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第２期藤枝市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］略 

［２］略 

［３］数値目標の設定 

※図表等（略） 

 １．歩行者通行量 

※図表等（略） 

（１）駅北地区 

※図表等（略） 

   ⅰ）住宅供給による増加見込み 

・住宅供給による新規居住者 

＝供給住宅戸数×Ｈ23の中心市街地における平均世帯人員 

＝130戸×2.42人≒315人 

新規居住者は 1日に最低 1度外出するものと想定する。また、調査地点の 2地点は藤枝駅前一丁目 8

街区第一種市街地再開発事業を中心とした徒歩圏内（250ｍ以内）にあることから、外出に際して最

低一回は通過するものと想定し、歩行者通行量増加分を下記のように想定する。 

よって、 

■新規居住者による歩行者通行量増加分 

＝315（人）×2（地点）×1（回/日） 

＝ 630（人/日） 

※藤枝駅前一丁目８街区市街地再開発事業については、事業の遅れにより計画期間中の効果発現は見込

めなくなったが、駅南地区における大学駅前キャンパス・藤枝市産学官連携推進センター活動交流促

進事業及び藤枝駅南口商業施設整備事業による効果の積み上げが見込めることから、今の目標値を維

持することとする。 

※図表等（略） 

  （２）駅南地区 

※図表等（略） 

 ２．略 

 ３．居住人口 

※図表等（略） 

①施策を講じない場合の居住人口の増減 

※図表等（略） 

②具体策による見込み値 

・再開発事業の住宅供給による居住人口の増加 

（1）藤枝駅前一丁目 8街区第一種市街地再開発事業 

供給住宅戸数×Ｈ23 の中心市街地における平均世帯人員 

＝130（戸）×2.42（人/戸） 

≒ 315人 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］略 

［２］略 

［３］数値目標の設定 

※図表等（略） 

 １．歩行者通行量 

※図表等（略）    

（１）駅北地区 

※図表等（略） 

   ⅰ）住宅供給による増加見込み 

・住宅供給による新規居住者 

＝供給住宅戸数×Ｈ23の中心市街地における平均世帯人員 

＝130戸×2.42人≒315人 

新規居住者は 1日に最低 1度外出するものと想定する。また、調査地点の 2地点は藤枝駅前一丁目 8街区

第一種市街地再開発事業を中心とした徒歩圏内（250ｍ以内）にあることから、外出に際して最低一回は

通過するものと想定し、歩行者通行量増加分を下記のように想定する。 

よって、 

■新規居住者による歩行者通行量増加分 

＝315（人）×2（地点）×1（回/日） 

＝ 630（人/日） 

 

 

 

 

※図表等（略） 

  （２）駅南地区 

※図表等（略） 

 ２．略 

 ３．居住人口 

※図表等（略） 

①施策を講じない場合の居住人口の増減 

※図表等（略） 

②具体策による見込み値 

・再開発事業の住宅供給による居住人口の増加 

（1）藤枝駅前一丁目 8街区第一種市街地再開発事業 

供給住宅戸数×Ｈ23 の中心市街地における平均世帯人員 

＝130（戸）×2.42（人/戸） 

≒ 315人 
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※藤枝駅前一丁目８街区市街地再開発事業については、事業の遅れにより計画期間中の効果発現は見込

めなくなったが、青木三丁目マンション整備事業、駅前二丁目複合賃貸マンション整備事業及び田沼

一丁目３地区マンション整備事業による効果を積み上げることで、今の目標値を維持することとする。 

※図表等（略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

※図表等（略） 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

藤枝駅青木線移動 

円滑化促進事業 

 

[内容] 

バリアフリー化： 

(都)藤枝駅青木線 

L=230ｍ 

[実施時期] 

H28～H30 

藤枝市 藤枝駅前一丁目８街区第一

種市街地再開発事業と一体的

に安心・快適で円滑な移動を確

保する事業。 

歩行者の利便性、回遊性が高

まり、課題となっている駅北地

区の歩行通行量の増加に寄与

する。 

・防災･安全交

付金 

（道路事業） 

H28～H29 

 

（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

藤枝駅南口周辺道路無電

柱化促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅南口周辺道路移動

円滑化促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②に移設 

 

 

    

上青島焼津線交通バリア

フリー化推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

※図表等（略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

※図表等（略） 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

（４）からの移設     

（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

藤枝駅南口周辺道路無電

柱化促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅南口周辺道路移動

円滑化促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅青木線移動 

円滑化促進事業 

 

[内容] 

バリアフリー化： 

(都)藤枝駅青木線 

L=230ｍ 

[実施時期] 

H28～H29 

藤枝市 藤枝駅前一丁目８街区第一

種市街地再開発事業と一体的

に安心・快適で円滑な移動を確

保する事業。 

歩行者の利便性、回遊性が高

まり、課題となっている駅北地

区の歩行通行量の増加に寄与

する。 

 ※ 今 後

社 会 資

本 総 合

整 備 計

画 に 記

載予定 

上青島焼津線交通バリア

フリー化推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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市道２地区１４０号線交

差点改良事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

景観計画策定事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

緑の基本計画策定事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅南口喫煙所整備事

業 

 

[内容] 

喫煙所の設置 

面積：15.2㎡ 

[実施時期] 

H29 

藤枝市  藤枝市路上喫煙の防止に関

する条例の施行に伴い、喫煙マ

ナーとルールを守り、喫煙者も

含め誰もが安心して過ごすこ

とができる快適な空間を玄関

口である駅周辺に確保し、住み

やすいまちづくりを推進する

事業。 

 安心で快適な生活環境の創

出により、歩行者通行量の増加

に貢献する。 

  

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

前島一丁目９地区マンシ

ョン整備事業（サーパス

藤枝駅前ウエストゲー 

ト計画） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

田沼一丁目マンション整

備事業（アルファステイ

ツ藤枝駅南計画） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

市道２地区１４０号線交

差点改良事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

景観計画策定事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

緑の基本計画策定事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

新規追加     

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

前島一丁目９地区マンシ

ョン整備事業（サーパス

藤枝駅前ウエストゲー 

ト計画） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

田沼一丁目マンション整

備事業（アルファステイ

ツ藤枝駅南計画） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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青木三丁目マンション整

