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静岡市が指定都市となり、葵区という行政区が誕生してからおよそ 10 年が経ち、葵区区民懇話

会も第５期に入りました。10名の委員は、葵区のファーストステージからセカンドステージへの橋

渡しをする重要なこの時期に、それぞれの想いを抱いて参集し、自らの経験や実践活動に基づき、

時には人生観をも含めた熱き議論を積み重ねてきました。その結果、多様な観点から意見が出され

ましたが、それらをまとめると例えば「持続可能な福祉都市（sustainable welfare city）」のイ

メージ i が浮かび上がりました。 

しかし、私たちは網羅的にアイデアを並べるのではなく、よりシンプルでよりインパクトのある

メッセージを発信したいと考えました。そこで出てきたキーワードが、〈ヘソづくり〉です。そも

そも、ヘソは命をつなぐものであり、ここでは伝統を発展的に継承していくものとしてとらえます。

そしてもちろん、ヘソは中心です。中心点を明確に設定することで、そこから葵区全体がエネルギ

ーに満ちていく。またそこは人と人との “つながりの原点”でもある、そんな〈ヘソづくり〉を

通して、世代を超えて文化を超えて誰もが〈わくわく〉できるまちづくりをイメージしました。そ

のための戦略が、〈交流と発信の場〉の創設とその原点となる〈アイデンティティ〉ii の育成です。

議論の中で常に出てきたのが、「私たちは葵区を知らない」ということでした。このことに改めて

気づかされたことで、区民一人ひとりが葵区の特長をもっともっと知り、それを自らの生活の中で

自覚的にとらえいきいきと活かし、さらにどんどんアピールするために、４つの戦術をたてました。 

私たちの提言は、けっして目新しいものではありません。しかし、各委員は様々なアイデアをも

って、既に動き始めています。その際にその想いをよりよいかたちで実現していくための体制こそ

が、早急に求められていると考えます。行政、企業、ＮＰＯ、区民が協働できる枠をこえた仕組み

づくりの構築を目指すことが、今回の提言の核となるでしょう。地域には多くのシーダー（種をま

く人）がいます。かれらが蒔いている種を花開かせていくために、官民問わずにコーディネーター

（調整者）やノード（結び目になる人）などを効果的に配置する仕組みづくりと、そうした人々が

集う場の設定こそが、〈ヘソづくり〉には欠かせないものなのです。もちろん人づくりも重要です。

上記のようなそれぞれの立場でその役割を果たすことができる人材の発掘と、そこから創造力と行

動力をもった文字通りのリーダーの登場をも期待します。 

今回、私たちは一人ひとりが自分にできることを積極的に考え、人と人、人と組織、組織と組織

がつながって、葵区という空間で誰もが〈わくわく〉した日々を過ごすための道筋を示しました。

その実現のために、まずは自分たちがそれぞれのステージで、その歩みを着実に進め、共感してく

れる人々と手を携えていきたいと考えています。 

平成 26年 12月 

葵区区民懇話会会長 鈴木久美子 

              
I 〈持続可能な福祉都市〉のイメージとは、「高齢者等もゆっくり過ごせる街／歩いて楽しめる街（道路や交通政策のあ

り方）／世代間のつながりや交流・コミュニケーション／世代間構成のバランスや継承性（一世代で終わらない持続可能

性）／空間格差や社会的排除のない都市～荒廃した空間の不在／「事前滝（予防的）対応（含人生前半の社会保障）」や

「ストックの分配」／ケアの充実／自然とのつながり～「環境と福祉」の統合／リサイクル、食糧・エネルギーなど環境

面での持続可能性や一定の自立性／経済の地域内循環の活性化」です（出典：広井良典，2009，『コミュニティを問い直す－つ

ながり・都市・日本社会の未来』ちくま新書，196）。本懇話会では、各委員から上記と重なる問題提起が多く出されました。 
ii 〈アイデンティティ〉とは、他者や社会によって承認され、認識される自己の同一性。わかりやすくいえば「自分らし

さ」「主体的価値観」と説明できます。ここでは、葵区民としての「証（あかし）」「誇り」「意味」としてとらえます。 

１ はじめに 
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 少子化の指標のひとつである合計特殊出生率(女性 1 人が一生の間に産む子どもの平均数)は、

県・市レベルでは国の 1.38 を上回っているにもかかわらず、葵区は下回っています（図表１）。一方、

高齢化率（65 才以上の高齢者の人口が総人口に占める割合）は 27.5% と、国の 25.1％（平成 25

年 10月）を上回り、今後も増加傾向が見込まれます（図表２）。 

このように葵区では、国同様、あるいはそれ以上に、出生率の

低下と長寿命化による高齢者の増加がみられ、高齢者人口の構

成比率は年々高くなっています。しかし、高齢者が増えている

にも関わらず、今の葵区には、高齢者がまちなかで活動しやす

い仕掛けが少なく、また、核家族化の進行もあって、世代間交

流も低調です。既に人口減少地域の片りんをみせている葵区は、

このままでは地域の活力が減退していく恐れがあります。そこ

でこれからも葵区が発展していくためには、若者から高齢者ま

で様々な世代を惹きつけ、集まり、交流することで、多様な文

化や価値観を包括した継承性のあるまちづくりが必要です。 

 

 

