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基本計画  総論  
 

＜市民とともに高めていくことが必要な意識とまちの経営システム＞  

本市が「活発に交流し価値を創り合う自立都市」となるためには、市民と

行政が協働することが何よりも大切です。そのため、双方が共有し、さらに

高めていくことが望まれる意識を「市民とともに高めていくことが必要な意識

」としてまとめました。また、「まちの経営システム」として基本構想に掲げた、

市が行政運営に当たってとるべき行動原則について、それを具体化する

方策を示しました。  

 

政策の体系  
市民とともに高めていくことが必要な意識  

(1)環境調和のまちづくり 
①豊かな自然への誇りを持ち、より良い環境を創造

する市民の拡大 

②低炭素社会・循環型社会に対応した行動の実践 

(2)世界を意識したまちづくり 
①国際化の推進 

②温もりのある静岡ブランドの創造 

(3)社会の多様性に対応した 

共生のまちづくり 

①コミュニティ活動の推進 

②男女共同参画の推進 

③ワーク・ライフ・バランスの推進 

④ユニバーサルデザインの普及・推進 

(4)ICTを活用したまちづくり 
①地域社会の情報化推進 

②行政の情報化推進 

(5)都市と山村が共生するまちづくり 

①中山間地域における持続可能なコミュニティづくり 

②中山間地域の生活環境の確保 

③中山間地域の資源を活用した産業の振興 

④森林の公益的機能の維持・保全 

 

まちの経営システム  

(1)生産性・透明性の高い大都市 

経営をすすめる 

①経営資源の充実 

②地方分権や人口減尐社会を見据えた経営資源の

最適配分 

③事業成果の継続的検証と透明性の確保 

(2)市民と行政との協働によるまち 

づくりをすすめる 
①市民と行政の協働体制の充実 

(3)地域が個性をみがき合うまち 

づくりをすすめる 

①特色ある地域づくりの形成 

②行動する市民への側面的支援 

(4)多角的な広域行政をすすめる 

①国との連携・協力の強化 

②静岡県や隣接県などとの連携 

③静岡都市圏の自立性を高めるリーダーシップの発

揮 

④環太平洋地域、東アジア地域にわたる広域交流の

展開 



53 

 

【政策の方針】  

 

１  市民とともに高めていくことが必要な意識  

 

「目指すまちの姿」である「活発に交流し価値を創り合う自立都市」を築

きあげるためには、行政ばかりでなく市民、そして様々な事業者、団体が相

互に協力しあうことが大切です。  

そして、この「目指すまちの姿」を実現するため、基本構想で定める「まち

づくりの大綱 」に即してまちづくりを進めていくことになりますが、その基礎と

なるのが共通の意識です。  

これらの共通の意識を、市民一人ひとりや事業者、団体などと市が常に

共有して行動することにより、まちづくりそのものが時代の求めに総合的に

適合し、一層魅力あるものとなります。このような共通の意識のうち特に重

要なものを次のように掲げました。  

 

 

（ 1）環境調和のまちづくり  

◆豊かな自然への誇りをもち、より良い環境を創造する市民の拡大  

南アルプスから駿河湾までの広大な市域における豊かな自然は本市の

貴重な財産であり、これを保全し次の世代に引き継ぐことは、私たち市民

に課せられた責務でもあります。  

そのためには、私たち一人ひとりが高い環境意識を持ち、日常生活から

資源の循環を意識し、環境にできるだけ負荷をかけない生活様式への転

換を促進していきます。  

また、このような環境への高い意識と行動基準の保持を市民個人のレ

ベルにとどめることなく、地域の住民が共有し、共に行動することで、かけが

えのない環境を守る地域の力を高めていきます。  

 

◆低炭素社会・循環型社会に対応した行動の実践  

地球温暖化等の地球環境の危機を克服し、「持続可能な社会 」を実

現させるため、低炭素社会、循環型社会の構築を図ります。  

都市と中山間地域の住民の連携、森林の整備や森林資源の利用を促

進し、市域内で排出する二酸化炭素をできる限り市域内で削減・吸収しよ

うという「二酸化炭素の地産地消」を図るとともに、静岡版「もったいない運

動」等の循環型社会の形成にも取り組みます。  

また、消費者や事業者の環境を守るための行動が経済的利益につなが

る基盤の整備、環境に配慮した製品づくりや技術の開発支援と成果の普

及といった「環境と経済の好循環」を推進していきます。  
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（ 2）世界を意識したまちづくり  

◆国際化の推進  

国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合いながらと

もに生きる「多文化共生社会」の実現に取り組みます。  

富士山静岡空港も開港し、大交流時代が到来しようとするなか、静岡

の自然・産業・文化とともに自己の価値観や考えを明確に世界へ発信でき

る人材を育成します。また、もてなしの心をもった市民気質をはぐくみます。 

市民を主体とした国際交流や国際協力を推進するなど、国際ネットワー

クづくりも進めます。  

 

◆温もりのある静岡ブランドの創造  

温暖な気候や穏やかな市民気質により培われた、本市の様々な魅力を

静岡ブランドとして創造し、市民とともに国内外に向けて情報発信していき

ます。  

 

（ 3）社会の多様性に対応した共生のまちづくり  

◆コミュニティ活動の推進  

都市化の進行や個人の価値観の多様化が進み、地域における連帯感

が希薄化するなか、高齢者や子育て家庭への支援や地域防災・地域安

全活動などの分野において、相互に助け合うという共助の心に支えられた

コミュニティの役割が再認識されています。  

自治会・町内会をはじめ、地域の福祉や防災活動等を目的として組織

された地縁的団体等の活性化を推進します。また、社会的課題を解決す

るために、公益的な活動を行うＮＰＯやボランティア団体等、多様な要素に

より成り立つコミュニティの形成を促進します。  

あわせて、それらの団体等が活動しやすい環境の整備についても推進

していきます。  

 

◆男女共同参画の推進  

男女共同参画社会を実現するため、政策 ・方針決定の場への女性参

画の拡大を図り、家庭、地域社会での共同参画を推進するとともに、男女

の人権を尊重する学習や教育を充実します。  

 

◆ワーク・ライフ・バランス (※ 1)の推進  

多様な人材の意欲と能力が発揮される活力ある社会を実現するために、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します。  

個人の様々な事情に配慮した就労環境の整備をはじめ、男女共同参

画、子育てや介護、生涯学習等、様々な分野における環境整備を推進し

ます。  

 

◆ユニバーサルデザイン (※ 2)の普及・推進  

ユニバーサルデザインの考え方が浸透するよう、啓発を促進するとともに、

様々な場でユニバーサルデザインを広め、積極的に活動を推進するリーダ

ーとなる人材を育成し、誰もが安心して活き活きと快適な暮らしをすること

ができ、来訪者にも温かい心が伝わり、また来たくなるようなまちづくりを進

めます。  
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※1  ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）  

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生活の

調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じな

がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいて

も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が

選択・実現できる社会」としている。  

 

 

※2  ユニバーサルデザイン  

ユニバーサルデザインとは、「すべての人のためのデザイン」という意味で、

年齢や障害の有無、体格、性別、国籍などにかかわらず、できるだけ多く

の人にわかりやすく、利用しやすいようにデザインすることをいう。  

 

 

 

（ 4）ＩＣＴを活用したまちづくり  

◆地域社会の情報化推進  

インターネットの急速な普及等情報化の進展は、社会の構造変化ととも

に市民の生活様式にも大きな変化をもたらしています。ブロードバンド環境

や地上デジタル放送も整備が進められてきていますが、なお、情報格差が

存在していることも事実です。  

このような中 、更なる情報通信基盤の整備を促進するとともに、市民一

人ひとりの情報の処理・活用能力を高め、すべての市民が情報化の恩恵

を享受できる環境を整えます。  

また、情報機器を利用した犯罪を防ぐため、防犯意識の啓発など市民

への情報提供を行っていきます。  

 

 

※ＩＣＴ  ( Info rmat ion and Communicat ion(s)  Techno logy)  

コンピュータやデータ通信に関する技術の総称。特にネットワーク通信で

の情報や知識の共有を重視している。  

 

 

 

 

◆行政の情報化推進  

行政手続のオンライン化の充実、新しい情報通信技術の採用等により、

行政サービスの質的向上に努めるとともに、行政コストの縮減や行政の透

明性確保にも取り組みます。  

また、既存の情報システムを見直し、最適化を図り、行政運営の簡素

化・効率化を進めます。  

個人情報の保護、コンピュータウィルスへの対応等、情報セキュリティの

向上に努めます。  
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（ 5）都市と山村が共生するまちづくり  

◆中山間地域における持続可能なコミュニティづくり  

過疎化、尐子高齢化により集落の維持が困難になりつつある中山間地

域において、「持続可能なコミュニティ」の実現を目指します。  

集落の活性化に向けて人材の育成を図るとともに、中山間地域の住民

だけでなく、都市部の住民、ＮＰＯ、企業、行政などが互いに協力すること

で、新たな地域運営の仕組みを構築します。  

また、中山間地域ならではの魅力づくりとその情報発信や、都市部の住

民と山村の住民との交流を促す一方で、中山間地域への移住・定住を促

進します。  

    

◆中山間地域の生活環境の確保  

中山間地域において、安全 ・安心に暮らせる生活環境を確保するため、

通信 ・交通手段や防災体制に加え、教育、医療･福祉、雇用環境等の整

備をソフト・ハード両面から推進します。  

  

◆中山間地域の資源を活用した産業の振興  

中山間地域が有する自然、特産物、文化伝統等様々な地域資源を活

用し、中山間地域ならではの産業の振興を図ります。  

地域資源に更なる価値を付加することや効果的な情報発信により、地

域ブランドの創造に取り組むとともに、市民、産学官の連携による新商品

開発、販売戦略等を推進します。  

  

◆森林の公益的機能の維持・保全  

森林は、水源涵養
か ん よ う

機能や災害防止機能、二酸化炭素吸収といった生

活環境機能など様々な公益的機能を有しています。  

この機能を維持 ・保全するため、中山間地域の住民だけでなく都市部

の住民を含めた全市民が一体となり、地域材の利用促進といった森林の

循環利用の仕組みを築いていきます。  
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施策の体系  
政策 大施策 中施策 主な事業 

(1)環境調和の 

まちづくり 

1豊かな自然への誇りを 

持ち、より良い環境を創造

する市民の拡大 

①市民一人ひとりの環境意識の向上  

【静岡版「もったいない運動」

の推進】 

「もったいない」の精神にの

っとり、４R（リフューズ・リデュ

ース・リユース・リサイクル）に

よる、ごみの減量化、資源化

を推進します。 

 

 
【シティプロモーション推進事業】 

 本市の地域資源を最大限に

活用した、温もりのある静岡ブ

ランドの創造と国内外に向け

た情報発信を積極的に推進し

ます。 

 

 

【男女共同参画の推進】 

 女性の職域の拡大や能力開

発、登用に取り組むとともに、

第２次男女共同参画行動計画

において、ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス）防止計画の策

定や、相談・一時保護など被

害者支援に必要な事業等を推

進します。 

 

 

【市税電子化の推進】 

 所得税確定申告書に関する

国税と地方税のデータ連携に

より、経費等の削減を推進しま

す。 

 

 
【おらんとこの「これ一番」事業】 

 中山間地域集落の再生・生

涯元気集落の実現を目指し、

地域住民が選定した「地域資

源」による活性化への取組に

対して支援します。 

②地域環境力の向上 

2 低炭素社会・循環型社会

に対応した行動の実践 

①持続可能な社会を実現する生活様式への

転換促進 

②環境と経済の好循環の推進 

(2)世界を意識 

したまちづく

り 

1国際化の推進 

①多文化共生のまちづくり 

②国際化時代を担う人づくり 

③国際交流、国際協力、国際ネットワークづく

り 

2温もりのある静岡ブランド

の創造 

①国内外に向けた魅力あるまちの情報発信 

②シティプロモーションを推進するネットワーク

の構築 

③静岡の魅力の発掘と創造 

(3)社会の多様

性に対応し

た共生のま

ちづくり 

1 コミュニティ活動の推進 

①地域コミュニティの活性化 

②多様なコミュニティの形成 

③コミュニティ活動の基盤整備 

2男女共同参画の推進 

①政策・方針決定の場への女性参画拡大 

②家庭・地域社会での共同参画の推進 

③男女の人権を尊重する学習や教育の充実 

3 ワーク・ライフ・バランス

の推進 

①就労環境の整備促進 

②家庭（子育て・介護など）・地域活動・自己啓

発など多様な活動を可能にする環境の整備 

4 ユニバーサルデザインの

普及・推進 

①ユニバーサルデザインの考え方の啓発、促

進 

②ユニバーサルデザインを支える人づくり 

(4)ICTを活用 

したまちづ 

くり 

1地域社会の情報化推進 

①情報化時代に対応した人づくり 

②地域の ICT利活用の促進 

③情報機器を利用した犯罪への対応 

2行政の情報化推進 

①行政サービスの高度化 

②行政運営の効率化 

③情報セキュリティの向上 

(5)都市と山村

が共生する

まちづくり 

1中山間地域における 

持続可能なコミュニティづく

り 

①集落の活性化を支援する人材の活用 

②新たな地域運営の仕組みづくり 

③中山間地域ならではの魅力づくりと情報発

信 

④都市住民と山村住民との交流促進 

⑤UJI ターンの推進 

2 中山間地域の生活環境

の確保 

①安全に安心して暮らす環境の整備 

②雇用の場の創出 

③市街地とのアクセス改善 

④教育環境の整備・支援 

3中山間地域の資源を 

活用した産業の振興 

①地域ブランドの創造 

②市民と産学官連携による産業の創造 

4森林の公益的機能の 

維持・保全 

①森林の循環利用の仕組みづくり 

②都市と山村の連携による森林機能の維持・

保全 
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2 まちの経営システム  

 

行政活動も経営活動の一環としてとらえられるようになった今日、市は

限りある経営資源を真に必要な分野、事業に最適に配分し、あるいはいか

に経営資源を拡大することができるのかということを、常に意識することが求

められています。  

また、これまでのまちづくりの多くは市が主たる役割を果たしてきましたが、

これからは「市民が主役のまちづくり」に転換していくことが大切です。その

ためには、市民、事業者、諸団体などが市と協力し合い、お互いの情報を

広く交換し、政策立案、実施過程にも参加する仕組みを確立することが必

要です。  

さらに、本市は静岡都市圏の中心都市として、都市圏全体の機能分担

と総合調整において、その役割を十分に発揮することが大切です。  

 

 

（ 1）生産性、透明性の高い大都市経営を進める  

地方分権改革が進められるなか、自治行政権、自治財政権、自治立

法権を備えた地方政府の確立が求められています。また、指定都市として

生産性、透明性の高い大都市経営を進めていかなければなりません。  

このため、行財政改革を推進し、ヒト、モノ、カネ、情報といった限られた

経営資源を最適に配分し、効果的に活用します。同時に、分権時代にふ

さわしい人材の育成・活用や、新たな経営資源の発掘にも取り組みます。  

また、事業の成果を検証し、その過程や結果について情報公開するとと

もに、次の事業を実施する際に市民意識の反映に努めます。  

 

（ 2）市民と行政との協働によるまちづくりを進める  

地域に必要とされる公共サービスは、これまで行政が中心となって担っ

てきました。しかし、市民と行政が協働し、それぞれが得意な分野を担って

公共サービスを提供することにより、市民満足度の高い充実したサービス

の提供が可能となります。  

そこで、市は市民に対して積極的に情報を提供するとともに、多様な市

民意識の把握に努め、協働の仕組みづくりのほか、政策形成過程への市

民参加も推進します。  

                                                       

（ 3）地域が個性をみがき合うまちづくりを進める  

指定都市として、市民に身近な行政を区中心に進めている本市では、

地域住民の意見を把握し、地域や区の実情に合ったまちづくりを行ってい

きます。また、それぞれの地域が持つ歴史や伝統、資源、人材などの特色

を活かし、個性を磨きあいつつ、市全体として調和のとれた一体感のあるま

ちづくりを進めていきます。そして、多彩な地域活動に参加する市民を支

援します。  

                

（ 4）多角的な広域行政を進める  

本市は指定都市として、また、県都 ・静岡都市圏の中心都市として、国

や関係自治体との役割分担や連携、協力のもとに広域的な課題に取り組

んでいきます。富士山静岡空港をはじめとする大規模社会資本が整備さ
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れる中、本市の地理的特徴を活かして日本海軸や東海道軸などにおける

市民や地域との交流を深めます。また、環太平洋地域や東アジアを中心

に、世界に向けた情報発信を積極的に行っていきます。  

 

