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Shizuoka City Comprehensive plan 

序論00

 地方自治体が総合的、計画的に行政運営を行っていくための最も基
本となる計画です。長期的な視点でまちの目指す姿を定め、実現に
向けた取組などを示す、いわばまちづくりの羅針盤の役割を担う計
画であると言えます。

 また、地方自治体が財政規律を堅持し、持続的な都市経営を進める
ための指針としての性格も持ち合わせています。

 第4次静岡市総合計画(4次総)は、基本構想、基本計画、実施計画の3
層で構成します。

 また、静岡市における各分野の個別計画は、4次総の内容に則して策
定していきます。

旧静岡市・旧清水市が

合併し新静岡市誕生

政令市

移行

蒲原町

編入

由比町

編入

第1次総合計画(1次総)

スタート(H17～H21)

第2次総合計画(2次総)

スタート(H22～H26)

第3次総合計画(3次総)

スタート(H27～R4)

第4次総合計画(4次総)

スタート(R5～R12)

R5.4H27.4H22.4H20.11H18.3H17.4H15.4

静岡市自治基本条例 抜粋
(総合計画の策定)
第15条 市は、この条例の目的及び理念に基づくまちづくりの具体化のため、

基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計
画」という。)を策定しなければならない。

2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に
検討を加えられなければならない。

3 各行政分野の計画は、総合計画に即して策定されなければならない。

基本構想

基本計画

概ねR22(2040)

を見据える

R5(2023)～R12(2030)

の8年間

実施計画

前期：R5(2023)～R8(2026)

後期：R9(2027)～R12(2030)

各分野の個別計画

４次総に則して策定

基本構想

• 長期的なまちづくりの目標や目指す都市像
を明らかにするもの

• 4次総では概ね令和22(2040)年を見据える

基本計画
• 基本構想の実現のために取り組む政策・施
策を定めるもの

• 4次総では令和12(2030)年度までの8年間を
計画期間として定める

実施計画

• 財政状況を考慮しつつ、個別の事務事業を
定めるもの

• 4次総では前期を4年(令和5～8年度)、後期
を4年(令和9～12年度)として定める

• 実施計画は、社会経済情勢等の変化に対応
するため、毎年度見直しを行う

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
‥‥

R22

(2040)

基本

構想

基本

計画

実施

計画

概ね2040年を見据えて定める

8年間

4年間 4年間

2

総合計画とは1 第４次静岡市総合計画の構成及び期間3

静岡市の総合計画2

 静岡市では、平成17(2005)年の政令指定都市移行に合わせ、地方自
治のあり方やまちづくりの方向性を示す「静岡市自治基本条例」を
制定しました。この条例の規定に基づき、これまで第１次から第３
次までの総合計画を策定し、市政運営を行っています。
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１回目のパブリックコメント及び市議会会派からの政策提言への対応01

3

１回目のパブリックコメントでいただいた主なご意見1

市議会会派からの政策提言の主な内容2

１回目のパブリックコメント及び市議会政策提言を踏まえた修正3

項目 修正内容
原案

資料ページ

目指す都市像

2つの目指す都市像の記載を、「静岡市に暮らす市民
一人ひとりが、輝いて、自分らしい人生を謳歌でき
るまち(市民が輝く)」、「静岡市が擁する地域資源
を磨き、輝かせ、世界から注目され、人々が集まる
まち(都市が輝く)」の順としました。

5ページ

定住人口の
考え方

これまでの検討のとおり、4次総では人口目標は掲げ
ないものの、定住人口は人口活力の基盤であり重要
な要素であるため、引き続き定住人口を維持する取
組を進めていくことを明記しました。

6ページ

横断的視点

骨子案では「SDGs」「DX」「脱炭素」を並列で位置
付けていましたが、原案では「SDGs」を上位概念と
した上で、「脱炭素」「ジェンダー平等」「多文化
共生」を特に意識すべき横断的視点と整理しました。
併せて、「DX」についても「SDGs」の推進を後押し
するための横断的視点として位置付けました。

7ページ

分野別計画

4次総の中核は、市政全般の取組である分野別計画で
あることを明記しました。
また、分野別計画で経済対策に着実に取り組むこと
を分かりやすく示すため、「商工・物流」「農林水
産」の2分野を分野別計画の最初に位置付けました。

8～28ページ

(仮)７つの柱

市民にとってより分かりやすい政策とするため、
「(仮)7つの柱」を「5つの分野横断的な重点政策」
として再編しました。
「歴史文化」「海洋文化」「森林文化」の3つの地域
づくりに加え、「健康長寿」に子ども・子育ての観
点を加えた「(仮称)健康活躍のまちの推進」と、
「まちは劇場の推進」にスポーツ振興の要素を加え
た「(仮称)まちは劇場とスポーツの推進」を位置付
けました。

29～30ページ

自由民主党静岡市議会議員団
• 未来志向の「5つの政策軸」を打ち立てるべき（①3都心の完成と市域の発展、②経済産業の進化と官民
共創、③子ども子育てと健康長寿、④森林文化と地球環境、⑤交流人口拡大とスポーツ文化）

• 市民は、静岡市の経済対策に注目している

静岡市議会 志政会
• 人口活力を高めるため、定住人口、交流人口、関係人口の創出に向け静岡市独自のSDGsの数値目標を設定
し、地域共創を目指すべき

• 「DX」や「脱炭素」だけが横断的視点ではなく、「市民との協働」「民間活力の導入」「多文化共生の推
進」「男女共同参画の推進」も横断的視点と捉えるべき

日本共産党静岡市議会議員団
• 社会活力の源泉である定住人口の維持・回復を目指すべき

• 「命を大切にする静岡市」「子育てしやすい静岡市」「暮らしやすい静岡市」「環境にやさしい静岡市」
「ジェンダー平等の静岡市」を政策の柱とするべき

「世界に輝く静岡」を実現するためには、まず人が輝いていて、その上でまちが
輝く、という順序だと思う

交通政策やインフラ整備、教育の水準向上など、当たり前のことに力を入れてほしい

「(仮)7つの柱」は、レベル感が揃っていないように感じる。また、手広く商売し
すぎの印象があり、もっと絞ってもよいのではないか

人口の70万人維持を4次総で削除するのは仕方がないと思うが、子育て環境の整備や、
若者の流出抑制などの施策を着実に進めてほしい

健康長寿のまちづくりも良いが、高齢者を大切にするなら、子どもや若者世代も
大切にする施策を入れてほしい

※提言では、上記内容の他、具体的な事業等についても言及いただいています

 これまでに、市議会会派から4次総に関する政策提言をいただきました。

 令和4年3月に実施した、１回目のパブリックコメントでは、以下をはじ
めとした多くのご意見をいただきました。

 パブリックコメントでのご意見や、市議会会派からの政策提言を踏まえ、
原案では以下の修正を加えました。

公明党静岡市議会
• SDGsの「誰一人取り残さない」の理念のもと、市民一人ひとりの活躍を後押しし、誰もが希望を持ち、安
心できる社会の構築が必要

• 「経済指標による目標の設定」「SDGsで示す目標との整合性」「子育て・教育への戦略的計画」「超高齢
化を見据えた取組み」「感染症・自然災害に強いまちづくり」「デジタル化、グリーン化の先進都市に」
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４次総全体像02

「世界に輝く静岡」の実現

「市民(ひと)」が輝く 「都市(まち)」が輝く

静岡市に暮らす市民一人ひとりが、輝いて、
自分らしい人生を謳歌できるまち

静岡市が擁する地域資源を磨き、輝かせ、
世界から注目され、人々が集まるまち

基本構想
(P5)

概ね2040年

基本計画

市
議
会
の
議
決
事
項

実施計画 基本計画に基づく個別の事務事業

重点目標(P6) 人口活力を高め、まちと暮らしを豊かにする

SDGsの推進(P7) SDGs未来都市・SDGsハブ都市として、SDGsを推進していく

横断的視点(P7) 脱炭素社会・ジェンダー平等・多文化共生・DX

分野横断的な
重点政策
(P29～30)

2023～
2030年度

分
野
別
計
画
の
取
組

③ 観光・交流
分野

国内外の多くの人々を惹きつけ、多彩な交流や
賑わいが生まれるまちを実現します

① 商工・物流
分野

時代の変化に対応しながら地域資源を磨き上げ、
多様なパートナーシップにより、豊かに経済成
長を続けるまちを実現します

⑤ 子ども・教育
分野

すべての子ども・若者が、夢や希望をもって、
健やかで、たくましく、しなやかに育つまちを
実現します

⑦ 都市・交通
分野

快適で質の高いまちの拠点と、住環境・交通環
境の充実による、誰もが暮らしたい・訪れたい
“人中心”のまちを実現します

⑨ 防災・消防
分野

あらゆる危機から市民の「いのち」と「くらし」
を守り、安全・安心なまちを実現します

② 農林水産
分野

南アルプスから駿河湾までの多彩な資源を活か
し、持続可能な農林水産業を営めるまちを実現
します

④ 文化・スポーツ
分野

歴史に育まれてきた多彩なしずおか文化に誇り
と愛着を持ち、スポーツ・学びを通して一人ひ
とりが輝き続けるまちを実現します

⑥ 健康・福祉
分野

誰もが健やかに生きがいをもって自分らしく地
域で共に生きることのできるまちを実現します

⑧ 社会基盤
分野

経済の好循環を支え、誰もが安全で幸せに暮ら
すことができる持続可能な社会基盤を有するま
ちを実現します

⑩ 生活・環境
分野

人と自然が共生し、将来にわたり豊かな営みを
続けられるまちを実現します

(仮称)歴史文化の地域づくり

区役所の取組(P31～34) 「効率的で利用しやすい行政サービスの提供」「地域と一体となったまちづくりの推進」に取り組む

(仮称)海洋文化の地域づくり (仮称)森林文化の地域づくり

(仮称)健康活躍のまちの推進
【健康長寿・健康づくり＋子ども・子育て】

(仮称)まちは劇場とスポーツの推進
【まちは劇場＋スポーツ振興】

4

市政運営の基本認識(P7) 質の高い持続可能な行財政運営

まちづくりの目標

目指す都市像

(

Ｐ
8
～
28)
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基本構想 ～静岡市が目指すまちの姿～03

策定の目的1

まちづくりの目標2

時代は今、かつてないほどの目まぐるしい速さで変化を続けています。
世界情勢は刻々と変わり、地球規模での気候変動による環境問題が深刻化し、また我

が国の人口減少、少子高齢化は、依然として進行を続けています。こうした変化に対応
するため、様々な科学技術の発展が進み、私たちの生活や働き方は大きく変容しつつあ
ります。この先も、世の中で起こる変化に対して、私たちは柔軟かつ迅速に対応してい
かなければなりません。

しかし一方で、どれだけ社会が変化し、技術が進歩したとしても、私たちが内面に秘
める本質や、人間らしい暮らしを求める思いは変わることはありません。

私たちは今、形あるものに価値が置かれ重視された「成長・拡大」の時代を抜け、情
報や体験、心の豊かさといった新たな価値観のもと、個人の幸せを大切にする「成熟・
持続可能」を追求していく時代にいます。

こうした時代にあって、静岡市が今後、市民とともにどのようなまちを目指すのか。
静岡市の未来を切り拓く指針とするため、基本構想を定めます。

まちづくりの目標を達成するために目指す都市像3

市民一人ひとりが幸せに満ちた暮らしを営むとともに、静岡市の地域資源を最大限に
活かし、世界中から人々を呼び込むことで持続的な経済成長を図っていく、すなわち
「『世界に輝く静岡』の実現」をまちづくりの目標に掲げます。

〔背景〕
静岡市は、静岡県のほぼ中央に位置し、北に標高3千メートル級の南アルプスの壮大

な山々が連なり、南に水深2千5百メートルの日本一深い駿河湾が広がる、類い稀な自然
を有しています。一年を通じた温暖な気候と豊富な日照時間がもたらす住みやすい生活
環境の下、長い歴史において、先人たちにより多彩な文化が培われてきました。

古くは登呂遺跡に代表される弥生時代から、今川文化が花開いた室町・戦国時代を経
て、江戸時代の初めには駿府城を居城とする徳川家康公により、大御所政治が行われま
した。さらに、東西交通の要衝である東海道二峠六宿は、多くの旅人が行き交い、今も
当時の面影を残しています。こうした長い歴史と地勢的な利点から、多様な人々が交流
し、多様な産業が育まれてきました。

これらの背景のもと、“商都”として栄えてきた静岡都心、国際拠点港湾の清水港を
擁する“港湾都市”である清水都心、教育機関が集積する草薙・東静岡副都心の各拠点
が核となり、高度な都市機能を備えた静岡県中部の中枢都市として発展を遂げています。

このように、静岡市は、山、海、川といった豊かな自然環境や、利便性の高い都心部、
さらには歴史、産業、文化など、世界中の魅力ある都市にも決して引けを取らない、数
多くの貴重な地域資源を有しています。

こうした地域資源を活かしながら、人口や産業が過度に集積し、時間の流れが急速に
進む大都市ではなく、一定の経済力を有し、固有の歴史や文化、自然と調和した、世界
でオンリーワンの都市を目指していくため、まちづくりの目標を「『世界に輝く静岡』
の実現」としました。

「『世界に輝く静岡』の実現」を達成するために、次の2つの都市像を目指します。

・静岡市に暮らす市民一人ひとりが、輝いて、自分らしい人生を謳歌できるまち
・静岡市が擁する地域資源を磨き、輝かせ、世界から注目され、人々が集まるまち

目指す都市像の実現に向けた取組4
目指す都市像を実現するために、この基本構想に則した基本計画を策定し、政策・施策

を円滑かつ着実に推進していきます。
推進にあたっては、市民、企業、行政が互いに手を取り合い、あらゆる場面で活躍でき

るシチズンシップに富んだ人材を育て、新たな価値を生み出しながら取り組んでいきます。
加えて、国籍や性別、障がいの有無など、人々の多様性を尊重しつつ、私たちが暮らす

地球の豊かな環境や生態系を守りながら、経済、社会、環境が調和したまちづくりを進め
ます。
そして、静岡市を訪れ静岡市と関わる人々の輪を広げ、まちの活力を高めていきます。

5
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 「定住人口」は都市活動の基盤であり、「人口活力を高め、まちと
暮らしを豊かにする」ための重要な要素であることから、引き続き、
人口減少を食い止めるための取組を進めていく必要があります。

 国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が2018年に公表した最新の
人口推計では、2030年の静岡市の人口は646,098人となっています。

 3次総においては、子育て環境の充実や、移住・定住の促進などに取
り組み、平成29(2017)年と令和2(2020)年には社会増減がプラスとな
りました。また、社人研の人口推計は、2013年と比較して2018年の
推計が大幅に上方修正されるなど、取組の成果が表れています。