備事業（サーパス藤枝青

木中央公園計画） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

駅前二丁目複合賃貸マン

ション整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

田沼一丁目３地区マンシ

ョン整備事業 

 

[内容] 

地区面積：1331.88㎡ 

施設規模：地上 10階建 

住宅(49戸) 

 [実施時期] 

H27～H29 

ヨシコン株

式会社 

コンパクトな街なか居住空

間形のため、利便性の高い立地

特性を生かし住宅供給を行う

事業。 

街なか居住が促進され、居住

人口の増加とともに、歩行者通

行量の増加に大きく寄与する。 

  

子育てファミリー移住促

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

コミュニティサロンお日

まち処事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

安全・安心サポートネッ

トワーク事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

安全・安心まちづくり支

援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ふじえだ環境マイレージ

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

住宅用太陽光発電システ

ム設置費補助事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新エネルギー機器等設置

費補助事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

環境日本一を目指す省エ

ネチャレンジ推進事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

青木三丁目マンション整

備事業（サーパス藤枝青

木中央公園計画） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

駅前二丁目複合賃貸マン

ション整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加     

子育てファミリー移住促

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

コミュニティサロンお日

まち処事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

安全・安心サポートネッ

トワーク事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

安全・安心まちづくり支

援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ふじえだ環境マイレージ

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

住宅用太陽光発電システ

ム設置費補助事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新エネルギー機器等設置

費補助事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

環境日本一を目指す省エ

ネチャレンジ推進事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

藤枝駅南口開発Ｂ街区複

合施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

中心市街地タウンプロモ

ーション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

シティドレッシング事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

冬のおもてなしイルミネ

ーション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設     

藤枝観光情報発信事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

スポーツ＆健康フェスタ

in ふじえだ開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

商店街活動及び個店強化

事業 

（制度） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

大規模小売店舗立 

地法の特例措置 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

藤枝駅南口開発Ｂ街区複

合施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

中心市街地タウンプロモ

ーション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

シティドレッシング事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

冬のおもてなしイルミネ

ーション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝市産業活性化推進事

業 

 

[内容] 

①ふじえだ産業祭“産業

ゆめ・未来スタジアム in

ふじえだ”：地場産品の

展示即売等による地域産

業を紹介するイベントの

開催 

[実施時期]H14～（隔年開

催） 

②フードスマイルフェス

ティバル inふじえだ：生

産者や市民、企業、大学

等と連携した市の食資源

を紹介するイベントの開

催 

[実施時期] 

H23～（隔年開催） 

ふじえだ産

業祭実行委

員会 

 

藤枝市 

地場産品等の産業資源や食

資源をテーマに産業振興と街

なかの賑わいづくりを一体的

に推進し、併せて地域連携やま

ちむら交流等を促進する事業。 

集客力の高いイベントであり、

観光・交流も促進され、歩行者

通行量の増加に大きく寄与す

る。 

・中心市街地活

性化ソフト事

業 

H22～ 

 

 

藤枝観光情報発信事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

スポーツ＆健康フェスタ

inふじえだ開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

商店街活動及び個店強化

事業 

（制度） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

大規模小売店舗立 

地法の特例措置 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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藤枝市産業活性化推進事

業 

 

[内容] 

①ふじえだ産業祭“産業

ゆめ・未来スタジアム in

ふじえだ”：地場産品の

展示即売等による地域産

業を紹介するイベントの

開催 

[実施時期] 

H14～（隔年開催） 

②フードスマイルフェス

ティバル inふじえだ：生

産者や市民、企業、大学

等と連携した市の食資源

を紹介するイベントの開

催 

[実施時期] 

H23～（隔年開催） 

ふじえだ産

業祭実行委

員会 

 

藤枝市 

地場産品等の産業資源や食

資源をテーマに産業振興と街

なかの賑わいづくりを一体的

に推進し、併せて地域連携やま

ちむら交流等を促進する事業。 

集客力の高いイベントであ

り、観光・交流も促進され、歩

行者通行量の増加に大きく寄

与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29 

 

エコノミックガーデニン

グ推進事業 

 

[内容] 

産学官金で構成する協議

会との連携やエコノミッ

クガーデニング支援セン

ター「エフドア」でビジ

ネスに関する相談や情報

提供、セミナー等を実施 

[実施時期]H24～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤枝市 藤枝市産学官連携推進セン

ター内に市内の中小企業が活

躍できる環境を整え、地域経済

の担い手として成長させるエ

コノミックガーデニングの支

援拠点「エフドア」を中心とし

て産学換金が連携しながら産

業振興を図る事業。 

来街者、来館者の増加により

公共施設の利用者数、歩行者通

行量の増加に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H30 

・エコノ

ミック 

ガ ー デ

ニング 

推 進 事

業【県 

補助金】 

H24 ～

H26 

・地方創

生 先 行

型 交 付

金 H27 

・地方創

生 加 速

化 交 付

金 

H28 

（２）①からの移設     

（４）からの移設     
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大学を核に、情報ビジネ

スで人の流れをつくる藤

枝“活動・交流都心”創

造計画（大学駅前キャン

パス・藤枝市産学官連携

推進センター活動交流促

進事業） 

 

[内容] 

大学駅前キャンパスと一

体的に整備する藤枝市産

学官連携推進センターを

拠点にした、情報ビジネ

スの創出、人材育成、雇

用マッチング等の実施 

[実施時期] 

H29～ 

藤枝市 

 

藤枝市産学

官連携推進

協議会 

静岡産業大学の駅前キャン

パスの新設と一体的に、地域産

業の成長と新たなビジネス創

出、就職の支援等を行う産学官

連携の情報・経営ビジネスの拠

点を形成する事業。 

街なかにおける恒常的な賑

わいと新産業などの創出によ

り、歩行者通行量及び居住人口

の増加に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

地 域 再

生 計 画

事業（平

成 29 年

4 月 認

定） 

産学官連携情報ビジネ
ス創造事業 
 

[内容] 

