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特 集

　市長室には、徳川将軍家16代当主で静岡藩主を務めた徳
とくがわいえさと

川家達公が揮
きごう

毫

した「彰
しょうおうこうらい

往考来（今日までに歩んだ道を彰
あきら

かにして、明日から歩む未来の道を

考える）」という言葉を収めた額が飾られています。

　この書を頭上に掲げて私は、今日の静岡市を築かれた多くの先人のご苦労

に想いを馳せ、明日の静岡市を創る先頭に立つ責任の重さをひしひしと感じ

る日々を送っています。本年は、明治時代が始まり150年目の節目の年であり、

まさに、歴史を振り返り、未来を展望するにふさわしい1年だと思います。

　一方、21世紀になってもうすぐ20年を迎えます。この間のICT技術の飛躍

的な進歩によって、地球の裏側の出来事が、瞬く間に私たちのもとに届けられ

るようになりました。まさに、地球儀を俯
ふかん

瞰するグローバル時代。静岡市も世界

に存在感を示すオンリーワンの都市づくりが求められています。

～ 第３次静岡市総合計画 × ５大構想 × SDGs ～

みんなの力で創る、「世界に輝く静岡」の都市ビジョン

　これら２つの見地から私は、現在の静岡市をめぐる「タテ」を貫く『歴史』と、

「ヨコ」に広がる『世界』の両方を意識した"大局観"をもって、平成30年度の

市政運営を進めていきます。

　この「広報しずおか特集号２」は、昨年「清水のまちなかが変わる！」と題して

発行した特集号の第２弾です。今号では、葵区、駿河区を主な対象にして、

これから静岡市が取り組む政策・施策をできるだけわかりやすくまとめました。

　ぜひ、皆さんにこの特集号に目を通していただき、静岡市の未来に

ついて考え、たくさんのご意見をお寄せ下さることを願っています。

　1人の100歩より、100人の1歩。活気あふれるワールドクラスの静岡市

を目指して、ともに一歩一歩進んでいきましょう。

JR静岡駅

静岡庁舎

日の出町交差点

(八幡の踏切)

登呂遺跡

 しずおかまちづくりセッション 検索市長が5大構想をわかりやすく説明します。しずおかまちづくりセッションを開催!
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2. では、「世界に輝く静岡」って
　　　　　　　　　どんなまち?

　このまちに暮らす人が「安心感」を持って生活を営む

ことができ、このまちを訪れる人が「満足感」を持って

ひとときを過ごすことができる都市像が、わたしたちの

目指す「世界に輝く静岡」のまちの姿です。

　静岡市が持つ悠久の歴史や豊かな自然などの地域

資源をさらにみがきあげて、世界水準のオンリーワンの都市になれる

といいですね。そのために静岡市では「5大構想」のプロジェクトに

取り組んでいます。

?

♪はじめに…

　この特集号の表紙に「SDGs」という言葉が書か

れているのに気が付きましたか?

実は静岡市では、全国に先駆けて今年度から、

3 次 総 の「5大構想」の中にSDGsを組み込んでいます。

　世界中には、たくさんの国や地域があり、経済や産業の中心、文化

や芸術の都といわれる、平和を享受する豊かなまちがある一方で、今

なお、紛争が起きているまち、貧困に苦しむ地域などもあります。

　SDGsとは、国際連合(国連)が提唱した「地球上の誰ひとりとして

取り残さない」の合言葉のもとに全ての国や地域が持続的に発展し

ていくために決めた世界共通の17の目標のことです。（右図参照）

　先進国も途上国も「この世界を♪ずっとみんなで」良くしようという

目標とターゲットから構成された、

2016年から2030年までのいわば、

「国連版の総合計画」ともいえます。

? 聞いたことない
な

なんか難しそう
ズラ～

<登場人物紹介>

▶あおいくん
葵区
PRキャラクター

▶シズラ
清水区
広報キャラクター

▶トロベー
駿河区
応援隊長

こんにちは。私は、静岡市職員の静岡未
み く

来です。

これから、あおいくん、トロベー、シズラと一緒に私が静岡市のまちづくりについて紹介します!