施策の体系  

政策 大施策 中施策 主な事業 

(1)生産性・透

明性の高い

大都市経営

をすすめる 

1経営資源の充実 

①既存の経営資源の維持確保 
【地方分権改革の推進】 

 国の義務付け、枞づけ

の見直しに伴う自由度の

拡大を機に、自治行政

権、自治財政権、自治立

法権を備えた地方政府を

確立します。また、市民意

見を採り入れて策定する

静岡市独自の分権改革

推進計画に基づき、市民

満足度の高い都市経営を

推進します。 

 

【広報お知らせ事業】 

 「戦略広報プラン」に基

づくシティプロモーション

の実施や、市民目線の広

報紙作成、ホームページ

の充実を推進します。 

 

【区の魅力づくり事業】 

 区民懇話会等の意見を

反映させ、各区の特性を

活かした個性あるまちづく

りを推進します。 

 

【東西・南北軸の都市との

連携】 

 富士山静岡空港の開港

を機に、伊豆市及び駿河

湾を囲む市町と連携し、

観光誘客や観光資源開

発を共同で実施します。 

また、中部横断自動車道

や清水港等の整備に伴

い、甲府市、佐久市、長

野市、上越市、新潟市と

の経済交流等の活発化を

推進します。 

 

【富士山静岡空港就航先

との広域交流の推進】 

 富士山静岡空港からの

就航先である国内都市は

もとより、東アジア地域と

の広域交流を推進しま

す。 

②分権時代にふさわしい人材の確

保、育成と活用 

③新しい経営資源の発掘 

2地方分権や人口 

減尐社会を見据え

た経営資源の最適

配分 

①行政組織の最適編成 

②財源の最適配分 

③人材の最適配分 

3事業成果の継続的

検証と透明性の確

保 

①実効性ある行政評価の実施 

②市民意識の反映 

(2)市民と行政

との協働に

よるまちづく

りをすすめ

る 

1市民と行政の協働 

体制の充実 

①政策形成過程への市民参加の

推進 

②情報提供の推進 

③多様な市民意識の把握 

④市民との協働をすすめる仕組み

づくり 

(3)地域が個性

をみがき合

うまちづくり

をすすめる 

1特色ある地域づくり

の形成 

①地域住民意見の把握と反映 

②地域の特色を活かした魅力づく

り 

2行動する市民への 

側面的支援 
①多彩な地域活動の支援 

(4)多角的な広

域行政をす

すめる 

1 国との連携・協力の

強化 

①国土における本市の役割の主

張 

2静岡県や隣接県など

との連携 

①静岡県等との連携 

②県域を超えた協働のあり方の検

討 

3静岡都市圏の自立

性を高めるリーダー

シップの発揮 

①圏域内行政事務・住民サービス

の連携推進 

②圏域内自治体の役割づくり 

③圏域内住民の交流促進 

4環太平洋地域、東 

アジア地域にわたる

広域交流の展開 

①環太平洋地域、東アジア地域に

わたる広域交流の推進 
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基本計画  各論  
 

1 健康・福祉  
 
静岡市に暮らす人々を見つめてみましょう。働き盛りの人々、地域で活

動する高齢者、生き生きと遊ぶ子どもたちや人生を模索し始めた若者たち、

いろいろな人々が暮らしていることに気づきます。しかし、さらに見つめてみ

ると、中には、高齢や障害、あるいは様々な生活上の困難を抱え、何らか

の支えを必要としている人々がいることにも気づきます。そして、このような

困難に直面することは、誰にも起こり得ることでもあるのです。  

すべての市民が、家庭や地域の中で、生涯を通じて生きがいを持ち、安

心して健やかに、自分らしい生活を送ることができるような「健康・福祉のま

ち」を、市民と市が手を携えて実現していく。このような考え方のもとに、子

どもや社会的に疎外される可能性の高い人を大切にし、市民一人ひとりが

主人公となることができるよう、積極的な取組を進めます。  

健康・福祉の取組は、このまちに暮らす誰もが、いつでも笑顔で生きてい

くために必要不可欠なものであると位置付け、市民と協働しながら、柔軟で

横断的な政策を進めていきます。  
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政策の体系  

 

1 心がかよい笑顔あふれる市民 

福祉の推進 

①地域福祉推進活動システムの整備 

②安心して生活できる福祉社会の確立 

③すべての人が快適に生活できる環境づくり 

④違いを認め合いともに生きる地域社会をはぐくむ仕

組みづくり 

2  未来を築く元気な子どもの育成

支援 

①健やかであたたかな心をはぐくむための家族支援 

②安心して子どもを生み、育てるための支援 

③次代を担う子どもをみなで支える環境整備 

3  障害のある人の自立を支える 

システムの構築 

①自立した生活を支援する環境整備 

②障害のある人が地域で生活できる環境づくり 

③積極的な社会参加を支援する環境整備 

4 人間関係豊かな長寿のまちの 

確立 

①高齢期を健康で暮らすための環境整備 

②充実した高齢期を送るための支援 

③安心できる長寿生活を送るための基盤整備 

④高齢者が尊厳を持って豊かに暮らすための体制整

備 

5   いきいきと暮らせる健康づくりの

推進 

①一次予防を重視した健康づくりの推進 

②こころの健康づくりのための環境整備 

③安心して受けられる医療の充実 

④健康に関する危機管理の推進 
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【動向と課題】  

 

1 弱まる家族の力と地域共同体としての機能  

人口減尐社会の中で、家族形態の小家族化が一層進み、核家族世

帯 （※１）、高齢者単独世帯及び高齢者夫婦世帯などが増加し、家庭内

における「介護力」や「子育て力 」などが弱まってきています。また、生活様

式や個人趣向の多様化の高まりなどにより、地域社会との「つながり」も希

薄化し、地域の共同体としての機能の低下が顕著になっています。  

 

2 依然低い合計特殊出生率と重い子育て負担  

生活様式の多様化や女性の社会進出が進む一方、合計特殊出生率

は依然として低い数字を示しています。また、核家族化の進行に伴い、家

庭内における「子育て力 」が低下しており、子育てにかかる経済的・身体

的・精神的負担が増大し、児童虐待の相談件数も 1,100 件を超えていま

す。また、子どもはほしいものの、現実の子どもの数はそれより尐なくなって

おり、その理由は、「費用負担 」の問題が一番となっています。そのため、

子育てしやすい環境と安心して子育ちできる環境の整備が求められていま

す。  

 

3 障害に対する理解と自立した生活  

何らかの障害のある人は年々増加しています。障害のある人が、必要と

する支援を受けながら、住みなれた地域で自分らしく暮らしていくことは、と

ても大切なことです。また、周囲の理解や支援があれば、障害のある人がそ

れぞれの個性や能力を生かして、地域の中で自立した生活ができます。市

民一人ひとりが障害に対する理解を深め、地域社会の中で支え合うため

の仕組みづくりが重要であるとともに、障害福祉サービスの充実や障害の

ある人の雇用と就労を促進する必要があります。  

 

4 自分らしく充実した高齢期と生活の質（※２）の向上  

人生８５年時代を迎える中、高齢者が人とのつながりをはじめ、地域や

社会に対する貢献を通じて生きがいを実感したり、自己実現のための取組

により生きがいを高めていくことは、充実した高齢期を送るためには非常に

大切なことです。一方、何らかの支援や介護を必要とする人々が増えてい

るなか、認知症高齢者の数が増加しています。また、高齢者夫婦世帯の

増加などにより、介護者が高齢化する傾向にあり、介護ニーズが高度化 ・

多様化している中 、介護を担う人材とサービスの質を確保することにより、

生活の質を向上することは、喫緊の課題となっています。  

 

5 健康寿命（※３）の延伸と安全・安心な日常生活  

平均寿命は延びているものの、日常的に介護を必要としないで、心身と

もに自立して暮らすことができる期間は、あまり伸びていません。また、景気

の低迷、社会に蔓延するストレスや格差の拡大など、市民を取り巻く状況

を背景に、「こころ」に問題を抱える人の割合が増加しています。さらに、新

たな感染症への対応や食の安全・安心に関する問題など、今までに経験

したことのない健康被害に対する対応も求められています。  
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※１  核家族世帯  

夫婦とその未婚の子、夫婦のみ、父親または母親とその未婚の子のい

ずれかからなる世帯  

 

※２  生活の質  

自らの理想とする生き方を送ることがどれだけ出来ているかを計るための

尺度として働く概念  

 

※３  健康寿命   

ＷＨＯ（世界保健機関 ）が提唱した新しい指標で、日常的に介護を必

要とせず、心身ともに自立して暮らすことができる期間  
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【政策の方針】  

 

1 心がかよい笑顔あふれる市民福祉の推進  

 

（ 1）地域福祉推進活動システムの整備  

地域住民自らが、生活上のいろいろな課題について話し合い、活動に

参加し、相互に助け合う地域の福祉を醸成するため、地区社会福祉協議

会をはじめとする地域福祉推進組織のさらなる強化を進めていきます。  

 

（ 2）安心して生活できる福祉社会の確立  

一人暮らしの高齢者や障害のある人、子育て中の親など、福祉サービ

スを必要としている人やその家族も含めた人々が、家庭や地域で、安心し

て生活を送るため、福祉サービスの量を確保し、質を向上させ、適正に提

供するとともに、福祉サービス評価システム（※１）の拡充を図るほか、サー

ビス提供に対する相談 ・苦情処理機関の充実など、安心して生活できる

福祉社会の確立を目指します。  

 

（ 3）すべての人が快適に生活できる環境づくり  

高齢者や障害のある人だけでなく、子どもや病気をしている人などにとっ

ても、快適な日常生活を送るための環境づくりは重要な課題です。誰もが

安心して外出できるよう、段差のない建築物や道路を整備し、公共の建物

にオストメイト対応トイレ（※２）の設置を進めるほか、肢体障害等により日常

生活動作に支障のある人の地域リハビリテーション（※３）を推進するため、

地域リハビリテーション推進センターの機能強化を図ります。  

 

（ 4）違いを認め合いともに生きる地域社会をはぐくむ仕組みづく  

   り  

一人ひとりが互いに違いを認め合い、心を通わせながら、思いやりの心

をもって、地域づくりを展開していくため、地域福祉の推進に必要不可欠

な人材の育成や福祉の心をはぐくむための福祉教育を充実します。また、

災害時に、特に援護が必要な人々の個性とニーズに応じた災害支援体

制を整えるほか、日頃から、あらゆる世代が参加する地域社会を構築する

ことにより、ともに生きる地域福祉社会づくりを目指していきます。  

 

※１  福祉サービス評価システム  

事業者の運営体制や福祉サービスの質 ・内容などを第三者評価機関

が専門的かつ客観的に評価するシステム   

 

※２  オストメイト対応トイレ  

多目的トイレに人工肛門・膀胱に対応する機能を加えたトイレ  

 

※３  地域リハビリテーション  

障害のある人々や高齢者及びその家族が住み慣れたところで、地域住

民とともに、安全に、生き生きとした生活が送れるよう、医療 、保健及び福

祉など、日常生活にかかわるあらゆる人々や団体などがリハビリテーション

の立場から行う活動  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)地域福祉推進活動 

システムの整備 

①地域福祉推進組織の強化 

【快適な外出を支える事業の拡充】 

市内の公共の建物にオストメイト

対応トイレ（多目的トイレに人工肛

門・膀胱に対応する機能を加えたト

イレ）を設置するなど、施設のバリア

フリー化の推進に努めるとともに、そ

の整備状況を分かりやすく情報提供

するほか、超低床ノンステップバス

の拡充を図ります。 

 

 

 

【地域福祉の充実】 

住民一人ひとりが地域社会に参

加し、地域での助け合いの心をはぐ

くむため、地区社協の組織の充実を

図るほか、地域福祉を担う人材の育

成を推進します。 

②地域福祉の拠点整備 

(2)安心して生活できる福祉

社会の確立 

①安心して生活するための取組の

充実 

(3)すべての人が快適に 

生活できる環境づくり 

①生活や外出がしやすい環境の整

備 

(4)違いを認め合いともに 

生きる地域社会を 

はぐくむ仕組みづくり 

①福祉の心をはぐくむ取組の充実 

②あらゆる世代が参加する地域社

会の構築 

③地域福祉を担う人々の育成 

④多様な利用しやすい移動手段の

確保 

⑤災害弱者への防災・安全対策の

推進 
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２  未来を築く元気な子どもの育成支援  

 

（ 1）健やかであたたかな心をはぐくむための家族支援  

こんにち、子どもへの虐待の増加は深刻な問題です。このため保護を必

要とする子どもの早期発見に努めるとともに、虐待防止のための取組を強

化します。また、障害のある子どもやその家族のニーズにあったサービスの

提供を進めるとともに増加しているひとり親家庭への支援の充実も図りま

す。  

 

（ 2）安心して子どもを生み、育てるための支援  

男性も子育ての喜びを実感するとともに、子育てに対する責任を認識し

ながら一層の参加を促すための様々な取組を展開していきます。女性も男

性も働きながら、子どもを生み育てられるよう、男性の育児休業の取得を推

進するとともに、放課後児童クラブや病中・病後の子どもを預かる施設を充

実させるなど、子育て環境を整備します。また、出産や育児に対しての不

安を抱える親の悩みを解消するため、育児相談を充実させるほか、産前

産後の母親の健康を支援する事業の実施や不妊治療への助成を継続す

るなど、安心していいお産を迎えられる環境づくりを整備していきます。  

 

（ 3）次代を担う子どもをみなで支える環境整備  

子どもたちが、地域における様々な世代の人々と交流することは、社会

生活を学ぶ貴重な場であり、自立心と社会性を養う機会となります。また、

地域が協力しあって子育てや子育ちにかかわり、子どもを「見守る・育てる」

ということは、地域交流が活性化され、子どもの健全育成にも資することと

なります。このため、地域の子育て支援拠点である児童館などを活用して、

世代間の交流を推進するとともに、福祉と教育の連携強化や、地域で子

どもを育てる環境を整備していきます。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)健やかであたたかな心を

はぐくむための家族支援 

①被虐待児の早期発見と防止策の

強化 

【子育て家庭に対する支援】 

保護者の経済的負担の軽減等を

図るため、「子ども医療費助成」を実

施するとともに、母子の健康保持増

進と乳幼児の健やかな成長を図る

ため、妊婦健康診査事業やこんにち

は赤ちゃん事業等を実施します。 

また、保育園の待機児童の解消

に努めます。 

 

 

 

 

【放課後児童対策の充実】 

仕事と子育ての両立支援、児童

の健全育成対策として、遊びや生活

の場を提供する「放課後児童クラブ」

とすべての子どもを対象として学

習、スポーツ等の活動を行う「放課

後子ども教室」を拡充整備します。 

 

②障害のある子どもと家族のニーズ

にあった支援 

③ひとり親家庭への支援の充実 

(2)安心して子どもを生み、

育てるための支援 

①男性の子育ての推進  

②すべての子どもが健やかに成長

するための取組の充実 

③女性も男性も働きながら生み育て

られる環境の整備 

④安心していいお産を迎えるための

支援 

(3)次代を担う子どもを 

みなで支える環境整備 

①積極的な世代間の交流促進 

②様々な家族が安心して子育てで

きる地域づくり 

③教育と福祉の連携強化 
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3 障害のある人の自立を支えるシステムの構築  

 

（ 1）自立した生活を支援する環境整備  

障害のある人が住みなれた地域で、その人らしい豊かな生活を続けてい

くためには、まず、市民一人ひとりの障害に対する理解を深めることが大切

です。このため、交流を通じて互いに理解し合い、助け、支え合うことのでき

る機会の拡充を図ります。また、障害のある人が安心して生活を送ることが

できるよう、必要な情報の受発信を強化するとともに、日々の暮らしの中で

生じる様々なニーズにきめ細かく対応できるよう、各区における相談体制の

充実に努めます。  

 

（ 2）障害のある人が地域で生活できる環境づくり  

障害のある人がひとりの人間として、自分らしく豊かで充実した人生を過

ごすことができるように、障害の特徴と各ライフステージ（※１）に応じた支援

を行うとともに、保健、医療サービスの充実をはじめ、地域生活を支える各

種サービスを総合的に推進します。  

また、障害のある人を支える家族のストレスや介護の負担を減らすため

に、包括的な支援を行います。  

 

（ 3）積極的な社会参加を支援する環境整備  

障害のある人が、自分らしさを大切にし個々の生きる力を高めるとともに、

生きがいを実感できるよう、都市環境、情報、雇用及び心のバリアフリーを

推進するとともに、社会参加と自立を支える教育の充実、社会参加活動

の支援、雇用と就労の促進に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  ライフステージ  

  乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など人が生まれてからの各段階  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)自立した生活を支援する

環境整備 

①障害のある人の自立をつくる関係

づくり 

【相談支援体制の強化・充実】 

障害のある人、その保護者、介護

者などからの相談に応じ、必要な情

報提供や権利擁護に、必要な援助

を行うため、総合相談支援体制を構

築するほか、区ごとにきめ細やかな

相談支援体制の充実・強化を図りま

す。 

 

 

 

 

