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序章 プラン策定の趣旨 

第１節 策定の趣旨 

本市は政令指定都市にふさわしい産業・経済の将来像を描きつつ、地域資源

を最大限生かした産業振興の基本方向を示すものとして、平成17年３月に、

「第１次静岡市産業振興プラン（計画期間：平成17～26年度）」を策定し、平

成21年３月には、社会経済情勢の変化を勘案して見直しを行い、「後期計画

（計画期間：平成22～26年度）」を策定しました。 

翻って昨今の社会・経済環境をみると、少子高齢化の進展、アジア諸国の国

際競争力の向上、東日本大震災によるエネルギー制約の強まりなどが生じ、こ

うした構造変化によって、本市の産業は低迷を余儀なくされています。 

そうした中で、本市は第３次総合計画（計画期間：平成27～平成34年）にお

いて市内総人口70万人の維持（平成37年国勢調査）を目標として掲げました。

この目標を達成するために、歴史・文化・中枢・健康・防災・共生の視点によ

る重点プロジェクトを掲げ、８年間の最重要課題として取り組んでいきます。 

そこで、人口70万人の維持に向けて本市産業を時代の要請に応える産業へと

転換を促し、市内総生産額の増加と雇用の創出を目指して、「第２次静岡市産

業振興プラン」を策定するものです。 

 

平成14年 静岡市・清水市合併協議会「新市建設計画」に産業振興プ

ラン策定を位置づけ 

平成15年 静岡市・清水市合併（H19 蒲原町、H20 由比町） 

 

平成17年 政令指定都市移行 

 

平成17～26年度 

［10年間］ 

静岡市産業振興プラン 

平成22～26年度 

［5年間］ 

静岡市産業振興プラン後期計画 

平成27～34年度 

［8年間(予定)］ 

第２次静岡市産業振興プラン 

 

 

 

第２節 計画期間 

本プランの計画期間は、平成27年度（2015年度）から平成34年度（2022年

度）までの８年間とし、前半の４年間終了時にプランの見直しを実施します。 
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第１章 静岡市産業・経済の現状 

第１節 統計データでみる静岡市産業・経済の姿 

本市の産業・経済の特徴や近年の動向を、客観的な統計データからみてみま

す。 

 

（１）産業構造の特徴 

平成23年度の市内総生産額（静岡市内で生み出された付加価値額）は約

３兆円（県内第１位）で、山梨県や徳島県と並ぶ規模です。 

産業別では、「サービス業」と「製造業」が、それぞれ全体の17％と大

きなウエートを占めています。これらに次いで、「運輸・通信業」、「不

動産業」、「卸売・小売業」、「金融・保険業」が１割強を占め、同程度

の規模の産業がバランスよく立地しています。 

特化係数※を使って、本市の特徴的な産業をみると、全国と比べて「金

融・保険業」、「運輸・通信業」の存在感が大きくなっています。他の政

令指定都市との比較でも、「金融・保険業」は突出しており、「製造業」

にも特化しています。また、総生産額は小さいものの、「農林水産業」の

特化係数も高く、本市の特徴的な産業といえます。 

 

※特化係数：産業構造等の偏りを表すもので、値が１を超えるほど特徴的といえますが、

構成比自体の大きさとは無関係のため、規模を表すものではありません（ここでは、本

市の各産業の構成比を全国及び政令指定都市の構成比で除しています）。 
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（２）市内の人口動向 

①人口動向 

平成22年の国勢調査における本市の人口を５年前の平成17年と比べる

と、1.0％減少しています。この減少率は政令市の中で北九州市に次いで

大きく、特に20～39歳の女性の人口比率はワースト１となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 17年度）   （平成 22年度） 

＜市内人口＞   723,323人      716,197人 

（▲1.0％） 

＜年齢階層別構成比＞       20～39歳女性  11.6％ 

                （全国平均     12.4％） 
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②年齢別人口 

本市と浜松市は18～22歳の人口が、前後の年齢に比べて少ない傾向に

あります。これは大学進学に伴う人口流出が原因と考えられます。ま

た、他の地方の政令指定都市はいずれも17歳時の人口に比べて18～22歳

の人口が増加しています。 
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図：年齢別人口分布（地方都市） 

出典：平成22年国勢調査より作成 

(単位：千人) 

(単位：歳) 
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（３）近年の動向 

①市内総生産 

平成23年度の市内総生産額を５年前の平成18年度と比べると、5.0％減

少しています。静岡県全体（10.0％減）より落ち込みは軽微ですが、リ

ーマン・ショックや東日本大震災の影響が尾を引いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業所数 

平成24年の事業所数は36,579事業所で、県内第１位となっています。

平成21年～24年に開業した新設事業所数は1,903事業所を数えますが、廃

業事業所数は6,086事業所と３倍以上に達し、産業の新陳代謝が不活発に

なっています。 

また、平成14年から平成23年までの10年間で、市外から本市に転入し

た企業は111社を数えますが、その一方で、市外への転出企業数は204社

に上り、転出超過数（93社）は県内トップとなっています。 

 

 

 

  

（平成 18年度）   （平成 23年度） 

３兆 2,507億円    ３兆 887億円 

（▲5.0％） 

資料：静岡県「しずおかけんの地域経済計算」 

＜事業所数総数＞     36,579事業所（平成 24年） 

＜新設事業所数＞      1,903事業所（平成 21～24年） 

＜廃業事業所数＞      6,086事業所（      同     ） 

資料：経済産業省「商業統計表」「経済センサス-活動調査」 

 



7 

 

③農林水産業 

<<農業>> 

平成22年の農業就業者数は8,999人で、静岡県内では浜松市に次いで県

内２位ですが、５年間で24.6％減少しています。 

全国的にも知名度の高い、茶、みかん、いちごをはじめ、多彩な農産

物が生産されています。 

 

 

 

 

 

 

 

<<林業>> 

平成22年の林業就業者数は292人で、浜松市に次いで県内第２位です

が、５年間で70.8％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

<<水産業>> 

平成25年の漁業就業者数は787人で、浜松市に次いで県内第２位です

が、５年間で9.0％減少しています。 

遠洋マグロの水揚げや桜えび、シラスを中心とする沿岸漁業が盛んに

行われています。 

 

 

 

 

  

 

（平成 20年） （平成 25年） 

＜就業者数＞              865人    787人 

    （▲9.0％） 

資料：静岡県「漁業センサス」 

 

（平成 17年）    （平成 22年） 

＜就業者数＞                 171人    292人 

      （＋70.8％） 

 

資料：総務省「国勢調査」 

（平成 17年）    （平成 22年） 

＜就業者数＞             11,932人    8,999人 

   （▲24.6％） 

資料：総務省「国勢調査」 
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④製造業 

事業所数、従業者数、製造品出荷額（平成24年）は、ともに浜松市に

次いで県内第２位で、製造品出荷額は、21ある政令指定都市の中で12位

となっています。平成19年と比べて、製造品出荷額は4.2％のマイナス

と、リーマン・ショック前の水準には戻っていませんが、全国（14.3％

減）より下げ幅は小さくなっています。 

中身をみると、エアコン、冷蔵庫、電球などの電気機械器具が、製造

品出荷額の３割を占めるほか、缶詰、冷凍食品などの食料品製造業やプ

ラスチック、化粧品などの化学工業が、それぞれ１割強のシェアを占め

ています。 

      

 

 

 

 

 

 

 

⑤商業 

<<卸売業>> 

平成24年の年間商品販売額は１兆8,922億円で県内第１位、政令指定都

市の中で14位となっています。 

製造小売業態や産地直売の拡大、大手小売業のバイイングパワーの強

化などにより、流通経路の短縮化、集約化の流れが強まり、平成19年か

らの５年間で年間商品販売額は25.4％も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  （平成 19年）（平成 24年） 

＜事業所数＞      1,821所    1,582所（▲13.1％） 

＜従業者数＞     49,334人   45,822人（▲7.1％） 

＜製造品出荷額＞ １兆 7,869億円   １兆 7,111億円（▲4.2％） 

資料：静岡県「工業統計調査報告書」 

 

  （平成 19年）（平成 24年） 

＜事業所数＞      2,944所    2,411所（▲18.1％） 

＜従業者数＞     26,247人   19,530人（▲25.6％） 

＜年間商品販売額＞２兆 5,352億円   １兆 8,922億円（▲25.4％） 

資料：経済産業省「商業統計表」「経済センサス-活動調査」 
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<<小売業>> 

平成24年の年間商品販売額は6,433億円で、浜松市に次いで県内第２

位、政令指定都市の中で19位となっています。 

衣料品や靴・バッグ・装飾品の商圏は特に広く、東は三島市から西は

掛川市まで商圏人口は200万人を超えますが、デフレの進行や製造業等に

よるインターネット直販の増加などで、平成19年からの５年間で年間商

品販売額は20.8％も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥サービス業 

平成24年のサービス業の事業所数は12,676所で、産業分類の改訂によ

り単純に比較はできませんが、減少傾向にあるとみられます。一方、従

業者数（109,951人）は堅調に増加し、全国（6.3％増）を上回る増加率

（13.4％増）を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦観光 

観光交流客数（平成24年度）は2,499万人で、県内第１位となってい

す。東日本大震災での落ち込みから回復をみせており、平成19年度と比

べても1.9％増加しています。 

観光交流客の大半が日帰り客となっており、宿泊客数は153万人と、全

体の１割未満にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

（平成 19年度）（平成 24年度） 

＜観光交流客数＞      2,451万人   2,499万人（＋1.9％） 

うち宿泊客数        142万人    153万人（＋7.7％） 

うち  2,309万人   2,346万人（＋1.6％） 

 

 

資料：経済産業省「商業統計表」「経済センサス-活動調査」 

資料：総務省「事業所・企業統計調査報告」 

   経済産業省「経済センサス-活動調査」 

資料：静岡県「静岡県観光交流の動向」 

 （平成 18年）（平成 24年） 

＜事業所数＞  13,777所    12,676所（▲8.0％） 

＜従業者数＞  96,980人   109,951人（＋13.4％） 

 

  （平成 19年）（平成 24年） 

＜事業所数＞     7,681所    5,218所（▲32.1％） 

＜従業者数＞    46,128人    33,672人（▲27.0％） 

＜年間商品販売額＞  8,121億円   6,433億円（▲20.8％） 
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⑧清水港 

清水港の輸出入額（平成25年）は２兆5,665億円で、５年前の平成20年

から8.7％減少しており、全国順位も13位から16位へと、３つ順位を下げ

ています。 

主力の輸送用機器関連を中心に、輸出の落ち込みが大きく、リーマ

ン・ショックを機に変化する生産・貿易構造の影響を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

資料：清水税関支署「管内（静岡県）貿易概況 

   （平成 20年）（平成 25年） 

＜清水港輸出額＞ １兆 9,527億円   １兆 7,192億円（▲12.0％） 

＜ 同 輸入額＞    8,570億円     8,473億円（▲1.1％） 

＜輸出入合計＞ ２兆 8,097億円   ２兆 5,665億円（▲8.7％） 
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第２節 産業界及び学識経験者の意見 