企業と学生の情報ビジネ

ス研究・実証実験の実施、

インターン、雇用・就職

のワンストップ窓口の開

設 

[実施時期] 

H29～H31 

藤枝市産学

官連携推進

協議会 

地元企業と学生のビジネス

交流会の開催や登録システム

の構築による就職相談・マッチ

ング、産学官による情報ビジネ

スの構築と実証実験を行う事

業。 

街なかでの活動交流機会の

創出により昼間人口の流出を

抑制し、歩行者通行量の増加に

寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

ビジネス・アクティブラ

ーニング事業 

 

[内容] 

学生や起業希望者などの

情報ビジネス体験学習等

の実施 

[実施時期] 

H29～H31 

藤枝市産学

官連携推進

協議会 

学生や起業希望者などの市

民を対象にした情報ビジネス

の体験学習の実施。 

街なかでの教育機会の創出

や公開アクティブラーニング

の開催により歩行者通行量の

増加に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

ビジネス・まちづくりセ

ミナー開催事業 

 

[内容] 

学生や市民向けのビジネ

ス啓発セミナーの開催 

[実施時期] 

H29～H31 

 

 

 

 

藤枝市産学

官連携推進

協議会 

学生や市民向けの公開ビジ

ネス啓発セミナーの開催。 

街なかでの教育機会の創出

により歩行者通行量の増加に

寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

新規追加     

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新規追加     

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



8 

食メディア研究展開事業 

 

[内容] 

産学官連携推進センター

食メディアラボによる、

地産地消・食育の共同研

究の実施、公開講座の開

催、ICT を活用した食情

報の発信 

[実施時期] 

H29～H31 

藤枝市 

 

藤枝市産学

官連携推進

協議会 

 

株 式 会 社

ABC 

Cooking 

Studio 

藤枝市創業の株式会社 ABC 

Cooking Studio とともに地産

地消や食育の研究、食をテーマ

にした市民講座の開催、ＩＣＴ

を活用した食による健康増進

等の研究を行う事業。 

街なかにおける賑わい創出

と滞在時間の向上により、歩行

者通行量の増加に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

まちづくりデザイン研究

展開事業 

 

[内容] 

産学官による街なか魅力

創造事業の開催、アーバ

ンデザイン等の調査・研

究・実施 

[実施時期] 

H29～H31 

藤枝市産学

官連携推進

協議会 

 

株式会社ま

ちづくり藤

枝 

産学官連携により街なかの

賑わい創出イベントを開催す

るとともに、景観創出や新たな

まちづくりの調査研究・展開に

より、街なかの魅力を向上させ

る取り組みを実施する事業。 

求心力の高い街なか環境形

成により、歩行者通行量の増加

に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

地元企業のＩＣＴ導入促

進事業 

 

[内容] 

地元企業に向けた ICT 活

用説明会の開催、ICT 導

入診断等により、産業の

ICT 化を促進 

[実施時期] 

H29～ 

藤枝 ICT コ

ンソーシア

ム 

静岡産業大学駅前キャンパ

ス内の藤枝ＩＣＴコンソーシ

アム事務局及び同キャンパス

を中心に産業界に向けた説明

会や導入コーディネートを実

施する事業。市内産業のＩＣＴ

化を促進すると同時に駅周辺

の歩行者通行量の増加に寄与

する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H32 

 

ICT 活用エキスパート養

成事業 

 

[内容] 

高校生～社会人を対象に

実践的な ICT 教育の講座

を開設し即戦力で活躍で

きる人材を育成 

[実施時期] 

H29～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤枝 ICT コ

ンソーシア

ム 

高校生以上を対象としたＩ

ＣＴの実践的な講座を静岡産

業大学駅前キャンパス内の藤

枝ＩＣＴコンソーシアム事務

局及び同キャンパスを中心に

実施することで、市内産業にお

けるニーズに即した人材を育

成する事業。街なかでの教育機

会の創出により歩行者通行量

の増加に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

新規追加     

新規追加     

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新規追加 
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藤枝クラウドソーシング

運営事業 

 

[内容] 

独自のクラウドソーシン

グシステムの構築・運営

と、仕事の担い手となる

ワーカーの育成を実施 

[実施時期] 

H29～ 

藤枝 ICT コ

ンソーシア

ム 

新たな働き方として藤枝型

クラウドソーシングを構築し、

その活動拠点としてクラウド

ワーカー育成のための教室と、

ワークスペースとなる空間を

静岡産業大学駅前キャンパス

内の藤枝ＩＣＴコンソーシア

ムの事務局及び同キャンパス

に設置する事業。ワーカーの定

期来訪を創出し、駅周辺の歩行

者通行量の増加に寄与する。 

・地方創生推進

交付金 

H29～H32 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

田沼一丁目ホテル再整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

MI PLAZA 藤枝整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅南アーバンクリエ

イティブ施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅前商店街商業環境

改善事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅南口商業施設整備

事業 

 

[内容] 

地区面積：825.60㎡ 

施設規模：地上 2階建 

主要用途：商業施設 

[実施時期] 

H29 

ＪＲ東海静

岡開発株式

会社 

ＪＲ藤枝駅に隣接する立地

特性を生かし、複数の飲食店が

テナント入居する地上２階建

て商業施設を整備する事業。 

駅南地区の賑わいと回遊性

がさらに高まり、駅周辺の歩行

者通行量の増加に寄与する。 

  

起業チャレンジャー支援

拠点化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅周辺地域コミュニ

ティ機能再生事業 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

空き店舗 de チャレンジ

支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

商店街ランドオーナー会

議開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加     

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

田沼一丁目ホテル再整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

MI PLAZA 藤枝整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅南アーバンクリエ

イティブ施設整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅前商店街商業環境

改善事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

起業チャレンジャー支援

拠点化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝駅周辺地域コミュニ

ティ機能再生事業 
（略） 

（略） （略） （略） （略） 

空き店舗 de チャレンジ

支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

商店街ランドオーナー会

議開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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藤枝型買い物支援サービ