 

【障害のある人の社会参加の促進】 

全国障害者スポーツ大会への選

手派遣を支援するとともに、手話奉

仕員の養成講座などを実施すること

により、障害のある人の社会参加を

促進します。 

②生活に必要な情報の受発信の強

化 

③相談支援体制の充実 

④障害のある人の地域における生

活の場の整備 

(2)障害のある人が地域で

生活できる環境づくり 

①障害の特性に応じたサービスの

充実 

②障害を理解できる地域力の向上 

③医療との緊密な連携による安全・

安心な地域生活の充実 

④介護者を支援するシステムの充

実 

(3)積極的な社会参加を 

支援する環境整備 

①障害のある人の雇用と就労の促

進 

②多様な障害のある人が社会とつ

ながりをもち交流できる環境づくり 
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4 人間関係豊かな長寿のまちの確立  

 

（ 1）高齢期を健康で暮らすための環境整備  

高齢期を健康で暮らせるよう、壮年期からの適度な運動、食事のバラン

ス、禁煙など、健康的な生活習慣を身につけるため、健康に関する各種

講座を開催し、健康づくりの重要性を啓発するとともに、健康診査の充実

や疾病の早期発見、早期治療に努めます。また、たとえ日常生活に支援

や介護が必要となっても、重度化を防ぐための一人ひとりの自らの努力が

重要であるため、地域での健康づくり・介護予防を支援していきます。  

 

（ 2）充実した高齢期を送るための支援  

充実した高齢期を送るため、仲間と出会い学びあうなど新しい価値観や

連帯感をはぐくむとともに、生涯学習などを充実していきます。また、定年

退職後等において、ボランティア等の社会参加機会や地域社会に根ざし

た臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する高年齢者に対して、その希

望に応じた仕事等を提供するシルバー人材センター事業等を推進し、こ

れまで培った経験や技術、知識を活かすことができる環境を整備するととも

に、生涯現役の生き方をより多 くの人々が実感できるよう支援していきま

す。  

 

（ 3）安心できる長寿生活を送るための基盤整備  

高齢者が安心して生活できるように、それぞれの生活状況に応じて身体

状況と合致した住環境の整備を推進するほか、介護職員の確保や質の

向上を図るため研修体制などの充実に努めていきます。また、介護の重度

化が進むなか、在宅生活が困難な要援護者に対応するため、必要となる

施設などの整備を促進するとともに、できる限り住み慣れた家で介護が継

続できるよう、地域におけるケア体制の充実と質の向上を図っていきます。  

 

（ 4）高齢者が尊厳を持って豊かに暮らすための体制整備  

高齢者が、その人らしい自立した質の高い生活を送るためには、高齢者

一人ひとりが尊重され、その尊厳が保持されなければなりません。特に、高

齢者に対する虐待が顕在化し社会問題となっているため、高齢者の人権

を擁護し、高齢者が尊厳をもって暮らし続けることができる体制を整備しま

す。さらに、認知症高齢者は虐待を受けやすいことや介護の難しさから劣

悪な環境に陥りやすいことから、早期の適切な診断と対応、認知症に関す

る正しい知識と理解に基づく、高齢者本人やその家族を支援する体制を

整備するとともに、専門的なケアが提供できる人材育成に努めます。 
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1) )高齢期を健康で暮らす 

ための環境整備 

①健康寿命を延ばす取組の強化 

【高齢者の権利擁護事業の充実】 

高齢者が尊厳を持って豊かに暮

らすため、地域包括支援センターに

おいて、総合相談を実施するほか、

日常生活自立支援事業や成年後見

制度の利用促進などを図ります。 

 

 

 

 

 

【民間特別養護老人ホームの整備】 

介護を必要とする高齢者を居宅

で介護することが困難になった場合

でも、本人や家族が安心して生活を

送ることができるよう、民間特別養

護老人ホームの整備を促進します。 

②介護予防の推進 

(2)充実した高齢期を送る 

ための支援 

①健康・長寿を楽しめる環境の整

備 

②生きがいをもって社会参加でき

る環境の整備 

③高齢者の就労支援 

(3)安心できる長寿生活を 

送るための基盤整備 

①安心とやすらぎのある住環境づ

くり 

②介護を担うマンパワーの確保と

質の向上 

③保健・福祉サービスの充実と質

の向上 

(4)高齢者が尊厳を持って 

豊かに暮らすための体制

整備 

①高齢者の権利擁護体制の充実 

②認知症高齢者支援の推進 
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5 いきいきと暮らせる健康づくりの推進  

 

（ 1）一次予防を重視した健康づくりの推進  

一次予防（疾病そのものを予防すること）がますます重視されているなか、

家族や団体、企業、地域などで一人ひとりの健康づくりを支えることができ

る環境を整えるとともに、保健福祉センターを核とした健康支援施策の推

進、生活習慣病の予防、健康相談体制の整備を行い、ライフステージごと

の健康づくり事業を推進します。  

また、食を取り巻く環境の変化、ライフスタイルや価値観が多様化するな

か、健康で良好な食生活を実現し、豊かな人間性をはぐくむための食育を

推進します。  

 

（ 2）こころの健康づくりのための環境整備  

こころに問題を抱える人や自ら命を絶つ人の割合が増加している問題

には、家族、職場、地域などが、理解するとともに支援することが必要なた

め、市民相互が支え合 うメンタルサポーターの育成、こころの健康相談窓

口の充実、自殺対策事業やこころの問題 ・病を理解する講座の開催など

のこころの健康啓発事業を推進します。また、こころの健康センター（※１）

の機能の充実を図るとともに、関係機関のネットワークを構築し、こころに問

題を抱える人を支援する体制を整え、社会復帰、生活支援のための事業

も推進します。  

 

（ 3）安心して受けられる医療の充実  

かかりつけ医、かかりつけ薬局 （※２）制度の普及を促進し、さらに医療

相談窓口の充実に努めます。安心して医療が受けられるよう救急医療体

制の整備を行うとともに、山間地診療所の充実、医療従事者の確保及び

医療連携の推進を図るとともに、難病患者の医療相談や居宅支援事業

を推進します。  

市立病院においては高度で質の高い医療を提供するとともに、施設及

び機能の充実を図り、患者中心の医療を実践していきます。また、病院と

地域医療機関との連携を促進します。  

 

（ 4）健康に関する危機管理の推進  

感染症、食中毒など市民の生命、健康をおびやかす事態に対し、危機

管理体制を整えていきます。エイズ、結核、新たな感染症に関する啓発活

動を行い、感染症などによる健康の危害に関する情報の収集と提供に努

めます。そして、食の安全・安心対策事業として、生産・製造から消費まで

の各段階における食品の安全性を確保するための監視、指導を充実させ、

食の安全に関する情報の共有化と知識の普及に努めます。また、浴場水

の安全確保指導、建築物の衛生管理指導、害虫などの発生予防の指導

をはじめとする公衆衛生行政を推進し、よりよい生活環境を整えていきま

す。  
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※1  こころの健康センター  

ストレスやうつ病についての相談、講座開催などを行う、こころの健康保

持・増進、精神障害のある人の福祉の推進を図るための指定都市必置の

施設  

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 」に規定されている「精

神保健福祉センター」のこと  

 

※２  かかりつけ医、かかりつけ薬局  

治療、処方だけでなく、病気・薬のことをはじめとし、日ごろの健康管理、

福祉サービスの紹介など、幅広 く相談に応じてくれる地域の開業医や薬

局  

 

 

 

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1) 一次予防を重視した健康

づくりの推進 

①健康に対する意識の醸成 

【こころの健康センターの再整備】 

市民のメンタルヘルスの保持増

進を図るため、市民のこころの健

康づくりの拠点として、東静岡地区

に急病センターとの合築により「こ

ころの健康センター」を整備しま

す。 

 

 

 

【急病センターの再整備】 

静岡地区（葵区・駿河区）と清水

地区（清水区）の毎夜間の初期救

急体制を急病センター方式に統一

し、市内全域をカバーするため、東

静岡地区に「急病センター」を整備

します。 

 

 

 

【しぞ～かでん伝体操の普及】 

健康寿命の延伸を目指し、だれ

でも気軽に運動に親しむことがで

きるよう筋力向上トレーニングとス

トレッチ運動を盛り込んだ体操の

普及促進を図ります。 

②健康を維持する環境の整備 

③生活習慣病の改善と予防 

④食育の推進 

 

(2)こころの健康づくりのため

の環境整備 

①こころの健康を保つための取組の

推進 

②こころに問題を抱える人を支援す

る体制の整備 

③こころに問題を抱える人を取り巻

く人々を支援する体制の整備 

(3)安心して受けられる医療の

充実 

①どこでも受けられる医療体制の充

実 

②医療・保健・福祉の包括的なサー

ビス体制の確立 

③難病支援と緩和ケアの充実 

④初期救急医療体制の充実 

⑤機能回復事業の充実 

(4)健康に関する危機管理の

推進 

①日常生活における衛生管理の充

実 

②感染症への正しい理解と危機管

理体制の構築 

③健康の安全・安心に関する事業

の推進 
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2 文化・学習  

 

 

文化・学習にかかわる活動（学校教育、生涯学習、文化・芸術、スポー

ツ・レクリエーションなど）は、人々の豊かな心とたくましい体を培うとともに、

趣味や教養を豊かにし、人生に活力や潤いをもたらしてくれます。本市は、

次世代のための教育機会を整備 ・充実するとともに、市民の主体的な学

習・文化・スポーツ活動を支援・促進していきます。  

地域社会には、すでに多様な年代の市民による学習活動が存在し、学

習者相互の交流も生まれています。生涯学習を個人的な活動にとどめる

ことなく、学習成果を協働によるまちづくりへと活用する仕組みが求められ

ています。  

長い歴史と伝統が息づく本市では、市民による文化創造活動も活発で

す。市内各地に蓄積された文化財の保護・活用、文化活動の振興・支援

などを通して、全国・世界に向けて「しずおか文化」を発信していきます。  

次代を担 う青尐年のためには、信頼される教職員の育成・確保など学

校教育の充実を図りながら、子どもたちの「生きる力 」をはぐくむことが必要

です。社会情勢の変化に対応した学校環境の整備とともに、家庭や地域

の教育力を活かした教育を展開します。  

市民の健康・体力づくりのためには、生涯にわたりスポーツ・レクリエーシ

ョンに親しむことのできる環境整備が重要です。市民相互のスポーツ交流

を促進するとともに、全国に誇ることのできる競技スポーツの振興に努めて

いきます。  

 

 

 

 

 

政策の体系  

 

1生涯学習の推進とまちづくりへの

参加 

①自ら学び、互いに高めあう学習システムの構築 

②学びの成果の活用とまちづくりへの参加 

2多彩な文化の継承と独自の文化

の創造 

①個性あふれる市民文化の創造と地域への誇りの形成 

②しずおか文化の発信と交流 

③静岡の風土に培われた歴史と文化の伝承 

3次代を担う人材の育成と環境の 

整備 

①子どもたちの「生きる力」をはぐくむ教育の推進 

②信頼される教職員の確保と育成 

③家庭、地域、学校等の連携・交流・協働による教育の推

進 

④社会情勢に対応した教育環境の整備と活用 

4健やかな心と身体を培う 

スポーツ・レクリエーションの推進 

①生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 

②全国に誇る競技スポーツの振興 

③スポーツ・レクリエーション環境の整備 
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【動向と課題】  

 

1 生涯学習へのニーズの増大と成果の活用への期待  

自らが学ぶだけでなく、市民相互に学び合い、学びの成果やこれまでの

キャリアを地域社会に還元したい、まちづくりに活かしたいと考える市民が

増えています。団塊の世代が職場から地域社会にもどるなか、このようなニ

ーズに応えるシステムを整備していく必要があります。また、学習成果を適

切に評価し、活かしていく社会の実現が求められています。  

 

2 地域文化への誇りの醸成と市民活動の支援  

本市には、長い歴史や伝統を背景に独自のすぐれた地域文化が蓄積

しています。このような地域文化への関心を高め、誇りを醸成していくととも

に、今後、これら文化のさらなる振興を図り、情報発信することにより、全国、

世界からも注目を集める「しずおか文化」として確立していくことが求められ

ています。また、その基盤となる市民の文化創造活動を支援していくことも

重要な課題です。  

 

3 子どもたちの生きる力を育てる教育への期待  

子どもたちを取り巻く社会環境は、都市化・情報化の進展、コミュニティ

への帰属意識の希薄化、核家族化、尐子化などにより、あらゆる分野で変

化しています。家庭や地域が連携しながら、子どもたちの自然体験や社会

体験などの実体験の機会を豊かにしていくことが求められています。  

また、発達障害や外国人の子どもたち、いじめや不登校の状態にある

子どもたちへの教育的対応も必要となっています。  

 

4 少子時代の学校の在り方の検討  

尐子化にともなう児童 ・生徒数の減尐により、学校施設の今後の在り方

について、将来を見据えた検討が必要となっています。また、多様な教育

ニーズの増大に加え、様々な地域活動を行 う場として、地域住民が学校

の安全性を確保しながら、有効に活用することができるように一層の基盤

整備を図っていくことも重要になっています。  

 

5 スポーツ・レクリエーションに対する市民意識の高まり  

余暇時間の増大や健康意識の高まりにより、スポーツ・レクリエーション

活動に親しむ人々が増えています。  

一人ひとりの体力や興味に合わせて気軽にスポーツ・レクリエーション活

動を行い、仲間との交流や健康づくりに親しむ環境づくりが必要となってい

ます。  
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【政策の方針】  

 

1 生涯学習の推進とまちづくりへの参加  

 

(1)自ら学び、互いに高めあう学習システムの構築  

市民がその多様な学習ニーズに基づき、自主的・自発的な生涯学習活

動を行うことができるよう、情報提供や学習相談機能を充実させるとともに

生涯学習施設や図書館の整備・充実、施設のネットワーク化などを図りま

す。  

また、個人が学ぶだけでなく、相互に学び合い、高めあう学習活動へと

展開されるよう「生涯学習推進大綱」に基づき、生涯学習推進システムの

整備充実を図ります。  

さらに、多様な利用者に配慮した施設の環境整備を進めます。学校に

おいては、特別教室や校庭、体育館など学校施設の地域開放を継続し、

地域のコミュニティ活動や生涯学習活動に活用していきます。  

 

（ 2）学びの成果の活用とまちづくりへの参加  

まちづくり講座やリーダー養成事業に取り組むことを通して、市民力を高

め、自主的なまちづくり活動へとつながるよう支援します。  

また、学びの成果が個人のためだけでなく、地域づくりやまちづくりにも

活かされるよう学習成果の評価 ・認証の仕組みを研究するとともに、人材

バンクの整備や活用を通し、市民同士のネットワークづくりを支援します。  

さらに、大学、ＮＰＯ、企業などとの連携・協働による効果的な学習プロ

グラムを開発するとともに、学習活動と地域活動のコーディネート機能の充

実を図り、市民活動を支援します。  

 

 

 

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)自ら学び、互いに高め 

あう学習システムの構築 

①多様化・高度化する学びの支援と

情報の提供 【生涯学習施設の整備】 

 市民の生涯学習の拠点となる生

涯学習センター、生涯学習交流館を

整備します。 

 

 

【市民大学事業の推進】 

 大学に代表される高等教育機関と

の連携による学習機会を提供しま

す。 

②学習環境の充実と施設のネットワ

ーク化 

(2)学びの成果の活用とまち

づくりへの参加 

①まちづくりへの参加の促進と活動

の支援 

②学びの成果の認証と活用 

③大学、NPO、企業等との連携 
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2 多彩な文化の継承と独自文化の創造  

 

（ 1）個性あふれる市民文化の創造と地域への誇りの形成  

地域の文化は市民の多様な文化活動により、日々創造されています。

そこで、進化する新しい「しずおか文化」にかかわる個人・団体の活動を支

援し互いの交流を促進します。  

また、創造性あふれる文化活動の拠点となる施設など、環境整備を進

めます。  

これらのソフトやハードを有機的に結びつけ、豊かな地域資源を活かし

た文化事業や質の高い芸術文化の創造活動、鑑賞機会の充実などを図

りながら、個性あふれる文化を創造し、地域への誇りを培っていきます。  

 

（ 2）しずおか文化の発信と交流  

静岡の歴史、風土、伝統文化を継承し、市内各地の多彩な個性を融

合して、新たな「しずおか文化」を創造し、全国へ、世界へと発信していき

ます。圏域内の交流だけでなく、県内、国内、世界との交流を図るため、

文化事業などのイベントを積極的に推進します。  

また、静岡の歴史を体系的に学ぶことができる歴史文化施設の整備を

進めます。  

 