みなさんも一緒に静岡市のまちづくりについて考えてみましょう。

▶静岡未
み く

来
静岡市職員

前者は、

1 歴史文化の拠点づくり(静岡都心地区)　　　　　　3ページ

2 海洋文化の拠点づくり(清水都心地区)　　　　　　4ページ

3 教育文化の拠点づくり(東静岡・草薙副都心地区)　 4ページ

3.「5大構想」ってなあに?
　「5大構想」は、「世界に輝く静岡」を実現するため、スピード感を

持って優先的に取り組んでいく５つのプロジェクトです。

　　　●世界に存在感を示す３つの都心づくり

　　　●生活の質を高める２つの仕組づくり

の2つに分類されます。

<SDGsのロゴマーク>

「第３次静岡市総合計画」の中でも
特に重要な「5大構想」を中心に
まちづくりを進めていきます。

　目標1:貧困をなくそう

　目標2:飢餓をゼロに

★目標3:すべての人に健康と福祉を

★目標4:質の高い教育をみんなに

　目標5:ジェンダー平等を実現しよう

　目標6:安全な水とトイレを世界中に

　目標7:エネルギーをみんなに

　　　　そしてクリーンに

★目標8:働きがいも経済成長も

　目標9:産業と技術革新の基盤を

　　　　つくろう

　目標10:人や国の不平等をなくそう

　目標11:住み続けられるまちづくりを

　目標12:つくる責任つかう責任

　目標13:気候変動に具体的な対策を

★目標14:海の豊かさを守ろう

　目標15:陸の豊かさも守ろう

★目標16:平和と公正をすべての人に

　目標17:パートナーシップで目標を

　　　　　達成しよう

※SDGs…2015年9月に国連サミットで採択された、

持続可能な開発目標(Sustainable Development 

Goals)の頭文字をとった略称

後者は、

4 「健康長寿のまち」の推進　　　　　　　　　5ページ

5 「まちは劇場」の推進　　　　　　　　　　　5ページ

　「5大構想」については、各ページで詳しく説明します。

未来の静岡
市が

どうなるか

知りたいなー

どんなまちになるのかワクワクするズラ～

みんなで一緒に

考えると

楽しいな～

なあに?

ふ～ん、たくさ
んの

目標があるズラ
～

　第３次静岡市総合計画、略して　　　　　は、

2015年から2022年までの８年間の市政運営の

基本となる計画です。 静岡市のまちづくりの

目標を「世界に輝く静岡」と設定し、現在の課題、

今後取り組んでいく事業など、これから目指す

まちへと向かう羅
らしんばん

針盤のようなものです。

言葉は聞いたこと
があるけど、

よくわからないな
～

?

第 3 次静岡市総合計画 って1.

3 次 総

★印は静岡市が「5大構想」に

組み込んでいるもの

4.ところで「S
エス・ディー・ジーズ

D G s※」ってなあに?

用語の解説
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わぁ～楽し
み～♥

SDGsは、ほぐたちに
は、

関係ないと思うけど
…

5. 3 次 総 にSDGsを組み込むと
　　　　何かいいことがあるの?

　SDGsが目指す国際社会の姿は、静岡市が目指す「市民の安心や

幸せ」を実現する都市の姿と重なります。

　本市がワールドクラスの都市の仲間入りをするためには、より視野

を広げて、より視点を高くすることが必要です。

　そこでSDGsという世界共通のものさしで設定された大きな目標

を 3 次 総 に組み込んで、「世界に輝く静岡」の実現

に向けた推進力として活用することにしました。

　「国連の目標」というと私たちの日常生活には関係の

ないことだと思われてしまいがちですが、決してそんな

ことはありません。ジェンダー平等※を例に一緒に考えて

みましょう!

　2021年に駿府城三ノ丸(旧青葉小学校跡地)に歴史文化施設がオープンする

予定です。徳川家康公や今川氏、東海道などを中心として、本市の歴史を学ぶ

ことができる施設です。また、市民の誇りである静岡の魅力を紹介するとともに、

回遊を促進する市内観光の拠点として整備することで、国内外から多くの集客

を見込んでいます。

　平成28年度から始まった発掘調査では、発掘現場を常時見学者に公開して

います。また、市民や観光客向けの「発掘体験」は、歴史を体感する取組として

好評です。現在までの調査で、駿府城天守台が江戸城をしのぐ、日本一の大き

さであったことがわかり、大きな話題になっています。さらに、中堀に「葵舟」を

周遊させ、脈々と受け継

がれた、悠久の歴史を

間近で体感できるしかけ

づくりをします。

 歴史文化の拠点づくり
その1:

