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はじめに 

 

永い伝統と固有の文化を保有し、先人の叡智と現在に至るまでの技術継承や志

向対応によって培われ育まれてきた静岡市のお茶----。 

 

 静岡市のお茶は、鎌倉時代中期の仁治２年（１２４１年）に、市内栃沢生まれ

の『聖一国師』が中国の宋から帰国したときに持ち帰った茶の種子を、足久保に

まいたのが起源と言われています。また、同じ鎌倉時代、栄西禅師が中国から持

ち帰った種子が、明恵上人によって全国に広められましたが、その一つに「駿河

の清見（きよみ）」（清水区興津付近）があると伝えられています。 

 このようにしてはじまった本市のお茶の栽培は南北朝時代に次第に広がり、江

戸時代初期には晩年を駿府ですごした大御所徳川家康にも愛飲されました。さら

に明治に入り、茶は生糸と並びわが国の代表的な輸出産品となりますが、明治３

９年に市内井川出身の海野孝三郎氏らの尽力により清水港から直輸出されるよう

になると、当地でのお茶作りは急速に拡大され、「静岡」はお茶の集散地として、

また「清水」は輸出港として、それぞれ日本一の役割を担うようになりました。

その後も、全国的に見ても立地や気象条件のすぐれていたこと、また、長年のた

ゆまぬ努力と創意工夫などによって、今日までに茶の生産・流通の基盤が確立さ

れ、現在、静岡市はわが国有数の茶の拠点都市となっております。 

 

この間、茶を基軸とする産業は、本市の基幹的な産業の一つとしての地歩を着

実に築いてまいりました。また同時に、お茶の持つ精神的な側面からは、いわゆ

る「もてなしの心」を、お茶文化の形にして脈々と受け継がれ、広く普及拡大し

てきております。加えて、静岡市のお茶は、人々の日常生活に自然に溶け込んで

きました。多くの日本人の生活様式に密接に関わり、日々の立ち居振る舞いのな

かにも、欠かせない存在となっております。さらには、一服の茶を通して、ゆと

り、やすらぎ、うるおい、ふれあいといった時空間が演出でき、単なる飲み物以

上の役割を担う潤滑油としても、数多くの場面で役立ってきたものと考えられま

す。 

 

しかしながら、近年、本市の茶を取り巻く環境は様変わりしつつあります。若

い世代を中心として、生活スタイルや価値観の変化に伴う消費の多様化、規制緩

和や国内外の商品開発等に伴う価格競争、生産・販売形態の多元化などがその背

景として存在しています。また今後の社会経済の潮流として、長期の人口減尐、

尐子・超高齢化の進展は避けられず、併せて、環境負荷の尐ないまちづくりや高

質な生活空間の創造などの要求が高まり、これまでの経験則では計ることのでき

ない、多岐な対応が求められる時代となるものと考えられます。 
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このような現在・将来の環境変化を踏まえると、日本を代表する産地、お茶の

集散地である本市のお茶には、新たな対応策を模索し構築していくための大きな

転機が訪れているものと考えます。 

 

同時に、「食の安心・安全への大きな期待」「日本食ブーム」「健康志向」「増加

しつつある高級品嗜好」など世界規模でみられることから、お茶の将来にとって

は逆に、これらへの対応を着実に深めていけば、大きなチャンスへと転換できる

ため、まさにフォロー風が吹いているとも考えるべき現況にもあります。 

 

このような現状認識のもとで、今後も本市の茶が、生産から消費に至るまで、

安定・安心・安全に行き渡る環境を保持するとともに、新たな時代の要請に応え

る先進的な取り組みを通して、茶に関する産業振興策を講ずるとともに、多くの

人々に茶の心を提供する文化的・教育的な観点から必要な施設を展開することも

望まれるところです。そのような、今現在に立脚した上で、中長期的視点に立っ

た百年の計を共通認識の下で打ち立て地域が一丸となり、茶を基軸とするまちづ

くりに真に取り組んでいくことが求められております。 

 

私たちのまち・静岡市は、７０万人もの様々な立場の人が暮らし広大な地域の

中には、中山間地域がその多くを占めるため、茶の生産基盤に対する課題やそれ

と連携すべき流通・消費を支える課題が横たわり、さらには、文化としてのお茶

への思いも多様多彩に後世に継承すべきものであるからこそ、百年という長いも

のさしでとらえた方針を打ちたてることがたいへんに重要と考えます。 

 

このようなことから、様々な荒波を受けても行き先を見失うことのない、わた

したち市民の心の拠り所ともなる、いわば「羅針盤」として、ここに“静岡市お

茶まち１００年構想”を提言いたします。 

 

 

平成２０年３月１７日 

静岡市お茶のまち１００年構想委員会 

委員長 小 櫻 義 明 

 

 

 

 



3 

 

目  次 

 

はじめに 

 

第１章  構想の目的、位置づけ等 ････････････････････････････････････ ４ 

１．構想の目的 

２．構想の背景 

３．構想の位置づけ 

 

第２章 お茶を取り巻く内外環境の変化 ･･････････････････････････････ ６ 

１．静岡市におけるお茶の歴史 

２．静岡市のお茶の現状と課題 

３．市民の“お茶のまち”への思い～市民意識調査結果より～ 

４．静岡市のこれからの動き 

５．踏まえるべき社会経済環境の変化 

６．現状と課題の整理～将来像を描くにあたっての大前提～ 

 

第３章 “お茶のまち”の将来像 ･･･････････････････････････････････１８ 

１．お茶のまちづくりの理念 

２．目指す“お茶のまち・静岡市”のすがた  

３．将来像の実現に向けた基本戦略と推進方策 

 

第４章 構想の実現に向けて ･･･････････････････････････････････････３０ 

１．推進の仕組みづくり 

２．段階的展開イメージ 

３．計画・実行・評価・改善の継続的実施 

４．お茶のまちづくりに向けた行動指針 

５．具体化への標（しるべ） 

 

 

【資料編】 ･･･････････････････････････････････････････････････････３７ 

◇静岡市お茶のまち１００年構想委員会 

◇提言書作成の経緯 

◇「静岡市お茶のまち１００年構想案」で使用している言葉の説明 

 

 



4 

 

第１章 構想の目的、位置づけ等 

 

 

１．構想の目的 

2006 年（平成 18 年）５月 13 日、清水港から初めて直接静岡のお茶が輸

出されて 100 年という大きな節目を迎えて、清水港お茶直輸出 100 周年記念

イベントが開催されました。その席上、日本一魅力ある“お茶のまち”を目

指して、「静岡市お茶のまちづくり宣言」がなされ、その中で、「百年の後も

風薫るお茶のまちづくりを目指します」と宣言されたことが、100 年構想づ

くりを進めるきっかけとなりました。 

この提言書は、「百年の後も風薫るお茶のまちづくりを目指します」とい

う宣言を具現化するものとして、茶業の振興はもとより、茶という資源を最

大限に活用することで、地域社会・経済・文化の活性化につなげていくこと、

すなわち、「お茶が育む幸せな生活」がこの地に永く続くことを目的にまと

め提言するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市お茶のまちづくり宣言 

わたしたちのまち「静岡市」は、豊かな自然に恵まれ、五月には茶畑

が新緑に耀き、まちじゅうが初夏の薫りに包まれます。 

この“お茶のまち”は、多くの先人たちの努力により生まれ、大切に

受け継がれてきました。 

わたしたちは政令市として、日本一魅力ある“お茶のまち”を目指し、

ここにお茶のまちづくりを宣言します。 

 

一、歴史と自然、お茶農家の思いが育んだお茶づくりを受け継ぎます 

一、お茶が教えてくれる「和の心」「ゆとりの心」「思いやりの心」を

大切にします 

一、家族や友だち、世界中の仲間にお茶の美味しい入れ方を伝えます 

一、百年の後も風薫るお茶のまちづくりを目指します 

 

 平成１８年５月１３日  
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２．構想策定の背景～なぜ、今 100 年なのか～ 

