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1．はじめに
藤枝市は静岡県のほぼ中央にあり、静岡市の西約

20 km、浜松市の東約 50 km に位置している。市内
には JR 東海道線、国道一号、東名高速道路が東西
に走り、さらに第二東名自動車道が建設され、来年 3
月には富士山静岡空港が隣接市に開港予定など交通
の要衝となっており、人口は 13 万 2 千人を超え、県
中部地域の中核的都市として着実に発展している。

また、本市はサッカー王国静岡の中でも中心地域
として、多くのチームが全国大会において輝かしい
成績を残し、日本を代表する選手を多数輩出してき
ており、「元祖サッカーのまち藤枝」をより一層全国
にアピールするため、各種大会の開催、誘致を行う
とともにサッカーによるふるさとづくりに取り組ん
でいる。

サッカー全国大会の報告会（JR藤枝駅）

本市の市街地は市内中央を流れる瀬戸川を挟み、
JR 藤枝駅周辺地区の駅前商業地と、旧東海道 22 番
目の宿場町「藤枝宿」に形成された藤枝地区の沿道
型商業地の 2 極を中心に発展してきた。特に JR 藤枝
駅周辺は積極的に都市基盤整備を進めてきており、

文化厚生機能や広域行政機能、交通の結節機能を有
し、本市の中枢としてのみならず、周辺地域の発展
にとっても重要な地区となっている。

2．�中心市街地活性化基本計画の
策定

JR 藤枝駅周辺地区は公共交通の結節点であり、商
業や業務、居住機能、また、市文化センター（行政
センター）や市民体育館、静岡県武道館といった公
共公益機能が充実し、本市及び周辺地域における中
心市街地としての役割を担ってきた。市では、土地
区画整理事業や駅南北自由通路、新橋上駅舎等の基
盤整備を推進し、併せて平成 12 年 3 月に策定した藤
枝市中心市街地活性化基本計画に基づき、商業活性
化事業にも取り組んできた。

本地区の現況をみると、土地区画整理事業による
宅地供給、近年の著しい大規模マンションの立地に
伴い居住人口は大幅に増加している。しかしながら、
郊外における大型店やロードサイド店の進出、個人
商店の後継者不在等の環境変化により、店舗数、商
品販売額ともに大幅に減少し、商業機能の低下、広
域吸引力の低下が懸念されている。

こうした中、市では、駅周辺の大規模市有地等を
活用し、核となる商業施設の誘導や都市福利機能の
整備による賑わい再生を進めていたが、時を同じく
してまちづくり三法が改正され、国においても「選
択と集中」により地域関係者の主体的な取組みに対
する重点支援を行うこととされた。そこで、市では
多様な主体の参加による推進体制の構築のもと新た
な中心市街地活性化基本計画を策定し、本年 1 月に
内閣総理大臣に認定申請を行い、3 月に認定を受け
た。

藤枝市中心市街地活性化基本計画について
『来る人 住む人 充実満足 ～ 多機能都心
－スポーツ・交流で、ひと・まち元気－』

藤枝市都市建設部中心市街地活性化推進室　渡邊　章博
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3．計画区域と計画期間
本市の中心市街地区域は、JR 藤枝駅を中心に土

地区画整理事業による基盤整備地区を基本とする国
道、主要幹線道路に囲まれた東西約 1.5 km、南北約
2 km、面積約 160 ha の区域とした。

本区域には大型店3店を含む小売店舗が約270店、
民間事業所が約 2,270 事業所、そして約 40 の公共公
益施設、社会福祉関連施設がコンパクトに集積し、
正しく本市の経済・行政活動の中心的な役割を担っ
ている区域である。

計画期間は、現在進行中の大規模市有地を活用し
た拠点施設の完成（平成 21 ～ 23 年）を通過点とし、
その賑わいを区域全体に波及させることを考慮し、
平成 25 年 3 月までの 5 ヵ年としている。

4．中心市街地の課題
○吸引力、回遊性の魅力が弱く、まちに人が滞留し

ない
駅南地区にはかつて市立総合病院が立地していた

が、平成 7 年の近郊地への移転により駅周辺の歩行
者通行量は激減し、周辺の商業状況は大幅に悪化す
ることとなった。また、高齢化・後継者不足等によ
る商店街の弱体化も著しく、魅力ある商業空間では
なくなってきている。

