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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〕公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性

①現況分析

掛川駅は、新幹線、東海道本線のＪＲ線と天竜浜名湖鉄道とバスの結節点で、広域及

び地域の交通拠点の機能を備えている。平成 18 年のＪＲと天竜浜名湖鉄道を合わせた掛

川駅の乗降客は１日当たり平均約 25 千人を数えている。また、市内には、13 のバス路線

あり、そのうち掛川駅から 10路線が発着している。そのうち中心市街地と周辺を結ぶ循

環バスが４路線が運行されている。中心市街地への誘導を意図して設けられた循環バス

は、北回り、南回りが平成 15 年５月から、平成 19 年４月１日からは東循環バスが運行

されている。平成 20 年 11 月から西循環バスの運行も始まった。

②必要性

中心市街地に向けて南、北、東、西の循環バスが走っており、中心市街地への高齢者、

子ども等交通弱者の交通手段が確保され、中心市街地への誘導により活性化が図られる。

また、天竜浜名湖鉄道の運行本数の増便により、市街地への利便性が高められる。

なお、交通機関の利便性の増進と合わせて、まちなかへの来街の動機付けを一方で行

う必要があることはいうまでもない。

③フローアップの考え方

事業の進捗状況について、毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための改善措

置を講ずる。

〔２〕具体的事業の内容

（１）法に定める特別の措置に関連する事業

なし

（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

なし

なし

（２）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



- 106 -

（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付け

及び必要性

支援措置の

内容及び

実施時期

その他

の事項

事業名：天竜浜名湖鉄道
利用促進事業
内容：誘客対策の検討及
びシャトル運行導入調
査等を実施する。
実施時期：平成 20 年度
～

天 竜 浜
名 湖 鉄
道㈱

天竜浜名湖鉄道の運行本数を増
やし市街地への利便性を高める事
業であり、「目標１：様々な目的で
人が集うにぎわいのあるまち」の目
標である歩行者通行量の増加に寄
与する。このため、本事業は、にぎ
わい実現につながる事業として位
置づけられ、中心市街地にとって必
要な事業である。

措置の内容：
地域公共交通
活性化・再生
総合事業（国
土交通省）
実施時期：
平成21年度～

（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付け

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

事業名：市内循環バス運
行事業
内容：既存の路線ルート
や乗降場所、本数等を見
直し、より利便性の高い
条件を整える。
実施時期：平成 20 年度
～

掛川市 循環バスの見直し、特に増便によ
り「目標１：様々な目的で人が集う
にぎわいのあるまち」の目標である
歩行者通行量の増加に寄与する。

いずれのバスも駅前通りを経由
するルートとし、中心市街地への誘
導を図る。老人や子ども等交通弱者
が、中心市街地へ来るための交通手
段を整備することで、中心市街地へ
の集客力が見込め来街者の増加に
つながる必要不可欠な事業である。

事業名：静岡空港連絡バ
ス運行事業
内容：平成 21 年の静岡
空港の開港に合わせて、
掛川駅南口より連絡バ
スの運行を開始する
実施時期：平成 21 年度
～

民 間 事
業者

新規利用者の発生により「目標
１：様々な目的で人が集うにぎわい
のあるまち」の目標である歩行者通
行量の増加に寄与する。

バスの乗客は多数を期待するこ
とは困難であるが、掛川市の玄関口
としての機能を確保でき集客力の
向上の一助となる事業である。
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◇４から８までに掲げる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

施設の整備その他市街地の整備改善のための事業に関する事項

１ 城内広場整備事業 （２）①

２ 掛川駅舎整備事業 （２）①

３ 掛川駅前東街区第一種市街地再開発事業 （２）①

４ 中町連雀快適空間整備事業 （４）

５ 観光交流センター運営事業 （４）

６ まちなかもてなし施設設置事業 （４）

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項

７ 大日本報徳社大講堂整備事業 （４）

８ 龍華院大猷院霊屋修復事業 （４）

９ ホテル開設事業 （４）

10 空き地利用促進事業 （４）

11 竹の丸運営事業 （４）

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

12 掛川駅前東街区第一種市街地再開発事業（集合住宅整備） （２）①

13 集合住宅整備事業 （４）

14 空き地利用促進事業（再掲） （４）

15 ヘルシー商店街事業 （４）

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

16 掛川音楽通りの演出事業 （２）①

17 掛川ひかりのオブジェ展開催事業 （２）①

18 アートを活かした地域資源活性化プロジェクト事業 （２）①

19 花をテーマとした掛川城公園花壇運営事業 （２）①

20 とろろ汁で町おこしＢ級グルメ大会事業 （２）①

21 戦国城下茶会事業 （２）①

22 戦国ウォーキング事業 （２）①

23 掛川城天守閣への大河ドラマ関連展示事業 （２）①

24 スタンプラリー事業 （２）①

25 三の丸広場でのイベント事業 （２）①

26 市外への観光ＰＲ事業 （２）①

27 掛川市中心市街地魅力発掘事業 （２）①
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28 東街区商業集積整備事業 （２）①