 

 

 

また、一層グローバル化の影響が及ぶことも必至です。円高の是正や訪日プロモーションの効果、

LCC(*1)等の新規就航等による航空座席供給量の増加など様々な要因により、日本に外国人が多く

訪れる（図表３）ようになっており、葵区でも観光客はもちろんのこと、外国人居住者のまちづくり

への積極的な参加が求められます。今回の区民懇話会においても、グローバル化への対応という問

題に対して、多くの意見が出されました。 

併せて、ヒト・モノ・カネだけでなく『情報』もグローバル化が進んでいます（図表４）。この結

果、多様な情報が私たちの身の回りに溢れることとなり、そのなかで人の目を惹きつけるには、付

加価値の高い情報を生産し、発信していく必要があります。しかし、区制施行後 10 年を経過し、

22.88 

23.8 
24.4 24.6 

25.0 
25.9 

26.9 

23.68 
24.5 

25.1 25.4 25.7 
26.6 

27.5 

20.59 
21.3 

21.8 22.0 
22.4 

23.2 
24.1 

24.0 
25.0 

25.7 
25.9 

26.5 

27.5 

28.6 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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系列1 系列2 系列3 系列4 葵区 

市 合計特殊出生率 

全国 1.38 

静岡県 1.53 

静岡市 1.4 

葵 区      1.37 

駿河区     1.48 

清水区     1.36 

２ 現在の葵区の課題 

(図表２)静岡市の高齢化率の推移 

（出典）静岡市統計調査（H26 年 3 月） 

市全体 駿河区 清水区 

（出典元）厚生労働省（H26 年２月 公表） 

(図表１) 人口動態保健所 

・市町村別統計 
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第５期となった今回の区民懇話会においても、「葵区の魅力や良さに気が付いていない」、「地元の

ことでも意外と知らないことが多い」といった意見が出てきました。葵区民自身が、葵区の魅力に

気付いていないようでは、付加価値の高い情報を発信することはできません。区民自身が、葵区を

よく知ったうえで、情報発信を強化していく必要があります。 

 

*1 LCC（low-cost carrier）：「格安航空会社」の略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（図表３）訪日外国人旅行者数の推移 

（図表４）インターネットの利用者数及び人口普及率の推移 

  

                               （出典元）総務省「平成 24 年通信利用動向調査」 

H9 

1,155 万人 

9.2% 

H24 

9,652 万人 

79.5% 

 

(出典元) 日本政府観光局（JNTO）（平成 26 年 1 月調査） 
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静岡県は、豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、食材も豊富です。そうした恵まれた環境のもと、

健康寿命(*2)日本一と評価されています（図表５）。このような静岡県の中心地区に位置している葵

区は、もちろん静岡の象徴的地域です。しかし、区民性として、

全体的に保守的で、現状にあまり不満を持たない、言い換えれ

ば、よりよいものを求めて自ら行動しきれないところがあるの

ではないでしょうか。私たちの住む葵区が、今よりももっと快

適で、区民一人ひとりが誇りを持って暮らすことのできるまち

であり続けるためにはどうしたらよいのでしょうか。区民懇話

会で議論を重ねた結果、今の状態では、〈わくわく感がない〉

という結論に至りました。このまま少子高齢化が進むと、さら

に活気が無くなり、まちも人も萎縮してしまうかもしれません。

東京でもなく横浜でもない、「葵区らしいまち」を、私たち葵

区民が中心となって創り出すことが、今こそ求められているの

です。 

それでは、〈わくわく感を持った活気のある葵区〉を実現す

るためには、葵区はどのようなまちになればよいのでしょうか。

私たちは、その答えを、葵区のまちの中心に人が集まり交流で

きるようになればよいのではないかと考えました。まちの中心に様々な人々が集まり交流すること

が、新しい刺激を生み、〈わくわく感を持った活気のある葵区〉になると考えます。そこで、まち

の中心を『葵区のヘソ』と位置づけ、葵区の目指す姿、提言のテーマを『葵 わくわく ヘソづくり』

としました。 

 

*2 健康寿命 健康上の問題がない状態で日常生活を送ることができる期間 

  

（図表５）健康寿命都道府県ランキング 

女性 

  【1 位】 静岡県 75.32 歳 

【2 位】 群馬県 75.27 歳 

【3 位】 愛知県 74.93 歳 

【4 位】 沖縄県 74.86 歳 

【4 位】 栃木県 74.86 歳 

男性 

  【1 位】 愛知県 71.74 歳 

【2 位】 静岡県 71.68 歳 

【3 位】 千葉県 71.62 歳 

【4 位】 茨城県 71.32 歳 

【4 位】 山梨県 71.20 歳 

 

３ 提言のテーマ 

 

 

あおいくんとその家族は、第１期「葵区区民懇話会」の提案により、葵区

出身の漫画家しりあがり寿さんにデザインを依頼して誕生した、区の PR

キャラクターです。「あおいくん」の名前は区民からの応募７００件の中

から選ばれました。 

(出典元）厚生労働省（平成 24 年 6 月公表） 
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葵区をわくわく感を持った活気のあるまちにするための最も重要なキーワードは、『葵区のヘソ』