さらに区域内の公共公益施設も老朽化等による機

能劣化が進んでいることもあり、JR 藤枝駅が県内で
も有数の乗降客数を誇り、また、平成 13 年度に駅南
地区に開館した静岡県武道館も常に広域から多くの
人々を集めているにもかかわらず、こうした場所か
ら街なかに人が流れ、回遊していない。

○街なか居住機能の器「量」は増えているが暮らし
を支える機能・環境『質』が不十分
街なかの居住人口は大幅に増加しているが、福祉・

子育て、文化・学習機能や日常の買い物等の利便機
能が不足しており、また、マンション等の新住民と
従来の地縁組織（自治会、商店街）との関係が脆弱
で地域コミュニティが低下しており、安全・安心に
生活できる居住空間でなくなっている。

5．活性化の基本的な方針
○まちのリフレッシュによるまちの「顔」づくり

本市は政令指定都市静岡市に近接し、都市規模
の近い焼津・島田市とも隣接しており、都市機能の
充実と強化による特色ある拠点性の発揮が必要であ
る。平成 21 年春の富士山静岡空港の開港も踏まえ、
駅南北の大規模市有地の有効活用や民間による市街
地の適切な維持・更新等により魅力ある「まちのリ
フレッシュ」を行い、周辺地域の拠点都市にふさわ
しい「顔」づくりを推進する。

○スポーツ・健康をまちづくりに活用
本市はサッカーをはじめとしスポーツが盛んであ

り、全国的なスポーツ大会も多数開催される。中心
市街地には静岡県武道館を始め官民のスポーツ・健
康施設が多く立地し、市内外から多くの人が集まる。

静岡県武道館
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未活用のまちづくり資源である「スポーツ・健康」
をテーマに、個性あるまちづくりと交流の活発化に
取り組む。

○コミュニティ・交流機能の強化 
本市は定住都市として発展してきたが、近年の盛

んなマンション立地により、市内や周辺市町からの
転居 ･ 転入者が増加してきている。今後は、新たな
住民も参画した地域コミュニティの再構築が求めら
れてくる。市民同士の交流機会を充実し、地域への
愛着や繋がりの意識の醸成を図り、「顔が見えるまち
づくり」を推進することで、藤枝ならではの質の高
い街なか居住地づくりを目指す。
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○吸引力、回遊性の魅力が弱く、まちに人が滞留しない 

○街なか居住機能の器「量」は増えているが暮らしを支える機能・環境『質』が不十分 

≪まちづくりの方針≫ 

  ●特性を活かした拠点づくりや情報発信による、集い・過ごし・賑わうまちの実現 

  ●活動・交流の創出による、地域や人とつながった質の高い暮らしの実現 

・公有地の有効活用 

・既存施設の改修、更新 

 

・まちづくり体制の強化 

･都市間競争への対応 

・健康長寿の実現 

・大交流時代への対応 

 

･サッカーを活かしたまちづくり 

・静岡空港を活かした観光・交流 

6．計画の目標及び数値目標
（1）計画の目標
■目標 1　人々が集い、快適・満足に、はつらつと

すごせるまち
多様化する市民ニーズに対応した、商業や文化、

娯楽等多機能な拠点づくりを推進し、既存のスポー
ツ施設等との連携によりイベントの開催や情報発信
を行い、広域吸引力の強化を図る。併せて更新期を
迎えた施設の建替えや改修、空き店舗等の活用によ
り街なかに不足する福祉・子育て支援等の機能を誘
導し、来街目的が多く、幅広い世代の人々が楽しみ
ながら回遊し、活動・交流できる藤枝中心市街地を
目指す。

■目標 2　結びつきに支えられ、健やかに暮らせる
まち
幅広い世代の人々が憩い・交流できる公園等の整

備や商業機能の改善、福祉・教育機能の充実等、暮

らしに関わる諸機能の充実により居住環境の向上を
図ることで、質の高い街なか居住地を実現する。併
せて安全・安心な暮らしの基盤となる地域コミュニ
ティの醸成を行うため、地域活動の活発化・住民参
加を促進し、健やかにはつらつと暮らせる藤枝中心
市街地を目指す。