（ 3）静岡の風土に培われた歴史と文化の伝承  

長い歴史の中ではぐくまれてきた本市の伝統的な文化や歴史的な遺産

を体系的に保存整理し、市民だけでなく市外からの訪問者にも魅力のあ

る施設や景観を整備します。  

また、貴重な文化財の指定・登録制度を活用し、市民の文化財愛護精

神をはぐくみ、文化財の保護、有効活用の推進に努めるとともに、文化的

景観や伝統的建築物の保存と有効活用、情報発信などを進めます。  

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)個性あふれる市民文化の

創造と地域への誇りの形

成 

①多彩な市民文化活動の支援と

交流の促進 

【清水駅東地区文化施設の建設】 

清水文化センターを移転改築し、

1500 人規模の大ホール、300 人規模

の小ホール等を備えた文化施設を建

設します。 

 

 

【歴史文化施設の整備】 

基本構想の検討に着手し、今川・

徳川時代をはじめ、静岡の歴史が学

べる施設の整備を進めます。 

②創造性あふれる文化活動の環

境整備 

③豊かな地域資源を活かした文

化事業の推進 

(2)しずおか文化の発信と 

交流 

①全国へ、世界へ地域文化を発

信する機会の整備 

②多彩な文化交流事業の推進 

(3)静岡の風土に培われた 

歴史と文化の伝承 

①文化財の保護、活用の推進 

②伝統ある文化の保存・伝承と発

信 
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3 次代を担う人材の育成と環境の整備  

 

（ 1）子どもたちの「生きる力」をはぐくむ教育の推進  

子どもたち一人ひとりを大切にした教育を進めるとともに、地域の中で、

誰もが共に生きる喜びを実感できる教育の実現を図っていきます。  

幼稚園と保育所の教育内容の一元化や幼児教育相談をはじめとする

地域の子育て支援活動を行う「開かれた幼稚園づくり」など新しい時代に

対応した幼児教育の推進を図ります。  

児童・生徒の社会参加を促し、社会性・道徳性を培うための体験活動

や奉仕活動を充実させるとともに、確かな基礎・基本など必要な学力の育

成を進めます。  

発達障害など特別な支援が必要な幼児 ・児童 ・生徒のためには、学

習 ・相談などを行う特別支援教育センターを中心に、関係機関との連携を

図りながら、自立を支援する教育を推進します。  

子どもの思いや地域の特徴を活かした学校づくりを推進するとともに、地

域住民や企業、ＮＰＯなどの民間と協働した特色ある教育を推進します。  

また、高等学校基本計画に基づき、市立清水商業高等学校と県立庵

原高等学校を再編し、新しい時代にふさわしい新構想高等学校を整備す

るとともに、静岡市立高等学校に理数科を設置し、特色ある理数教育を

推進します。  

 

 

（ 2）信頼される教職員の確保と育成  

熱意ある優れた人材を確保するため、「静岡熱血教師塾」を開講すると

ともに、カリキュラムの開発や多様化・複雑化する学校問題の解決など、教

員を支援する仕組みを整備します。また、教職員研修など教育センター機

能を充実し、学び続ける教職員を支援 ・育成するとともに、学校 ・教職員

への信頼が高まるよう努めます。  

さらに、特別な支援を必要とする児童・生徒の教育ニーズに応えるため、

尐人数授業の実施やチームティーチングなど子どもの実情に応じた教職

員の配置を行います。  

 

 

（ 3）家庭、地域、学校等の連携・交流・協働による教育の推進  

地域ぐるみ、社会総がかりで教育や子育てを進めていくため、家庭や地

域との相互連携と交流、協働により、家庭や地域の教育力の向上に取り

組みます。  

学校評議員制度の充実を図るとともに、地域や個人が参加できる「学

校応援団」をさらに充実し、地域ぐるみで学校を支援する機運を高めてい

きます。  

児童 ・生徒がまちづくりに直接かかわることができるような交流事業や、

地域ぐるみの青尐年健全育成事業を支援します。  

また、学校と生涯学習施設、文化施設、ＮＰＯなどとの連携を進めるとと

もに、地域に広範に存在する様々な人材や地域教材など、地域の教育資

源の活用を図ります。  
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（ 4）社会情勢に対応した教育環境の整備と活用  

子どもの数が減尐する中で、魅力ある幼稚園、小 ・中学校、高等学校

教育を実現するため、学校の適正配置の検討を進めます。  

情報化に対応した機器の整備を図るとともに、子どもたちの情報操作能

力 、活用能力を高めるとともに、情報モラルや危機管理意識を育成しま

す。  

安全、安心な教育環境整備のため、より厳しい耐震基準に適合した教

育施設の改修などの対策を進めます。  

たくましい身体を培う環境整備として、学校給食の施設整備を行うととも

に食育などの機会を創出していきます。  

 

施策の体系  

大施策 中施策 主な事業 

(1)子どもたちの「生きる力」

をはぐくむ教育の推進 

①新しい幼児教育の推進 【市立高等学校理数教育の推進】 

市立高校に特色ある理数科を設

置し、理数教育を推進します。 

 

【清庵地区新構想高等学校の整備】 

高校の再編計画（市立清水商業

高校と県立庵原高校）に基づき、新

しい時代にふさわしい高校を、清水

商業高校の校舎等を改築し整備し

ます。 

 

【特別支援教育の充実】 

特別な教育的支援が必要な幼

児・児童・生徒に応じた支援を行うた

め、特別支援教育センターを中心と

した体制を整備し支援を充実しま

す。 

 

【学校応援団の拡充】 

ボランティアによる地域社会の協

力のもと、学校を応援し子どもを見

守り支援する活動を一層推進しま

す。 

 

【学校施設の整備】 

尐子時代に対応した学校施設の

整備計画を策定し、計画に基づいた

体系的な整備を進めます。 

 

【学校給食施設の整備】 

衛生管理の一層の向上と食環境

の充実を図るため、学校給食センタ

ーの整備を進めます。 

②豊かな心と社会性をつちかう教育

の推進 

③確かな学力を育成する教育の推進 

④健やかな体を育成する教育の推進 

⑤多様なニーズに対応する教育の推

進 

⑥創造的人材をはぐくむ教育の推進 

⑦地域性を活かした特色ある教育の

推進 

(2)信頼される教職員の 

確保と育成 

①熱意ある優れた人材の確保 

②子どもの実情に応える教職員の配

置 

③学び続ける教職員の育成と支援 

(3)家庭、地域、学校等の

連携・交流・協働による

教育の推進 

①家庭・地域の教育力の向上 

②学校と地域が相互に支援し合う体

制の整備 

③社会変化に対応した青尐年教育の

推進 

④文化・学習施設と学校の連携 

(4)社会情勢に対応した 

教育環境の整備と活用 

①尐子社会に対応した教育環境の整

備と活用 

②情報社会に対応した教育環境の整

備と活用 

③安全、安心な教育環境の整備と活

用 

④たくましい身体をつちかう環境の整

備 
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4 健やかな心と身体を培うスポーツ・レクリエーションの推進  

 

（ 1）生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進  

健康で活力ある生活がおくれるよう、幼児期から高齢期までのライフステ

ージに応じたスポーツ・レクリエーション活動を推進、支援します。  

そのため、各種スポーツ教室、多様なスポーツ・レクリエーション活動を

充実させ、市民一人１スポーツの推進や、子どもの体力向上に努めます。  

スポーツ関係団体や地域との連携によるスポーツ・レクリエーション活動

推進体制を整備します。  

 

（ 2）全国に誇る競技スポーツの振興  

全国及び世界レベルで活躍する選手・指導者・団体の支援と育成を推

進します。  

また、全国尐年尐女草サッカー大会など、各種大会の開催、誘致を推

進しスポーツ交流を促すとともに、競技人口の拡大と競技力向上を図りま

す。市民レベルの各種スポーツ大会を開催し、競技スポーツのレベルの向

上を図ります。  

さらに、市民、ＮＰＯ、企業などとの協働により、サッカーをはじめとしたス

ポーツによるホームタウンづくりを推進していきます。  

 

（ 3）スポーツ・レクリエーション環境の整備  

学校体育施設などの市民開放やスポーツ広場の整備、拡充など、身近

で活動できる環境の整備と幅広い活用を図ります。  

各種スポーツ施設のバリアフリー化や耐震化による機能の充実を図ると

ともに、各施設の連携により、多様な活動に対応できる環境の整備と活用

を推進します。  

ハイキングコースやキャンプ場など野外活動施設の整備と情報提供によ

り、自然とふれあう環境の整備と活用を図ります。また、人と動物と自然が

調和した動物園づくりのために、日本平動物園の再整備を進めます。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)生涯スポーツ・レクリ 

エーション活動の推進 

①健康づくりを目指す生涯スポー

ツ・レクリエーションの推進 

【ホームタウンの推進】 

市民、ＮＰＯ団体、企業等と協働し

て、サッカーをはじめとしたスポーツ

によるホームタウンを推進します。 

 

【日本平動物園の再整備】 

昭和 44 年開園の動物園に、新し

い展示手法を活用した猛獣館に引

き続き、爬虫類館等を整備するとと

もに、渋滞対策を図るため駐車場を

整備するなど、より一層市民が親し

める動物園とします。 

②多様なスポーツ・レクリエーション

活動の支援 

③スポーツ・レクリエーション活動推

進体制の整備 

(2)全国に誇る競技スポーツ

の振興 

①選手・指導者・団体の育成、強化 

②各種大会の開催、誘致 

③サッカーをはじめとしたスポーツ

によるホームタウンの推進 

(3)スポーツ・レクリエー 

ション環境の整備 

①身近で活動できる環境の整備と

活用 

②多様な活動に対応できる環境の

整備と活用 

③豊かな自然と触れ合う環境の整

備と活用 
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3 生活環境  

 

 

本市は、南アルプスから駿河湾まで山、川、海の豊かで美しい自然と穏

やかな気候に恵まれています。この環境は、私たち静岡市民にとって何に

も代えがたい大切な「宝 」です。健やかな森をはぐくみ、清流と海浜を保全

し、市街地の緑と水辺を増やして、この「宝」をより魅力的なものにし、次世

代に伝えていきます。   

 同時に私たちは、「地球環境」というすべての生命にとって共通の「宝」を

保全し、そのことによって自らの役割と責任を果たしていきます。本市の特

徴を活かした創造的な取組で、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素等

の排出量を大幅に削減するとともに、資源の循環的利用と廃棄物の適正

処理を進めていきます。   

 一方、快適で安全・安心な生活環境の基盤を強化するため、東海地震

をはじめ様々な自然災害に備え、被害の広がりを防ぎ、迅速に対処できる

社会基盤と体制の一層の整備に努めます。そして、市民一人ひとりが自ら

のとるべき防災・避難行動をしっかりと理解・認識できるよう、市民目線での

防災力の向上に努めます。   

 また近年、商品 ・サービスや取引形態の複雑多様化により、市民が消費

生活において遭遇する問題やトラブルが急増し、深刻化しています。消費

生活の安全・安心の確保を図るため、適切かつ迅速な相談・支援体制の

整備を進めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

  

政策の体系  

 

1環境低負荷型都市の建設 
①地球温暖化の危機に立ち向かう都市づくり 

②資源循環型都市システムの構築 

2豊かな水と緑あふれる環境の創出 

①清流の都・静岡の創造 

②森と街をめぐる緑の回廊（ネットワーク）の形成 

③環境教育の推進と環境意識の形成 

3地震・水害などの災害に強いまち 

づくりの推進 

①東海地震等への対応強化 

②自然災害に強い社会基盤の整備 

③危機管理体制の充実 

④消防・救急体制の着実な整備 

4快適でゆとりと信頼ある市民生活

の確保 

①消費生活の安定と向上 

②快適で誰にもやさしい生活交通の実現 

③安全で質の高い住環境の整備 
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【動向と課題】  

 

1 あらゆる主体に求められる環境保全の実践行動  

本市は、指定都市として、１００万人を超える人々の生活や活動の場で

あり、素晴らしい環境を保全し将来に継承するとともに、持続的な発展を

実現していくためには、市民はもとより、事業者や市など、あらゆる主体の

環境保全への取組が必要となります。  

地球温暖化対策においては、商業業務都市としての本市の特性から、

排出量の多い民生部門 (家庭・業務 )への対策を進めるとともに、さらに長

い日照時間や豊富な日射量、豊かな森林資源といった本市の特色を活

かした施策の推進が、一層求められています。  

ごみの排出量は、静岡版「もったいない運動」（※１）が定着し、４Ｒ（※２

）が実践されてきていることから減尐傾向を示しているものの、最終処分場

の残余容量がひっ迫しつつある状況から、ごみ減量に向けた更なる実践

行動が必要となります。  

 

2 潤いと安らぎを享受できる豊かな水と緑の創造  

本市は、安倍川、藁科川、興津川などの日本有数の清流や、南アルプ

スにつながる広大な森林など豊かで恵まれた自然環境を有しており、本市

独自の清流条例等に基づき、これらを将来へ引き継いでいくことが重要で

す。  

市民の命を育んでいる清流を保全するためには、地域の実情に応じた

汚水処理の推進が求められるとともに、水源涵養に必要となる森林の保護

育成を推進していくことが必要となります。  

さらに、多くの人々が豊かな水と緑を実感し、潤いと安らぎを享受するた

めには、市街地において、水辺空間を創出するとともに、緑を増やす取組

を進めていくことが重要となります。  

 

3 災害に強いまちづくりの一層の推進  

東海地震等に対する防災体制の向上のためには、市民一人ひとりの防

災意識の高揚が重要となるとともに、地域において防災の中核を担ってい

る自主防災組織の一層の充実、強化が必要となります。  

また、近年、ゲリラ豪雨が全国で多発しており、本市においても、巴川流

域などの浸水常襲地区での更なる浸水対策の推進が必要となります。  

さらに、消防 ・救急体制の強化に向けて、特別高度救助隊 （※３）を創

設するとともに、消防ヘリコプターを導入し航空隊を設置したところですが、

今後も、中山間地域を始めとした消防・救急力の一層の強化に取り組ん

でいくことが必要となります。  

 

4 市民生活における安全・安心の確保  

情報通信技術の飛躍的な発展や高齢社会の到来により、新しい形態

の商品やサービスが登場する状況の中、消費生活の問題は、市民生活の

安全 ・安心の確保の観点から、本市においても重要な問題となっていま

す。  

また、ライフスタイルの多様化に伴い、より安全で安心できる居住環境を

求める市民ニーズが高まり、ユニバーサルデザインに配慮した公営住宅の
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整備や生活交通の整備を引き続き推進していくことが必要となります。  

さらに、地域の安全を確保するためには、住民一人ひとりの地域活動へ

の参加によるまちぐるみの防犯活動の推進が必要不可欠の課題となって

います。  

 

 

 

※１  静岡版「もったいない運動」  

「人や物を大切にする心をはぐくむ」を基本理念に、日本人が忘れかけ

ている言葉、『もったいない』をキーワードとして運動を展開する。市民生活

に密着した「ごみ減量」が運動の主体  

 

※２  ４R 

リフューズ（Refuse）  ・・・ごみになる不必要なものを断る（いらないものは買

わない、使わない、包装しない、使い捨て商品は買わない。）  

リデュース（Reduce）  ・・・ごみになるものを減らす（詰替商品の利用、修理

して長く使う）  

リユース（Reuse）  ・・・資源の再利用（くり返し使う、不用品交換。）  

リサイクル（Recycle）  ・・・再資源化（もう一度材料として使う。）  

 

※３  特別高度救助隊  

大規模災害等に機動力を発揮する特別な技術・能力を有する隊員や

高度な装備で編成された救助部隊  
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【政策の方針】  

 

1 環境低負荷型都市の建設  

  

（ 1）地球温暖化の危機に立ち向かう都市づくり  

地球温暖化対策として、市民 ・事業者 ・行政の協働による地球温暖化

防止活動を推進するとともに、新たな担い手として協働を推進するための

組織の構築を目指します。  

太陽光をはじめとする新エネルギーの導入を促進するとともに、最新の

省エネ技術（エコカー、省エネ家電等）の普及に努めます。  

地域内で排出する二酸化炭素をできる限り地域内で削減するとともに、

森林での二酸化炭素吸収を促進するため、「二酸化炭素の地産地消・静

岡モデル」の構築を目指します。  

 

（ 2）資源循環型都市システムの構築  

市民 ・事業者 ・行政の協働による静岡版 「もったいない運動 」の更なる

展開を目指します。  

廃棄物の適正処理を推進するとともに、不法投棄対策を強化します。ま

た、現最終処分場の残余年数が１０年程度となるため、最終処分場の整

備に向けて取り組んでいきます。  

紙類の分別、下水汚泥の再資源化に努め、資源の循環利用を推進し

ます。  



87 

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)地球温暖化の危機に

立ち向かう都市づくり 

①STOP温暖化 100万人参加プロ

ジェクトの展開 

 

【二酸化炭素の地産地消静岡モデルの構

築】 

 地球温暖化対策として、市域の約８割を

占める森林という特色を活かし、市域内で

発生する二酸化炭素は市域内で吸収する

仕組みを構築、運用します。 

 