です。こう言うと、まちの中心部のみをとらえ、周辺地域を置いてきぼりにするのかとイメージさ

れてしまうかもしれませんが、けっしてそうではありません。中山間地を含む葵区全体が活性化す

るためにも、『葵区のヘソ』が、エネルギーを発していく必要があると私たちは考えました。『葵区

のヘソ』に来る人を増やし、様々な人々が交流して、それぞれの違いを受け入れながら、新しい文

化を形づくっていくことにより、葵区全体がより大きなエネルギーを発していくのです。まずはま

ちの中心にこそ人々が集まり交流し、それぞれが『葵区のヘソ』を体感し、そこがつながりの原点

になることを大切にしていきたいのです。 

 

では、図式化した≪私たちの考える葵区の目指す姿と、これを実現するための道筋≫をご覧くだ

さい。そのうえで、２つの戦略 ⇒ ４つの戦術を順に示していきましょう。 

 

戦略１  

 

 著名な都市には、必ずその都市の象徴となる場所があります。例えば、米国ニューヨークのタイ

ムズスクウェア、英国ロンドンのピカデリーサーカス等のように、その場所を聞いただけで、都市

の名を思い起こさせるような場所です。こうした場所は、定住人口が減少しているなかで望まれる、

交流人口（観光客）の拡大に大いに役立ちます。しかしながら、葵区中心市街地の中でポイントと

なっている市庁舎、駿府城公園は、たしかに葵区を代表する場所ではありますが、誰もが認識して

いる葵区の象徴となる場所、ランドマークとはなっていないように思われます。ランドマークは、

その都市の顔であり、住民に親しまれるとともに都市のイメージを決定づけます。そこで葵区にお

（テーマ）

  １ ごちゃまぜ化学反応！

  ２ ドドーン！とアピール

  ３ チャリンコでGO！

  ４ ウェルカム！外国人

目指す姿

葵

わ
く
わ
く

ヘ
ソ
づ
く
り

戦術戦略

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
む

交
流
と
発
信
の
場
を
生
み
だ
す

枠を超えた仕組みづくり

４ 葵区の目指す姿を実現するための戦略と戦術 

交流と発信の場を生みだす 
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いても、葵区の象徴となる場所、人々が待ち合わせするような場所を生みだし、そこを交流と発信

の場とします。この交流と発信の場は、葵区をトータルで理解できる場所が少ないことから、葵区

の魅力を多くの人に知ってもらい、葵区に少しでも長く滞在してもらうきっかけを与えるような場

所にしていきます。葵区を訪れた人たちが、必ず行きたくなるような魅力あふれる場所にすること

で、『葵区のヘソ』の拠点として、集客の目玉にするとともに葵区の魅力をアピールするための場

所となるのです。 

 しかし、新しい場所を一から創り出すことは現実的ではありません。実際にこの場所の候補地と

してあがるのは、やはり市庁舎や駿府城公園とならざるを得ません。しかし、今のままでは私たち

のイメージするものとは異なります。そのためのプランとして、例えば、市庁舎の 17 階を民間に

開放するのはどうでしょうか。富士山と駿河湾を望む 

ことのできる 17階の眺望を活かした 360度のパノラマ

展望台を設けるとともに、葵区の歴史・文化・自然等

を知ることが出来る場所とし、あわせて特産物等の土

産物の販売を行います。17 階の運営は、民間に委ねて

そのノウハウを活用した効率的な運営を行うようにし

ます。あるいは、17 階の夜景を利用した婚活イベント

を実施したら、参加した人たちにとって、市庁舎は、

葵区を象徴する場所となるでしょう。何より重要な点

は、この場所で何ができるのかを鮮明に打ち出し、そ

こに行ってみたいと思わせる場所にすることです。 

 

戦略２  

 

 現在、多くの地方都市の中心市街地において、シャッターを下ろした状態が目立つ商店街が増え

てきました。その結果、人と人との交流や賑わいがなくなり、まちとしての魅力が失われてきてい 

ます。かつては、大型ハコモノ公共投資が中心市街地

活性化の起爆剤として導入されていました。しかし、

市の財政が逼迫している状況下、公共投資に頼らない

方法で賑わいのあるまちにしていくことが求められて

います。また、私たち自身、今さらそのような画一的

なハコモノは求めてはいません。幸いにも葵区には、

平日の昼間から賑わう全国的にも有名な商店街があり

ます。この商店街を、さらに人々の集まる場所、『葵区

のヘソ』として公共投資に頼らない方法で、近隣住民

だけでなく広く市外や海外からも多くの人々の集まる

賑わいのあるまちにしていきたいと考えます。葵区の

歴史、風土を無視して、外からアイデンティティを持 

たせることには無理がありますし、下手をすれば、歴史、景観等今ある地域資源を壊しかねません。

テーマパークのように作られたまちよりも、葵区に住む人々の日々の生活が垣間見えるまちの方が、

市庁舎 17 階から望む富士山 

アイデンティティを育む 

 

 

 

平成 26 年 4 月に再建された駿府城坤櫓 
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訪れた人たちにとっても、居心地のよいまちとしてとらえられるでしょう。人々の賑わいのある“活

