駅南側の都市基盤が整備され、現在のまちの
骨格が形成されました。
・しかし、東⻄軸を中心にまちが発展してきたため、現在においても南北のつなが
りが弱くなっています。
・平安時代に地区の重要な歴史資源である草薙神社本殿が奉還されました。
・昭和 44 年に県⽴中央図書館、昭和 61 年に県⽴美術館、昭和 62 年には県⽴⼤学
が⽴地し、このころから現在の文教地区としてのイメージが形成されました。
・全国又は静岡市全体で⼈口が減少する中、草薙駅周辺の人口は微増傾向にあり、
将来予測においても維持されるものと考えられます。

出典：静岡市景観計画

■平成 42 年の総人口（予測）

静岡駅周辺
清水駅周辺

出典：静岡市

昭和 31 年

出典：静清⼟地区画整理事業記念誌

草薙駅周辺

■まちの変遷
（明治 20 年〜昭和 60 年）
明治 20 年

⼟地区画整理事業前の草薙駅前通

現在の草薙駅前通

昭和 60 年

⼟地区画整理事業区域

地形図をもとに作成（国⼟地理院）
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②⼟地利⽤・空間特性

・JR 草薙駅を中心に概ね 2km の範囲に歴史・文化施設、教育施設、医療・福祉施設等の主要な施設が⽴地して
います。
・JR 草薙駅の北側は工業系、南側は住宅系、駅前や幹線道路沿いでは商業系の⼟地利⽤が主となっています。
・JR 草薙駅の南側には文教地区のイメージを形成する施設（県⽴⼤学、県⽴美術館、県⽴図書館等）が多く⽴地
しています。
・JR 草薙駅の北側は静岡サレジオ、常葉⼤学、技術専門学校が⽴地しているものの、⼯業系⽤途の⽴地が多いこ
とから文教地区のイメージがなく、南北でまちの印象に⼤きな隔たりがあり、南北のつながりが弱くなってい
ます。
・JR 草薙駅から「徒歩」で移動する人は、駅南側の住宅地や文教施設へ向かう⼈が多く、
「⾃転⾞」で移動する人
は、駅北側の常葉⼤学や工業地へ向かう⼈が多くなっています。
・JR 草薙駅と静鉄草薙駅が隣接し、静岡市の中心である静岡駅周辺、清水駅周辺へのアクセスが良く、常葉⼤学
方面や清水病院を結ぶバスの起点にもなっていることから、両駅１日あたり延べ 2.4 万⼈の利⽤があり、交通
の要衝となっています。
・地区の北側に位置する⻯⽖⼭と南側に位置する有度⼭は平坦な地形から成す市街地のまち並み景観の背景とな
る重要な景観要素となっています。
・駅南側は公園・緑地や農地、並木等が点在し、駅北側は公園をはじめとする緑が不⾜しています。
・有度⼭の⼭麓の郊外住宅地や北側の住宅地では、⼊り組んだ幅員の狭い道路が存在し、旧耐震基準（昭和 56
年以前）で建てられた住宅が多く残っています。
・津波による被害は想定されていないものの、有度⼭の⼭麓の郊外住宅地周辺では、⼟砂災害区域等の指定も⾒
られます。
・商店街は、利⽤者ニーズに合った店舗構成や商業空間となっていないとの指摘があります。

鉄道利⽤者（１⽇当たり乗降客数）
□１日当たり述べ 24,000 ⼈
・ＪＲ草薙駅：17,000 ⼈(市内３位)
・静鉄草薙駅：7,000 ⼈(市内３位)

県⽴中央図書館
□１日平均 690 ⼈
・年 196,766 ⼈、
285 日稼働

県⽴美術館
□年 126,000 ⼈
※H22 は 264,000
⼈超え

JR 草薙駅周辺の主要施設の分布状況

H23 都市計画基礎調査をもとに作成

③開発動向

○JR 草薙駅周辺は、居住、商業、業務の機能がそろった利便性の高い新たな拠点として期待されています。

市街地からの有度⼭の眺め

静鉄草薙団地からの市街地の眺め

≪駅南口再開発事業≫
地上 27 階建てで、
「暮らしを⽀える商業施設」と「快適･便利な都市型居住空間」が融合した施設となります。
≪静岡銀⾏本部棟≫
地域に開かれた緑あふれる新たな駅北口周辺のランドマークとなります。
≪JR 草薙駅南北⾃由通路整備事業及び JR 草薙駅橋上駅舎整備事業≫
駅の南北を結ぶ⾃由通路や地域の新たな顔となる橋上駅となります。

駅周辺の再編を機会と捉え、これまで分断されていた南北が一体となった文教イメージの醸成と
防犯・防災に強い安全・安心な暮らしができる環境づくりが求められています。
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＜現況特性図＞
＜開発動向＞

街並み景観の背景に映る⼭並みの緑
有度⼭

静岡銀⾏本部棟
県⽴⼤学

JR 草薙駅

巴川

･南北でまちの印象に⼤
きな隔たり
･南北のつながりが弱い

駅南口再開発事業

＜コンセプト＞
・交通結節点としての機能
強化
・商店街の活性化
・良質な都市型住宅の整備
・街並み景観の創出
・駅前の利便性を活かした
商業の活性化
・定住⼈口の増加による賑
わいの創出

･工業系の⽤途が多数⽴地
･幅員の狭い道路が多数

⼯業施設

･⼟地区画整理事業により都市基盤の
整った住宅地
･公園・緑地や農地、並木が点在

県⽴⼤下の住宅地

文教地区のイメージを印象づける文教施
設が⽴地

県⽴美術館

県⽴⼤学

･ｺﾝﾊﾟｸﾄな市街地を形成
･⼟地区画整理事業を実
施した範囲に主要な施
設が⽴地

＜コンセプト＞
地域に根差した森づ
くり・地域の利便を
考慮した動線計画・
地域のランドマーク
となる外観

JR 草薙駅南北⾃由通路整備事業
JR 草薙駅橋上駅舎整備事業
＜コンセプト＞
⾃然･ 文化･ 歴史
あふれるまち並
みと共存する駅
・利便性が低く、
全体的なバリア
フリー対応
・地域住⺠や駅利⽤者の利便性・移動円滑性の向上
・交通結節点の機能強化

･商店街を形成
･地区の中心的な通り

･⼟砂災害区域等に
指定
･幅員の狭い道路が
多数
･旧耐震基準の住宅
が多数
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（３）サブエリアの設定
草薙駅周辺は都市形成の過程や地形的制約、道路条件等
から、地区毎に多様な一面を有しています。本ビジョン
に基づいたまちづくりを進めるためには、より地域の特
性に応じた取組みを図る必要があることから、
「サブエ
リア」を設定します。
 JR 草薙駅の南側は⼟地区画整理事業によって整備
された都市基盤のもとで商業・住宅等による⼟地利
⽤が形成され、北側は業務施設や⼯場等による⼟地
利⽤と基盤未整備の住宅地で構成されているなど、
JR 草薙駅を中心に南北で異なる環境となっていま
す。
 さらに、JR 草薙駅北口開設などの駅周辺事業によ

【JR 草薙駅北口周辺】

・工業等による産業の集積や基盤
未整備な住宅地を形成している
・まちの印象を⼤きく変える要因
となる静岡銀⾏本部棟整備や
新たに駅北口が開設される

【シンボルロード】

国道 1 号から三角緑地（駅及び⾃
由通路含む）までの道路沿道部
・駅周辺整備事業により草薙駅周
辺地区の中心となる軸を形成
・まちの中心軸であり、多くの⼈
が通ることから景観上の配慮を
「重点展開エ
⾏う必要があり、
リア」として位置づけていく

り、まちの南北のつながりが強化され、まちのイ
メージが⼤きく変化します。
 また、文教や歴史といった草薙地区を象徴する環
境についても、県⽴⼤学や草薙神社等の資源を有
しながらも、異なる環境が形成されています。

【JR 草薙駅南口周辺】

・駅前に商店街を形成
・区画整理事業により都市基盤が
整備されている
・県⽴⼤、草薙神社等へ向かう起
点となっている

以上を踏まえ、右図に示す概ねの範囲を
「サブエリア」として位置付けてきます。
【県⽴⼤学周辺】

・文教地区のイメージを形成する施設
が⽴地している
・区画整理事業により都市基盤の整っ
た住宅地を形成している
・公園や宅地農地が点在している

【草薙神社周辺】

・地域を代表する草薙神社が⽴地
し、周辺を有度⼭に囲まれた住
宅地を形成
・古い住宅や⼟砂災害等の不安が
ある
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Ⅲ．草薙駅周辺への想い

（１）地域の想い

「まちづくりアンケート」と「オープンハウスヒアリング」による住⺠意向
まちづくりアンケート調査
調査⽇

2014 年 7 月 10 日〜8 月 20 日
本ビジョン検討過程の周知と基礎資料の収集を
目的として、草薙駅周辺の地域住⺠の方々を対象
に、「草薙まちづくりニュース」とともにアンケ
ート票を有度地区に全⼾配布しました。