5大構想

歴史文化施設
建設予定地　●

静岡市民
文化会館

ラン&リフレッシュ(R&R)
ステーション

一体的な整備

桜の名所づくり 6ページ

葵舟 6ページ

紅葉山庭園
発掘
現場

駿府城公園周辺の
これからが、
楽しみだな～

　SDGsの目標の一つ 

「目標5 ジェンダー平等を実現しよう」

 静岡市では、働き続けたい女性の就労継続とキャリア形成

を促進するため、企業や女性を応援する「しずおか

女子きらっ☆プロジェクト」に取り組んでいます。

　取組のひとつ、「しずおか女子きらっ☆ブランド」は、

女性のアイデアにより生まれた優れた商品を静岡市が

ブランド認定する事業です。この取組により、企業の認知度が向上し、女性

たちのモチベーションやジェンダー平等の実現に繋がっていきます。

　徳川家康公は、戦国時代を終わらせ、およそ260年に渡る天下泰平の世

を築きました。家康公が晩年暮らした、駿府城公園周辺地区の魅力を高め

る取組を通じて、来街者の増加による地域経済の活性化を図るとともに、

大御所が愛した「平和都市・静岡」を世界に向けてアピールしていきます。

静岡の魅力を紹介する、
歴史文化施設を整備する

駿府城の天守台を発掘し、
中堀に舟を浮かべる

アリーナとホールの複合化を視野に、
市民文化会館を再整備する

　建設から40年が経過し、耐震性と老朽化に課題がある市民文化会館について、

アリーナとホールの複合化を視野に入れ、集客機能を強化し、歴史文化拠点の

交流人口拡大の受け皿として、にぎわいを生み出す施設となるよう検討を進

めます。また、家康公が築いた「平和」を受け継ぐため、現代の平和の象徴とも

いえる「芸術文化」と「スポーツ文化」の創造と充実を目指します。

※ジェンダー(gender)平等…性別によらず誰もが、自己実現の機会を得られるよ

うな社会の実現を目指すものです。静岡市では、ひとりひとりが個性と能力を発揮

し、責任を分かち合う男女共同参画社会づくりを推進しています

用語の解説

平和と公正をすべての人に

「SDGs」上の目標では：

※TGC… 東 京 ガ ー ルズコレクション(TOKYO GIRLS 

COLLECTION)の頭文字をとった略称。2005年より年2回

開催している、史上最大級のファッションフェスタ

●東御門・巽櫓

例えば…

♫それでは… 　いよいよ、SDGsの目標を取り入れて進めている「5大構想」について説明します。

●坤櫓

ふーん、SDGsって

遠い世界のことじゃ
ないんだ。

意外に身近な生活と

結びついているんだ
ね～。

©マイナビ presents
 TOKYO GIRLS COLLECTION 2018 S/S

　静岡市では、若い女性に圧倒的な人気を誇るTGCを来年１月に開催する予定です!  ＴＧＣでは、社会問題に関心が薄いと

いわれている若年層に「SDGｓは未来の自分たちの問題」という意識を高めてもらうため、今回初めて、「SDGs推進 TGC

しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(仮)と題して、SDGsを静岡市から全国に発信していきます。

「東京ガールズコレクション(TGC)※」を開催予定!

　静岡市で
は、

こんな取組
を

進めていま
す
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　清水港周辺に集積する行政、民間企業、教育機関などと連携し、海洋関連