きたまち”であるということが、この場所が葵区民のアイデンティティを育むことのできる場所に

なる絶対的な条件であると考えます。 

 また、多くの人々が集まるだけでなく、様々な世代、職業、地域・国籍の人たちが交流できるま

ちであることも重要です。都市化の進展により、地域社会に依存しなくても生活できる豊かな社会

になりましたが、地域と関わりを持たずに生きていける人が増えた結果、地域のきずなが弱まり、

そのことが結局は街の活気を失わせる原因の一つにもなっています。実際、米国フロリダにある、

勤労者が退職後の生活を満喫できるように開発された都市では、若者がゼロで世代交流が無くなっ

た結果、街の活気や多様性が損なわれたという問題も生じています。多様性を確保するためにも、

若者だけでなく高齢者も行きたくなるような場所を、『葵区のヘソ』につくりだす必要があります。

高齢者が外に出ることで、同居家族以外の人たちと豊かな関係を築き、幸福感を高めるとともに社

会的孤立を防ぐことができます。ましてや若者から高齢者まで全世代で単身世帯が増えている現状

では、まちこそが、様々な世代と知り合う機会を与え、若い人たちへの知識や知恵の伝承を図るこ

とも可能になる場所を提供することになります。“人と人”とのつながり、“まち”とのつながりを

一人ひとりが感じとれるようになることによって、葵区民としてのアイデンティティが育まれるこ

とが出来ると考えます。 

そして、そこは誰もが容易に行けるような場所であるとともに、誰もが安心して過ごせる場所で

なければなりません。「買い物弱者」なる言葉が広く知れ渡るようになりましたが、自家用車のな

い高齢者にとって、買い物施設へのアクセスの良さが生活利便性の向上に寄与します。中心市街地

へのアクセスや中心市街地内の移動の利便性の向上を図り、誰もが移動しやすく、安心して買い物

を楽しめる、過度に車に頼らないまちにすることで、まちなかを、より賑わいのあるまちにするこ

とができるのではないでしょうか。 

  

以上、葵区の目指す姿を達成するための道筋として、２つの戦略を立てました。そして、これら

２つの戦略により定められた構想に従って行う方法が、以下の４つの戦術です。 

 

戦術１ ごちゃまぜ化学反応！ 

【概要】 

♦ 中高年も主役 

葵区のまちなかには、観光資源や商業施設が集積さ 

れていますが、中高年が行きたくなるような場所があ

まりありません。今後、若年層は消費の主役ではなく

なっていきます。『葵区のヘソ』を中高年にとっても親

しみやすい場所、お洒落して行きたくなるような場所

にする必要があると考えます。現在、まちなかには、

若者向けの場所が多いので、店舗を誘致するにあたり、

どのような店舗があれば『葵区のヘソ』に中高年が行

きたくなるのかニーズを把握し、今後の消費の主役に

なっていくであろう中高年者層向けの商品を扱う店舗 
 

人々で賑わう呉服町商店街 
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を誘致します。また、中高年も楽しめる良質な演劇、映画、音楽の鑑賞会等を開催し集客性を高め