ス応援事業（制度） 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

藤枝駅周辺商店街個店魅

力アップ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

駅北フェスタ開催事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

サッカーで駅前商店街を

盛り上げよう！事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

喜多町タマちゃん招き猫

まつり開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

街なかコンシェルジュ事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

街なか環境・回遊ネット

ワーク構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ふじえだ健康マイレージ

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ふじえだ交通安全マイレ

ージ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ふじえだ教育マイレージ

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

中心市街地～蓮華寺池公

園～東海道藤枝宿・岡部

宿をつなぐ藤枝のおもて

なしと街道文化ロマン創

造事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

おもてなし強化支援事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

食育フェア開催事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

藤枝型買い物支援サービ

ス応援事業（制度） 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

藤枝駅周辺商店街個店魅

力アップ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

駅北フェスタ開催事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

サッカーで駅前商店街を

盛り上げよう！事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

喜多町タマちゃん招き猫

まつり開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

街なかコンシェルジュ事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

街なか環境・回遊ネット

ワーク構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

藤枝市立駅南図書館エコ

ノミックガーデニング拠

点化事業 

 

[内容] 

エキチカ経営相談、専用

書架、検索システム設置、

ビジネス支援講座の開催 

[実施時期] 

H24～ 

藤枝市 

 

藤枝商工会

議所 

ＪＲ藤枝駅前に立地する図

書館を活用し、市内の中小企業

が活躍できる環境を整え、地域

経済の担い手として成長させ

る「エコノミックガーデニン

グ」のビジネス支援拠点とし

て、産業振興を図る事業。 

来街者、来館者の増加により

公共施設の利用者数、歩行者通

行量の増加に寄与する。 

・エコノミック 

ガーデニン

グ推進事業【県

補助金】 

H24～H26 

 

ふじえだ健康マイレージ

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ふじえだ交通安全マイレ

ージ事業 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） （略） 

ふじえだ教育マイレージ

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

中心市街地～蓮華寺池公

園～東海道藤枝宿・岡部

宿をつなぐ藤枝のおもて

なしと街道文化ロマン創

造事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

おもてなし強化支援事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

食育フェア開催事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 
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スイーツのまち藤枝推進

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

志太バル開催事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

酒どころ藤枝発信事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

外国人旅行者誘客事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

あ！基地プロジェクト事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ファンタジック・スケー

トリンク開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

街なかシェアサイクル構

築事業 

 

[内容] 

駅周辺及び市内主要拠点

におけるＩｏＴを活用し

た次世代レンタルサイク

ルシステム整備 

[実施時期] 

H29～ 

株式会社ま

ちづくり藤

枝 

 

藤枝市 

既存のレンタルサイクル事

業の再構築により、「どこでも

貸出・返却ができる」ＩｏＴを

活用した次世代レンタルサイ

クルシステムを試験導入し、駅

周辺エリア内の回遊の促進及

び駅周辺と市内の主要観光施

設等との連携促進を図る事業。 

快適で円滑な移動手段によ

り、低炭素なまちづくりや健康

増進に貢献するとともに、歩行

者通行量の増加に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方創生推進

交付金 

H29～H31 

 

（４）略 

スイーツのまち藤枝推進

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

志太バル開催事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

酒どころ藤枝発信事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

外国人旅行者誘客事業 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

あ！基地プロジェクト事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

ファンタジック・スケー

トリンク開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

新規追加   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）略 
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◇４から８までに掲げる主な事業及び措置の実施箇所 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

1 藤枝駅前一丁目８街区第一種市街地再開発事業 (2)① P78,88 

2 藤枝駅前一丁目６街区第一種市街地再開発事業 (2)① P78,88 

3 青木中央公園整備事業 (2)① P79 

4 中心市街地総合マネジメント事業 (2)① P79 

5 藤枝駅南口周辺道路無電柱化促進事業 (4) P80 

6 藤枝駅南口周辺道路移動円滑化促進事業 (4) P80 

7 藤枝駅青木線移動円滑化促進事業 (2)② P79 

8 市道２地区１４０号線交差点改良事業 (4) P81 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事業 

9 藤枝駅前一丁目８街区医療モール整備事業 (4) P84 

10 静岡地方法務局庁舎整備事業 (4) P84 

11 東海ガス藤枝本部新築事業 (4) P85 

12 美容学校新設事業（フリーエース美容学校） (4) P85 

13 文化センターコミュニティ拠点化推進事業 (4) P86 

14 ふじえだあかちゃん駅設置事業 (4) P86 

15 藤枝おやこ館子育て応援事業 (4) P86 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該

事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

16 
前島一丁目９地区マンション整備事業 

（サーパス藤枝駅前ウエストゲート計画） 
(4) P89 

17 田沼一丁目マンション整備事業（アルファステイツ藤枝駅南計画） (4) P89 

18 安全・安心サポートネットワーク事業 (4) P91 

19 安全・安心まちづくり支援事業 (4) P92 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関

する事項 

20 
大規模小売店舗立地法の特例措置（第一種大規模小売店舗立地法特例区域） 

（第二種大規模小売店舗立地法特例区域） 
(1) (3) P95,98 

21 藤枝駅南口開発Ｂ街区複合施設整備事業 (1) (2)① P95,96 

22 中心市街地タウンプロモーション事業 (2)① P96 

23 藤枝市産業活性化推進事業 (3) P99 

24 スポーツ＆健康フェスタ inふじえだ開催事業 (2)① P97 

25 藤枝駅南アーバンクリエイティブ施設整備事業 (4) P103 

26 藤枝駅前商店街商業環境改善事業 (4) P103 

27 駅北フェスタ開催事業 (4) P105 

28 喜多町タマちゃん招き猫まつり開催事業 (4) P106 

29 街なかコンシェルジュ事業 (4) P106 

30 街なか環境・回遊ネットワーク構築事業 (4) P106 

31 エコノミックガーデニング推進事業 (3) P99 

32 食育フェア開催事業 (4) P108 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

33 自主運行バス運行事業 (4) P112 

34 生活交通バス路線維持事業 (4) P112 

◇４から８までに掲げる主な事業及び措置の実施箇所 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市

街地の整備改善のための事業に関する事項 

1 藤枝駅前一丁目８街区第一種市街地再開発事業 (2)① P78,88 

2 藤枝駅前一丁目６街区第一種市街地再開発事業 (2)① P78,88 

3 青木中央公園整備事業 (2)① P79 

4 中心市街地総合マネジメント事業 (2)① P79 

5 藤枝駅南口周辺道路無電柱化促進事業 (4) P80 

6 藤枝駅南口周辺道路移動円滑化促進事業 (4) P80 

7 藤枝駅青木線移動円滑化促進事業 (4) P80 

8 市道２地区１４０号線交差点改良事業 (4) P81 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事業 