お茶が産業として静岡市に大きく関わってきたのは、明治時代以降であり、

輸出拠点が横浜港から清水港へと移ってから、加速度的に活況を呈すること

となりました。安西には、お茶の再製工場も次々と設立され、横浜や神戸の

外国商社の多くも支店を置くようになったことから、国際商業都市としての

様相を呈することとなりました。加えて、お茶の輸送のため静岡と清水を結

ぶ軽便鉄道（現在の静岡鉄道）の開通は、関連産業を興隆するとともに、都

市化を促進し生活環境の質的な向上に寄与してきました。 

しかし、お茶を取り巻く環境は、農業としての生産現場をはじめ、ライフ

スタイルの変化に伴う消費の多様化、流通構造の変化など、大きく様変わり

しました。さらに今後は、尐子・高齢化の進展に伴う人口減尐が避けられず、

これまでの経験則では計ることのできない時代になると考えられます。 

こうした中で、これからも静岡市が“お茶のまち”であり続けるには、場

当たり的な対処療法ではなく、歴史に学びつつ遠い将来を見通したビジョン

を描き、そこを目標として着実に歩を進めていくことが必要と考えます。 

清水港からのお茶輸出 100 年という節目の年を迎えた今、これを契機とし

て、これからの 100 年を考える「静岡市のお茶・百年の計」を提言します。 

 

 

３．構想の位置づけ 

政令指定都市・静岡市の最高方針である「第１次静岡市総合計画」や産業

振興の方向を示した「静岡市産業振興プラン」などを踏まえるとともに、行

政やお茶の業界のみならず、消費者でありサポーターにもなり得るわたした

ち市民一人ひとりが、協働によりつくりあげ、共有できるものとしての「総

合的なお茶の将来計画」として位置づけ、具体的な実施計画の策定にあたっ

ては、静岡市が今後策定していく総合計画等との整合性を図りながら、実効

性あるものとして進められるようお願いいたします。 
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第２章 お茶を取り巻く内外環境の変化 

 

 

１．静岡市におけるお茶の歴史 

《ルーツ》 

静岡市のお茶は、鎌倉時代に、市内栃沢生まれの聖一国師が中国の宋か

ら帰国したときに持ち帰った茶の種子を、足久保に蒔いたのが始まりとさ

れています。また、栄西禅師が中国から持ち帰った種子が、同じ頃、明恵

上人によって全国に広められ、その内の一箇所が「駿河の清見（きよみ）」

（清水区興津付近）と伝えられています。このようにはじまったお茶の栽

培が南北朝時代に次第に広がり、1607 年、徳川家康が大御所として駿府城

に入城の後、井川や安倍川流域奥の茶が駿府城御用茶として愛飲されまし

た。1681 年には、足久保から江戸将軍家へお茶の上納がはじまったとされ

ています。しかし、それまでのお茶は抹茶（碾茶）で、煎茶としての普及

は 1738 年、宇治の永谷宗円による蒸製による製茶技術の考案以後となりま

す。 

《産業としてのお茶》 

蒸製煎茶の製茶法が広まり始めた江戸後期、開国を機に茶は生糸と並び

わが国の代表的な輸出戦略品となり、産業としての茶生産が一気に盛んに

なります。この頃すでに茶町（葵区）には多くの製茶問屋があり栄えてい

ましたが、明治の後半になって大きく発展します。1906 年（明治 39 年）

に海野孝三郎（旧安倍郡井川村）らの尽力により清水港から直輸出される

ようになると、静岡県内でのお茶作りは急速に拡大され、茶町周辺には製

茶問屋による再製工場が続々と建てられたほか、横浜や神戸にあった外国

商社も静岡へ移転し、次々に再製工場が建てられました。  

これより前後し、茶の栽培・普及、製茶の機械化についても、地元出身

の先覚者らにより、大きな変革・発展が遂げられます。茶にいちはやく“早・

中・晩”の品種特性を見出し、茶の経済的栽培の指導や今に生きるスーパ

ー品種「やぶきた」を発見した杉山彦三郎（旧安倍郡有度村）、横浜での茶

輸出の活況を目に、幾人かの在郷商人や篤農家がリーダー性を発揮し茶の

普及に努めた中で、1869 年（明治 2 年）日本初の青年夜学校を設立、後に

は報徳社を起こし、茶やみかんの導入により山村の復興に努めた片平信明

（旧庵原郡杉山村）、製茶機械の発明家として製茶品質の向上と生産費の減

尐に貢献した橋本馬吉（旧庵原郡袖師村）。明治の時代、その情熱を地元産

業や地域の発展に尽くした人物の数は枚挙にいとまがありません。  

こうした様々な先人たちの尽力により、茶の栽培は日本平・有度山周辺

から山間地の至るところまで広がるとともに、茶町界隈を中心に流通機関

が集中し、静岡市は“お茶のまち”としての色彩を色濃くしていきます。 
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２．静岡市のお茶の現状と課題 

（１）生産面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市の茶栽培面積は、平成２年に 3,850ha であったものが、平成 17 年

には 2,890ha と 24.9％も減尐、これに伴い生葉収穫量（２年：27,241 トン

→17 年：21,400 トン、21.4％減）、荒茶生産量（２年：6,090 トン→17 年：

4,690 トン、23.0％減）も大幅に減尐しています。 

この背景には、生産者の高齢化や後継者不足による生産者の減尐があり

ます。主な原因は荒茶価格の低迷による収益性の低下です。急須で淹れて

飲むリーフ需要が上級茶ほど減退し、荒茶価格の水準自体が低下していま

す。お茶収入の減尐を農外収入により補うため兼業化が進み、茶園管理の

粗放化や老朽化した茶園の再改植の遅れ、さらに収益性の低下へと悪循環

となっています。 

特に本市の茶園は急傾斜地に多いため、乗用型摘採機など機械化の導入

が困難で、省力化が思うように進まず作業負担が増していますし、中山間

地域で生産されるお茶は、一番茶の出荷時期が遅く荒茶市場では品質が反

映されにくい傾向があります。 

本市のお茶づくりは、一番茶・品質重視にこだわった生産をしてきただ

けに、荒茶価格の低下が生産意欲の減退や産業としての魅力の希薄化を引

き起こしていると思われます。 

これらから、今後は、農業以外からの参入も踏まえた担い手の確保や、

茶専門小売店や消費者を巻き込んで、現代人の嗜好に合ったお茶づくりを

進めていくことが重要と考えられます。 

 

 

お茶収益の低迷 

⇒将来への不安と意欲の減退 

○お茶づくりの担い手の減尐  

○茶園の減尐と老朽化 

○茶園管理の省力化の遅れ  

○荒茶の生産量減尐と個性の喪失  

○山間地の集落機能の低下  

 

◇担い手の確保 

◇優良茶園の確保 

◇顧客志向に基づいたお茶づくり 

◇個性がわかりやすいお茶づくり 

◇新茶期に頼らないお茶経営 

◇地域資源を生かした経営 

お茶づくりの現場 

 課 題 

お茶収益の低迷 

⇒将来への不安と意欲の減退 

○お茶づくりの担い手の減尐  

○茶園の減尐と老朽化 

○茶園管理の省力化の遅れ  

○荒茶の生産量減尐と個性の喪失  

○荒茶価格の低迷 

○山間地の集落機能の低下  

現 状 

 

◇担い手の確保 

◇優良茶園の確保 

◇顧客志向に基づいたお茶づくり 

◇個性がわかりやすいお茶づくり 

◇新茶期に頼らないお茶経営 

◇地域資源を生かした経営 

 

課 題 
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図表 静岡市の茶生産関連指標の推移
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資料：静岡農林統計情報協会「静岡農林水産統計年報 農林編」

（年）

（トン） （ha）

2,890

21,400

4,690

6,090

27,241

3,850

図表 静岡県の荒茶価格の推移
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（円/㎏）

2,731

1,592

925

490

323

資料：静岡県経済連

(年)

1,732

957

1,192

704

274

注）平成７年以降の年平均価格は経済連発表の茶期別平均価格と静岡農政事務所公表の茶期別荒茶
生産量から推定
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（２）流通面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お茶取引の主体となる静岡茶市場では、国内荒茶生産量の約１割が安定