産業の振興を推進することで、交流人口の増加と地域経済の活性化を図り、

地球全体の海を取り巻く環境の保全や、海洋人材の育成にも取り組むこと

で、国内外から人々が訪れる「国際海洋文化都市」の実現を目指します。

　清水区日の出地区に、海洋と地球をテーマ

とする総合ミュージアムを整備するため、建

設用地の確保を進めていきます。研究・教育

活動との連携を重視し、東海大学や海洋研究

開発機構(J
ジ ャ ム ス テ ッ ク

AMSTEC)などと連携して具体

的な展示のコンテンツを検討していきます。

世界レベルの
海洋文化施設を整備するクルーズ客船を誘致し

海辺のにぎわいを生み出す

海洋文化の拠点づくり
その2：

　近年の社会の変化はあまりに早く、生涯にわたって学ぶことのできる環

境整備が必要となっています。JR東静岡・草薙駅周辺地区に、全ての人が

質の高い教育を受けることのできる機会を創出し、地域経済の活性化を

図るとともに、多くの若者が集まり、交流が生まれるまちを目指します。

　昨年5月にオープンした「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」では、世界的にも

若者に人気のローラースポーツを楽しめる「ローラースポーツパーク」と、開放

感たっぷりで様々なイベントに使用できる「芝生

広場」が整備されています。

　特に２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

クの正式種目に決定したスケートボードが楽しめ

る当施設は、全国的にも注目されており、３月には

日本代表候補選手の強化合宿が行われました。

大学と連携して、
若者が活躍する場をつくる

　様々な出会いや仲間たちとの切
せ つ さ た く ま

磋琢磨が若者の一層の成長につながること

から、市内の大学が垣根を越えて連携し、学生自身が企画・運営するイベントを

開催することで、まち全体で若者が活躍できる場をつくります。こうした取組を、

若者のシチズンシップの醸成や市内定住へとつなげていきます。

「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」
を活用する

誰もがいつでも学べる
生涯学習環境を整える

 教育文化の拠点づくり
JR 東静岡駅 JR草薙駅

草薙総合運動場

その3：

若者が活躍
すると

まちが元気
になるね～

5大構想

5大構想

●

海洋文化施設 候補地

にぎわいづくり

新清水庁舎 新桜ケ丘病院

県立美術館・

図書館

　昨年、清水港を訪れたクルーズ客船は、前年の約2.4倍と急増しており、今年

はさらに増加することが予想されます。そこ

で、県とアジア最大のクルーズ船運営会社が

協定を締結し、官民で拠点整備を進めていき

ます。この追い風を逃さないために、清水港の

ウオーターフロントを世界の玄関口として整

備するとともに、積極的にポートセールスを行

っていきます。
JR清水駅に直結した

新「清水庁舎」を建設する

　「まちづくりは人づくり」と言われるように、様々な学びを楽しみ、学びを活か

して行動する市民が増えると、まちは活性化します。市民の皆さんがいつでも、

どこでも学ぶことができ、その成果を活かすことのできる社会づくりを目指すと

ともに、リカレント教育※の充実にも取り組んでいきます。

　本市の人材養成事業の「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」で

は、新たな講座を加えた18講座で、多様な学びを提供していき

ます。また、市民による活動情報を提供するウェブサイト「ここか

らネット」を開設し、市民の皆さんが地域活動に参加できる仕組

みをつくります。学習する機会や活動につながる情報を提供し、

市民が自ら行動できる環境を整え、まちづくりに関わる人づくり

を進めていきます。

　海洋文化の拠点づくりを実現するための取組の一つが、清水都心への生活

機能の集積です。公共交通が利用しやすく、商店街や公共施設などが集積する

江尻地区は、商業・業務の中心地として更なる発展が望まれます。アンケート調

査や、検討委員会の開催、パブリックコメントなどの市民参画を経て作成した基

本構想を基に、2022年度の供用開始を目指し、JR清水駅から直結する「清

水駅東口公園」に新清水庁舎の建設を進めていきます。

※リカレント教育…社会に出たあとも、生涯にわたって、

学校や教育機関などで学習できる教育システムのこと

国際クルーズ拠点（構想）

マリンパーク

静鉄 新清水駅

JR 清水駅

マリナート

フ ェ リ ー
タ ーミナ ル
移 転(構 想)

防潮堤整備

東静岡アート＆スポーツ/
ヒロバ

グランシップ

常葉大学

静岡サレジオ

質の高い教育をみんなに

「SDGs」上の目標では：

海の豊かさを守ろう

「SDGs」上の目標では：

県立大学

▲ここからネット

おしゃれでにぎやかなまちになるズラ～

▲クルーズ客でにぎわう清水港

▲海洋文化施設展示イメージ

▲様々なイベントが開催される
ウオーターフロント

▲東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ

用語の解説

　多くのクルーズ客がまちを回遊し、再び訪れ

たいと思うような、おしゃれで魅力的なまちに

なるよう、官民が連携してウオーターフロント

の整備を進めていきます。海辺の空間、富士山

の眺望などを生かし、清水港周辺に新たなに

ぎわいを生み出すようなまちづくりを進め、経

済を活性化させていきます。
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　地域に根付いた大道芸や演劇・音楽などの文化・クリエイティブ活動を