オープンハウスヒアリング調査
調査⽇

2014 年 7 月 27 日
本ビジョン検討の基礎資料の収集を目的に、「つながるくさなぎフェス＆草薙マルシェ」
の来場者に対し、ヒアリング調査を実施しました。

調査
方法

調査
方法
・草薙のまちづくりに重要な視点※について
調査
項目

※両調査
共通

回収率

2.3％（283 票/12,072 票）

※検討会議（1 月 20 日）で挙げられた６つの視点（点と点をつなぐまちづくり、⾃転⾞のまちづく
り、安心・安全のまちづくり、景観のまちづくり、にぎわいを生むまちづくり、⼈が集い活動する
コミュニティ）

・現在の駅周辺の評価※について

※歩きやすさ、交通利便、⾃転⾞の移動環境、安全安心、まち並み、にぎわい、活動の活発さ

・駅南側、北側に求められる将来像について

① 今後のまちづくりを進める上で「安全・安心」「景観」
「にぎわい」の視点が重要視されています。
② 草薙駅周辺のイメージでは『緑の豊かさ』や『文教地区』としてのイメージを持っています。
③ 現在の草薙駅周辺の印象として『⾃転⾞の利⽤しやすさ』や『街並みのきれいさ』は評価が低くなっています。
④ 現在の草薙駅周辺の印象として様々な地域活動が開催されているが、『にぎわい』や『活動の活発さ』の評価は低くなっています。
⑤ 北口の将来像として『安全・安心のまち』や『街並みがきれいなまち』、
『高齢者にやさしいまち』
、『買物が便利なまち』が求められています。
⑥ 南口の将来像として『買物が便利なまち』や『安全・安心のまち』、『⾃然や緑が豊かなまち』、
『街並みがきれいなまち』が求められています。
【⾃由意⾒】

『⾃然との調和（緑を活かす、歩きたくなるなど）
』、
『歴史・文化資源とまちの融合』
、
『利便性の高い駅周辺の環境整備（駅舎、駅前広場、駐輪場、バリアフリーなど）
』
、
『安全・安心な住環境（防犯性の向上など）』、
『地域のニーズに対応した商店街』、『高齢者や子供に優しいまち（医療福祉の充実、子育て支援など）』、『学生の地域活動
への参加（イベントの開催など）
』等が求められています。

街を利⽤する方は、
「安全で快適な環境」と「緑を⼤切にした景観」が⼤切と考えており、
さらに「街のにぎわい」の改善が必要と考えています。
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（２）検討会議での意⾒
⼈口減少・少子高齢化・環境問題・市⺠ニーズの多様化・地域経済⼒の低下など「まち」を取り巻く課題は多岐にわたっており、これらの課題を
解決するためには、草薙らしさを残し、活⽤しつつ、ハード・ソフトの両面から「付加価値」の高いまちを形成していくことが重要であると考えて
います。
現在、草薙駅周辺では、市街地再開発事業、静岡銀⾏本部棟建替え、JR 草薙駅橋上化・南北⾃由通路、南北駅前広場、北口通線などの様々な事
業が進められており、草薙駅周辺の「まちの様相」は⼤きく変わりはじめています。
こうした状況の今を「まちの全体的な魅⼒を向上させる機会」と捉え、草薙駅周辺に係わる人々（住⺠、商業者・企業、⼤学・学生、⾏政）がそ
れぞれの⽴場を尊重しながら、同じ「目標」を持ち、同じ「想い」をもった取り組みが必要であることから、共有認識を図るための“ビジョン”の策
定にあたり、学識経験者や⼤学関係者、商店会、事業者、⾃治会等をメンバーとした「まちづくり検討会議」を発足し、協議を進めてきました。

【草薙駅周辺まちづくり検討会議の発⾜】
 将来のまちの魅⼒を高めることを目的に同じ「目標」
を持ち、同じ「想い」を共有する場として、「草薙駅
周辺まちづくり検討会議」を発足。
 それぞれの専門的な目線から草薙駅周辺の将来につ
いて検討し、本ビジョンを取りまとめました。
 メンバー構成：学識経験者、住⺠、⼤学・学校関係者、
商店会、事業者、⾏政

本ビジョンは、学識経験者、地域住⺠、⼤学関係者、商店会、事業者、⾏政といった
地域に深い関わりを持った人々により、取りまとめられたものです。
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【検討会議における検討経緯と想い】
第１〜3 回検討会議
 有度山、⻯⽖山等周
想いとなる意⾒

辺の⼭の眺めが景
観に活かされてい
ない。
 駅前、街並みに歴
史・文化を感じるこ
とができない。

集約

視点１：景観
草薙の特徴を活かし
た街並み

 草薙をイメージす
る緑や歴史・文化資
源の回遊性が弱い。
 地域の歴史資源を
活⽤しきれていな
い。
 市街地内に点在す
る緑を生かし切れ
ていない。

 ⾃転⾞と歩⾏者が同
じ空間を通⾏してい
るため、安全性、快
適性が確保されてい
ない。
 交通結節点となる駅
は、歩⾏者、⾃転⾞
の動線が交錯する。
 回遊の起点となる駅
は玄関口のとしての
機能が弱い。

 生活に必要となる

 ニーズに合った魅

 様々なコミュニテ

施設が整っている

⼒的な商業空間と

ィ活動が実施され

が災害（津波）に強

なっていない。

てきているが活動

視点２：つなぐ
点と点のつながり

視点３：⾃転⾞・交通
⾃転⾞の利⽤しやすさ

視点４：安全・安心
安全・安心な暮らし

いまちとしてのＰ
Ｒが不⾜。
 住宅地では、夜間を
中心に防犯性に課

 イベントの周知、情
報発信が不⼗分。
 にぎわいの拠点が
ない。

視点５：にぎわい
まちのにぎわいの創出

 草薙のブランド価値を高めたい
 住んでみたいまちにしていきたい
 子どもが安心して通え、親が安心して子育てできるまちにしていきたい
 駅北側にも文教のイメージを広げたい
 ⼈々を楽しませ、滞留できるお店やスペースを創出したい
 ⼈々が集える場所（サードプレイス）を作っていきたい

第４回、第 5 回検討会議

検討会議の様子

 活動拠点がない。

題がある。

【草薙駅周辺に対するその他の想い】

※新たな意⾒

相互の交流がない。

視点６：コミュニティ
⼈が集い活動するコ
ミュニティ
■ まちの魅⼒を高め
たい（ブランド価値
の向上等）
■選ばれるまちにし
ていきたい（住んで
みたいまち、⾏きた
くなる集えるまち）

 安全に対する着眼点を充実（⼟木的、防犯、交通安全等）
 草薙らしさで「文教」は不可⽋
 量ではなく質（景観や健康等の視点）から緑を考える
 特にＪＲ草薙駅北口は変化点が⼤きいことに注目（サブエリア）
 南北がつながることを、まちづくりにどう活かしていくかが重要
 サブエリアの取組みをどう検討していくのか整理が必要
⇒サブエリアにおける『グランドデザイン』の検討

多くの利害関係者が共通の目標と想いを持ち、草薙の良さを活かしながら「一体的・総合的な体制」により、
「まちの魅⼒を高める」ことで、誰にとっても住みたいまち、⾏きたいまちとなる「選ばれるまち」を目指しています。 9

Ⅳ ．まちづくりの理念とあるべき姿（ビジョン）
まちづくりの理念

「次代につながる選ばれる街」

〜草薙駅周辺に住む人、来る人、みんなが主役〜
草薙駅周辺を取り巻く状況

★ 社会の動き・⾏政の動き

⼈口減少・少子高齢化社会に対応したまちづくりが
求められる中で、「草薙固有の資源を活かし育み」
ながら、
「歩いて暮らせる快適な住環境」や「生涯
に渡る健康を維持」できる社会環境の形成が求めら
れています。

地域資源の活⽤、歩いて暮らせる、健康

◆ 現況特性

草薙駅周辺への想い

● 地域の想い

街を利⽤する方は、
「安全で快適な環境」と
「緑を⼤切にした景観」が⼤切と考えてお
り、さらに「まちのにぎわい」の改善が必要
と考えています。

安全・快適、緑の景観、まちのにぎわい

▲ 私たちの想い

駅周辺の再編を機会と捉え、これまで分断されてい
た「南北が一体となった文教イメージの醸成」と防
犯・防災に強い「安全・安心な暮らしができる環境
づくり」が求められています。

多くの利害関係者が共通の目標と想いを持ち、
草薙の良さを活かしながら「一体的・総合的な
体制」により、
「まちの魅⼒を高める」ことで、
誰にとっても住みたいまち、⾏きたいまちとな
る「選ばれるまち」を目指しています。

南北が一体となった文教イメージの醸成、暮らしやすい環境

一体的・総合的な体制、まちの魅⼒の向上、選ばれるまち

私たちは、今なお残り続け、草薙の特徴となっている豊かな⾃然景観や歴史・文教などの地域資源を
“子や孫へと引き継いでいく”ため、
地域資源を守り育みながら、誰もが楽しさを実感し、心と体の健康を育み、歩いて暮らせる
「選ばれるまち＝静岡の“サードプレイス”」の実現に向けて様々な人々の協働により取組む必要があります。

すなわち、文化的で健康的な生活を営める環境が草薙にはあり、その環境を高めていきます！

※サードプレイス：家や職場・学校ではない、⼈々が楽しみと安らぎを感じられる第３の場所
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Ⅱ．草薙駅周辺を取り巻く状況

★社会の動き･⾏政の動き
少子高齢化
に対応した
まちづくり
（健康、歩い
て暮らせる）

Ⅲ．草薙駅周辺への想い

◆現況特性
南北一体
となった
文教地区
イメージ
の醸成

草薙の環境
特性を生か
す（地域資
源の活⽤）

暮らしや
すい環境
づくり

豊かな緑への想い

●地域の想い
安全で
快適な
環境

緑を⼤切
にした
景観

▲私たちの想い
まちの
にぎわい
の改善

文教への想い

一体的・
総合的な
体制
づくり

安全･安心への想い

草薙らしさの発揮

草薙の
良さを
活かす

まちの
魅⼒を
高める

選ばれる
まちを
目指す

にぎわいへの想い
想いの具現化

草薙駅周辺に関わる様々な人々の協働により実現していきます!!