的に取引されており、茶の集散機能を担っていますが、荒茶価格の伸び悩

みにより、取扱金額は減尐基調となっています。 

そして、消費者に対する緑茶販売の中心を担ってきた茶専門小売店は、

スーパーマーケットなど大型小売店の出店増加やインターネットを含めた

通信販売の拡大など、販売チャネルの多様化により競合が激化し、淘汰も

進んでいます。 

そのため、本市茶問屋の多くが、茶専門小売店を主な販売先とすること

から、茶問屋の経営もまた厳しさを増していますが、近年急速に増加する

緑茶ドリンク需要に対応して、ドリンクメーカーに原料供給する大手茶問

屋は業務内容を拡大しており、二極化傾向がみてとれます。 

こうした流通構造の変化は、お茶普及の礎を築いてきた本市の茶業界に

とって逆風となっていますが、最近では新しく追い風も吹き始めています。

一つには、拡大を続けてきた輸入茶が、消費者の安全・安心ニーズの高ま

りや、緑茶ドリンクにおける原産国表示の義務化の動きを受けて、近年減

尐の傾向が見られます。その一方で、海外では、欧米を中心に、健康食と

してのすしブームがあり、それに伴って、日本の緑茶に対する関心も高ま

っていることから、お茶の持つ意味、重要性は見直されつつあり、改めて

世界に羽ばたく需要拡大の契機にあるものと考えられます。 

したがって、海外マーケットの開拓や、新茶期以外の需要期の形成、お

茶の楽しみ方の提案などにより、新たな販路を切り開いていくことが求め

られます。 

 

販売チャネルの多様化 

⇒“集散地機能”の低下 

○専門店から量販店販売へのシフト  

○ドリンク需要の拡大 

○茶問屋・小売店の減尐  

○茶問屋の二極化・寡占化の進行  

○一番茶荒茶の流通価値が出荷時期

で評価される傾向 

○輸入の減尐と輸出の拡大  

 

◇消費者の多様な嗜好への対応 

◇生活スタイルに応じたお茶流通 

◇お茶の楽しみ方の提案 

◇新茶期以外の需要期の形成 

◇新たな荒茶・仕上茶の価値評価方

法の確立 

◇海外需要の開拓 

現 状 
課 題 

お茶流通の現場 
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図表 静岡茶市場の取扱数量・金額の推移
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資料：静岡茶市場

117.8
118.3

9,0708,453

注）平成17年度までは３月１日～２月末日、18年度は３月１日～１月31日
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図表 緑茶の購入先の変化(全国の二人以上世帯)
（％）

資料：総務省「全国消費実態調査」

一般小売店 スーパー

コンビニ

百貨店

生協・購買

その他

量販店

通信販売

通信販売

図表　茶小売業の商店数、従業者数、年間販売額

商店数 従業者数 年間販売額 商店数 従業者数 年間販売額

（人） （万円） （人） （万円）

平成３年 853 2,359 3,474,703 50,381 204,314 413,518,446

14年 797 2,466 2,669,732 41,877 238,356 408,449,088

増減（％） -6.6 4.5 -23.1 -16.9 16.7 -1.2

注）14年から業種分類が「茶類小売業」に変更 資料：静岡県「商業統計調査報告書」

茶小売業 小売業全体
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（３）消費・文化面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑茶の国内消費量は、増加基調が続いています。それは、ドリンク需要

の増加によるものです。家計消費をみても、リーフへの支出が減尐を続け

る一方で、茶飲料への支出は増加を続け、両者が拮抗する状態になってい

ます。 

生産・流通サイドにとって、リーフ需要の減退は由々しき問題ですが、

一面では、「簡便性」、「健康志向」などのニーズに対応することで、お茶は

十分に消費者に受け入れられることを示唆しています。特に若い世代に“緑

茶”が浸透しているのは、ドリンク飲料が果たした役割によることがたい

へん大きいものがあると思われます。 

他方で、お茶は、単なる“飲み物”ではなく、日本が世界に誇る“文化”

です。急須でお茶を淹れて、ゆったりとした語らい、空間の中で飲む ― お

茶なしには日本人の日常生活や、家族の団らんといったものも成り立たな

い、と言っても過言ではありませんし、精神修養や人間関係を良好にする

上でも役割を果たしてきました。 

“お茶のまち”静岡市でも“リーフ消費の減尐、ドリンク消費の増加”

の現象は明確に現われています。だからこそ、この優れた日本の文化を、

後世へと継承していくべきものと考えます。 

 

 

◇消費者が求めるお茶づくり 

◇お茶の多彩な魅力が伝わる仕組

みづくり 

◇独自の茶文化の創造・普及 

◇お茶を介した食文化の提案 

◇おもてなし機会の拡大 

◇地域ブランドづくり 

◇生産者と消費者の距離の短縮 

◇消費を引っ張るリーダーの育成 

課 題 

ライフスタイルの変化 

⇒“リーフ茶”需要の低下 

○ドリンク茶の普及による若者層

への緑茶の浸透 

○安心・安全志向の高まり 

○健康志向の高まり 

○オフィスでの利用減尐  

○食の多様化・飲料の多様化  

現 状 

お茶消費の現場 
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３．市民の“お茶のまち”への思い～市民意識調査結果より 

本構想づくりに先駆けて、平成 18 年度に本市が実施した市民意識調査で

は、「市民が誇るお茶のまちづくりについて」質問しています。 

その中で、「静岡市は 100 年後もお茶のまちであってほしいと思いますか」

との問いに対して、97％もの人が「思う」と答えており、市民がこぞってお

茶サポーターと考えても過言ではないと思われます。 

また、回答者が描く“100 年後のお茶のまち静岡市”のイメージは、「茶

畑の景色があちこちにあるまち」「皆がゆとりの心、お茶の心をもっている

まち」でした。 

そのほか、お茶のまち 100 年構想づくりに対し 1,000 件を超す提案をいた

だきました。以下は、その抜粋です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どこの産地にも負けない、誰もが知ってる、『これだ』っていう自慢でき

るお茶を育てること」（２０代/男性） 

 

「お茶→水だと思います。ロハスなまちづくりが、お茶のまちをつくるの

だと思います」（３０代/女性） 

 

「都市化することで、東京や名古屋を目指すのではなく、ゆとりある住み

よいまちにすることこそ、お茶のまちだと思う。散発的で一時的なイベン

トの多用より、根本的に静岡のあり方を行政だけでなく、市民、さらに全

世界の人の知恵を借りて提案すべきだと思う」（３０代/男性） 

 

「ただ茶の生産が多いのではなく、暮らしやすいシンボルとしての性格を

強調すべき。単純に茶だけを取り上げるのではなく、茶菓子、茶器、茶漬

けなど、関連商品を豊かにすることが肝要」（２０代/男性） 

 

「緑茶喫茶もいいけれど、和菓子屋さんで美味しい和菓子とお茶をいっし

ょに気軽にいただけるコーナーなんかがあるとうれしい。観光客も気軽に

入れるような」（５０代/女性） 
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４．静岡市のこれからの動き 

 平成１５年に、旧静岡市と旧清水市との合併により生まれた新しい静岡市は、

その後、政令指定都市への移行、旧蒲原町との合併等、大きな変化を続け、第１

次静岡市総合計画に示された、目指すまちの姿「活発に交流し価値を創り合う自

立都市」の実現に向け、ひた走っています。 

○平成２０年１１月を目標とした、由比町との合併が進められています。 

○平成１９年より、静岡市シティセールス基本方針に基づいた積極的な産業振

興への取組みが始まりました。 

○静岡市のステップアップを目指し様々な振興プランの策定に取り組んでい

ます。 

  （中心市街地活性化基本計画、中山間地域振興計画、食育基本計画など） 

○市街地と中山間地の情報格差を解消するため、ブロードバンド整備計画が策

定されました。 

○静岡市の玄関である、ＪＲ静岡駅北口の整備が進んでいます。 

○平成２１年３月開港予定の富士山静岡空港の活用に向けた検討が始まって

います。 

○東西南北の交通・交流の効率化が期待される新東名自動車道や中部横断自動

車道の整備計画が進んでいます。 

 