【太陽サンサン（SUN産）しずおかの推進】 

 環境への負荷の尐ない自然エネルギー

である太陽光を有効に利活用するため、太

陽光発電施設の設置に対する助成を行い

ます。 

 

【最終処分場の整備】 

 現最終処分場の残余年数が１０年程度と

見込まれることから、最終処分場の整備に

向け、取り組みます。 

 

【静岡版「もったいない運動」の推進】 

 「もったいない」の精神にのっとり、４R（リ

フューズ・リデュース・リユース・リサイクル）

による、ごみの減量化、資源化を推進しま

す。 

②低炭素技術・低炭素エネルギー

の普及促進 

③カーボン・オフセット活動の推進 

(2)資源循環型都市システ

ムの構築 

①静岡版「もったいない運動」の継

続的展開 

②安全・安心な廃棄物適正処理の

推進 

③資源の循環利用の推進 
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2 豊かな水と緑あふれる環境の創出  

 

（ 1）清流の都・静岡の創造  

水源から河川、海浜までを一体として保全し、まちの水辺をはぐくみ、市

民に水に親しむ機会を提供することで、『清流の都』を実感できる水環境

の創出を図ります。  

安全でおいしい水道水の安定供給を図るため、地域間で水の相互運

用を円滑に行うことができる施設の整備を進めます。  

 

（ 2）森と街をめぐる緑の回廊（ネットワーク）の形成  

住環境の改善やヒートアイランド対策 （※１）を進めるため、奥山から里

山、公園 ・寺社林などの市街地までつながる緑の連続したネットワークの形

成を目指します。  

また、南アルプスの傑出した自然環境を保全、活用していきます。  

 

（ 3）環境教育の推進と環境意識の形成  

小中学校、大学などの教育研究機関、企業、事業者、自治会・町内会、

NPO など地域社会の様々な主体が連携して環境教育を進め、市民自ら

が進んで環境に配慮した行動をとっていける『ひとづくり』を進めます。  

 

 

 

※１  ヒートアイランド対策  

都市部の地表面の熱収支が道路舗装や建築物などの増加や冷暖房などの人工排

熱の増加により変化し，都心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象への対応

策 

 

 

 

 



89 

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)清流の都・静岡の創造 

①清流の保全と河川環境の再生 
 

【清流の保全】 

 市民との協働による河川環境アド

プトプログラム、環境教育の推進、

下水道・農業集落排水施設の整備、

合併処理浄化槽の設置補助等、清

流を保全するための事業を推進しま

す。 

 

【水の相互運用事業（清水区への送

水ルートの整備）】 

 災害・渇水対策のため、南部ルー

ト（最大 3,000 ㎥／日）に続き北部ル

ートを整備し、水道水の安定供給

（最大 10,000㎥／日）を図ります。 

 

【公園・緑地の整備】 

 緑化を推進するため、駿府公園、

日本平公園、有度山総合公園、あさ

はた緑地など公園・緑地を整備しま

す。 

 

【南アルプス世界自然遺産登録の推

進】 

 世界自然遺産の登録に向けた学

術的知見の集積などに取り組むほ

か、県境を越えた関係自治体と一層

の連携を図っていきます。 

 

【市内まるごと芝生化事業】 

 緑あふれる環境の創出、都市緑化

の促進を図るため、芝生等の緑化を

実施する市民に対して助成を行うと

ともに、公立保育園をはじめとする

公共施設の芝生化を推進します。 

 

【子ども環境リーダーの育成】 

 将来を担う子どもを対象に、体系

的・計画的な環境教育を実施し、環

境リーダーの育成を図ります。 

 

②街の清流・街の水辺の創造 

③海浜の保全と環境再生 

④安全でおいしい水の安定供給 

(2)森と街をめぐる緑の回廊

（ネットワーク）の形成 

①森林の計画的整備と多様化の推

進 

②市街地の緑の保全と育成 

③南アルプスの傑出した自然環境

の保全と活用 

(3)環境教育の推進と環境

意識の形成 

①地域社会とのパートナーシップに

よる環境教育の推進 

②恵み豊かな自然環境への理解と

感性のはぐくみ 
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3 地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進  

 

（ 1）東海地震等への対応強化  

地域住民の参加と連携による地域防災を進めるため、自主防災組織

の活性化を図るとともに、地区の特性に合わせた防災計画を作成するなど、

地域防災力の強化を図ります。  

また、緊急輸送路や避難路・避難場所の整備やライフライン・建築構造

物の耐震化を推進します。  

 

（ 2）自然災害に強い社会基盤の整備  

近年のゲリラ豪雨等による浸水被害を軽減させるため、河川、下水道

等の基幹施設の整備や公園、学校のグラウンドなど公共施設を利用した

雨水の流出抑制対策を推進します。  

荒廃山地の安定化整備、地すべり、土石流、急傾斜地崩壊防止対策

を促進します。  

海岸侵食対策のため、海岸保全施設の整備を促進します。  

 

（ 3）危機管理体制の充実  

自然災害・感染症の世界的流行等、市民生活をめぐる危機の多様化、

大規模化に備え、総合防災情報システム（※１）や非常電源の整備等、災

害発生時の即応体制及び災害対策本部機能の強化を図ります。  

また、新型インフルエンザを含む感染症などに対応する危機管理体制

の充実を図ります。  

 

（ 4）消防・救急体制の着実な整備  

災害発生時に迅速かつ適切に対応するため、消防力の着実な整備を

推進します。  

大規模災害時における初動体制や統一的な指揮下での効果的な部

隊運用などを実現するため、県中部エリアでの本部中枢機能の統合など

により生み出せる様々なスケールメリットを活かしながら、消防救急活動の

体制強化を図ります。  

 

 

 

 

※１  総合防災情報システム  

災害に対する情報を共有化、一元化するデータベースを構築し、必要

な情報が迅速に提供されるシステム。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)東海地震等への対応 

強化 

①地域防災力の強化 

 

【自主防災活動への支援】 

 地域防災力の向上のため、自主

防災組織に対して、防災資機材の

整備費等を助成するなど、自主防災

活動を支援します。 

 

【建築物等の耐震化の推進】 

 公共施設やライフラインの耐震

化、無電柱化を進めるとともに、民

間建築物の耐震化の促進を図りま

す。 

 

【浸水対策の推進】 

 ゲリラ豪雤等による浸水被害を軽

減させるため、「静岡市浸水対策推

進プラン」に基づき、河川、下水道等

の基幹施設の整備や公共施設等を

利用した雤水の流出抑制対策を推

進します。 

 

【巴川総合治水対策の促進】 

 巴川流域の治水安全度を向上さ

せるため、麻機遊水地第２工区等の

早期整備を県に働きかけます。 

 

【防災情報伝達システムの拡充】 

 同報無線など既存の情報伝達手

段の検討とともに、携帯電話や防災

ラジオ等を活用した情報受信手段の

導入検討を行います。 

 

【危機管理体制の強化】 

 東海地震や風水害のみならず、想

定される各種危機管理事案に対し、

関係各局の横断的な連携の下、迅

速かつ的確な対応を図っていきま

す。 

 

【消防出張所の新設】 

 新東名高速道路における事故等

への対応や中山間地域の消防力を

強化するため、安倍消防出張所を

新設します。 

 

②緊急輸送路や避難路・避難場所

の整備 

③ライフライン・建築構造物の耐震

化の推進 

④復旧・復興体制の強化 

(2)自然災害に強い社会 

基盤の整備 

①雤水浸水対策の推進 

②治山・土砂災害対策の推進 

③海岸保全対策の推進 

(3)危機管理体制の充実 

①災害等発生時の即応体制の強化 

②災害対策本部機能の強化 

(4)消防・救急体制の着実な

整備 

①消防・救急活動の迅速性の強化 

②消防救急広域化の推進 
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4 快適でゆとりと信頼ある市民生活の確保  

 

（ 1）消費生活の安定と向上  

平成２１年 ９月には、消費者庁が設置されるなど、消費者行政の重要

性が高まる中、本市においても、消費生活の安全・安心を確保するため、

消費生活上の苦情や被害に対応する相談体制を充実するとともに、製品

表示の監視指導、適正な計量の推進等を図ります。  

消費者の自立支援のため、多種多様化する消費生活に対応した様々

な消費生活情報の提供や啓発事業の充実強化を図ります。  

 

（ 2）快適で誰にもやさしい生活交通の実現  

ユニバーサルデザインに配慮した安全な歩行空間の確保や交通安全

施設の整備を推進するとともに、地球温暖化対策にも寄与する自転車の

利用促進のため、自転車道ネットワークの整備などの基盤整備、走行・駐

輪マナー対策などの啓発事業を推進します。  

 

（ 3）安全で質の高い住環境の整備  

地域における自主防犯活動の活性化および防犯情報の伝達・共有化

を図ります。  

耐震化、バリアフリー（※１）化 、省エネ化など時代のニーズに沿った良

質な住宅の整備を進めます。  

クリーンで安心できる総合的な環境衛生を増進するため、喫煙マナーの

向上や大気汚染監視の継続実施、斎場 ・霊園の整備や犬・猫等の予防

接種の推進、環境保健研究所機能の充実強化を図ります。  

 

 

 

 

※１  バリアフリー  

従来は道路や建物内部に段差があったり、幅員が狭かったりして車い

すで通れないなどの物理的なことを解消することを指したが、近年は、障害

のある人や高齢者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的

なすべての障壁の除去という意味でも用いる。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)消費生活の安定と向上 

①消費生活における安全・安心の

確保 

 

【静岡版高齢者見守りネットワーク

の充実】 

高齢者の悪質商法による被害を

未然に防ぐため、メールの一斉送信

により高齢者見守りネットワークへ

の注意喚起情報の提供を迅速化し

ます。 

 

【生活道路の整備】 

 「静岡市のみちづくり」に基づき、

安全で安心な生活環境を守れるよう

な道路を整備します。 

 

【地域防犯活動の推進】 

 犯罪の防止に関する自主的な活

動を支援し、犯罪の防止に配慮した

環境を整備します。 

 

【市営住宅の整備】 

 快適な居住空間を提供するため、

老朽化した富士見団地の建て替え

や、市営住宅の改善事業などを推

進します。また、安全・安心な居住空

間を確保するため、耐震対策を実施

します。 

 

【清水斎場の整備】 

 現施設・設備の老朽化や将来の火

葬需要に対応するため、清水斎場を

再整備します。 

 

②消費者の自立支援 

(2)快適で誰にもやさしい 

生活交通の実現 

①歩きやすく安全な生活道路づくり 

②自転車を楽しく安全に使える環境

の整備 

③交通安全啓発の着実な推進 

(3)安全で質の高い住環境

の整備 

①地域防犯力の強化 

②良質な住まいづくり 

③クリーンで安心できる環境衛生の

推進 
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4  産業・経済  

 

 

産業の発展は、活発な経済活動を通じて都市の活力を生み出すとともに、多様な

就業機会を創出し、市民の豊かな暮らしを支える大切な役割を担っています。 

本市には、高次な中枢都市機能に加えて、豊かな自然環境、長い歴史と培われた

文化などの恵まれた地域資源を基盤に、第１次産業から第３次産業まで、多彩な産業

が集積しています。 

しかし、尐子高齢化、市場の成熟化、消費者ニーズの多様化、都市間競争の激化、

世界的不況の影響といった近年の社会・経済情勢の変化により、本市においても産業

構造転換や企業変革が求められています。都市の活力を高めて、豊かな地域社会を

形成していくためには、産業競争力を強化し、地域経済を活性化することが急務とな

っています。 

本市は、絶好の地理的ポジションや清水港などのすぐれた産業経済基盤、豊かな

農林水産品・観光資源など、大きな経済的可能性を有しています。これらに加え、指

定都市としての大都市効果を活かすとともに、産学官民の知識を結集して、地域産業

の活力強化を図り、世界に通用する産業や人材が集積するまちを目指していきます。

そのため、すぐれた能力と意欲ある人材の育成、起業力・経営力・技術力・ブランド力

等の強化、産業の高付加価値化などを推進していきます。 
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政策の体系  

 

1都市型産業集積を目指した産業 

構造の知的高度化 

①地域の特性を活かした多彩な産業の集積促進 

②地域産業の活力強化 

③地域産業を支える知的経営資源の活用強化 

2環境と調和した農林水産業の 

高付加価値化 

①農林水産業の基盤と活力強化 

②交流による農林水産業の機能強化 

③農林水産業の多面的機能の発揮 

3地域の魅力を活かした観光・交流 

産業の高度化 

①戦略的な観光振興による国際競争力のある観光

地づくり 

②観光・交流産業の活性化 

③商業・商店街の活性化による都市の魅力向上 

4国際貿易港・清水港を活かした 

地域産業の振興 

①物流機能の高度化と利用促進 

②臨港地区の産業活性化 

③港を活用したまちづくり 

5 すぐれた能力と意欲ある人材の 

育成・支援 

①地域経済を担う多様な人材の活用と育成 

②意欲ある人材の地域における就業促進 

③良好な就労環境の整備 
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【動向と課題】  

 

1 地域の資源を活かした産業の活性化  

本市は、卸 ・小売業、金融業やサービス業などの第３次産業が中心産

業となる一方、伝統的地場産業やものづくり産業、食品加工業も盛んに

行われ、プラスチックモデル等、全国に高いシェアを誇る企業も立地してい

ます。また、他の大都市と比較して、第１次産業従事者の割合も高く、広

大な市域に豊富な資源を有することが、本市経済の特色といえます。  

このようなまちの特色を活かし、産学官民が連携し、地域を挙げて産業

の活力を強化していくことが必要となっています。  

 

 

2 魅力あふれる農林水産業の維持確保  

本市の農業は、山あいから海岸部までの広範囲で営まれ、基幹作物の

茶をはじめ、みかんやいちご、わさび等が国内有数の産地となっています。

林業は、中山間地の豊富な森林資源を活かし、地球温暖化の面でも注

目を集めています。水産業は、駿河湾という国内屈指の好漁場に恵まれ、

特に由比のサクラエビは全国的に有名です。  

近年、担い手の不足、耕作放棄地の拡大等、様々な懸念が高まるなか、

経済危機に翻弄
ほ ん ろ う

されない安定経営の確保が重要視されています。また、

市民に癒しと安らぎを与える農山村と都市部の交流や都市部における緑

地空間の確保等、多面的機能の発揮にも注目が集まっています。農林水

産業の活力を強化する積極的な施策展開が急務となっています。  

 

 

3 情報発信の強化による集客交流都市の実現  

富士山静岡空港が開港し、高速道路等の整備が進むことから、交通結

節点機能を最大限に活用した経済発展の可能性が飛躍的に高まってい

ます。豊かな地域資源を効果的に活用するとともに、世界に向けた情報発

信を強化し、戦略的な観光振興策を展開することが重要となっています。  

さらに、静岡地区、清水地区の中心市街地は、本市の主軸産業である

商業 ・サービス業の拠点であり、まちの風格づくりに大きな役割を果たして

います。都市機能の充実、商店街の賑わいや交流機能への関心が高まっ

ています。  

 

 

4 清水港の周辺環境整備と交流機能強化  

特定重要港湾の清水港とその周辺地域は、港と強い結びつきを持った

港湾 ・物流関連産業が集積し、港を活用したまちづくりが進められていま

す。  

新興津地区の国際海上コンテナターミナル等の整備が進み、物流機能

の一層の高度化が見込まれるなか、低・未利用地等の活用や新産業の導

入による臨港地区全体の活性化が期待されています。港湾管理者である

県や民間事業者と連携し、市民や観光客等、人の集まる港づくりを進め

ていく必要があります。  
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5 人材の活用・育成と就労環境の向上  

高齢社会の進展に伴う人口減尐が進むとともに、景気悪化による雇用

問題や消費の冷え込みなど、本市においても、今後の経済を展望する上

で避けて通れない課題が多々生じています。  

それらの解決のためには、多様な人材の活用と地域経済を担う人材の

育成、地域における就業促進、良好な就業環境の整備が重要となってい

ます。  
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【政策の方針】  

 

1 都市型産業集積を目指した産業構造の知的高度化  

 

（ 1）地域の特性を活かした多彩な産業の集積促進  

本市は、第 １次産業から第 ３次産業まで、多彩な産業が集積していま

す。  

このような産業構造のなか、港湾機能や臨海型工業の集積、交通の利

便性や高次都市機能の集積など本市の持つ優位性を活かして、ものづく

り関連産業、港湾 ・物流関連産業、都市型・コンテンツ関連産業等の新

規企業の誘致と既存企業の留置を推進します。  

また、今後の成長分野といわれている健康・医療、情報、環境分野など

世界に向けた新産業の創出を支援し、新事業のビジネス展開を促進しま

す。  

 

