
 
  

1.グランドデザイン検討の背景と目的 
●草薙駅周辺まちづくり検討会議では、まちの様相が大きく変わりつつある JR 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、駅周辺のまちづくりを進め
ていく手引きとなる『草薙駅周辺まちづくりビジョン（平成 26 年度）』を策定しました。 

●平成 27 年 3 月に開催した『草薙駅周辺まちづくりビジョン報告会』では、出席者の皆様からは
「駅北エリアについて議論する場が必要」とのご意⾒を沢⼭いただき、駅北⼝周辺のまちづくりに
対する機運も高まっていることから、新たに『ＪＲ草薙駅北⼝グランドデザイン研究会』を設置し、
全 4 回に渡り意⾒交換を重ねてきました。 

●そこで、研究会の中で頂いた JR 草薙駅北⼝のまちづく
りの⽅向性や実現のために実⾏していくアイディアを集
約し、グランドデザインという『まちづくり計画』とし
て、とりまとめましたので、ここにご報告させて頂きま
す。 

≪現状分析と課題の整理≫

まちづくり
の基本⽅針

１ 
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◆変わり始めた駅周辺の様相 
【開発動向】 

・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

整備 

・南北駅前広場整備 

・北口通線整備 

◆草薙の全体的な魅⼒を向上 
させる機会 

“目標や想い”＝ビジョンの共有化の

必要性 

◆『草薙駅周辺まちづくり検討会議』の
発足 
・ビジョンに関する５回に渡る協議を重ね、

草薙駅周辺まちづくりビジョン』の策定 

【検討会議における検討過程】 

■第１回検討会議（H26.1.20） 

■第２回検討会議（H26.3.25） 

■草薙まちみがき調査隊（H26.5.21～22） 

■第３回検討会議（H26.5.26） 

■まちづくりアンケート、オープンハウスヒア

リング 

■第４回検討会議（H26.9.4） 

■第５回検討会議（H26.11.11） 

■まちづくりビジョンを市長へ提言

（H27.1.22） 

■第６回検討会議（H27.3.26.） 

◆『草薙駅北⼝グランドデザイン
研究会』の発足 

駅北口周辺の将来像、将来像を実現す

るためのアイディアを『将来のまちづく

り計画』としてとりまとめ 

【検討会議における検討過程】 

■第１回研究会（H27.7.2） 

・駅北口に対する“想い”の共有 

■第２回研究会（H27.7.29） 

・まちの現況と課題からあるべきまち

の土地利用の方向性を検討 

■第３回研究会（H27.9.3） 

・土地利用と交通ネットワークを踏ま

えた公共空間のあり方を検討 

■第４回研究会（H27.9.30） 

・グランドデザインの報告と確認 

・今後の進め方の検討 

５.グランドデザイン検討の経緯 

２.グランドデザイン検討の流れ 
●JR 草薙駅北⼝グランドデザイン研究会では、今後のまちづくりに求められる“キーワード” や現在

の駅北⼝の”現況“、駅北⼝に対する“住⺠の想い”を共有しながら、”まちの課題“を抽出し、⼟地利
用や交通ネットワークなどの観点から草薙駅北⼝における”まちづくりの⽅向性“を検討しました。

●グランドデザインに掲げる将来都市像は、下記に示す「5 つのテーマ」から構成されます。

JR 草薙駅北⼝グランドデザイン研究会の報告 概要版 

 

【駅北⼝に対する想い】
■第１回研究会の意⾒ ■まちづくりアンケート ■オープンハウス ■草薙駅周辺整備に関するアンケート 
【草薙駅周辺整備事業】 
■草薙駅周辺整備に関する計画・取組み、草薙駅周辺の整備事業、事業期間 
【まちづくりにおける社会的な要請】 
■コンパクトなまちづくり（都市機能の集約＋公共交通との連携） 

【現況分析】 
■関係する計画 ■人⼝・世帯 ■用途地域 ■⼟地利用 ■災害関連 ■公共交通 
■人の動き ■道路環境 ■自然環境 ■生活環境 ■文教施設 ■交通ネットワーク