５．踏まえるべき社会経済環境の変化 

（１）人口減少と少子・高齢化の進行 

すでに日本は、尐子化の進展によって、人口減尐局面に転換したようで

す。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2005 年に１億 2,777

万人であった人口が、50 年後（2055 年）には 8,993 万人に、そして 100 年

後（2105 年）には 4,459 万人と、６～７割も減尐する見込です。その一方

で、高齢化は今後も進みます。65 歳以上人口は、2005 年の 2,576 万人が、

50 年後（2055 年）には 3,646 万人に増加、100 年後（2105 年）には 2,263

万人と減尐しますが、高齢化率は、20.2％（2005 年）→40.5％（2055 年）

→50.8％（2105 年）と、２人に１人が高齢者という時代がやってきます。 

人口減尐や尐子高齢化が進むことで、生産・流通面では、後継者や労働

力の確保がさらに難しくなります。特に、茶生産の主な担い手である中山

間地域の過疎化が深刻化することが懸念され、農業以外からの参入や、都

市部などから人を呼び込むことが重要となるでしょう。 

同時に、人口減尐はマーケット規模の縮小を意味しますが、健康、福祉、

余暇、学習など新たな市場が開けていく可能性があり、新しい視点からの

商品開発が必要になると思われます。 
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図表 ２００５年人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

図表 ２０５５年人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 
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（２）社会経済のグローバル化の進展 

交通システムや情報通信技術の発展に伴い、経済、文化、科学など様々

な分野でボーダレス化が進み、ヒト・モノ・カネ・情報などの国境を越え

た移動・交流が図られています。これによって、国際社会・経済の動向が、

直接国内経済・産業に影響を与えるなど、世界との結びつきが緊密化し、

相互依存関係が深まっています。 

お茶についても、「世界の工場」と化した中国を筆頭に安価なお茶が一定

量輸入されていますが、一方で、欧米などで日本食ブームの風に乗り、緑

茶の輸出量が増加基調にあるように、海外市場をターゲットにした事業展

開が期待できます。平成２１年に開港する富士山静岡空港を、お茶の消費

拡大、お茶ファンの増加、さらにはお茶のまちづくりに活かす方策を考え

ることが重要となります。 

 

（３）価値観・ライフスタイルの多様化 

「物質的な豊かさ」から「心の豊かさ」へと言われて久しくなりますが、

社会の成熟化が進む中で、価値観や個性、感性を大切にして“自分らしく

生きたい”と考える向きが強まっています。 

たとえば、地域への貢献を通じて、自己実現を図ろうとする欲求の高ま

りから、ＮＰＯやコミュニティビジネスが注目されるようになっています。

また、観光の形態は、従来の名所旧跡を「見る」ものから、地域の自然・

文化・産業を「体験」「学習」する方向へと多様化・個性化しており、従来

は観光資源とは捉えていなかったものでも、磨き方次第で人を呼び込む資

産となるようになりました。 

時代や社会の動きを敏感に読み、変化・対応・活用していくことが、こ

れからは重要と考えられます。 

 

（４）循環型社会の構築 

二酸化炭素排出量の急増による地球温暖化や酸性雨、熱帯林の減尐など、

地球規模での環境悪化が進んでいます。そのため、日本においても、大量

生産・大量消費・大量廃棄の経済社会システムから、経済と環境が調和し

た循環型経済社会システムへの転換を目指す動きがみられます。 

これからの時代においては、環境への配慮を欠く企業は、市場からの撤

退を迫られる可能性が広がっています。自然・森林資源を保全する意味で

も、環境負荷の低減に前向きに取り組むことが大切になります。 

 

（５）ストレス社会の進行 

ストレス社会と言われる中、多くの人が社会の高度化や複雑化に伴い、

過度の緊張や不安に包まれ生活しています。特に近年は小学校や中学校な

ど、子供たちの社会にもストレスの波は押し寄せています。ストレスは、
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心の病や体の病を引き起こすだけでなく、家庭や職場、学校が本来持って

いる活動機能を著しく阻害します。ストレスの原因は様々ですが、これか

らの尐子高齢化や社会経済のグローバル化の潮流は、ストレス要因との接

触をますます増大させていくことも懸念されます。 

緑茶に含まれる、うまみ成分・テアニンには、ストレスの軽減作用やリ

ラックス効果が報告されていますが、科学的な機能性だけでなく、お茶を

介した会話がストレス解消に役立つことなども踏まえ、お茶を囲んで談笑

する場づくりを進めていくべきでしょう。 

 

６．現状と課題の整理～将来像を描くにあたっての大前提～ 

これまで示した内外環境の変化を踏まえ、静岡市お茶のまち１００年構想委

員会が取り組んできた様々な勉強会や先進地調査から学び得たものを、将来像

描写にあたっての大前提として掲げます。 

 

 

 

    わたしたちの静岡市は、これまで生産規模で日本有数の産地であること、加

えて、県内をはじめ全国から荒茶が集積する集散地として、“お茶のまち”を自

負してきましたが、様々な立場の人たち、様々な産業が存在する“まち”の中

で、その意識は決して満々たる安倍川の地下水のように浸透していないように

思われます。その背景には、最も身近な消費者である市民との関わりが希薄で

あったからではないかと思われます。 

生産量や流通量を基準とした“お茶のまち”から、市民生活に密着し、生活

文化として溶け込んだ“市民の満足度を基準としたお茶のまち”、そして“市民

の誰もが静岡市のお茶、お茶のまち静岡市を自慢したくなる、誇りに思うまち”

こそ“本物のお茶のまち”であるというパラダイム（思考の枠組）の大転換が

求められています。 

 

 

 

  

    これまでのお茶のまちは、その中心である“売り手”としての茶農家と“買

い手”としての茶問屋の真剣勝負の取引の中で、ぶつかり合いながらも切磋琢

磨し、生産と流通の資質と規模を高めながら築き上げてきたものです。  

しかし、社会環境が大きく変わり、また、今後も更なる変化が予想される中、

互いに蓄積してきたノウハウを活かしながら、本来の主役でもある市民（消費

者）を交えた“作る人”（生産者）“伝える人”（茶商やインストラクター）“楽

しむ人”（市民）の“協働”を基軸に、双方向のコミュニケーションを深め、信

頼性を構築しながら新しい価値を創造していくという風土づくりが望まれます。 

“協働”を基軸とした“お茶のまち”であること 

“市民の満足度”を基準とした“お茶のまち”であること 
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第３章 “お茶のまち”の将来像 

 

 

１．お茶のまちづくりの理念 

 

 

先人が、脈々と作り続けてきたお茶。その努力によってお茶は、静岡市を

代表する地域資源となりました。ですから、その価値をさらに高めて、後世

に伝えていくことは、現代を生きる私たちに課せられた責務ともいえます。 

お茶の歴史・文化を次世代に伝えつつ、先人の知恵に学びながら、お茶を

作る人、伝える人、楽しむ人が交流（協働）し、時代の要請に合った新しい

お茶の価値・魅力を創造していくことが重要です。 

そこで、「交わる」、「学ぶ」、「伝える」、「創る」を、世代が変わっても変

わることのない、お茶のまちづくりの理念とされるよう提言します。 

 

「交わる」 

お茶を作る人、伝える人、楽しむ人が、もっと交流・連携することに

より、お茶も人々の関係も進化させていきます。また、産地と市街地、

さらには市内外の人々が、互いに持つ資源や思いを起点に交流を促す

ことで、静岡のまちに大きな流れが生み出されます。 

  

「学ぶ」 

お茶は人と人を取り持ち、人の心を癒すことのできる貴重なもの。

人々の健やかな毎日を支える大切なもの。作る人、伝える人、楽しむ

人も茶の持つ神秘の力を学びます。また、お茶を育て、作り、人々に

届けていくこと、この繰返しを未来永劫引き継いでいくためには、そ

こに携わる者自らに学びの姿勢が必要であると考えます。 

 

「伝える」 

先人が築き上げた茶産地・お茶のまちとしての確かな記録。お茶作

り・まちづくりへの思いを確実に継承することが必要です。また、先

人たちが競い、自然と共に、また生活の中で極めてきた静岡市のお茶

の魅力やその背景も、茶畑のある光景とともに伝えることが必要です。 

 

「創る」 

社会の状況や私たちの生活は、日々変化しています。その中で、互い

が知恵を出し合い、いつの時代も人々の暮らしに密着する、新たなお

茶の姿、お茶のある生活を創り上げていくことが必要です。 

交わり、学び、伝え、創ろう  
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２．目指す“お茶のまち・静岡市”のすがた 