（ 2）地域産業の活力強化  

徳川氏に由来する伝統的地場産業や清水港を中心に発展してきた食

品関連産業と一般機械器具製造業、本市における製造品出荷額等が

第１位の電気機械器具製造業は、これからも本市の産業経済の中核をな

すものです。本市の地域産業の活力強化を目指し、持続的な発展と産業

のイノベーション（※１）の推進に努めます。  

また、多彩な地域産業の特徴を活かし、消費者の感性にうったえ、魅力

的で信頼性の高いブランドの構築や強化を進めるとともに、コンテンツ産業

（※２）の振興を図り、地域産業の高付加価値化を目指します。  

さらに、地域の産業を支える多くの中小企業の経営基盤やマーケティン

グ（※３）力強化の支援に努めます。  

 

（ 3）地域の産業を支える知的経営資源の活用強化  

地域の産業を強化するため、大学等地域の学術研究機関が保有する

知的経営資源（※４）の一層の活用を促進します。  

そのため、研究機関の立地支援や誘致を進めるとともに、産学共同研

究を支援し、その研究成果を地域の産業振興に結び付けます。  

また、新産業の創出や既存産業の製品の付加価値を高めるデザインや

製品開発力を強化するため、産学官民・産業間・企業間の交流と連携を

促進します。  

 

※１  イノベーション  

単に「技術革新」に留まらず、広く経済活動全般において、新しい方法

を採り入れて革新していくこと。  

 

※２  コンテンツ産業  

一般的には、映画 ・音楽 ・ゲーム・放送 ・出版 ・キャラクターなどの知的

生産物について、その制作・管理・提供に関わるビジネスのこと。  

 

※３  マーケティング  

 企業や組織などが行う、顧客創造・維持のための諸活動のこと。 
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※４  知的経営資源  

著作物やプログラムなどの創作物そのもの、商標、商号や意匠、イメー

ジといった営業の識別となる標識、特許、実用新案といった技術上のノウ

ハウなどのこと。  

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)地域の特性を活かした 

多彩な産業の集積促進 

①企業の誘致と留置の推進 【企業立地の推進】 

企業の誘致・留置の活動、用地確

保、企業情報の蓄積に取り組むとと

もに、市内への企業の誘致・留置に

係る助成を行い、地域産業の高度

化、雇用機会の創出を図ります。 

 

【新製品の開発推進】 

クリエーターやデザイナーとのマ

ッチングにより、静岡の特色を活か

したオリジナル商品開発の支援を行

います。 

 

【新事業創出のための研究開発】 

中小企業と大学等の共同研究を

推進し、新製品の開発や新事業の

創出、経営の高度化などを支援しま

す。 

②創業と新事業展開の推進 

(2)地域産業の活力強化 

①産業のイノベーションの推進 

②地域資源を活用したブランドの構

築・強化 

③経営基盤とマーケティング力の強

化 

(3)地域産業を支える知的

経営資源の活用強化 

①研究開発力の強化 

②産学官・産業間・企業間の交流と

連携の推進 
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2 環境と調和した農林水産業の高付加価値化  

 

（ 1）農林水産業の基盤と活力強化  

我が国の食料自給率 （※１）は、戦後の食生活の変化による低下の一

途を辿っており、本市の農林水産業にも大きな影響を与えています。こうし

たなか、活力に満ちた農林水産業を実現するため、環境との調和に配慮

しながら、農地や山林、漁港をはじめとした生産基盤を整備 ・強化し、高

品質化 ・高効率化を目指します。また、農業分野において、農地の利用

集積化を進め土地資源の有効活用を図ることにより、耕作放棄地等の減

尐に取り組み、健全な自然環境・農地の保全と育成に努めます。  

高齢化や後継者不足による就業者の減尐に歯止めをかけるため、団塊

の世代等の就農意欲を活かしつつ、今後の農林水産業を担う人材の確

保・育成を推進します。  

さらに、効率的かつ安定的な経営の実現に向け、環境の変化に対応可

能な体制を築くため、マーケティング力の強化、経営基盤の強化を行うとと

もに経営革新への取組を支援します。また、商工業等他業種とも連携を

図 りながら、農林水産業のブランド化を推進します。消費者のニーズに対

応した安全で安心な地場の産品の安定的な供給を図ります。さらに、地域

資源を活用した新しい商品やサービスを提供し、農林水産物の地産地消

（※２）の普及・推進を行います。  

 

（ 2）交流による農林水産業の機能強化  

自然環境の大切さと地域の農林水産業に対する理解を深め、地場の

産物への関心を高めるため、農林水産業の学びと体験の場を創出します。

そして、そのような活動の場として、山間地から海岸部に至るまでの豊かな

自然環境を有効活用します。また、近年、心の豊かさや自然とのふれあい

を重視する市民が増加していることから、消費者と生産者をはじめ、人々の

農林水産業を通じた交流を促進します。そして、その機会を拡大するため、

観光資源として農林水産業を有効活用するなど、都市と中山間地域の連

携・交流事業を積極的に推進します。  

 

（ 3）農林水産業の多面的機能の発揮  

本市の豊かな農林水産資源は農林水産業の場であると同時に、地下

水涵養、生態系の保全、緑地空間の提供、災害 ・公害の防止など、その

多面的機能により生活環境、自然環境に重要な役割を果たすものです。

農林水産業において、環境負荷に配慮した保全型の生産方式や森林間

伐などを推進することにより、環境の保全と育成に努めます。さらに、都市

における農業景観をはじめ、森林 ・水産資源を有効活用するグリーンツー

リズム（※３）などの取組を推進します。  

 

※１  食料自給率  

国内で消費される食料のうち、国内産でまかなわれる割合。昭和４０年

度は７３％あったが、平成２０年度には４１％に低下。  

 

※２  地産地消  

地域で生産した食材をその地域で消費すること。安全で安心、生産者



101 

 

の顔が見える食材を求める消費者ニーズにこたえるもの。  

 

※３  グリーンツーリズム  

休日などを利用して、農山村で自然 ・文化に触れ、土地の人々との交

流を楽しむ観光のあり方。  

 

施策の体系  

大施策 中施策 主な事業 

(1)農林水産業の基盤と 

活力強化 

①環境との調和に配慮した生産基

盤の強化と資源の有効活用 

【茶どころ日本一の推進】 

静岡市めざせ茶どころ日本一条例

に基づき、茶に関する伝統、文化、産

業を活かし、静岡のお茶に新たな価

値や創造等魅力を高める取組などを

推進します。 

 

【農道・林道の整備】 

農道等の機能強化や基盤整備を図

るとともに、木材生産・森林施業に不

可欠な林道を整備します。 

   

【静岡県果樹研究センター誘致事業】 

清水区茂畑地区畑総の創設非農

用地に静岡県果樹研究センターを誘

致し、産地活性化と果樹振興を促進し

ます。 

 

【農林産物の被害対策】 

野生鳥獣による農林産物への被害

防止策を講じる農林業者又は団体等

に対して支援します。 

 

【都市農業支援事業】 

市街化区域などの農地を食育農

園、介護予防農園、防災農園、農業

体験農園として有効活用する農地所

有者やその利用者などを支援します。 

 

【担い手育成の推進】 

農業後継者の育成事業、援農ボラ

ンティア制度などを推進し、農業の担

い手育成を図ります。 

 

【蒲原畑総公共用地活用事業】 

清水区蒲原地区畑総の創設非農

用地に新規就農者貸出農園や農業

体験施設を整備します。 

 

【漁港の整備】 

由比漁港や用宗漁港の外港、防波

堤、離岸堤の整備を進め、漁業、水産

業の基盤強化を図ります。 

②経営基盤の強化、経営革新と担

い手育成の推進 

③農林水産業のマーケティング力

の強化とブランド化の推進 

④商工業等との連携推進 

⑤安全・安心な生産流通機能の強

化と地産地消の推進 

(2)交流による農林水産業

の機能強化 

①学びと体験の場の創出 

②生産者と消費者の交流機会の

拡大 

(3)農林水産業の多面的 

機能の発揮 

①里山・森林・水産資源の保全と

育成 

②都市の農業景観の活用 
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3 地域の魅力を活かした観光・交流産業の高度化  

 

（ 1）戦略的な観光振興による国際競争力のある観光地づくり  

富士山静岡空港と清水港の国際交流機能や高速道路、新幹線など

の交通アクセスを活用し、国内はもとより世界とのヒト、モノ、カネ、情報等の

交流を促進して、経済交流の活発化を目指します。  

日本平や三保からの富士山の眺望や南アルプスから駿河湾までの恵ま

れた自然、登呂遺跡、駿府城址、東海道宿場跡など、歴史資産を最大

限に活用します。これら観光資源を磨き上げ、物語性を創出するとともに、

ネットワーク化を進め、国内外でのプロモーションを戦略的に展開すること

により誘客を図ります。  

一方、市民、民間事業者、行政が一丸となってホスピタリティ（※１）の向

上を目指すとともに、アクセス環境の強化を図り、観光客に選ばれる都市と

して受入態勢を整備します。  

 

（ 2）観光・交流産業の活性化  

観光施策を進める上で、農林水産業、製造業などの他産業や各種イ

ベントなど他分野との連携を図ります。特に、本市の特色を活かし体験型

観光、産業観光やグリーンツーリズム、エコツーリズム（※２）といった様々な

形態の観光商品の創出に力を注ぎます。  

また、観光案内所を始めとする情報発信拠点機能を強化するとともに、

観光 ・交流産業を担うボランティアなどの人材育成に努めます。また、コン

ベンションや大規模イベントの開催誘致と合わせ、地域の産品をおもてな

しに活用する取組を推進するなど、交流人口の拡大による経済波及効果

を高め、本市経済の発展を目指します。  

 

（ 3）商業・商店街の活性化による都市の魅力向上  

商都しずおかが持続的な発展を続けていく ためには、 商業機能の魅力向上が

必要不可欠です。 そこ で、 社会・ 経済環境の変化を踏まえた商業振興施策を推

進していく ため、 市の商業振興の方向性や望ましい商業集積の姿を示すこ と を

目的と した「 商業都市しずおか戦略プロジェク ト 」 を推進します。  

また、 国の認定を受けた静岡市中心市街地活性化基本計画（ 静岡地区・ 清水

地区） に基づく 事業を推進し 、 中心市街地における交流と 賑わいのあふれるま

ちづく り を推進します。  

さ らに、 コ ミ ュ二ティ の維持発展に重要な役割を果たしている商店街の社会

的取組を支援すると と も に、 空き店舗対策その他の商業振興策を総合的に推進

し、 商店街の活力強化と 魅力向上を図り ます。  

 

※１  ホスピタリティ  

語源は、ラテン語の Hospics（客人等の保護）。対価を求めない「おもいやり」や「心

のおもてなし」のこと。 

 

※２  エコツーリズム  

自然環境や歴史文化を体験し、学ぶとともに、その地域の自然環境や

歴史文化の保全に責任を持つ観光のあり方。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)戦略的な観光振興による

国際競争力のある観光

地づくり 

①戦略的な観光振興策の推進と体

制整備 

【観光プロモーション事業】 

日本平、三保、登呂、２峠６宿（蒲

原、由比、興津、丸子など）といった

本市の観光資源を活用し、戦略的な

情報発信を行うことにより、国内外

からの誘客を推進します。 

 

 

 

 

【ホスピタリティ推進事業】 

本市を訪れる観光客の満足度向

上を目指し、おもてなし向上のため

の啓発活動や人材育成を推進しま

す。 

 

 

 

 

【中心市街地活性化事業の推進】 

静岡地区、清水地区の中心市街

地活性化基本計画に基づき、にぎ

わいの創出や商業を活性化する取

組を推進します。 

②静岡空港、清水港、高速道路、鉄

道など、多様な交通手段の活用によ

る誘客の促進 

③重点観光資源の選別と磨き上げ 

④観光資源の発掘とネットワーク

化、物語性の創出 

⑤様々な主体による静岡ブランドの

構築と国内外への発信 

⑥来訪者の利便性と来訪者へのも

てなしの向上 

(2)観光・交流産業の活性化 

①農商工等との連携による新たな

観光商品の開発・推進 

②観光･コンベンション産業の振興 

③国内外へ観光情報を発信する拠

点の整備 

④観光・交流産業の活性化を担う人

材の育成 

(3)商業・商店街の活性化に

よる都市の魅力向上 

①社会、経済環境の変化に対応し

た商業振興策の構築 

②中心市街地の商業活性化 

③商店街と個店の魅力向上の推進 

④商店街のコミュニティ機能の強化 
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4 国際貿易港・清水港を活かした地域産業の振興  

 

（ 1）物流機能の高度化と利用促進  

国際交流拠点となる特定重要港湾の清水港は、新興津地区国際海

上コンテナターミナルを整備することによりコンテナ取扱量の増加やコンテ

ナ船の超大型化に対応するなど、世界を結ぶネットワークの充実に向け港

湾機能の高度化を推進します。  

また、新東名や中部横断道といった新たな広域高速道路への良好なア

クセス道路の充実により有機的な物流網の構築を推進するとともに、物流

拠点の整備促進に努めます。  

さらに、航路誘致等のポートセールス（※１）を進め、清水港の優位性を

国内外にアピールし、その利用を積極的に呼びかけ清水港の利用促進に

つなげます。  

 

（ 2）臨港地区の産業活性化  

清水港を取り巻 く産業の活性化を図るため、港周辺に集積している資

源、技術力、社会基盤等を最大限に活用して、食品・環境関連新産業の

導入促進に努めます。  

また、港周辺の低 ・未利用地の有効的な活用や環境整備について検

討を進め、企業の誘致や留置を推進します。  

 

（ 3）港を活用したまちづくり  

清水港は、富士山を望み、背後に緑豊かな日本平を有する風光明媚
め い び

な立地にあり、日本三大美港（※２）のひとつとされています。このすばらし

い立地を活かし、市民が港に親しみを抱き、港や海とふれあえる親水機能

の整備や景観の形成を推進します。  

また、港やその周辺からの回遊性の向上に努めるとともに、各種イベント

を開催し港を中心とした集客 ・交流事業を推進することにより、市民や観

光客が気軽に訪れ、集う、開かれた賑わいを創出する港を目指します。  

 

※１  ポートセールス  

港湾振興関係者（港湾管理者、港運業者、商工会議所、市など）が、

港湾の利用促進を通じて地域経済の活性化を進めるため、その施設やサ

ービスの充実を図り、港湾利用の開拓や拡大を目指して展開する活動の

こと。  

 

※２  日本三大美港  

特定重要港湾である清水港、神戸港と重要港湾である長崎港のこと。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)物流機能の高度化と 

利用促進 

①物流機能高度化の促進 

【清水港の整備促進】 

新興津地区国際海上コンテナター

ミナル、外港防波堤、人工海浜・海

浜緑地、小型船だまりなどの港湾施

設の整備を促進します。 

 

 

【ポートセールスの推進】 

清水港の利用促進のため、静岡

県、港湾関係団体と共に、港湾利用

の開拓や拡大を目指し、国内外でポ

ートセールスを実施します。 

②港湾利用の推進 

③物流拠点の整備促進 

(2)臨港地区の産業活性化 

①低未利用地の活用促進 

②港を活用した産業の振興 

(3)港を活用したまちづくり 

①市民に親しまれる親水機能と景

観の形成 

②港を中心とした集客・交流事業の

推進 
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5 すぐれた能力と意欲ある人材の育成・支援  

 

（ 1）地域経済を担う多様な人材の活用と育成  

地域の拠点都市として、地域経済の活性化を目指すため、新たな事業

に積極的に挑戦する人々に対して、起業支援メニューの充実を図るなど、

地域を挙げて起業家精神の醸成と起業家の育成・支援を推進します。  

企業が厳しい環境変化に対応し、常に変革していけるようにするため、

異業種・異分野との交流やマーケティング力の強化などにより、経営者・経

営幹部の意識改革や経営能力の向上を支援します。  

新技術 ・情報の進展に対応できるよう、企業の後継者、従業者等の職

業能力開発を推進します。  

また、地域経済を支えてきた優れた技術を次代に伝承するとともに、新

たな産業を創出していくよう、高度で専門的な知識・技能をもつ人材の活

用と地域経済を担う人材の育成を進めます。  

 

（ 2）意欲ある人材の地域における就業促進  

企業と人材、双方の活性化を図るとともに、就業意識の育成や職場へ

の定着率向上のため、インターンシップ制度（※１）の充実など、企業と人

材のマッチング（※２）を支援します。  

また、平成２０年秋以降の世界同時不況により、雇用情勢が悪化するな

か、就労意欲のある人たちの雇用を促進 ・支援するため、相談制度の充

実や、高齢者や障害のある人たちなどの就業の促進など、就業機会の充

実・拡大を図ります。  

 