【駅北⼝の課題】
①⼟地利⽤ ②道路環境 ③自然環境 ④生活環境 ⑤交通ネットワーク 

平成 28 年度予定 

JR 草薙駅北⼝グランドデザイン研究会

草薙駅周辺まちづくり検討会議 

関係各所への提⾔、実施事業ごとに協⼒依頼

グランドデザイン研究会の中間報告 

平成 27 年度 7〜9 月 

平成 27 年度 10 月 

平成 27 年度 11 月〜 JR 草薙駅北⼝グランドデザイン素案の周知・意⾒募集

グランドデザインの今後の進め⽅イメージ 

役割分担に応じた具体的な取り組みへの調整・実施平成 28 年度以降 

実現化に向けた産学官⺠の役割分担と 
その実施に向けた検討 

４.グランドデザインの今後の進め⽅（案） 

●本研究会で作成した「JR 草薙駅北⼝グランドデザイン」は、草薙駅周辺のまちづくりを検討す
る「草薙駅周辺まちづくり検討会議」に報告･提案を⾏い、「草薙駅周辺まちづくり検討会議」を
通じて関係各所への協⼒依頼や提⾔などを⾏っていきます。さらに次年度には、引き続き「JR 草
薙駅北⼝グランドデザイン」に基づくまちづくりの実現のあり⽅を検討していく予定です。 

●今後は「草薙まちづくりニュース」や「草薙駅周辺まちづくり検討会議ホームページ」等を活用
しながら、幅広い多くの⽅々にグランドデザイン素案の周知と意⾒の募集を⾏っていきます。

≪将来都市像の 5 つのテーマ≫

⼟地利⽤の⽅針 道路網の⽅針 公園・緑地の⽅針

良好な住環境
づくり 

集い憩う交流・ 
にぎわい空間づくり 

草薙らしい文教を
感じる空間づくり

身近な公園・
自然空間づくり

つながりを育む安全安心な
道路環境づくり

⼟地利⽤の⽅向性、具体的な空間イメージの検討 

地域の⽅々や関係者の意向を踏まえた 
グランドデザインの修正 

JR 草薙駅北⼝
グランドデザイン研究会

⼀般住⺠学校関係者

周辺企業など周辺自治会
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◆公園・緑地の⽅針（案） 
 

◆⼟地利⽤の⽅針（案） 
     

２ 

◆道路網の⽅針（案） ３. 草薙駅北⼝のグランドデザイン（案） 

【都市機能検討ゾーン】
■既存施設や文教機能誘導ゾーン等と

調和した都市機能等の誘導を検討 
【基本的な考え⽅】 
・地域北⻄部は、幹線道路沿道かつ鉄道駅に

近接していることから、駅北⼝で不⾜して
いる都市機能を誘導に適した地理的環境
であると考えられる。 

・そのため、この区域を「都市機能検討ゾ
ーン」として位置づけ、現在の⼟地利⽤
や地権者意向等を十分に配慮しながら、
医療・福祉、商業などの不足している都
市機能等の誘導を図り、安心して暮らせ
る快適な生活環境の創造を目指す。

 

【駅前交流ゾーン】
■居住者や就業者、駅を利⽤する多く

の⼈が交流を促す都市機能の誘導 
【基本的な考え⽅】 
・駅北⼝の開設に伴い、駅前では人々の交

流を促すとともに、駅北⼝で不⾜してい
る都市機能の誘導が求められている。 

・そのため、この区域を「駅前交流ゾー
ン」として位置づけ、現在の⼟地利⽤や
地権者意向等を十分に配慮しながら、居
住者や就業者の交流を促す駅前空間とし
て、必要な都市機能の誘導を検討してい
くゾーンとしています。

【文教機能誘導ゾーン】 
■良好な住環境やにぎわいのある駅前

と調和した文教地区にふさわしい活
⽤の場を創出 

【基本的な考え⽅】 
・大規模な工場跡地は、今後の⼟地利用動向に

より、駅北⼝の様相を大きく変える要因とし
て大きく期待されており、草薙イメージにふ
さわしい文教地区の創造が求められている。 

・そのため、工場跡地や既存教育施設用地を
「文教機能誘導ゾーン」として位置づけ、⺠
間企業の意向等に十分配慮し、隣接する「住
宅ゾーン」や駅前との調和を図りながら、駅
南側との⼀体性を目指した文教機能の誘導
を目指す。 

【住宅ゾーン】 
■良好な住宅地としての環境を

将来に渡り維持･向上 
【基本的な考え⽅】 
・既存の⼾建て住宅を中心とした住

宅地は、良好な住環境の保全・向上
が求められている。 

・そのため、この区域を「住宅ゾーン」
として位置づけ、低層を中心とし
た住宅地として保全し、さらに住
みよい住環境として向上を図って
いくため、地権者意向等に配慮し
た計画的な⼟地利⽤の規制・誘導
を目指す。 

■自然や緑に囲まれた憩いの空間の創出 
【基本的な考え⽅】 
☞河川を活かした自然を感じられる親水空間の創出〜水辺の拠点〜 
・巴川に隣接した弥生緑地や新たに巴川と近接したゾーンでは、などは、親水性の高い憩い