１

緑につつまれながら
〜「緑」と暮らす街〜

草薙駅周辺のイメージを形成して
いる多様な『緑』は次世代へ残して
いくべきものです。
今後は、⼈々に安らぎを与え、生
涯に渡る心と体の健康を育む緑あふ
れるまちづくりを目指します。

２

知を創造する

３

ほっとする

〜「文教」の街〜

〜「安全・安心」な街〜

静岡県⽴⼤学をはじめとした文教
地区としての草薙駅周辺は、市内他
地区に負けない地域の誇りであり、
象徴となっています。
今後は、次代へ継承する取組みを
進め、
「文教」の街としての魅⼒向上
を目指します。

現在は、コンパクトな市街地を形
成しつつも、一部では防災性や防犯
性に不安を感じており、住みたい・
住み続けたいという想いに応えられ
なくなる可能性があります。
今後は、誰もが安全で安心できる
まちづくりを目指します。

４

コミュニティを、
未来へ

〜「にぎわい」のある街〜

地域イベントの開催や駅周辺事業
によりにぎわいを生む環境が整いつ
つあります。
次代につなげる持続可能なまちと
していくため、⼈々のつながりを生
み、コミュニティを育む「にぎわい」
のあるまちを目指します。
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Ⅴ．あるべき姿に係る方針
１

緑につつまれながら「緑」と暮らす街

【緑】の現況図

⻯⽖⼭
の緑
南北の山並みからの緑が途絶えている

住宅地の緑

北側から有度⼭方面
回遊性の高い、歩きたくなる
街路空間が不足

生産緑地

国道１号の南北は公園や緑が不足

並木通り

緑を感じさせる
滞留空間が不足

県⽴⼤の並木

公園や緑地、農地、並木等の

ひょうたん塚公園

身近な緑が点在

避難地となる公園や広場が不足

有度⼭
の緑
草薙川

三角緑地
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１

“緑につつまれながら「緑」と暮らす街” の方針
○良いところ ●改善すべきところ

求められるコト

あるべき姿を実現するために
○周囲の山々を背景に広がる農地や公園、並木などの草薙の特徴である多様な緑を活⽤し、地域
住⺠や商業者、⾏政等が一体となって緑と調和した空間を形成が必要です。
○周囲の山々の麓から生産緑地や農地が広く分散していることにより、背景の山並み等と相まっ
た視覚的な緑量及び地盤保水等の都市環境の維持が必要です。
●周囲の山々を結ぶ軸線上に位置しているまちの中心となるシンボルロード（国道１号から三角
緑地）は、訪れた⼈に印象付けるような⺠官一体となった景観的調和性の向上が必要です。
●草薙駅は、多様な目的を持った⼈々が集まる重要な場所となりますが、⺠官一体となった緑を
感じさせるような、気持ちの良い快適な⽞関口としての滞留空間の創出が必要です。
●歩いて暮らせるまちづくりが求められている中、緑の連続性に欠けていることから、地域住⺠
や商業者、⾏政等が一体となった歩きたくなるような街路空間の創出が必要です。
●生産緑地の指定解除や宅地農地の⼟地利⽤転換等による都市環境の悪化が懸念されています。

◆シンボルロード（国道１号から三角緑地）にお
ける緑と街並みが調和した、緑の景観軸の形成
による街の質の向上
◆駅前広場や三角緑地等における人の滞留や交
流を促す拠点の形成
◆草薙駅周辺を歩きたくなる回遊空間の創出
◆暮らしに根付いた緑豊かな都市環境の形成

緑につつまれながら「緑」と暮らす街 の方針
緑を活かした
『景観』づくり

憩いと魅⼒を生む
『緑の場』づくり

市街地の後背の山並みや草
薙駅周辺に点在する多様な緑
の魅⼒を高めるため、まち全体
の緑をつなぐことにより、まち
と調和した緑の景観を形成し
ます。

日常的な憩いの場としてだけ
でなく、イベント利⽤なども想定
した緑豊かな滞留や交流を促す
拠点をまちなかに生みだすこと
で、草薙ならではの憩いと魅⼒を
創出します。

『健康とレクリエーション
を生み出す環境』づくり

多様な緑で街を演出し、思わ
ず歩きたくなる回遊空間を生み
出すことで、四季を楽しみ、そ
して歩くことが楽しくなり、心
と体の健康につながる環境をつ
くります。

『緑を育み、守る
環境』づくり

緑豊かな環境を次世代まで維
持していくためには、身近に緑
を感じられる⼯夫や地域の様々
な方たちと守り続ける必要があ
るため、地域全体で緑を育み、
守っていく緑豊かな都市環境を
形成します。
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【方針イメージ図】
『健康とレクリエーションを
生み出す環境』づくり
〜回遊空間の創出〜

◆道路空間における緑の新
設･再生

緑を活かした『景観』づくり
〜緑の景観の形成〜
◆緑の景観軸の整備

◆公共⽤地の緑化
◆稜線への⾒晴らしの確保

◆⺠地沿道部･敷地内の緑化
◆緑が映える空間デザイン
◆河川とふれあえる空間づくり

憩いと魅⼒を生む
『緑の場』づくり

〜滞留や交流を促す拠点づくり〜
◆公共緑地などまとまった
緑空間の魅⼒向上
◆駅前･公共広場における
まとまった緑の創出

『緑を育み、守る環境』づくり
〜緑豊かな都市環境づくり〜
◆身近な緑の保全・創出

◆農地や緑地の保全･創出
◆多様な方々が参画する身
近な緑を管理運営する体
制づくり
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１

“緑につつまれながら「緑」と暮らす街” における取組みイメージ

緑を活かした
『景観』づくり

【取組むエリアのイメージ】シ：シンボルロード、北：JR 草薙駅北口周辺、南：JR 草薙駅南口周辺、県：県⽴⼤学周辺、神：草薙神社周辺

緑の景観軸の整備（ シ 北 南 県 神 ）

（例）有度山･⻯⽖山への街路樹や沿道植栽による繋がり創出や屋上緑化の推進等により緑の景観軸をつくります。

取組み
イメージ

公共⽤地の緑化（ シ 北 南 県 神 ）

（例）建物壁面や屋上緑化の推進やシークエンス景観となる空間の確保等による公共⽤地の緑化を進めます。

稜線への⾒晴らしの確保（ シ 北 南 県 神 ）

（例）無電柱化等の阻害構造物の除去等により有度山･⻯⽖山といった景観資源への⾒通しの確保を進めます。

憩いと魅⼒を生む
『緑の場』づくり

公共緑地などまとまった緑空間の魅⼒向上（ シ 北 南 県 神 ）
取組み
イメージ

（例）三角緑地の有効活⽤や公園内等で良質な緑の確保等により、まとまった緑の空間の魅⼒を高めます。

駅前･公共広場におけるまとまった緑の創出（ シ 北 南 県 神 ）

（例）駅前広場や公共広場等へシンボル的な緑の配置や多様･多彩な樹種による演出、主要交差点部における修景等により、
滞留や交流を促す場としての魅⼒を高めます。

道路空間における緑の新設･再生（ シ 北 南 県 神 ）

『健康とレクリエーショを
生み出す環境』づくり

（例）駅前広場や歩⾏空間へ多様･多彩な樹種を配置し街を演出することにより、歩きたくなる回遊空間をつくります。

⺠地沿道部･敷地内の緑化（ シ 北 南 県 神 ）
取組み
イメージ

（例）敷地境界部の緑化や生垣や庭木などの活⽤による⺠地沿道部の緑化等により、歩⾏空間の魅⼒を高めます。

回遊性を高める街並みづくり（ シ 北 南 県 神 ）

（例）地区計画や緑化協定等により、緑が映え、回遊性を高める街並みをつくります。

河川とふれあえる空間づくり（ シ 北 南 県 神 ）

（例）巴川や草薙川の親水空間の創出や水質改善につながるゴミ拾い等により、河川とふれあえる空間をつくります。

『緑を育み、
守る環境』づくり

身近な緑の保全・創出（ シ 北 南 県 神 ）
（例）花壇の設置、建物の壁面・屋上緑化、高架下等の柵の緑化、フラワーバスケットの設置等により身近な緑の創出を進めます。

