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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1　はじめに
掛川市は静岡県の西部に位置し、静岡市と浜松市

の間にある人口 12 万人の都市です。
平成 17 年（2005 年）4 月 1 日に掛川市、大東町、

大須賀町が合併し、現在の掛川市が誕生しました。
市の中央部には、JR 東海道新幹線、JR 東海道本

線、東名高速道路、国道 1 号が通り、市南部には国
道 150 号が横断し、さらに市北部では第二東名高速
道路が建設中であるほか、掛川市の東側約 15㎞に富
士山静岡空港が今年 6 月に開港しました。

このように、日本の広域幹線交通等の大動脈を抱
え、東京と大阪のほぼ中間に位置していることから、
関東、関西の両経済圏にアクセスしやすく、「もの」
の生産や供給に有利な条件を備えた広域交通の要衝
となっています。

また、平成 6 年には本格木造で復元された「掛川
城」や国の重要文化財である「掛川城御殿」と「大
日本報徳社」などの歴史的な建造物が並び、古くか
ら城下町・宿場町として栄えたことにより、歴史・
文化のかおる雰囲気のある街並みが形成されていま
す。

特に、「報徳」の考え方をより分かりやすく「生涯
学習」という言葉で表現し、昭和 54 年に全国で初め
て「生涯学習都市宣言」をした都市でもあります。

自らの住む街に誇りを持とう、自分たちの力で街
を良くしようという「生涯学習」の考えのもと、新
幹線駅の設置や掛川城復元などを市民募金により成
し遂げてきた経緯があります。

　　

掛川市の認定中心市街地活性化基本計画について 

静岡県掛川市 都市整備課区画整理室 街なか再

生係  

 

１ はじめに  

  掛川市は静岡県の西部に位置し、静岡市と浜

松市の間に位置しています。 

  平成 17 年（2005 年）４月１日に掛川市、大

東町、大須賀町が合併し、現在の掛川市が誕生

しました。 

  市の中央部には、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東

海道本線、東名高速道路、国道１号が通り、市

南部には国道 150 号が横断し、さらに市北部で

は第二東名高速道路が建設中であるほか、掛川

市の東側約 15㎞に富士山静岡空港が今年6月に

開港しました。 

このように、日本の広域幹線交通等の大動脈

を抱え、東京と大阪のほぼ中間に位置している

ことから、関東、関西の両経済圏にアクセスし

やすく、「もの」の生産や供給に有利な条件を備

えた広域交通の要衝となっています。 

  また、平成 6 年には本格木造で復元された「掛

川城」や国の重要文化財である「掛川城御殿」

と「大日本報徳社」などの歴史的な建造物が並

び、古くから城下町・宿場町として栄えたこと

により、歴史・文化のかおる雰囲気のある街並

みが形成されています。 

  特に、「報徳」の考え方をより分かりやすく「生

涯学習」という言葉で表現し、昭和 54 年に全国

ではじめて「生涯学習都市宣言」をした都市で

もあります。 

  自らの住む街に誇りを持とう、自分たちの力

で街を良くしようという「生涯学習」の考えの

もと、新幹線駅の設置や掛川城復元などを市民

募金により成し遂げてきた経緯があります。 

   

 

 

 

 

����シ�ン�掛川市の位置  

 

����シ�ン�市民募金により本格木造で復元

された「掛川城���」  

 
 

����シ�ン�二��徳 (二�金�� )が��再

生のためにとなえた「報徳」という考え方を全国

に広めるために��たちが設置した「大日本報徳

社」  

 

２ 中心市街地の区域  

  掛川の中心市街地は、城下町・宿場町を基に

発展してきました。 

 市のシンボルともいえる掛川城とその周辺地

域は、歴史的建造物や文化財、公共公益施設な

どが集積しており、掛川市の歴史、文化、伝統

を支えているため歴史文化ゾーンと位置付けら

れています。  

  また、ＪＲ掛川駅北側と旧東海道に沿って形

成され商店街を商業ゾーンとして位置付けてい

ます。 

  このようなことから、掛川市の中心市街地は、

ＪＲ掛川駅北側及び旧東海道を中心とした商業

ゾーンとその北側に位置する歴史文化ゾーンを

合わせた 50.5ha を本基本計画の区域としてい

ます。   

掛川市の位置
掛川市の認定中心市街地活性化基本計画について 

静岡県掛川市 都市整備課区画整理室 街なか再

生係  

 