る企画を打ち出していきます。そして、『葵区のヘソ』においては、当然、安全な歩行空間を確保

しなければなりません。安全な歩行空間の確保により、まちの回遊性が増すことになり、訪れる人

たちの消費が増加し、商店街の一層の活性化につながります。中高年向けの場所をサテライトのよ

うに整備することにより、老年、壮年、青年の多年代が集える場所となり、近隣住民だけでなく、

広域からも多くの人を惹きつける『葵区のヘソ』となります。 

♦ 移動手段も検討しよう 

そして、『葵区のヘソ』に行くための移動手段についても検討が必要です。戦術３で提案します

が、葵区の主な移動手段として自転車を位置づけます。補助的手段として公共交通機関の検討も必

要でしょう。中心市街地の滞在時間を調べた複数の統計調査によれば、自動車利用者とバスや電車

等の公共交通機関利用者を比較すると、公共交通機関利用者の方が、滞在時間が長いという結果が

出ています（図表６）。滞在時間が長くなることで、まちの回遊性が増すことになります。葵区の活

性化のためにも、また、高齢化が進む地域社会における日常の交通手段の確保のためにも、公共交

通機関の利用を促進する方策が必要です。また、移動手段に留めないバスの活用方法として、バス

をゆっくりと街並みを眺めて楽しめるものにすることも一考に値します。例えば、オープンデッキ

バスや２階建てバスが走ることにより、ルートに沿った商店街では、店舗の見せ方の意識が変わり、

個性的なまちづくりにも貢献するのではないでしょうか。 

♦ 交流の場をつくろう 

人を集めるだけでなく、垣根を越えた交流を行う場所も必要です。人々が交流できるようなコミ

ュニティの名称を、仮に『お茶カフェ』とします。このお茶カフェは、地域の人たちが集まりくつ

ろぐだけの場所にするのではなく、身近な課題をざっくばらんに議論、発表できる場としていきま

す。このようなコミュニティを、サテライトのようにいくつも設けていきますが、これらが個別に

活動するのではなく、既存の町内会の集まりや NPO等と顔の見える交流を行い、お互いに情報交換

を密にして、連携を強化していきます。また、葵区で生活する外国人は、バラバラな場所に居住し

ていることが多いので、外国人も集まるコミュニティを設けて交流を図るとともに、異文化に興味

を持っている区民との触れ合いの場所もつくっていきます。そして、戦術４でも提案しますが、こ

うしたコミュニティで外国人住民が困っていることや欲しい情報など彼らの生の声を集めて行政

に反映させる仕組みをつくることは、葵区にとっても有効です。また、高齢者向けの場所では、Ｓ

型デイサービスの対象者も含めた高齢者同士の触れ合いの場を提供し、そこに行けば地域の行事、

教室、サークル活動等の情報が得られる情報発信ステーションとして機能します。 

♦ みんなで魅力探し 

葵区には駿府城や浅間神社だけでなく、山田長政や今川氏、瀬名

氏のゆかりの地等、歴史資産に事欠きません。古くからの集落が存

在し、地域で守り続けている伝統もあります。こうした葵区が誇る

歴史・文化を知るための勉強会、講座を通して受講者同士の交流を

図ります。勉強会や講座を通じて、葵区の魅力を探すとともに、同

好の士の交流の場を『葵区のヘソ』の周りに設けることで、葵区全

体を盛り上げていきます。また、いわゆる「固い」内容だけでなく、 

清水の清見潟大学塾のような「遊び心」のある講座を設けて、交流の場の選択肢を増やすことも有

 

山田長政像（浅間神社蔵） 
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効です。 

このように、ありとあらゆる機会と場を設けて、様々な世代、職業、地域・国籍の人たちが交流

することで、“化学反応”が起こり、葵区は、文化を創造し活気のあるまちになっていくと考えま

す。 

 

（図表６）中心市街地の滞在時間の調査結果 

 

（出典元）中心商店街地区回遊性確保調査報告書（H16:富山市） 

 

（出典元）広島大学大学院国際協力研究科 岡村敏之助手（当時）の論文より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.0% 

17.3% 

20.0% 

53.4% 

26.0% 

19.5% 

18.0% 

9.0% 

14.0% 

0.8% 

公共交通… 

自動車 

交通手段別の中心市街地滞在時間（富山市） 

1時間未満 2時間未満 3時間未満 5時間未満 5時間以上 

15.2% 

21.5% 

26.7% 

32.9% 

28.8% 

31.0% 

15.7% 

10.7% 

13.6% 

3.9% 

路面電車 

自動車 

中心市街地における滞在時間の分布（広島市） 

1時間未満 2時間未満 3時間未満 5時間未満 5時間以上 

公共交通機関では 

２時間以上の滞在が 

を占める。 

滞在時間の調査 

自動車の平均：107分 

路面電車の平均：157分 

（参考） 

（図表 7）静岡中心市街地の交通手段構成比   （図表 8）中心市街地の地区別交通手段分担率 

 

（出典元）第４回中部都市圏パーソントリップ調査（平成 26 年３月） 
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【施策の方向性】 

・『葵区のヘソ』に中高年者層向けの商品を扱う店舗の誘致 

・中高年も楽しめるイベントの開催 

・公共交通機関の利用促進（超低床ノンステップバスの拡充等） 

・国籍、年齢を問わない交流の場の設置 

・交流の場に集う様々な人々の意見収集と、その声を行政へ反映できる仕組みづくり 

 ・交流の場へのイベント情報等の発信（情報発信ステーション） 

 ・「固い」内容の講座だけでなく「遊び心」ある講座も多く設置 

 

 

 

 

 

 

【期待される効果】 

中高年層も行きたくなる場所が増えることにより、その活動も活発となり、仲間が増え、生活意

欲がわくことで健康増進が図られます。安全な歩行空間の確保とまちなかへの容易な移動手段の存

在により、まちの回遊性が増し、今まで出会うことのなかった人や店やまちの魅力に気付く機会が

増え、新たなコミュニティが生まれるかもしれません。そして、こうしたコミュニティが集まり交

流することで、地域の多様性ある発展と活性化を図ることができると考えます。コミュニティのメ

ンバー間の日常的な活動によって、様々な結びつきが形成され、相互理解と自発的な協力関係が生

まれやすくなります。このような社会・地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念を、ソ

ーシャルキャピタルといい、ソーシャルキャピタルが蓄積された社会では、相互の信頼や協力が得

られるため、他人への警戒が少なく、治安・経済・教育・健康・幸福感などに良い影響があり、社

会の効率性が高まるとされています。 

 

戦術２ ドドーン！とアピール 

【概要】 

葵区には地域独自の歴史、特産品、現代アートから大道芸等の他のまちには無い地域資源があり

ます。こうした様々な地域資源を活用することが、現状ではまだまだ不十分です。『葵区のヘソ』

の利用者である私たち区民が中心となって、地域の個性を活かした集客のための仕掛けを行うこと

が、葵区を域内外に発信することにつながっていきます。『葵区のヘソ』に興味を持ってもらうと

ともに、実際に訪れた人々が満足する場所にすることで、葵区の地域ブランドの向上を図り、葵区

民のアイデンティティを認識させることができると考えます。 

♦ 様々な視点で葵区再発見 

葵区の魅力をひろげていくには、様々な年齢、職業、国籍の方が、それぞれの視点で情報をアピ

ールする必要があります。例えば、『葵区のヘソ』にキッズレポーターを派遣して、子どもの視点

でレポートしてもらうことや、葵区に住む外国人に意見を聞くのも良いでしょう。今回の懇話会に

おいて、外国人にとって、地震防災センターは、観光と教育の面からも魅力的な施設であるという

（参考） 中高年が元気になる場所 シニアライフ支援センター 「くれば」 

・葵区両替町に平成 26 年 3 月開設。 

・多くの人がお茶を飲みながら気軽に交流できる場所。 

・運営は「静岡団塊創業塾」。現役世代から 80 代まで会員は約 80 人。 

・会員がボランティア講師となり、気功等様々な講座を開いている。 
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話がでました。しかし、この施設を観光資源として活用できるということに気付いていない人が多