取組み
イメージ

農地や緑地の保全・創出（ シ 北 南 県 神 ）

（例）生産緑地の保全、宅地農地の有効活⽤、空地の一般開放（市⺠農園など）、体験農園化の推進、農家レストラン等の普及
等により、農地や緑地を守り・創出していきます。

多様な方々が参画する身近な緑を管理運営する体制づくり（ シ 北 南 県 神 ）

（例）公共空間の多様な主体による運営管理組織（既存団体の連携・拡充等）の設⽴等により、地域が一体となって身近な緑を
守り、育む体制をつくります。
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２

知を創造する「文教」の街

【文教】の現況図

・静岡サレジオ、常葉⼤、技術専門学校があるが、
⼯業地による空間から文教のイメージがない
・地区分断による文教としての現況の妨げ

草薙神社の鳥居
龍勢花火

静岡サレジオ

北口開設に伴う多くの学生が
集まる環境が整っていない
文教施設の空白地帯

草薙神社はあるが、
通り等に魅⼒が乏しい

静岡県⽴⼤学 コミュニティプラザ

⽇本武尊像

静鉄県⽴美術館前駅と
県⽴⼤を結ぶ軸上に
社寺仏閣が多く⽴地

文教地区のイメージを形成する主要な

草薙⼤龍勢の開催

施設が⽴地し、並木やプロムナード等
で、魅⼒的な空間が形成

静岡県⽴美術館
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２

“知を創造する「文教」の街” の方針
○良いところ ●改善すべきところ

あるべき姿を実現するために

求められるコト

○文教地区のイメージを南北一体となって醸成するため、学校や事業者、⾏政等が、
北口開設に伴う学生が留まりたくなる魅⼒づくりや草薙全体に新しい魅⼒を広
げることが必要です。

◆県⽴⼤学をはじめとする教育機関が中心となった文化･
教育のさらなる発展と充実

●地域固有の資源や観光資源を活かしたまちづくりや地域資源の後世への継承が
求められており、特に草薙固有の歴史・文化資源である草薙神社や草薙⼤龍勢の
活⽤が求められています。
●芸術、歴史、⼤学といった文教地区としてのイメージをまち全体で享受できる環
境が不⾜しています。

◆草薙神社や草薙⼤龍勢をはじめとする草薙固有の歴史･
文化の再認識と伝承に向けた取組み
◆地域資源である県⽴美術館を活かした文教地区イメージ
の醸成

知を創造する「文教」の街

の方針

⼤学を中心とする『教育・文化が
身近に感じる環境』づくり

世代を超えた
『歴史継承と魅⼒発信』づくり

県⽴⼤学を中心とした学生の活躍機会の
創出や⼈材育成など、日常的な地域との交流
を促し、教育・文化が身近に感じる環境を創
出し、文教地区としてのさらなる発展を目指
します。

これまで育んできた草薙神社や草薙⼤
龍勢をはじめとする地域の歴史・文化を次
世代へ継承していくため、これらを再評
価・活⽤しながら、世代間の交流等を促し
伝承する仕組みをつくります。

『芸術が息づき、刺激に
あふれる環境』づくり

草薙駅周辺が誇る文教地区としてのイメ
ージを印象付けている県⽴美術館を活かし、
絶えず新たな刺激に出会え、誰もが思わず訪
れたくなるような、まち全体に芸術が身近に
感じる環境を目指します。
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【方針イメージ図】

⼤学を中心とする
『教育･文化が身近に感じる
環境』づくり

〜教育・文化が身近に感じる環境づくり〜
◆教育･文化の地域開放

◆新たな教育・文化機能の
誘致
◆⼤学と連携した地域健
康の促進・⼈材育成
◆学生参画プロジェクト

世代を超えた
『歴史継承と魅⼒発信』づくり
〜歴史・文化を次世代へ継承〜
◆草薙神社のイメージ
アップ
◆草薙⼤龍勢を次世代に
伝承する「学び」の機会
や世代間交流の創出
◆草薙⼤龍勢を観覧する
環境の創出
◆観光客･来街者などへ
の一元的な情報発信

『芸術が息づき、
刺激にあふれる環境』づくり
〜芸術が身近に感じる環境づくり〜
◆道路･公園等における芸
術的公共空間づくり
◆草薙駅を中心とした文
化施設や観光施設等の
回遊軸の設定
◆魅⼒的な夜間景観の創出
◆県⽴美術館と地域交流
機会の強化
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２

“知を創造する「文教」の街” における取組みイメージ
【取組むエリアのイメージ】シ：シンボルロード、北：JR 草薙駅北口周辺、南：JR 草薙駅南口周辺、県：県⽴⼤学周辺、神：草薙神社周辺

教育･文化の地域開放（ シ 北 南 県 神 ）

⼤学を中心とする『教育・文化
が身近に感じる環境』づくり

（例）オープンカレッジなどの講座の拡充、交流イベント、カフェ･学⾷や図書館･スポーツ施設の開放、子ども⼤学や体験入学、
生涯学習機会の創出等により、教育や文化が身近に感じる環境づくりを進めます。

取組み
イメージ

新たな教育・文化機能の誘致（ シ 北 南 県 神 ）

（例）空き店舗や未利⽤地等を有効活⽤した出張公開講座の開設等により、教育や文化と触れあう機会を創出します。

⼤学と連携した地域健康の促進・人材育成（ シ 北 南 県 神 ）

（例）産学⺠官による健康関連ビジネス（交流サテライト）の運営やスポーツを通じた育成⽀援等により⼤学と地域の連携を強
化し、地域貢献⼈材の輩出と育成を進めます。

学生参画プロジェクト（ シ 北 南 県 神 ）
（例）学生カフェ・レストランの経営や学生派遣・ボランティア参画等により、学生がまちづくりに参加する機会を創出します。

草薙神社のイメージアップ（ シ 北 南 県 神 ）
（例）イベント時の灯篭･提灯の設置や参道の装飾･通り空間創出等により、地域交流の場として日常的な利⽤を促進します。

世代を超えた『歴史継承と
魅⼒発信』づくり

草薙⼤龍勢を次世代に伝承する「学び」の機会や世代間交流の創出（ シ 北 南 県 神 ）

（例）運営組織の拡充、龍勢づくり体験・機会創出、伝承者の育成、⻘少年の参加促進、企業や教育機関との連携等により、草

取組み
イメージ

薙⼤龍勢を次世代へ継承していきます。

草薙⼤龍勢を継承する環境の創出（ シ 北 南 県 神 ）
（例）地域へ根付かせる環境づくりを進め、打ち上げ場所の確保・拡充、観覧桟敷の確保・拡張等を整えることで、継承する環
境づくりを進めます。

観光客･来街者などへの一元的な情報発信（ シ 北 南 県 神 ）
（例）駅構内や駅前における情報発信機能の強化やフォトコンテスト・HP の創設、歴史ニュースの発⾏、案内パンフレットの
作成等により、地域の歴史情報を発信します。

道路･公園等における芸術的公共空間づくり（ シ 北 南 県 神 ）

『芸術が息づき、刺激に
あふれる環境』づくり

（例）街なかへの芸術作品やデザイン性の高いファニチャーの設置等により、芸術を身近に感じる空間づくりを進めます。

草薙駅を中心とした文化施設や観光施設等の回遊軸の設定（ シ 北 南 県 神 ）

（例）駅構内や駅前における美術館情報の PR 促進、公共交通と連携や芸術ストリートの設定等による回遊ルートの設定、案

取組み
イメージ

内サイン設置、屋外展示スペースの確保、ガイドマップ作成等により回遊できる環境づくりを進めます。

魅⼒的な夜間景観の創出（ シ 北 南 県 神 ）

（例）照明のデザイン化推進やプロジェクションマッピング等により、夜間の魅⼒を高めます。

県⽴美術館と地域交流機会の拡充（ シ 北 南 県 神 ）

（例）芸術体験・子ども体験イベント、定期講演、優待券、ＰＲパンフレット等の拡充により、
地域と美術館のつながりを高めます。
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３