 

 

 

 

 

 

静岡市は、良質でおいしいお茶を作る産地としてその名を知られるように

なり、国内の他産地からもお茶が集まってくる集散地ともなり、名実ともに

日本屈指の茶どころとしての地位を確立することができました。 

これからは、こうした先人の志や技量を継承しつつ、作る人（生産者）と

楽しむ人（市民）、そして両者をつなぐ伝える人（茶問屋や小売店、日本茶

インストラクター）の協働により、魅力あるお茶づくりは無論、さらに、お

茶を通じた心やすらぐ生活空間があり、笑顔を求めて人々が集まってくるま

ち、そして、まちの内（中山間地域と市街地）にも、まちの外（国内、海外）

とも、人・お茶・情報の交流が絶えることがなく、その交流がまた新たな笑

顔を生み出していく ― そんな誰もが共有する“お茶のまち・静岡市”の価

値を創造していくべきではないでしょうか。 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界中のだれもがあこがれるお茶のまち 
～幸せな笑顔で満ちあふれた産業文化創造都市～ 

 

 

                                

 

 
 

 
 

 

作る人 

伝える人 
楽しむ人 

～市民～ 

協働 

 

 

 

  

 

 

大学 企業 

行政 

人・お茶・情報 

地域資源 

人・お茶・情報 

人・お茶・情報 
人・お茶・情報 
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３．将来像の実現に向けた基本戦略と推進方策［例示］ 

 

＜全体像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①お茶づくりを支える人づくり  

・産地のリーダーとなる「匠」※１の育成 

・「生活創造業」としての茶商の育成 など 

②産地を継承する仕組みづくり  

・安心して働ける茶園づくり 

・水源に形成する山間地茶業の支援 

・環境にやさしいお茶づくり 

・地域茶業を支える茶工場の体制強化 

・安心・安全なお茶づくりの推進 など 

③“出荷が待ち遠しいお茶”づくり  

・顧客志向に徹したお茶づくり  

・“山のお茶”の高付加価値化  

―新たな“旬”の創出 など 

お茶が生活・文化の一部と

なり心やすらぐまち 

お茶を中心に交流の輪が広

がるまち 

人々の心を引きつけるお茶

をつくるまち 

①未来への茶文化の継承  

・わがまち・わがむらのお茶歴史発掘 

・静岡流おもてなしの推進 など 

②新しい“お茶のある暮らし”の創造  

・「静岡市・お茶の日」の制定 

・お茶を介した食習慣の提案 

・環境にやさしい“マイボトル”の推進 

・日本茶カフェ・緑茶メニューの普及促進 など 

③お茶の価値を活かし・高める 

・お茶を活かした産学連携の推進 

・“お茶ベンチャー”の起業推進 など 

④次代を担う子どもたちに伝える 

・お茶育※２  

・子どもたちとの“子供向けのお茶”づくり など 

①全国・世界に向けた情報受発信  

・「お茶のまち静岡」シティセールスの推進 

・静岡市お茶ＭＡＰづくり 

・お茶好きの拠り所～お茶ミュージアム整備  など 

②お茶を感じる街並みづくり  

・主要ＪＲ駅におけるいざないの場づくり 

・お茶の葉香る街並みづくり など 

③お茶ファンの掘り起こし  

・お茶ツーリズム※３ 

・海外マーケットの開拓支援 など 

世界中のだれもがあこがれるお茶のまち 
～幸せな笑顔で満ちあふれた産業文化創造都市～  
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＜基本戦略と推進方策＞ 

 

 

 

 

茶農家・茶商の洗練された技術に、これまで直接関わることが尐なかっ

た消費者としての市民の力をかみ合せることで、地域の個性を活かしつつ

市民も自慢したくなるお茶が次々と生み出されるお茶のまちを目指します。 

特に中山間地域は、これまで、立地から生産効率が低く、出荷時期が遅

いことで、品質が価格形成や経営に活かされない傾向にありましたが、市

民自らが自慢したくなるお茶づくりが広まることによって、市場流通の中

に埋もれることのない価値を生み出すことができると考えます。 

こうした魅力あるお茶をつくるための基盤として、「“協働の歯車”の核

となっていく茶生産、茶流通における人づくり」や、「茶産地が次代へしっ

かり継承されるための“働きやすい茶園づくり”、“お茶づくりの担い手確

保”などの仕組みづくり」の推進が必要と考えます。 

 

①お茶づくりを支える人づくり 

高齢化が進行する中で、産地を維持・発展させていくためには、牽

引者となるリーダーの存在が欠かせません。優れたお茶づくりの技能

を有するとともに、熱意をもって地域を導く核となる人材を、様々な

産地エリアごとに「匠」と位置付け、匠と周辺農家が協力し合い、創

意工夫を重ね産地づくりに取り組むしくみづくりを進めるべきです。 

一方、流通の核となる茶商についても、従来からある荒茶の仕入・

仕上加工・消費地への供給機能だけでなく、新しいお茶のある生活を

創造する“生活創造業”としての機能を有する茶商を育成し、消費者

と生産者の橋渡し役、すなわち生産－流通－消費の協働の基軸となる

茶商を育成することが必要です。 

 

○産地のリーダーとなる「匠」の育成 

市内に広く散在する様々な産地ごとに、優れたお茶づくりの技能

（栽培・製造）を有するとともに、そのノウハウや技術を地域へ伝

承する熱意ある生産者を「匠」と位置付け、「匠」を中心とした産地

づくりを提唱します。 

 

○「生活創造業」としての茶商の育成 

荒茶を仕入れ、すぐれたお茶に仕上げ、全国の消費地に送り届け

るといったこれまでの“産地茶問屋”の姿に、消費者とともに新し

いお茶のある生活を創造する“生活創造業”としての機能、生産現

人々の心を引きつけるお茶をつくるまち 
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場と消費現場との懸け橋になる茶商の育成が必要と考えます。 

 

②産地を継承する仕組みづくり 

本市の主な茶生産地である中山間地域にあっては、限界集落の出現

やそれに伴う地域コミュニティの喪失などの要因から、今後の静岡市

の緑茶の生産機能に大きな影響を及ぼすことが想定されます。 

このため、お茶づくりに欠かせない“荒茶加工”の拠点となる茶工

場の機能強化を図りつつ、地域の状況に応じて小規模な基盤整備を伴

う改植や新規造成、既存の優良茶園を地域ぐるみで流動化し活かして

いく取組みが必要であり、傾斜地における茶園管理の労働負荷軽減す

る方策についても目を向けていく必要があります。 

一方、自然環境の保全に対しては、自然資源を活かした事業者の責

務として、また、安心・安全なお茶づくりについては、市民と一体と

なったお茶のまちづくりを実践していくうえでも、真摯に取り組んで

いかなければなりません。 

 

○安心して働ける茶園づくり 

経済寿命を超えた茶園の若返りを機会に、園地の立地条件やお

茶経営の特質を踏まえながら、無理のない地形修正を施し、働き

やすい茶園づくりが必要です。 

 

○水源に形成する山間地茶業の支援 

山間地として独自に有する地域資源を活かしながら、“山のお

茶”の生産や消費を支えるサポーター（援農ボランティアなど）

を育てていくことが望まれます。 

 

○環境にやさしいお茶づくり 

自然の恵みがおいしいお茶づくりを支えてきた静岡市のお茶の

歴史を踏まえ、永く継承していくからこそ自然環境と共存したお

茶づくりが必要と考えます。 

 

○地域茶業を支える茶工場の体制強化 

お茶づくりに欠かせない茶工場。生産者の高齢化や施設の老朽

化が進み、そのあり方もこれからの茶産地にとって大きな課題で

す。“お茶工房としての顔”“地域の拠りどころとしての顔”そし

て何より“経営拠点としての顔”といった様々な側面から、地域

茶業の拠点施設・茶工場のあるべき姿を模索していく必要があり

ます。 
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○安心・安全なお茶づくりの推進 

ものづくりの原点ともいえる“安心・安全”。ＧＡＰ※をはじめ

とするモノづくりの理念をプロの作り手、プロの売り手として、

自らが積極的に取り組み、生産－流通－消費の信頼の連鎖を高め

ていく必要があると考えます。 

※ＧＡＰ＝Good Agricultural Practice の頭文字で、直訳する

と「いい農業のやり方」で、「適正農業規範」と訳されている。 

 