 4次総においてもこうした施策を推進し、「定住人口」を維持するこ
とに取り組んでいきます。

基本計画 － 重点目標04

 3次総では、都市活力の源泉の一つである「人口規模」を最重要視し、
「2025年の総人口70万人維持」を基本計画における最大の目標として
掲げ、取組を進めてきました。

 しかしながら、3次総期間においても、国全体での少子高齢化や、東
京一極集中の動きは進展を続けました。今後も、中長期的な人口減少
は避けられないものと予測されています。

 一方で、近年のICTの発展に伴い、テレワークやオンライン会議の導
入といった働き方の変化や、二地域居住などの暮らし方の変化が生じ
ており、新型コロナウイルスの感染拡大がそれらを加速させました。

 今や、世界中の人々が、住む場所、働く場所にとらわれず、多様な地
域とつながり合い、関わり合っています。言い換えれば、活発な都市
活動を維持していくためには、「定住人口」のみに頼らない時代を迎
えていると言えます。

 こうした状況を踏まえ、「定住人口」に加えて、静岡市を訪れ、静岡
市と関わる人、つまり「交流人口」や「関係人口」にも目を向け、総
合的に都市活力の維持・向上を図り、「『世界に輝く静岡』の実現」
を目指していく必要があります。

 このような考え方のもと、4次総の基本計画における重点目標として、
「人口活力を高め、まちと暮らしを豊かにする」を掲げます。また、
目標の達成度を測るための指標を新たに複数設定します。

6

重点目標 人口活力を高め、まちと暮らしを豊かにする

静岡市にずっと住み続けたいと感じる市民の割合

心身的、経済的に豊かな暮らしが送れていると思う市民の割合

静岡市に愛着を持っている市民の割合

都市全体に活気があり、人を惹きつける魅力があると思う市民の割合

市内GDPなどの経済指標 など

指標(例) (パブリックコメントでの意見なども参考に、基本計画策定と合わせて決定します)

“暮らし”の
豊かさ

“まち”の
豊かさ

人口活力が向上し、まちと暮らしが豊かになる

安全・安心な暮らしの確保
生活の質の向上

市場規模拡大

持続的な経済成長の促進
都市の魅力の向上

経済活動の活性化

イノベーション誘発

必要な働き手が充足

労働力人口維持 地域コミュニティ活性化

(内閣府 経済財政諮問会議「選択する未来」会議資料などを参考に静岡市作成)

子育て環境の
充実

行政サービスの
維持・向上

税収の維持・
税外収入の確保

ワークライフ
バランスの充実

まちの賑わいの
向上

重点目標が目指す姿のイメージ

重点目標設定の考え方1 定住人口の考え方2
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SDGsの推進・横断的視点1 市政運営の基本認識2
 地球温暖化に起因する異常気象や、貧困、格差、差別など、世界的な課題

に対応するため、2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、日本国内で
も今や多くの企業や個人の間で認知され、取組が進められています。

 静岡市は平成30(2018)年に、内閣府から「SDGs未来都市」に、国連からア
ジア地域で唯一の「SDGsハブ都市(Local 2030 Hub)」に選定され、SDGsの
先進都市として更なる取組の推進が求められています。

 4次総においては、SDGsを総合的に推進するとともに、SDGsに包含される
「脱炭素社会の実現」「ジェンダー平等の推進」「多文化共生の推進」を、
特に意識する横断的な視点として位置付け、国際社会への責任を果たし、
時代を先導するまちづくりを進めていきます。

 加えて、SDGsが目指す持続的な社会経済の実現を後押しするため、デジタ
ル技術を活用して行政サービスや市民生活、ビジネスなどあらゆる場面で
の変革を促す「DXの推進」も横断的な視点として位置付けます。

 市政運営にあたっては、地域づくりの主体である市民や、地域で活動
する団体、企業、そして行政が、それぞれの役割を認識し、地域の課
題解決に向けて協働していくことが不可欠です。

 また、変化する行政需要に迅速かつ柔軟に対応できる組織運営や人材
育成を行うとともに、民間活力の導入や新たな財源の確保などを通じ
て、財政基盤を堅持していくことが必要です。

 こうした考えのもと、各種施策の効果的・効率的な推進を下支えする
ための、市政運営に必要な基本認識を定めます。

 この基本認識に基づき、多様な主体との連携による新たな価値の創造
や、変化に迅速かつしなやかに対応できる頼もしい行政組織の運営に
取り組み、質の高い持続可能な行財政運営を実現していきます。

人とつながる１

• 市民、民間企業、周辺自治体等の多様な
主体との連携推進に向けた仕組みづくり

• 共にまちづくりを進めるシチズンシップ
に富んだ人材の育成

• 積極的かつ効果的な情報発信

仕事の仕組みを変える2

• 行政DXの推進による市民サービスの向
上・業務の質の向上

• 職員がライフステージに応じて柔軟に働
くことができる環境の整備

人や組織が変わる3

• 仕事の意義や自身の役割を再認識する機
会の創出による職員の当事者意識の醸成

• 変化する行政需要にしなやかに対応でき
る組織運営の推進

財政基盤を堅持する4

• 効率的な予算執行や新たな財源確保によ
る健全な財政運営の推進

• 総資産量の適正化や施設の長寿命化によ
る効果的なアセットマネジメントの促進

• 民間活力の導入による質の高い公共サー
ビスの維持

市政運営の基本認識～質の高い持続可能な行財政運営の実現～

SDGsの推進

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進

SDGsの推進を後押し

脱炭素社会の実現

多文化共生の推進

ジェンダー平等の推進

SDGsの推進と横断的視点 ～時代の潮流や国際社会からの期待への対応～

静岡市をより世界に輝かせ、持続可能な都市としていきます 施策の効果的・効率的な推進を下支えしていきます
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分野別計画の取組の考え方

 重点目標である「人口活力を高め、まちと暮らしを豊かにする」の達成に向けた中核をなす取組として、10の分野別計画を定めます。

 分野別計画は、各々が基本構想で定める2つの都市像の実現に寄与する役割を担っています。「市民(ひと)が輝く」ために必要な「安全・安心な
暮らしの確保」と「生活の質の向上」、そして、「都市(まち)が輝く」ために必要な「持続的な経済成長の促進」 と「都市の魅力の向上」です。

 10の分野別計画の取組を総合的に推進することで、市民(ひと)が輝き、都市(まち)が輝く好循環を創出していきます。

「市民(ひと)」
が輝く

「都市(まち)」
が輝く

① 商工・物流

② 農林水産

③ 観光・交流

④ 文化・スポーツ⑤ 子ども・教育

⑦ 都市・交通

⑧ 社会基盤

⑥ 健康・福祉

⑨ 防災・消防

⑩ 生活・環境

 持続的な経済成長の促進

 都市の魅力の向上

 安全・安心な暮らしの確保

 生活の質の向上

市民一人ひとりが輝くことで、都市全体が輝く

都市全体が輝くことで、市民一人ひとりが輝く
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時代の変化に対応しながら地域資源を磨き上げ、多様なパートナーシップに
より、豊かに経済成長を続けるまちを実現します

⑴地域経済の更なる成長
社会経済情勢の変化の中で、人々の価値観の変化やデジ

タル化等の技術革新の進展が加速しています。
地域経済が成長を続けるためには、これらの新しい価値

観や技術を取り入れ、新事業等の創出を図っていく必要が
あります。

そのため、企業をはじめ多様な関係者との連携の強化を
図るとともに、新規創業や企業の先進的な取組に対する支
援を進めていきます。

商工業・物流業は消費や雇用といった地域の経済活動を支え、市民の豊かな暮らしや都市の発展
に欠かせない重要な産業です。

本市は東西の交通の要衝としての地理的要件や、国際拠点港湾に位置付けられる清水港を有する
ことから、人や物が盛んに交流する商業都市、港湾都市として栄えてきました。

また、駿府の職人の技術を受け継ぐ伝統工芸とそれらを礎とした家具、木製品、プラスチックモ
デルなどの地域産業が根付くとともに、清水港を中心に造船業、食品関連産業、機械器具製造業な
どが発展するなど、その歴史の中で多様なものづくりの拠点が形作られています。

幅広い分野の業種が多彩にバランスよく集積していることは、本市の大きな強みであり、それら
の多くの企業の活躍に支えられ、本市経済は成長を遂げてきました。

しかしながら、人口減少や新型コロナウイルスの感染拡大など社会経済情勢の変化の中で、これ
からも人々が活き活きと働き、豊かに暮らしていける都市として発展を続けていくためには、本市
の歴史や文化の中で培われてきた地域資源を最大限に活用しつつ、経済成長の主役である企業をは
じめとする多様な関係者との協力関係を強化していく必要があります。

そこで本市は、時代の変化に対応しながら地域資源を磨き上げ、多様なパートナーシップにより、
豊かに経済成長を続けるまちを実現していくことを目指します。

⑵地域を支える中小企業の振興
市内企業の99.7％は中小企業に分類され、市内従業

者の79.6％の人々が働いています。
これらの中小企業はその企業活動により市民の雇用

や市内産業を支えるだけでなく、地元に密着し地域社
会貢献の主体としても重要な役割を持っています。
地域のまちづくりに欠かせない中小企業ですが、経

済のグローバル化や後継者不足等、事業の継続には
様々な課題を抱えています。中小企業の振興に向けて
は、それぞれの課題や成長段階に応じたきめ細やかな
支援が必要となります。

⑶社会基盤の整備の進展と更なる利活用
中部横断自動車道の開通により、山梨県、長野県方

面への交通アクセスが向上し、清水港では新興津ふ頭
岸壁延伸事業など、港湾機能強化に向けた整備が進め
られており、物流機能の更なる高度化が図られていま
す。
物流業の成長に向けては、整備された清水港の輸送

能力に見合う貨物の誘致に向けた活動を推進し、広域
物流の実現を図る必要があります。

⑷生産年齢人口の減少による人材不足の懸念
平成27年には418,231人だった生産年齢人口は令和

12年には365,053人まで減少するとの推計が示されて
おり、人材不足の深刻化が危惧されます。
企業が求める人材の育成と多様な価値観を尊重した

働きやすい環境づくりを進めるとともに、人と企業の
出会いの創出により、地域における雇用を確保してい
く必要があります。

① 商工・物流
分野

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

【出典】中小企業庁 公表資料
（平成30(2018)年11月）を加工

【出典】各年国勢調査(総務省)
日本の地域別将来人口推計(国立社会保障・
人口問題研究所)を加工
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指標① 商業、製造業の市内総生産額 参考値：Ⅰ(商業)460,774千円、Ⅱ(製造業)888,307千円（R1 しずおかけんの地域経済計算）

指標② 清水港のコンテナ取扱個数、市場取扱量 参考値：Ⅰ：562,610TEU(コンテナ取扱量)、Ⅱ：71,394t（R3 清水港管理局統計、市場概要）

指標③ 働きやすいまちだと思う市民の割合 参考値：52.1％（R3 静岡市市民満足度調査）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

① 商工・物流
分野

政策２
地域経済を支える
中小企業の振興を
推進します

③新製品・技術開発に
向けた支援

④商業環境の充実・
魅力強化

展示会等への出店支援
商談機会の創出

支援員等による経営相談
経営安定化に向けた資金繰り支援
円滑な事業承継の促進

テストマーケティングの実施
研究開発費への助成

中心市街地等への出店支援
商店街の環境整備

①新市場・販路開拓に
対する支援

②経営基盤・競争力の
強化政策１

経済成長の原動力と
なるイノベーション
の創出を推進します

①協働・共創体制の
構築

②本市産業特性の活用

③企業誘致と留置の
推進

⑤地域経済における
DXとGXの推進

産学官金の連携強化
オープンイノベーションの創出

プラモデルプライドプロジェクトの
推進

海洋産業分野における新事業等創出

首都圏企業等への誘致活動
工場建設費等への助成
企業立地用地の確保

先進的取組への支援
セミナー等による情報発信

④創業支援の充実 支援員等による経営相談
スタートアップ投資の活性化

③ロジスティクス産業
の振興

②清水港や高規格道路
を活用した広域物流
の促進

①物流を支える社会
資本整備の推進

清水港の機能強化
中央卸売市場の充実

国内外へのポートセールス
中部横断自動車道の活用

関連企業等への誘致活動
工場建設費等への助成
企業立地用地の確保

政策３
社会基盤を活用した
広域物流を推進
します

③人材と企業の交流
の場の創出

②良質な就労環境の
創出

①次代を担う人材の
育成

技能習得に向けた講座の実施
伝統技術の継承支援

働き方改革の推進
中小企業の福利厚生の充実

地元就職・UIJターン就職の促進
多様な人材と企業のマッチング支援

政策４
企業の活性化を
支える多様な人材の
活躍を推進します
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南アルプスから駿河湾までの多彩な資源を活かし、持続可能な農林水産業を営
めるまちを実現します

⑴急がれる担い手の育成・確保と受け入れ環境の整備
本市の農林水産業における従事者は年々減少

しており担い手の確保や、従事者にとって
魅力的な就労環境づくりが求められています。

また、国においては地域にとって必要な人材
となる業種等を問わず農業に従事する多様な
担い手の確保に向けた動きが強くなっています。

このほか、生産物価価格の低迷や新型コロナ
ウイルスの感染拡大、ウクライナ情勢等による
資材の高騰などを受け、従事者の所得低迷が懸念
され今後、省力化や効率化といった次世代型
農林水産業への転換が必要とされています。

そのため、スマート農業など先端技術の導入
による作業効率の向上や次代を担うビジネス
感覚豊かな担い手の育成・支援を進めていく
必要があります。

南アルプスから駿河湾までの多彩な資源を有している本市にとって、農林水産業は、地域経済の
発展と自然環境の保全、良好な景観の形成など重要な役割を果たしますが、所得の減少、高齢化等
による担い手不足、それらに伴う耕作放棄地の増加など多くの課題に直面しています。
このような課題に対応するため、人材の育成や生産基盤の構築、ブランド化等により、持続可能

な農林水産業への転換を進め、将来の担い手が夢を持って農林水産業を営める環境を構築し、農林
水産業の持つ生活環境に必要な機能の維持を図っていきます。

⑵作業効率の高い生産基盤の確保と地球環境に配慮した農林水産業の推進
畑地総合整備事業により農地の集約化・

平坦化への取組が進められ、主に清水区内では
生産性が向上した農地が整備されています。

一方で、本市の農林業の多くは、急傾斜地等
小規模で生産性の低い土地で行われており、
引き続き農地の集約化・平坦化が求められています。

また、近年の豪雨や気温上昇、黒潮の蛇行
などの地球環境の変化が農林水産業における
重大なリスクの１つとなっており、収量減少
や品質低下など生産現場に大きな影響が
生じています。