ほっとする「安全・安心」な街

【安全・安心】の現況図

区画整理事業により
都市基盤が整っている
バリアフリー重点整備地区
幅員の狭い道路が多数

区画整理事業により
整備された住宅地

北側の袋路状道路
避難地となる
公園が不足

・⼟砂災害の恐れ
・幅員の狭い道路が多数
・避難地となる公園が不足

避難地に指定されている芝生園地
草薙神社周辺地区

一時避難場所が不足

県⽴⼤下の住宅地（夜間）

【地区全体】
・歩道未整備の通りが多い
・防犯灯が少なく、夜間暗い

草薙神社周辺地区
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３

“ほっとする「安全・安心」な街” の方針
○良いところ ●改善すべきところ

あるべき姿を実現するために

求められるコト

●津波による被害は想定されておりませんが、山麓に位置している住宅地では⼟砂災害区域
等に指定されていることから、⺠官一体によるソフト・ハード両面からの総合的な防災対
策が必要です。
○JR 草薙駅は、交通利便性が高い交通結節点としての機能を活かし、移動環境の改善と維持
向上が必要です。
●都市機能の集約化・再構築が求められている中、誰もが移動しやすい移動環境の確保が重
要となりますが、駅周辺は交通量が多いため、⾏政が主体となったバリアフリー化への対
応が必要です。
●住宅地の一部では防犯性を不安視する意向が挙げられており、地域全体の協⼒による防犯
性の向上が必要です。

◆⼭麓に位置する住宅地の防災対策の強化
◆交通結節点である草薙駅を中心とした移動環境の
向上
◆住宅内における防犯対策の向上
◆地域全体でコミュニティを育てる連携・協⼒体制
の構築

ほっとする「安全・安心」な街の方針
安心できる『災害に強いまち』づくり
基盤整備未整備な住宅地をはじめ、地
域の安全対策を講じ、住む⼈や住みたい
と思う⼈にとって安心できる環境づくり
を進めます。

地域を巡る『安心･快適な
アクセス環境』づくり
歩⾏者も⾃転⾞利⽤者も公共交通利⽤
者も、そして子どもから高齢者まで、安
全に街を巡り、街を楽しむための移動環
境づくりを進めます。

みんなで守る
『犯罪の無いまち』づくり

暮らしを支える
『安全・安心ネットワーク』づくり

⾃主防犯意識の醸成・向上や住宅地の
安全対策を講じ、誰もが安心を享受でき
る犯罪の起こりにくい環境づくりを進め
ます。

防災対策の推進や防災意識の向上、緊
急時の対応など、安心安全な地域社会を
形成するため、地域コミュニティを活か
したネットワークづくりを促進します。
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【方針イメージ図】

みんなで守る
『犯罪の無いまち』づくり

〜犯罪の起こりにくい環境づくり〜
◆夜間の歩⾏安全性の向上
◆死角の解消
◆防犯活動の強化

暮らしを支える
『安全・安心ネットワーク』づくり
〜地域コミュニティを活かした
ネットワークづくり〜
◆駅前での帰宅困難者受
け入れ対策
◆防犯環境設計マニュア
ルの作成
◆災害情報発信・地域防
災マップの整備

地域を巡る『安心･快適な
アクセス環境』づくり
〜移動環境づくり〜

◆利⽤しやすい駅前空間と
⾃転⾞利便性の強化
◆公共交通機能の連携強化
◆高齢者･障がい者にやさ
しいまちづくりの推進
◆⾃動⾞･⾃転⾞･歩⾏者の
移動空間の分離
◆⾃転⾞マナーの向上（普
及・啓発）

安心できる
『災害に強いまち』づくり
〜安心できる環境づくり〜
◆崖地対策の推進、開発
制限の強化
◆避難施設、避難公園等
の整備･機能強化
◆倒壊対策の推進
◆避難誘導の促進
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３

“ほっとする「安全・安心」な街” における取組みイメージ

安心できる
『災害に強いまち』づくり

【取組むエリアのイメージ】シ：シンボルロード、北：JR 草薙駅北口周辺、南：JR 草薙駅南口周辺、県：県⽴⼤学周辺、神：草薙神社周辺

崖地対策の推進、開発制限の強化（ シ 北 南 県 神 ）

（例）開発制限の強化や崖地対策⼯の推進、⽀援措置拡充等により、崖地対策を進めます。

取組み
イメージ

避難施設、避難公園等の整備･機能強化（ シ 北 南 県 神 ）

（例）防災備蓄機能の充実や企業等と連携した一時避難場所の創出･再整備等により、災害への備えを強化します。

倒壊対策の推進（ シ 北 南 県 神 ）

（例）垣･柵の推進や無電柱化の推進、地区計画･協定の導入等より、建物等の倒壊対策を進めます。

避難誘導の強化（ シ 北 南 県 神 ）

（例）避難場所誘導サイン･音声誘導や携帯ツールの活⽤、企業と連携した体制･仕組み、避難訓練の促進等により、避難誘導を強化します。

利⽤しやすい駅前空間と⾃転⾞利便性の強化（ シ 北 南 県 神 ）

（例）サインの視認性を考慮したデザイン･配置計画や各施設情報の集約化･発信等により、駅前空間の利便性向上を進めます。
また、駐輪施設の利便性向上･施設の多機能化やシェアサイクル等により、⾃転⾞利便性の強化を進めます。

地域を巡る『安心･快適な
アクセス環境』づくり

公共交通機能の連携強化（ シ 北 南 県 神 ）
取組み
イメージ

（例）利便性の高い駅舎整備、交通結節機能の強化、IT を利⽤したバス運⾏情報の提供、デマンドバスの運⾏等により、公共交通
機能の連携強化を進めます。

高齢者･障がい者にやさしいまちづくりの推進（ シ 北 南 県 神 ）

（例）バリアフリー基本構想に基づいた整備の推進等により、安心で快適なまちづくりを進めます。

⾃動⾞･⾃転⾞･歩⾏者の移動空間の分離（ シ 北 南 県 神 ）

（例）主要道路における⾃転⾞道の整備･歩⾏者の分離や歩⾏環境のバリアフリー化の推進、セットバックによる歩⾏空間の創出等
により、移動空間の安全性確保を進めます。

⾃転⾞マナーの向上（普及・啓発）（ シ 北 南 県 神 ）

（例）マナーの普及･啓発や指導強化等により、地域全体で⾃転⾞が利⽤しやすい環境づくりを進めます。

みんなで守る
『犯罪の無いまち』づくり

夜間の歩⾏安全性の向上（ シ 北 南 県 神 ）
取組み
イメージ

（例）防犯灯の増設･新設、ＬＥＤ化の推進、歩⾏誘導光や⾃発光縁石鋲等の設置、沿道建物照明の⼯夫等により、夜間の歩⾏安
全性の向上を進めます。

死角の解消（ シ 北 南 県 神 ）

（例）高木植栽の配置や阻害構造物等の除去等により、犯罪の発生要因となる死角の解消を進めます。

防犯活動の強化（ シ 北 南 県 神 ）

（例）防犯パトロール体制の強化、防犯意識の醸成（防犯講習･防犯訓練等）、防犯等の情報発信（防犯マップの作成等）等により、
既存防犯活動の強化を進めます。

暮らしを支える『安全・安心
ネットワーク』づくり

駅前での帰宅困難者受け⼊れ対策（ シ 北 南 県 神 ）

（例）災害時の⾏動指針の明確化や企業と連携した体制･仕組みづくり等により、災害時の安全・安心なネットワークづくりを進めます。

取組み
イメージ

防犯環境設計マニュアルの作成（ シ 北 南 県 神 ）

（例）防犯対策に向けた指針の適正管理･整備（防犯環境設計マニュアルの作成）や体制の構築等により、安全・安心なネットワークづく
りを進めます。

災害情報発信・地域防災マップの整備（ シ 北 南 県 神 ）

（例）携帯ツールの活⽤や地域防災マップの作成等により、災害情報を享受しやすい環境づくりを進めます。
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４

コミュニティを、未来へ「にぎわい」のある街

【にぎわい】の現況図

平⽇の草薙商店会

巴川

商業系⽤途が少ない

ＪＲ草薙駅前

商業系⽤途が多く⽴地

草薙商店会の店舗
つながるくさなぎ冬フェス
国道１号

ＪＲ草薙駅
草薙商店会
静鉄草薙駅

国道 1 号沿道
駅周辺ににぎわいの拠点となる、
滞留空間や交流空間が不足

南幹線

・駅前に商店街が⽴地
・商店街を中心としたイ
ベントの開催

つながるくさなぎ夏フェス

草薙マルシェを開催

南幹線沿道
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４

“コミュニティを、未来へ「にぎわい」のある街” の方針
○良いところ ●改善すべきところ

あるべき姿を実現するために

求められるコト

●商店街は、利⽤者ニーズに合った店舗構成や商業空間への転換が必要です。
○駅前を中心にイベントが開催される等、活発になりつつあるコミュニティ活動の強
化を図り、地域住⺠や商業者等が一体となって持続的な活動へと推進し、まちの魅
⼒を高めることが必要です。

◆商店街が中心となった商業空間による賑わい創出

●JR 草薙駅の周辺は、多様な目的を持った⼈々が集まる重要な場所となりますが、商
業者、事業者、⾏政による人々が滞留できる空間や活動できる空間の創出が必要で
す。