（ 3）良好な就労環境の整備  

社会の活力の向上のため、勤労者が充実した生活を送ることができるよ

う、勤労者の健康増進や余暇の有効利用など、勤労者福祉の増進を図り

ます。  

また、労働環境の改善や、日々の生活の充実により、誰もが働きやすい

社会の実現を図るため、ワーク・ライフ・バランスに取り組むなど、就労環境

の向上を推進します。  

 

※１  インターンシップ制度  

学生が企業などで仕事を体験しながら研修すること。就業体験。  

 

※２  企業と人材のマッチング  

 求める人材を確保したい企業と働くことを希望する求職者とを橋渡しする

こと。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)地域経済を担う多様な 

人材の活用と育成 

①起業家精神の醸成と起業家の育

成 

【起業家・経営者への支援】 

産学交流センター、SOHO しずお

か､清水産業・情報プラザを中心に、

起業家や経営者向けの相談業務や

セミナー開催を行います。 

 

【伝統工芸品産業振興事業】 

伝統工芸品産業の技術の保存や

伝承するため、若手従事者に対し技

術講習会などを行うとともに、後継

者育成や新規就業者を希望する者

などを支援します。 

 

【就業支援事業】 

事業所見学会やインターンシップ

などの事業を推進し、若者などの就

業を支援します。 

 

【雇用推進プランの策定、推進】 

H20 年度の「労働実態調査」の分

析結果などをもとに雇用推進プラン

を策定し､これに基づく各種事業を推

進します。 

②経営者・経営幹部の意識改革に

よる経営能力の向上 

③職業能力開発の推進 

④高度で専門的な知識・技能をもつ

人材の活用と育成 

(2)意欲ある人材の地域に

おける就業促進 

①企業と人材のマッチング 

②就業機会の充実・拡大 

(3)良好な就労環境の整備 

①勤労者福祉の増進 

②就労環境の向上 
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5  都  市  基  盤  

 

 

本市は、豊かな自然環境、歴史、文化により培われてきた個性や魅力

を活かし、市民と産学官が連携しながら、世界に輝く質の高いまちづくりを

進めていきます。  

人口減尐社会を迎え、快適、安全、便利で効率的な都市空間を実現

し、都市の活力を向上させていくため、まちの顔となる都心、副都心と地域

拠点からなる集約型の都市構造を目指します。また、公共交通や自転車

の利便性向上と利用促進、交通需要に適切に対応した道路網の整備に

より、低炭素社会への転換を図りつつ、多彩な交流や産業、暮らしの豊か

さを支える交通体系を構築していきます。  

グローバリゼーションが進展し、地域間競争が厳しくなる中、本市は県都

として、１００万人を超える静岡都市圏を牽引する中心都市としての役割を

担 うことが求められています。清水港の機能強化や新東名高速道路、富

士山静岡空港等の大規模社会資本整備を契機に、広域交流拠点を活

かした土地利用や都市機能の配置を進めます。それにより、都市構造の

変化への対応と、高次、高品質な都市機能の充実を図り、交流と活動を

活発にしていきます。  

広大な山間地と長い海岸線は本市の特色です。これらの維持、保全や、

地域振興のための交通 ・情報等の基盤整備を進めます。また、自然、景

観等の地域資源の活用により、都市部と山間部や海岸部が支えあいなが

ら魅力を高めあう、本市ならではの都市づくりを進めます。  
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政策の体系  

 

1快適で個性のある魅力的な都市 

空間の創出 

①地域の特色を活かした総合的なまちづくりの推進 

②多様で調和のとれた景観の形成、保全 

③安全・安心でみんなにやさしい都市空間の整備 

④大規模社会資本を活かしたまちづくりの推進 

2にぎわいと風格のある「まちの顔」 

づくり 

①２つの都心地区の都市機能の高度化、集積化 

②新たな魅力を発信する副都心の形成 

③都心の機能を補完する地域拠点の形成 

3多彩な交流と活動を支える交通・ 

情報体系の構築 

①快適で円滑な道路網の整備 

②人と環境にやさしい交通体系の構築 

③高度情報基盤の強化 

4まちと支えあう山間地と海岸部の 

振興 

①山間地・中山間地の魅力発信と交流・連携の促

進 

②人が海に親しめる沿岸地域の振興 
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【動向と課題】  

 

1 都市全般のまちづくり  

本市は、中心市街地への商業・業務機能の集積、清水港周辺への物

流・工業の集積、市街地近郊や山間地、海岸部での農林漁業など、それ

ぞれの地域特性を活かした土地利用により発展してきました。  

今後は、市民と産学官のあらゆる機関が連携し、各地域にある多種多

様な資源を活かしつつ、地域の個性、魅力を高め、創出していくことが求

められています。  

また、人口が減尐するなか、これまでの市街地拡大を基本とする都市整

備からの転換が求められています。既存ストックの活用や更新による都市

機能や都市の装置 (※１ )の集約・適正配置、土地利用の転換などにより、

市全体として効率的でバランスのとれた集約型の都市構造へと計画的に

転換していく必要があります。  

一方、大規模社会資本整備が進むなか、社会経済状況の変化に適応

しつつ、計画的な土地利用転換を図り、これらの整備を地域の活力向上

に効果的に活かしていくことも求められています。   

 

2 にぎわいのある「まちの顔」づくり  

活発な交流を促進し、国内外に魅力を発信できるにぎわいと風格ある

「まちの顔 」づくりのため、静岡、清水、東静岡駅周辺地域の高度化 、個

性ある都心づくりが求められます。そして、これら都心と都心の都市機能を

補完する地域拠点とで構成される、静岡型のコンパクトシティにむけた都

市基盤整備を計画的に進める必要があります。  

 

3 道路ネットワークの構築  

本市は、東海道という我が国の枢軸上に位置しており、国道１号、東名

高速道路、新幹線、清水港などの主要交通施設を有し、発展してきまし

た。  

さらに、新東名高速道路の開通、中部横断自動車道の整備計画が進

展する中、これら社会資本を活かすため、円滑な道路ネットワークの構築

が必要です。高規格幹線道路の整備促進や、広域都市間や各拠点間の

連絡強化を図る主要幹線道路の整備推進が求められます。  

また、交通渋滞解消や安全対策のため、市街地内の幹線道路や都市

内環状道路の整備を、道路需要の変化に適正に対応しつつ推進すること

が必要です。  

 

4 交通手段の選択肢の多様化  

地球環境問題、高齢社会に対応し、市民生活を豊かにする交通手段

として、公共交通の重要性が高まっています。都心への公共交通の利便

性向上や、交通結節点の機能強化による乗り換えの円滑化が求められて

います。自動車利用から徒歩、自転車、公共交通機関などを基軸とした

システムへの転換の促進による、安全、便利で環境負荷の尐ない交通体

系の構築が必要となっています。  
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5 山間地・海岸部の振興  

本市は、山間地が市域の８０％強を占めています。農林業の低迷やさら

なる高齢化の進展などにより地域維持に課題を有する集落も多 くなり、森

林や農地の荒廃が進んでいます。国土保全機能や環境への悪影響が課

題となっています。  

このため、山間地における雇用拡大や移住、定住の促進を図るため、

生活基盤となる道路・情報網などの整備が必要です。  

また、農地や森林が有する水源涵養や公益的機能の維持・向上とあわ

せて、これらを、教育活動やレクリエーション活動のための空間として活用

することで、農山村の交流機能を向上させることが求められています。  

海岸部においては高潮などによる侵食を防止するための保全対策が課

題となっています。今後も引き続き、親水空間や良好な海岸景観を形成

するため、海岸の保全対策が求められています。  

さらに、清水港は、国際海上コンテナターミナルを有する中核国際港湾

としての機能強化を図るとともに、港とまちの一体化に向けた土地利用の

転換が必要です。  

 

 

 

※１  都市の装置  

道路や公園、電気、下水道、公共交通などのように、都市において生活と

一体化し、欠かすことのできない施設のこと。  
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【政策の方針】  

 

1 快適で個性のある魅力的な都市空間の創出  

 

（ 1）地域の特色を活かした総合的なまちづくりの推進  

身近な地域の、魅力ある、愛着の持てるまちをつくるためには、市民が

主体となるまちづくりが不可欠です。「地域まちづくり推進条例」を活用し、

地区計画等による地域の特性に応じた土地利用や地域の良好な環境形

成を図るための市民主体の活動の支援を推進していきます。  

都市の基盤づくりについては、都市計画に関する基本的な方針を示す

「都市計画マスタープラン」に基づき整備を推進します。さらに、静岡型の

コンパクトなまちづくりを進めるため、無秩序な市街地の拡散の抑制と都心

への都市機能の集約やまちなか居住の推進を図るとともに、工業機能の

効果的な配置を誘導します。  

既存市街地においては、安全で良好な都市環境の整備と、定住人口

及び交流人口の増加を図るため、市街地の再開発事業を推進します。  

また、市街化区域内で道路、公園、下水道などの都市基盤が未整備と

なっている地域においては、土地区画整理事業などにより、調和のとれた

健全で暮らしやすい市街地の形成を促進します。  

 

（ 2）多様で調和のとれた景観の形成、保全  

本市は、南アルプス、駿河湾、有度山、安倍川や興津川などの河川と

いった多彩な自然景観、薩埵
さ つ た

峠
とうげ

、宇津ノ谷峠、由比、蒲原、丸子など東

海道の宿場町に由来する景観、美しい富士山を借景とする清水港など、

豊かな歴史、文化、都市景観があります。これらの景観を本市の貴重な資

源として活かし、良好な景観の形成を推進していきます。  

また、まちづくり協定等の推進による緑化やまちなみ整備、屋外広告物

の規制 ・誘導、道路サポーター制度などの市民主体の活動を促進し、身

近な日常生活空間の景観の向上を図ります。  

そして、市民、事業者、市の適切な役割分担と協働による、良好な景観

形成に向けた体制の整備を進めます。  

 

（ 3）安全・安心でみんなにやさしい都市空間の整備  

年齢、性別、身体的条件、国籍などにかかわらず、すべての人が利用し

やすいように配慮されたまちづくりを進めるため、ユニバーサルデザインの視

点に立って、都市施設の整備を推進します。  

また、地域の中心地や多くの人が利用する主要な施設周辺において、

安全、快適な歩行者空間の整備を進めます。さらに、環境負荷が尐ない

交通手段である自転車利用を促進するため、安全で快適な自転車走行

空間を確保し、歩行者、自転車、自動車が共存できるまちづくりを推進し

ます。  

さらに、まちなか駐輪対策として、自転車の適正利用、駐車マナーの向

上が図れるよう啓発活動を進めるとともに、自転車等駐車場などの整備を

推進します。  

 



113 

 

（ 4）大規模社会資本を活かしたまちづくりの推進  

新東名、中部横断道、富士山静岡空港、清水港などの広域交流基盤

の整備が進められ、甲信越はもとより北海道、九州、沖縄さらには東アジア

へのネットワークが整備されます。このような大規模社会資本を、地域連携

や交流の活発化、高次都市機能の集積につなげていくことが一層重要で

す。  

そのため、先にあげた大規模プロジェクトの推進と合わせ、ヒト、モノ、情

報等が、効率的かつ快適に移動できるよう、広域都市間や拠点間を連絡

する主要幹線道路を整備するとともに、市内における商業・業務拠点や観

光拠点などのネットワークを強化する都市内幹線道路を計画的に整備し、

円滑な交通・情報ネットワークを構築します。  

また、広域交流拠点を活かした土地利用を推進し、地場産業や観光

産業等の振興を図ります。  

 

 

施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)地域の特色を活かした 

総合的なまちづくりの 

推進 

①市民と産学官連携によるまちづく

りの推進 

 

【地域まちづくり推進条例の推進】 

 市民主体のまちづくりを推進する

ため、地区計画を活用した地域のま

ちづくりを支援します。 

 

 

 

【土地区画整理事業の促進】 

 良好な宅地の提供を図るととも

に、調和のとれた市街地を形成する

ため、土地区画整理事業を促進しま

す。 

 

 

 

【景観計画の推進】 

 地域の特性を活かした良好な景観

づくりを推進するため、景観計画に

基づき、重点地区の指定や景観形

成を支援します。 

②都市計画マスタープランの推進 

③都市構造の変化に対応した都市

機能再配置の促進 

④ゆとりある快適な生活拠点の形

成 

⑤適正な土地利用の規制や誘導 

(2)多様で調和のとれた景観

の形成、保全 

①歴史、文化、自然、地域特性を活

かした景観づくり 

②日常空間の景観の維持・向上 

③市民、企業、市の協働による景観

づくりの推進 

(3)安全・安心でみんなに 

やさしい都市空間の整備 

①安全・安心で歩いて楽しいまちづ

くりの推進 

②ユニバーサルデザイン、バリアフ

リー化の推進 

(4)大規模社会資本を 

活かしたまちづくりの推進 

①広域交流を支える交通・情報ネッ

トワークの推進 

②広域交流拠点を活かした土地利

用転換の促進 

③国際交流機能・情報通信機能な

どの高次都市機能の集積 
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2 にぎわいと風格のある「まちの顔」づくり  

 

（ 1）２つの都心地区の都市機能の高度化、集積化  

静岡、清水の２つの都心地区は、静岡圏域を牽引する都市としての、

商業、業務、情報などの機能が集積しています。今後もそれぞれの特性を

活かしながら都市機能を一層高め、コンパクトで魅力あるまちづくりを推進

するため、都心地区の整備・充実を図っていきます。  

静岡都心では、歴史に培われ、県都として厚く集積された多様な都市

機能を活かし、商業 ・業務機能の一層の高度化、多様化により持続的発

展を目指します。それにより、多機能で人が集まる都市づくりを行います。  

清水都心では、特定重要港湾である清水港や港まちとして発展してき

た歴史や文化を活かし、まちと港の一体化を推進します。国際交流拠点と

して流通・貿易などを促進するとともに、国内外からの多くの訪問者が、地

域の文化や市民と活発に交流できる都市づくりを行います。  

 

（ 2）新たな魅力を発信する副都心の形成  

東静岡副都心は静岡都心、清水都心とともに本市を牽引していく地域

です。より広範な発信、集客機能により２つの都心の交流、活発化が期待

でき、都心、副都心それぞれの個性の発揮とその相乗効果による都市活

力の創出により都市全体の持続的な発展を推進します。  

基盤整備と併行して、静岡都心、清水都心にはない文化、国際交流、

スポーツなどの都市機能を整備し、国内のみならず世界にも誇れる新たな

魅力を創造する交流拠点としての都市づくりを行います。  

 

（ 3）都心の機能を補完する地域拠点の形成  

東西の鉄道、道路軸上に位置する草薙駅周辺地区、安倍川駅周辺

地区及び駿河区役所周辺地区は、都心、副都心とともに集約型の都市

構造を構築する上で重要な地域拠点です。  

地域拠点では、交通結節点機能や暮らしの拠点として都市機能を高

め、都心、副都心との連携を強化し都心の機能を補完するまちづくりを進

めます。    
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)２つの都心地区の都市 

機能の高度化、集積化 

①静岡都市圏を牽引する集約型都

市の推進 

 

 

【市街地再開発事業の促進】 

 静岡、清水の両都心地区の土地

の高度利用を促進し、高次都市機

能を充実させるため、再開発事業の

促進を図ります。 

 

【東静岡地区新都市拠点整備事業

の推進】 

 ＪＲ東静岡駅周辺を副都心として

形成するため、平成 24年度完了予

定の土地区画整理事業(南北幹線

の整備外)や街区公園、急病センタ

ーなどの整備と県立多目的アリーナ

の誘致を推進します。 

 

【安倍川駅及び草薙駅周辺の整備】 

 地域拠点を形成するＪＲ安倍川駅

及びＪＲ草薙駅周辺の環境改善と交

通結節機能の強化のため、バリアフ

リー化に対応した整備を推進しま

す。 

 

②個性豊かで多機能な静岡都心の

形成 

③港まち文化を活かした国際交流

拠点、清水都心の形成 

(2)新たな魅力を発信する 

副都心の形成 

創造文化拠点としての東静岡副都

心の形成 

(3)都心の機能を補完する 

地域拠点の形成 

地域拠点の機能向上と空間整備の

推進 
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3 多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築  

 

（ 1）道路網の整備による円滑な交通環境の実現  

首都圏と関西圏の中間に位置する地勢上の優位性を活かし、本市の

広域交流をさらに活発化させるため、新東名や中部横断道など広域交通

網の整備を促進します。また、これらの高規格幹線道路を有効活用し、か

つ通過交通と都市内交通の混在を防ぎ、円滑な交通が図られるよう、周

辺地域を連結する広域道路の整備を推進します。  

また、渋滞を解消し快適で円滑な交通環境を構築するため、都市内環

状道路等の都市計画道路整備を、道路需要の変化に適正に対応しつつ

推進します。  

   