今後は、災害に強く、安全・安心な農林水産
施設の整備や従事者と消費者双方の地球環境に
対する理解を深めることが必要となっています。

⑶世界に誇れる農林水産物の磨きあげによる静岡市ブランドへの期待
オクシズ等を中心に栽培されているお茶や

みかん、わさびなど、温暖な気候や歴史・文化
を背景とした全国的にも認知度の高い農産物を
有しています。

また、日本で唯一駿河湾（しずまえ）だけ
で水揚げされる桜えびや県下有数の水揚げを
誇るしらすなど地域固有の水産物があり、世界
に誇る農林水産物が充実しています。

しかし、主要な農産物であるお茶などの価格
低迷が続いており、お茶やわさびなどの特産品
や地域を含めた「静岡市ブランド」の強化や
普及が求められています。

今後は、地産地消や消費者ニーズに合わせた
商品の高付加価値化、中部横断自動車道の開通
を契機とした新たな販路の拡大などに取り組む

ことが必要となっています。

⑷オクシズの地域資源の保全と活用による賑わいづくり
オクシズ地域は、公益的機能を担う森林・農地

等を有するだけでなく、お茶やわさびなどの農産物
や豊かな自然環境といった地域資源を有しています。

しかし、基幹産業である農林業の低迷や、少子
高齢化に伴う人口減少が進み、コミュニティの維
持が困難な地域も生じている現状にあります。

そのため、オクシズ地域の持続的な発展と地域
で暮らし続けることができる環境の構築を目指し、
様々な取組を進めていくことが必要となっています。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

② 農林水産
分野

【出典】静岡市調べ

【出典】静岡市調べ

【出典】静岡市調べ

【出典】2020年農林業センサス
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指標① 農水産業における１人当たりの販売額 ※算定方法検討中

指標② 市民が市産の農林水産物を国内外に誇れる地域資源であると思う割合 参考値：56.3％ （R3 静岡市農産物等に関するアンケート調査)

指標③ オクシズ地域に住み続けたいと思う市民の割合 ※4次総からアンケート調査実施予定

政策１
産業・産地を担う
人材・組織の育成を
推進します

③地域の話し合いに
よる新たな後継者
の発掘・支援

②農林水産業を成長
産業にする多様な
担い手の育成支援

①次代を担うビジネ
ス感覚豊かな担い
手の育成・支援

スマート農業等の先進技術
導入支援

経営講座の開催

農業経営に必要な技術や機
械整備等に対する支援

小中学生を対象とした農林
水産業教育

産地を支える担い手の確保
農地情報データベース構築
によるマッチング

政策２
持続可能な生産基盤
の確保を推進します

③既存の生産基盤の
安定的な運用

②災害に強い、
安全・安心な農林
水産施設の整備

①作業効率の高い
生産基盤の整備

県営土地改良の推進
農道等の新設改良
林道整備の推進

漁港・海岸施設減災対策

農道施設､林道施設の維持管理

政策３
市民が自慢できる
農林水産の静岡市
ブランドを推進します

③地産地消から始ま
り国内外の販路
開拓を見込んだ
消費拡大

②食文化としての
「しずまえ」ブラ
ンドの普及促進

①お茶、みかん、
わさびなど強みの
ある既存産物の
価値の向上

静岡市ブランドの確立・
支援

情報発信力の強化

しずまえ鮮魚の普及促進

静岡市のお茶輸出支援
「お茶のまち静岡」の推進

政策４
オクシズの地域資源
の保全と活用を推進
します

④地域と都市部住民
の交流による
活性化

②オクシズ地域に
受け継がれてきた
文化や産業の活用

①生活環境に必要な
機能を担う森林・
農地等の保全

豊かな農林水産資源の保護

市産材・農林水産物等の高付
加価値化

住民の活動支援
オクシズのプロモーション

③安心して暮らし
続けることが
できる環境整備

生活に必要な機能の維持
安全・安心な地域環境の維
持・確保

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

② 農林水産
分野
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国内外の多くの人々を惹きつけ、多彩な交流や賑わいが生まれるまちを実現
します

⑴世界に誇れる地域資源の活用による国内外からの誘客
本市には、世界文化遺産富士山の構成資産

「三保松原」、日本三大美港「清水港」、ホビー
産業など世界に誇れる地域資源が存在します。
また、国宝久能山東照宮や駿州の旅日本遺産を
はじめとする歴史資源、お茶・マグロ・しずま
え鮮魚などの食、南アルプスの山々等オクシズ
の豊かな自然、ホームタウンチームを始めとし
たスポーツなど、本市ならではの魅力を有して
います。

今後は、人々を多く呼び込むとともに、市民
の暮らしや自然環境にも配慮をし、将来に渡り
住民と来訪者の双方が満足する観光を推進して
いく必要があります。

観光は、ホテル・旅館、交通機関にとどまらず飲食サービス業や農業・漁業など関連する産業の裾野
が広く、さらに観光によってもたらされる消費は地域経済に広く波及し、雇用を生み出すなど重要な役
割を果たします。
一方で、環境への配慮や観光と市民生活との調和など、時代の潮流を見据え、SDGsの考えを取り入れ

た持続可能な観光施策を講じることが求められています。
そこで、本市に存在する地域資源を磨き上げ、静岡市ならではのコンテンツを来訪者に提供し、国内

外から多くの人々を呼び込むことで、市民との交流を図りながら、地域経済の活性化を図っていきます。

⑵効果的な情報発信と社会情勢の変化に対応した誘客と交流の推進
デジタル技術等の進歩などにより、人々が観

光情報を入手する方法も大きく変化してきまし
た。観光情報を発信する際には、観光客が情報
収集に用いる媒体や、狙うべきターゲットを見
極め、効果的・積極的な情報発信を行っていく
必要があります。
また、新型コロナウイルスの感染拡大などの

影響により、MICEの誘致や海外との交流が困難
になりました。しかし、こうした状況下でも、
オンライン交流などの新たな交流の方法も見出
されてきました。
今後は、このような社会情勢の変化にも柔軟

に対応できるような国内外からの誘客や交流の
推進が求められています。

⑶来訪者へのおもてなしと再訪を促す取組の充実
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、

人々の生活スタイルは大きく変化し、観光の在
り方も変化してきました。ポストコロナを見据
え、今後は外国人観光客も回復することが想定
されます。
快適で安心して観光を楽しんでもらえるよう

に、施設改修のほか、看板の多言語化など、誰
にとってもやさしい「おもてなし」を提供する
ことが求められています。
また、魅力ある地域資源同士をつなげ、周遊

を促す取組を進めることで、観光客が静岡市
の魅力に多く触れる機会を創出し、観光客の満
足度と再訪意欲を高めていきます。

⑷地域の特色に合わせたまちなかの賑わいづくり
地域の特色を活かしたまちは国内外の人々を

惹きつけ、活発な交流や賑わいを生み出します。
本市では、３つのグランドデザインを策定し、

これらをもとに地域の特色に合わせたまちづく
りを進めています。静岡都心では、歴史博物館
や大道芸ワールドカップなど数多くの歴史資源
や静岡特有の文化資源、清水都心では、海洋文
化施設の整備や清水みなと祭りなど清水伝統の
海洋文化、草薙・東静岡副都心では、アリーナ
の誘致などスポーツや文化芸術の集積を活かし、
賑わいを創出します。
そして、まちなか同士で連携を図ることで、

相乗効果を生み、市域全体の活性化を図ってい
く必要があります。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

③ 観光・交流
分野
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今回の訪問・移動で不便だったこと

【出典】するが企画観光局調べ

葵歴史のまちづくりグラン
ドデザイン（イメージ）

駿河まなびのまちづくりグラ
ンドデザイン（イメージ）

清水みなとまちづくりグラ
ンドデザイン（イメージ）
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指標① 観光交流客数 参考値：12,171,352人 （R2 静岡市調べ）

指標② 観光消費額単価 参考値：24,313円 （R3秋 (公財)するが企画観光局中部5市2町来訪者調査）

指標③ 来訪者の満足度（NPS値） 参考値：30.7 （R3秋 (公財)するが企画観光局中部5市2町来訪者調査）※NPS値：来訪者が静岡市に対して有する愛着度を図るもの

指標④ 来訪者の再訪意向 参考値：78.4％ （R3秋 (公財)するが企画観光局中部5市2町来訪者調査）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

③ 観光・交流
分野

政策３
来訪者にやさしく、
再訪を促す受入態勢
づくりを推進します

②来訪者へのおもて
なしの向上と周遊を
促す取組みの促進

①来訪者が快適・安全
に楽しむための受入
環境の充実

観光施設リニューアルや看板
の多言語化の推進

ボランティアガイドの育成
DMOの推進

政策２
静岡の魅力を伝え、
国内外からの誘客と活発
な交流を推進します

③海外との多彩な交流

②社会情勢の変化に対応
した誘客促進

①静岡市ならではの
資源を活用した
シティプロモーション

「静岡市はいいねぇ。」を活
かしたシティプロモーション

しずチカの活用

MICE誘致
インバウンドの推進
マイクロツーリズムの推進

台湾とのスポーツ交流
諸外国・都市との国際交流
客船誘致ポートセールス

政策４
まちなか(都心・副都心)
から広がるまちの賑わい
づくりを推進します

③草薙・東静岡副都心
を中心とした賑わい
づくり

②清水都心を中心と
した賑わいづくり

①静岡都心を中心と
した賑わいづくり

歴史博物館管理・運営
大道芸ワールドカップなどの
賑わい創出イベント開催支援

海洋文化施設の整備
駿河湾フェリー運航
清水みなと祭りなどの賑わい
創出イベント開催支援

アリーナの誘致推進
東静岡アート＆スポーツ/

ヒロバの活用

政策１
国内外に誇れる地域
資源を活かした観光
を推進します

①世界に認められた
地域資源の磨き上げ

三保松原の保全と活用
日本平からの夜景を活かしたナ
イトツーリズムの推進

国宝久能山東照宮、駿州の旅
日本遺産をはじめとする歴史
資源の磨き上げ

お茶ツーリズムの推進
マグロのまち静岡の推進
しずまえ鮮魚の普及の推進

②模型の世界首都・
静岡を活かした魅力
づくり

③多彩な歴史文化に
触れ親しむ観光振興

④お茶・マグロ・しず
まえブランドなどの
食の磨き上げ

⑤オクシズの魅力を
活かす交流促進

⑥スポーツを活かした
交流促進

「ホビーのまち」静岡の推進
プラモデルプライドプロジェク
トの推進

温泉を核としたワーケーショ
ン等の観光誘客

ホームタウンチームとの連
携・協働
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歴史に育まれてきた多彩なしずおか文化に誇りと愛着を持ち、スポーツ・学び
を通して一人ひとりが輝き続けるまちを実現します

⑴多種多様化する需要に応じたスポーツを親しむための機会の創出や環境整備
近年、市民がスポーツに求めるものは、一人ひとりの価

値観やライフスタイルの変化に伴い多種多様化しています。
様々な世代を対象としたスポーツ教室を開催するなど、ス
ポーツをする機会を提供していますが、時間・場所を選ば
ず自分のペースでできるスポーツや、気軽に楽しめるス
ポーツの需要が高まっています。このような需要の変化に
応じ、誰もがスポーツを日常的に親しむための機会を創り
出すことが求められており、これに併せて、環境の整備も
必要となります。

さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会等における合宿誘致及び交流事業等の実施や、地域で愛
されるホームタウンチーム固有の魅力・価値を活用した事
業の実施により、スポーツに対する市民の関心が高まりま
した。そこで、これまで培った交流等を一過性のものとせず、継続的な取組にしていく必要がありま
す。また、ホームタウンチーム特有の強みを生かした更なる取組の推進が求められています。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における合宿誘致やホームタウンチームとの連携・
協働等により、スポーツに対する市民の関心が高まりを見せてきたとともに、歴史コンテンツやスト
リートパフォーマンスに触れる多様な機会が増えたことで、静岡に根付いた文化がより身近なものとな
りました。

市民の関心の高まりを機に、スポーツの力を活かした地域の活性化、歴史資源の磨き上げと継承、文
化活動を通した居場所づくり、まちづくりを担う人材づくりを推進します。スポーツ、文化活動、学び
の機会から誰ひとり取り残さない取組により、生涯を通して一人ひとりが輝き続けることができるまち
の実現を目指します。

⑵文化等を活かして賑わいが生まれるまちだと思う割合の伸び悩み
文化施設や、まちなかでは、文化イベントが盛

んに企画・開催され、子どもから大人まで文化に
触れる機会を創出する環境が整ってきたことで、
静岡市が「幅広い世代が文化に触れる機会が増え、
文化を身近に感じられるまち」であると考えてい
る市民の割合が上昇しています。

一方で、こうした文化を活かして賑わいが生ま
れるまちだと思う市民の割合は高まっていないた
め、気軽に文化事業に参加できる機会の提供と情
報の発信、文化を通じた交流の活性化が求められ
ています。また、文化施設の中には開館後数十年
が経過している施設もあることから、老朽化に伴う再整備の他、文化活動を通じた居場所づく
りや誰もが心豊かな生活を営むことができるような環境整備が求められています。

⑶歴史への関心の希薄化と伝統文化の担い手の不足
静岡市歴史博物館や駿府城跡天守台野外展示といった歴史文化の魅力発信の拠点整備が進ん

でいる他、久能山東照宮や静岡浅間神社などの有形文化財の保存修理の支援を推進してきまし
たが、静岡市が「歴史や文化を身近に感じること
ができるまち」だと考える市民の割合が高まって
おらず、歴史に対する市民の関心が薄れてきてい
ます。また、人口減少・高齢化・過疎化による後
継者不足が進み、無形民俗文化財をはじめとした
地域の歴史文化や伝統の維持存続は喫緊の課題と
なっています。歴史文化の国内外への魅力発信に
よりシビックプライドを醸成するとともに、保存
・継承及び活用の推進を通じた地域の歴史文化の
魅力向上が求められています。

⑷社会変化に対応するための学びと学んだことを地域や社会に活かす市民の支援
生涯学習を行っている市民の割合は増加してい

ますが、学んだことを地域や社会に活かしている
市民の割合や生涯学習施設の利用者数は減少して
います。誰もが気軽に学びやすい環境の整備と、
学んだ成果を活かすための支援が求められていま
す。

また、長寿命化やＤＸの進展などの社会経済
環境の変化に対応するリカレント教育やリスキ
リングといった社会人の学び直しの支援も必要
となっています。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

④ 文化・スポーツ
分野

57.40%

38.60%

28.50%

10.80%

54.70%

39.00%

31.80%

10.80%

一人でマイペースに

友人や家族と一緒に

スポーツを通して知り

合った人たちと一緒に

その他、無回答等
令和３年度

平成30年度

【出典】令和３年度静岡市スポーツ活動・生涯学習に関する市民意識調査

あなたは、これからどのような人たちと
運動・スポーツをしていきたい（してみたい）
と考えますか。（〇はいくつでも）

【出典】令和３年度静岡市スポーツ活動・生涯学習に関する市民意識調査

【出典】静岡市市民意識調査

【出典】静岡市市民意識調査
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指標① スポーツが盛んなまちだと思う市民の割合 参考値：66.2％ （R3 静岡市市民意識調査）