本市において、これから育てていくべき産業や、産業の発展のために必要な

取組みなどについて、市内の企業や本市の産業・経済に造詣が深い学識経験者

から聴取した意見を整理してみます。 

 

（１）企業の意見 

①静岡市で事業を行うメリット、デメリット 

一．メリット 

雪などの天候リスクが少なく、多くの企業が「温暖な気候や豊か

な自然環境」をメリットと感じています。「充実した交通インフ

ラ」、「大消費地や全国へのアクセスが容易」といった意見も複数

聞かれたほか、次のような点がメリットに挙げられました。 

 

・さまざまな産業の集積（自社の製造工程で必要な企業がすべて

近場で賄える、原材料を含めてほぼ地域で完結している） 

・多くの地域資源（歴史＝家康・城下町、食、文化、観光）がある 

・清水港の存在（天然の良港） 

・静岡駅前に商業施設が集中している（中心市街地に人がいる） 

・地元で一定の消費者が確保できている 

・大消費地（東京・名古屋・大阪）から近い 

・静岡市内に企業の支社がある 

・東名、新東名、中部横断道（全国へのアクセスが容易） 

・温暖な気候（雪の対策が必要ない、荒天が少ない） 

・教育水準が高い（質の高い人材が集まりやすい） 

・競合企業が少ない（保守的・閉鎖的な性質で、チャレンジ精

神、競争意識がないため、逆張りで新しいことをやりやすい） 

・生活環境が良い（自然環境が豊富） 

・メディアに取り上げられる機会が多い 

 

二．デメリット 

新卒も即戦力となる中途採用者も東京に流出してしまうなど、多

くの企業が「人材の確保難」を問題視しています。また、メリット

にも挙げられた「充実した交通インフラ」や「大消費地や全国への

アクセスが容易」なことが、通過都市化や高い地価につながってい

るとする意見もあり、地理的優位性・交通利便性が諸刃の剣となっ

ています。そのほか、次のようなデメリットが挙げられました。 

 

・優秀な人材がいない（地元で人が育たない） 

・教育機関（大学）がない（建築、化学、ものづくり） 

・子育て施設が少ない（保育園や児童クラブに預けられない） 

・大企業の立地が少ない 
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・通過されてしまう（新幹線、高速道路） 

・都心からのアクセスが良い分、人が集まらない（一方で、大型

店が進出しやすい） 

・企業間の連携が取りづらい 

・法規制が強い 

・事業所税がかかる 

・港湾荷役料が高い 

・地価が高い 

・広い土地が確保できない 

・農地がバラバラで効率が悪い（集約化が進まない） 

・市のランドマークやシンボルがない 

・レジャー客が少ない 

・駐車場が少ない（車が多い割に） 

・地震や津波への対策が不十分 

・バリアフリーになっていない 

・住民の人間性（競争意識がない、ぬるい、新しいもの好きで飽

きやすい） 

 

②静岡市として今後力を入れるべき産業 

地域資源を活かした「観光産業」や特産品に恵まれる「食品産業」と

いう意見が多数あります。また、観光とホビー、観光と食品、ホビーと

商店街、６次産業化など、「異分野の連携」が必要とする意見も複数聞

かれました。 

 

・観光（インバウンドの取り込み、お土産、観光農園、シティプロモ

ーション、文化と産業のコラボ、海洋レジャー、テーマパーク） 

・食品関連（６次産業化、地産地消、植物工場、缶詰、加工品、

ハラル認証、弁当、茶産業の再興） 

・医療分野（医療器具、メディカルツーリズム） 

・介護分野（介護食、ロボット） 

・発電事業（バイオマス、ＬＮＧ、太陽光、メタンガス） 

・物流関連（清水港の活性化） 

・ホビー関連 

・航空宇宙 

・防災関連（保管庫） 

・水道事業（世界的な需要の高まり） 

・環境関連 

・都市型産業（女性のサポート） 

・教育産業（大学の誘致） 

・地場産業の新商品開発 

・他社とのコラボレーション（メディアミックス） 
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③静岡市の産業をさらに発展させていくために必要な取組み 

全国や海外に打って出るための「販路開拓支援」や、「人材育成支

援」への期待が高いほか、異業種や大学との連携による「新商品開発支

援」が必要という企業も複数ありました。 

 

・販路開拓支援（ビジネスマッチング、海外進出、異業種交流） 

・商品開発支援 

・商品（特産品）のブランド化（パブリシティ、商品ＰＲ） 

・産学連携、企業間連携の後押し 

・産業の育成（人口減少対策） 

・起業支援（資金調達、アドバイス） 

・規制緩和（特区、容積率・高さ制限の緩和、補助金の適用要

件、農地） 

・税負担の軽減（事業所税、固定資産税） 

・企業の誘致（遊休地のデータベース化による有効活用、本社の

移転を推進） 

・教育の場の充実（大学の誘致、産業(ものづくり)に特化した技

術を教える教育機関） 

・農業の大規模化、農地の集約化 

・子育て環境の整備（保育所、託児所） 

・公共交通の整備（運行本数の増加、バリアフリー化） 

・港の活用 

・防災対策 

・観光客が集まる施設の整備（体験型施設） 

・市のシンボルを作る（駿府城） 

・中心市街地（商店街）のにぎわい向上 

・切れ目のないイベント開催 

・もてなしの環境整備（観光客、外国人） 

・文化の醸成（市のアイデンティティを確立） 

・スピード感のある事業の実施 
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（２）学識経験者からの提案 

①静岡市経済をけん引する産業について 

本市のリーディング産業として、「観光産業」、「食品産業」など

が、複数の学識経験者より提案されました。 

 

・物流・人流（観光）産業、製造業関連サービス業、大学等の教

育産業 

・都市型産業（研究、試作、技術商社、ＩＣＴ、ファッション、

デザイン、出版など）、食関連産業 

・シニアを対象にした健康関連産業（食、スポーツ） 

・海、山などの自然を利用した産業（エネルギー） 

・趣味の延長で来る観光（プラモデルが核） 

・既存資源を活かすだけでなく、新たに観光を成立させる（キャ

ッツ、エスパルスなど） 

・健康食品、長期保存食品など、食品産業の深掘り 

・防災産業、世界一防災の進んだ安全なまちづくり 

 

 

②静岡市産業の発展に必要な取組み 

伝統産業や地域資源を最大限活用することや、高齢者を呼び込むまち

づくり、高等教育のレベルアップなどが必要とする意見がありました。 

 

・南アルプスを利活用（登山愛好家が集まるサロン等） 

・コンベンション機能の強化（東燃跡地にツインメッセ移転） 

・万年筆のコレクターが集まるイベント 

・オリンピックに来た人を回遊させる仕掛けづくり 

・大学のレベルを上げる→人口流出防止、産学連携強化 

・静大、県大などに要請して、ビジネススクールを設置 

・商店街全体のマネジメント 

・若者に魅力的なまちづくり 

・まちなか医療をセールスポイントに現代の隠居場 

・ケア付きマンションを整備し、台湾などから人を呼び込む 

・静岡市ゆかりの文化人が集う会・サロン 

・アーリーステージの企業への投資 

・企業誘致より「人材誘致」 

・技術のマッチング 

・マーケティング支援機能の強化 

・表彰制度の導入→企業のモチベーション向上 

・ないものねだりをせず、伝統産業を使い切る（プラモ、家具、

茶、魚介類） 

・職人による丁寧なものづくりをコアに、アフターサービスで付
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加価値を出す 

・「不便」「不満」「不安」「不快」など、多様な「不」を解消

するビジネス 

・農商工連携 

・業種で区分せず、比較優位性のある企業を「市場創造型企業」

として増やす 

・外延化する東京との関係性強化 
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第３節 静岡市の強み・弱み 

統計データや産業界、学識経験者へのヒアリングなどを通じて、産業振興の

方向性を考える上で、押えておくべきと思われる本市の強み・弱みなどを整理

します。 

 

（１）強み、活かすべき地域資源 

○地域の中核都市にふさわしい経済力 

20ある政令指定都市の中でも、製造品出荷額は12位、卸売業の年間商

品販売額が14位となるなど、他の大都市に引けを取らない経済力を備え

ています。 

 

○ナンバーワン、オンリーワンの素材 

プラモデル、茶、サクラエビ、徳川家康のように、経済規模は決して

大きいとはいえませんが、他都市にはない優位性をもつ産業や有形・無

形の資源が本市にはあります。 

 

○ブランド力を高める自然資源や歴史文化資源 

「三保松原」の富士山世界文化遺産の構成資産登録をはじめとして、

「南アルプスユネスコエコパーク」の登録、「久能山東照宮」の国宝指

定など、本市の自然資源や歴史文化資源の価値が認められるようになっ

ています。 

 

○充実する高速交通ネットワーク 

近年において、新東名高速道路の県内開通、富士山静岡空港の開港が

実現し、2017年度中には中部横断自動車道の部分開通が予定されるな

ど、高速交通網が大きく充実しています。 

 

○専門性の高いライフサイエンス系大学 

薬学、農学、理学など、生命科学を研究する大学の学部が立地してい

ます。 

 

 

（２）弱み、克服すべき課題 

×減少傾向が続く人口 

本市の人口は、自然増減・社会増減とも減少を続けており、政令指定

都市の中で最少となりました。 

 

×高い高齢化率、低い若者比率 

本市は高齢化率（24.7％）、若者比率（20～39歳、23.6％）とも、政

令指定都市の中では北九州市に次いでワースト２となっています。中で

も、若い女性の転出が多く、若い女性比率（11.6％）は最下位です。 
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×大学数が少なく、理工系大学は皆無 

大学数、学生数が政令指定都市の中で19位と下位に位置し、収容力の

小ささが若者流出の一因になっています。また、理工系の学部がないこ

とが、人材確保や研究開発面で、製造業の足かせとなっています。 

 

×地価が高く、まとまった土地の確保が困難 

可住地面積は、政令指定都市の中でも７位の広さを誇りますが、林野

面積が最大規模で、都市的土地利用も進んでいるため、大規模開発を行

うための、まとまった土地の確保が困難となっています。 

 

×関東地方、中部地方の端に位置する 

本市は、中部地方に区分される場合と、関東地方に区分される場合と

があり、あいまいな位置づけになりがちな上に、いずれの場合もエリア

の中心から遠く離れた辺境に位置しており、存在感をアピールしないと

埋没してしまいます。 

 

 