いのではないでしょうか。このように、様々な視点で今ある資源を見直し、埋もれている魅力ある

場所を発掘していく必要があります。 

♦ ICT も使っちゃおう 

葵区の魅力をアピールする方法として ICT(*3)の活用があげられます。ICT を利用して簡単に区

役所へ自分が見つけた魅力スポットについて、情報提供できるような仕組みをつくり、魅力スポッ 

トを紹介していくことも可能です。その他に 

も、ICTを利用したアピールとして、例えば、

町内会のお祭りなどのイベント情報の紹介も

考えられます。区役所は、イベント情報を区の

ホームページに掲載するとともに、２次利用可

能な形で自由に利活用できるデータとして公

開します。イベント情報を公開することで、民

間に「葵区イベント情報アプリ」等の作成を促

し、将来的にはスマートデバイス(*4)上でも、

地域情報をお知らせできるようにします。今後

は、更なるスマートデバイスの普及が見込まれ 

ており、既存の情報発信手段より、効率的かつ効果的に、葵区をアピールできるようになるでしょ

う。現在、テレビ、新聞等で得られるイベント情報の多くが直前情報、時には終了後の情報であり、

開催予定のイベント情報を、誰もが容易に得られる手段が少ないため、事前に地域のイベント情報

を配信することができれば、もっと多くの人に来てもらうことができるようになると考えます。 

観光・旅行に関する情報の収集を、まずはインターネットからという流れが定着しています。こ

れまで散在化していた地域観光情報の一元化を図るなど、コンテンツの工夫を行い、インターネッ

ト上での情報発信を強化することが求められます。また、ICTの利用シーンは、今や旅行前だけで

はありません。ここ数年の大きな変化として、SNS(*5)等のソーシャルメディアやスマートデバイ

スを利用して、旅行スタイルの変化が起こっています。旅先での感動を、その場で Facebook等を

使って公開するなど、ICT の利用シーンが、旅行中・旅行後にも広がっています。現地でその地の

情報を調べることが可能となり、また、感動をその場で発信してもらうことで、葵区をアピールで

きるのです。 

もちろん、ICTだけでなく、対面的に葵区の情報を発信し、その魅力をアピールすることも大切

です。例えば、葵区の特産品をアンテナショップで販売するなど、face to faceでその魅力を伝道

していく良さも活かしていきたいです。 

【施策の方向性】 

・葵区の地域資源を活かした集客のための仕掛けの実施 

・埋もれている地域資源の掘り起し 

・ホームページ、フェイスブック、SNS等を利用した葵区のアピール 

・町内会等からのイベント情報を簡単に区役所へ送ることの出来る仕組みつくり 

・イベント情報の区のホームページからの公開 

・地域観光情報の一元化 

 

 

4 月の風物詩 夜桜乱舞（市民カメラマン撮影） 
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・葵区の特産品のアンテナショップ等での販売 

・葵区の風景や人々の営みを映した写真や絵画の展示会での発表 

・在来作物、郷土料理のレシピの作成 

 

【期待される効果】 

 人口は、将来減少していくことが確実視されており、かつてのような人口増加を期待することは

困難となっています。そうしたなか、現実的な対応として、交流人口の拡大への期待が高まってい

ることは、戦略１で記したとおりです。埋もれている地 

域資源に、ICT など他業界の視点やマーケティングの手

法を取り入れることにより、大きな可能性が生まれると

考えます。よく言われることですが、観光には、グルメ

やアート等異分野のものでも何でも組み合わせることが

可能な面があります。私たち区民の想いが込められた『葵

区のヘソ』への集客のための取り組みを、内外にアピー

ルすることが、葵区の交流人口の拡大につながるのでは

ないでしょうか。そして、様々な人たちが集まり、交わ

ることで新たな観光資源が発掘され、そこに更に人が集

まるようになるという好循環を期待します。 

 

＊３ ICT (Information and Communication Technology)：「情報通信技術」の略 

＊４ スマートデバイス：スマートフォンやタブレット端末のような多機能携帯端末の総称 

＊５ SNS (Social Networking Service)： 

インターネットを利用した人と人とのつながりを促進・サポートするサービス 

 