指標② 歴史や文化を身近に感じることが出来るまちだと思う割合 参考値：63.3％ （R3 静岡市市民意識調査）

指標③ 生涯学習を行っている市民の割合 参考値：53.7％ （R3 静岡市スポーツ活動・生涯学習に関する市民意識調査）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

④ 文化・スポーツ
分野

政策１
スポーツが持つ力に
より、誰もが健康で
心が満たされるまち
づくりを推進します

③スポーツを通した
人々の交流による
地域の活性化

②スポーツを日常的に
親しむための環境
整備

①誰もが楽しむことが
できるスポーツの
推進

各種スポーツ教室の実施
楽しく身体を動かす運動遊
び等の推進

スポーツ施設等の整備
スポーツ指導者やスポーツ
ボランティア等への支援

全国大会等の開催支援や合
宿誘致

ホームタウンチームとの連
携・協働

政策２
文化を通じたつながり
と、交流による賑わい
あふれるまちづくりを
推進します

③国内外への情報
発信の充実や交流
による新たな文化
の創造を通じた
まちの賑わい創出

②市民が文化を通じ
て生きる喜びを
感じられる環境
づくりの推進

①互いを受け入れ
誰もが文化に触れ
られる機会の創造

こども園訪問コンサートや親子
コンサート

障がい者施設や適応指導教室等
に向けたアウトリーチ事業

ラウドヒル計画事業(市民による
オリジナル舞台作品制作事業)

公共施設の整備
文化施設でのボランティア活動
まちを劇場に見立てた場の提供
（まち劇スポット事業）

大道芸ワールドカップ
静岡まつり
清水みなとまつり
釜山文化財団との文化交流事業

政策３
静岡の歴史的価値を
磨き上げ、次世代に
継承します

③市民による静岡の
歴史や文化財の
価値の共有と活用
の推進

②価値ある静岡の
歴史文化の継承の
推進

①静岡の地域資源で
ある歴史文化の
保存の推進

三保松原保全活用事業
史跡を保存・活用するための
保存整備事業

文化財保存修理事業

担い手育成と伝承事業、体験
学習をはじめとしたシビック
プライド醸成の推進

特別史跡登呂遺跡活用事業
文化財特別公開事業

政策４
生涯にわたる学びを
支援し、まちづくり
に関わる人材を育成
します

③「学ぶ」「活かす」
の循環を支える
基盤の充実

②学びを地域や社会
に活かすための
支援の充実

①誰でも気軽に学び、
互いに学び合える
機会の充実

静岡シチズンカレッジ
「こ・こ・に」や生涯学習
施設における講座などの拡充

「こ・こ・に」等の修了生への
社会参加や活動の支援

施設の長寿命化やデジタル化な
どの学習環境の整備
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すべての子ども・若者が、夢や希望をもって、健やかで、たくましく、
しなやかに育つまちを実現します

⑴急激に変化する社会の中での子ども・若者の育成
グローバル化の進展、デジタル時代の到来に伴う産業や社会

構造の変化に加え、自然災害や感染症等のリスクの増加など、
子ども・若者を取り巻く社会環境が変化しています。
このような状況の中でも、一人ひとりが自分の良さや可能性

を認識しつつ、多様な他者を尊重し、協働しながら激しい社会
変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓く力を持った子ども・若
者を育成することが求められています。

グローバル化の進展やデジタル時代の到来、少子高齢化や核家族化、地域コミュニティの希薄
化など、子ども・若者を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような環境においても、自分の長所や可能性を自覚し、他人の意見を尊重して協働しなが
ら、自らの力で未来を切り拓くことのできる子ども・若者を育成します。

また、困難な環境に置かれた子ども・若者が夢や希望をもって成長できる、「誰一人取り残さ
ない」まちづくりを目指すため、切れ目のない適切な支援を推進していきます。

さらに、行政や地域、関係団体といった「しずおか総がかり」による子育て家庭への支援によ
り、安心して子どもを生み育てることができる環境を創ることで、子育てしやすいまちの実現を
目指します。

⑵困難を抱える子ども・若者の多様化・複雑化
医療的ケア児などの特別な支援を必要とする

子ども、外国人児童生徒の増加や、子どもの貧困、
ヤングケアラー、いじめ、不登校など、子ども・
若者を取り巻く問題が、近年多様化・複雑化してい
ます。

このような中、すべての子ども・若者が自己肯定
感を持ちながらいきいきと学び、成長できるよう、
個別のニーズに応じた切れ目のない支援が一層求め
られています。

⑶子ども・若者、子育て家庭を取り巻く環境の変化
少子高齢化、核家族化、地域コミュニティの希薄化

等により、地域による子育て支援活動や教育環境に変
化が見られます。

このような状況下においても、幼少期から進学、就
職、結婚、妊娠・出産、子育てといったライフサイク
ルにおいて、しずおか総がかりで、子ども・若者、子
育て家庭を支援することが重要です。

また、子育て家庭が孤立感、負担感を抱くことなく、
安心して子どもを生み育てることができる環境づくり
が求められています。

⑷安全・安心で質の高い保育・教育環境づくり
保育・教育施設の長寿命化や耐震化、バリアフリー化等の計画的な整備に加え、脱炭素社会、

デジタル時代の到来など、新たな時代の潮流に対応した施設整備が求められています。
また、保育士、教職員等、安定した保育・教育を

提供するために必要な人材が、本市を含め全国的に
不足しています。

すべての子どもが質の高い保育、教育を受けるこ
とができるよう、時代にあった施設整備を推進する
とともに、長期的な視点に立った人材の確保、育成
が必要です。

また、通学路の安全確保をはじめ、避難訓練等の
実践的・体験的な活動を通じた防災教育の推進、
アレルギー疾患への配慮など、様々な場面において、
子どもの安全・安心を確保することが重要です。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

⑤ 子ども・教育
分野

【出典】静岡市調べ

【出典】静岡市調べ

【出典】静岡市調べ
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政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

⑤ 子ども・教育
分野

指標① 将来の夢や希望をもっている児童生徒の割合 参考値：小学生80.1％ 中学生76.2％ (R3 全国学力学習状況調査)

指標② 自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合（自己肯定感） 参考値：小学生77.2％ 中学生66.4％ (R3 全国学力学習状況調査)

指標③ 今後も静岡市で子育てをしていきたいと思う市民の割合 参考値：96.4％ (R2 静岡市調べ)

指標④ 保育所等待機児童数（4/1及び10/1時点）及び放課後児童クラブ待機児童数（5/1時点） 参考値：保育所等 43人（R3.10/1）、0人（R4.4/1）放課後児童クラブ 30人（R4.5/1）（静岡市調べ）

政策１
自らの力で豊かな未来を
切り拓くことができる
子ども・若者を育成
します

③教育DXの推進

②グローカルに活躍
できる人材の育成

①自ら学び、共に
生きる力をもった
子ども・若者の
育成

こども園におけるESDの推進
静岡型小中一貫教育の推進
学力向上支援策の推進

国際教育の推進（ALT、地域人材
（GET）活用事業）

しずおか学の推進
二十歳の記念式典行事

GIGAスクール構想の推進

デジタル時代を生きる子ども・若
者の規範意識、資質、能力の育成

政策２
子ども・若者が誰一人
取り残されず成長でき
るよう支援します

③子ども・若者の
安全安心な居場所
づくりの推進

②いじめ・不登校・
ひきこもり対策の
推進

①特別な支援を必要
とする子どもの
保育・教育の推進

医療的ケア児を含む特別支援教育の推進
静岡型ヤングケアラー支援
インクルーシブ教育・保育の推進

こころのケアの推進
ひきこもり対策推進

家庭的養護の推進と里親支援
子ども若者相談事業
様々な居場所（サードプレイス）づくり
の推進（子ども食堂など）

政策３
しずおか総がかりで
子ども・若者・子育て
家庭を支援し、子ども
を生み育てやすいまち
づくりを推進します

③学校、家庭、地域等
の連携の充実

②安心して子どもを
産み育てられる環境
づくり

①子ども・若者・
子育て家庭を支える
地域づくり

ファミリーサポートセンター事業
子育てトーク事業

多子世帯への負担軽減
結婚、妊娠出産に対する包括的支援
ひとり親家庭への支援

コミュニティ・スクール導入推進事業
部活動改革

政策４
信頼される保育・教育
環境づくりを推進
します

③安定した質の高い
保育・教育の提供

②充実した保育・
教育環境の整備

①子どもの安全対策
の推進

通園、通学路における安全確保の推進
防災教育の推進
児童虐待防止対策の推進

施設の整備、長寿命化の推進
適正規模・適正配置の推進
スマート子育ての推進（書類提出の電子
化など）

放課後児童クラブ室の整備

教職員、保育教諭等の確保、育成の推進
教育保育の質の向上のための適正な人員
配置

学校における働き方改革プランの推進
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基本計画 － 分野別計画の取組04

誰もが健やかに生きがいをもって自分らしく地域で共に生きることのできる
まちを実現します

⑴地域活動の担い手の確保や「8050問題」・「ダブルケア」への対応
防災訓練等の地域活動の参加者割合が増加する中、互い

に助け合う暮らしやすいまちだと思う市民が過半数になっ
ています。一方、地域活動の参加者における継続辞退の希
望割合が増加するとともに、民生委員・児童委員における
70歳以上割合が約６割に達する中で、地域活動の担い手の
確保は依然として課題です。

親と同居している50代の未婚者数が約１万人に達する等、
80代の親（認知症等）が50代の子（引きこもり等）を支え
る「8050問題」が顕在化しています。育児と介護を同時期
に行う「ダブルケア」の問題も含む複合問題世帯が増加す
る中で、制度ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」と
いう関係を超えた仕組みづくりも課題です。

高齢者や障がい者を含む全ての人が、住み慣れた地域で活き活きと自分らしく暮らしていける
よう、医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供体制を確保するとともに、全世代の
就労・社会参加の場を提供し、互いに支え合い、誰もが役割を持ち活躍できる地域づくりを目指
します。

市民の皆さんが、「からだ」と「こころ」の健康を維持し、安心して暮らし続けられるよう、
健康度の見える化や、市民主体の”知”[就労・社会参加] ”食”[食事] ”体”[運動]を軸とし
た取組を促進し、健康意識を高め、疾病予防・介護予防を推進するとともに、地域医療の確保や
新興・再興感染症等に対応する体制の充実を図ります。

⑵全世代の健康長寿・就労・社会参加の推進や終活支援
健康寿命が上昇し、医療・介護連携がうまくいってい

ると感じている専門職の割合は増加しています。一方、
要支援・要介護認定率（年齢調整後）は増加傾向となっ
ています。また、生産年齢人口が減少しており、さらに、
地域活動に参加している高齢者の割合が横ばい状態とな
っています。

2025年には団塊の世代が全て後期高齢者になる見通し
の中、地域の社会・経済を維持・活性化するためには、
高齢者だけでなく全世代・全員の就労・社会参加が課題
です。

認知症高齢者数が増加するとともに、高齢者ひとり暮
らし世帯数も増加する中で、認知症の発症や人生の最期
の場面を見据えた早期からの包括的な対応も課題です。

⑶障がい者の就労・社会参加や希望する地域生活の実現
障害者手帳交付者数が増加する中、 障害福祉サービ

ス等利用者数の増加に対応するとともに、医療的ケア児
や発達障がい児者等、多様な障がい特性に応じた支援の
充実も図ってきました。一方、日頃から障がいのある人
との交流がない人を中心に、地域における共生が進んで
いると思う市民の割合の低下がみられます。

また、就労系障害福祉サービスの利用終了者に占める
一般就労への移行者割合が横ばい状態です。障がいへの
理解や障がい者の活躍を促進するためには、希望や能力
に応じた障がい者の就労・社会参加が課題です。

その他の社会の変化等に伴う障がい児・障がい者のニ
ーズへのきめ細かな対応に加え、障がい者の入所施設や
病院からの地域移行の推進、「親なき後問題」等の多様
な課題への対応を含め、障がい者が希望する地域生活を
実現する地域づくりも課題です。

⑷健康づくりや地域医療・健康危機管理の推進
壮年期・中年期（30～64歳）人口10万人当たり死亡数

が減少傾向である一方、がん検診受診率の伸び悩みとと
もに、がんによる死亡者数の増加の傾向が見られます。
また、特定健診受診率が横ばい状態であり、メタボリッ
クシンドローム、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病
の人が依然として多くなっています。検診・健診に加え、
栄養・食生活や運動の環境整備が課題です。

自殺者は依然として相当数おり、依存症等の身体・精
神の複合的な問題を抱えた人の相談が増加する等、「か
らだ」と「こころ」の健康確保が課題です。コロナ禍で
顕在化した地域医療や健康危機管理の体制確保も課題で
す。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

⑥ 健康・福祉
分野
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指標① 健康寿命 参考値：男性73.03歳、女性75.25歳（R1 厚生労働科学研究班）

指標② 互いに助け合う暮らしやすいまちだと思う市民の割合 参考値：54.9%（R3 3次総に係る市民意識アンケート調査)

指標③ 障がいのある人とない人の地域における共生が進んでいると思う市民の割合 参考値：①障害のある人11.7%、②障害のない人16.0% （R1 静岡市障がい福祉に関するアンケート調査）

指標④ 壮年期・中年期（30～64歳）人口10万人当たり死亡数 参考値：208人（R2 人口動態統計及び国勢調査を基に静岡市で算出）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

⑥ 健康・福祉
分野

政策１
地域共生・地域福祉を
推進します

③地域福祉を支える
人づくり・意識
づくり

②多様な主体が協働
するつながりづく
り・場づくり

①一人ひとりに必要
な支援を届ける
仕組みづくり

包括的な支援体制の整備
（重層的支援体制整備事業）
権利擁護の推進
(成年後見制度利用促進事業）

地域で支え合うつながりづくり
(避難行動要支援者避難支援事業)

誰もがいきいきと活躍できる場所
づくり（生涯活躍のまち静岡
（CCRC）推進事業）

福祉ボランティアの確保、育成
(民生委員・児童委員の活動支援)