１ はじめに  

  掛川市は静岡県の西部に位置し、静岡市と浜

松市の間に位置しています。 

  平成 17 年（2005 年）４月１日に掛川市、大

東町、大須賀町が合併し、現在の掛川市が誕生

しました。 

  市の中央部には、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東

海道本線、東名高速道路、国道１号が通り、市

南部には国道 150 号が横断し、さらに市北部で

は第二東名高速道路が建設中であるほか、掛川

市の東側約 15㎞に富士山静岡空港が今年6月に

開港しました。 

このように、日本の広域幹線交通等の大動脈

を抱え、東京と大阪のほぼ中間に位置している

ことから、関東、関西の両経済圏にアクセスし

やすく、「もの」の生産や供給に有利な条件を備

えた広域交通の要衝となっています。 

  また、平成 6 年には本格木造で復元された「掛

川城」や国の重要文化財である「掛川城御殿」

と「大日本報徳社」などの歴史的な建造物が並

び、古くから城下町・宿場町として栄えたこと

により、歴史・文化のかおる雰囲気のある街並

みが形成されています。 

  特に、「報徳」の考え方をより分かりやすく「生

涯学習」という言葉で表現し、昭和 54 年に全国

ではじめて「生涯学習都市宣言」をした都市で

もあります。 

  自らの住む街に誇りを持とう、自分たちの力

で街を良くしようという「生涯学習」の考えの

もと、新幹線駅の設置や掛川城復元などを市民

募金により成し遂げてきた経緯があります。 

   

 

 

 

 

����シ�ン�掛川市の位置  

 

����シ�ン�市民募金により本格木造で復元

された「掛川城���」  
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に広めるために��たちが設置した「大日本報徳

社」  

 

２ 中心市街地の区域  

  掛川の中心市街地は、城下町・宿場町を基に

発展してきました。 

 市のシンボルともいえる掛川城とその周辺地

域は、歴史的建造物や文化財、公共公益施設な

どが集積しており、掛川市の歴史、文化、伝統

を支えているため歴史文化ゾーンと位置付けら

れています。  

  また、ＪＲ掛川駅北側と旧東海道に沿って形

成され商店街を商業ゾーンとして位置付けてい

ます。 

  このようなことから、掛川市の中心市街地は、

ＪＲ掛川駅北側及び旧東海道を中心とした商業

ゾーンとその北側に位置する歴史文化ゾーンを

合わせた 50.5ha を本基本計画の区域としてい

ます。   

市民募金により本格木造で復元された「掛川城天守閣」
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掛川市の認定中心市街地活性化基本計画について 

静岡県掛川市 都市整備課区画整理室 街なか再

生係  

 

１ はじめに  

  掛川市は静岡県の西部に位置し、静岡市と浜

松市の間に位置しています。 

  平成 17 年（2005 年）４月１日に掛川市、大

東町、大須賀町が合併し、現在の掛川市が誕生

しました。 

  市の中央部には、ＪＲ東海道新幹線、ＪＲ東

海道本線、東名高速道路、国道１号が通り、市

南部には国道 150 号が横断し、さらに市北部で

は第二東名高速道路が建設中であるほか、掛川

市の東側約 15㎞に富士山静岡空港が今年6月に

開港しました。 

このように、日本の広域幹線交通等の大動脈

を抱え、東京と大阪のほぼ中間に位置している

ことから、関東、関西の両経済圏にアクセスし

やすく、「もの」の生産や供給に有利な条件を備

えた広域交通の要衝となっています。 

  また、平成 6 年には本格木造で復元された「掛

川城」や国の重要文化財である「掛川城御殿」

と「大日本報徳社」などの歴史的な建造物が並

び、古くから城下町・宿場町として栄えたこと

により、歴史・文化のかおる雰囲気のある街並

みが形成されています。 

  特に、「報徳」の考え方をより分かりやすく「生

涯学習」という言葉で表現し、昭和 54 年に全国

ではじめて「生涯学習都市宣言」をした都市で

もあります。 

  自らの住む街に誇りを持とう、自分たちの力

で街を良くしようという「生涯学習」の考えの

もと、新幹線駅の設置や掛川城復元などを市民

募金により成し遂げてきた経緯があります。 

   