戦術３ チャリンコで GO！ 

【概要】 

♦ チャリンコのまち、葵区 

ここ最近、誰もが利用しやすく、安価で健康増進に役立つ交通手段として、自転車が再評価され

ています。静岡市は、自転車利用の分担率(*6)が 20％を超え、政令指定都市の中でも高い水準を

誇っています（図表 9）。また、坂の少ない平坦な中心市街地を持つ葵区は、自転車を利用しやすい

地理的特性を持っています。このことからも、葵区には自転車を使ったまちづくりの下地があると

考えます。そこで、葵区の主な交通手段として自転車を位置づけ、徒歩は至近距離での移動、公共

交通は利用可能路線のある場合の利用として位置づけます（国土交通省の資料によると都市内の移

動では、500m以上から５km弱では自転車が最も迅速に移動できる手段とされています）。ただしそ

のためには、自転車の交通マナーの向上や自転車専用道路の拡充、駐輪場利用率の向上を図ってい

かなければなりません。また、イベントの開催、自転車回遊コースの整備等で葵区を、自転車都市

として、大々的にアピールしていきます。イベントの開催は、単発でも相応の効果はあると考えま

すが、定期的に開催する方が、リピーターの増加も期待されますし、自転車のまちとしてのアイデ

ンティティを育むことができるなど効果もより大きいと考えます。 

 

毎年 11 月に行われる大道芸ワールドカップ 
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♦ 安全対策も忘れずに 

自転車の問題点としては、事故の際、高齢者の重症化率が高いことがあげられます。しかし、死

亡事故の大半が頭部外傷であるため、ヘルメット着用で重症化を防げるとの報告があります。ヘル

メットの着用と転倒防止に三輪自転車の使用を促す 

ことで、高齢者の交通手段として、自転車を十分活

用できると考えます。 

♦ 人を呼べる、チャリンコのまちに 

自転車を単なる移動手段としてだけでなく、環境、 

観光、健康に良いまちづくりに貢献する乗り物として

とらえ、自然を感じながらまちなかに出かけ楽しみ、

人に出会う生活を広げるための必須アイテムとして

いきます。自転車の分担率が、35％を超えるデンマー

クのコペンハーゲン市等の自転車交通の成功事例を 

参考にするなどして、将来的には、”チャリンコのまち”として、内外から人を呼べるようなまち

になることを期待します。 

【施策の方向性】 

・自転車交通マナー向上講座の実施 

・自転車専用道路の拡充、駐輪場の利用率の向上 

・自転車回遊コースの整備、サイクルイベントの開催 

・電動自転車を使ったオクシズへのサイクリングツアー 

・高齢者の安全対策（高齢者のヘルメット着用、三輪自転車の推奨） 

の推進 

【期待される効果】 

 都市の印象は、車でただ通り過ぎただけでは記憶に残りません。街を 

ゆっくりと回遊してもらうことで、葵区の魅力に気付き、良い印象を持

ってもらうことができると考えます。また、自転車の利用は、観光面だ

けでなく、健康面からも有効です。自転車事故及び事故の際の重症化対

策をしっかりと行うことができれば、健康維持、生活習慣病の防止又は

軽減、生活の足の確保による引き籠りの防止等にも効果があります。こ

のように、多面的にメリットの大きい自転車を葵区の主要な移動手段と

して活用することを提案します。 

 

  

  

（出典元）平成 22 年国勢調査 

（図表 9）通勤・通学時の 

自転車分担率比較 

 
駿府町鷹匠町線の自転車道 

＊6 分担率：人々の総移動件数に占める交通手段の割合 
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戦術４ ウェルカム！外国人 

【概要】 

♦ 標識・サインを統一しよう 

外国人が日本に来て困るのが言葉の壁です。葵区では未だ、標識・サインの多言語表示や様式が

統一されていません。また、今回の懇話会においても、地図を持っていても外国語表記の標識が不

足していて、自分がどこにいるのか分からなかったという声も聞かれました。外国人にもやさしい

まちづくりのためには、案内の整備、ガイドライン（「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・

強化のためのガイドライン」（H26.3 観光庁））に従った案内を整備する必要があります。 

♦ 公衆無線ＬＡＮを整備 

旅行中に外国人観光客が困ったことについての調査によると（図表 10）、外国人観光客の最大の不

満は、公衆無線 LAN環境の不備です。無線 LAN環境は、外国人観光客にとって、訪れる場所を選ぶ

うえでの重要な基準の一つとなっています。しかしながら、葵区内において、外国人観光客がイン

ターネットを利用できる場所は、限られています。政府も平成 28年から訪日客の無線 LANサービ

スを使いやすくするため、現在、施設ごとに ID登録しているものを、全国どこでもひとつの IDで

無線 LANを無料で使えるような取り組みを行う予定です。無線 LANが使えるスポットをひろげてい

くことが、外国人観光客を「おもてなし」できる環境整備として必須となっています。このことか

らも私たち懇話会は、静岡市の公衆無線 LAN事業「シズオカ Wi-Fiパラダイス」を応援します。 

♦ 地図・パンフレットも大事 

外国人観光客には他にも、地図、パンフレット、経路情報に関する不満があります。観光地のパ

ンフレットは、当該地域の地図しか掲載されていないことが多く、その他の場所の案内には不向き

です。そこで広域的な地図が必要となりますが、広域の地図は、入手しづらいのが現状です。観光

案内所に広域の地図を用意していくことも重要です。 

♦ 外国人目線で 

標識の問題等、日本人目線では気づかないことも 

多いものです。外国人が主体となって、外国人の立

場・視点で、外国人にやさしいまちづくりに積極的に

関与してもらうことが求められます。例えば、葵区に

住む外国人や ALT（外国語指導助手）から、意見を出

してもらうことも一つの手です。今回の懇話会でも、

礼拝所や教会、様々な国の輸入食材等が手に入る場所

が分かるような地図があれば様々な国籍の人たちが

訪れるのではないか等、外国人居住者から見た、まち

づくりに対する多くの意見が出されました。 

  