支える側・支えられる側の垣根の
ない社会参加の推進（高齢者就労
支援事業）

政策３
障がい者共生・福祉を
推進します

③多様なニーズに
対応した地域生活
の支援

②障がいのある方の
社会参加の促進

①障がいの有無に
かかわらず、権利
や意思を尊重でき
る市民意識の醸成

障がいへの理解を深める活動
の促進

（障害者差別解消法に基づく
相談事業、心のバリアフリー
関連事業）

雇用と福祉の連携等による障
がい者就労の支援

（就労移行支援、障がいの
見える化を軸とした就労
アセスメントの推進）

地域移行・定着のための支援
体制の構築（地域生活支援拠
点等整備事業、精神障がい
にも対応した地域包括ケア
システムの構築）

政策４
健康づくり・地域医療を
推進します

③健康に関する危機
管理体制の充実

②安心して暮らせる
地域医療の確保

①生涯を通じた
「からだ」と
「こころ」の健康
づくりの推進

予防・健康づくり・データ
ヘルスの推進（清水区脳梗
塞予防実証実験事業、特定
健診・保健指導事業）

地域医療・救急医療の確保
（病院群輪番制運営費助成、

急病センター運営事業、
精神科救急医療体制整備
事業）

新型コロナウイルス感染症
を含む新興・再興感染症対
策の推進（情報発信、啓発
活動、ワクチン接種、静岡
市新型インフルエンザ等対
策行動計画の見直し）

政策２
（仮）健康長寿・全世代
活躍を推進します

③市民の自主的な
（仮）健康長寿・全世
代活躍の取組の
促進

②市民の連携による
地域での支え合い
体制の整備

①医療・介護の専門
職の連携による
支援

認知症総合支援の推進
（認知症ケア推進センターの
運営、認知症初期集中支援
事業）

生活支援・見守りや終活の推
進（生活支援体制整備事業・
高齢者見守りネットワーク推
進事業）

就労・社会参加の推進
（高齢者の就労促進事業、

しずおかハッピーシニアライ
フ事業）

④持続可能な介護
保険制度の実現

サービスの「量」と「質」の
確保（介護職員初任者研修受
講就労助成金事業、ケアプラ
ンの点検）
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快適で質の高いまちの拠点と、住環境・交通環境の充実による、誰もが暮らし
たい・訪れたい“人中心”のまちを実現します

⑴新たな都市空間の創造による都心の魅力向上
都心の来訪者数は減少傾向でありますが、静岡・清水

両都心、東静岡副都心は、商業、業務、医療、情報など
の都市機能を持ち、今後も静岡県中部地域の中枢機能を
担いつつ、コンパクトシティの核としての役割を果たし
ていくことが求められています。

また、ウォーカブルな空間活用等、公共空間の使い方
が大きく変化する中で、柔軟な対応も求められています。

そのため、静岡・清水両都心、東静岡副都心において、
地域と一体となったまちづくりを更に進め、公民共創に
より新たな価値を創造し都心の魅力を向上することが
重要です。

都市課題や市民生活が複雑・多様に変化し続ける中、環境負荷低減や生活利便性の向上等のため、
コンパクトでゆとりと賑わいのある人中心のまちづくりが重要になっています。

そこで、都心・副都心等の拠点において、「公民共創」により誰もが安心して滞在できる空間の
創出や、市民や来訪者を惹きつける、快適で良好な景観を形成する緑のあふれるまちづくりを進め
ていきます。

併せて、これらの拠点を有機的に結びつけ、誰もが快適に移動できるよう、超高齢社会、脱炭素
社会に対応した、地域の暮らしを支える交通ネットワーク・システムの構築を目指します。

また、市民の「暮らしの安心」・「暮らしの充実」につながる建築物の耐震化や公園・緑地の整
備等に取り組み、脱炭素社会を実現する環境にやさしく快適なまちづくりを進めていきます。

⑵まちの多様性を活かした地域の特色に応じたまちづくり
新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、

市民の意識、価値観に変化が生じ、自宅周辺での
活動が増加する傾向がある中、都心や中心市街地
以外の拠点において、多様な主体による地域の
特色に応じたまちづくりが求められています。

JR草薙駅周辺を始めとする地域拠点や大谷・
小鹿地区、大浜地区等において、エリア
マネジメント、Park－PFIなどにより、地域の
個性を明確に打ち出し、地域の魅力を高め、
活発な交流を生み出すまちづくりを進める
必要があります。

また、中部横断自動車道の開通や東名高速
道路 日本平久能山スマートICの設置など、
大規模社会資本の整備に併せ、大谷・小鹿地区の
区画整理事業や日本平といった交流拠点の整備も
進めていく必要があります。

⑶超高齢社会・脱炭素社会等に対応した交通環境への転換
超高齢社会の進展や新型コロナウイルスの感染

拡大を契機としたライフスタイルの多様化など、
交通機能の充実や安全の確保に関する施策が、
これまで以上に求められています。

地域の活力向上等を見据えた集約型の都市
構造を目指すために、都心・副都心をはじめ
とする各拠点間を結ぶ、MaaS等の新たな交通
体系の構築を交通事業者等と連携しながら
進めることが重要です。

また、脱炭素社会に向けて、水素・EVバス
を始めとする次世代モビリティの普及、拠点
駅を中心に自動運転やスローモビリティ等
新たなモビリティの接続を可能にするなど、
誰もが利用しやすい交通体系の構築が必要と
なっています。

⑷安全で快適な住環境の確保
市民の安全・安心を確保するため、公共建築物のみならず、民間建築物の耐震化により都市

全体として災害に強いまちづくりが求められています。
また、日常生活の中で、ゆとりや潤い、憩いを感じられるよう、ユニバーサルデザイン化や

省エネルギー化など、付加価値の高い住宅の整備を促進するとともに、高齢者や子育て世帯へ
の優遇施策や、身近な公園の整備を進め、人や自然にやさしい住環境の創出を目指し、調和の
とれた都市景観の形成や、身近で緑が感じられる環境づくりが必要です。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

⑦ 都市・交通
分野
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指標① 静岡、清水の中心市街地の滞在時間（2時間以上の割合） 参考値：静岡 62.2％、清水 47.6％（R3 静岡商工会議所通行量・来街者調査）

指標② 公共交通や自転車で移動がしやすいと思う市民の割合 参考値：33.4％（R3 3次総に係る市民意識アンケート調査）

指標③ 安心・快適に暮らせると思う市民の割合 参考値：76.1％（R3 3次総に係る市民意識アンケート調査）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

⑦ 都市・交通
分野

政策１
新たな都市空間の創造
により、誰もが心地
よく幸せを感じる都心
のまちづくりを推進
します
～『ネクスト都心』の
創造～

④緑の基本計画に基づ
く、みどりあふれる
まちの推進

②居心地が良く歩き
たくなるまちなかの
形成

①都心、副都心の都市
機能の高度化・
集積化

立地適正化計画の推進
JR静岡駅周辺整備事業

静岡都心地区まちなか再生事業
ウォーカブルな都市空間の整備

駿府城公園再整備事業
グリーンインフラの社会実装の
推進

③公民共創による都市
空間を活用したまち
づくり

エリアマネジメントの推進
景観計画の推進

政策３
多彩な交流と活動を
支える交通環境の
充実を推進します

③脱炭素社会に向けた
地域交通のグリーン
化の推進

②地域の暮らしを
支える持続可能な
公共交通

①誰もが安全、快適に
移動できる交通環境
の整備

地域交通弱者対策事業
放置自転車対策事業

自主運行バスの運行事業
静岡型MaaS基幹事業

次世代モビリティ(FCVバス、EV
バスなど)の普及促進

自動運転実装に向けた環境整備

政策２
まちの多様性と
イノベーションの創出
により、活発な交流と
個性豊かな地域のまち
づくりを推進します

④地域の拠点となる
魅力をもった公園の
整備と適正運営の推進

②公民共創による地域
の特色を活かした
まちづくり

①居心地が良く歩き
たくなるまちなかの
形成

JR草薙駅南口メインスト
リート整備事業

大谷・小鹿地区まちづく
り推進事業

Park-PFI事業等、民間活
力導入による公園活用

③大規模資本や観光
資源を生かした交流
拠点の整備

大谷・小鹿地区土地区画
整理事業

政策４
安全・安心で環境に
やさしい住環境の整備
を推進します

④地域課題解決の場と
しての身近なオープン
スペースの適正再配置

②建築物の更新等による
環境に優しい安全・
安心なまちづくり

①災害に強く、安全・
安心なまちづくりの
推進

各種耐震化支援事業
土地区画整理事業

市街地再開発事業

身近な公園の新規整備及び
再整備

③環境にやさしく快適
な住環境の整備

公営住宅等整備事業
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経済の好循環を支え、誰もが安全で幸せに暮らすことができる持続可能な社会
基盤を有するまちを実現します

⑴広域道路ネットワーク整備の進展とアクセス道路整備
平成24年度の新東名高速道路県内区間の開通や、平成30年度の国道１号静清バイパスの全線４車線化、

令和３年度の中部横断自動車道静岡～山梨間の全線開通など、広域道路ネットワークは着実に整備が進
んでいる一方、広域道路に繋がるアクセス道路及び市域内を結ぶ幹線道路の未整備区間や、都市部の幹
線道路における渋滞などの交通課題があります。
また、本市はコンテナ取扱量全国８位の清水港

を有していることから、市内、県内、国内の円滑
な物流活動を支えるため、清水港へのアクセス性
向上が求められています。
広域から人・モノを呼び込むためには、広域道

路ネットワークの更なる整備促進に加え、広域
道路や清水港に繋がるアクセス道路の強化が必要
となります。
さらに、市民の交流を生み出すためには、市内

幹線道路の交通円滑化等、道路ネットワークのポ
テンシャルを高める各種取組が必要です。

社会基盤は市民の安全・安心な生活や活発な経済活動を下支えする普遍的、かつ基礎的なものではあ
るものの、老朽化した施設の増加や建設業の担い手減少など、社会基盤を取り巻く環境は厳しさを増し
ています。
このような中においても、道路、河川、上下水道などの社会基盤を適切に維持・管理し、また新たに

整備していくことにより、地域社会の快適性・利便性を向上させ、幸せに暮らし続けることができるま
ちの実現を目指します。

⑵老朽化した施設の増加と建設業における担い手不足
全国各地で老朽化した施設の増加や、それに伴う事故などが

社会問題となる中、平成25年に社会資本整備審議会から「今後
の社会資本の維持管理・更新のあり方について」答申がなされ
たことを受けて、３次総では計画的な維持管理・更新を政策の
１つとして進めてきました。

定期的な点検によって施設の健全性を把握する中、老朽化の
進行等により修繕や更新が必要な施設が数多く見つかっており、
これらの対応に莫大な費用が必要となることから、施設の統廃
合も含め、これまで以上に計画的・効率的に取り組んでいく
必要があります。

また、これらの社会基盤を支える建設業において、深刻な
従事者不足が大きな課題となっており、労働環境の改善など
の取組による新たな担い手（若者・女性）の掘り起こしや、
新技術の活用による生産性の向上に取り組む必要があります。

⑶安全で快適な生活環境を支える社会基盤の整備
おいしい水を安定的に供給する水道事業と、公共用水域の水質保全などを担う下水道事業は、

安全で快適な生活環境を支える重要な社会基盤であることから、市民サービスを継続できるよ
う、引き続き計画的な整備と適正な維持管理を徹底する必要があります。

道路においては、本市は他都市と比べて自転
車利用割合が高いという特徴があり、事故件数
は減少傾向にあるものの、自転車事故は依然と
して高い水準で推移しています。

また、未就学児をはじめとする子どもが関係
する交通事故や高齢運転者による交通事故が後
を絶たない中、高齢化進展への対処や安全安心
な子育て環境の実現など、時代のニーズに応え
る交通安全の取組が一層求められています。

このような背景から、安全・安心な道路環境
を確保するため、４次総においても引き続き交通
安全対策や自転車走行空間整備を進めていく必要があります。

⑷豪雨や地震などの自然災害が激甚化・頻発化
平成28年の熊本地震や、平成29年九州北部豪雨、平成30年７月豪雨（西日本豪雨）など、

自然災害による被害が全国各地で毎年のように
発生しており、本市においても台風や豪雨に
よる被害が発生している中、自然災害による
被害を抑制し、市民生活への影響を最小限と
するよう、静岡市浸水対策推進プランの推進
をはじめとした社会基盤の強靭化や早期復旧
を可能とする体制づくりをハード、ソフトの
両面で進めていく必要があります。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

⑧ 社会基盤
分野

■清水港コンテナ取扱量推移

取り扱い貨物量は
増加傾向

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

S5
1

S5
3

S5
5

S5
7

S5
9

S6
1

S6
3

H
2

H
4

H
6

H
8

H
1
0

H
1
2

H
1
4

H
1
6

H
1
8

H
2
0

H
2
2

H
2
4

H
2
6

H
2
8

H
3
0

R
2

1時間降水量50mm以上の年間発生数（全国・S51～R3）

※気象庁HPより
(回)

最近10年間(H24～R3)の平均発生回数(約327回)は

最初10年間(S51~S60)の平均発生回数(約226回)と比べて約1.4倍に増加

長期変化傾向が増加

【出典】港湾統計

【出典】市点検結果

【出典】静岡県警交通事故統計

老朽化した水道管

【出典】気象庁HP
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指標① 道路、河川、上下水道などの社会基盤に満足を感じる市民の割合 ※4次総から調査実施予定

指標② 主要道路における移動時間短縮 ※4次総から調査実施予定

指標③ 浸水対策推進プランの進捗率 ※4次総から調査実施予定

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

⑧ 社会基盤
分野

政策１
地域連携や交流の拡大
に貢献する道路整備を
推進します

②広域から呼び込む
幹線道路ネット
ワークの形成

①市民の交流を生み
出す道路ネット
ワークの形成

都市計画道路の整備推進

中部横断自動車道両河内
スマートIC整備

国道1号清水立体や静岡
南北道路長沼立体の推進

政策３
生活環境の安全性・
快適性の確保・向上に
資する社会基盤整備を
推進します

③脱炭素社会実現に
向けた取組の推進

②水環境の保護・改善

①道路環境の安全性・
快適性の向上

通学路における歩行空間
の整備

通行帯設置や路面標示等
による自転車走行空間の
整備

下水道計画区域内の整備

都市空間における緑化の
推進

上下水道施設における再
生可能エネルギーの導入
拡大

政策２
社会基盤の持続可能な
運営を図るため、計画
的な維持管理と担い手
の確保に取り組みます

③社会基盤分野の
DX推進

②建設業の担い手確保
に向けた取組の推進

①戦略的な維持管理・
更新等の推進

定期点検の結果等に基づく
施設の修繕や更新の実施

担い手確保に向けた啓発、
イベントの実施、研修の開
催等

施設データの一元化、連携
強化、ICTの推進

政策４
防災・減災に向けた
社会基盤の強化や体制
づくりを推進します

②災害からの早期復旧
に向けた体制の
整備・強化

①自然災害による被害
の最小化

施設の耐震化、耐津波化の
推進

浸水対策推進プランの推進

地籍調査の推進
給水拠点等の整備
事業継続に向けた応急体制
の充実
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あらゆる危機から市民の「いのち」と「くらし」を守り、安全・安心なまちを
実現します

