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１ 計画策定の趣旨、経緯等 

１－１ 計画策定の趣旨 

本市は南北 ８3.１ｋｍ にわたる広大な面積を有しており、そのうちの約８割は豊かな自然が

残る中山間地域です。 

 この地は地域住民の生活の場としての機能に加え、農地や森林など豊かな自然環境がもた

らす多面的な機能により、市民一人ひとりの暮らしを支え、また多くの恵みをもたらしていま

す。本市では、市民の皆さんにこの地をよく知っていただき、さらには愛着を持っていただけ

るよう「オクシズ」の愛称で呼んでいます。 

 一方、このオクシズは人口減少や少子高齢化、農林業の低迷をはじめとする課題を抱えてい

ます。今後の本市の発展に向け、この地の特性や地域資源を最大限活かすためには、オクシズ

の重要性と果たす役割を踏まえ、その存在意義を全ての市民が十分に理解し、意識を共有しな

がら、課題を乗り越え、オクシズの維持・保全を図っていくことが必要です。さらに、オクシズと

都市部が互いに不足する機能を補完しあうことにより、健全な都市として持続的な発展が可

能となるという視点も必要です。 

 これらのことを踏まえ、本市では平成 ２７(２０１５)年「静岡市オクシズ地域おこし条例」を制

定しました。さらに、この条例に基づき、市民、事業者及び市が一体となってオクシズ振興に関

する施策を進めていくため、「静岡市オクシズ地域おこし計画」を策定しています。 

 このたび、上位計画である第４次静岡市総合計画（令和５(２０２3)年度から令和１３(２０3０)

年度まで）の策定、またオクシズ地域を取り巻く状況や社会経済情勢等の環境変化を踏まえ、

この「第３次静岡市オクシズ地域おこし計画」を策定します。

井川湖
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１－２ 静岡市オクシズ地域おこし条例の概要 

「静岡市オクシズ地域おこし条例」の前文では、この条例を制定する意義について次のように

定めています。 

また、オクシズを振興する基本理念を次のように定めています。 

これら条例に込められた意義や理念、またオクシズの現状などを踏まえ、本地域おこし 計

画において、目指す姿や本市の施策の方向性を定めます。 

「オクシズ」の呼称で親しまれ、静岡市の市域の大部分を占める中山間地域は、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する豊かな自然環境と人の営みが共存してきた貴重な地域で