◆駅前を中心とした人々に憩いをもたらし、様々な活動を
支える空間の創出

●集約型都市構造の形成が求められており、草薙駅を中心とした都市機能や地域サー
ビスを地域全体で享受できる環境が不足しています。

◆多様なニーズに応える地域サービス環境の提供

◆地域主体による交流機会の創出

コミュニティを、未来へ「にぎわい」のある街の方針
⽴ち寄りたくなる
『商業空間』づくり

人が集い楽しめる
『交流の機会』づくり

休日や仕事帰りについつい⽴ち
寄ってしまいたくなる商業空間を
形成することで、地域のにぎわいを
創出します。

多様な価値観を持った⼈々のニー
ズに応える、交流の機会を増やすこと
で、地域のにぎわいを生み、また来た
くなるまちづくりを進めます。

気軽に憩い集い交流を育む
『みんなの居場所』づくり

暮らしやすい
『地域サービス環境』づくり

住まう方も、働く方も、訪れる
方も。草薙を知り、草薙を感じ、
草薙を発⾒する「サードプレイ
ス」となる滞留と活動の「場」を
創出します。

少子高齢化社会に応える都市機
能や地域サービスを創出・提供する
ことで、子育て世代や高齢者等が暮
らし集える豊かな環境づくりを進
めます。
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【方針イメージ図】

誰もが暮らしやすい
暮らしやすい
『地域サービス環境』づくり
『地域サービス環境』づくり

〜地域サービスを創出・提供〜
◆地域サービス機能の集
約・誘致
◆草薙に根差したコミュ
ニティビジネスづくり

人が集い楽しめる
『交流の機会』づくり
〜交流の機会〜
◆様々な方々が楽しめる
活動への取り組み
◆情報発信ツールの検討
◆地域主導によるにぎわ
い創出の体制づくり

気軽に憩い集い交流を育む
『みんなの居場所』づくり
〜滞留と活動の「場」づくり〜
◆公共空間を活⽤した賑
わいの創出
◆低未利⽤地・空き家・
空きビル等の有効活⽤
◆多様な主体が連携した
運営管理の体制づくり

⽴ち寄りたくなる
『商業空間』づくり
〜商業空間〜

◆利⽤しやすい商店街づ
くり
◆商店街を中心とした回
遊性を高める仕掛け
◆生活を⽀える商業機能
への転換・誘導
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４

“コミュニティを、未来へ「にぎわい」のある街” における取組みイメージ
【取組むエリアのイメージ】シ：シンボルロード、北：JR 草薙駅北口周辺、南：JR 草薙駅南口周辺、県：県⽴⼤学周辺、神：草薙神社周辺

⽴ち寄りたくなる
『商業空間』づくり

利⽤しやすい商店街づくり（ シ 北 南 県 神 ）
（例）商店街の１階店舗化やテナント業態の適正化等により、利⽤しやすいい商店街づくりを進めます。

取組み
イメージ

商店街を中心とした回遊性を高める仕掛け（ シ 北 南 県 神 ）

（例）沿道店舗等の店構えの調和や滞留空間の創出、歩⾏環境の美装化や照明デザインの⼯夫、無電中化等により、回遊性
の高い商業空間づくりを進めます。

生活を支える商業機能への転換・誘導（ シ 北 南 県 神 ）
（例）生活利便施設（最寄品店･クリニック等）の誘導や低未利⽤地・空き家・空きビル等の有効活⽤により、生活を⽀える
商業機能の強化を進めます。

人が集い楽しめる
『交流の機会』づくり

様々な方々が楽しめる活動への取り組み（ シ 北 南 県 神 ）
（例）定期イベントの運営や新規イベントの企画等により、世代間交流･事業者間交流等を促す活動の活性化を進めます。

取組み
イメージ

情報発信ツールの検討（ シ 北 南 県 神 ）

（例）駅構内での地域情報の PR 促進、HP の作成･更新、地域情報誌、ニュースの発⾏等により、情報発信機能の強化を進
めます。

地域主導によるにぎわい創出の体制づくり（ シ 北 南 県 神 ）
（例）地域主導による賑わい創出を⾏う体制づくりにより、草薙らしさのある多様な交流機会の創出を進めます。

気軽に憩い集い交流を育む
『みんなの居場所』づくり

公共空間を活⽤した賑わいの創出（ シ 北 南 県 神 ）
（例）移動ベンチ･移動休憩場所の設置や社会実験（オープンカフェや飲⾷店等）の実施、公開空地や店先空間の利活⽤等に

取組み
イメージ

より、公共空間を活⽤したサードプレイスの創出を進めます。

低未利⽤地・空き家・空きビル等の有効活⽤（ シ 北 南 県 神 ）
（例）低未利⽤地・空き家・空きビル等へのコミュニティカフェや公共サービスの導入等により、有効活⽤していきます。

多様な主体が連携した運営管理の体制づくり（ シ 北 南 県 神 ）

（例）多様な主体による公共空間などの運営管理を⾏う体制づくりにより、地域ニーズにあった公共空間の利活⽤やサード
プレイスの創出を進めます。

暮らしやすい
『地域サービス環境』づくり

地域サービス機能の集約・誘致（ シ 北 南 県 神 ）
取組み
イメージ

（例）介護福祉･保育事業施設や生活利便施設（最寄品店･クリニック等）
、公的サービス施設（子育て・福祉等）などの集約・誘致
により、暮らしやすい生活環境づくりを進めます。

草薙に根差したコミュニティビジネス（ シ 北 南 県 神 ）
（例）商店街サテライトや商店街と⼤学機関の連携による商品開発から販売までの開発流通等により、地域に根差した
コミュニティビジネスの創出を進めます。
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Ⅵ ．サブエリアにおけるまちづくりの考え方

まちづくりの理念やあるべき姿の実現に向けて、地域の特性に応じた取組みを図るために設定した「サブエリア」の特性や今後まちづくりを進める上での考
え方を整理します。

①ＪＲ草薙駅北地区

○地区の特徴

●地区の課題

【地区の特性】

○東⻄の交通軸となる国道１号線が地区内を横断しています。
○駅南側の文教地区のイメージと違い、⼯業系の⽤途が集積しています。
○北口の開設に伴い、新たな⼈の流れが生まれ、新しいまちとして、⼤きな変化
が予想されます。
○静岡銀⾏本部棟整備により、地区のランドマークや緑の拠点が創出されます。
●憩いの場となるまとまった緑や連続性のある緑が不足しています。
●住宅地では、幅員の狭い袋路状道路が多数⾒られます。
●医療福祉・教育施設・商業施設といった生活利便施設が不足しています。

【JR 草薙駅北地区における考え方】
◆「緑」と暮らす街、に向けて

・JR 草薙駅北地区は、まとまた緑や連続性のある緑が不足しており、新たに整備される北口やまちの入り口となる交差点部等は玄関口としてのシンボル的な緑
空間や憩いの場の創出が考えられます。
・北口通り線では、緑の景観軸の形成に向け、連続性のある緑の創出を⺠官協働により進めていくことが考えられます。

◆「文教」の街、に向けて

・駅の南側とは違い⼯業系の街並みが形成されており、文教地区としての雰囲気を享受できる環境が整っていないため、歴史資源の案内誘導を⾏う情報発信ツ
ールや歴史・文化を身近に感じる環境の創出等が考えられます。

◆「安全安心」な街、に向けて

・住宅地において幅員の狭い袋路状道路が多数⾒られることから、災害時や緊急時等へ対応できる都市基盤の整備や夜間の安全性の確保等が考えられます。

◆「にぎわい」のある街、に向けて

・北口開設により新たな街として⼤きく変化することが予測されることから、多様な目的を持った⼈々が集える滞留空間や活動拠点、駅利⽤者や居住者にとっ
て気軽に買い物や時間消費ができる場の創出等が考えられます。
・駅を中心とし歩いて暮らせるまちづくりが求められているため、駅周辺への生活利便施設の誘導等が考えられます。

工業等による産業集積地として発展してきましたが、今後は駅北口の開設等により、
新しいまちとして、飛躍的に変化するため、南側と合わせた一体感のある環境づくりが考えられます。
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【方向性検討図】
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②ＪＲ草薙駅南地区

○地区の特徴

●地区の課題

【地区特性】

○JR 草薙駅の南側は、区画整理事業により都市基盤が整備されています。
○JR 駅と私鉄駅が隣接し、JR 駅はバスの起点にもなっており、交通の要衝となっています。
○商店街のケヤキ並木や三角緑地は後背の山並みからの緑をつなぐ重要な役割を担っています。
○JR 駅と私鉄駅が隣接した商店街が形成されています。
●駅前広場をはじめとする駅周辺には、来街者や居住者が持ち良く快適に休憩・活動ができ
る滞留空間が不足しています。

【ＪＲ草薙駅南地区における考え方】
◆「緑」と暮らす街、に向けて

・駅前広場や交差点部等は、玄関口としてのシンボル的な緑空間の創出や憩いの場づくり等が考えられます。
・辺整備により、草薙駅前の利便性、快適性が⾶躍的に向上する一方で、⼟地利⽤転換等により、生産緑地等の街なかの緑が減少し、都市環境の悪化が懸念され
ることから、身近な緑を守る環境づくり等が考えられます。
・商店街のケヤキ並木や三角緑地は、緑の景観軸の形成やまとまった緑の空間として有効活⽤等が考えられます。
・河川は防災上重要な役割を担うだけでなく、⼈々の憩いの空間としての役割も併せ持つため、草薙川は水とふれあえる環境づくり等が考えられます。