活かし、おまちに出かければ、いつも何かが起こる、「わくわくドキドキ」す

る、そんなまちづくりを進めることで地域経済の活性化を図るとともに、こ

こに暮らす誇りと喜びを感じることのできるまちに成熟させていきます。

　普段の何気ない街角を舞台としてパフォーマンスが行われる「ストレンジシ

ード」、姉妹都市カンヌの映画祭に合わせて行われる「シズオカ×カンヌウイー

ク」、全国から注目されている「富士山コスプレ世界大会」など、本市には魅力

的なイベントがたくさんあります。これらのイベントをさらにみがきあげ、人を呼

ぶ仕掛けづくりをしていきます。

　市内外から多くの人を呼び込めるポテンシャ

ルを秘めた本市の魅力的なイベントを、首都

圏などで戦略的にPRしていきます。

　多くの人が行き交う首都圏の駅などで、人

目を引くクラウンとともに「大道芸ワールドカ

ップ」のプロモーションを実施したり、SNSで

の拡散をねらい、タイムリーに情報提供する

　文化・クリエイティブ産業の振興のため、クリエー

ターの育成・支援を行い、地域経済の活性化や雇用

の拡大につなげていきます。

　また、大道芸や、音楽、演劇などが日常の風景とな

り、一人ひとりが文化活動に参加し、自らを主役とし

て輝かせることができるよう、様々な活動を応援して

いきます。

　人生100年時代を見据え、あらゆる年齢の人が、いつまでも健康で人生

を楽しむことができ、住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことができる

まちを実現します。

自宅でずっと安心して
暮らせる仕組をつくる

　市民の健康度を見える化し、健康意識を高めるとともに、知[社会参加]、食

[食事]、体[運動]を軸とした取組を進め、一人ひとりが自らの健康を意識し、

自然に健康長寿を実現できるまちを目指します。

<静岡型健康長寿のまちづくりの全体像>

　富士山型で構成される各層の取組を進めることにより、健康長寿社会の

世界モデルとなるまちづくりを進めます。

　本人や家族の希望に応じて、住み慣れた場所、特に自宅で、ずっと安心して暮

らせるまちを実現するため、身近な地域（小学校区程度）で、医療・介護の専門

職や地域、市民が連携する仕組をつくり、「静岡型

地域包括ケアシステム」の構築を目指します。

【山頂】

医療・介護の専門職の

連携による支援

介護予防 住まい

生きがい・社会活動

生活支援・見守り

医 療 介 護

【山腹】

市民の連携による地域

での支え合い体制の整備

【裾野】

市民の自主的な

健康づくりの促進

生涯活躍のまち(CCRC※)を
モデル地区で本格実施する

まちのあちこちで、
人が集まる公共空間をつくる

文化・クリエイティブ活動に
取り組む人々を応援する

本市が誇るイベントを
首都圏にPRする

　地域の誰もが健康でアクティブに生活し、社会

活動へ参加することなどを通じて、生涯活躍できる

環境づくりを推進します。「葵おまち地区」(6ペ

ージ)、「駿河共生地区」(7ページ)の２つのモデ

ル地区において、健康長寿のまちづくりに取り組み

ます。

「健康長寿のまち」の推進

ずっと健康な
ら

みんな笑顔
で暮らせるね

　トロベーと
一緒に

笑顔をつな
いでゆこう～

♪

「まちは劇場」の推進

その４：

その5：

わぁ～

わくわくする
ねー

5大構想

5大構想

「健康長寿世界一の都市」
を実現する

◀まちかどコンサート

※CCRC…Ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ Ｃａｒｅ Ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙの略

で、仕事をリタイアした人が健康で活動的に暮らし、必要な場合は

介護などのケアも継続的に受けられるようなまちづくりのこと

知［社会参加]

健康の見える化

食［食事］

体［運動］

▲高齢者が教える

　小学生向けの工作教室

「SDGs」上の目標では：

すべての人に健康と福祉を

「SDGs」上の目標では：

働きがいも経済成長も
▲富士山コスプレ世界大会

　in 清水駅前銀座商店街
▲大道芸ワールドカップ

▲新宿駅でのプロモーション
など、より多くの人が静岡市を

訪れてくれるよう、情報発信力

の強化に取り組んでいきます。
それでは、次

のページから

葵区と駿河区
がどんな風に

変わっていく
のか、見ていき

ましょう。

用語の解説
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静岡駅

新静岡IC

1

362

安倍川

巴川

藁科川

国一
バイ

パス

国一
バイ

パス新東
名高速道路

新東
名高速道路

東名
高速道

路
東名

高速道
路

　葵区は、ユネスコエコパークに登録された「南アルプス」などの豊かな

自然に恵まれ、その自然と共生しながら持続的に発展してきた地域です。

　市民共有の財産であるこれら「オクシズ」の豊かな自然環境を守り、

将来の世代へ引き継ぐとともに、国民保養温泉地に指定された「梅ケ島

温泉郷」や、昨年６月にオープンした「井川トレイルランニングコース」な

ど、地域の自然や歴史・文化に親しみながら、温泉・食・運動を組み合わ

せたヘルスツーリズムの推進に官民一体で取り組んでいきます。

　さらに、葵区には、本市の代名詞ともいえるお茶や、世界農業遺産に認

定された「有東木のわさび田」、玉川地区のウイスキー蒸溜所「ガイアフ

ロー」など、世界に誇れる地域資源のブランド化を進め、国内外にPRして

いきます。

　

　国道１号静清バイパスは、平成９年に暫定２車線で全線開通しました。交通量

の増大も相まって、一部区間において、激しい交通渋滞が日常化していました。

平成２４年２月に唐瀬インターチェンジから羽鳥インターチェンジの間が４車線

化され、渋滞の緩和が図られました。市内を東西に横断している国道１号静清バ

イパスは、本市の市民生活と経済活動に欠かすことのできない重要な道路とな

っているため、引き続き、全線の４車線化などを国に要望していきます。

　麻機遊水地は、巴川流域の治水対策事業の一環として行われた整備

によってオニバスやミズアオイなどの希少植物がよみがえり、多くの動植

物が集う貴重な湿地となっています。また、遊水地からわずか５分の場所

に開設された新東名高速道路の新静岡ＩＣにより、県内外からのアクセス

が飛躍的に向上するなど、本市の発

展につながる大きな可能性を秘めた

地域です。そこで、現在、治水機能を

確保しつつ、遊水地特有の自然環境

や立地特性を活かした体験・交流・憩

いの場となる「親水公園」の整備を進

めています。

葵区:2022年 私たちのまちがこう変わる!