③“出荷が待ち遠しいお茶”づくり 

これまでは、作り手の立場から品質重視の姿勢で良質なお茶を生産

してきましたが、ライフスタイルも嗜好も多様化し、競合する飲料も

多彩になるなかで、顧客の視点を重視し、“消費者に選ばれる”お茶づ

くりが望まれます。 

また、５月の連休以降を生産のピークとする静岡市のお茶づくりを

存続するために、誰にでもわかる特色あるお茶づくり、物語性を付加

するなどブランド力のあるお茶づくりを進めるとともに、後熟の魅力

を広め秋季から冬季に新たなお茶の需要となる「お茶の旬」を生み出

す取り組みが必要と考えます。 

 

○顧客志向に徹したお茶づくり 

生産－流通－消費のスクラムを築きながら、マーケティング力

のある産地風土を築き、産地の個性を活かしつつ、徹底した顧客

志向により“選ばれるお茶”“だれにも違いがわかるお茶づくり”

が必要と考えます。 

 

○“山のお茶”の高付加価値化 ― 新たな“旬”の創出 など 

八十八夜を中心とする新茶期のほかに、後熟（熟成）などによ

る新たな味覚を創出し、秋から冬にかけて新たな需要期を創出し

ていくことが望まれます。 
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経済発展の代償として現代に生まれた“ストレス社会”や“生活習慣病”、

そして“ゆとり時間の喪失”―これから私たちや私たちの子や孫が迎える

時代は、自然環境の変化や生産人口が減尐していくことなども踏まえ、よ

り心への負荷が高まることも予想されます。 

だからこそ、先人が見出し、代々受け継がれてきたお茶の持つ様々な力

―「人々の心を癒す力」「人々の健康を育む力」「人々の心をつなぐ力」―

を 100 年後も享受できるまちであるよう、「これまで培われてきた茶文化や

歴史の未来への継承」や「これからの社会生活になじむ新しいお茶のある

暮らしの創造」、「次代の担い手であり、継承者として子どもたちに伝える」

ことに取り組み、いつの時代も常にお茶を身近に感じられるようにしてい

くことが望まれます。 

 

①未来への茶文化の継承 

これから次代に向けお茶のまちづくりを進めていくにあたり、静岡

市が独自に背景として持つ茶の伝来から産業としての発展に関する

歴史も文化の一つとしてとらえ、先人のお茶への思いとともに継承し

ていくことが必要と考えます。 

 

○わがまち・わがむらのお茶歴史発掘 

私たちの住む静岡市には、街にも山にも多くの地域に何らか

のお茶にまつわる出来事や言い伝えがあると思われます。それら

を掘り起こし、自身のふるさとを知るとともに、次代へと伝えて

いくことが必要と考えます。 

 

○静岡流おもてなしの推進 

究極のお茶の心の一つ“一期一会”－この思いが静岡市の日

常に溶け込むよう、家庭、学校、職場、そして、市外からの来訪

者を迎える観光地や宿泊施設などに広めていくことを提唱しま

す。 

 

②新しい“お茶のある暮らし”の創造 

“茶産地”から“まちじゅうに茶文化の匂うお茶のまち”へ向けて、

日常生活の中に溶け込んだ新しい“お茶のある暮らし”を生み出し、積

み上げていくことが必要と考えます。それは、決してお金を掛けるばか

りではなく、一人一人の意識の中に声を掛けるように広がることが望ま

お茶が生活・文化の一部となり心やすらぐまち 
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れます。 

 

○「静岡市・お茶の日」の制定 

静岡市民が改めて“お茶”に目を向ける日、“お茶”を介して

心を和ませる日、“お茶”を介してふるさとや友を想う日。そん

な日が市民発議で制定されることを期待します。 

 

○お茶を介した食習慣の提案 

  食の“名脇役”としての本領を発揮し、これからのライフスタ

イルに望まれ、親しまれる“お茶を介した食”が提案され、普及

していくことが望ましいと考えます。 

 

○環境にやさしい“マイボトル”の推進 

今や“携帯”は生活に欠かせないキーワード。その日々繰り

返し出番のあるアイテムの一つに、環境問題にも配慮した“マイ

ボトル”を位置付け、“私だけの味”を楽しむ場面が広まること

を期待します。 

 

○日本茶カフェ・緑茶メニューの普及促進 

お茶を感じるまち、それは看板や構造物だけでなく、街角や

居住空間で出会うお茶。その一つが日本茶を楽しめる和カフェや

喫茶店での緑茶メニュー。これらが至るところで見られ、人々に

安らぎ空間を提供するまちになることを期待します。 

 

③お茶の価値を活かし・高める 

お茶は多くの機能性成分を有する魅力ある地域資源です。それとと

もに、静岡市は多くの大学、研究機関や食品産業をはじめとする先端

産業を多く有する産地でもあります。これまでの方向のなかに新たな

視点も加味して、アカデミックな要素を加え、大学・研究機関、企業

等の連携を促進し、茶の生産、流通、消費等にかかる研究を深め、茶

の新たな価値を創出していくことや、お茶の持つ価値を活かした新た

な“ベンチャービジネス”の起業支援を進めることを提唱します。 

 

○お茶を活かした産学連携の推進 

静岡市内に立地する大学や試験研究機関とのコラボレーシ

ョンにより、お茶づくりに新たな道筋を開いたり、新商品開発

を進めることを提唱します。 

 

○“お茶ベンチャー”の起業推進 
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産学交流センター、清水産業・情報プラザ、ＳＯＨＯしずお

かなどの産業・創業支援施設と連携して、お茶を活用した新商

品開発・新事業展開を図ろうとする事業者やＮＰＯ、個人を支

援することが必要と考えます。 

 

④次代を担う子どもたちに伝える 

先人から引き継がれたお茶づくりの技や味をしっかりと次代に継

承するとともに、これから市民力を結集し“お茶のまち・静岡市”を

築き上げていこうとする思いを、次代への継承者である子どもたちに

しっかりとバトンタッチしていくことは、たいへんに重要なことであ

ると考えます。 

 

○お茶育（美味しい入れ方教室、茶作り体験、闘茶大会） 

学校や余暇時間を活用したお茶体験などを通して、お茶の魅

力やお茶づくりの奥深さを伝え、お茶や地域への理解、さらに

は思いやりの心が育まれることが望まれます。 

 

○子どもたちとの“子供向けのお茶”づくり 

嗜好は年代とともに変化するため、幼児期から年代にあった

お茶を親と共に見つけたり、小学生の子どもたちとともに“子

供だけのお茶”を創り出すなど、“お茶”がより身近な存在と

なる取り組みを進めていくことを提案します。 
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お茶は人々の喉を潤してきたばかりではなく、家族の食事の間に会話を

生み、大切な友人を和菓子とともにもてなし、心と心をつなぐ大切な役割

を果たしてきました。茶道から生まれた“一期一会”の心は、決して“茶

道”という特別な世界だけのものではなく、私たちの日常生活のありとあ

らゆる場で生きるものです。毎日顔を合わせる家庭でも、学校でも、職場

でも、同じ局面は二度とありません。だからこそ、その時、その時の出会

い、場面に一所懸命相手に尽くそうとする心、それが一期一会です。 

静岡市が全国で、いえ、世界でいちばん“一期一会の心”が深く、広く

浸みわたったまちであったらすばらしいと思います。お茶を介したコミュ

ニケーションが次々に網目のように広がり、内外との交流活動が生まれ、

経済活動が盛んになったらいいと考えます。 

そんなまちづくりに向け、「全国・世界に向けた情報受発信」「お茶を感

じる街並みづくり」「静岡市のお茶ファンの掘り起こし」の３つを柱と考え

提唱します。 

 

①全国・世界に向けた情報受発信 

生産者、流通関係者、消費者としての市民や日本茶インストラクタ

ーが協働で「世界中のだれもがあこがれるお茶のまち」を目指す活動

に取り組んでいくとともに、市内外、全国、世界に向けて積極的に「お

茶のまち静岡」をＰＲしていくことが望まれます。双方の相乗効果に

より、将来像の実現に向けた動きが加速される好循環が期待されます。 

そのためには、静岡市が全庁的に取り組んでいるシティセールスで

ＰＲするとともに、「お茶のまち静岡」をわかりやすく伝える情報素

材を増やし、情報の受発信機能を有する拠点づくりを進めていくこと

が望まれます。 

 