す。 

オクシズは、その自然環境が優良な農作物の生産の場となり、その森林や農地が国土保全、環境保

全、水源かん養など多面的な公益的機能を有し、人々の心身を癒す温泉、地域の祭事、伝統工芸、在

来作物など、多くの市民に愛される魅力にあふれる等、博物館とも言うべき多様な地域資源の宝庫

となっており、これをまるごと後世に引き継ぐ価値を持つものです。 

しかしながら、オクシズでは、農林業の低迷などにより、市街地への人口の流出が進み、急激な高

齢化が進展する中で、後継者、地域の担い手の不足から地域社会の存続が危ぶまれる集落が増加す

るという課題を抱え、貴重な地域資源の宝庫としてのオクシズの価値が失われるおそれが生じてい

ます。 

このようなオクシズが抱える課題は、地域住民だけの問題にとどまらず、オクシズから様々な恩恵

を享受してきた全ての市民にとって重要な課題であり、また、市街地に先行して人口減少及び高齢

化が進むオクシズへの対応は、将来市が抱える課題への対応の試金石とも言えます。 

このようなことを踏まえ、市民、事業者及び市が、オクシズの価値を再認識し、一体となってこれを

後世に引き継ぐための共通の認識を育むとともに、オクシズを活性化する地域おこしの理念をもっ

て、自然環境を保全しつつ、オクシズを振興し、もって地域社会の継続的な発展に資するため、ここに

この条例を制定します。

（基本理念） 

１ オクシズの森林及び農地の有する公益的機能並びに地域資源による恩恵を市民が等しく受けて

いることを認識し、その重要性を理解し、自然と地域社会との調和を図りつつ、オクシズの継続的

な発展を目指さなければならない。 

２ オクシズの継続的な発展のため、地域住民を主体として、自立的に集落が活性化されなければな

らない。 

３ オクシズに地域住民が暮らし続けることができ、地域住民が増加する環境が整備されなければな

らない。 

４ オクシズの森林及び農地の有する公益的機能が維持されなければならない。 

５ オクシズの地域資源が次の世代に継承できるように適切に活用され、及び保全されなければな

らない。 
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１－３ これまでの計画の経緯 

平成２２(２０１０)年度～平成２６(２０１４)年度

計画に基づいた振興施策の実施や、「オクシズ」

の愛称の浸透など、市民の理解が深まったことで、

次の世代に残すべき市民共有の財産として「オクシ

ズ」に対する認識が生まれ、その保全や振興の理念

を定めるため平成２７(２０１５)年４月１日「静岡市

オクシズ地域おこし条例」を施行しました。

条例の施行に合わせ、それまでの「中山間地域総

合振興計画（平成２２(２０１０)年度から令和元

(２０１９)年度）」の名称を「オクシズ地域おこし 

計画」へ変更するとともに、上位計画である第３次

静岡市総合計画（平成２７(２０１５)年度から令和 

４(２０２２)年度まで）を踏まえ、実効性を高める 

ための見直しを総合計画の前期・後期に合わせて

行いました。

井川地域と南アルプスがユネスコエコ

パークに登録されたこと、また日本でも

有数の在来作物、有形無形を問わない 

数多くの文化資産が残されていること 

など、オクシズが静岡市民のみならず 

人類全体の宝であることを再認識しまし

た。

計画に基づき実施した新たな施策の一例

・オクシズ「おもてなし」環境整備

・南アルプス登山道整備

・空き家情報バンクの対象地域拡大

・生活に必要な機能の確保への取組

「静岡市オクシズ地域おこし条例」の施行（平成２７（２０１５）年４月 １日）

計画の見直し（平成２７(２０１５)年度「第１次計画」、令和元(２０１９)年度「第２次計画」）

計画の見直し（令和５（２０２3）年度 「第３次静岡市オクシズ地域おこし計画」）

平成２１（２００９）年度、第２次静岡市総合計画を

上位計画とした１０年間の振興計画「静岡市中山間

地域総合振興計画」 （平成２２(２０１０)～令和元

(２０１９)年度）を策定し、中山間地域の愛称を 

「オクシズ」として積極的な情報発信を行うなど、

当該計画に基づいた振興施策を実施しました。

計画に基づき実施した施策の一例

・ホームページによる情報発信

・集落支援員の配置

・おらんとこのこれ一番事業

・空き家情報バンク

・市産材活用促進「柱 １００ 本」事業

本計画の上位計画である第４次静岡市総合計画（令和５(２０２3)年度から令和１3(２０3０)年度

まで）における重点政策に「オクシズの森林文化を育てるまちの推進」が位置付けられ、「暮らし続け

られるオクシズの実現」を目標に据えました。 

それを受け、「生活利便性の向上」を目指し、人口減少や高齢化が進み、 厳しくなっているコミュ

ニティの維持などの課題への対応、また光回線の供用開始、密を避けた生活スタイルの浸透などの

追い風を活かす取組を進めること、さらには「雇用と仕事の確保」に向けた見直しを行いました。 
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１－４ 計画期間と位置づけ 