（2）数値目標の設定
●目標 1 の数値目標①：歩行者通行量　

※休日、駅南北 4 地点

街なか歩行者を駅利用者数に見合う通行量に近づ
け、市立病院移転前の活力のあった頃の吸引力を再
生することを目指し、まずは減少に歯止めをかけ、
拠点整備等の取り組みにより回復に向けた通過点の
数値を目標値とする。

●目標 1 の数値目標②：宿泊客数
静岡県武道館等と連携した大規模スポーツイベ

ント誘致などにより、来訪者を街なかへ回遊させ、
FIFA ワールドカップ事前キャンプや国民体育大会
などが開催され、多くの来藤者があった平成 14・15
年の宿泊者数を上回る数値を目標値とする。
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●目標 2 の数値目標：公共施設の利用者数　
※ 5 施設の計

公共公益施設のリニューアルやソフト事業の充
実を図り、より身近な利用しやすい施設として住民
サービスに努めることとし、利便性の高い中心市街
地の公共公益施設が担うべき数値を目標数値とす
る。

7．目標達成のための主要な事業
計画に掲げた中心市街地活性化の目標及び目標数

値を達成するために、5 つの施策区分に基づき、行
政や民間主体のハード・ソフト事業合わせて 63 事業
を実施する。

①市街地の整備改善
■青木土地区画整理事業

有効な土地利用、適正立地を促進し、街路や公園
等の生活基盤整備を着実に行い、まちづくりのベー
スを整える。

■駅南近隣公園整備事業
憩いと交流の場の創出とともに、防災面も含めた

地域住民の居住環境、子育て環境を向上させる大規
模公園を整備する。

駅南近隣公園

■藤枝駅北口地区市街地再開発事業
低未利用の市有地を有効に活用し、周辺地域も含

めた一体的かつ高度な土地利用により良好な街区形
成を図り、市の玄関口にふさわしい都市景観を創出
するとともに、住宅や生活支援機能、利便性の高い
商業や公共公益施設を整備する。

藤枝駅北口地区

②都市福利施設の整備
■新図書館整備事業

市民の文化・学習ニーズに対応し、幅広い世代の
人々が集い・学び・交流できる新しい図書館（収蔵
能力約 30 万冊）を、官民連携により民間商業施設

（BiVi 藤枝）と複合的に整備する。
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新図書館イメージ

■文化センター地区暮らし・にぎわい再生事業
老朽化等により利用者が減少している当施設をコ

ンバージョンし、市民活動施設、展示ギャラリー、
多目的ホール等、市民が触れ合い活動する賑わい交
流拠点を整備し、地域コミュニティの核施設として
再生させる。

市文化センター

③街なか居住の促進
■地域優良賃貸住宅整備事業

コンパクトで利便性の高い街なかでの幅広い世代
の居住を促進させるため、高齢者や子育て世代向け
の良質な賃貸住宅を供給する。

■安全・安心まちづくり事業
都市化とともに増加する犯罪発生等を抑制し、夜

間でも安心して回遊できるまちづくり、安全な居住
環境づくりを進めるため、防犯カメラや街路灯の設
置、防犯まちづくり組織による地域防犯活動を促進
する。

■まち美化里親制度事業
市民活動により地域への愛着やコミュニティ形成

を図り、地域の景観・環境美化を促進する。

花づくり活動

アダプトサインの設置

④商業の活性化
■藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業［BiVi

藤枝計画］
旧市立病院跡地を「中心市街地活性化の拠点ゾー

ン」と位置付け、民間活力導入により市立図書館や
商業店舗、シネマコンプレックス等が入居する広域
集客力のある複合商業施設を整備する。

BiVi 藤枝イメージ
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■藤枝駅南口西地区 ABC 街区開発事業［新日邦藤
枝駅南口開発プロジェクト］
民間活力導入により市有地の有効活用・高度利用