 

外国人観光客に対応したパンフレット 
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（図表 10） 旅行中外国人が困ったこと 

 
(出典元) 観光庁（平成 23 年 11 月調査） 

【施策の方向性】 

・標識・サインの多言語表示、様式の統一 

・観光案内所への多言語表示された広域地図の設置 

・公衆無線 LANの整備 

・外国人居住者からの意見招請 

【期待される効果】 

 円高の是正や、国の観光立国のための政策などにより、日本への外国人観光客が増えています。

人口減少社会の日本においては、もはや消費が伸びにくいとよく言われます。外国人も含めた国内

外の観光客の存在が、地方経済の活性化の切り札となってくるのです。もちろん、外国人観光客に 

対するネットでの情報発信や、標識やサイン等のハー

ド面での整備が求められますが、たとえサインが不十

分でも、言葉が通じなくても、葵区が丁寧できめ細か

い日本のサービスの提供を受けられる外国人にやさし

いまちとの評判があれば、外国人も訪れやすいと考え

ます。観光名所巡りだけでなく、人との触れ合いも旅

の記憶に残るものです。物見遊山的な観光だけではな

く、人との交流も生まれるようになれば、様々な国か

らさらに人が集まり、葵区の活性化につながっていく

のではないでしょうか。私たちの住む葵区は、徳川家

康公の大御所時代、スペイン、オランダ、イギリス国 

王の使節を駿府に招聘し、朱印船貿易により東南アジアとの交易を行い、朝鮮通信使が訪れるなど

多種多様な人々が集まる国際都市でした。このような歴史認識のもと、外国人にやさしい環境を作

っていくことで、外国人も含めた交流人口の拡大につながるとともに、私たちの住む葵区が、400

年も前からの国際都市であるという歴史を今一度繙いていくことは、アイデンティティを育むこと

にもなると考えます。 
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徳川家康公之像（駿府城公園） 
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（参考）（図表 11）旅行者延べ宿泊者数 
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 これまで行政は、拡大し多様化するニーズに対応することに努め、住民側もそれを期待してきま

した。しかしながら、複雑化する現代社会は一層様々なニーズをもたらし、その一方で厳しい財政

事情と相まって、もはや行政だけではそうしたニーズに対応しきれなくなっています。また、少子

高齢化社会、人口減少社会の到来により、社会を支える若者の数は確実に減少傾向にあります。こ

のような社会情勢の中にあっては、家庭や行政だけでは生活の安定と豊かさを維持していくことは

難しくなってきており、住民自身が自発的に地域の課題を解決していくことが求められています。

私たちの住む葵区が、快適で誇りを持って暮らすことのできるまちであり続けるためにも、町内会

等の既存のコミュニティ組織や戦術１で提案した「お茶カフェ」のような新しいコミュニティ組織、

NPO 等、住民と行政が相互に連携し、ともに担い手となって葵区の潜在力を十分に発揮する仕組み

をつくっていくことが重要です。今回、わたしたちが目指した、『葵区のへそ』を中心に様々な人々

が集まり交流することで新しい刺激を生みだす〈わくわく感を持った活気のある葵区〉の姿の実現

には、住民と行政を横断的にコーディネイトする体制を構築することが求められます。行政が様々

なシーンを想定し、目的、戦略、戦術等可能な限り全庁的な理解と共有を図るとともに、自治会、

地元企業、商店や NPO等も含めた多様な主体が連携し、必要ならば、外部からも人材を登用しなが

ら官民が協力して企画・立案・推進していく、 

『枠を超えた仕組みづくり』がベースとなって、

初めてまちづくりの道筋が実現に向けて動き出

すのです。また、住民の合意や共通理解の下で

多くの協力を得ることを目指して、世代や文化

を超えた区民の参加を確保するための手段のさ

らなる工夫も必要です。そのためにはなにより

も、葵区に住む私たち一人ひとりが、葵区の将

来の姿を見据えながら、自発的に自分の個性や

感性や能力を活かせる活動に参加し、人と人と 

の関係性からお互いが内在化する力に働きかけられるような交流を行うなかで、行政に積極的に働

きかけていくことが必要でしょう。このような仕組みづくりができてこそ、実効性のあるまちづく

りを行うべく、創造力と行動力をもったリーダーの登場も早晩期待できるのではないでしょうか。

歴史、文化、景観、人材等の地域資源を的確に把握し、葵区の伝統、文化を継承、発展させていく

主体である私たち区民が、行政とともにそうした地域資源を有効に活用することが、まちに対する

アイデンティティを基盤とした自分自身と子孫にとって住み続けたい魅力的なまちづくりを目指

してくことになるのです。 

本提言書でとりまとめた内容については、できるところからその実現に向けた取組みを、少しず

つでも進めていていただけることを期待します。もちろん、私たち委員も、『葵区のへそ』を中心

に、葵区のみならず静岡市全体の〈わくわく化〉の実現に向け、それぞれの個性や感性や能力を活

かして、一つ一つ着実に駒を進めていきたいと考えています。 

  

５ おわりに 

 
花見行列の様子（市民カメラマン撮影） 
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