9 藤枝駅前一丁目８街区医療モール整備事業 (4) P84 

10 静岡地方法務局庁舎整備事業 (4) P84 

11 東海ガス藤枝本部新築事業 (4) P85 

12 美容学校新設事業（フリーエース美容学校） (4) P85 

13 文化センターコミュニティ拠点化推進事業 (4) P86 

14 ふじえだあかちゃん駅設置事業 (4) P86 

15 藤枝おやこ館子育て応援事業 (4) P86 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業

と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

16 
前島一丁目９地区マンション整備事業 

（サーパス藤枝駅前ウエストゲート計画） 
(4) P89 

17 田沼一丁目マンション整備事業（アルファステイツ藤枝駅南計画） (4) P89 

18 安全・安心サポートネットワーク事業 (4) P91 

19 安全・安心まちづくり支援事業 (4) P91 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する

事項 

20 
大規模小売店舗立地法の特例措置（第一種大規模小売店舗立地法特例区域） 

（第二種大規模小売店舗立地法特例区域） 
(1) (3) P94,98 

21 藤枝駅南口開発Ｂ街区複合施設整備事業 (1) (2)① P94,95 

22 中心市街地タウンプロモーション事業 (2)① P95 

23 藤枝市産業活性化推進事業 (2)① P96 

24 スポーツ＆健康フェスタ inふじえだ開催事業 (2)① P97 

25 藤枝駅南アーバンクリエイティブ施設整備事業 (4) P99 

26 藤枝駅前商店街商業環境改善事業 (4) P99 

27 駅北フェスタ開催事業 (4) P101 

28 喜多町タマちゃん招き猫まつり開催事業 (4) P101 

29 街なかコンシェルジュ事業 (4) P102 

30 街なか環境・回遊ネットワーク構築事業 (4) P102 

31 藤枝市立駅南図書館エコノミックガーデニング拠点化事業 (4) P102 

32 食育フェア開催事業 (4) P103 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

33 自主運行バス運行事業 (4) P106 

34 生活交通バス路線維持事業 (4) P107 
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■４から８までに掲げる主な事業及び措置の実施箇所図（１） 