 

 

 

 

����シ�ン�掛川市の位置  

 

����シ�ン�市民募金により本格木造で復元

された「掛川城���」  

 
 

����シ�ン�二��徳 (二�金�� )が��再

生のためにとなえた「報徳」という考え方を全国

に広めるために��たちが設置した「大日本報徳

社」  

 

２ 中心市街地の区域  

  掛川の中心市街地は、城下町・宿場町を基に

発展してきました。 

 市のシンボルともいえる掛川城とその周辺地

域は、歴史的建造物や文化財、公共公益施設な

どが集積しており、掛川市の歴史、文化、伝統

を支えているため歴史文化ゾーンと位置付けら

れています。  

  また、ＪＲ掛川駅北側と旧東海道に沿って形

成され商店街を商業ゾーンとして位置付けてい

ます。 

  このようなことから、掛川市の中心市街地は、

ＪＲ掛川駅北側及び旧東海道を中心とした商業

ゾーンとその北側に位置する歴史文化ゾーンを

合わせた 50.5ha を本基本計画の区域としてい

ます。   

二宮尊徳 ( 二宮金次郎 ) が農村再生のためにとなえた「報
徳」という考え方を全国に広めるために弟子たちが設置
した「大日本報徳社」
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 2　中心市街地の区域
掛川の中心市街地は、城下町・宿場町を基に発展

してきました。
市のシンボルともいえる掛川城とその周辺地域

は、歴史的建造物や文化財、公共公益施設などが集
積しており、掛川市の歴史、文化、伝統を支えてい
るため歴史文化ゾーンと位置付けられています。

また、JR 掛川駅北側と旧東海道に沿って形成され
た商店街を商業ゾーンとして位置付けています。

このようなことから、掛川市の中心市街地は、JR
掛川駅北側及び旧東海道を中心とした商業ゾーンと
その北側に位置する歴史文化ゾーンを合わせた約
50.5ha を本基本計画の区域としています。　

【キョプション】中

心市街地のエリア  

３ 中心市街地の現状と課題  

中心市街地は、商店街の活況に加えて、大型

スーパー２店の出店があり、昭和 40 年から 50

年代後半に最もにぎわいをみせていました。 

しかし、平成 6 年と 9 年に大型スーパーが相

次いで撤退したことから、周辺の商店街への集

客力が落ち、商業等機能の空洞化が顕著に進行

しています。 

また、郊外の宅地化により郊外居住が進み、

中心市街地の人口は減少するとともに、事業所

や商業施設も郊外へと移っていきました。  

平成 20 年には人口が 1,579 人と昭和 53 年と

比べて 52％の水準にまで減少しています。  

小売業の販売額は、昭和 57 年には年間約 131

億円の売り上げを示していましたが、平成 16

年では約 42 億円と約 1/3 の規模に縮小してい

ます。  

このようなことから、定住人口の減少、商業

など魅力的なサービスの低下などが課題として

あげられます。  

【キャ

プション】中心市街地の人口、店舗数、歩行者数

の推移  

 
４ 計画の概要 

 課題に基づき設定された「中心市街地の活性化

のテーマ」「活性化に向けた目標」「数値目標」は

次のとおりです。 

 

○中心市街地活性化のテーマ 

“ＨＯＴＯＫＵ”スピリットによる 

まちなかにぎわい再生 

～地域の人達の参加、協働によるまちづくり～ 

 
当市は生涯学習が盛んで、さまざまな市民団体

が活動をしています。こういった方々の活動の場

を中心市街地に設置することにより、中心市街地

を舞台に、市民活動をする人、住民、行政それぞ

れが協働して街づくりを行っていくことを本計画

のテーマとしています。  

さらに多くの方に興味を持ってもらうため、生

涯学習の基となる考え方である「報徳」をアルフ

ァベット表記の「HOTOKU」とし「HOT（温か

い）」＆「O（OWN 地域個性）」「Ｋ・Ｕ（kakegawa 

urbanity  かけがわ まちなか）」という意味

ももたせることとしています。  

 
○活性化に向けた目標  

 

目標１ 様々な目的で人が集うにぎわいのあるま

ち 

  商業施設、交流施設等のまちなかにある各種

の施設がそれぞれの役割や機能を発揮し、連携

を図って地域住民に様々な活動や交流を促して

いきます。コミュニティ活動を活発化し、にぎ

わいを創出することを目標とします。 

  