　駿府城公園では、昨年好評を博したお堀

を周遊する「葵舟」の社会実験を継続して

実施します。

　また、現在、823本ある駿府城公園周辺

の桜の植樹を進め今年度末には870本、

将来的には千本の桜が咲き誇る東海随一

の桜の名所とする予定です。

　さらに、駿府城公園内へ続く市道追手町音羽町線に、水辺のデッキとにぎわ

いの空間を整備します。今後、歴史文化施設の整備が進み、大きく変わる駿府

城公園周辺のにぎわい空間創出に向けて、

地域主体の持続可能な運営体制づくりを検討

していきます。

　今年10月に完成予定の呉服町の再開発ビル

「札の辻クロス」は、低層部に商業施設、中層部

に健康関連施設や多目的ホール、高層部にハイ

グレードな民間有料老人ホームが入る複合施設

です。

　地域交流拠点となる多目的ホールや商店街

でのイベントなどを通じて、移住シニアや地域住

民の交流を促進し、健康でおしゃれな「葵おまち

地区」でのライフスタイルを提案していきます。

　今年５月に中堀沿いの中央体育館の一角にオープンした「駿府城

ラン・アンド・リフレッシュステーション(R&R)」は、ランニングやウオー

キングなど、スポーツやレクリエーションを楽しむ人の拠点として多くの

人の利用が見込まれます。今後もR&Rを活用し、スポーツを切り口に駿

府城公園周辺を活性化していきます。また、本年度は、市民文化会館の再

整備にあたり、新たな施設（アリー

ナ・ホール）の整備方針を検討して

いきます。

「オクシズ※」の豊富な
地域資源を活用する

歴史を魅せる
しかけを創る

駿府城公園周辺の
施設を整備する

静清バイパス４車線化
交通インフラを整備する

健康長寿のライフスタイル
を提案する

自然学習の場
麻機遊水地を整備する

●井川

●梅ケ島

南アルプス

▲南アルプスの雄大な自然

▲工事中の静清バイパス丸子藁科トンネル付近

▲呉服町「札の辻クロス」完成予想図

新静岡セノバ方面から見た水辺デッキイメージ▶

玉川●

●清沢

●大川

大河内●

▲賤機山から遊水地方面を望む

※オクシズ…奥静岡（静岡市の中山間地域）の愛称で、地形・

流域から「奥大井」「安倍奥」「奥藁科」「奥清水」の4つに

分けられる

▲駿府城公園中堀に浮かぶ葵舟

駿府城公園周辺の
ランニングコース▶

用語の解説
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静岡駅

用宗駅

1

362

150

大谷川放水路

用宗港

大谷川放水路

用宗港

藁科川

安倍川

東静岡駅

安倍川駅

東名新IC（予定）

東名静岡IC
国一バ

イパ
ス

国一バ
イパ
ス

と

東名
高速
道路

東名
高速
道路

　今年６月に駿河区役所近くの南部図書館２階に「地域福祉共生

センター」がオープンします。このセンターは、誰もが互いに支え合う

共生の地域づくりを推進する拠点となる施設です。地域福祉の推進や

ボランティア活動への支援に加え、大学とも連携して、地域や健康を

テーマにした講座の開催や、多世代の交流も行われます。また、近くに

子育て施設を集めて子育て拠点を形成するとともに、今後検討を進め

る多世代交流型住宅など、全

ての人たちが共生し、自分ら

しく輝いて生活していくため

の施設を集積していきます。

このエリアを「駿河共生地区」

と位置付けて生涯活躍のまち

静岡（CCRC）事業に取り組

み、「健康長寿のまち」の駿

河地域モデルを市内外に発

信していきます。

　駿河区には、「しずまえ」で水揚げされる水産物や、地域特性を利用し栽培さ

れる農産物などの魅力あふれる地域資源がたくさんあります。栄養豊富で獲
と

れたてを味わえる「用宗の生しらす」、いちご海岸通りに並ぶハウスの中で光る

真っ赤なダイヤモンド「久能の石垣いち

ご」、全国トップクラスの早出しの産地と

して知る人ぞ知る「長田の桃」など、おい

しい恵みがいっぱいです。これらの地域

資源の魅力を様々な手段で市内外にPR

していきます。

　日本平の素晴らしい眺望をより魅力的に発信する「日本平山頂展望施設」を、

県と市が連携して整備しています。文化的・歴史的価値を伝える「シンボル施

設」を県が、八角形の回廊から四方の眺めを臨む「展望回廊」を市が整備して