（３）強みにも弱みにもなり得る要素 

△バランスのとれた産業構造 

本市の産業構造は、特定業種への片寄りがなく、多様な業種がバラン

スよく立地していることから、景気変動の影響を受けにくいといえます

が、見方を変えると、平均以上の高成長も期待しにくいといえます。 

 

△立地優位性、交通利便性の高さ 

本市は、大消費地に近く、陸・海・空の広域交通ネットワークに優れ

ることから、物流拠点の適地といった長所がある半面、人材が流出しや

すいなどの短所もあります。 
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第４節 静岡市の取組状況  （IR=Incubation Room 、○=現在も継続中の事業） 

平成 14年以前 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

主な出来事 アメリカ同時多発テロ

(Ｈ14） 
合併による 

静岡市の誕生 

中越地震 

スマトラ島沖地震 
政令指定都市

に移行 

産業振興プラン

策定（～26） 

ライブドアショック 世界金融危機 

蒲原町と合併 

リーマンショック 

由比町と合併 

ドバイショック   東日本大震災 欧州経済危機

（ギリシャ他） 

富士山世界遺産

登録 

消費税増税（８％）   

国 

（法改正） 

中小企業支援法(H12） 

大規模小売店舗立地法(H12） 

  コンテンツ振興法 中小企業事業活動促

進法 

中小企業基盤技術高

度化法 

企業立地促進関連法 

 

中小企業事業継承円

滑化法 

株式会社企業再生支

援法 

    中小企業経営力強化

支援法 

      

県 (財）しずおか産業創造機構

発足(H12） 

しずおかスタートアップオフィ

ス開設(H14） 

    しずおかスタートアップ

ファンド 

                    

創業・起業支援 ◯ＳＯＨＯしずおか開設

(H13）(相談・IR提供） 

◯清水産業・情報プラザ開設

(H14）(相談・IR提供） 

  ◯産学交流センター

開設（相談） 

◯中小企業支援セン

ター設置 

    ◯クリエーター支援セ

ンター設置（相談・IR

提供） 

              

企業誘致       ◯助成制度創設（工場

建設、事務所賃借） 

  ◯静岡市企業立地戦

略指針の策定 

◯工場建設助成の大

規模特例制度 

◯静岡市地域基本計

画」策定 

◯中小企業事業高度

化機械設備設置事

業助成制度 

  ・東日本大震災被災企

業事務所賃借助成制

度新設（～H25） 

・静岡匠・工・巧ナビの

発行 

・大田区とのビジネス

マッチング事業 

○成長分野企業立地

プロジェクト 

○「静岡市地域基本計

画」策定 

◯コンタクトセンター開

設事業助成制度 

○物流関連産業誘致パ

ンフレット発行 

  

ものづくり支援 ◯駿府楽市設立 

◯地場産業支援事業 

◯駿府匠宿設置 

◯クラフトサポート事業(H13） 

◯新商品開発支援事

業 

  ◯新商品等開発事業

補助金 

◯大規模展示会出展

等支援事業 

◯産業財産権出願等

支援事業 

    ○伝統工芸品首都圏

PR事業 

  ◯ものづくり産業振興

条例施行 

◯ものづくり産業振興

基本計画策定 

  ○駿府匠宿リニューア

ル 

 

商業・ 

商店街支援 

◯ 中心市街地にぎわい創

出事業補助金(H13） 

◯ ショップモビリティ推進事

業補助金(H14） 

◯一店逸品 

    ◯大規模小売店舗立

地法運用事務 （県

から移管） 

  ◯中心市街地活性化

協議会設立 

◯ トータルサポート事

業補助金 

 

 

  ◯商業の振興に関す

る条例制定 

◯商業振興基本計画

策定 

○個店支援事業（大コ

ン事業） 

◯良好な商業環境の

形成に関する条例

制定 

    

雇用対策 ◯勤労者福祉センター設置(北部 H6、

東部H13） 

・高年齢者、障害者雇用奨励金(H6-25） 

◯勤労者福祉サービスセンター設立(H9） 

・高校生事業所見学会(H10-24） 

  ◯南部勤労者福祉セ

ンター設置 

◯東部勤労者福祉セ

ンター移管 

・ジュニアインターンシップ 

・労働相談（-H18） 

○メンタルヘルス相談 

・再就職相談（～H18） 

○障がい者就職面接

会 

◯労働・就職相談 

◯若者サポートステーシ

ョン設置（ニート対策） 

  ・内定取消者雇用奨励

金（～H23） 

◯ワーク・ライフ・バラ

ンス表彰 

◯若年者キャリア形成

支援相談 

・既卒者等就職活動

支援事業（～H24） 

・震災被災者雇用奨

励金（～H25） 

◯企業と学生の縁結

び事業 

◯「しずまっち」ホーム

ページ作成 

  ◯リクルート・カフェ

（首都圏版）開催 

◯事業所内保育施設

設置費補助 

  

清水港振興 ・清水港開港100周年(H11） 

・新興津第１バース整備着

工(H11） 

・清水港海づり公園供

用開始（～24） 

・新興津第１バース供

用開始 

・コンテナ取扱量 50万

TEU超達成 

  ◯清水港コンテナ航路

誘致事業 

◯清水港ビジョン 

◯第１回マグロまつり 

○新興津第２バース

整備等着工 

・清水港開港 110 周年 ◯日の出埠頭岸壁一

部開放事業 

・清水港客船誘致委員

会 20周年 

  ・清水港海づり公園を東

京電力へ売却 

○河岸の市まぐろ館オ

ープン 

○新興津第２バース

供用開始 

◯清水都心ウォーター

フロント活性化プラ

ン策定 

   

観光振興 ◯駿府浪漫バス運行(H12）                     ◯観光自転車ネットワ

ーク事業（レンタサ

イクル事業） 

◯ちゃり三保号運行 

外国客船セレブリテ

ィ・ミレニアム寄港 

・東海道２峠６宿まち

歩き事業 

クリエイティブ     ・ランデヴープロジェク

ト（～H20） 

・コンテンツバレー構

想提言 

◯しずおかコンテンツバ

レー推進コンソーシア

ム（SCV）への補助 

  ◯クリエーター支援セ

ンターの開設 

  ◯クリエーター支援事

業補助金 

           

フーズ関連 ◯新産業開発振興機構設

立(H13） 

◯都市エリア産学官連携促

進事業採択(H14） 

    ◯都市エリア産学官

連携促進事業 

◯駿河湾地域事業化

プロジェクト 

    ◯フーズサイエンスヒ

ルズプロジェクト 

◯地域結集型研究開

発プログラム 

◯静岡おみやプロジェ

クト 

◯しずおか葵プレミア

ム 

        ・静岡おみや“Ｋ”プロ

ジェクト 

ホビー産業 ◯静岡ホビーショーへの開

催補助(Ｓ42） 

      ◯バンダイホビーセン

ター竣工 

・ホビーのまち in 青葉

開催 

・ホビーのまち in サマ

ー開催 

・ホビーのまち静岡実

行委員会 

◯ホビーのまち静岡推

進事業（クリスマス

フェスタ） 

・静岡ホビーフェア開

催 

◯静岡ホビースクエア

開設 

◯ホビー推進協議会

静岡の組織化 

    ・首都圏でのＰＲ実施 ・首都圏での各イベン

トＰＲ本格実施予定 

都市型産業                     ◯業界団体とのネット

ワークづくり 

◯地元雇用支援、職業

訓練機関とのネット

ワークづくり 

・首都圏コンタクトセンター運営

企業へのアンケート及び訪

問ヒアリング 

・市内オペレーター養

成講座開催 

◯コンタクトセンター開

設事業補助制度 

・コールセンターデモ

＆カンファレンスで

のＰＲ 

  

中小企業支援 

融資制度 

◯小口資金 

◯短期経営改善資金 

◯高度化資金 

・産業振興資金開業・転業(H

～22） 

            ・景気変動（～24）   ◯創業支援資金 

◯災害対策資金 

◯小規模事業経営改

善資金 

  ◯経営力強化支援資

金 

◯事業承継資金 

◯設備強化資金 ◯創業支援資金 

（一部改正） 
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第２章 静岡市を取り巻く内外環境 

第１節 静岡市を取り巻く社会経済環境の変化 

本市産業の将来の方向性を考える上で、押えておくべき社会経済環境の潮流

についてまとめてみます。 

 

（１）人口減少と少子高齢化の進行 

日本は、本格的な人口減少局面に転換しました。2010年に１億2,806万

人であった人口が、2030年には１億1,662万人になると推計されており、

1,144万人の減少が見込まれます。 

特に、生産年齢（15～64歳）人口は、1,400万人減少する見通しで、経

済活動を維持していくためには、女性や高齢者の活躍、労働生産性の向上

が不可欠といえます。 

その一方で、高齢者は増加を続け、2010年からの20年間で737万人が増

えるとみられています。日本全体の人口が減少し、国内マーケットは規模

縮小を余儀なくされますが、高齢者の関心が高い、健康や医療・福祉、趣

味、学習などのマーケットは拡大が予想されます。 

 

（２）アジア諸国の急成長とグローバル経済化の進展 

インドネシア、ベトナム、タイなど、アジア諸国の経済成長は目覚まし

いものがあります。その背景には、安い労働力を求めて、先進国の企業が

工場をアジアに移転・新設していることがあります。日本でも同様の動き

が活発化しており、製造業の空洞化懸念が高まり、貿易構造の変化（原材

料輸入から製品輸入へ）が起こっています。 

また、経済成長は所得水準の向上をもたらし、消費市場としても魅力を

増しています。貿易や投資の自由化・円滑化を進めるため、ＥＰＡ、ＦＴ

Ａ、ＴＰＰ※などが推進されていますが、海外市場の開拓（アウトバウン

ド）とともに、外資による対日投資促進や訪日外国人旅行者の増加（イン

バウンド）に取組むことが、より重要になっていくでしょう。 

その一方で、食料需給のひっ迫や原材料の高騰・調達難が予想され、資

源安全保障を高めていく必要があります。 

 

※ＥＰＡ：経済連携協定、ＦＴＡ：自由貿易協定、ＴＰＰ：環太平洋経済連携協定 

 

（３）エネルギー制約の高まり 

世界のエネルギー需要の急増、中東などの地政学リスクの高まり、温室

効果ガスの排出増大など、エネルギーに関する制約が高まる中、東日本大

震災によって、さらなる制約が顕在化しました。原発の安全性への疑念か

ら、電力需給はひっ迫し、エネルギーコストは上昇するなど、企業活動の

重荷となっています。 
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そのため、再生可能エネルギーや分散型エネルギー、エネルギーマネジ