目標２ 快適で便利に多くの人が住むまち 

  少子高齢化社会の到来に対応し、誰もが便利

で安心して、快適に暮らせる生活基盤機能の整

備を行い、多様な都市機能がコンパクトに集積

した市街地を形成していきます。 

中心市街地のエリア

 3　中心市街地の現状と課題
中心市街地は、商店街の活況に加えて、大型スー

パー 2 店の出店があり、昭和 40 年から 50 年代後半
に最もにぎわいをみせていました。

しかし、平成 6 年と 9 年に大型スーパーが相次い
で撤退したことから、周辺の商店街への集客力が落
ち、商業等機能の空洞化が顕著に進行しています。

また、郊外の宅地化により郊外居住が進み、中心
市街地の人口は減少するとともに、事業所や商業施
設も郊外へと移っていきました。

平成 20 年には人口が 1,579 人と昭和 53 年と比べ
て 52％の水準にまで減少しています。

小売業の販売額は、昭和 57 年には年間約 131 億
円の売り上げを示していましたが、平成 16 年では約
42 億円と約 1/3 の規模に縮小しています。

このようなことから、定住人口の減少、商業など
魅力的なサービスの低下などが課題としてあげられ
ます。
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３ 中心市街地の現状と課題 

中心市街地は、商店街の活況に加えて、大型

スーパー２店の出店があり、昭和 40 年から 50

年代後半に最もにぎわいをみせていました。 

しかし、平成 6 年と 9 年に大型スーパーが相

次いで撤退したことから、周辺の商店街への集

客力が落ち、商業等機能の空洞化が顕著に進行

しています。 

また、郊外の宅地化により郊外居住が進み、

中心市街地の人口は減少するとともに、事業所

や商業施設も郊外へと移っていきました。 

平成 20 年には人口が 1,579 人と昭和 53 年と

比べて 52％の水準にまで減少しています。 

小売業の販売額は、昭和 57 年には年間約 131

億円の売り上げを示していましたが、平成 16
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４ 計画の概要 

 課題に基づき設定された「中心市街地の活性化

のテーマ」「活性化に向けた目標」「数値目標」は

次のとおりです。 

 

○中心市街地活性化のテーマ 

“ＨＯＴＯＫＵ”スピリットによる 

まちなかにぎわい再生 

～地域の人達の参加、協働によるまちづくり～ 

 

当市は生涯学習が盛んで、さまざまな市民団体

が活動をしています。こういった方々の活動の場

を中心市街地に設置することにより、中心市街地

を舞台に、市民活動をする人、住民、行政それぞ

れが協働して街づくりを行っていくことを本計画

のテーマとしています。 

さらに多くの方に興味を持ってもらうため、生

涯学習の基となる考え方である「報徳」をアルフ

ァベット表記の「HOTOKU」とし「HOT（温か

い）」＆「O（OWN 地域個性）」「Ｋ・Ｕ（kakegawa 

urbanity  かけがわ まちなか）」という意味

ももたせることとしています。 

 

○活性化に向けた目標  

 

目標１ 様々な目的で人が集うにぎわいのあるま

ち 

  商業施設、交流施設等のまちなかにある各種

の施設がそれぞれの役割や機能を発揮し、連携

を図って地域住民に様々な活動や交流を促して

いきます。コミュニティ活動を活発化し、にぎ

わいを創出することを目標とします。 

  

目標２ 快適で便利に多くの人が住むまち 

  少子高齢化社会の到来に対応し、誰もが便利

で安心して、快適に暮らせる生活基盤機能の整

備を行い、多様な都市機能がコンパクトに集積

した市街地を形成していきます。 
中心市街地の人口、店舗数、歩行者数の推移

 4　計画の概要
課題に基づき設定された「中心市街地の活性化の

テーマ」「活性化に向けた目標」「数値目標」は次の
とおりです。

○中心市街地活性化のテーマ
“HOTOKU”スピリットによる

まちなかにぎわい再生
～地域の人達の参加、協働によるまちづくり～

当市は生涯学習が盛んで、さまざまな市民団体が
活動をしています。こういった方々の活動の場を中
心市街地に設置することにより、中心市街地を舞台
に、市民活動をする人、住民、行政それぞれが協働
して街づくりを行っていくことを本計画のテーマと
しています。