います。昼間は、南アルプス・富士山・駿河湾・三保半島の大パノラマを、夜は、

静岡市街や清水港の美しい夜景を楽しむことができます。国内外から訪れる人に

日本平の魅力をより感動的に伝える施設として、今年秋に完成する予定です。

　来年秋の供用開始を目指し、「（仮称）東名静岡東スマートインターチェンジ

（IC）」の整備が進められています。このICは、自動料金収受システム（ETC）

専用で、バスや大型トラックも利用可能な「フルインター形式」です。東名北側

の恩田原・片山地区では、「工業・物流施設」を中心とした産業拠点を築くため、

区画整理事業による土地利用の

整序と基盤整備を進めています。

また東名南側の宮川・水上地区で

は「交流機能を有する様々な企業

が進出し、回遊性を創出するまち

づくり」の実現に向けて、開発の準

備を進めています。

日
本
平
か
ら
見
る

清
水
港
は

す
ご
く

き
れ
い
ズ
ラ
～

　今年3月にＪＲ安倍川駅東口駅前広場が完成しました。昨年、

完成した西口駅前広場に続き、タクシーや自家用車の乗降場を

整備したほかしずてつジャストライン用宗線の一部も乗り入れを

開始しました。周辺の道路も整備され、今後、安倍川駅がますま

す便利になっていきます。

　昭和44年に開園した日本平動物園は、平成19年度から6年をかけてリニュー

アルを行い、新設した「猛獣館299」をはじめ、「ふれあい動物園」、「フライン

グメガドーム」など、「驚きと感動、そして夢のある動物園」として、平成25年度

にグランドオープンしました。行動展示を主体に生き生きとした動物の姿を様々

な角度から間近に観察ができ、動物たちとのふ

れあいを通じて「命のぬくもり」や「命の大切さ」

を学ぶことができる施設として人気を集めていま

す。50周年を迎える来年は、これまでを振り返

りながら、一年を通じて様々なイベントを開催し、

新たな日本平動物園の魅力をお届けします。

地域福祉
共生センター

南部図書館

駿河区役所

ショッピング
センター

児童発達支援
センター

待機児童園
おひさま

ひきこもり
支援センター

南部生涯学習
センター

子育て
支援センター

重心障がい生活
介護事業所

駿河区:2022年 私たちのまちがこう変わる!

「しずまえ※」などの
おいしい恵みをPRする 新スマートIC周辺の

まちづくりを推進する

安倍川駅がもっと
便利になる

交流・共生で
「健康長寿のまち」をつくる

日本平動物園
50周年を記念する

日本平が
生まれ変わる

▲代表的なしずまえ鮮魚「用宗の生しらす」

▲安倍川駅東口駅前広場

▲日本平山頂展望施設 完成イメージ

▲猛獣館２９９（にっ・きゅっ・きゅう～）

●日本平

※しずまえ…静岡市の前浜（市の駿河湾沿岸地域）の愛称。用

宗漁港、清水港、由比漁港の3つの港で水揚げされる魚介類を

「しずまえ鮮魚」と呼んでいる ▲新スマートIC周辺のまちづくりイメージ

しず
まえ

用語の解説
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静岡市の
将来像が

よくわかっ
たよ～

夏は暑くて、授業を受けるのが大変です。

学校へのエアコン設置は考えていますか？　教育委員会では、平成28
年度に市立の全小中学校

の温度測定を行い、夏期の

学校の教室内温度が、学習環境と

しては大変厳しい状況にあることを

把握しました。そこで、昨年度、子ど

もたちの心身の健康を守り、快適な

学習環境を確保するために様々な

検討を行い、エアコンの設置が望ま

しいとの考えに至りました。

　しかし、全小中学校129校、

1,800余の全ての教室にエアコン

を整備するためには、多額の設置

費用、維持管理費用が必要となりま

す。そのため、今年度、教室にエアコ

ンを設置するための調査・検討を

行い、子どもたちが快適に過ごせる

教育環境の実現に向け取り組んで

いきます。

（問合せ）

教育施設課☎３５４－2511

Q

A

♬おわりに…
さて、ここまで「3次総」の中でも特に「５大構想」の説明をしてきましたが、
静岡市では「５大構想」以外にも市民の皆さんの生活を支える様々な事業を実施しているんですよ。
ここでは、そのような取組について、皆さんからの代表的なご質問にお答えします。