○「お茶のまち静岡」シティセールスの推進 

“お茶のまち静岡”をアピールすることで、交流人口が増大

し、それがお茶の魅力、お茶のまちとしての魅力増進につなが

る好循環を作り出すよう、積極的なシティセールスが必要と考

えます。 

 

○静岡市お茶ＭＡＰづくり 

お茶のまちの様々なポイントを紹介した、お茶のまちのナビ

ゲーターとなりうる“お茶ＭＡＰ”づくりを提案します。 

お茶を中心に交流の輪が広がるまち 
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○お茶好きの拠り所～お茶ミュージアムへ～ 

新たな施設整備によるのではなく、町中の製茶問屋や茶専門

小売店、茶農家、製茶工場などの協力を得て、静岡市のお茶に

関する情報を発信する拠点を“エコミュージアム※４”と位置づ

け、将来“お茶ミュージアム※５”へと展開されることを期待し

ます。 

 

②お茶を感じる街並みづくり 

駅は訪問者を出迎え、見送る街の玄関口であることから、市外・国

外からの来訪者に、“お茶のまち”を強く印象付けるよう、もてなし

の空間が必要と考えます。 

また、かつて製茶工場や製茶問屋、茶関連産業などが集積した市街

地を、“生活創造屋”としての茶商が飛び交い、消費者や観光客が足を

運びたくなるような新たな交流を生み出す活気ある街並みとなるよ

うな方策を進めていく必要があると考えます。 

 

○主要ＪＲ駅におけるいざないの場づくり 

西から東から、遠路静岡市へ足を運んでくださるお客様。そ

の一人一人に“ほっ”とした間を提供し、静岡市を心に印象付

けるような設えが駅周辺に必要と考えます。 

 

○お茶の葉香る街並みづくり など 

茶関係事業者や市民との協働を進め、新茶時期だけでなく、

年間を通じてお茶の香りを感じる街並みを生み出し、市民や観

光客を呼び込んでいくことが望まれます。 

           

③静岡市のお茶ファンの掘り起こし 

“お茶のまち”として成立するためには、“静岡市のお茶”をこよ

なく愛する人たちの存在が欠かせませんが、それは必ずしも“お茶”

という商品への愛着だけでなく、新緑に輝く茶畑のある風景や、こだ

わりをもったお茶農家、茶商とのコミュニケーションであったりもし

ます。 

市街地から山間部まで、お茶のまち静岡市に関わる様々な地域資源

を活用し、お茶を含めた様々な体験や空間への訪問を盛り込んだ“お

茶ツーリズム”を、新たな地域ビジネスとして活発化していくことを

提唱します。 

また、海外における日本食ブームや健康志向の広まりを好機と捉え

て、緑茶の魅力をＰＲし、長期的視点にたったお茶の需要・輸出拡大
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策の検討が必要と考えます。 

 

○お茶ツーリズム 

生産現場から流通の現場、そして歴史から自然景観など、変

化に満ちたお茶関連拠点を活かし、お茶やお茶のまちをまるご

と体験する余暇活動・観光旅行を“新産業”“観光産業”とし

て進めることを提唱します。 

 

○海外マーケットの開拓支援 

日本食ブームや健康ブームの中で、再び増加しつつある“日

本茶”への関心。単なる一過性のブームではなく、定性的な拡

大となるよう、文化的な素材をともにした“日本茶輸出”を支

援していくことが必要と考えます。 
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第４章 構想の実現に向けて 

 

 

１．推進の仕組みづくり 

お茶のまちづくりを構想で終わらせないために、推進エンジンとなる組織、

プロジェクトの早期設置を提案します。 

 

（１）「お茶のまち１００年構想」の推進主体の設立 

本構想を全市的な取組みとして推進するために、次の組織を立ち上げ

ることを提唱します。 

 

静岡市お茶のまち１００年構想推進委員会（仮称） 

茶生産・流通関係団体、日本茶インストラクター協会、茶

文化団体のほか、異業種や消費者、行政の代表者により構成

される団体。業界－市民－行政がスクラムを組み、１００年

構想の進行管理を行うことが必要です。 

また、市民レベルの組織として「静岡市お茶のまちづくり

実現市民会議（仮称）」（※）を育てていくことを提唱します。 

 

※静岡市お茶のまちづくり実現市民会議（仮称） 

「静岡市お茶のまち１００年構想」に賛同し共鳴する、市

民の有志による自発的な組織。お茶のまちづくりに絡んだ

様々な組織・団体やグループとのネットワークを構築しなが

ら、徐々にお茶のまちづくりのコーディネート機能を有する

人材の集合体＝シンクタンク的な存在として、推進委員会と

連携しながら「静岡市お茶のまち１００年構想」の実現を現

場でリード・支援していく組織となることを期待します。 

そして、「静岡市お茶アカデミー※６」から「世界お茶アカ

デミー」へと段階的に発展していくことを期待します。 

 

（２）「お茶のまちづくり」を担う人づくり塾の展開 

「“まちづくり”は“人づくり”」を信念に、１００年構想の第一幕は

“農”の担い手としての「匠」、“流通”の担い手としての「生活創造屋」、

そして“まちづくり”の担い手としての「お茶のまちコーディネーター」

を育成する、「静岡お茶塾（仮称）」の開講を提唱します。 

 

（３）中山間地を舞台とした“モデルエリア”での事業展開 

茶生産者や地域が保有する潜在資源の総合的な活用を図りながら一
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体となった施策として推進を図るため、「匠」を核とした先導的となる

モデル地域を選定し、地域が一体となった多角的な取り組みを行い、茶

産地として、地域としての活力ある生活空間が取り戻されることを期待

します。そして、その成果を他の山間地域のエリアに波及していきなが

ら、エリア間が切磋琢磨し、またネットワークの絆を深めながら、山間

地域に再び息吹を起こしていくことを提唱します。 

※人材の育成、生産活動基盤の整備、新たな地域ビジネスの創造（お

茶ツーリズムなど） 

※地域活動を支援するための組織を支援・整備・活用していくことが

ポイントになってくるので、ＮＰＯやボランティア等との連携を強

め、中山間地域をみんなで支えるサブサポートの仕組みづくりを提

唱します。  

 

（４）内外に向けたシティセールス 

平成１９年度より静岡市が本格的に実施してきたシティセールスの

勢いを活かし、市内外の人々の心に訴える様々なソフト事業の展開を期

待します。 

※駅周辺での“お茶のまちイメージ”づくりや“もてなしの場”の創出 

“お茶のまち静岡市”をイメージする新しいオンリーワンのオリジナ

ル商品開発 など 
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２．段階的展開イメージ 

 

ステージ  「世界中のだれもがあこがれるお茶のまち」を目指して  

 

 

 

 

 

 

 

 

 短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“農”の担い手づくり 

「匠」の発掘・育成 

“流通”の担い手づくり 

｢生活創造屋｣としての

茶商の育成 

“お茶ツーリズム” 

で山と街の交流 

が始まる 

“お茶育”の展開 

“お茶のまちづくり”

の担い手づくり 

“お茶のまちコーディ

ネーター”の育成 

「匠」の発掘・育成 

 

 

安心して

働ける茶

園づくり 

“援農隊”誕生 

（援農ボランティア）  “静岡市お茶の日”制定 

ＪＲ静岡駅に“茶の香り” 

“静岡お茶塾”の開催～お茶のまちの人づくり塾～  

“静岡市お茶のまち実現市民会議（仮称）”の発足  

“静岡市お茶のまち 100 年構想推進委員会（仮称）”の発足 

｢生活創造屋｣ 

が協働の軸と

なって新しい

お茶づくりが

始まる 

誕生 

 

 

「匠」を

中心とし

た産地エ

リアの形

成 ｢生活創造屋｣ 

が飛び交う 

“新・茶町” 

誕生 

“お茶ツーリズム”から

“エコミュージアム” 