（１）計画期間 

本計画は、「第４次静岡市総合計画」（以下「４次総」という。）と期間の整合を図り、

令和５(２０２3)年度から令和 １２(２０3０)年度までの８年間を計画期間とします。 

（２）計画の位置づけ 

  ①静岡市オクシズ地域おこし条例等との関係 

     本計画は「静岡市オクシズ地域おこし条例（以下「地域おこし条例」という。）」第７条

に基づいて策定するものであり、「４次総」のほか、「静岡市産業振興プラン」「静岡市

農業振興計画」「静岡市茶どころ日本一計画」「南アルプス管理運営計画（静岡市域

版）」「静岡市環境基本計画」などと関連しながら、計画を策定し、施策を推進してい

くものとします。 

   ②４次総との関係 

「４次総 基本計画」では、計画を総合的に推進する政策として「分野別の政策」、

また第３次静岡市総合計画（以下「３次総」という。）における「５大構想」の取組を継

承し、進化させて「世界に輝く静岡」を実現するための推進力（エンジン）として位置

付け、重点的に取り組む政策を「５大重点政策」としてそれぞれ定めています。 

「分野別の政策」では、「８ 農林水産」中の「政策４ オクシズの地域資源の保全と

活用を推進します」と定めるほか、１０個全ての「分野別の計画」において、それぞれ

の分野の視点から必要な取組を定めています。また「５大重点政策」においては、そ

の１つに「オクシズの森林文化を育てるまちの推進」が定められており、ここでは、

「オクシズと都市とが支え合い、住み続けられる地域になるとともに、自然環境と森

林を活かした賑わいが生まれ、持続的な経済活動が営まれるまちづくり」を行うこと

としています。 

 本計画では、これら「分野別の政策」及び５大重点政策「オクシズの森林文化を育

てるまちの推進」を図るため、取組の方向性として「雇用と仕事の確保」及び「生活利

便性の向上」の下、推進していきます。 
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２ オクシズの現状及び第２次静岡市オクシズ地域おこし計画の実施状況 

 ２－１ オクシズの現状 

  （１）「オクシズ」って何？ 

実に静岡市の ８０％が「オクシズ」！静岡市は、南北 ８3.１ｋｍ に渡る広大な面積を 

有しますが、市街地の面積は ２０％程度に過ぎず、８０％は、豊かな自然が残る山間の 

地域です。 

本市では、この地域に愛着をもっていただけるよう、愛称として「オクシズ」と命名

しました。 

「オクシズ」には、地域特有の風習や祭事などの歴史ある文化が今も残り、わさび・

茶など、人の手と心で作られた作物と加工品の数々、棚田や茶畑といった美しい景観

など、素晴らしい地域資源にあふれています。 

また、「オクシズ」の豊かな自然環境は、清流や良質な農作物、木材を産み出すとと

もに、治山治水の面からも都市の生活基盤を支えています。各地に点在する温泉は、

やすらぎと癒しを与えてくれます。 

市街地から少し足をのばせば、都市では決して味わえない魅力ある生活と環境が  

あり、「オクシズ」に住む人達があなたを温かく出迎えてくれます。 

オクシズの範囲 

  １ 葵区（１４地区） 

① 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する 

法律の指定地域 

【除外する地域】 

・市街化区域を含む地域 

・圏域人口が１万人程度で市街地と連担した都市空間を形成している地域 

旧村名 地区名 

井川村 井川学区 

梅ケ島村 梅ケ島学区 

大河内村 大河内学区 

玉川村 玉川学区 

大川村 大川地区 

清沢村 清沢地区 

中藁科村 中藁科地区 

南藁科村 南藁科地区※牧ケ谷を除く 

服織村 服織西学区※服織学区を除く 

美和村 足久保学区、松野学区※安倍口学区・美和学区を除く 
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②新東名高速道路以北で、中山間地域と規定した地域 

     賤機北学区、賤機中学区、北沼上学区 

２ 清水区（４地区） 

   中山間地域等直接支払制度の県知事特認地区のうち次の地域 

地区名 行政区 

庵原地区 伊佐布、杉山、茂畑、吉原 

小島地区 小河内、宍原 

両河内地区 中河内、大平、河内、葛沢、土、西里、布沢、和田島、清地、茂野島、高山 

由比地区 由比入山 

【除外する地域】 

・市街化区域を含む地域 

・森林、畑の占める割合が７５％未満で、市街地と連担した都市空間を形成している

地域 

オクシズの範囲（色付きの部分がオクシズ）



７ 

（２）人口の推移 

①人口減少と高齢化の進行 

本市全体の傾向として、人口減少及び少子高齢化が進んでいますが、オクシズに 

おいては、本市全体に比べ、人口減少や高齢化が著しく進んでいる傾向がみられます。 

人口減少や高齢化率の上昇の原因としては、自然減のほか、若年層が就学や就職、

結婚、出産などを機会にオクシズの外の地域に転居し、減少していることがあげられ

ます。これは、農業や林業などの地域に根差した産業が低迷し、就職が減少している

こと、また核家族化の進展により、子世帯が親世帯とは別の住居に住む意向が強い 

ことなどが考えられます。 

０

２０００

４０００

６０００

８０００

１００００

０

２００,０００

４００,０００

６００,０００

８００,０００

Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２ Ｒ７ Ｒ１２ Ｒ１７ Ｒ２２ Ｒ２７

旧
安
倍
六
村
及
び
両
河
内
人
口
（人
）

静
岡
市
人
口
（人
）

人口推計

静岡市（推計） 静岡市（Ｒ２は住民基本台帳データ）

旧安倍６村＋両河内（推計） 旧安倍６村＋両河内（Ｒ２は住民基本台帳データ）

※「国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツールＶ２（Ｈ２７ 国調対応版）」を用いた計算結果と住民基本台帳データを