 略 

■４から８までに掲げる主な事業及び措置の実施箇所図（２） 

 略 

■中心市街地回遊 イメージ 

 略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）藤枝市における推進体制について 

 ①中心市街地活性化推進に係る担当の配置 

※表等（略） 

②庁内における推進体制 

※表等（略） 

中心市街地活性化基本計画策定部会 

※表等（略） 

  調整監会議 

※表等（略） 

  中心市街地活性化推進委員会 

開催日等 内容 

平成 24 年度第 1回 

平成 24年 5月 14日 
第 1期計画の検証と第 2期計画の方針、策定体制、策定スケジュール 

平成 24 年度第 2回 

平成 24年 8月 6日 
第 2期計画の概要、計画策定の進捗状況報告 等 

平成 24 年度第 3回 

平成 24年 9月 26日 
第 2期計画（素案）の決定 

平成 24 年度第 4回 

平成 24年 11月 9日 
第 2期計画（案）のパブリックコメント実施結果検討 等 

平成 25 年度第 1回 

平成 25年 7月 4日 

第 1期計画最終フォローアップ、第 2期計画主要事業の実施状況報告 

等 

平成 25 年度第 2回 

平成 26年 1月 28日 

第 2期計画の変更認定申請、大規模小売店舗立地法に伴う第一種特例

区域の指定要請、第 2期計画の進捗状況 等 

平成 26 年度第 1回 

平成 26年 4月 30日 

第 2期計画フォローアップ、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の

指定要請 等 

平成 26 年度第 2回 

平成 26年 10月 6日 
第 2期計画の第二回変更認定申請 等 

平成 27 年度第 1回 

平成 27年 4月 20日 
第 2期計画フォローアップ 等 

平成 27 年度第 2回 

平成 27年 5月 19日 
第 2期計画の第三回変更認定申請 等 

平成 27 年度第 3回 

平成 27年 10月 2日 
第 2期計画の第四回変更認定申請 等 

平成 27 年度第 4回 

平成 28年 2月 1日 第 2期計画の第五回変更認定申請 等 

■４から８までに掲げる主な事業及び措置の実施箇所図（１） 

 略 

■４から８までに掲げる主な事業及び措置の実施箇所図（２） 

 略 

■中心市街地回遊 イメージ 

 略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）藤枝市における推進体制について 

 ①中心市街地活性化推進に係る担当の配置 

※表等（略） 

②庁内における推進体制 

※表等（略） 

中心市街地活性化基本計画策定部会 

※表等（略） 

  調整監会議 

※表等（略） 

  中心市街地活性化推進委員会 

開催日等 内容 

平成 24年度第 1回 

平成 24年 5月 14日 
第 1期計画の検証と第 2期計画の方針、策定体制、策定スケジュール 

平成 24年度第 2回 

平成 24年 8月 6日 
第 2期計画の概要、計画策定の進捗状況報告 等 

平成 24年度第 3回 

平成 24年 9月 26日 
第 2期計画（素案）の決定 

平成 24年度第 4回 

平成 24年 11月 9日 
第 2期計画（案）のパブリックコメント実施結果検討 等 

平成 25年度第 1回 

平成 25年 7月 4日 

第 1期計画最終フォローアップ、第 2期計画主要事業の実施状況報告 

等 

平成 25年度第 2回 

平成 26年 1月 28日 

第 2期計画の変更認定申請、大規模小売店舗立地法に伴う第一種特例

区域の指定要請、第 2期計画の進捗状況 等 

平成 26年度第 1回 

平成 26年 4月 30日 

第 2期計画フォローアップ、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の

指定要請 等 

平成 26年度第 2回 

平成 26年 10月 6日 
第 2期計画の第二回変更認定申請 等 

平成 27年度第 1回 

平成 27年 4月 20日 
第 2期計画フォローアップ 等 

平成 27年度第 2回 

平成 27年 5月 19日 
第 2期計画の第三回変更認定申請 等 

平成 27年度第 3回 

平成 27年 10月 2日 
第 2期計画の第四回変更認定申請 等 

平成 27年度第 4回 

平成 28年 2月 1日 第 2期計画の第五回変更認定申請 等 
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平成 28 年度第 1回 

平成 28年 4月 12日 
第 2期計画フォローアップ 等 

平成 29 年度第 1回 

平成 29年 4月 12日 
第 2期計画フォローアップ、次期計画策定のスケジュール説明 等 

平成 29 年度第 2回 

平成 29年 6月 7日 
次期計画の概要・骨子（案）の協議 等 

平成 29 年度第 3回 

平成 29年 7月 20日 
次期計画掲載事業案の確認 等 

平成 29 年度第 4回 

平成 29年 9月 1日 
第 2期計画の第五回変更認定申請 次期計画素案の確認 等 

   

行政経営会議 

※表等（略） 

第 2期計画掲載事業の事業費調整会議 

※表等（略） 

（２）略 

（３）略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）協議会開催状況 

①平成 24年度第 1回  

開催日：平成 24 年 6月 8日 

  議 題：第 2期中心市街地活性化基本計画の策定について 等 

②平成 24年度第 2回 

  開催日：平成 24 年 9月 19日 

  議 題：第 2期中心市街地活性化基本計画（素案）について 等 

③平成 24年度第 3回 

  開催日：平成 24 年 11 月 21 日 

 議 題：第 2期中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 等 

④意見書提出 平成 24年 12月 4日 

  ※《意見書の内容》（略） 

 ⑤平成 25年度第 1回 

  開催日：平成 25 年 4月 30日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の認定報告及び主要事業について 

      第 1期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 

 ⑥平成 25年度第 2回 

  開催日：平成 26 年 2月 10日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第一回変更認定申請について 

      大規模小売店舗立地法に伴う第一種特例区域の指定要請について 

      第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 等 

 ⑦平成 26年度第 1回 

  開催日：平成 26 年 5月 7日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 

      第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請について 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

行政経営会議 

※表等（略） 

第 2期計画掲載事業の事業費調整会議 

※表等（略） 

（２）略 

（３）略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）協議会開催状況 

①平成 24年度第 1回  

開催日：平成 24年 6月 8日 

  議 題：第 2期中心市街地活性化基本計画の策定について 等 

②平成 24年度第 2回 

  開催日：平成 24年 9月 19日 

  議 題：第 2期中心市街地活性化基本計画（素案）について 等 

③平成 24年度第 3回 

  開催日：平成 24年 11月 21日 

 議 題：第 2期中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 等 

④意見書提出 平成 24年 12月 4日 

  ※《意見書の内容》（略） 

 ⑤平成 25年度第 1回 

  開催日：平成 25年 4月 30日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の認定報告及び主要事業について 

      第 1期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 

 ⑥平成 25年度第 2回 

  開催日：平成 26年 2月 10日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第一回変更認定申請について 

      大規模小売店舗立地法に伴う第一種特例区域の指定要請について 

      第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 等 

 ⑦平成 26年度第 1回 

  開催日：平成 26年 5月 7日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 

      第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請について 等 
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 ⑧平成 26年度第 2回 

  開催日：平成 26 年 10 月 20 日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第二回変更認定申請について 等 

 ⑨平成 27年度第 1回 

  開催日：平成 27 年 5月 7日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 

      第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請について 等 

 ⑩平成 27年度第 2回 

  開催日：平成 27 年 5月 20日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第三回変更認定申請について 等 

 ⑪平成 27年度第 3回 

  開催日：平成 27 年 10 月 9日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第四回変更認定申請について 等 

 ⑫平成 27年度第 4回 

  開催日：平成 28 年 2月 10日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第五回変更認定申請について 等 

 ⑬平成 28年度第 1回 

  開催日：平成 28 年 4月 27日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 等 

 ⑭平成 29年度第 1回 

  開催日：平成 29年 4月 25日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 等 

 ⑮平成 28年度第 2回 

  開催日：平成 29年 7月 13日 

  議 題：次期藤枝市中心市街地活性化基本計画の概要・骨子案の確認 等 

 ⑯平成 28年度第 3回 

  開催日：平成 29年 9月 21日 

  議 題：次期藤枝市中心市街地活性化基本計画素案の確認 等 

 

（３）略 

（４）略 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

[１]～[３]略 

[４]都市機能の集積のための事業等 

都市機能の集積に向けて行う事業として、第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画に掲載している事業は、以 

下のとおりである。 

 

○市街地の整備改善事業 

 ・藤枝駅前一丁目 8街区第一種市街地再開発事業 

・藤枝駅前一丁目 6街区第一種市街地再開発事業 

・青木中央公園整備事業 

・中心市街地総合マネジメント事業 

・藤枝駅青木線移動円滑化促進事業 

・藤枝駅南口周辺道路無電柱化促進事業 

・藤枝駅南口周辺道路移動円滑化促進事業 

 ⑧平成 26年度第 2回 

  開催日：平成 26年 10月 20日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第二回変更認定申請について 等 