誕生 

「匠」を中心とした 

産地エリアのネットワーク形成 

お茶好きの拠り所 

“お茶ミュージアム”誕生 

“世界お茶アカデミー”誕生 

幸せな笑顔で満ちあふれた産業文化創造都市  
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３．計画・実行・評価・改善の継続的実施 

この構想で示す将来像や取組み計画は、わたしたちの子や孫、さらにその

先の時代にも“お茶のまち”としての静岡市が輝き続けることにより、そこ

に暮らす人々が幸福感に溢れることを願い、様々な調査活動や勉強会、検討

を重ねてまとめ上げました。 

しかし社会では、様々な事象が絶えず起こり変化しています。ですから、

この構想を基本計画と位置づけた上で、「静岡市お茶のまち 100 年構想推進

委員会」（仮称）が主体となって一定期間ごとに実施計画を策定し、これに

基づき具体的な取組みを着実に進めていくこと、そして、具体的な「計画」

を「実行」に移していくことに加えて、絶えずその成果を「検証」し、「改

善」していくことが必要でしょう。 

本構想は、100 年後を見据えて提言するものですが、近年における社会経

済環境の目まぐるしい変化を考えますと、ここで示した振興方策についても、

軌道修正が必要となる可能性があります。このため、本構想自体を精査し、

見直しを図っていくことも必要と考えます。 
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４．お茶のまちづくりに向けた行動指針 

 

 

 

小さなことを積み重ねてこそ成功できる。あたり前のことをあたり前にで

きるようにすることが非凡につながる。すべてはわたしたちの行動から始ま

ることから、次の４つを提唱します。 

 

○今を変えるのは、ここにいる一人一人の心と行動の一歩からはじまりま

す。 

物事は待っていても、他人に求めても変わるものではありません。それに

関わる一人一人の変えようとする意志と、変えようとする行動があって初め

て“変化”が生まれます。 

 

○何をするにも笑顔と遊び心を忘れません。笑顔には人が集まります。  

ただ難しい、大変なことだけでは継続しにくいですし、仲間も増えていきま

せん。そこに小さくとも遊び心や楽しさがあって、笑顔が苦難を乗り越える

力を生み出すと考えます。 

 

○喜びは与えられるものではなく、まず自ら動くことから生まれます。そ

して共に動く者が増えたとき、その喜びは倍増します。 

“幸福”の価値観は人それぞれですが、自ら動いて得た成果はひとしおです。

その行動が共感を呼び、人々が寄り集まってきたら、喜びは次々に生み出され

てきます。 

 

○大きいまちだからこそ、小さいことからでもはじめます。ずっとずっと

つなげていきたいから今からはじめます。 

大きなものを動かすには大きな力が必要です。でも、その力が結集されるま

で待っていたら、“動き”はいつ生まれるかわかりません。また、大きな変化が

生まれるためには長い時間がかかります。だからこそ、できることからすぐに

はじめましょう。 

 

つくりあげるのはわたしたち市民の力 
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５．具体化への標（しるべ） 

「（仮称）静岡市お茶のまちづくり実現市民会議」を中心とした“お茶の

まちを築く人材”の活力を高めながら、“お茶のまち”のステージを高めて

いくことが必要です。 

 

短期のめざす姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期のめざす姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  まちに産地に人を集める取り組みが活発に行われている  

“構想”に基づく活動の音がコツコツと響き合っている 

交 

  次代を担う子どもたちへのお茶育が盛んに行われている  伝 

  構想の実現に向けて自主的な勉強会が至るところで生まれている  学 

  マーケティング視点の活動が積極的に行われている  

 

創 

  “人を集める”から“人が集まるまち”へ―交流・物流が活発に  

“茶産業都市”から“茶文化・産業都市”へ進化している 

交 

  山間地に美しい茶畑風景が復活―援農ボランティアの力  伝 

  学びの場“静岡お茶塾”が“オープンカレッジ”に発展  学 

  生産者・茶商・消費者が納得！お茶が品質で取引される時代に  創 
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そして１００年後･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界中のだれもがあこがれるお茶のまち」は･･･ 

総合的な“文化・産業交流都市” 

 
 

山々に美しい茶畑風景が広がり、畑を手伝う  

人々が茶農家と共に笑顔で汗をぬぐっている 

 

お茶が育む幸せ感を求め、山間地に二世代、三世代の暮らし  

をはじめる家族が新たに生まれている  

 

お茶農家、お茶屋さん、お茶を求める消費者が、茶畑で、まちで、

笑顔で語り合っている  

 

日本の北から南から、世界の西から東から、お茶のある空間、 

お茶を介した笑顔を求めて人々が訪れている  

 

まちじゅうに五月の風が薫っている  
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石川 タミ子 食生活アドバイザー  

岩﨑 恵子 会社員  

 

茶生産者 

石原 弘敏 静岡市農業協同組合  

吉本 邦弘 静岡市農業協同組合  

白鳥 安章 清水農業協同組合  

大榎 久美子 清水農業協同組合  

 

茶問屋 

岩崎 泰久 静岡茶商工業協同組合  

小林 裕幸 静岡茶商工業協同組合  

中村 光年 清水茶商組合  

日本茶 東方 みゆき 日本茶インストラクター協会静岡市支部  

相川 香 日本茶インストラクター協会静岡市支部  

 

＜サポートスタッフ＞                  （敬称略） 

区分 氏 名 所   属 備考 

農 協 大澤 幸司 静岡市農業協同組合  

森  一真 清水農業協同組合  

茶商組合 望月 史雄 静岡茶商工業協同組合  

静岡県 服部 康人 中部農林事務所  
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◇提言書作成の経過 

＜平成１８年度＞ 

○清水港お茶直輸出１００周年記念イベント＆お茶のまちづくり宣言 

○市民意識調査～「市民が誇るお茶（緑茶）のまちづくり」について～ 

 

＜平成１９年度＞ 

月 委員会 ワーキング活動 その他 

４ 第１回委員会 

・考え方、進め方 

  

５  

 

  

６  

 

 サポートスタッフ会議① 

７  代表者会議① 

全体会議① 

 

８  

 

先進地事例 

調査① 

 

９ 第２回委員会 

・分野別中間発表 

全体会議② 

先進地事例 

調査②③ 

 

10 第３回委員会 

・ＷＧ別構想発表 

代表者会議②  

11  

 

 

代表者会議③ 

 

サポートスタッフ会議② 

12  

 

  

１ 第４回委員会 

・提言書骨子案検討 

 サポートスタッフ会議③ 

２  

 

  

サポートスタッフ会議④ 

３ 第５回委員会 

・提言書案検討 

  

 

現地踏査 

延べ３回 

 

納涼勉強会 

延べ６回 

 

 

グルー

プ別会

議延べ

２１回 

パブリック 

コメント 

 

トップ

インタ

ビュー

延べ７

回 
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◇「静岡市お茶のまち１００年構想提言書」で使用している言葉の説明 

 

※１【匠（たくみ）】 

優れたお茶づくり（生産・製造）の技能を有するとともに、そのコツや技術を

地域へ伝承する熱意のある者。また、その熱意をもって地域を導く、地域の核

となる人材をいいます。  

 

※２【お茶ツーリズム】（ティーツーリズム、グリーンティーツーリズム）  

茶に関係する場所を巡る、体験型観光・旅行。  

茶畑のある農村、お茶屋さんのある市街地などを巡り、「茶と関係のある自然・

文化・歴史・町なみ・人々の暮らしに触れる」「茶を味わう」「買い物を楽しむ」

などを体験する余暇活動・観光・旅行をいいます。 

 

※３【（お）茶育】（おちゃいく） 

茶に関する様々な知識を学び、また、体験を通して思いやりの心を育むことを

いいます。 

 

※４【エコミュージアム】 

   地域の自然資源・史跡や文化財などを、現地でそのまま保存する“屋根のない

博物館”をいいます。 

 

※５【お茶ミュージアム】 

   お茶に関する様々な情報・資料を収集し展示する機能及び調査・研究を行う機

能を有する施設を称したものをいいます。 

 

※６【お茶アカデミー】 

   茶業振興、お茶のまちづくりに賛同し、共鳴する者が自発的に組織するもので、

互いの立場の違いを乗り越え、共通の目標のために互いの知恵を出し合い、実

践していく組織をいいます。 

 