加工して作成



８ 

②オクシズへの移住の状況 

    本市が実施する空き家情報バンクの運営、また住宅改修補助金や移住報奨金等の

移住に関する一連の支援などにより、若年層をはじめとする移住に繋がっています。   

 推移としては、平成２７(２０１５)年度頃から増加し、その後、年間１０件程度となって

います。また、新型コロナウイルス感染症の流行以降、空き家情報バンクへの問い合わ

せやホームページの閲覧数が増加しています。 

１０.０％

２０.０％

3０.０％

４０.０％

５０.０％

６０.０％

７０.０％

Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２ Ｒ７ Ｒ１２ Ｒ１７ Ｒ２２ Ｒ２７

高齢化率の推移

静岡市 旧安倍６ヶ村＋両河内

0

10

20

30

40

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

空き家情報バンク経由の移住世帯数・人数の推移

世帯数 人数

※「国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール Ｖ２（Ｈ２７ 国調対応版）」を用いた計算結果と住民基本台帳 

データを加工して作成

※静岡市作成
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（３）産業の動向 

   ①交流客数の状況 

    平成２７（２０１５）年度以降、梅ケ島温泉郷の「国民保養温泉地」の指定や「静岡水わ

さびの伝統栽培」の世界農業遺産登録など、利用者の増加に繋がっている要素は  

あるものの、主な利用客の高齢化や施設の老朽化、大雨によるアクセス道路の通行止

めなどの影響により、全体としては減少傾向が続いています。さらに、令和２（２０２０）

年３月以降のコロナ禍において、オクシズ内施設の臨時休館を余儀なくされた結果、

令和２（２０２０）年度は減少幅が大きくなり、令和３（２０２１）年度は微増していますが、

コロナ禍前の水準には戻っていません。 

０

１００,０００

２００,０００

3００,０００

４００,０００

５００,０００

６００,０００

７００,０００

８００,０００

０

５０,０００

１００,０００

１５０,０００

２００,０００

２５０,０００

3００,０００

3５０,０００

４００,０００

４５０,０００

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｈ3１ Ｒ２ Ｒ3

（人
）棒
グ
ラ
フ

（人
）折
れ
線
グ
ラ
フ

オクシズ地域内施設における交流客数推移

全体 都市山村交流センター 市営温泉

レクリエーション施設 加工物販施設

０

２０,０００

４０,０００

６０,０００

８０,０００

１００,０００

１２０,０００

１４０,０００

１６０,０００

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3

（人） 市営温泉利用者数推移

白樺荘 口坂本温泉 湯ノ島温泉 黄金の湯 やませみの湯

※静岡市作成

※静岡市作成



１０ 

   ②木材生産の状況 

ア 木材生産量の推移 

国産材が見直され始めたことにより木材自給率が上昇していること、また本計画

に基づいた市産材利用促進の取組などにより、令和 3(２０２１)年度の市内での木

材生産量は、１０年前の平成２3(２０１１)年度に比べ約 １６％増加しています。 

イ 市内人工林の面積 

市内で主伐期を迎えている森林（１１齢級以上）は3６,９６１ｈａで人工林全体の  

約８１％を占めています。これは全国平均（約５０％）と比較しても割合が高く、利用 

間伐・主伐の推進が求められています。 

０

１０,０００

２０,０００

3０,０００

４０,０００

５０,０００

６０,０００

７０,０００

８０,０００

Ｈ２3 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3

市内木材生産量の推移(㎥)

※

０

２０００

４０００

６０００

８０００

１００００

市内人工林面積

主伐期５０年生超：８１％

※令和４（２０２２）年４月 静岡市森林簿 

面積(ｈａ)