◆「文教」の街、に向けて

・歴史資源である草薙神社及び草薙⼤龍勢や周辺施設への起点となる駅前には、案内誘導を⾏う情報発信ツールづくり等が考えられます。
・県⽴⼤や県⽴美術館などの文化施設へ向かうルートは、分かりやすい施設誘導を⾏うだけでなく、文教地区としての雰囲気を享受できる環境づくり等が考えら
れます。

◆「安全安心」な街、に向けて

・駅周辺事業にともない、駅利⽤者の増加が想定され、歩⾏者と⾃転⾞の動線が交錯し、移動環境の悪化が懸念されており、安全・快適な移動環境の確保等が考
えられます。
・南幹線を横断する際は、アンダーパスを通る必要があることから、高齢者や障害者にとって、安全・快適な移動環境の確保等が考えられます。

◆「にぎわい」のある街、に向けて

・駅周辺には多様な目的を持った⼈々が集まる場所であり、気持ち良く快適に休憩・活動ができる滞留空間や活動拠点の創出等が考えられます。
・多様なニーズに対応したまちの運営が求められているため、公共空間の地域による維持管理や多様な主体によるまちづくり等が考えられます。
・駅を中心として歩いて暮らせるまちづくりが求められるため、駅周辺における様々な事業とあわせた都市機能の強化等が考えられます。
・商店街は、夜間の飲⾷店が増加しており、利⽤者ニーズに対応した店舗構成となっていないことから、ニーズに対応した店舗構成や利⽤客をもてなす環境づく
り等が考えられます。

区画整理事業により都市基盤が整備され、歴史・文化施設へのゲートとして発展してきましたが、
今後は駅周辺整備による変化に柔軟に対応できる、地域主体によるまちづくりが考えられます。
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【方向性検討図】
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③県⽴⼤学周辺地区

○地区の特徴

●地区の課題

【地区の特性】

○住宅地内には、公園や農地が点在し、緑豊かな住環境となっています。
○有度山の麓に位置した傾斜地のため、⻯⽖山方面への眺望が確保されています。
○県⽴美術館前駅から県⽴⼤学へ向かうケヤキ並木の通りは緑豊かな心地の良い歩
⾏環境となっています。
●県⽴⼤学、県⽴美術館、県⽴図書館が⽴地しており、文教地区の象徴となる印象
を与えている一方で、これらの施設に至る環境において、文教地区としての雰囲
気を享受し得る環境が備わっていません。
●県⽴⼤学の下には、区画整理事業により都市基盤が整備された住宅地が広がって
いますが、住宅地内には街路灯や防犯灯が不足しているとの住⺠意向から、夜間の
安全性が確保されていないことが想定されます。

【県⽴⼤学周辺地区における考え方】
◆「緑」と暮らす街、に向けて

・「みちくさなぎ」で設定されている回遊ルート等の一部の歩道は、街路樹等の緑が不足し連続性に欠けていることから、周囲の豊かな緑と調和した心地よい歩⾏
空間の創出等が考えられます。
・住宅地内の農地は、将来的に宅地化する可能性があるため、身近な緑を守る環境づくり等が考えられます。
・草薙駅から県⼤へ向かう通学路上には商店街のケヤキ並木や三角緑地、ひょうたん塚公園などまとまった緑があるものの、それらをつなぐ街路空間には緑が欠け
ていることから、周囲の緑と調和した連続性のある歩⾏空間の創出等が考えられます。

◆「文教」の街、に向けて

・JR 及び静鉄の駅前から文化施設に至る環境において、県⼤や県⽴美術館との連携により、文教地区としての雰囲気を感じることができる環境の創出等が考えられ
ます。
・学校や事業者、⾏政等が一体となって草薙全体に文教地区としての新しい魅⼒を広げる環境の創出等が考えられます。
◆「安全安心」な街、に向けて
・通勤・通学の⼥性や子どもの通⾏量が多い一方で、住宅地内には街路灯や防犯灯が不足しているとの住⺠意向から、安全で安心して通勤通学できる環境の創出等
が考えられます。
・県⼤へ向かう通学路は、バスルートになっていますが、幅員が狭いうえ、歩道がなく歩⾏者、⾃転⾞、⾃動⾞の動線が交錯していることから、交通面での安全性
の確保等が考えられます。

◆「にぎわい」のある街、に向けて

・今後の⼈口減少・少子高齢化社会に向け、地域サービスなど生活を⽀える環境整備等が考えられます。

区画整理事業により整然とした住宅地が形成され、さらに農地等も有する緑豊かな環境となっており、
今後は文教地区としての雰囲気がより享受できる環境づくりが考えられます。
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【方向性検討図】
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④草薙神社周辺地区

○地区の特徴

●地区の課題

【地区の特性】

○街並みの背景となっている有度山の丘陵地に位置し、茶畑や植木の圃場などの生産緑地や農地が広
がり、宅地内の緑も多く、緑豊かな住環境となっています。
○草薙神社が鎮座し、日本三⼤龍勢の 1 つである草薙⼤龍勢が開催されるなど、草薙固有の歴史資
源を有しています。
●草薙団地のほか、静鉄草薙団地・えびす団地・つつじヶ丘団地があり、多くの⼈が暮らしていま
すが、旧耐震基準で建設された住宅が多く残っています。
●南幹線から草薙神社の参道は日本平ハイキングコースにも指定されていますが、一部歩道がなく
道路も狭い状況です。
●⼟砂災害警戒区域等に指定されているところがあり、避難地や避難所が不足しています。
●路線バスが通っていますが、運⾏本数が平日 1 時間あたり 1 本となっています。

【草薙神社周辺地区における考え方】
◆「緑」と暮らす街、に向けて

・日本平ハイキングコースに指定されている草薙神社までの参道は、周囲の緑と調和した居心地の良い歩⾏空間の創出等が考えられます。
・生産緑地や農地は将来的に宅地化する可能性があるため、現在の身近な緑を守る環境の創出等が考えられます。

◆「文教」の街、に向けて

・草薙固有の歴史資源となっている草薙神社の魅⼒を発信するため、日常的な利⽤促進等が考えられます。
・草薙神社の参道には、歴史資源としての雰囲気を享受できる環境が不足しており、歴史を感じる環境の創出等が考えられます。
・草薙神社の参道は日本平のハイキングコースに指定されていますが、道路幅員が狭く⾃動⾞の通⾏量も多いことから、安全な通⾏環境の創出等が考えられます。
・草薙神社の参道には、休憩できる場所や歩道の確保など、快適に巡ることできる環境の創出等が考えられます。

◆「安全安心」な街、に向けて

・清水有度第⼆⼩学校周辺の住宅地では、袋路状道路が散⾒され、安全に安心して暮らすことができる道路環境の創出等が考えられます。
・清水有度第⼆⼩学校の通学路の一部では、街路灯や防犯灯が不足しているとの住⺠意向から、安全で安心して通学できる環境の創出等が考えられます。
・住宅団地の一部は⼟砂災害警戒区域等に指定されていることから、防災対策を促進が考えられます。また、避難地や避難施設から遠く、旧耐震基準で建てられた
住宅も多数散⾒されることから、避難地や避難施設、避難路の確保等が考えられます。
・地域の安全性を高めるため、防災意識の向上や防犯対策、緊急時の対応など、地域住⺠が中心となり地域コミュニティを活かしたネットワークづくり等が考えら
れます。
◆「にぎわい」のある街、に向けて
・子育て世代や高齢者に対し、快適に末永く暮らせる住環境とするため、暮らしを⽀えるサービスや生活利便施設の充実等が考えられます。

草薙神社による歴史や背後にある有度⼭の緑に囲まれた昔ながらの住宅地となっており、末永く暮らせる住宅地として、
34
今後は地域主体による防犯・防災に備えた安心して住み続けられる住環境づくりが考えられます。

【方向性検討図】
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Ⅶ ．ビジョンの実現に向けて

私たち「草薙駅周辺まちづくり検討会議」は、皆さんとともに「草薙駅周辺まちづくりビジョン」を定め、草薙駅周辺の将来を描きました。このビジョンに

は、私たちの草薙駅周辺をより良いまちにしようという“想い”がたくさん詰まっています。このビジョンを“想い”のままにすることなく、4 つの「あるべき姿」
に基づいた取組みを展開していく必要があります。
そのためには、サブエリア毎の実情に合わせた具体的な取組みを実⾏していくための『グランドデザイン』の検討や効果的にまちづくりを実⾏していくため
の『まちを一体的に運営管理する体制』が必要です。

（１）サブエリアにおけるグランドデザイン
4 つの「あるべき姿」に基づいた具体的なまちづくりを実⾏していくため、サブエリアの具体検討を『グランドデザイン』にて進めていきます。