　本市では、最大クラスの
津波が来ても「５分･500m

で避難できる地域」を目標

に、次の３つを柱とした取組を進めて

います。

（１）避難場所の確保　

　東日本大震災直後に57施設だっ

た津波避難ビルの指定を147施設

に増やし、津波避難タワーなど19基

を整備しています。

（２）避難誘導　　約3,000か所に海抜表示を設置し
たほか、津波の浸水想定区域や避難

場所を示した路面標示、看板などの

設置を進めています。

（３）市民の意識啓発　　津波避難マップ6万7,000部を配
布し、小中学校を中心に津波防災

教育を進め、毎年３月には津波避難

訓練を行っています。また、自治会･

町内会では自主防災組織を結成し、

様々な訓練や研修にも取り組んでい

ただいています。

　地域の防災力向上のため、今後と

もご理解とご協力をお願いします。

（問合せ）

危機管理課☎２２１－１０１２

A

　高齢者の社会参加の取

組として、ボランティア活動

や生涯学習、「しぞ～かで

ん伝体操」などの様々な機会はある

ものの、市内では元気な高齢者が多

く、もっと働きたいという声も最近よく

聞かれます。また、静岡市行財政改革

推進審議会からも、希望する高齢者

が生涯現役で働き活躍できる環境の

整備が必要であるとの意見をいただ

いています。このため、市としても、ハ

ローワークや県、経済界、福祉団体な

どの関係者と一体的に連携して、就

労促進に向けた検討を進めています。

高齢者の活躍や健康づくりへの支援

に加え、企業や地域で働けるような機

会を提供したり、新たに働く場を用意

するなど、できるところからすぐに取

り組むことで、地域や経済の活性化に

もつなげていきます。

（問合せ）

高齢者福祉課☎221－1586

A

海の近くは地震による津波が心配ですが、

対策はどのように進んでいるのですか？Q

<防　災>

静岡型小中一貫教育を進めていくということを

聞きましたが、どのような特色がありますか？

<教　育>

静岡市の待機児童はどのような状況ですか。

また、どのように対策していくのですか？

<子育て>

高齢者になっても生涯現役で働いて活躍した

いのですが、どのような取組をしていますか？

<高齢者支援>

　静岡型小中一貫教育と
は、小学校と中学校の「た

てのつながり」と、学校と地

域の「よこのつながり」を大切にし

た、９年間の一貫した教育のことで

す。目指す子どもの姿を小学校と中

学校が共有し、連続性、系統性のあ

る教育を実施するとともに、地域の

防災訓練に小学生と中学生がとも

に参加するなど、地域と連携した教

育を実施します。その中で、静岡市

ならではの特色ある教育として、世

界的な規模で考えて身近なところか

ら行動できる「グローカル人材」の

育成を目指し、「しずおか学」と「英

語力の向上」に取り組みます。

　「しずおか学」では、静岡市の特色

６分野（お茶、しずまえ、オクシズ、海

洋文化、防災、歴史文化）に重点を

置いた学習を展開します。「英語力

の向上」では、ALT（外国語指導

助手）に加えて、英語が堪能な地域

人材を各小学校に配置します。

　これらの取組を進め、地域に愛着

や誇りをもち、世界で活躍する人材

の育成を目指していきます。

（問合せ）

学校教育課☎３５４－２５２1

A

　全国的に待機児童が問

題となる中、本市でも、保育

所などが利用できない待機

児童が生じていました。そこで、「静

岡市待機児童解消加速化計画」や

「静岡市子ども・子育て支援プラン」

などに基づき、平成25年から5年間

で、約3,800人分の定員拡大を行いま

した。その結果、本市の待機児童は減

少し、今年４月、ついに待機児童ゼロ

を達成しました。しかし、女性の就業

率の向上などを背景に、利用希望者

は今後も増えていくと見込まれます。

　今後も施設整備などにより定員を

増やしていくとともに、利用希望者に

対して丁寧な支援を行うことで、待機

児童ゼロの維持を目指します。

（問合せ）

子ども未来課☎３５４－２６０３

A

<教　育>

みんなで「世界に輝く静岡」

を実現しよう!!

清水のまちづくりも
楽しみズラ～

　いかがでしたか。

　昨年2月に発行した広報しずおか特集号１と、今回の特集号2で清水区・

葵区・駿河区のまちづくりについて説明しました。

　静岡市が目指す、世界水準のまちの将来像が見えてきましたか。

　「世界に輝く静岡」を実現するための「３次総」、その中でも特に重要な

「５大構想」、さらに世界に目を向けるための「SDGｓ」、

どれも、市民の皆さんと一緒に進めていかなければ、　 

成し遂げられないものばかりです。

　長い歴史を経て積み上げられてきたこの静岡市をさらに

よいものとして未来に引き継いでいくために、一緒に、まち

づくりを一歩一歩進めていきましょう。

皆さんのご意見をお待ちしています。
（問合せ）　企画課☎２２１－1020
　　　　　広報課☎２２１－１３５４

Q

Q

Q
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