齢級 

（１ 齢級：５年）

要間伐森林：１０,５４８ｈａ

（１０年以上施業のない人工林）

※静岡県素材生産量調査資料 

※平成 ２3 年（２０１１）より「市内林業事業体の木材生産量」を集計していたが、一部の林業事業体が市

外で事業を実施しているため、 令和元年より集計方法を「市内森林における木材生産量」に変更した。 



１１ 

０

５００

１,０００

１,５００

０

５０

１００

１５０

２００

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3

累
計
防
除
面
積
（ｈａ

）

年
度
別
防
除
面
積
（ｈａ

）

防護柵設置面積の推移

累計 防除面積

０

１００

２００

3００

４００

５００

０

２０,０００

４０,０００

６０,０００

８０,０００

１００,０００

１２０,０００

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3

被
害
面
積
（ｈａ

）

被
害
額
（千
円
）

野生鳥獣による農林業被害の推移

被害額 被害面積

③農林業の鳥獣被害の状況 

本市における野生鳥獣による農業被害は、令和３(２０２１)年度が約５,７００万円と

なっており、被害金額は減少しているものの、精魂込めて作った農作物を収穫直前に

食べられてしまうなど、営農意欲の減退にもつながっており、数字以上に深刻な影響

を及ぼしています。 

ア 農林業被害について 

        野生鳥獣による農作物等への被害については、平成２１(２００９)年度の約２億

3,０００万円をピークに、被害額、被害面積とも減少傾向です。 

       特に、令和元(２０１９)年９月に市内で豚熱（ＣＳＦ）に感染したイノシシが発見さ

れて以降、イノシシによる被害が減少しています。 

イ 鳥獣被害防護柵等の設置について 

野生鳥獣による農林産物に係る被害を防止するため、農林業者等に対して、  

防護柵設置等に係る支援により、毎年度７０～１５０ｈａ程度の農地を防除していま

す。 

※静岡市作成

※静岡市作成



１２ 

０

５００

１,０００

１,５００

２,０００

２,５００

3,０００

3,５００

４,０００

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3

野生鳥獣捕獲数の推移（頭・羽）

イノシシ シカ サル ハクビシン アライグマ カラス

ウ 野生鳥獣の捕獲について 

野生鳥獣による農作物等の被害の拡大を防ぐため、被害の発生した地域におい

て、有害鳥獣の捕獲の許可を受け、野生鳥獣を捕獲した者に対し、報償金を支給し

ています。 

令和元(２０１９)年度に豚熱（ＣＳＦ）が発生したイノシシについては、捕獲数の減

少が見られますが、シカ、サル、中型獣については、捕獲数が増加傾向にあります。 

※静岡市作成



１3 

 ２－２ 住民の意識 

  （１）中学生以上全住民アンケートの結果 

   ①アンケートの特徴  

地域の現状や課題を把握し、地域内での共有を図ることを目的として、「中学生以

上全住民アンケート」（以下「住民アンケート」という。）の実施を支援しています。 

     中学生以上の全住民を対象とすることで、世帯主のみが答える従来のアンケート

では見えにくい、若い世代や女性の意見も把握することができます。 

     これまで、清沢地区、大川地区、玉川地区、井川地区、梅ケ島地区、大河内地区 

（令和４（２０２２）年度実施）で住民アンケートを実施しています。 

②アンケート結果 

ア 地域活動の足りない度合 

各地域が行っている地域活動について、重要度と満足度を回答してもらい、  

重要度から満足度を差し引いた結果を「地域活動の足りない度合」として算出して

います。これは、地域の住民が今後どのような活動をすることを求めているかに

ついて、実情を把握する上で重要なものです。 

※ 需要度は、 「とても重要の回答率」と「やや重要の回答率」の合計から、「あまり重要でないの  

回答率」と「重要でないの回答率」の合計を引いたもの  

※ 満足度は、 「とても満足の回答率」と「やや満足の回答率」の合計から、「あまり満足でないの  

回答率」と「満足でないの回答率」の合計を引いたもの 