を図り、JR 藤枝駅と接続するアクセス性の高い立地
特性を活かしたホテルや商業店舗、温浴施設、フィッ
トネス施設等の複合商業施設を整備する。

ABC街区開発イメージ

■空き店舗有効活用事業
空き店舗を有効活用し、地域コミュニティや交流

を創造する生涯学習の実施、チャレンジショップに
よる起業希望者支援を行う。

■光り輝くイルミネーション事業
冬の風物詩として定着している駅周辺のクリスマ

ス・イルミネーションを、新たな拠点施設との連携
や市民参加により規模や彩飾エリアを拡大し、継続
発展させる。

光り輝くイルミネーション

■藤の里歓迎・おもてなし事業
市内で開催される大規模スポーツイベントと連携

し、来街者に対する地域のホスピタリティ向上のた
め、宿泊・飲食・公共交通機関などの業界における
おもてなし研修の実施や、ガイドブックの作成、歓
迎装飾、多言語表記の案内看板整備等を行う。

■スポーツ＆健康フェスタ in ふじえだ開催事業
年齢や体力、障害の有無に関わらず市民誰もが気

軽にスポーツを楽しめる場づくり、きっかけづくり
となるイベントを開催する。

⑤公共交通機関の利便促進
■地域の実情に即したバス交通の導入（実証実験）

新たな公共交通の整備により、少子高齢社会にお
ける交通弱者等の郊外からの集客がどの程度可能か
実証実験を行う。

市自主運行バス「ゆうゆう」

■自主運行バス運行事業
バス事業者の不採算路線の退出対策として、自主

運行バス路線の拡充を図り、高齢者等交通弱者の中
心市街地への交通手段を確保する。

8．認定計画推進に向けた取り組み

認定計画の着実な実行による目標の達成に向け、
「藤枝市中心市街地活性化協議会」を中心に様々な主
体が活発に協議を重ね、一体となってまちづくりを
推進するため、協議会自ら先進地の取り組みの視察
等情報の取得、啓発を行うとともに、計画の適切な
進行管理を行っている。

また、市では、全庁一体的に活性化に向け取り組
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むため、中心市街地活性化を統括する「中心市街地
活性化推進室」を都市建設部内に新設し、当室が事
務局となり、副市長を会長に関係部課長で構成する

「藤枝市中心市街地活性化推進委員会」を設置して、
計画に掲げた事業の着実な実行を図っている。

昨年 10 月に設立した「株式会社まちづくり藤枝」
も、中心市街地活性化全般における推進役として、
多様な主体と手を携えて、まちづくりの情報発信、
駅南北一体的な賑わいイベントの開催、空き店舗の
有効活用を進めている。

まちづくりワークショップの様子

特に大規模開発事業が進む駅南地区に比べ、相対
的に都市空間としての地盤沈下が深刻な駅北地区に
ついて、現在、同社が中心となり、商業者や地域住
民、企業等が参加するまちづくりワークショップを
進めており、駅北地区の再生による、駅南北均衡の
とれた一体的な活性化に向け取り組んでいる。

今後はボランティアの「まちづくりサポーター」
の登録制度により、各事業推進における支援体制を
強化していく予定である。

計画の認定後、新たな主体による自主的なまちづ
くりの取り組みも始まっており、駅周辺では次世代
のまちづくりを担う若手の商店街の後継者、個店経
営者等により、「えきまえ創造会 Post-It（ポスト・
イット）」が立ち上げられ、空き店舗を活用した起業
サポートプロジェクトの実施や安全・安心パトロー

ル隊の実施に向けた調整が進められている。
持続力ある中心市街地づくりには、こうした民間

レベルでの自主的なまちづくり、連携が不可欠であ
り、大いに期待しているところである。

えきまえ創造会Post-It

9．おわりに
本市の中心市街地活性化基本計画は、「来る人　住

む人　充実満足　～多機能都心　－スポーツ・交流
で、ひと・まち元気－」をまちづくりのテーマとし
て掲げている。

このテーマのとおり、商業や業務、居住、スポー
ツ・健康、教育・文化等の機能がコンパクトにバラ
ンスよく立地した中心市街地で、来街者や居住者、
商店街、企業、NPO 等がいきいきと活動し、市民が
はつらつと暮らす中、サッカー文化が息づく藤枝の

「スポーツ・健康」をテーマとした交流が活発に展
開されるよう、市民、事業者、関係行政機関等が連
携して強力に計画を推進してまいりたいと考えてい
る。

（わたなべ　あきひろ）

○詳細は、藤枝市ホームページ（http://www.city.
fujieda.shizuoka.jp/）≫まちづくり情報≫各種計画≫
藤枝市中心市街地活性化基本計画をご覧ください。
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