さらに多くの方に興味を持ってもらうため、生涯
学習の基となる考え方である「報徳」をアルファベッ
ト表記の「HOTOKU」とし「HOT（温かい）」＆「O

（OWN　地域個性）」「K･U（kakegawa　urbanity　
　かけがわ　まちなか）」という意味ももたせること
としています。
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連　載

○活性化に向けた目標
目標 1　様々な目的で人が集うにぎわいのあるまち

商業施設、交流施設等のまちなかにある各種の施
設がそれぞれの役割や機能を発揮し、連携を図って
地域住民に様々な活動や交流を促していきます。コ
ミュニティ活動を活発化し、にぎわいを創出するこ
とを目標とします。

　
目標 2　快適で便利に多くの人が住むまち

少子高齢化社会の到来に対応し、誰もが便利で安
心して、快適に暮らせる生活基盤機能の整備を行い、
多様な都市機能がコンパクトに集積した市街地を形
成していきます。

目標 3　活発な商業・業務・サービス活動のあるまち
まちなかの集客力を高め、商業業務機能の充実の

ための拠点を整備し、イベントの開催、住民サービ
ス等の提供を行い中心市街地としての多様な商業、
業務、サービス機能の充実を図っていきます。

○数値目標

目　　標 数値目標
現況
(H19)

目標値
(H25)

様々な目的で人が
集うにぎわいのあ
るまち

平日の歩行
者通行量

6,097 人 6,750 人

快適で便利に多く
の人が住むまち

居住人口 1,579 人 1,700 人

活発な商業・業務・
サービス活動のあ
るまち

営業店舗数 357 店 380 店

 5　目標達成のための主な事業
計画には、ハード・ソフト両面にわたる延べ 50 の

事業が掲載されています。
本計画の基本は、市民の活動の場を中心市街地に

集積し、にぎわいを再生していこうというものです。
ここでは目標別に主な事業を紹介します。

目標 1　様々な目的で人々が集うにぎわいのあるまち
○再開発地区での施設整備（公共公益施設） 

市街地再開発事業により、公共公益施設として、

生涯学習・市民活動のための拠点である市民活動支
援センターの設置、にぎわい広場、 駐車場を整備し
ます。
○竹の丸修復運営事業

明治期に豪商松本氏により建設された近代和風建
築物である「竹の丸」を活用し、市民団体の活動発
表の晴れの場となるような場所の運営をしていきま
す。 

 

目標３ 活発な商業・業務・サービス活動のある

まち 

  まちなかの集客力を高め、商業業務機能の充

実のための拠点を整備し、イベントの開催、住

民サービス等の提供を行い中心市街地としての

多様な商業、業務、サービス機能の充実を図っ

ていきます。 

 

○数値目標  
目  標  数値目標  現況

(H19) 

目標値

(H20) 

様々な目的で人が

集うにぎわいのあ

るまち  

平 日 の 歩 行

者通行量  

6,097 人  6,750 人

快適で便利に多く

の人が住むまち  

居住人口  1,579 人  1,700 人

活発な商業・業務・

サービス活動のあ

るまち  

営 業 店 舗 数

の推移  

357 店  380 店

 

５ 目標達成のための主な事業 

計画には、ハード・ソフト両面にわたる延べ 54

の事業が掲載されています。 

 本計画の基本は、市民の活動の場を中心市街地

に集積し、にぎわいを再生していこうというもの

です。ここでは目標別に主な事業を紹介します。 

 

目標１ 様々な目的で人々が集うにぎわいのある

まち 

○再開発地区での施設整備（公共公益施設）  

 市街地再開発事業により、公共公益施設として、

生涯学習・市民活動のための拠点である市民活動

支援センターの設置、にぎわい広場、 駐車場を整

備する。  

○竹の丸修復運営事業 

 明治期に豪商松本氏により建設された近代和風

建築物である「竹の丸」を活用し、市民団体の活

動発表の晴れの場となるような場所の運営をして

いきます。  

 

 