各種計画の検討

短期施策の実施

草薙駅周辺まちづくりビジョン

◆ビジョンに基づくまちづくりの実現に向けた取り組み

将来の草薙駅周辺に対する目標と想い

反映

☛ 各種施策の実施、まちづくり組織（エリアマネジメント）等

グランドデザイン

サブエリアの具体検討

連携

中⻑期施策の実施

◆グランドデザインに基づく取り組み
☛ 地域性を発揮した⼟地利⽤の実現

北口開設によるまちの変化が⼤きい JR 草薙駅北口周辺から、グランドデザインの検討を開始
連携

(仮 ) 景 観 マ ナ ー ブ ッ ク

⺠と公共の景観デザイン

◆マナーブックに基づく取組み
◆必要に応じて、他地区の景観デザイン検討

「重点展開エリア」であるシンボルロードにおける「（仮）景観マナーブック」を検討

都市再生整備計画
短期整備事業の検討

◆短期施策の取り組み

☛ 地域課題の解消、住みやすさの向上等

36

（２）ビジョン策定後の今後の取り組みについて
＜まちづくりビジョン＞

次代につながる
選ばれる街
〜草薙駅周辺に住む人、来る人、
みんなが主役〜

「緑」と暮らす街
「文教」の街
「安全・安心」な街
「にぎわい」のある街
◆サブエリアの設定

・草薙駅北口周辺地区
・草薙駅南口周辺地区
・草薙団地周辺地区
・県⽴⼤学周辺地区
・シンボルロード

発足時の目的を踏まえた継続的活動

＜短期 5 年の取り組み＞

地域事情を反映し、
「あるべき姿」を形にする
ための「グランドデザイン」づくり

「あるべき姿」に基づいた取組みを展開するため
の「一体的に運営管理する体制」づくり

サブエリアにおける
グランドデザインの検討
※駅北口は変化要因が⼤きいた
め、H26 年度内に検討

各目的に応じた
検討下部組織の発
⾜
※ステークホルダー毎の
具体検討等

ビジョンに基づく個別
の地域活動やプロジェ
クト等への検討･提案等

産学⺠官による取り組
みの一元的掌握
※まちづくりのチェック機能

草薙駅周辺
まちづくり検討会議
地域の コミ ッショ ナー 的⽴場 と
なり、引き 続き様々な プロジェ ク
トを包括し 、実現に向 けた検討 を
進めていく組織体制として機能

※情報発信･広報機能

連合⾃治会、草薙商
店会、⺠間事業者

運営管理組織の設⽴

関係機関

静岡市、学校・⾦融機
関、有識者 等
協⼒関係

協⼒関係

継続的なまちづくり体制による活動・研究

まちづくり活動の維持・継続

地域や市内、市外への
情報発信

関係諸団体

運営管理組織の準備会設⽴

運営管理組織の活動

※エリアマネジメント活動への
発展性を展望

【将来的に目指す運営管理体制イメージ(案)】

【将来的に目指す策定組織イメージ(案)】

都市再生推進法人の指定

⺠官連携まちづくり
推進方策の検討

( 仮称)
草薙 ま ち づく り
コミ ッ シ ョナ ー

産学⺠官が連携した地域運営管理組織
（草薙版エリマネ）

まちづくりビジョンに基づく、まちづくりへ
の取組みの運営･管理
参加･協⼒

地域にお住まいの方、商売をされえている方、来街者 等
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（３）まちの一体的な運営管理体制の必要性

（４）運営管理体制について

従来の⾏政サービスや個⼈活動、ボランティアでは限界があるため、各種取組

施設運営やサービスの提供が難しく、また画一的なまちとなってしまい、特徴

みを一体的に運営管理する体制が必要です。

ある草薙の資源を活かすことができなくなる可能性が考えられます。

4 つの「あるべき姿」の実現に向け、まちづくりビジョンを展開していくには、

◆緑に包まれながら「緑」と暮らす街
【想定される取組み】
・沿道の緑化（建物や街路樹）や三角緑地の有効活⽤、街並み
誘導方法の検討、緑の維持管理方法 etc.
◆知を創造する「文教」の街
【想定される取組み】
・オープンカレッジの実施、草薙神社の有効活⽤、公共空間に
おける芸術作品の設置、魅⼒的な夜間景観の創出 etc.

従来の⾏政サービスによる運営管理では、地域の実情に合ったきめ細やかな

そのため、草薙の緑や歴史などを活かしていくには、地域の実情を最も熟知
している住⺠の皆さんや学生、商売をされている方など草薙で活動している私
たちが、まちづくりの担い手となって、様々な関係者を巻き込みながら持続的
なまちづくり推進体制のもと取組みを進めていくことが重要であると考え、今
後の草薙のまちづくりは、
「草薙駅周辺まちづくりビジョン」に基づいた、地域
主体の産学⺠官が連携した運営管理体制による取組みを推進します。

■将来的に目指すまちづくり体制イメージ

◆ほっとする「安全・安心」な街
【想定される取組み】
・崖地対策の推進、無電柱化の推進、道路付帯施設のグレード
アップ、防犯活動の強化 etc.

関係諸団体

関係機関

連合⾃治会
草薙商店会
⺠間事業者

静岡市
学校・⾦融機関
有識者 等

協⼒関係

◆コミュニティを、未来へ「にぎわい」のある街
【想定される取組み】
・店構えの調和・一体感やテナント業態の適正化、情報発信の
強化、サードプレイスの創出、地域サービスの創出・提供
⇒まちづくりについての調査・研究や取組み事業の検討、社会実験の
実施、実施体制の構築・運営等が必要。

4 つの「あるべき姿」に基づいた取組みを展開するため、
まちを一体的に運営管理する体制が必要となります。

等

産

学

⺠

協⼒関係

官 が連携した運営管理体制

まちづくりビジョンに基づく、まちづくりへの取組みの運営・管理
参加・協⼒

地域にお住まいの方、商売をされえている方、来街者

等
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（５）産学⺠官の役割について

地域主体の産学⺠官が連携したまちづくりを推進するためには、互いの⽴場を尊重し合いながら、次のような役割を認識し、それぞれがま
ちづくりの主体となる必要があります。

産
⺠

商業者・事業者の役割

学

地域住⺠の役割

官

草薙で働く皆さんは、空き店舗の活⽤や資⾦的援助など⾃らの事
業活動を通じながら、草薙の一員として「まちづくり」に積極的に
参加・協⼒し、社会的役割を果たすことが求められます。

草薙で暮らす住⺠の皆さんは、⾃らの住まいの事だけでなく、緑
化の推進や地域の美化活動など、周囲に配慮しながら⾃らできるこ
と、地域として取り組むべきことを主体的に進めることが重要で
す。また、魅⼒ある緑や歴史といった草薙の地域資源を次代に引き
継げるよう、地域活動に積極的に参加、⾏動し、「まちづくり」の
主役としての役割を担うことが求められます。

⼤学・学校関係者の役割

静岡県⽴⼤学や常葉⼤学はじめとした学校関係者は、文教地区と
してのポテンシャルを最⼤限に引き上げるため、⼤いなる可能性を
秘めた学生の⼒を地域のまちづくりに活かすことやオープンキャ
ンパスなど地域との交流を促す取組みが求められます。

⾏政の役割

⾏政は、ビジョンに基づいたまちづくりを推進するため、住⺠や
商業者、事業者、教育機関等と地域の共有化を図り、地域の問題点
や課題、その解決方法をともに考え、住⺠等が考えるまちづくりを
サポートする役割が求められます。
また、草薙の“持続可能なまちづくりと経済発展”を推進するた
め、地域との協働にあたっては、資⾦援助のための税の優遇や新た
な資⾦創出手法の確⽴など、従来の⾏政組織にはない私企業並みの
決断⼒と政策執⾏能⼒をもった地域に密着した横断的な組織体制
の確⽴が求められます。

（６）スケジュール

短期

W
S

運営管理組織の
準備会設⽴

景観・デザイン部会
まちづくり

今後は、草薙駅周辺まちづくり検討会議のもと、草
薙駅周辺の景観・デザインなどの詳細を検討している
「景観・デザイン部会」や「まちづくり WS（ワーク
ショップ）」により、まちづくりを実際に⾏っていく
方達の「主体性」を高めながらまちを運営・管理でき
る準備組織の⽴上げを検討していきます。
さらに、草薙の「あるべき姿」に向け、ビジョンに
基づいたまちづくりを推進するため、様々な主体との
連携・協働を図りながら継続的なまちづくりを⾏う運
営管理体制の構築を短期（約５年）を目標に実現を目
指していきます。
中期以降では、運営管理組織を中心として、草薙駅
周辺のまちづくり活動を維持・継続していきます。

中期

⻑期

運営管理組織の設⽴

継続的なまちづくり体制による
活動・研究

都市再生推進法人の指定

運営管理組織の活動
まちづくり活動の
維持・継続

・都市再生整備計画の提案
・都市利便増進協定の締結
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