「農地山林荒廃防止・鳥獣被害」は、農林業がオクシズの基幹産業の１つである

こと、また家庭菜園や集落の景観等、生活に密接に関わっていることから最も重

要度が高くなっています。さらに「移動支援」や「高齢者の生活支援」については、

高齢化が進み、生活が不便になってきていることを反映していると考えられます。 

なお、世代によっても回答が異なり、若い世代では情報発信や移住支援、移動

支援等が比較的重要度が高くなっています。 



１４ 

イ 必要なインフラ 

暮らしに必要なインフラについて、道路整備や水道など、生活に密着している 

項目が上位を占めています。その中でも、道路整備については特に指標が高く、 

生活する上で道路整備の状況が大きな位置付けを占めていることが分かります。 

ウ 自治会運営での活用 

本住民アンケートの結果については、本市の施策の参考としているほか、自治

会でも積極的に活用しています。住民の困りごとを具体的に把握することで、自

治会活動の見直しや、新たな活動の実施に繋がっています。 

0 50 100 150

移住促進活動

地域経済活動

高齢者生活支援

移動支援

農地山林荒廃防止・鳥獣害防止

中学生以上全住民アンケート結果

（不足活動上位５つ 重要度ー満足度）

梅ケ島（Ｒ3） 井川（Ｒ２） 玉川（Ｒ１）

玉川地区 井川地区 梅ケ島地区

1 道路整備 道路整備 道路整備

2 水道施設 水道施設 水道施設

3 鳥獣害防止施設 鳥獣害防止施設 鳥獣害防止施設

4 河川整備 農地山林荒廃防止 河川整備

5 農地山林荒廃防止 河川整備 農地山林荒廃防止

地区

順位

※中学生以上全住民アンケート（玉川地区、井川地区、梅ケ島地区）から、静岡市作成

※中学生以上全住民アンケート（玉川地区、井川地区、梅ケ島地区）から、静岡市作成

中学生以上全住民アンケート結果（インフラ重要度上位５つ） 



１５ 

２－３ 外部環境の変化

（１）世界レベルで価値を認められたオクシズの資源 

平成 ２９（２０１７）年、環境省により「梅ケ島温泉郷」が国民保養温泉地に指定され、

翌年、平成３０(２０１８)年には「静岡水わさびの伝統栽培」が国連食糧農業機関（ＦＡＯ）

により世界農業遺産に認定されました。 

 さらには、令和４(２０２２)年、有東木の盆踊りを含む「風流
ふりゅう

踊
おどり

」がユネスコ無形文化

遺産に登録されるなど、南アルプスユネスコエコパークと合わせ、オクシズは世界に誇

る様々な資源を有しています。 

（２）オクシズへのアクセスの向上 

    井川地区へのアクセス改善を図るための県道三ツ峰落合線と主要地方道南アルプ

ス公園線を結ぶトンネル新設を含めた整備、また平成 3１（２０１９）年の中部横断自動

車道（静岡県内区間）の開通や令和３(２０２１)年の中央自動車道までの全線開通、さ

らには両河内スマートインターチェンジ（仮称）の事業化決定など、オクシズへのアクセ

スの向上が進んでおり、これらを活かした新たな賑わいの創出や生活利便性の向上

の可能性が高まっています。 

（３）ＳＤＧｓを踏まえた対応 

本市では、４次総に掲げる「『世界に輝く静岡』の実現」に向けＳＤＧｓを推進し

ています。ＳＤＧｓには１７の目標が掲げられ、本計画では「⑪住み続けられるま

ちづくりを」を中心に、「③保健～すべての人に健康と福祉を」「⑧成長・雇用～働

きがいも経済成長も」「⑬気候変動に具体的な対策を」「⑮陸上資源～陸の豊かさも

守ろう」の目標が関係しています。 

本計画は、ＳＤＧｓのこれらの目標や理念を踏まえたものとしています。 

（４）脱炭素、デジタル化を踏まえた取組 

地球温暖化及び気候変動に対する世界的な動きを踏まえ、本市でも「２０５０年カー

ボンニュートラル」に向け取り組んでいくことを表明し、また国からは「脱炭素先行地

域」の選定を受け、今後、様々な事業を通じて蓄積したノウハウを市内全域に拡大し、

カーボンニュートラルを実現していくことを目指しています。 

    また、世界的にデジタル技術の進展及びその利用が加速しているなか、本市では、

「静岡市デジタル化推進プラン」を策定し、行政及び地域のデジタル化の取組を進め

ています。 

   本計画においても、取組における視点として「グリーン」「デジタル」の視点を踏まえ

ていきます。     



１６ 

２－４ 第２次静岡市オクシズ地域おこし計画の実施状況