【��プ��ン�竹の丸 

○市民活動支援事業  

「おかみさん市」の開催等市民活動を支援し、

来街者のまちなかへの誘導と滞留時間の増加を図

ります。 

【��プ��ン�  

おかみさん市（���２��日開催） 

目標２ 快適で便利に多くの人が住むまち 

○再開発地区での施設整備（住宅）  

市街地再開発事業により、公共公益・商業施設

と併せて集合住宅（77 戸）を整備します。  

 

目標 ３ 活発な商業・業務・サービス活動のあ

るまち 

○再開発地区での施設整備 （商業） 

  市街地再開発事業により整備される商業床を、

権利者が設立する法人が取得し、中心市街地に

不足している生鮮食料品ｽｰﾊﾟｰ等集客力の高い

業種を集積します。 

○中町連雀快適空間整備事業 

  老朽化 したアーケードを撤去しオープンモ

ールにするとともに城下町のイメージを持つフ

ァサードを整備し快適な買い物空間づくりを進

めます。  

 

 

 

 

【��プ��ン�城下町風ファサード�成イメー

ジ 

○空き地利用促進事業  

「竹の丸」

○市民活動支援事業 
「おかみさん市」の開催等市民活動を支援し、来

街者のまちなかへの誘導と滞留時間の増加を図りま
す。

 

目標３ 活発な商業・業務・サービス活動のある

まち 

  まちなかの集客力を高め、商業業務機能の充

実のための拠点を整備し、イベントの開催、住

民サービス等の提供を行い中心市街地としての

多様な商業、業務、サービス機能の充実を図っ

ていきます。 

 

○数値目標  
目  標  数値目標  現況

(H19) 

目標値

(H20) 

様々な目的で人が

集うにぎわいのあ

るまち  

平 日 の 歩 行

者通行量  

6,097 人  6,750 人

快適で便利に多く

の人が住むまち  

居住人口  1,579 人  1,700 人

活発な商業・業務・

サービス活動のあ

るまち  

営 業 店 舗 数

の推移  

357 店  380 店

 

５ 目標達成のための主な事業 

計画には、ハード・ソフト両面にわたる延べ 54

の事業が掲載されています。 

 本計画の基本は、市民の活動の場を中心市街地

に集積し、にぎわいを再生していこうというもの

です。ここでは目標別に主な事業を紹介します。 

 

目標１ 様々な目的で人々が集うにぎわいのある

まち 

○再開発地区での施設整備（公共公益施設）  

 市街地再開発事業により、公共公益施設として、

生涯学習・市民活動のための拠点である市民活動

支援センターの設置、にぎわい広場、 駐車場を整

備する。  

○竹の丸修復運営事業 

 明治期に豪商松本氏により建設された近代和風

建築物である「竹の丸」を活用し、市民団体の活

動発表の晴れの場となるような場所の運営をして

いきます。  

 

 

【��プ��ン�竹の丸 

○市民活動支援事業  

「おかみさん市」の開催等市民活動を支援し、

来街者のまちなかへの誘導と滞留時間の増加を図

ります。 

【��プ��ン�  

おかみさん市（���２��日開催） 

目標２ 快適で便利に多くの人が住むまち 

○再開発地区での施設整備（住宅）  

市街地再開発事業により、公共公益・商業施設

と併せて集合住宅（77 戸）を整備します。  

 

目標 ３ 活発な商業・業務・サービス活動のあ

るまち 

○再開発地区での施設整備 （商業） 

  市街地再開発事業により整備される商業床を、

権利者が設立する法人が取得し、中心市街地に

不足している生鮮食料品ｽｰﾊﾟｰ等集客力の高い

業種を集積します。 

○中町連雀快適空間整備事業 

  老朽化 したアーケードを撤去しオープンモ

ールにするとともに城下町のイメージを持つフ

ァサードを整備し快適な買い物空間づくりを進

めます。  

 

 

 

 

【��プ��ン�城下町風ファサード�成イメー

ジ 

○空き地利用促進事業  

おかみさん市（毎月第 2土曜日開催）

目標 2　快適で便利に多くの人が住むまち
○再開発地区での施設整備（住宅）

市街地再開発事業により、公共公益・商業施設と
併せて集合住宅（77 戸）を整備します。 
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目標 3　活発な商業・業務・サービス活動のあるまち
○再開発地区での施設整備 （商業）

市街地再開発事業により整備される商業床を、権
利者が設立する法人が取得し、中心市街地に不足し
ている生鮮食料品スーパー等集客力の高い業種を集
積します。
○中町連雀快適空間整備事業