⑴あらゆる危機への対応
現代社会を取り巻くリスクは多岐に渡っており、新型コロナウイルス感染症については、依然とし

て市民生活や経済への多大な影響を及ぼすほか、ウクライナ侵略などの影響により、原油や穀物等の
価格が高騰するなど、社会経済活動の実質的な回復には至っていない状況です。また、近年、全国的
に大規模地震が激甚化・頻発化しており、今後、本市においても南海トラフ巨大地震等が発生した場
合、甚大な被害が生じることが想定されています。
こうした様々な危機に直面した場合、被害を最小限にするためには、スピード感を持った初動時の

対応が重要となります。
そのためには、迅速な意思決定の下、連携を図りながら専門性が発揮できる一体的な危機管理体制

の構築、自らが主体性を持って行動できるための災害対応に関するマニュアルづくり、緊急事態発生
時においても市民サービスが安定的・継続的に提供できる体制整備が必要となっています。

近年、激甚化・頻発化している地震や台風等の自然災害をはじめ、2020年に発生した新型コロナ
ウイルスの感染拡大、外国からの武力攻撃事態、大規模火災や多数傷病者発生事故などの危機は、
私たちのこれまでの想像をはるかに超え、市民の日常生活や多くの企業の経済活動にも多大な影響
を及ぼしています。

このような状況の下、地方自治体においても、危機管理の重要性が増していることから、あらゆ
るリスクを想定した、危機管理対応が強く求められています。

これらの危機から市民の「いのち」と「くらし」を守るためには、平常時から予想されるリスク
を察知し、事前の予防対策を講じるとともに、緊急事態が発生した場合は、初動時のスピードを重
視した適切な対応により、被害を最小限にとどめることが重要です。

そこで本市は、自然災害や感染症などのあらゆる危機に対して、対応できる強靭な危機管理体制
を構築するほか、災害リスクや地域の状況に応じた防災施設の整備等を推進することで、安全で安
心に暮らせるまちの実現を目指します。

⑵公民連携による地域防災力の向上
大規模災害等発生時には、電気、ガス、水道などの

ライフラインや、公共交通機関などが被災するととも
に、多くの負傷者の救護等が必要となるため、行政の
みでは、迅速な初期対応が難しいと考えられます。

このことから、災害発生時において被害を最小限に
とどめるには、平常時から行政と民間が連携・協力し、
双方が最大限の力を発揮できる体制づくりが必要とな
っています。
そのためには、迅速かつ適切な行動を意識した防災

訓練の実施・充実、啓発等による防災・減災意識の向上、行政と民間事業者との連携協定の拡充
など、公民連携により地域防災力を向上させることが重要です。

⑶大規模自然災害時に市民の安全を守るための環境整備
本市は、駿河湾に面し、また広大な山地を抱えてい

ることから、南海トラフ巨大地震や台風・豪雨等の風
水害など、大規模自然災害が発生した場合には、市民
の生命や財産に甚大な被害を及ぼすことが危惧されま
す。

このような事態に備え、市民が安全に暮らせる防災
施設等を整備するほか、災害発生時には、速やかに被
害情報や避難情報を発信し、安全に避難できるような
環境を構築する必要があります。

そのためには、災害情報伝達体制の強化、災害に強い社会基盤・都市基盤の整備、円滑な避難
行動の促進など、ソフト・ハードの両面から市民の安全を守ることが必要となっています。

⑷多様化する消防需要に対する消防力の強化
火災、救助、救急などの災害出動件数や高齢者の

救急搬送は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い
減少していたものの、再び増加傾向にあります。

火災では、建物火災の過半数が住宅火災であり、
死傷者も住宅火災において多く発生しており、火災
予防を推進していく必要があります。

また、風水害や感染症など、多種多様な災害が発
生しており、応急手当普及啓発などの救命体制の充
実、消防団員の確保や安全対策・消防訓練等災害
対応力の向上、施設装備等の強化など、消防力の強化
が求められています。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

⑨ 防災・消防
分野

【出典】静岡市調べ
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指標① 静岡市が災害に強く安全・安心に暮らせるまちだと思う市民の割合 参考値：56.1％ （R3 静岡市市民意識調査）

指標② 災害時の避難情報について、2つ以上のルート(防災メール・災害ラジオ・LINE・

同報無線・テレビ等)で受け取ることのできる環境が整っている市民の割合

指標③ 火災による死者数0 参考値：9人 （R3 静岡市調べ）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

⑨ 防災・消防
分野

政策１
あらゆる危機に対応
できる強靭な体制整備
を推進します

①危機管理体制の
強化

対策本部機能の強化
災害配備体制の強化
他都市との災害応援協定
に基づく相互連携体制の
強化

地域防災計画、水防計画、
危機管理指針、国民保護
計画、業務継続計画等の
最適化

政策４
火災、救急、救助に
対して迅速・的確に
対応するための消防力
強化を推進します

④施設整備等の
強化

③災害対応力の
向上

①火災予防の推進

消防団員の確保、安全対策
消防訓練の充実
消防広域化の構成市町との連携強化

消防ヘリコプターの更新
消防総合情報システム等の更新
消防施設、装備の整備

住宅用火災警報器の設置・維持管理推進
消防法令違反の是正
放火火災防止対策の強化

②救命体制の充実 応急手当普及啓発活動の推進
救急車の適正利用

政策２
公民連携による地域防災
力の向上に取り組みます

③市民・民間事業者
との連携強化

②防災・減災意識の
向上

①防災訓練の充実・
強化

総合防災訓練、地域防災訓練・
津波避難訓練・土砂災害等避難
訓練の実施

市政出前講座等による防災研修
の実施

地域へのパンフレット配布によ
る啓発

自主防災組織の育成
津波避難ビル整備への補助金
民間事業者との連携協定の締結

政策３
大規模自然災害に
備え、市民の安全を
守る環境を整えます

③スムーズな避難
行動の促進

②社会基盤・都市
基盤の整備

①災害情報の伝達
体制の強化

静岡型「災害時総合情報サイ
ト」の構築

同報無線デジタル化の整備

道路・上下水道等のインフラ整
備

防潮堤の整備
公共建築物・民間住宅の耐震化

ハザードマップ作成事業
避難行動要支援者個別避難計画
等の充実

津波避難標識等の設置

②災害対応計画・
業務継続計画の
最適化

※調整中
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人と自然が共生し、将来にわたり豊かな営みを続けられるまちを実現します

⑴2050年カーボンニュートラルの実現
近年、風水害の激甚化をはじめとした、地球温暖化の進行による影響が多方面で見られています。第21

回国連気候変動枠組条約締結国会議（COP21）にて採択されたパリ協定により全ての国において温室効果
ガス排出量の削減を目指す枠組みが構築されるなど、気候変動への対応が国際的にも加速化している中、
国は2050年温室効果ガス排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）に取り組むことを示しました。

本市は、企業と連携したエネルギーの地産地消等の
先進的な取組が高い評価を受け、令和４年４月に環境
省が公募した「脱炭素先行地域」に選定され、脱炭素
社会の実現をけん引する役割が期待されています。

今後は、このような先進的な取組を推進することで、
脱炭素に関する新たな企業投資を呼び込む等、環境と
経済の好循環を加速させ、2050年カーボンニュートラ
ルを実現していく必要があります。

本市には、ユネスコエコパークに登録された南アルプスをはじめとして、世界にも誇れる地域資源が
豊富に存在します。その地域資源のすばらしさを国内外に伝えるとともに、その恩恵を将来にわたり享
受できるよう、次の世代へつなげていかなければなりません。

また、市民生活の根底を支える廃棄物処理や防犯・交通安全等の課題に対応し、市民一人ひとりが自
立し、地域の一員として互いに助け合う、安心して暮らせる環境を整えることも重要です。

そのためには、市民、企業等様々な主体が連携し、経済・社会・環境の調和した持続可能なまちを実
現する必要があります。

そこで、本市は、人と自然が共生し、将来にわたり豊かな営みを続けられるまちを実現していくこと
を目指します。

⑵豊かな自然の保全と活用の推進
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に恵まれています。

特に、平成26年にユネスコエコパークに登録された南アルプスは、貴重な自然環境を有してい
ること、そして、その自然と共生しながら持続的に発展してきた地域であることが世界に認め
られています。

しかし、その南アルプスにおいても貴重な高山植物が減少するなど、気候変動や食害等によ
る自然への影響が見受けられます。

世界に誇れる自然を次の世代へ継承していくためにも、この自然から享受する様々な恵みに
ついて市民の理解を深めるとともに、この自然を誇り、守る心を育んでいくための取組を推進
する必要があります。

⑶ごみの減量に向けた取組と安定した廃棄物処理体制の整備
限られた資源の有効活用や衛生的な生活環境確保のため、ごみの減量と安定的な廃棄物処理

体制の整備が必要となります。本市では静岡版「もったいない運動」等を通じ、ごみの減量に
努めてきましたが、近年市民一人１日当たりのごみ
総排出量は横ばい傾向にあります。

また、最終処分場の残余容量がひっ迫するととも
に、清掃工場をはじめとする廃棄物処理施設の経年
劣化も進んでいます。

このため、市民一人ひとりが、ごみの減量などの
社会や環境等に配慮したライフスタイルへ変革する
よう促す取組の推進や、安定的な廃棄物処理体制の
整備に向け、必要な施策に取り組む必要があります。

⑷市民生活における安全で安心な暮らしの実現
市民の生活においては、空き巣や自転車の盗難など身近な犯罪や交通事故は減少傾向を示す

ものの、未だに後を絶ちません。また、インターネットを介した取引の拡大などに伴い消費行
動が多様化しており、消費者トラ
ブルの内容が複雑化しています。

誰もが安全で安心に暮らせるよ
う、地域・学校・家庭等での防犯
・交通安全活動や消費者トラブル
防止に対する取組をさらに進めて
いく必要があります。

2030年の目指す姿1

分野の役割2

関連するSDGsのゴール3

現状と課題4

⑩ 生活・環境
分野

1986年 2021年

南アルプスの高山植物の変化（北荒川岳）

【出典】令和３年度清掃事業概要

【出典】シズオカオープンデータポータル
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静岡市の二酸化炭素排出量の推移
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指標① 温室効果ガス排出量 削減率（2013年度比） 参考値：10.1%  （R1 静岡市調べ）

指標② 環境に関するボランティア活動に参加している市民の割合 参考値：17.2% （H30 静岡市市民意識調査（環境局調べ））

指標③ 市民一人1日当たりのごみ総排出量（家庭ごみ＋集団資源回収＋事業系ごみ） 参考値：872g （R3 静岡市調べ）

指標④ 刑法犯の認知件数 参考値：2,907件 (R3  静岡県警察本部提供）

政策 施策 事業イメージ

分野を代表する指標5

政策・施策体系図6
政策 施策 事業イメージ

⑩ 生活・環境
分野

政策２
豊かな自然や暮らしの環
境を守り、次世代へ繫げ
ます

④良好な生活環境の
確保

②持続可能な自然の
利活用の推進

①南アルプスなどの
自然環境・生態系の
保全

高山植物保護事業
外来種対策事業
ライチョウ保護事業
南アルプス環境調査

各種自然環境に係る学習
会・イベント等の実施

水質や大気等の状況を監
視する体制の充実

環境保健研究所機能の充
実（移転整備、検査体制
の更なる強化）

③自然を守る人材の
育成

放任竹林対策事業
清流保全事業

政策３
循環型社会を目指した
廃棄物政策を
推進します

②安定的な廃棄物
処理体制の整備

①ごみのさらなる
減量に向けた協働
の推進

静岡版「もったいない運
動」の推進

資源循環啓発
一般廃棄物処理基本計画の
推進

廃棄物処理施設の整備
ごみ収集体制の整備
浄化槽設置整備事業

政策４
犯罪等に強い誰もが
安全で安心して暮らせる
社会づくりを推進します

③正しい知識・判断に
基づく消費行動の推
進

②自分自身と相手を
守る交通安全意識
の向上

①みんなで取り組む
地域防犯活動の
推進

地域自主防犯活動団体に
対する助成

しずおか防犯パトロール
青色防犯パトロール活動
の推進

市内すべての地区（学
区）における交通安全運
動の推進

交通ルール・マナーの普
及啓発

消費生活に係る相談及び
情報発信の充実

地域や学校での消費者教
育の普及啓発の推進

政策１
地域脱炭素の取組を
加速させます

④気候変動に適応
した対策の推進

②省エネルギーの推進

①地域の特色を活かし
た再生可能エネル
ギーの最大限導入

脱炭素先行地域の推進
太陽光発電設備の普及促進

市有施設の省エネ化の推進
中小企業向け省エネルギー
対策支援事業

静岡市版・気候変動への適
応計画の策定と推進

③災害に強く環境に
やさしいエネル
ギーの分散化

戸建住宅におけるZEH化支援
事業

グリーン水素の利活用促進
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分野横断的な重点政策の考え方

 4次総においては、まずは10の分野別計画の取組を総合的に推進することで、基本構想で定める2つの都市像の実現を目指していきます。一方で、
限りある経営資源を有効に活用し効率的に各種施策を進めていくためには、静岡市の地域特性や地域資源を最大限に活かした、分野の枠組みにと
らわれない大局的な視点での取組も必要です。

 こうした考えのもと、各分野を横断的に連携させて重点的に取り組んでいく5つの政策を定めます。この5つの重点政策を、「『世界に輝く静岡』
の実現」に向けた取組を加速させる推進力(エンジン)として位置付け、進めていきます。

(仮称)歴史文化の地域づくり (仮称)海洋文化の地域づくり (仮称)森林文化の地域づくり

(仮称)健康活躍のまちの推進 【健康長寿・健康づくり＋子ども・子育て】 (仮称)まちは劇場とスポーツの推進 【まちは劇場＋スポーツ振興】

分野横断的な5つの重点政策

① 商工・物流 ⑨ 防災・消防⑧ 社会基盤⑦ 都市・交通⑥ 健康・福祉⑤ 子ども・教育④ 文化・スポーツ③ 観光・交流② 農林水産 ⑩ 生活・環境

10の分野別計画

各分野を横断的に連携

徳川氏・今川氏
に代表される
歴史文化

国際拠点港湾の
清水港を中心と
した海洋文化

中山間地の
豊かな自然環境
が育む森林文化

四季折々で
展開される

多様な文化芸術

(まちは劇場)

政
策
に
活
か
す
べ
き

地
域
特
性
・
地
域
資
源

※令和4(2022)年3月に公表した骨子案では、重点政策として「(仮)7つの柱」を位置付けており、その後、パブリックコメントのご意見や市議会会派からの政策提言などを踏まえ、5つ
の重点政策として見直しを行いました。(3ページ参照)

心身ともに健康で
活き活きと

暮らせる生活環境

(温暖な気候・
多彩な食資源等)

多世代の市民の
心に根差す
スポーツ文化
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重点政策の目的・取組の方向性など

(仮称)
歴史文化の
地域づくり

• 静岡都心では、商都として育まれてきた都心機能の更新に加え
て、徳川氏、今川氏に代表される多くの歴史資源の活用による
経済活性化を目指すまちづくりが求められています。

