静岡 SA ふわっと体験教室 2015 実施計画書
静岡 SA スカイスポーツ実行委員会

趣 旨
私どもは、静岡市中山間地域（オクシズ）への入り口となる新東名静岡 SA（サービスエリ
ア）を拠点として、オクシズを盛り上げていきたいと考えています。その大きな柱がパラグラ
イダーなどのスカイスポーツです。静岡 SA を日本で唯一、
「空の飛べるサービスエリア」と
して位置づけ、全国の皆さんに集まってもらえるような場所にするとともに、静岡 SA から
オクシズへ人の流れを呼び込むことを目的に、スカイスポーツを中心にサイクリングやトレ
ッキング、ネイチャートレイルなど様々なスポーツ・エコツーリズムを発信して参ります。
すでに 2 年前より、この地でパラグライダーなどの体験イベントを実施し、好評を博して
参りました。昨年夏には、熱気球やマウンテンバイクなどを加えたイベントとして大盛況と
なりました。
今回はゴールデンウィークに、熱気球やハンググライダーのふわっと体験を中心に、MTB
（マウンテンバイク）、ノルディックウォーキングなどの体験教室もあわせて実施します。
当実行委員会の主要な目標は以下の 3 点です。
① 新東名との連携による中山間地の振興
日本で唯一の「空の飛べるサービスエリア」は、首都圏や関西圏からの集客に格好の場と
なります。静岡 SA 拠点に、登山やトレッキング、サイクリングなどのスポーツ・エコツ
ーリズムを発信することで、中山間地エリアの活用・地域振興を図ります。
② ダイラボウとの連携による新名所の誕生
静岡 SA 自体は、谷間に位置するため眺望がまったくききませんが、そこから車で 20 分
足らずのダイラボウ山頂からは静岡市街から富士山・伊豆半島まですばらしい眺望が広が
っています。アクセス等を整備することで、ダイラボウを静岡市の新名所として位置づけ
ます。
③ スカイスポーツの振興
パラグライダー・ハンググライダーなどは、これまでマニアのスポーツとして一般には敬
遠されがちでしたが、身近で、手軽に体験ができる場を提供することで、スカイスポーツ
の裾野を広げます。
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附則 1 この実行委員会は 2013 年 2 月 15 日より発足する。
附則 2 この委員会の事務局は静岡市内に置く。
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TEL.054-207-8171／FAX.054-207-8504
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静岡 SA ふわっと体験教室 2015
１．

要

旨

計画内容

（1） 時期
（2） 計画地

2015 年７月２５日（土）～２６日（日）
静岡市葵区飯間 新東名静岡サービスエリア下り線 ETC 前広場

新東名静岡 SA 上り

新東名静岡 SA 下り

静岡市街および上り線より

ハングふわっと会場

案内所

NEOPASA 下り線

総合受付・トイレ

トイレ

ドッグラン

会場広場
下り線スマートインター
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（3） 実施内容
①ハンググライダーふわっと体験
②MTB（マウンテンバイク）教室
③ノルディックウォーキング教室
④熱気球体験

（4） 対象人員及び料金
・対象者
一般延べ 700 人程度
ハング
80 人／日程度
MTB
50 人／日程度
ノルディック 70 人／日程度
熱気球 200 人／日程度
・料金
1 種目 1,000 円／人
1 日体験 2,000 円／人・日 一日何種目でも可
（5） プログラム
７／２５（土）～７／２６（日）

時間帯

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00 11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

種目
ハングふわっと
MTB
ノルディック
熱気球（7/26は早朝のみ）

・ハング
・MTB

1 時間に 20 人程度、1 日 80 人程度
5 人程度 20 分コース 10 回、1 日 50 人程度

・ノルディック 10 人程度 30 分コース 7 回、1 日 70 人程度
・熱気球（7/26 は早朝のみ） 1 時間に 70 人程度、1 日 200 人程度
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16:00

17:00

18:00

静岡 SA ふわっと体験教室 2015
会場配置図

熱気球

総合受付・トイレ

警備

駐車スペース

MTB
ノルディック

ハングふわっと

案内所・警備

NEOPASA
静岡下り線
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２．

将来構想

（1） 静岡 SA を起点としたオクシズ地域振興
新東名静岡 SA は、オクシズ（静岡市中山間地域）への入り口にあたり、スマートインタ
ーにより、県内外からオクシズへの交通アクセスが飛躍的に向上しました。これにより地元
市民などの期待は大きくふくらんでいますが、市外・県外からの利用客にとっては、静岡
SA は単なる通過点、休憩所にすぎません。
今後、静岡 SA からオクシズに人を誘導するためには、まず「静岡 SA にはこんな面白い
ものがある」ということを全国に周知し、さらに静岡 SA に行ったら、「その周りにもこん
な面白いところがある」という段階を踏んだ形でオクシズの魅力をアピールするイベント・
プログラムを提供していく必要があります。
このため私どもは、パラグライダーなどのスカイスポーツを足がかりに、静岡 SA を起点
としてオクシズへの人の流れを誘導する計画を進めて参ります。
（2） パラ・ハングなどのスカイスポーツから山岳複合型スポーツへ
ダイラボウは、市街地にも近く、交通の便もよいことから、パラ・ハングの全国大会や国際
大会を誘致することも可能です。また、ヨーロッパなどでは、パラグライダーの観光タンデ
ム（二人乗り）なども盛んにおこなわれています。ダイラボウの地の利を生かして、将来的
にはここを観光タンデムの拠点にしたいと考えています。
（3） ダイラボウ周辺およびオクシズの魅力向上
静岡 SA に近いダイラボウ周辺には、小瀬戸城趾や駿府城採石場跡地などの史跡や、ショ
ウジョウバカマの群生地などの自然資源も豊富です。この一体をネイチャートレイル（自然
散策路）として整備することで、ダイラボウの魅力は一段と向上します。
さらに、ダイラボウ以外でも、水見色、大川、清沢、井川など、オクシズにはまだまだ豊
かな自然や郷土の歴史資源が残されています。それぞれの地区ごとにネイチャートレイルを
整備することで、オクシズの魅力向上につながります。
ネイチャートレイルとは
ネイチャートレイルとは自然の小径です。自然の中をのんびりと歩きながら自然に親しみたい。そん
な要望に応えられるよう、案内板や樹名板を設置したり、ガイドブックなどを作成して手軽に自然にふ
れあえる、そんな散策路をいいます。
① トレイルルート整備
観察コースとして設定したルートについて、観察ポイントの整備や安全対策など、必要に応じて整
備工事を行います。
② 案内看板・樹名板等設置
ルート案内図やコース標識などに加え、観察ポイントの解説看板、樹名板などを設置します。樹名
板には学名や科名に加えて、樹木の特徴や花の時期などの解説が入り、より深く植物に親しんでも
らうことができます。
③ 観察ガイドブックの作成
観察ルートや観察ポイントを解説するとともに、樹名板だけでは表現しきれない植物や動物、地形
などの情報を盛り込んだガイドブックを作成します。これがあれば、観察会などに参加しなくても
独自に自然観察ができます。
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