 令和元（２０１９）年度から令和４（２０２２）年度までの４年間を計画期間としている「第２

次静岡市地域おこし計画」は、地域おこし条例の５つの基本理念に基づき、３つの重点目標

を掲げ、大施策として５分野3２項目を設定しています。 

 さらに、７つの「先導・横断的プロジェクト」を設定し、これらの施策やプロジェクトに基づ

き各種事業を推進してきました。 

（１）主な目標指標の達成状況 

    大施策の５分野それぞれに対して目標指標を設定しており、それらの達成状況は次 

  のとおりです。 

目標指標 

基準値 

Ｈ２９年度

（２０１７）

目標値 

Ｒ４年度 

（２０２２）

実績値 

Ｒ４年度 

見込 

中山間地振興施設の入込数（年間） ７１５,１４７人 ７3７,０００人
４６２，９１９ 人

（Ｒ3年度）

地域主体の新規事業認定件数（Ｒ１年度以降の累計） ０件 ８件 ９件

市産材取引価格の他市産材取引価格との比較 
１０％以上高い

状態

１０％以上高い

状態を維持

１０％以上高い

状態

賑わい拠点づくりにおける地区ビジョンの策定※ ０地区 ７地区 ６地区

空き家情報バンク経由での移住世帯件数   

（Ｈ２３年度以降の累計） 
３８件 ７５件 ８０件

※ 地区ビジョン策定に向けた「全住民アンケート実施による課題把握」に変更

上記の目標指標のうち、「中山間地振興施設の入込数」は新型コロナウイルス感染症

拡大の影響や施設の老朽化等の要因により目標達成には至っていないものの、その他

の目標指標は概ね順調に推移し、達成又は達成見込みとなっています。 

（２）先導・横断的プロジェクトの主な実績 

    ７つの「先導・横断的プロジェクト」の主な実績は、それぞれ次のとおりです。 

Ⅰ オクシズ「おもてなし」の推進

       ・オクシズ内観光トイレ整備 

       ・市営温泉等での接客研修の実施等 

Ⅱ 地域資源を活用した活性策 

       ・オクシズでの新規事業開始への支援 

Ⅲ 茶どころ日本一計画の推進 

・生産効率の高い優良茶園の整備等に対する助成 
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・情報発信の強化やプロモーション 

Ⅳ 野生鳥獣被害対策 

       ・防除・緩衝地帯整備・捕獲を一体として実施 

       ・市補助による防除面積 Ｒ１～Ｒ3計 ２４４.７ｈａ ほか  

Ⅴ 市産材の利用促進 

       ・市産材利用住宅への補助 Ｒ１～Ｒ3計 構造材５６２棟 

       ・間伐や作業道開設、機械化への支援ほか 

Ⅵ 地域主体の移住促進 

       ・Ｒ１～Ｒ３計 移住人数６２人 

Ⅶ 生活拠点づくり 

       ・光回線の敷設、ＡＴMの設置 

       ・インターネットを活用した移動・遠隔買物サービスの実験実施 

（３）第２次オクシズ地域おこし計画の実績及び住民・事業者の意見等を踏まえた評価 

    上記（１）及び（２）、またオクシズの住民や事業者１８名で構成されている「オクシズ 

地域おこし計画推進協議会」からの意見等を踏まえた評価は次のとおりです。 

    次期、第３次計画においてはこれらの評価や意見も踏まえ、推進していきます。 

▼第２次計画の評価 

・ 施策の効果により移住者や移住希望者の増加につながっている一方、賃借や売

買可能な空き家が不足しており移住者の増加は難しくなってきている 

・ コロナ禍や施設の老朽化、高齢化による担い手不足などにより、交流客数（交流

人口）が減少している 

 ・ 木材の利用促進事業や森林整備の効率化支援などにより、他産材と比べての価

格の維持・上昇や生産量増加につながっている 

・ 生活に必要な機能の確保として、ＡＴMの設置や光回線の整備、道路整備等を実

施 

・ 移動や買い物に関する課題解決に向け、実証実験や調査を着実に実施 

▼住民・事業者の意見

・ 高齢化により車の運転ができない住民が増え、移動や買い物などの支援が重要

になりつつある 

・ 地域活動や農林業、観光産業等の担い手が不足している 

・ 地域住民のニーズは鳥獣害対策や農地山林荒廃防止が最も高く、また道路整備

に対するニーズも高い 
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３ オクシズの将来像と振興の方針 