• これまで、葵舟の運航や駿府ホリノテラスの空間活用、東御
門・巽櫓のリニューアル、静岡市歴史博物館の建設などを進め
てきました。

• 4次総では、これまでの取組を継承・発展させ、市民が静岡市に
誇りと愛着を持つとともに、徳川氏、今川氏を中心とした歴史
資源を活用し、世界中から人が集まり駿府城公園周辺が賑わう
ことを目指して、取組を進めていきます。

目的・考え方

取組の方向性案

駿府城公園周辺の賑わい創出

市民の歴史認識の醸成 など

(仮称)
健康活躍の
まちの推進
【健康長寿・健康づくり＋子ども・子育て】

• 少子高齢化が進み現役世代が減少していく中で、社会の活力を
維持、向上させていくため、多様な就労・社会参加の促進や、
健康寿命の更なる延伸の必要性が高まっています。

• また、介護と育児の「ダブルケア」や、子どもが家族の介護や
世話に忙殺される「ヤングケアラー」などの複合的な課題のほ
か、医療的ケア児や発達障害児などの特別な支援を必要とする
子どもや引きこもりへの対応強化も必要となっています。

• 4次総では、年齢の壁、制度の縦割りの壁を超え、切れ目ない包
括的な支援を強化しながら、全世代の市民が心身ともに健康で
長生きし、役割を持ち活躍できる地域づくりを目指して、取組
を進めていきます。

目的・考え方

取組の方向性案

健康長寿・全世代活躍、健康づくり

困難を抱える子どもへの支援 など

(仮称)
海洋文化の
地域づくり

• 清水都心では、清⽔港が駿府外港などの長い歴史を経て国際拠
点港湾として発展し、地域の経済と生活に貢献することで、港
を核とした清水独自の海洋文化が育まれてきました。

• これらの特色を活かしたまちづくりを進めるため、これまで、
港湾整備や港のブランディング事業、客船による賑わい創出な
どを進めてきました。

• 4次総では、これまでの取組を継承・発展させ、「駿河湾」や
「清水港」を活かし、産業・研究・観光が生まれ高め合う「国
際海洋文化都市」として、清水港周辺が賑わうことを目指して、
取組を進めていきます。

目的・考え方

取組の方向性案

清水港周辺の賑わい創出

海洋関連産業の発展 など

(仮称)
森林文化の
地域づくり

• 静岡市の市域の約80％を占める中山間地域は、南アルプスをは
じめとする豊かな自然と人の営みが共存した貴重な地域であり、
「オクシズ」の呼称で市民に親しまれてきました。

• また「オクシズ」は、お茶やわさび、みかんなどの農作物や心
身を癒す温泉、伝統芸能など多様な地域資源を有しており、地
域経済の発展と資源環境の保全、良好な景観の形成など重要な
役割を果たしています。

• 4次総では、それらの地域資源をさらに磨き上げるとともに、都
市と山村が支え合い、地域資源循環を生み出す持続可能な中山
間地域の実現を目指して、取組を進めていきます。

目的・考え方

取組の方向性案

オクシズの生活機能維持

自然環境の保全と経済活性化の両立 など

(仮称)
まちは劇場と
スポーツの推進
【まちは劇場＋スポーツ振興】

• 静岡市には、人々の心を豊かにする大道芸、演劇、音楽などの
『文化・芸術』や、サッカーをはじめとした『スポーツ』が地
域に根付いています。

• さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や静
岡市独自の「まちは劇場」の取組により、市民の文化・芸術や
スポーツに対する関心が一層高まっています。

• 4次総では、この静岡市に根付いた『文化・芸術』と『スポー
ツ』の力を活かし、市民の心を一つにするとともに、様々な人
が交流することによる賑わいの創出を目指して、取組を進めて
いきます。

目的・考え方

取組の方向性案

まちは劇場の推進

スポーツ環境の充実 など
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 区役所は、市民に最も身近な行政機関として、「効率的で利用しやすい行政
サービスの提供」と「地域と一体となったまちづくりの推進」の2つの役割を
担っています。

 この役割を達成するため、3次総においては、「区の魅力づくり事業」の実施
や、本庁部門から区役所への事務移管などにより、区役所の機能強化に取り組
んできました。

 4次総においても、引き続き区役所が各区の魅力を生かしたまちづくりを推進
するとともに、各局とも積極的に連携しながら、取組を進めていきます。

基本計画 － 区役所の取組04

区役所の役割と取組の方向性

分野別計画の取組

効率的で利用しやすい
行政サービスの提供

地域と一体となった
まちづくりの推進

分野横断的な重点政策
など

葵区ＰＲキャラクター
あおいくん

駿河区応援隊長
トロベー

清水区広報キャラクター
シズラ

区役所 各局

積極的に
連携
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地域課題解決を目指す
取組へのサポート

地域が抱える課題に対し、区役所が調整
役となり、他の地域や市の関係課などと
連携・協力して、解決を図る事業「葵
チャレンジャー」を実施しています。

 区民の皆さんの多様性を尊重し、国籍や性別等を問わず、誰もが利用しやすい行政サービスの提供を目指します。

 デジタル技術を活用し、「いつでも」「行かずに」「書かずに」「押さずに」できる行政手続を目指すことをテーマに、
区民の利便性向上を目指します。

 オクシズの著しい人口減少に対応するため、区役所と民間企業、大学、
移住者などが地域と一体となり、オクシズの活性化や移住・定住を促進
していきます。

取組の方向性・主な取組など

歴史・文化を守り活かし、
魅力あふれるまちづくりの推進
静岡市の貴重な歴史・文化である駿府ねり
などの伝統芸能の継承と、その魅力の発信
を支援する事業「伝統芸能活動支援事業」
を実施しています。また、観光資源として
の価値を高め、交流人口の増加を図ります。

廿日会祭

地域の魅力発信と
区民のシビックプライドの醸成
各地域のイベント等への集客を支援し、
地域の魅力を市内外へ紹介する事業「葵
トラベラー」を実施しています。住民自
らが地域をプロモーションすることで、
住民の地域を誇りに思う気持ちを醸成し
ます。 麻機 遊水桜まつり

多様なステークホルダーと
連携したオクシズ活性化推進
オクシズの著しい人口減少に対応するた
め、区役所と市の関係課、民間企業、大
学、移住者などが地域と一体となり、オ
クシズの活性化や移住・定住を促進する
事業「葵区Move To Okushizu」を実施し
ています。常葉大学との検討会梅ケ島 梅木剪定

効率的で利用しやすい行政サービスの提供（３区共通）1

地域と一体となったまちづくりの推進2
 駿府城跡、伝統芸能等の歴史や文化、オクシズの豊かな自然など、葵区

の持つ様々な魅力を更に高めていくとともに、地域が抱える一つ一つの
課題を区役所と地域が協力して解決していくことで、人が「ここに住み
続けたい」と思うまちづくりを推進します。
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区民の一体感の醸成
区役所の周辺企業・団体と連携し、イベン
トや講座等を盛り込んだ駿河区一色の1週
間を企画（駿河トロベーWeek）するなど、
区民としてのシビックプライドを醸成しま
す。

地域を支える人材の育成
地域コミュニティを中堅となって支え
る人材（駿援隊）を育成します。
駿援隊は、地域での防災講座の実施や、
ワクチンの予約サポートなど、活動の
幅が広がっています。

多様な意見を反映した
地域づくり

大学生をはじめ、地域住民や企業
等から意見を聴取します。多様な
参加者が議論を重ね、区役所の取
組に反映することで魅力ある地域
づくりを推進します。

災害に強いまちづくりの推進
地域住民や学校、企業等を対象にソフ
トの面から防災力の向上を図ります。
受講者のニーズに合わせた講座を企画
し、「共助」の大切さを啓発します。
実績：R3年度 81回

 区内に複数の大学を有する特色を活かし、年齢などの垣根を超え、人と
人がつながる機会を創出し、区民が一体感を持った「誰もが住みやすい
駿河区」の実現を目指します。

取組の方向性・主な取組など

駿援隊による防災講座

わがまち×わかまち会議 防災出前講座

（イメージ）

 区民の皆さんの多様性を尊重し、国籍や性別等を問わず、誰もが利用しやすい行政サービスの提供を目指します。

 デジタル技術を活用し、「いつでも」「行かずに」「書かずに」「押さずに」できる行政手続を目指すことをテーマに、
区民の利便性向上を目指します。

効率的で利用しやすい行政サービスの提供（３区共通）1

地域と一体となったまちづくりの推進2
 区民一人ひとりの防災意識を高める取組により、地域コミュニティを活

かした災害に強いまちづくりを推進します。あわせて防災活動等への参
加をきっかけとし、地域活動への参画に繋げていきます。
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移住予定者のニーズに
寄り添った事業の実施

移住ツアーやまち歩き案内など、清水
区の魅力を伝え、移住・定住のきっか
けとなる事業を展開します。

区民の主体的な活動をサポート
区民が地域課題の解決に主体的に取
り組む活動を支援し、地域の魅力や
価値を高めるまちづくりを推進しま
す。

 駿河湾や山間部の豊かな自然やその恵み、歴史的・文化的資源がもたら
す多彩な魅力を積極的に発信するとともに、海と陸の玄関口である清水
区の地理的強みを活かして、人を呼び込み、賑わいを創出します。

取組の方向性・主な取組など

R3 まちづくりミーティング（由比）

区の自然や歴史が
育んだ魅力の発信

SNSを活用して、駿河湾や山間部
の豊かな自然やその恵み、歴史
的・文化的資源がもたらす多彩
な 魅力の発信を行います。

みかん

R3 三保松原名勝指定
100周年圃場完成記念植樹 桜えびと富士山

区の地理的強みを
活かした賑わいの創出

海と陸の玄関口である清水区の地理的
強みを活かして、地域振興イベントの
開催・局間連携による賑わいの創出に
取り組みます。

三保松原と富士山

さった峠と東名高速道路中部横断自動車道

清水港での客船歓迎

R3 移住日帰りツアー（由比・蒲原）

 区民の皆さんの多様性を尊重し、国籍や性別等を問わず、誰もが利用しやすい行政サービスの提供を目指します。

 デジタル技術を活用し、「いつでも」「行かずに」「書かずに」「押さずに」できる行政手続を目指すことをテーマに、
区民の利便性向上を目指します。

効率的で利用しやすい行政サービスの提供（３区共通）1

地域と一体となったまちづくりの推進2
 区民が地域に愛着をもち、地域課題の解決に主体的に取り組む活動を支援

することで、地域の魅力や価値を高めるまちづくりを推進していきます。
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庁内組織市民参画

各局等

作業部会

・分野別計画
・重点政策 など

パブリックコメント

市民討議会（Voice of しずおか）

市長ミーティング室

市民意識アンケート 外
部
有
識
者

静岡市議会

説明 説明

意見 意見
示唆

提案
報告

議決
(基本構想・基本計画)

プロジェクト
チーム

企画課（各会議事務局・全体調整等）

庁内策定会議
会長：市長 副会長：副市長

会員：各局長等

情報共有
連携

連携

大学生・高校生との意見交換

経済団体との意見交換
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令和3(2021)年度 令和4(2022)年度

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

策
定
作
業

基本構想

基本計画

実施計画

主
な
市
民
参
画
手
続
等

パブリック
コメント ● ●
市民意識
アンケート ●
市民討議会
(Voice of 
しずおか)

●

市長
ミーティング室 ●
経済団体・

大学等意見交換

外部有識者

骨子案検討

骨子案検討

事業検討

骨
子
案
作
成 原案検討 基

本
構
想
・
基
本
計
画

議
案
上
程
（
11
月
市
議
会
）

実
施
計
画

報
告
（
2
月
市
議
会
）

原案検討

随時実施

随時意見聴取

今ここ

修正

修正
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時代の潮流

 近年、経済、社会、環境など多方面において、世界規模の大きな変化が生じています。4次総の策定にあたっては、こうした変化やその影響を認識し
ながら、時代に即した取組となるよう、検討を進めていく必要があります。

• 国の人口は2010年をピークに減少を始め、同時に急速な高齢化が進行しています。人口減
少・少子高齢化は、地域活力の低下や経済活動の停滞などの影響を及ぼすことが懸念され
ます。

• 静岡市の人口は、国よりも20年早い1990年から減少を続けており、2020年の国勢調査では
70万人を下回りました。移住促進など、人口の社会増のための取組を進めているものの、
今後も更なる人口減少・少子高齢化は避けられないと見込まれます。

人口減少・少子高齢化

• 近年、地球規模の気候変動に起因する豪雨災害などが頻発し、日本国内のみならず、世界
各地で甚大な被害が生じています。

• 古くから南海トラフ地震による被害が懸念されている静岡市は、地震をはじめとした災害
対策について先進的に取組を進めてきているものの、今後、更なる異常気象の増加や、そ
れに伴う激甚災害が発生する可能性があることから、一層の対策強化が必要となっていま
す。

激甚化する自然災害の懸念

• 社会構造の変化、科学技術の進化などに伴い、人々の「豊かさ」の価値観や、求めるライ
フスタイルが多様化しています。また、「人生100年時代」と言われる中、65歳を越えても、
活き活きと働きながら暮らすことを望む高齢者が増加しています。

• こうした多様な市民ニーズに応えるための、きめ細やかな取組が求められています。

価値観・ライフスタイルの多様化

• 全国的に多くの公共施設の老朽化が進み、更新の時期を迎えています。社会保障などの義
務的経費が今後も増加する中、安定的な公共施設の老朽化対策を進めることが必要となっ
ています。

• 人口減少、少子高齢化を見据え、単なる建替えのみならず、統廃合や廃止、民間活用など
を視野に入れた、持続的なアセットマネジメントが求められています。

公共施設のアセットマネジメント

• 外国籍の住民の増加と定住化が進み、今後もその傾向は続くことが見込まれています。そ
こで、地域に暮らす人々が多様な価値観を認め合い、共に地域づくりをしていくことが求
められています。

• 静岡市で生活するすべての人々が、互いの文化的違いを尊重し、相互理解と思いやりにあ
ふれ、多様性を活かしたまちの実現が図られるよう、多文化共生のまちづくりを進めてい
く必要があります。

多文化共生の推進

• 地球温暖化に伴う異常気象や自然破壊、貧困、格差、差別など、世界は未だ深刻な問題を
数多く抱えています。これらに対応するため、2015年の国連サミットにおいて全会一致で
採択されたSDGsは、日本においても多くの企業や個人の間で認知され、取組が進められて
います。

• SDGsの基本理念である「誰一人取り残さない」は、静岡市が目指す「『世界に輝く静岡』
の実現」の考えにも通ずるものであり、持続的な市政運営を進めるため、まちづくりに
SDGsの視点を取り入れていくことが求められています。