老朽化 したアーケードを撤去しオープンモール
にするとともに城下町のイメージを持つファサード
を整備し快適な買い物空間づくりを進めます。　

 

目標３ 活発な商業・業務・サービス活動のある

まち 

  まちなかの集客力を高め、商業業務機能の充

実のための拠点を整備し、イベントの開催、住

民サービス等の提供を行い中心市街地としての

多様な商業、業務、サービス機能の充実を図っ

ていきます。 

 

○数値目標  
目  標  数値目標  現況

(H19) 

目標値

(H20) 

様々な目的で人が

集うにぎわいのあ

るまち  

平 日 の 歩 行

者通行量  

6,097 人  6,750 人

快適で便利に多く

の人が住むまち  

居住人口  1,579 人  1,700 人

活発な商業・業務・

サービス活動のあ

るまち  

営 業 店 舗 数

の推移  

357 店  380 店

 

５ 目標達成のための主な事業 

計画には、ハード・ソフト両面にわたる延べ 54

の事業が掲載されています。 

 本計画の基本は、市民の活動の場を中心市街地

に集積し、にぎわいを再生していこうというもの

です。ここでは目標別に主な事業を紹介します。 

 

目標１ 様々な目的で人々が集うにぎわいのある

まち 

○再開発地区での施設整備（公共公益施設）  

 市街地再開発事業により、公共公益施設として、

生涯学習・市民活動のための拠点である市民活動

支援センターの設置、にぎわい広場、 駐車場を整

備する。  

○竹の丸修復運営事業 

 明治期に豪商松本氏により建設された近代和風

建築物である「竹の丸」を活用し、市民団体の活

動発表の晴れの場となるような場所の運営をして

いきます。  

 

 

【��プ��ン�竹の丸 

○市民活動支援事業  

「おかみさん市」の開催等市民活動を支援し、

来街者のまちなかへの誘導と滞留時間の増加を図

ります。 

【��プ��ン�  

おかみさん市（���２��日開催） 

目標２ 快適で便利に多くの人が住むまち 

○再開発地区での施設整備（住宅）  

市街地再開発事業により、公共公益・商業施設

と併せて集合住宅（77 戸）を整備します。  

 

目標 ３ 活発な商業・業務・サービス活動のあ

るまち 

○再開発地区での施設整備 （商業） 

  市街地再開発事業により整備される商業床を、

権利者が設立する法人が取得し、中心市街地に

不足している生鮮食料品ｽｰﾊﾟｰ等集客力の高い

業種を集積します。 

○中町連雀快適空間整備事業 

  老朽化 したアーケードを撤去しオープンモ

ールにするとともに城下町のイメージを持つフ

ァサードを整備し快適な買い物空間づくりを進

めます。  

 

 

 

 

【��プ��ン�城下町風ファサード�成イメー

ジ 

○空き地利用促進事業  

城下町風ファサード完成イメージ

○空き地利用促進事業 
中心市街地内の空き地等における住宅や事業所等

の建設に対し補助を行い、誘致促進を図っていきま
す。

3 つの目標すべてに係る事業
○掛川駅前東街区市街地再開発事業

居住人口、歩行者数、店舗数のすべての数値目標
に関連し、本計画の核となる事業として、掛川駅前
東街区市街地再開発事業があります。

この事業は、平成 9 年に撤退した大型スーパー跡
地とその周辺の約 0.6ha に商業、公共床、住宅、駐
車場を配した複合施設を組合施行により建設するも
のです。

これにより、歴史文化ゾーンの掛川城と商業ゾー
ンの再開発ビルの二つの核ができ、往来によって人
の流れも増加し中心市街地全体の活性化につながる
と考えられます。

駅前東街区再開発事業完成イメージ

 6　おわりに
掛川市中心市街地活性化協議会はもとより、多く

の市民や団体の方からの意見をいただきながら、こ
の基本計画の策定作業を進めてまいりました。今回
の内閣総理大臣認定を受けたことにより、市内にお
ける中心市街地活性化の機運が高まってきたことを
感じております。

もともと、市民活動の盛んな地域ですので市民の
力を十分活用しながら、商業者、市民、行政が一体
となって中心市街地の活性化に取り組んでまいりま
す。

（おおた　かずや）