 ⑨平成 27年度第 1回 

  開催日：平成 27年 5月 7日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ報告について 

      第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請について 等 

 ⑩平成 27年度第 2回 

  開催日：平成 27年 5月 20日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第三回変更認定申請について 等 

 ⑪平成 27年度第 3回 

  開催日：平成 27年 10月 9日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第四回変更認定申請について 等 

 ⑫平成 27年度第 4回 

  開催日：平成 28年 2月 10日 

  議 題：第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画の第五回変更認定申請について 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）略 

（４）略 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

[１]～[３]略 

[４]都市機能の集積のための事業等 

都市機能の集積に向けて行う事業として、第 2期藤枝市中心市街地活性化基本計画に掲載している事業は、以 

下のとおりである。 

 

○市街地の整備改善事業 

 ・藤枝駅前一丁目 8街区第一種市街地再開発事業 

・藤枝駅前一丁目 6街区第一種市街地再開発事業 

・青木中央公園整備事業 

・中心市街地総合マネジメント事業 

 

・藤枝駅南口周辺道路無電柱化促進事業 

・藤枝駅南口周辺道路移動円滑化促進事業 
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・上青島焼津線交通バリアフリー化推進事業 

・市道 2地区 140 号線交差点改良事業 

・景観計画策定事業 

・緑の基本計画策定事業 

・藤枝駅南口喫煙所整備事業 

 

○都市福利施設整備事業 

 略 

 

○まちなか居住推進事業 

・藤枝駅前一丁目 8街区第一種市街地再開発事業 

・藤枝駅前一丁目 6街区第一種市街地再開発事業 

・前島一丁目 9地区マンション整備事業（サーパス藤枝駅前ウエストゲート計画） 

・田沼一丁目マンション整備事業（アルファステイツ藤枝駅南計画） 

・青木三丁目マンション整備事業（サーパス藤枝青木中央公園計画） 

・駅前二丁目複合賃貸マンション整備事業 

・田沼一丁目３地区マンション整備事業 

・子育てファミリー移住促進事業 

・コミュニティサロンお日まち処事業 

・安全・安心サポートネットワーク事業 

・安全・安心まちづくり支援事業 

・ふじえだ環境マイレージ事業 

・住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 

・新エネルギー機器等設置費補助事業 

・環境日本一を目指す省エネチャレンジ推進事業 

 

○商業の活性化のための事業 

・大規模小売店舗立地法の特例措置 

（第一種大規模小売店舗立地法特例区域） 

（第二種大規模小売店舗立地法特例区域） 

・藤枝駅南口開発Ｂ街区複合施設整備事業 

・藤枝駅南口開発Ｂ街区複合施設整備事業 

・中心市街地タウンプロモーション事業 

・シティドレッシング事業 

・冬のおもてなしイルミネーション事業 

 

・藤枝観光情報発信事業 

・スポーツ＆健康フェスタ inふじえだ開催事業 

・商店街活動及び個店強化事業（制度） 

・藤枝市産業活性化推進事業 

・エコノミックガーデニング推進事業 

・大学を核に、情報ビジネスで人の流れをつくる藤枝“活動・交流都心”創造計画（大学駅前キャンパス・藤

枝市産学官連携推進センター活動交流促進事業） 

・産学官連携情報ビジネス創造事業 

・ビジネス・アクティブラーニング事業 

・藤枝駅青木線移動円滑化促進事業 

・上青島焼津線交通バリアフリー化推進事業 

・市道 2地区 140号線交差点改良事業 

・景観計画策定事業 

・緑の基本計画策定事業 

 

 

○都市福利施設整備事業 

 略 

 

○まちなか居住推進事業 

・藤枝駅前一丁目 8街区第一種市街地再開発事業 

・藤枝駅前一丁目 6街区第一種市街地再開発事業 

・前島一丁目 9地区マンション整備事業（サーパス藤枝駅前ウエストゲート計画） 

・田沼一丁目マンション整備事業（アルファステイツ藤枝駅南計画） 

・青木三丁目マンション整備事業（サーパス藤枝青木中央公園計画） 

・駅前二丁目複合賃貸マンション整備事業 

 

・子育てファミリー移住促進事業 

・コミュニティサロンお日まち処事業 

・安全・安心サポートネットワーク事業 

・安全・安心まちづくり支援事業 

・ふじえだ環境マイレージ事業 

・住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 

・新エネルギー機器等設置費補助事業 

・環境日本一を目指す省エネチャレンジ推進事業 

 

○商業の活性化のための事業 

・大規模小売店舗立地法の特例措置 

（第一種大規模小売店舗立地法特例区域） 

（第二種大規模小売店舗立地法特例区域） 

・藤枝駅南口開発Ｂ街区複合施設整備事業 

・藤枝駅南口開発Ｂ街区複合施設整備事業 

・中心市街地タウンプロモーション事業 

・シティドレッシング事業 

・冬のおもてなしイルミネーション事業 

・藤枝市産業活性化推進事業 

・藤枝観光情報発信事業 

・スポーツ＆健康フェスタ inふじえだ開催事業 

・商店街活動及び個店強化事業（制度） 
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・ビジネス・まちづくりセミナー開催事業 

・食メディア研究展開事業 

・まちづくりデザイン研究展開事業 

・地元企業ＩＣＴ導入促進事業 

・ＩＣＴ活用エキスパート養成事業 

・藤枝クラウドソーシング運営事業 

・田沼一丁目ホテル再整備事業 

・MI PLAZA 藤枝整備事業 

・藤枝駅南アーバンクリエイティブ施設整備事業 

・藤枝駅前商店街商業環境改善事業 

・藤枝駅南口商業施設整備事業 

・起業チャレンジャー支援拠点化事業 

・藤枝駅周辺地域コミュニティ機能再生事業 

・空き店舗 deチャレンジ支援事業 

・商店街ランドオーナー会議開催事業 

・藤枝型買い物支援サービス応援事業（制度） 

・藤枝駅周辺商店街個店魅力アップ事業 

・駅北フェスタ開催事業 

・サッカーで駅前商店街を盛り上げよう！事業 

・喜多町タマちゃん招き猫まつり開催事業 

・街なかコンシェルジュ事業 

・街なか環境・回遊ネットワーク構築事業 

 