29 街なかストリート診断事業 （２）②

30 街づくり推進人材育成事業 （２）②

31 掛川うまいもの展開事業 （３）

32 駐車場及びにぎわい広場整備運営事業 （４）

33 おかみさん市開催事業 （４）

34 けっトラ市開催事業 （４）

35 友引ストリートカフェ開催事業 （４）

36 コミュニティビジネス等推進事業 （４）

37 市民活動スペース提供事業 （４）

38 かけがわまちゼミ開催事業 （４）

39 掛川本陣通り運営事業 （４）

40 掛川おもてなしイベント事業 （４）

41 中町連雀快適空間整備事業（再掲） （４）

42 まちなか創業開業者促進事業 （４）

43 まちなか駐車場運営事業 （４）

44 憩いのスペース提供事業 （４）

45 まちなかガイドマップ発行事業 （４）

46 まちなかミュージアム展開事業 （４）

47 売り出し事業 （４）

48 連雀、中町商店街の再々開発の推進事業 （４）

49 個店の魅力アップ推進事業 （４）

50 中心市街地現地実態調査事業 （４）

51 市民活動等支援事業 （４）

52 商店街活性化現地特派員事業 （４）

53 空き地利用促進事業（再掲） （４）

54 商業人材育成事業 （４）

55 テナントミックス推進事業 （４）

56 地域限定プレミアム買物券発行事業 （４）

57 城下町風街づくり事業 （４）

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

58 天竜浜名湖鉄道利用促進事業 （３）

59 市内循環バス運行事業 （４）

60 静岡空港連絡バス運行事業 （４）
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◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

＜ハード事業＞

3.掛川駅前東街区第一種市街地再開発事業

7.大日本報徳社大講堂整備事業

12. 掛川駅前東街区第一種市街地

再開発事業(集合住宅整備)

13.集合住宅整備事業

14.空き地利用促進事業

8.龍華院大猷院霊屋修復事業

４．市街地改善のための事業

５．都市福利施設を整備する事業

６．まちなか居住推進のための事業

７．商業活性化のための事業

6.まちなかもてなし施設設置事業

41.中町連雀快適空間整備事業

48.連雀、中町商店街の再々開発の

推進事業

57.城下町風街づくり事業

1.城内広場整備事業

9.ホテル開設事業

10.空き地利用促進事業

８．公共交通関のための事業

4.中町連雀快適空間整備事業

2.掛川駅舎整備事業

5.観光交流センター運営事業

37.市民活動スペース提供事業

28.東街区商業集積整備事業

32.駐車場及びにぎわい広場整備運

営事業

36.コミュニティビジネス等推進事

業

42.まちなか創業開業者促進事業

53.空き地利用促進事業(再掲)

55.テナントミックス推進事業
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◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

＜ソフト事業＞

：
４．市街地改善のための事業

５．都市福利施設を整備する事業

６．まちなか居住推進のための事業

７．商業活性化のための事業

59.市内循環バス運行事業

８．公共交通関のための事業

60.静岡空港連絡バス運行事業52.天竜浜名湖鉄道利用促進事業

18.アートを活かした地域資源活性化プ

ロジェクト事業

19.花をテーマとした掛川城公園花壇運

営事業

23.掛川城天守閣への大河ドラマ関連展

示事業

25.三の丸広場でのイベント事業

15.ヘルシー商店街事業

11.竹の丸運営事業

20.とろろ汁で町おこしＢ級グルメ大会事業

21.戦国城下茶会事業

22.戦国ウォーキング事業

24.スタンプラリー事業

26.市外への観光ＰＲ事業

27.掛川市中心市街地魅力発掘事業

30.街づくり推進人材育成事業

31.掛川うまいもの展開事業

44.憩いのスペース提供事業

45.まちなかガイドマップ発行事業

46.まちなかミュージアム展開事業

50.中心市街地現地実態調査事業

51.市民活動等支援事業

54.商業人材育成事業

56.地域限定プレミアム買物券発行事業

16.掛川音楽通りの演出事業

17.掛川ひかりのオブジェ展開催事業

29.街なかストリート診断事業

33.おかみさん市開催事業

34.けっトラ市開催事業

35.友引ストリートカフェ開催事業

38.かけがわまちゼミ開催事業

40.掛川おもてなしイベント開催事業

43.まちなか駐車場運営事業

47.売り出し事業

49.個店の魅力アップ推進事業

52.商店街活性化現地特派員事業

39.掛川本陣通り運営事業