メントシステムの推進などにより、安価で安定的なエネルギー構造を実現

していく必要があります。 

南海トラフ巨大地震の発生が予想される静岡県では、防災・減災と地域

成長を両立させた魅力ある地域づくりを目指して、「内陸のフロンティア

を拓く取組」を進めていますが、本市においても、防災・減災対策やエネ

ルギー安全保障の強化を図り、市内企業の事業継続を可能にするととも

に、そこで得たノウハウを製品化・システム化し外販するなど、ピンチを

チャンスに変えていくことが求められます。 

 

（４）規制改革の進展 

規制改革は、日本経済の再生にあたっての阻害要因を取り除き、民需主

導の経済成長を実現していくために不可欠の取組みであるとして、安倍内

閣の最重要課題の１つに位置付けられています。平成26年６月に閣議決定

された「規制改革実施計画」では、「健康・医療」「雇用」「創業・ＩＴ

等」「農業」「貿易・投資等」を重点分野と定め、改革を進めていく方針

が示され、農業生産法人の要件緩和や食品加工・輸出手続きの円滑化な

ど、多くの分野における規制緩和・撤廃が見込まれます。 

また、電力小売りの全面自由化が国会で可決成立し、2016年から電力会

社を自由に選べるようになります。これに歩調を合わせる形で、都市ガス

小売りの全面自由化も進められています。 

このように、既得権に阻まれていた分野で規制緩和が進み、新たなビジ

ネスチャンスが生まれていくことが期待されます。 
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第２節 日本や静岡県の産業政策の方向性 

内外環境が大きく変化する中、日本経済、静岡県経済はどのような方向を目

指しているのか、そして、本プランの上位計画に当る「第３次総合計画」で

は、産業・経済分野の政策をどう考えているのかをまとめてみます。 

 

（１）日本政府の「日本再興戦略」 

平成25年６月に閣議決定された「日本再興戦略」では、成長実現に向け

た具体的な取組みとして、「日本産業再興プラン」、「戦略市場創造プラ

ン」、「国際展開戦略」の３つのアクションプランが掲げられました。 

このうち「戦略市場創造プラン」では、世界やわが国が直面している社

会課題のうち、日本が国際的強みを持ち、グローバル市場の成長が期待で

き、一定の市場獲得が見込めるテーマとして、 

①国民の「健康寿命」の延伸 

②クリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現 

③安全・便利で経済的な次世代インフラの構築 

④世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現 

の４つを選定し、各テーマについて、その実現に向けた具体的取組みと

ともに、2030年時点の達成すべき社会像、成果指標等を設定しています。 

 

戦略市場創造プランのテーマ、戦略分野等 

  ①国民の「健康寿命」の延伸 

 

■社 会 像：予防から治療、早期在宅復帰に至る適正なケアサイクルの確立 

■戦略分野：健康増進・予防サービス、生活支援サービス、医薬品・医療機器、高齢者向け住

宅等  

■市場規模：国内  26兆円(2020年)、 37兆円(2030年)  Cf. 16兆円(現在) 

           海外 311兆円(2020年)、525兆円(2030年)  Cf.163兆円 

■雇用規模：     160万人(2020年)、223万人(2030年)  Cf.73万人 

 

 

②クリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現 

 

■社 会 像：多様・双方向・ネットワーク化によるクリーン・低廉なエネルギー社会を構築  

■戦略分野：再生可能エネルギー、高効率火力発電、蓄電池、次世代デバイス・部素材、エネ

ルギーマネジメントシステム、次世代自動車、燃料電池、省エネ家電、省エネ住

宅・建築物等の省エネ技術関連製品・サービス  

■市場規模：国内  10兆円(2020年)、 11兆円(2030年)  Cf.４兆円(現在)  

           海外 108兆円(2020年)、160兆円(2030年)  Cf.40兆円  

■雇用規模：     168万人(2020年)、210万人(2030年)  Cf.55万人 
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③安全・便利で経済的な次世代インフラの構築 

 

■社 会 像：最先端の技術を活かして、インテリジェント・インフラを実現  

■戦略分野：インフラマネジメント、車両安全運転支援システム、宇宙インフラ整備  

■市場規模：国内  16兆円（2020 年）、 33兆円（2030 年）  Cf.２兆円(現在)  

           海外 167兆円(2020 年)、374兆円(2030 年)  Cf.56 兆円  

■雇用規模：      75万人（2020 年）、190万人(2030 年)  Cf.６万人 

 

 

④世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現 

 

■社 会 像：世界を惹きつける地域資源ブランドを成長の糧とする誇り高い地域社会  

■戦略分野：農林水産物・食品、６次産業、コンテンツ・文化等の日本ブランド  

■市場規模：【農業】（国内）農業・食料関連産業生産額 100兆円⇒120兆円（2020年） 

                       うち、６次産業の市場規模     1兆円⇒ 10兆円（2020年） 

                 （海外）世界の食市場規模（※）340兆円⇒680兆円（2020年） 

※AT カーニー社推計  

【観光】訪日外国人の我が国国内での旅行消費額  

1.3兆円（2010年）⇒4.7兆円（2030年） 

■雇用規模：【農業】新規就農し定着する農業者を倍増し、10 年後に 40 代以下の農業従事

者を約 20万人から約 40万人に拡大  

           【観光】訪日外国人の旅行消費がもたらす雇用効果  

 25万人（2010 年）⇒83万人（2030年） 
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（２）静岡県の「静岡県経済産業ビジョン2014～2017」 

平成26年３月、静岡県では、「静岡県総合計画 後期アクションプラ

ン」を着実に実施するため、「静岡県経済産業ビジョン2014～2017」を策

定しました。 

本計画では、目指す静岡県の姿を「多極的な産業構造の構築により、持

続的発展を目指す“ふじのくに”」と定め、その実現に向けて、地域資源

を活用した｢新たな価値の創造｣と｢産業基盤の強化」、アジアの新興国を

ターゲットにした｢海外活力の取り込み」、産業を支える｢人材の育成、雇

用促進｣の４つを戦略の柱に位置付け、｢内陸のフロンティア｣を拓く取組

と連携しながら、経済産業政策を展開していくこととしています。 

この中で、３つの産業集積プロジェクト（ファルマバレー、フーズ・サ

イエンスヒルズ、フォトンバレー）に加えて、次世代自動車、新エネルギ

ー、環境、医療・福祉機器（健康長寿）、ロボット、航空宇宙、光技術、

食関連、観光、スポーツ関連が、成長産業に掲げられています。 

 

「静岡県の姿」を実現する戦略展開の方針 
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（３）静岡市「第３次静岡市総合計画」（「基本構想」「基本計画」骨子案） 

今年度、本市では、平成27～34年度の８年間に実施する政策や考え方を

まとめた「第３次総合計画」の策定を進めています。 

公表されている『「基本構想」「基本計画」骨子案』では、『「世界に

輝く静岡」の実現』を目指す将来像として、その実現に向けて８年間で取

り組む重点プロジェクトや分野別の基本的な方向性が示されています。 

 

 

「第３次静岡市総合計画（骨子案）」抜粋  目指す未来の静岡市 

「世界に輝く静岡」の実現 

住む人が「誇り」を持ち、訪れる人が「憧れ」を抱く世界水準の都市へ 

 

８年間で取り組む重点プロジェクト 

「創造する力」よる都市の発展→経済・産業の振興 

＜歴史都市＞ 悠久の歴史を誇りとして活かした風格のあるまちづくりの推進 

＜文化都市＞ 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりの推進 

＜中枢都市＞ 世界中から多くの人が集まる求心力の高いまちづくりの推進 

「つながる力」による暮らしの充実→安心・安全の確保 

＜健康都市＞ 市民が住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくりの推進 

＜防災都市＞ あらゆる危機に備えた減災力が高い安心なまちづくりの推進 

＜共生都市＞ 多様な国籍をもつ人々が共に平和に暮らすまちづくりの推進 

 

分野別の基本的な方向性と政策（「賑わい・活気」要素） 

＜交流・観光＞ 国内外から多くの人々が訪れ、活発な交流が行われるまちを実現します 

＜農林水産＞ 山から海の多彩な資源を活かして、 

人や地域が潤う農林水産の盛んなまちを実現します 

＜商工・物流＞ 魅力的な人と企業が出会い、 

世界に誇れる価値を創造する産業のまちを実現します 
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第３章 これからの産業振興の取り組みと方向 

第１節 これからの産業振興の取り組み 

本プランは、第３次総合計画の下位計画として、産業振興分野を推進する計

画に位置付けられています。 

そこで、第３次総合計画基本計画の「第３章 重点プロジェクト」に掲載さ

れているプロジェクト『「創造する力」による都市の発展 → 経済・産業の

振興』の＜中枢都市＞②を、本プランにおける目指す姿とすることとします。 

 

 

「創造する力」による都市の発展 → 経済・産業の振興 

 ＜中枢都市＞ 

②社会経済の変化に対応すべく、本市の強みを活かした戦略産業を選び

集中的に支援、育成するとともに、個々の企業のニーズに合わせたき

め細かな支援と人材育成を行うことにより、地域経済の活性化と雇用

の拡大に取り組みます。 

 

 ※第３次静岡市総合計画 重点プロジェクトより 

 

 

  

はじめに 

第３次静岡市総合計画[基本計画] 
「創造する力」による都市の発展 → 経済・産業の振興 

＜歴史都市＞ 

＜文化都市＞ 

＜中枢都市＞ 

①ＭＩＣＥ推進や広域観光の推進などによる交流人

口の拡大 

②戦略産業の推進と産業振興プラットフォーム構

築、人材育成 

③「静岡暮らし」魅力向上・情報発信による定住人口

の維持・増加 

 

「つながる力」による暮らしの充実 → 安心・安全の確保 

＜健康都市＞ 

＜防災都市＞ 

＜共生都市＞ 

 

【参考】第３次静岡市総合計画における重点プロジェクトの位置付け 

第１章 策定の背景 

第２章 目標人口 

第３章 重点プロジェクト 

第５章 各分野の政策・施策を推

進するための視点 

第６章 都市構造軸の考え方 

第７章 各区の取組 

第４章 分野別の基本的な方向性 
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第２節 産業振興の方向 

 

本プランでは、第３次総合計画における将来像の実現のために必要な産業振

興施策とその体系を規定しますが、次に掲げる３つの方向を建て、重点的に推

進していくものとします。 

 

 

 

Ⅰ．競争優位に立ち発展していくため、本市の強みを活かし、社会経済環

境の変化に対応しうる「戦略産業」を選び、ヒト・モノ・カネを集中

的に投入したプロジェクトにより推進する。 

 

Ⅱ．職員や支援施設スタッフ等が支援対象企業に積極的に関わり、

「（仮称）産業振興プラットフォーム」を活用し、既存の事業・

制度（国・県等を含む）を駆使することにより効果的な支援を行う。 

 