・ふじえだ健康マイレージ事業 

・ふじえだ交通安全マイレージ事業 

・ふじえだ教育マイレージ事業 

・中心市街地～蓮華寺池公園～東海道藤枝宿・岡部宿をつなぐ藤枝のおもてなしと街道文化ロマン創造事業 

・おもてなし強化支援事業 

・食育フェア開催事業 

・スイーツのまち藤枝推進事業 

・志太バル開催事業 

・酒どころ藤枝発信事業 

・外国人旅行者誘客事業 

・あ！基地プロジェクト事業 

 ・ファンタジック・スケートリンク事業 

 

○４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

・街なかシェアサイクル構築事業 

・藤枝駅前広場改修事業 

・静岡空港アクセスバス実証運行事業 

・自主運行バス運行事業 

・生活交通バス路線維持事業 

・街なかスマートムーブ事業 

 

11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

  略 

 

 

 

 

 

 

・田沼一丁目ホテル再整備事業 

・MI PLAZA 藤枝整備事業 

・藤枝駅南アーバンクリエイティブ施設整備事業 

・藤枝駅前商店街商業環境改善事業 

 

・起業チャレンジャー支援拠点化事業 

・藤枝駅周辺地域コミュニティ機能再生事業 

・空き店舗 deチャレンジ支援事業 

・商店街ランドオーナー会議開催事業 

・藤枝型買い物支援サービス応援事業（制度） 

・藤枝駅周辺商店街個店魅力アップ事業 

・駅北フェスタ開催事業 

・サッカーで駅前商店街を盛り上げよう！事業 

・喜多町タマちゃん招き猫まつり開催事業 

・街なかコンシェルジュ事業 

・街なか環境・回遊ネットワーク構築事業 

・藤枝市立駅南図書館エコノミックガーデニング拠点化事業 

・ふじえだ健康マイレージ事業 

・ふじえだ交通安全マイレージ事業 

・ふじえだ教育マイレージ事業 

・中心市街地～蓮華寺池公園～東海道藤枝宿・岡部宿をつなぐ藤枝のおもてなしと街道文化ロマン創造事業 

・おもてなし強化支援事業 

・食育フェア開催事業 

・スイーツのまち藤枝推進事業 

・志太バル開催事業 

・酒どころ藤枝発信事業 

・外国人旅行者誘客事業 

・あ！基地プロジェクト事業 

 ・ファンタジック・スケートリンク事業 

 

○４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

・藤枝駅前広場改修事業 

・静岡空港アクセスバス実証運行事業 

・自主運行バス運行事業 

・生活交通バス路線維持事業 

・街なかスマートムーブ事業 

 

11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

  略 



18 

12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第 1号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 「3.中心市街地の活性化の目標」（52～76 頁）

に記載 

認定の手続 「9.4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総合

的かつ一体的推進に関する事項」（117～130頁）

に記載 

中心市街地の位置及び区域に関

する基本的な事項 

「2.中心市街地の位置及び区域」（41～51 頁）

に記載 

４から８までの事業及び措置の

総合的かつ一体的推進に関する

基本的な事項 

「9.4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総合

的かつ一体的推進に関する事項」（117～130頁）

に記載 

中心市街地における都市機能の

集積の促進を図るための措置に

関する基本的な事項 

「10.中心市街地における都市機能の集積の促

進を計るための措置に関する事項」（131～138

頁）に記載 

その他中心市街地の活性化に関

する重要な事項 

「11.その他中心市街地の活性化のために必要

な事項」（139～147頁）に記載 

第 2号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な４

から８までの事業等が記載され

ていること 

「4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道

路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の

整備その他の市街地の整備改善のための事業に

関する事項」（77～81頁）～「8. 4から７まで

に掲げる事業及び措置と一体的推進に関する事

項」（104～111頁）に記載 

基本計画の実施が設定目標の達

成に相当程度寄与するものであ

ることが合理的に説明されてい

ること 

「3.中心市街地の活性化の目標」(52～76頁)、 

「4～8における各事業」（77～112頁）に記載 

第 3号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

「4～8」の各事業等に掲載した「実施主体」（77

～112頁）に掲載 

事業の実施スケジュールが明確

であること 

「4～8」の各事業等に掲載した「実施時期」（77

～112頁）に掲載 

 

12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第 1号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 「3.中心市街地の活性化の目標」（52～76 頁）

に記載 

認定の手続 「9.4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総合

的かつ一体的推進に関する事項」（113～125頁）

に記載 

中心市街地の位置及び区域に関

する基本的な事項 

「2.中心市街地の位置及び区域」（41～51 頁）

に記載 

４から８までの事業及び措置の

総合的かつ一体的推進に関する

基本的な事項 

「9.4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総合

的かつ一体的推進に関する事項」（113～125頁）

に記載 

中心市街地における都市機能の

集積の促進を図るための措置に

関する基本的な事項 

「10.中心市街地における都市機能の集積の促

進を計るための措置に関する事項」（126～133

頁）に記載 

その他中心市街地の活性化に関

する重要な事項 

「11.その他中心市街地の活性化のために必要

な事項」（134～142頁）に記載 

第 2号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要な４

から８までの事業等が記載され

ていること 

「4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道

路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の

整備その他の市街地の整備改善のための事業に

関する事項」（77～81頁）～「8. 4から７まで

に掲げる事業及び措置と一体的推進に関する事

項」（104～111頁）に記載 

基本計画の実施が設定目標の達

成に相当程度寄与するものであ

ることが合理的に説明されてい

ること 

「3.中心市街地の活性化の目標」(52～76頁)、 

「4～8における各事業」（77～108頁）に記載 

第 3号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

「4～8」の各事業等に掲載した「実施主体」（77

～108頁）に掲載 

事業の実施スケジュールが明確

であること 

「4～8」の各事業等に掲載した「実施時期」（77

～108頁）に掲載 

 

 