SDGsの推進

• 2019年12月に中国で初めて確認された新型コロナウイルスは、瞬く間に世界中に広がり、
多くの命を奪う大流行となりました。また同時に、人々のライフスタイル、ビジネススタ
イルを大きく変える契機ともなっています。

• 静岡市においても、「2つのLife（生命(いのち)を守り、生活(くらし)を取り戻す）」のス
ローガンのもと対策を講じており、まずは一日も早い感染終息を目指し、今後も取り組ん
でいく必要があります。

• さらに、ポストコロナ時代に向けた経済社会変革や、次なる危機への備えといった、将来
を見据えた取組も求められています。

ポストコロナ時代を見据えた取組の推進

• 特に新型コロナウイルスの感染拡大以降、IoT、AI、次世代通信といった、社会におけるデ
ジタル技術の進展が加速しています。

• 一方で、日本国内の行政活動におけるデジタル化の遅れなどの課題が顕在化しており、国
は2021年9月にデジタル庁を発足させるなど、早急な対策を進めています。

• 静岡市も、国と歩調を合わせ、窓口手続などの行政のデジタル化、デジタルを活用したま
ちづくり、デジタル人材の確保などの取組を一体的に進めていくことが求められています。

デジタル技術の進展

• 近年、気候変動に伴う自然災害が増加、激甚化する中、世界各国がパリ協定に基づき、
様々な地球温暖化対策に取り組んでいます。

• 静岡市も2020年12月、2050年の温室効果ガス排出実質ゼロに向けて取り組んでいくことを
静岡市議会において表明しました。今後、経済界や市民と連携し、具体的な取組を加速し
ていくことが求められています。

脱炭素社会の実現に向けた取組の加速
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人口動態 ①

 人口は、都市活力の源泉の一つであり、総合計画の策
定にあたっては、将来の人口フレーム(人口規模)を想
定しつつ検討していく必要があります。

 国全体の急速な人口減少・少子高齢化が続く中、静岡
市の人口は、平成29(2017)年の住民基本台帳登録人口、
令和2(2020)年の国勢調査人口で70万人を下回りまし
た。

 さらに国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が2018
年に公表した推計では、4次総終期である令和
12(2030)年の静岡市の人口は646,098人となるなど、
長期的な人口減少は避けられないと想定されています。

〔図1 静岡市の将来人口の予測〕

４次総

最終年
基本構想

想定年

【出典】各年国勢調査（総務省）、日本の地域別将来人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）
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〔図2 静岡市の将来人口の予測〕

【出典】令和2年国勢調査（総務省）、日本の地域別将来人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）

4次総最終年の推計人口は
約65万人
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人口動態 ②

 3次総期間においては、主に首都圏からの移住促進といった地方創生の取組などを進めてきた結果、平成29(2017)年と令和2(2020)年には社会増減が
プラスとなりました。また、社人研の人口推計は、2013年時点と比較して2018年の推計が大幅に上方修正されるなどの成果が出ています。

〔図3 静岡市の自然増減・社会増減の推移〕

平成29年と令和2年は
社会増減がプラスとなった

【出典】静岡市統計書

【静岡市の将来人口推計の比較】

【出典】日本の地域別将来人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）

2018年推計では
将来人口が上方修正された

〔図4 静岡市の将来人口推計の変化〕
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 静岡市の経常収支比率は、
政令指定都市の平均値より
低い数値となっており、財
政の健全性が維持されてい
る状況にあります。

経常収支比率1

市債(市の借金)残高2

政令市平均

静岡市

※経常収支比率とは
市税や地方交付税など用途が定められていない収入が、職員の給与、介護や生活保
護に要する経費、借金の返済など毎年決まって支出される経費にどの程度充てられ
ているかを示す指数です。数値が低いほど、公共施設の整備や福祉などの行政サー
ビスの実施に使える財源が多いことになります。

 3次総期間中には、臨時財政対
策債を除く残高を抑制するなど、
健全な財政運営に努めています。

扶助費の増大3

 少子高齢化の進行をはじめとした時代の変化に伴い、特に社
会保障分野における支出が増加しています。

 平成25年度に約539億円であった静岡市の扶助費*は、令和4年
度には約783億円(＋約244億円)となっており、今後も同様の
ペースで増加することが見込まれています。

(静岡市令和４年度当初予算公表時における財政の中期見通し
を基に作成)

【出典】都市ビジョンと財政状況（令和３年10月）

【出典】都市ビジョンと財政状況（令和３年10月）

※扶助費とは
社会保障制度の一環として、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮
者などに対する支援に要する経費です。生活保護費や児童手当など
が該当します。
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都市デザインの考え方

 ここでは、静岡市の地域特性を活かして、計画的に都市機能の集積や産業活動の活性化を図り、市域全体で均衡ある発展を目指していくための都市
デザインの考え方を示します。

 静岡市は、徳川家康公の時代に東西交通の要衝として発展し、今も駿府城公園を中心に歴史の薫りが漂う「静岡都心(JR静岡駅周辺エリア)」、国際
拠点港湾の清水港を擁し、海の玄関口として発展してきた「清水都心(JR清水駅周辺エリア)」、そして、2つの都心の中間に位置し、教育機関の集積
など新たな価値を生み出す高いポテンシャルを有する「草薙・東静岡副都心(JR草薙駅・東静岡駅エリア)」が核となり、高度な都市機能を備えた静
岡県中部の中枢都市として成長を遂げてきました。

 加えて、南アルプスユネスコエコパークに代表される雄大な自然の魅力を有する「オクシズ」エリアが、都心・副都心における活発な都市活動を支
えるとともに、生活環境の豊かさの維持、向上に大きく寄与しています。

 4次総では、これらの各エリアの特性を活かした魅力あるまちづくり、地域づくりに取り組んでいきます。さらに、各エリアをつなぐ軸を「葵・駿河
ライン」「清水ライン」「東海道歴史街道」として位置付け、ネットワークの強化を図り、静岡市全体の持続的な発展につなげていきます。
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 歴史文化の拠点づくり 【静岡都心】

 海洋文化の拠点づくり 【清水都心】

 教育文化の拠点づくり 【草薙・東静岡副都心】
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世界共通の目標「SDGs」を意識し政策を展開
※ 静岡市は、H30年度に国の「SDGs未来都市」、国連の

「SDGsハブ都市(アジア地域で唯一)」に選出
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ページ 語句 説明

3
DX
（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

ICT（情報通信技術）の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。

3 SDGs
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までの国
際目標。

3 まちは劇場（まち劇）
3次総の5大構想のひとつ。人と人、アーティストと市民、広場と広場など、様々なモノ・コトをつなげ、人間的なス
ケールで生き生きとした、安全で健康的なまちを目指す「人が主役のまちづくり」のこと。

4 しずおか文化 静岡市の歴史に彩られた町並みや特性を活かした文化事業などの「地域に根差した文化」。

5 シチズンシップ ただ住んでいるだけの住民から一歩踏み出して、積極的にまちづくりに関わろうとする公共意識のこと。

6 イノベーション
これまでにあったモノ・仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会的
に大きな変化を起こすこと。1912年に経済学者であるヨーゼフ・シュンペーターが提唱した概念。

9 中小企業
中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有
するものをいう。また、中小企業には同条第5項に規定する小規模企業者で市内に事務所又は事業所を有するものを
含む。

9 生産年齢人口 生産活動の中心になって支える人口。経済協力開発機構（OECD）は15～64歳と定義。

10 オープンイノベーション
自社だけでなく、他社、大学、地方公共団体といった異分野、異業種が持つ技術やアイデアを組み合わせて、新技術
の開発や新事業の創出等を図る（イノベーション）こと。
2003年に経営学者であるヘンリー・チェスブロウ博士が提唱した概念。

10 ロジスティクス産業
単に物を運んだり、保管するだけではなく、原料調達から製品販売までの物の流れを一元管理し、最適化を図ること
で高付加価値を生み出す総合的な産業。

10
GX
（ｸﾞﾘｰﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

持続可能な社会を実現するため、石油や石炭などの化石燃料の使用を控え、再生可能エネルギーなどに転換するとと
もに、経済社会システムや産業構造を変革し成長につなげる取組。
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10 ポートセールス
貨物船、客船等の船舶や貨物を誘致するため、国内外の船社や荷主、旅行業者等に対して、清水港を利用するメリッ
トをPRする取組。

11
（農林水産における）
公益的機能

森林などがもつ水資源を保全する働きや自然環境の維持など、農業生産活動・森林管理活動等が果たす経済的側面以
外の機能のこと。

13 3つのグランドデザイン
「葵歴史のまちづくりグランドデザイン（令和4年3月策定）」「駿河まなびのまちづくりグランドデザイン（令和3
年3月策定）」「清水みなとまちづくりグランドデザイン（令和元年7月策定）」のこと。各都心・副都心の特色を活
かしたまちづくりの方向性を示すもの。

14 マイクロツーリズム 地元や近隣地域などで観光をする近距離旅行。

14 インバウンド 外国人が訪れてくる旅行。

14 DMO
観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた観光地域
づくりの舵取り役を担う法人のこと。Destination Management/Marketing Organizationの略称。

14 MICE
Meeting（会議）、Incentive travel（報酬・研修旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition/Event（展示会・
イベント） の頭文字を使ったビジネスイベントの総称。

15 リカレント教育
社会人になった後も、教育機関で学びなおすことや社会人向け講座を受講することで、生涯を通じて学び続けていく
こと。

15 リスキリング
スキルや技術、知識の再取得。職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する
（させる）こと。

15 シビックプライド
都市に対する市民の誇り。「このまちをより良い場所にするために自分自身が関わっている」という当事者意識を伴
う自負心のこと。

16
静岡シチズンカレッジ
「こ・こ・に」

自身の力を地域や社会のために活かしたいと考える市民に向けた人材養成講座。持続可能な地域づくりに本気で取り
組みたい人のための「総合過程」、分野別に学びたい人のための「専門課程」、まちづくりに関わりたいという高校
生向けの「プレ過程」がある。

17 医療的ケア児
NICU(新生児集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器等を使用し、たんの吸引などが日常的に必要な児
童。
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17 ヤングケアラー
病気や障がいのある家族のため、介護や家事を日常的に行っている子供。学業や友人との交流が出来ないことが問題
となっている。

18 ESD
Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育）。
環境・経済・社会をめぐる地球全体の課題について取り組むことで、価値観や行動の変化を促す教育活動。

18 インクルーシブ教育 多様性を尊重する共生社会の実現を目指し、障害の有無にかかわらず、可能な限り共に学ぶことを目指す教育。

18 グローカル
グローバルとローカルを組み合わせた造語。地球規模の視野を持ちながら、地域の視点で問題を捉え、解決していこ
うとする考え方。

18 教育DX
教育現場において、データとデジタル技術の活用によって、学校教育のあり方や教育手法の変革を行うとともに、デ
ジタル技術を活用した教育を行うこと。

21 エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組。

21 コンパクトシティ 住まいと公共交通、商業施設、病院などの生活機能が近接した効率的な都市。

21 次世代モビリティ 自動運転やドローン、環境にやさしい水素や電気によって走る自動車などの新たな交通手段。

21
（グリーン）スローモビ
リティ

時速20㎞未満で公道を走ることが出来る電動車とそれを活用したサービスの総称。

21
Park-PFI
（公募設置管理制度）

飲食店、売店等の設置又は管理と、その周辺の園路、広場等の整備、改修等を民間事業者が一体的に行う制度。

21 MaaS
Mobility as a service（サービスとしての移動手段）。地域住民や旅行者一人ひとりの移動ニーズに対応して、複
数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決裁等を一括で行うサービス。
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22 グリーンインフラ
自然環境が有する機能を、地球温暖化や大雨による浸水などの社会における様々な課題解決に活用し、地域の魅力、
住環境の向上や防災・減災等の多様な効果を得ようとすること。

22 公民共創
企業や各種法人、NPO、市民活動・地域活動組織、大学などの公的主体が、相互の対話を通じて連携をし、それぞれ
が持つアイデアやノウハウ、資源、ネットワークなどを結集することで、社会や地域の課題解決に資する新たな価値
を創ること。

23 社会資本整備審議会
不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項の調査審議や関係行政機関への意見陳述など
を行う国土交通省の審議会。

23
静岡市浸水対策推進プラ
ン

市内41の地区を浸水対策地区と位置付け、河川部局と下水道部局双方が協力し、流下・排水施設の整備や雨水流出抑
制対策を推進する計画。

27 ユネスコエコパーク
豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモデル地域。本市では南アルプスが登
録されている。生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）を目的としており、地域の豊かな
生態系や生物多様性を保全し、自然に学ぶと共に、文化的にも経済・社会的にも持続可能な発展を目指す。

27 脱炭素先行地域
2050年カーボンニュートラルに向けて、家庭や事業所等の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現するとともに、
その地域特性に応じて、運輸部門や熱利用等も含めたその他の温室効果ガス排出削減も実現するする地域のこと。
国は2025年までに100程度の地域を選定することとしており、静岡市を含む26地域が第一次選定を受けている。

28 ZEH
Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）。
高断熱・高気密化、高効率設備によって使うエネルギーを減らしながら、太陽光発電などでエネルギーをつくり出し、
年間で消費する住宅の正味エネルギー量がおおむねゼロ以下になる住宅。

28 グリーン水素 再生可能エネルギーなどを使って、製造工程においてもCO2を排出せずに作られた水素。

32 ステークホルダー 企業、自治会、NPO法人などの組織が活動を営むことにより、影響や利害が生じる関係者。(株主、取引先など)

37 アセットマネジメント
計画的に効率よく公共施設の整備や維持管理を行うことで建物の寿命を延ばすとともに、公共施設の利活用や統廃合
により将来負担の軽減を図ること。

37 IoT
Internet of Things（モノのインターネット）。
車や電化製品などのあらゆる物がインターネットに接続され、相互に情報交換する仕組み。

37 AI
Artificial intelligence（人口知能）。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム（あるいは人間
が知的と感じる情報処理・技術といった概念のこと）。



Shizuoka City Comprehensive plan 

参考資料 － 別冊資料05

48

 ４次総基本計画・基本構想骨子案（１回目パブリックコメント（R4.3）資料）

 １回目パブリックコメント結果

 市議会各会派からの政策提言

 市民意識アンケート（R3.9～10実施）結果

 第４次静岡市総合計画の策定に向けたデータ調査及び分析

 第３次静岡市総合計画 分野別計画の政策・施策評価結果
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R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

自分の年齢

家
族
・
友
人
の
年
齢

世の中はこう変
わっているかも…

私は○○して
輝いていたい!!

静岡市はこう輝い
ている!!(いてほ
しい)

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後

総合計画は、目指すまちの姿を市民の皆さんと共有し、一緒にまちづくりを進めていくための計画です。
市民の皆さん一人ひとりにとっての「2030年」を想像し、輝く自分の姿、輝くまちの姿を思い描いてみましょう。
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