Ⅲ．生涯にわたる人材育成、企業側の受入体制の整備促進、両者のマッチ

ングを進めることにより、「人材の確保・育成」を行う。 
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【交流・観光】 

 国内外から多くの人々が訪れ、 

活発な交流が行われるまち 

分野別の政策目標 

【社会経済状況】 
●人口減少と少子高齢化の進行 

●アジア諸国の急成長とグロー

バル経済化の進展 

●エネルギー制約の高まり 

●規制改革の進展 

【強み・弱み】 
○地域の中核都市にふさわしい

経済力 

○ナンバーワン、オンリーワンの

素材 

○ブランド力を高める自然資源

や歴史文化資源 

○充実する高速交通ネットワーク 

○専門性の高いライフサイエンス

系大学 

×減少傾向が続く人口 

×高い高齢化率、低い若者比率 

×大学数が少なく、理工系大学

は皆無 

×地価が高く、まとまった土地の

確保が困難 

×首都圏、中京圏の端に位置する 

△立地優位性、交通利便性の高さ 

△バランスのとれた産業構造 

 

Ⅰ．戦略産業の創出 

 

Ⅱ．産業振興プラットフォーム 

 

Ⅲ．人材の確保・育成 

産業振興の方向 

エネルギー産業創出事業、エネルギー関連産業立地促進事業 

物流関連産業立地促進事業、企業立地可能性検討調査(大谷含

食品ヘルスケア産業推進事業、フーズサイエンスヒルズ推進事業 

ホビー産業育成支援事業 

お茶の聖地づくり推進事業、特産茶輸出支援事業 

クリエーター活用推進事業、クリエーター支援センター移転事業 

エネルギー・海洋 

ホビー 

お茶 

  

観光・ブランド 

清水港・ロジスティクス 

食品・ヘルスケア 

クリエイティブ 

戦 

略 

産 

業 

●キャリア教育の推進  ●学生と企業のマッチングの推進  ●Ｕターン・Ｉターンの推進 

●女性の就労支援    ●ワークライフバランスの推進    ●企業ＯＢ人材の活用 

●クラフトマンサポートなど担い手育成   など 

人
材
育
成 

観光施設整備事業、ＭＩＣＥ推進事業、オクシズ・プロモーション事

産業振興プラットフォーム 

【10 年間の取組み状況】 

・中小企業支援 

・創業・起業支援 

・企業誘致・留置 

・ものづくり支援 

・商業・商店街支援 

・雇用対策 

・清水港振興 

・観光振興 

【重点プロジェクト】 

「創造する力」による都市の発展 

 → 経済・産業の振興 

 ＜中枢都市＞ 

②社会経済の変化に対応すべく、本

市の強みを活かした戦略産業を選

び集中的に支援、育成するととも

に、個々の企業のニーズに合わせ

たきめ細かな支援と人材育成を行う

ことにより、地域経済の活性化と雇

用の拡大に取り組みます。 

 

【分野別計画】 

１ 商工・物流 

２ 交流・観光 

３ 農林水産 

 

静岡のブランド力ある地域資源を活用した観光の推進 

国内外からの誘客と交流の推進 

来訪者が再び訪れたくなる受入態勢づくりの推進 

まちなかの魅力向上による賑わい創出の推進 

新たな価値や需要の掘り起こしと市民が自慢できる農林水産ブランドの創出 

産業・産地を担う人材・組織の育成を推進 

次世代へ自信をもって継承できる生産基盤の確保を推進 

多彩な地域資源のみがきあげとオクシズ等の地域の活力強化の推進 

次代を担う本市を代表する産業の創出 

世界・全国に挑戦する中小企業の振興 

陸・海・空の社会基盤を活かしたロジスティクス産業の拡大の推進 

次世代を担う優れた人材の育成と多様な人材が活躍する雇用の場の創出 

【農林水産】 

 山から海の多彩な資源を活かして、 

人や地域が潤う農林水産の盛んなまち 

【商工・物流】 

 魅力的な人と企業が出会い、 

世界に誇れる価値を創造するまち 

第３次総合計画 

第２次産業振興プラン 

第３節 体系図 
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第４章 戦略産業と主要施策 

第１節 静岡市経済をけん引する戦略産業 

本市は、地形・気候を活かした茶などの農林水産業や江戸時代の木工技術に

端を発する地場産業、清水港の後背地として発展した製造業、都市の中核性を

背景に栄えた卸小売業など、第１次産業から第３次産業までがバランスよく発

展してきました。 

しかし、アジア諸国との競合激化や若者の流出など、社会経済環境の構造変

化に直面し、低迷を余儀なくされています。 

今後も内外環境の一層の変化が予想される中、これまでと同じ事業を営み、

同じ支援をしていても未来は開けません。そこで、本市経済をけん引する力を

秘めた産業を「戦略産業」と位置付け、これを重点的に振興することを通じ

て、その効果を本市の産業全体に、広く波及させていくことを目指すこととし

ました。 

 

具体的には、 

 Ａ 世界的に市場拡大が見込まれる産業、社会的必要性が高まっている産業 

 Ｂ 特長的な地域資源を活かした本市のブランド力を高める産業 

 Ｃ 本市が持つ立地上のポテンシャルを活かせる産業 

という視点から、次の５つを「戦略産業」とします。 

 

戦略産業 

Ａ 

社会的必要性 

（トレンド） 

Ｂ 

地域資源 

ブランド 

Ｃ 

立地 

ポテンシャル 

①エネルギー・海洋産業 ○  ○ 

②清水港・ロジスティクス産業 ○  ○ 

③食品・ヘルスケア産業 ○ ○  

④観光・ブランド産業 ○ ○  

⑤クリエイティブ産業 ○ ○  

 

戦略産業に対しては、ヒト・モノ・カネを集中的に投入した事業を実施する

とともに、産学官金のネットワークを活かした産業振興プラットフォームを活

用し、具体的な事業化、産業化に向けて強力に推進していくものとします。 
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■戦略産業イメージ  

静岡市の経済  

（GDP 約３兆円）  

第３次産業 
[小売・卸売、金融・保険、情報サービス、介護・医療など] 

× 
第２次産業 

[機械器具、冷凍空調、金属加工、食品、 
プラスチックモデル、伝統工芸など] 

× 
第１次産業 

[お茶、みかん、わさび、桜えび、しらすなど] 

静岡市の産業 

（3）食品・ヘルスケア産業 

（1）エネルギー・海洋産業 

（2）清水港・ロジスティクス産業 
（4）観光・ブランド産業 

（5）クリエイティブ産業 

ホビー お茶 
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第２節 戦略産業と主要施策 

 

（１）エネルギー・海洋産業 

エネルギー・海洋産業は、最深部が水深2,500ｍに達する駿河湾に面し

豊かな海洋資源を有する本市の立地を活かした産業です。 

具体的には、海洋エネルギー関連産業、海外からの輸入原材料を大量使

用する臨海部に立地しやすい産業や水産資源を活かした食品関連産業など

が想定されます。 

特にエネルギー関連産業については、東日本大震災以降エネルギーの制

約が強まる中、災害で首都圏が被災した際のエネルギー供給基地としての

機能が求められているほか、新興国をはじめとする世界的なエネルギー需

要の急増や、離島などで安定的に供給できる海洋エネルギー活用に資する

製品の開発など、これから市場拡大が見込まれる産業として期待されま

す。 

また、東海大学海洋学部や清水港を活動拠点の一つとしている地球深

部探査船「ちきゅう」を運用するＪＡＭＳＴＥＣ（※）などとの連携の

重要性が高まっています。 

これらの取組みを通じて、エネルギー関連事業に関わる企業が増え、

国内外の市場に商品が提供されるようにするとともに、食品、娯楽を含

む海洋産業クラスターの形成を目指します。 

 

※独立行政法人海洋研究開発機構（Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology） 

 

主要施策 

①海洋を利用したエネルギー関連産業の立地、技術開発、製品化の促進 

海洋エネルギーに関する産業や清水港に立地するＬＮＧ基地を利

用したエネルギー産業の誘致や技術開発、製品化などを支援すると

ともに、そうしたプロジェクトへの市内企業の参画に向けてマッチ

ングに取り組みます。 

 

②産学官連携による海洋関連産業の創出 

本市に集積する電気機械産業や切削、鋳造、金型などサポーティ

ングインダストリーの技術と、東海大学海洋学部やＪＡＭＳＴＥＣ

などとの連携による技術・製品開発を支援します。 

 

③海洋資源を活用した製品の開発 

三保地区の地下海水の特性を利用したマグロの陸上養殖など海洋資

源を活用した製品の開発を支援します。 
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【中核業種】 
・漁業 
・電気業 
・ガス業 
・製造業（食料品、繊維、プラスチック、
窯業・土石製品、金属製品、はん用機
械、電気機械、船舶） 
・情報通信業 
・娯楽業 
・社会教育 

【周辺業種】 
・建設業 
・不動産業 

・エネルギー制約の顕在化（世界需要
の急増、原発の安全性への懸念、地
震・津波等のリスク、温暖化対策、エ
ネルギーの地産地消推進など） 
・電力・ガスの小売自由化による市場
拡大 
・食の安全・安心、健康ニーズの高ま
り 

・海・山・地下資源など活用可能な自
然資源に富む 
・白物家電や造船を支える切削、鋳
造、金型などのサポートインダストリー
技術が集積 
・エネルギー供給業、バイオ燃料、波
力発電などに取組む事業者が存在 
・東海大学海洋学部など海洋関係の
教育・研究機関が立地 

・エネルギー事業への参入促進 

・海洋資源・立地を活用した製品、サービスの開発 

ｏエネルギー関連事業や海洋産業に関わる企業
が増え、国内外の市場に商品を提供している。 

【戦略産業】 

【将来の姿】 

【方向性】 

【経済社会の潮流】 
【活かすべき 

地域資源や強み】 

【関連業種】 

エネルギー・ 
海洋産業 

 



33 

 

（２）清水港・ロジスティクス産業 

 

「ロジスティクス産業」は、流通・運輸業に加えて、空港や港湾、高速

道路などの交通ネットワーク、小売・卸売業、商社、これらを支える支援

産業（仕分け、パーケージ、支払い、金融等々）などを総称したものをい

います。 

本市には、清水港を基盤として発展してきた物流産業の集積があり、新

旧の東名高速道路や中部横断自動車道へのアクセスもよく、首都圏、中京

圏といった大消費地や工業地帯にも近いという好立地を活かし、さらなる

集積が期待されています。 

近年の社会経済の状況をみると、貿易赤字の定着にみられる製品輸入

の増加や、流通加工、即日配送ニーズの高まり、迅速化や低コスト化を

目指した物流拠点の集約化・大規模化、リスク分散のための内陸への移

転など、大きく変化する貿易・物流構造への対応が求められています。 

今後は、従来の立地優位性や社会基盤の活用のほか、内陸物流拠点の

整備促進とそれに伴う機能強化、ロジスティクス産業としての高度化に

向けた研究、開発などを支援し、ロジスティクス産業の振興を図りま

す。 

 