（ 2）人と環境にやさしい交通体系の構築  

環境負荷の高まりや高齢社会における新たな都市の在り方に対応した

都市交通の再構築のため、公共交通の優先性の考えのもと、各種交通

機関が適切に役割分担した都市総合交通体系を構築します。  

公共交通や自転車の安全性、利便性、快適性を向上させ、自動車利

用から公共交通や自転車などへの利用の転換を図ります。誰もが安全で

利用しやすい交通環境づくりのため、駅舎や駅前広場などの整備 、自転

車道ネットワークの構築を推進し、その利用環境の向上を図ります。  

また、公共交通施設、道路施設の長寿命化を図るため、既存施設の適

切な管理を進めます。  

 

（ 3）高度情報基盤の強化  

情報技術の進化に合わせ、地域間の情報格差を解消する情報基盤の

整備を促進します。さらに、異常気象や災害時等における道路状況等を

迅速に把握し、市民に情報提供する道路情報等提供システムの構築や

各種申請 ・届出などの手続の電子化を進め、情報通信の利便性を享受

できるよう維持、整備を推進します。  

また、行政内部における情報機器、情報通信ネットワークなどの情報基

盤や情報システムの整備を推進し、質の高い行政サービスを提供します。  

さらに、既存システムの見直しと最適化により、行政コストの低減を図り、

簡素で効率的な行政システムを確立します。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)道路網の整備による円

滑な交通環境の実現 

①都市間を結ぶ高規格幹線道路の

整備促進 

 

【道路ネットワークの整備】 

 交通需要の変化に適正に対応し

つつ、広域交通の高速性、安全性を

確保し、交通の円滑化を図るため、

道路の整備を推進します。 

 

〈高規格道路〉 

新東名、中部横断道 

〈広域道路〉 

 国道 1号バイパス、国道 150号、 

国道 362号、県道山脇大谷線など 

〈都市計画道路〉 

 静岡駅賤機線、宮前岳美線、 

中吉田瀬名線、丸子池田線、 

静岡下島線、日の出町押切線、 

清水港三保線、一里山長崎線、 

嶺神明伊佐布線など 

 

【自転車道ネットワークの整備】 

 環境にもやさしい交通手段の一つ

として自転車の利用促進を図るた

め、自転車道ネットワーク整備計画

に基づき、本通り(県道藤枝静岡

線)、中堀(市道城内 1号線)などの自

転車道の整備を推進します。 

 

【ＬＲＴ導入の検討】 

 誰もが安心して移動でき、地球環

境にもやさしい交通システムのひと

つであるＬＲＴ(ライトレールトランジッ

ト)導入の実現可能性に係る調査を

進めます。 

 

【道路情報等提供システムの整備】 

 異常気象や災害時等における道

路状況を迅速に把握し市民への素

早い情報提供を図る情報提供シス

テムの構築を推進します。 

 

②周辺地域を連結する広域道路な

どの整備促進 

③交通需要の変化に対応した道路

の整備 

(2)人と環境にやさしい交通

体系の構築 

①交通需要マネジメントの推進 

②誰でも利用しやすく便利な公共交

通ネットワークの維持強化 

③交通結節点の機能向上 

④自転車の特性を活かした交通環

境の整備 

(3)高度情報基盤の強化 

①情報通信の利便性の向上 

②情報システムの構築による効率

的都市経営の推進 
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4 まちと支えあう山間地と海岸部の振興  

 

（ 1）山間地・中山間地の魅力発信と交流・連携の促進  

我が国を代表する山岳地帯である南アルプスをはじめとする本市の山

間地や中山間地は、自然資源の宝庫です。また、豊かな水資源や個性

的な農林業、観光業の基盤としての多面的機能を有しています。山間地・

中山間地の資源を、市民一人ひとりが共有し、次の世代に伝えていくこと

が私たちの責務です。  

山間地 ・中山間地のすばらしい自然環境の保全と多面的機能の活用

を図るため、その魅力を活かした地域づくり、交流拠点づくり、情報発信を

推進します。また、都市と山村の交流を促進するために道路等の生活基

盤の整備を進めます。  

 

（ 2）人が海に親しめる沿岸地域の振興  

美しい景観や羽衣伝説などすぐれた資源を有する本市の海岸部を、市

民に親しみやすいものとし、国内外にアピールするため、景観の保全や形

成、海岸の侵食を防止し保全するための対策を促進していきます。  

特定重要港湾である清水港は、国際物流機能 、生産拠点機能、観

光・レクリエーション機能など重要な都市機能を担っています。  

今後も清水港の機能強化を推進し、物流の円滑化など港湾機能の高

度化を進めます。また、港湾周辺部の施設や土地の有効活用、人工海浜

や海浜緑地などの観光 ・レクリエーション機能の強化を促進し、個性ある

交流とうるおい空間の充実を図ります。  

また、漁港周辺地区では、海岸と「みなと」の特性を活かした市民の交

流を促進していきます。  
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施策の体系  

 

大施策 中施策 主な事業 

(1)山間地・中山間地の魅力

発信と交流・連携の促進 

①地域の魅力を活かした振興拠点

の整備と交流の促進 

 

【日本平公園の整備】 

 富士山をはじめ、四周に開ける眺

望を活かし、本市の象徴的な施設と

なる都市公園の整備を推進します。 

 

【山間地域道路の整備】 

 山間地域の重要な生活基盤であ

る道路の、地域特性を考慮した効率

的な整備を図るため、1.5車線的道

路整備の手法を取り入れた山間地

域道路整備計画に基づき、道路整

備を推進します。 

 

【山間地バス路線の維持対策】 

 山間地の地域住民の重要な交通

手段を確保するため、バス路線維持

対策を推進します。 

 

②中山間地の暮らしを支える生活

基盤の整備 

③自然、景観、産業等、地域資源の

承継、保全と活用 

(2)人が海に親しめる沿岸 

地域の振興 

①海岸保全対策の推進 

②臨港地域の有効活用 
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区別計画の趣旨 

 

 静岡市が、 行政・ 経済等の中枢業務機能の集積する都心部と 豊かな自然に恵

まれた中山間地域と を兼ね備えた、 新たな形の指定都市と して今後も さ らなる

発展をしていく ためには、 本市を構成する３ つの区が、 各々魅力あふれる地域

と して活性化し、 互いに連携していく こ と が不可欠と なっています。  

 ３ つの区は、 それぞれが自然や歴史、 文化など異なる魅力や地域資源を有し

ており 、 それらの特性を有効に活用しながら 、 市民と 行政の協働によるまちづ

く り を進めていく こ と が重要です。  

 「 市民 1 万人アンケート 」 やタウンミ ーティ ング等を通じて得られた市民意

見や、 そして各区の区民懇話会での活発な議論などを踏まえて、 区行政を進め

る上での指針と しての区別計画を策定します。  

 

 

区別計画の構成 

・ 区の概況 

・ 区の将来ビジョ ン  

・ 主要事業 
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１  葵区 

 

（ １ ） 「 葵区の概況」  

 葵区は、 奈良時代に駿河国の国府が置かれて以来、 地域の政治・ 経済の中心

と して栄えてきました。 戦国時代以降には今川氏、 徳川氏の城下町と して繁栄

し 、 江戸時代初期には徳川家康公が駿府城に大御所と して入府したこ と で、 江

戸をしのぐ首都機能を有しました。 明治になり 、 我が国で初めて市制が施行さ

れた後は、 県都と して国・ 県の行政拠点と して、 また商業・ 経済の面でも全国

有数のにぎわいと 風格のある地域と して発展を続けてきました。  

現在も 、 行政・ 経済等の中枢業務機能が集積する指定都市の中枢を担う 地域

と して、 中心市街地では、 活気あふれる交流空間の整備が進められており 、 地

域の商店街などと 連携・ 協力し 、 公共空間を活用したイベント などを催すこ と

により 「 人の集まるまちづく り 」 を推進しています。  

こ のよ う な大都市と しての特性を有する一方で、 区の北部は我が国を代表す

る山岳地帯であり 、 貴重な生態系が息づく 南アルプスをはじめと する広大な山

間地を有し 、 安倍川や藁科川の豊かな水資源の恵みを受けるなど、 自然豊かな

山村性と いう 地域特性を持っています。  

近年、 中山間地域ではいわゆる限界集落が増加し、 地域の機能の維持・ 保全

が難し く なる等の課題を抱えており 、 緑と 水の自然景観を保全すると と もに、

都市部と 中山間地域の交流を図るなど、 中山間地域の振興に向けた取組も行わ

れていると こ ろです。  
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（ ２ ） 「 葵区の将来ビジョ ン」  

 

① 中山間地域と 都市の交流による共生のまち  

 葵区は、 豊かな自然環境に育まれた地域の魅力を情報発信し、 地域間を人が

行き交いふれあう 活動を推進していきます。  

 葵区の北部と なる中山間地域は、 多彩な魅力を有しており 、 これらは実際に

訪れて直接触れるこ と で人々に大きな感動を与えてく れます。 この素晴らしい

資源を将来にわたって区民及び市民の財産と していく ために、 中山間地域が抱

える問題について多く の市民が関心を持ち、 中山間地域と 市街地と の間に人や

モノ の活発な交流が行われるよう 推進していきます。  

 

② 豊かな歴史と 多彩な文化を情報発信するまち  

葵区は、 区内各所に残る今川氏、 徳川氏の時代からの歴史・ 文化の資産を大

切にすると と も に、 次の世代に引き継いでいく ため、 歴史や伝統文化を伝える

活動を推進していきます。  

区に残る 「 伝統文化」 や「 伝統行事」 などの地域文化を伝えるコミ ュニティ

活動を活発化し 、 人の結びつきによる情報発信ができるまちづく り を推進しま

す。  

 また、 若い世代を中心と する新しい活動など、 多様化する文化の枠組みを支

援し、 葵区発の文化活動を伸ばす仕組みを構築していきます。  

 

（ ３ ） 「 葵区の主要事業」  

・ おらんと この「 これ一番」 事業 

・ 歴史文化施設の整備 

・ 市立高校理数科設置 

・ 駿府公園再整備 

・ あさはた緑地整備 

・ 安倍消防出張所建設事業 

・ 麻機遊水地第２ 工区整備促進 

・ 東静岡新都市拠点整備 

 （ 全て再掲）  
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２  駿河区 

 

（ １ ） 「 駿河区の概況」  

駿河区は、 市の南部に位置し 、 東には観光百選にも選ばれた「 日本平」 、 西

には旧東海道の面影を残す「 丸子宿」 、 南は区名の由来でもある 「 駿河湾」 、

そしてほぼ中央に南アルプスから恵みの水をもたらす「 安倍川」 が、 駿河湾に

そそいでいます。  

特別史跡登呂遺跡や丸子宿、 久能山東照宮など、 様々な時代の遺跡や建築物

が数多く 点在しており 、 それらは市全体の貴重な遺産であると 同時に、 地域の

年中行事や慣習などと 深く 結びついており 、 日々の暮らしに欠かせないものと

なっています。  

 有度山丘陵中腹部には、 静岡大学、 静岡県立大学をはじめと する大学や専門

学校が多数立地し 、 また、 日本平動物園、 県立美術館などの文化教育施設があ

り 、 産学官の交流も活発に行われています。  

 近年、 区画整理や街路事業等に伴い、 住宅用地が整備されるこ と 等により 、

転入者が増加傾向にあり 、 また留学生をはじめと した外国人の人口も増えてい

ます。  

 特産品も豊富で、 久能のいちごをはじめ葉し ょ う がや、 ねぎの産地と しても

知られており 、 その他にも広野のも も 、 用宗漁港のしらすや近海ものの魚、 長

田みかん、 丸子紅茶など全国に誇れるものが数多く あり ます。  
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（ ２ ） 「 駿河区の将来ビジョ ン」  
 

① 文化施設や大学等の教育機関と 活発に連携・ 交流するまち  

駿河区は、登呂遺跡や丸子宿、久能山東照宮など全国に誇る歴史・ 文化施設

等を有しており 、これらの歴史、伝統、文化を未来へと 受け継ぐと と もに、積

極的に活用し、 国内外へと 情報の発信を推進します。  

今後は、本市の知的財産と もいえる大学等の高等教育機関と の連携による区

民、団体、企業、ＮＰ Ｏ等の活発な活動を支援すると と もに、多彩な交流から

生まれる地域づく り やまちづく り を推進します。  

 

② 区民の健やかな暮らしを支える安全・ 安心のまち  

  駿河区は、 Ｊ Ｒ 静岡駅南口の再開発や区画整理、 街路事業等に伴い、 マン

ショ ン建設が進む等、 人口が増加傾向にあり ます。  

 こ のため、 快適な移動のための道路網整備や公共交通機関の整備による交

通アク セスの改善や、 安心して子育てのできる環境の整備など、 人口増加に

伴う 様々な環境変化に対応していく と と も に、 区民にと って安全・ 安心を実

感できるやさ しいまちを目指します。  

 

 

（ ３ ） 「 駿河区の主要事業」  
 

・ 登呂博物館の整備 

・ 日本平動物園の再整備 

・ 用宗漁港整備 

・ Ｊ Ｒ 安倍川駅周辺整備 

・ 有度山公園整備 

・ 富士見団地建設 

・ 東静岡新都市拠点整備 

・ 日本平公園整備 

 （ 全て再掲）  
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３  清水区 

 

（ １ ） 「 清水区の概況」  

清水区は、 我が国を代表する国際貿易港である清水港を有し、 物流の拠点と

して、 また静岡県の海の玄関口と して発展してきました。 今後も 、 新興津地区

国際海上コンテナターミ ナルや中部横断自動車道、 新東名高速道路の整備が促

進されるこ と によ り 、 世界的な物流経済拠点へと 更なる発展が期待されていま

す。  

区民は、 まちを包みこむよ う に広がる海に愛着と 親しみを持ち、 日の出地区

における親水空間の整備や、 世界の豪華客船の寄港等により 、 ウォーターフロ

ント ・ エリ アと しての魅力がさ らに高まっています。 現在も 、 港と 中心市街地

と の一体的な空間づく り を目指した市街地開発が進められており 、 国際海洋文

化地域にふさわしい都市基盤が整いつつあり ます。  

また、 歴史的資源も多く 、 万葉の昔から知られる 「 三保の松原」 や、 富士山

を臨む景勝地である「 日本平」 「 薩埵
さ つ た

峠
とうげ

」 、 江戸時代より 東海道の宿場町と し

て栄えたこ と から 、 「 興津坐
お き つ ざ

漁
ぎょ

荘
そう

」 や「 由比本陣公園」 、 「 東海道広重美術館

」 などの史跡や文化施設が数多く 点在し 、 年間を通じて多く の観光客が訪れて

います。  

温暖な気候風土から自然の恵みも多く 、 お茶やみかんに加え、 いまや全国有

数の産地と なったバラ栽培が盛んである一方、 水揚げ日本一を誇るマグロや、

し らす、 桜えびなど駿河湾で獲れる豊富な海の幸なども 、 特産品と して好まれ

ています。  
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（ ２ ） 「 清水区の将来ビジョ ン」  
 

① 港を活かした活発な交流により 賑わう まち  

清水区は、 海や港が持つ多様な機能を活かした取り 組みを推進し、 富士山を

望む港まちと して活力と 賑わいのあるまちを目指します。  

豊かな港湾地域が市街地に近接しているこ と は清水区の大きな特性であり 、

区民、 市民にと ってかけがえのない財産と なっています。  

市民が気軽に訪れる水辺が減っているこ と を踏まえ、 海に開かれた「 みなと

まち」 を創造するため、 様々な海洋資源を活かした交流機会を促進し、 多く の

人々がふれあい笑顔があふれる新たな賑わいの場を創出します。  

② 地域が育む豊かな文化と 安らぎのまち  

清水区は、歴史や多彩な文化を楽しむ環境づく り と 多様な地域活動を促進し、

生涯を通じて心豊かに暮らせる安らぎのまちを目指します。  

古来よ り 風光
ふうこう

明媚
め い び

な土地と して知られる清水区は、 神話や和歌の舞台と して

も有名で、 現在も神事や文化を伝承する行事等が行われています。 また、 東海

道の要衝であったこ と から 、名所・ 旧跡や歴史的まち並みが多く 残されており 、

これらの価値ある歴史的財産を活用しつつ、 将来に継承していきます。  

また、 長い歴史と 豊かな風土に育まれたコ ミ ュニティ が、 脈々と 残されてお

り 、 今後も 、 区民が地域に愛着と 誇り を持つこ と ができる土壌づく り を推進し

地域力を高めます。  

 

（ ３ ） 「 清水区の主要事業」  

 

・ 清水港整備、 ﾎ゚ ﾄーｾー ﾙｽの推進 

・ Ｊ Ｒ 清水駅東地区文化施設の建設 

・ 清庵地区新構想高等学校建設 

・ 清水斎場の整備 

・ 日本平公園整備 

・ Ｊ Ｒ 草薙駅周辺整備 

・ 蒲原畑総公共用地活用 

・ 由比漁港整備 

（ 全て再掲）  