の空間への改善が望まれている。そのため、巴川と⼀体となった親水空間の創出を目指す。
☞住宅地の中には憩いの場となる空間を創出〜憩いの拠点〜 
・住宅ゾーンでは、居住者の憩いの場となる公園等の憩いの空間が不⾜しており、未利

用地（耕作放棄地や駐⾞場等）を活用したが空間づくりが望まれている。そのため、
住宅ゾーンに必要な居住者を対象とした公園の創出を目指す。 

・また、身近な緑として公園整備だけでなく、⺠有地や道路などの公共空間における緑化
の推進を目指す。 

【住宅ゾーン】 
■良好な住宅地としての環境

を将来に渡り維持･向上 

【駅前交流ゾーン】 
■居住者や就業者、駅を利⽤する

多くの⼈が交流を促す都市機能
の誘導 

【都市機能検討ゾーン】 
■既存施設や文教機能誘導ゾーン

等と調和した都市機能等の誘導
を検討 

【文教機能誘導ゾーン】 
■良好な住環境やにぎわいのある駅前と調和した

文教地区にふさわしい活⽤の場を創出 

【沿道にぎわいゾーン】 
■背後地への影響や安全に

考慮しつつ、駅北⼝を印
象付けるにぎわい空間の
創出

【沿道にぎわいゾーン】 
■駅前⽅面等の南北移動が安全･便利

に⾏える国道 1 号の交差点の創出 
【基本的な考え⽅】 
・国道１号沿道などは、工業地域及び準工業

地域の用途地域が指定されており、後背に
位置する「住宅ゾーン」等へ配慮として望
ましくない用途が無秩序に建てられてし
まう恐れがある。後背に広がる「住宅ゾー
ン」等に配慮した空間づくりと地域の交流
を促す空間づくりが求められている。 

・そのため、この範囲を「沿道にぎわいゾ
ーン」として位置づけ、JR 草薙駅北⼝の
玄関⼝として、駅前を印象付ける沿道空
間の創出を目指す。

【道路網】〜歩⾏者回遊軸〜 
■徒歩での回遊がしやすい

移動環境の創出

【道路網】~南北の⼀体化~ 
■駅前⽅面等の南北移動が安

全･便利に⾏える国道 1 号の
交差点の創出 

【公園・緑地】〜憩いの拠点〜
■住宅地の中には憩いの場とな

る空間を創出 

■安全安心な回遊とつながりを育む道路環境の創出
【基本的な考え⽅】 
☞徒歩での回遊がしやすい移動環境の創出〜歩⾏者回遊軸〜 
・新たに駅北⼝が開設され、新たな歩⾏者・自転⾞動線が生まれることが予想されており、

地権者意向等を十分に配慮しながら、区域内のどこからでも安全な回遊が可能な歩⾏
者・自転⾞の移動交通軸の創出を目指す。 

☞駅前⽅面などの南北移動が安全･便利に⾏える国道 1 号の交差点の創出〜南北の⼀体化〜
・国道１号により、地区内が分断され、草薙交差点をはじめとする交差点等は、安全に国

道１号南北間の移動ができる交通環境の創出を目指す。 
☞国道１号以北における歩⾏者の安全や通過交通に配慮した新たな自動⾞動線の確保 

〜安全な骨格軸〜
・通過交通や国道１号の混雑を軽減するため、地権者意向等を十分に配慮しながら、東⻄

⽅向への移動環境の強化とともに、国道１号以北の各ゾーンをつなぐ交通軸として既存
道路の改善をはじめ、新たな道路の創出を目指す。 

☞駅を結ぶ回遊の軸として、⼈の流れが生み出すにぎわい空間を創出〜にぎわいの軸〜 
・新た通勤・通学する人や居住者にとって主要な動線となる経路は、⼈々が集う通りと

してコミュニティ形成の場として活⽤できる道路環境の創出を目指す。

【道路網】〜安全な骨格軸〜 
■国道１号以北における歩

⾏者の安全や通過交通に
配慮した新たな自動⾞動
線の確保

【公園・緑地】〜水辺の拠点〜 
■河川を活かした自然を感じ

られる憩いの空間の創出 

【道路網】〜にぎわいの軸〜 
■駅を結ぶ回遊の軸として、⼈の流れが生み出すにぎわい空間を創出 

※グランドデザインは、現在の居住者や操業している企業の住環境や操業環
境の阻害、移転等を促すことを意図したものではなく、新たに居住、創業さ
れる⽅や新規に実施する各種事業等を対象とした基本的な考え⽅として整
理しています。 