 

主要施策 

①清水港と機能補完し得る内陸の物流拠点の整備支援 

清水港と連携したロジスティクス産業の集積を目指し、スマート

インターチェンジの設置で交通利便性の向上が見込まれる大谷・小

鹿地区を内陸の最重点地区として位置づけ、物流拠点としての整備

と物流企業の立地等について検討します。 

また、他の未利用地についても、静岡県の推進する内陸フロンテ

ィアと連携し情報収集や検討に取り組みます。 

 

②清水港の経済圏を拡大するロジスティクス産業の強化 

清水港を利用する市内外の荷主の増加を目指し、新東名・中部横

断自動車道の整備により交通利便性が高まる首都圏、中京圏、背後

県等へポートセールス等を行うとともに、荷主となり得る企業の誘

致、留置に取り組みます。 

 

③官民連携によるロジスティクスの研究 

清水港を物流・商流を総合した広域的なロジスティクス産業の核

とするべく、官民が連携してロジスティクスに係る研究とその実現

に取り組みます。 
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【中核業種】 
・道路貨物運送業 
・海運業 
・航空運輸業 
・倉庫業 
・運輸に附帯するサービス業 

【周辺業種】 
・製造業（食料品、化学製品、石油ガス
類、輸送用機械、一般機械、電気機械な
ど） 
・卸売業、小売業 

・グローバル化による貿易構造の変化
～原材料輸入から製品輸入へ 
・ＴＰＰ、ＥＦＴなど貿易自由化に伴う国
際物流の活発化 
・迅速化、低コスト化を目指した物流
拠点の集約化・大規模化の動き 
・津波・災害対策として内陸への移
転、拠点分散によるリスク回避 

・全国有数の国際拠点港湾・清水港 
・高速交通インフラの充実（富士山静
岡空港、新東名高速道路） 
・中部横断自動車道の一部開通
（2017 年度予定）による山梨、長野
の需要開拓 
・首都圏、中京圏の中間に位置する
立地優位性 
・江戸時代から続く歴史ある物流産業
の集積 

・清水港を利用した物流産業の発展と立地促進 

・清水港を中心とした経済圏の拡充 

 

ｏ首都圏、中京圏の間に立地する清水港のメリッ
トが物流企業に認知され、物流施設の誘致が
実現している 
ｏ清水港の経済圏が拡大し、首都圏等からの集
荷物が清水港に集積している 

【戦略産業】 

【将来の姿】 

【方向性】 

【経済社会の潮流】 
【活かすべき 

地域資源や強み】 

【関連業種】 

清水港・ 
ロジスティクス 

産業 
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（３）食品・ヘルスケア産業 

 

食品産業とは、生産された食品の流通業，加工業，外食産業などを含

めた食品に関する産業をいい、ヘルスケア産業とは、健康の保持及び増

進に資する商品の生産、販売、サービスの提供を行う産業をいいます。 

高齢化が進むわが国において40歳～69歳を対象にした「より若く健康

を保つ」ことを目的としたウェルネス産業に注目が集まる中、国内主要

20都市中第２位（※1）の健康寿命（※2）を誇る本市は、健康長寿な都

市として高い評価を得ています。 

本市は、茶、みかん、いちご、マグロ、シラス、サクラエビなどの豊

かな農林水産資源に恵まれるとともに、缶詰、冷凍調理食品、醸造企業

等の食料品製造業が多数存在しています。また、サッカーをはじめとす

るスポーツが盛んで、スポーツを「観る」「する」「支える」環境が整

っています。 

そのため、機能性食品やロングライフ食品などの開発支援や国内外へ

の販路開拓の支援といった「食と健康」を中心とした関連産業の育成を

促進のほか、「食」や「スポーツ」とレジャーのマッチングを進め、健

康長寿を支える食品や商品、サービスの市場拡大を目指していきます。 

 

※１厚生労働省「健康寿命の指標化に関する研究」平成25年度分担研究報告書より 

※２健康寿命：日常生活に制限のない期間を表す（厚生労働省） 

 

主要施策 

①フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト等の事業化推進 

食品関連産業の振興・集積を目指す「フーズ・サイエンスヒルズ

プロジェクト」や「地域結集型研究プログラム」への参画などによ

り、機能性食品やロングライフ食品などの事業化や海外市場の販路

開拓を支援します。 

 

②健康長寿を支えるヘルスケア関連産業の振興 

「お茶」や「しずまえ」などの地域の農林水産品やサッカーをは

じめとする「スポーツ」などの地域資源を活用し、「食」や

「農」、「癒し」をテーマとしたヘルスケア企業の誘致や既存企業

による事業化の支援に取り組みます。 

 

③食品やヘルスケアに係る産学官連携の推進 

市内の企業と大学、福祉関係者、医療関係者、スポーツ関係者等

のマッチングなどを進めることなどにより、健康長寿を支えるサー

ビスや商品の創出を支援します。 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E9%A3%9F%E7%94%A3%E6%A5%AD-1286392
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【中核業種】 
・農林漁業 
・食料品製造業 

【周辺業種】 
・食品機械・同装置製造業 
・学術・研究開発機関 
・生活関連サービス業 
・医療、福祉 
・クリエイティブ産業（広告、デザイン、アート
など） 

・世界から高い評価を受けている日本
の食文化 
・健康寿命、健康志向の高まり 
・アジア諸国の急成長による所得水準
の向上 
・世界人口の増加による食糧難 
・食糧安全保障の重要性 

・健康長寿の都市として高評価 
・ライフサイエンス系の大学・研究機関
の立地 
・フーズサイエンスプロジェクトの展開 
・缶詰、冷凍食品、製茶など、保存性
が高い食関連地場産業の集積 
・天然調味料や健康食品の大手企業
が立地 
・茶、ミカン、イチゴ、マグロ、シラス、サ
クラエビなど知名度の高い１次産品 

・機能性食品やロングライフ食品の開発及び販路開拓

支援 

・ヘルスケア関連企業の誘致促進 

 

ｏ「食と健康」を中心とした関連産業が市内で育
成されている。 
ｏ健康長寿を支える食品や商品、サービスの市
場が拡大している。 

【戦略産業】 

【将来の姿】 

【方向性】 

【経済社会の潮流】 
【活かすべき 

地域資源や強み】 

【関連業種】 

食品・ 
ヘルスケア産業 
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（４）観光・ブランド産業 

 

観光産業とは、観光客に商品やサービスを提供する小売店、ホテル・旅

館、飲食店、集客施設などのほか、こうした事業者に商品、サービスを提

供する事業などをいいます。 

観光産業については、日本文化に対する海外の評価が上昇しつつあり、

政府観光局が、訪日旅行者数を2020年に3千万人という目標を立てるなど

期待が高まっています。 

このような中、本市には、世界文化遺産「富士山」を望む眺望やその構

成資産となった三保松原、久能山東照宮、南アルプスといった高いブラン

ド力のある地域資源が数多くありますが、十分に活用されているとは言え

ない状況にあります。 

一方で、本市では、厳密には観光産業ではないけれども、「ホビー」や

「お茶」のように世界的に見て求心力があり、本市が聖地になり得る産業

を「ブランド産業」と位置付け、それらの産業を目的とした着地型観光を

促進するために、「観光・ブランド産業」とすることにしました。 

このような地域資源を最大限に活用するとともに、新たなオンリーワ

ン、ナンバーワンブランドの創出や、戦略産業、ブランド産業をテーマと

したＭＩＣＥ推進に取り組むことを通じて、観光・ブランド産業の育成を

図り、国内外からの誘客と交流を促進し、宿泊客数と滞在中の消費支出額

増加につなげます。 

 

主要施策 

①オンリーワン、ナンバーワン産業の観光活用 

ホビーやお茶など世界的に見てオンリーワン、ナンバーワンと言

える産業についてＰＲの強化やデザイン性の向上などによるブラン

ド化を進め、誘引力のある「聖地化」に取り組みます。 

 

②ＭＩＣＥの誘致 

ＭＩＣＥ誘致を総合的に推進する（仮称）ＭＩＣＥ推進会議を設置

し、海洋やホビーなど戦略産業をテーマとする学会や見本市などのＭ

ＩＣＥを誘致します。 

 

③国内外からの誘客の推進 

豊かな地域資源を活かした、徳川家康公顕彰400年祭などのイベン

トやシティプロモーションなどを行うとともに、インバウンドの増

加に対応し得るハード、ソフト両面からの環境整備を行い、国内外

からの誘客に取り組みます。  
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【中核業種】 
・宿泊、飲食サービス業 
・運輸業（鉄道業、道路旅客運送業、水
運業、航空運輸業） 
・小売業 
・娯楽業 
・社会教育（美術館、動物園など） 

【周辺業種】 
・農林漁業 
・製造業（食料品など土産関連） 
・クリエイティブ産業（家具、工芸、広告、
デザイン、アートなど） 

・人口減少社会の中、定住人口増か
ら交流人口増へ全国的に施策シフト 
・訪日外国人旅行者の増加（アジア中
間所得者層の増加、ＬＣＣ就航、ビザ
発給要件の緩和など） 
・日本文化に対する海外の評価上昇 
・観光ニーズの変化～「見る」から「体
験・交流」へ 

・ブランド力を増す自然資源や歴史文
化資源（「三保松原」富士山世界文
化遺産の構成資産登録、「南アルプ
スユネスコエコパーク」の登録、「久
能山東照宮」国宝指定） 
・世界に誇れるオンリー１、ナンバー１
ブランド（ホビー、大道芸、茶、サクラ
エビ、徳川家康） 
・参加・観戦できるスポーツのまちと認
知されている都市イメージ 

・オンリーワン、ナンバーワン資源の観光活用 

・国内外からの誘客の推進 

 

ｏ本市に世界中から人々が訪れ、盛んに交流が
行われている 
ｏ「ホビー」や「お茶」が世界の中での聖地になっ
ている 

【戦略産業】 

【将来の姿】 

【方向性】 

【経済社会の潮流】 
【活かすべき 

地域資源や強み】 

【関連業種】 

観光・ブランド 
産業 
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（５）クリエイティブ産業 

 

クリエイティブ産業とは、マンガ、アニメ、ゲームなどのコンテンツ

やファッション・デザイン等の創造性が価値を生み出す産業を指しま

す。 

海外では、日本のマンガやアニメ、ゲームなどのコンテンツや、ファ

ッション、伝統工芸等が、「クール・ジャパン」として人気を集めてお

り、観光庁や経済産業省、ＪＮＴＯが訪日観光促進に活用しています。 

本市では、ＮＰＯ法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム

や静岡市クリエーター支援センターの活動を通じて、先駆的にコンテン

ツ産業の育成・集積に取り組んできました。 

また本市にはクリエイティブ産業に関連する大学や専門学校等の教育

機関が立地していることも大きな強みとなっています。 

そのため、世界市場で活躍できる「グローバルクリエーター」を育成

するとともに、クリエーターと他産業のマッチング支援や海外等へのビ

ジネス展開支援を実施することにより、他産業の高付加価値化や新事業

の創出を促進、国内外での静岡発のクリエイティブ商品の流通拡大を目

指します。 

 

主要施策 

①クリエーター支援センターを中心としたクリエーターの集積促進と育成 

クリエーター支援センターの中心市街地への移転を進めるととも

に、その周辺にクリエーター、クリエイティブ企業が活動しやすい

環境を整え、クリエーター及びクリエイティブ企業の集積促進とク

リエーターの育成を支援します。 

 

②クリエーター等と他産業のマッチング支援 

クリエーターと企業や商店の交流の場づくりや個別のマッチング

を進めることにより、各々が持つ技術やアイデアが融合したオンリ

ーワン商品の開発を支援します。 

 

③クリエーターの全国・海外に向けたプロモーション支援 

クリエーターの全国・海外展開に向けて、情報発信や展示会への

出展などを支援します。 
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【中核業種】 
・情報通信業（通信、放送、情報サービ
ス、インターネット付随サービス、映像・
音声・文字情報制作） 
・家具・装備品 
・ホビー 
・伝統工芸 
・建設業 
・広告業 
・デザイン業 

【周辺業種】 
・製造業（主に消費財関連） 
・観光産業 

・海外における日本文化に対する評価
の高まり（クールジャパン） 
・情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩 

・自然､歴史､文化など豊かな地域資源 
・生活関連型地場産業や伝統工芸の集
積（プラモデル、家具、サンダル、駿河竹
千筋細工など） 
・クリエイティブ産業関連の大学（学部）、
専門学校の立地 
・官民におけるコンテンツ産業創出活動
の取組み（しずおかコンテンツバレー推進
コンソーシアム、静岡市クリエーター支援
センター） 

・世界市場で活躍できる「グローバルクリエーター」を育成 

・他産業のマッチング支援 

・海外等へのビジネス展開支援 

 

ｏ市内企業において他産業の高付加価値化や
新事業が創出されている。 
ｏ国内外で静岡発のクリエイティブ商品が脚光を
浴び、関連商品の流通が増加している。 

 

【戦略産業】 

【将来の姿】 

【方向性】 

【経済社会の潮流】 

【活かすべき 

地域資源や強み】 

【関連業種】 

クリエイティブ 
産業 
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第３節 （仮称）戦略産業振興プラットフォームによる支援 

 

静岡市内に存在する約36,000事業所の大多数は中小企業であり、本市に根付

いた活動をしているこれらの企業が地域経済を支えています。基礎自治体であ

る本市は中小企業の支援にこそ主眼を置くべきだと考えています。 

近年は新しい分野やグローバルな舞台に活躍の場を求める中小企業も市内に

現れており、それらの企業は活動の時々に応じて多様かつ高度な知識や情報、

資金面での支援を必要としています。 

 本市経済をけん引する戦略産業を振興していくためには、これらの企業のニ

ーズに即した支援をしていかなくてはなりません。 

 支援にあたっては、大きな成長可能性のある中小企業に密着し、専門的な情

報やノウハウ等を有する経済団体やコーディネーター等の力を結集し、国県の

制度等も含むあらゆる手段を活用した徹底的な支援が求められています。 

 そうした支援を行うため、「（仮称）戦略産業振興プラットフォーム」を設

け個々の企業を支援します。 

 当面は、主に５つの戦略産業に該当する中小企業を対象にプラットフォーム

による支援を行い、ノウハウの集積に努めていきたいと考えています。 

 

【支援の要点】 

 

①市職員、産業支援施設スタッフ等の積極的な企業訪問や窓口相談受付、各種

表彰の受賞企業のほか、商工会議所などの経済団体からの企業情報をもと

に、事業化・商品化の「シーズ」や「芽」を拾い出す。 

 

②産業支援施設のマネージャーなどの目利きによる成長可能性の高い「シー

ズ」や「芽」の選出する。 

 

③選出された「シーズ」を事業化、商品化に必要な専門的な知識・情報・ノウ

ハウなどを持った外部コーディネーターに加え、産業支援機関、研究機関、

金融機関などが協力し、集中して支援する。 

 

※支援にあたっては、市や産業支援施設の支援メニューに加えて、必要に応

じて国や県、公益法人・機関などの支援メニューなども積極的に活用す

る。 
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図：（仮称）戦略産業振興プラットフォーム構成図 

 

 

 

 

 

  

【市支援の活用】 
 

【情報発信】 

 

【国・県支援の活用】 

 

【関係機関の支援】 

 

多様な手段を活用

して徹底的に支援 

B-nest、SOHO、プラザなど 静岡市経済局 

県工業技術研究所、大学など金融機関

戦略産業振興プラットフォーム 
選択と集中（ヒト・モノ・カネ・知識）

【コーディネータ（ＣＤ）群】 

情報収集・整理 

企業相談・企業訪問・各種表彰・経済団体（商工会議所・中央会・新産機構
等） 

① 

② 

③ 
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第 4 章 人材の確保・育成 

 

 国内の人口が減少すると見込まれる中、これからの経済の発展、産業の振興の基

盤を支える人材の確保・育成は重要度を増しています。 

 

 特に本市は若年層と 20 歳から 39 歳の女性の人口減少が著しく、将来推計人口で

も本市の減少率は非常に大きくなることが予想されていますが、要因として他都市

への大学進学による若年層の転出や、大都市の方が学生や女性が希望する職種がみ

つかりやすいといったことが考えられます。 

  

 労働力人口が減少する中、将来にわたって活力ある地域社会を維持するためには、

地域において「相応の賃金」「安定した雇用形態」「やりがい」を併せ持つしごと

の創出とともに、働く男女が子供を産み育てやすい環境の形成が求められています。 

 

 同時に、地域企業の人材確保・定着を支援するため、地域のしごとに関する情報

をはじめ、本市の特色ある地域企業、子育てサポートなど女性活躍に取組む地域企

業の情報を、市内外の若者や女性にしっかりと伝えることが重要です。 

 

 このため本市では、学生や女性が魅力ある市内企業の存在を知ることができるよ

う雇用のミスマッチを解消し、大学進学により転出した学生のＵターンを増やして

いくという「若年層と女性を主眼に置いた人材の確保と育成」が喫緊の課題となっ

ています。 

 

  主要施策 

  ①人材の確保 

     労働局や県など関係機関が広域・組織的に実施する雇用支援策と連携し

て、魅力のある市内企業の情報を広く発信すると共に、市内企業と首都圏

の学生とのマッチングやインターンシップによるＵ・Ｉターンの促進、女

性の就労支援などを行い、若年層や女性の人材確保に取り組みます。 

 

  ②人材の育成 

     高度で専門的な知識や技術を持つ企業ＯＢ人材の活用などにより、若年

層を対象としたキャリア教育の推進や本市の持つ高い基盤技術を育成、継

承していくためのクラフトマンサポート等担い手の育成に取り組みます。 

 

  ③人材が活躍しやすい就労環境の充実 

     関係機関と連携し、ＣＳＲの普及やワーク・ライフ・バランスの支援な

ど、女性や若者が活躍しやすい就労環境づくりに取り組みます。 
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第５章 第３次総合計画 分野別計画 

第１節 分野別計画の構成  

 

本プランは、第３次総合計画の下位計画として、産業振興分野を推進する計

画に位置付けられています。 

各分野の施策は、「第４章 分野別の基本的な方向性」に規定されています

が、産業振興関連分野としては、「商工・物流」「交流・観光」「農林水産」

の３つの分野別計画が当てはまります。 

 

 

【商工・物流分野】 

 魅力的な人と企業が出会い、世界に誇れる価値を創造するまち 

 

【交流・観光分野】 

 国内外から多くの人々が訪れ、活発な交流が行われるまち 

 

【農林水産分野】 

 山から海の多彩な資源を活かして、人や地域が潤う農林水産の盛んなまち 

 

 ※第３次静岡市総合計画 経済関連分野別計画より 

 

 

 
  

はじめに 

第３次静岡市総合計画[基本計画] 

１０分野 

１ 交流・観光  

２ 農林水産   

３ 商工・物流  

４ 文化・スポーツ 

５ 子ども・教育 

６ 都市・交通 

７ 社会基盤 

８ 健康・福祉 

９ 防災・消防 

10 生活・環境 

 

【参考】第３次静岡市総合計画における各分野別計画の位置付け 

第１章 策定の背景 

第２章 目標人口 

第３章 重点プロジェクト 

第５章 各分野の政策・施策を推

進するための視点 

第６章 都市構造軸の考え方 

第７章 各区の取組 

第４章 分野別の基本的な方向性 
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第２節 各分野別計画 

 

（１）商工・物流 

 

①将来像 

魅力的な人と企業が出会い、世界に誇れる価値を創造するまち 

 

②分野の役割 

商工業、物流業は、本市の活発な経済活動の源であり、市民の豊かな暮らしと都

市の発展を支えるための大変重要な産業です。 

わが国のほぼ中央に位置し、東海道や清水港を擁する本市は、古くから政治、経

済、文化の中心、及び交通の要衝であり、今日に至るまで活気あふれる商業都市、

港湾都市として栄えてきました。 

また、江戸時代以来の伝統と優れた技術による伝統工芸やそれを礎とした家具、

木製品、プラスチックモデルなどをつくり出す地域産業、さらに清水港を中心とし

て発展してきた食品関連産業、機械器具製造業など、ものづくり産業の歴史と伝統

を有しています。 

このような歴史と伝統を背景に、新東名高速道路や中部横断自動車道などの交通

ネットワークの充実と相まって、本市産業は、今後もさらなる発展が期待されてい

ます。 

しかし、少子高齢化や経済のグローバル化の進展などの社会経済情勢の変化によ

り、商工業、物流業を取り巻く環境も大きく変化しています。このような変化は、

市民生活や地域経済などに様々な影響を及ぼす一方で、新たな価値を創造する好機

として前向きにとらえることもできます。 

そこで、本市は、市民の豊かな暮らしやまちの魅力を次世代に引き継ぐととも

に、魅力ある人と企業が出会い、新たな価値を創造し、世界に発信していく産業の

まちを実現します。 

 

③重点的な取組 

■政策１ 次代を担う本市を代表する産業を生み出します 

本市をけん引する産業を生み出せるよう、地域資源の掘り起こしや、地域に必

要な産業人材の育成により、戦略産業の育成と集積を図ります。さらに、市街地

に集積する情報サービス産業や、クリエイティブ産業などの都市型産業の一層の

振興を図ります。 

また、企業の持続的・発展的な事業展開や用地確保の促進に向けた取組を行

い、市内企業の留置及び市外からの企業誘致による企業立地を積極的に推進して

いきます。 
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■政策２ 世界・全国に挑戦する中小企業の振興を図ります 

本市の中小企業が、安定的な経営基盤を築くとともに、広く市場の動向やニー

ズを把握し、優れた商品やサービスを提供していくため、国、県、各種の経済団

体、大学、研究機関等と連携して支援体制を構築し、製品開発、技術開発、販路

開拓などに係る助成制度や資金面からの支援のほか、専門家からアドバイスを受

ける機会の提供等を行います。 

また、商業都市としての本市の特性を磨き、個店、商店街等への支援と、都心

商業から地域商業まで、地域特性に見合った商業立地を促すことにより、市民が

安心安全に快適な買物ができる環境の創出を図ります。 

 

■政策３ 陸・海・空の社会基盤を活かしたロジスティクス産業の拡大

を推進します 

本市が有する清水港と、歴史・風土に育まれた多様な生産拠点、物流拠点を活

かすため、より一層のロジスティクス産業の集積を推進するとともに、国際物流

の拠点である清水港を中心とした広域物流の促進を図ります。 

さらに、静岡県の内陸フロンティアを拓く取組みを活用するとともに、中部横

断自動車道や清水港など社会資本の着実な整備を国、県に要請することを通じ

て、ロジスティクス産業の基盤整備を進めていきます。 

 

■政策４ 次世代を担う優れた人材の育成と、多様な人材が活躍する雇

用の場の創出を図ります 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、グローバル化による競争の激化など、

雇用や就労をめぐる環境は年々厳しくなりつつあります。 

本市の産業を支え、発展させていくためには、次世代を担う多様な人材の育成

を図るとともに、女性や高齢者、障がい者などの雇用機会を創出していかなけれ

ばなりません。 

また、市民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事と生活の調

和ができるよう就労環境の改善を図っていきます。 
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（２）交流・観光 

 

①将来像 

国内外から多くの人々が訪れ、活発な交流が行われるまち 

 

②分野の役割 

本格的な人口減少社会を迎え、本市の人口も、平成32年には70万人を下回ること

が見込まれ、地域経済の活力減退が懸念されています。 

こうした中、観光は、宿泊業、飲食サービス業、旅行業、運輸業、農業・漁業、

小売業など関連する産業の裾野が極めて広く、地域経済の活性化に大きなポテンシ

ャルを持っています。 

本市は、我が国のシンボルとして世界的に名高い富士山の一大眺望地であり、歴

史的にも東西交通の要地として栄え、現在も首都東京からアクセスに恵まれた好立

地にあります。また、南アルプスから駿河湾までの豊かな自然環境の下、産業や文

化芸術など市民が創り、守り、育んできた、多彩で貴重な地域資源を数多く有して

います。 

これら本市の特色を最大限に活用し、国内外から人を呼び込む観光事業を振興

し、受入環境の充実と併せて交流の活性化を図ることは、地域に高い経済波及効果

や雇用創出効果を生み出すものと期待されています。 

そこで、本市は、地域の魅力を一層みがきあげ、広く情報発信し、国内外から訪

れる人々と市民が活発に交流するまちの実現を目指します。 

 

③重点的な取組 

■政策１ 静岡のブランド力ある地域資源を活用した観光を推進します 

本市の特色である際立つ地域資源の魅力や価値を高めていくことは、多くの都

市が交流人口拡大による地域活性化に取り組んでいる現況下において大変重要な

ことです。 

このため、模型の世界首都・静岡が誇るホビー産業の魅力やユネスコに認めら

れて世界的ブランドとなった三保松原や南アルプスの価値をさらにみがきあげる

とともに、徳川家康公に代表される歴史資源に触れ親しむ観光の振興を図りま

す。加えて、本市の観光で大きな強みとなる、お茶やしずまえブランドなどの

食、オクシズの豊かな自然、サッカーをはじめとしたスポーツによる魅力づくり

を推進します。 

 

■政策２ 国内外からの誘客と交流を推進します 

平成25年６月の富士山世界文化遺産登録は、本市をはじめ国内旅行の需要を呼

び起こす大きな契機となりました。また、2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会の開催に向け、国は、訪日外国人旅行者数を2,000万人に倍増する目標
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を掲げています。 

こうした追い風をとらえ、国内外から多くの人々を迎え入れるべく、本市特有

の自然、歴史、文化、産業などを最大限に活用して、積極的なシティプロモーシ

ョンを展開するとともに、様々な主催者ニーズに対応したＭＩＣＥの誘致を推進

します。 

また、これまでの交流事業で培った多様なネットワークや都市の繋がりを通じ

て、世界の人々との交流を促進していきます。 

 

■政策３ 来訪者が再び訪れたくなる受入態勢づくりを推進します 

富士山静岡空港や新東名高速道路をはじめ、今後の中部横断自動車道の開通や

東名高速道路新インターチェンジの設置など、国内外から本市を訪れる上での社

会基盤はますます充実していきます。 

このため、本市を訪れようとする、あるいは訪れている人が、観光情報を手軽

に入手できるための情報発信力の強化や、来訪者の目線に立った案内表示類の整

備、観光回遊をサポートする交通手段の確保などの受入環境の充実を図ります。 

併せて、地域の人々との交流や体験を通じて、来訪者の全てが「来てよかっ

た」「また来たい」と喜びを感じるまちの実現を目指すため、オール静岡による

おもてなしの向上を図っていきます。 

 

■政策４ まちなかの魅力向上により賑わい創出を推進します 

本市のにぎわいと交流の拠点である静岡地区、清水地区中心市街地のそれぞれ

の魅力、個性を活かした活性化を推進し、連携を図ることで相乗効果を生み出し

市域全体の活性化を図っていきます。 

このため、中心市街地を舞台に、訴求力が高く賑わいを生み出すイベントを官

民連携して推進していきます。併せて、まちづくり人材の育成や活気ある中心市

街地づくりを推進する組織への支援を行い、魅力あふれるまちの創出を図ってい

きます。また、富士山を背景とした我が国屈指の良港である国際拠点港湾清水港

の魅力を活かした客船誘致の推進や賑わい交流拠点の形成など、ウォーターフロ

ントの活性化に一層取り組んでいきます。 
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（３）農林水産 

 

①将来像 

山から海の多彩な資源を活かして、人や地域が潤う農林水産の盛んなまち 

 

②分野の役割 

現在、本市の農林水産業は、生産物価格の低迷による所得の減少、従事者の高齢

化、耕作放棄地の増加など、数多くの課題に直面しています。その一方で、最近で

は海外の日本食レストランが急増したり、平成25年に「和食」がユネスコ無形文化

遺産に登録されるなど、和食の素材である日本の農林水産物やそれらを活かした食

文化に対する世界の関心も高まりを見せています。 

このような社会情勢を背景に、南アルプスから駿河湾まで多彩な資源を有する本

市においては、その地域資源を活かすことにより、次代を担う若者が夢を持って農

林水産業を営める環境づくりが求められています。そのため、お茶をはじめ、みか

ん、わさびなど本市の強みである既存の「静岡市ブランド」の強化や、「オクシ

ズ」「しずまえ」といった新たな地域ブランドの普及・定着化、また、従事者の組

織化や効率的な生産基盤の整備などを進め、農林水産業者の所得向上を図ります。 

さらに、地域資源の活用を通して、地域活力の向上を図るとともに、農林水産業

の持つ公益的機能の維持に積極的に取り組みます。 

 

③重点的な取組 

■政策１ 新たな価値や需要を掘り起こし、市民が自慢できる農林水産

の静岡市ブランド創出を推進します 

山から海の多彩な資源を活用し、静岡市ブランドの創出を推進します。主要農

産物のうち、お茶は新たな需要創出による「お茶のまち静岡市」を推進するほ

か、みかん、わさびなどの強みのある産物を強化し、ブランド力を高めていきま

す。また、新たなブランドとして、「しずまえ」の魅力をＰＲし、駿河湾沿岸で

獲れる魚介類や食文化の普及に取り組みます。林業においては、公共建築物など

への市産材の活用を促進し、ブランド力の強化を図り、地域経済の活性化につな

げていきます。 

また、産学官金の連携により、６次産業化等を進め、新たな価値の創出を推進

し、市民が自慢できる特産品の開発・発信を進め、静岡市ブランドによる差別

化・高付加価値化を目指します。 

 

■政策２ 産業・産地を担う人材・組織の育成を推進します 

豊かな農林水産物を生み出す産地として継承するため、次代の人材の確保・育

成に取り組みます。お茶の新規就農者支援をはじめとする、次代を担うビジネス

感覚豊かな多様な担い手の確保・育成を推進するとともに、従事者の組織化や異 
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ｂ業種の参入を進め、第１次産業を成長産業ととらえた新しい経営体の育成支援

に取り組みます。 

また、経営規模の拡大を目指す農林業者の育成支援を行い、意欲の高い従事者

を後押しするとともに、魅力的な就労環境を整備し、若者の新規就農・異業種か

らの新規参入を推進します。 

 

■政策３ 次世代へ自信をもって継承できる生産基盤の確保を推進します 

多くの条件不利地を抱える農林業においては、生産性の向上やコスト削減を図

り、効率的な経営のための生産基盤の整備に取り組みます。農業においては、土

地改良や優良農地の集積、林業においては、林道や作業道の整備を推進します。 

また、水産業においては、地震・津波対策への関心が高まる中で、安心・安全

な漁港・漁港海岸施設の整備に取り組み、生産基盤の強化を進めます。一方、老

朽化が進んだ漁港においても、安定的な運用ができるよう、適切な維持管理や再

整備を行い、次世代へ自信を持って継承できる生産基盤を確保していきます。 

 

■政策４ 多彩な地域資源をみがきあげ、オクシズ等の地域の活力強化

を推進します 

山間地や急傾斜地など、本市特有の地域資源を活かして、新しい産業の創出や

交流の推進に取り組みます。南アルプスをはじめとする地域資源の活用や、地域

主体の活性化策の後押しをするとともに、地域特性を活かした再生可能エネルギ

ー導入の可能性を探求します。 

また、野生鳥獣被害対策などを推進し、広大な森林をはじめとする豊かな農林

水産資源の保護も注視し、安心・安全な地域環境の整備を推進します。さらに、

多彩な地域資源を磨きあげ、農林水産業の持つ公益的機能を維持・向上しなが

ら、地域の活力強化に取り組みます。 

 

 

 

  