 ３－１ オクシズの将来像 

本計画では、地域おこし条例に記された目的を達成するため、オクシズの将来像を 

『山村と都市が共生・共育し、持続的に発展するまち 静岡』と設定します。 

平成 ２２（２０１０）年に策定した「静岡市中山間地域総合振興計画」以降、これまでは 

『山村と都市が共生・共育するまち静岡』を将来像とし、オクシズの認知度や魅力の向上

を通じて都市との共生・共育を進めてきました。 

今後は、その取組をさらに進めるとともに将来を見据え、オクシズそして市全体の持

続的な発展を目指していくことを明示しました。 

３―２ 目指す姿とオクシズ振興の方針 

  （１） 目指す姿の設定 

     地域おこし条例前文にある「市民、事業者及び市が、オクシズの価値を再認識し、

一体となってこれを後世に引き継ぐための共通の認識を育むとともに、オクシズを活

性化する地域おこしの理念をもって、自然環境を保全しつつ、オクシズを振興し、もっ

て地域社会の継続的な発展に資する」という条例制定の意義、また、４次総における

重点政策 「オクシズの森林文化を育てるまちの推進」における【雇用と仕事の確保】

及び【生活利便性の向上】という取組の方向性、オクシズの現状及び将来像を踏まえ、

次の３つを本計画における目指す姿として設定します。 

（２） オクシズ振興の方針 

   上記の目指す姿から、次の３つを方針とします。 

『地域資源を守り・活かす 魅力あふれる オクシズ』 

『これからも住み続けられる オクシズ』 

『山村と都市が共に盛り上げていく オクシズ』

『山村と都市が共生・共育し、持続的に発展するまち 静岡』
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 方針Ⅰ 「保全と活用の両立」  

    『地域資源を守り・活かす 魅力あふれるオクシズ』を目指し、森林や農地など地域

資源の「保全」のための施策と「活用」に向けた施策を両立させていくことで、地域

資源を持続可能なものとしていくとともに、雇用や仕事を確保していきます。 

オクシズの農地や森林は「生産機能」のほか、「水源かん養機能」 「山地災害防止

機能」 「快適環境形成機能」 「保健文化機能」など多面的な機能を有しており、 こ

れらの機能を将来にわたり維持するためには適切に「活用」しつつ、「保全」していく

ことが必要です。 

しかし、人口減少や高齢化による担い手不足、また農林産物の需要減少、鳥獣被

害などにより、手を入れることが難しい山林や耕作放棄された農地の増加がみられ

ることから、「活用」を通じた産業振興と環境等の「保全」の両面からの対策を早急

に講じる必要があります。 

なお、「活用」の面ではオクシズには、 

・ 豊かな自然環境 ・名勝 ・お茶、わさび、しいたけなどの農産物 ・オクシズ材  

・ 国民保養温泉地 梅ケ島温泉郷 ・わさび栽培の世界農業遺産認定  

・ 受け継がれた伝統文化 

など、自然の中で心を休めたり、お茶でほっとしたり、温泉で体を整えたりと、ゆっ

たりと過ごせる、またキャンプや川遊び、釣りなどでアクティブに過ごせる多数の魅

力ある地域資源があります。これらの魅力を最大限活かすことでオクシズのファン

を作り、観光客の増加や農林水産物の販売促進につなげるなど、地域の活性化を

図り、雇用や仕事の確保に繋げていきます。 

梅ケ島地区の茶畑
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 方針Ⅱ 「暮らしの維持・向上」  

『これからも住み続けられる オクシズ』を目指し、生活に必要な機能の維持及び

確保、インフラ整備などに取り組み、生活利便性を向上させます。 

オクシズを持続的に発展する地域とするためには、生活利便性を確保し、住み続

けられる環境を構築する必要があります。 

これまでもオクシズでは道路整備や光回線の整備などを進め、その結果、市街地

や各種情報へのアクセスがしやすくなっています。 

一方、市街地と比較し「人口減少」や「高齢化」が進み、生活や医療、介護への不安

が生じ始めており、例えば現在は買い物や医療機関への通院など日常生活におい

て、自家用車を利用して市街地など地域外に出かけていますが、今後、高齢化が進

むことでそれが難しくなる住民が増加することが考えられます。 

そのため、地域内でも生活に必要な機能にアクセスできるよう医療・福祉、金融、

買い物などの機能の確保を進めます。 

ほかにも、教育について、学校の適正規模・適正配置を進めることや、継続した道

路整備、生活用水の確保、治山事業などの災害対策などインフラ整備を進めます。 

これらの取組により、生活利便性を向上させ、より一層住みやすい地域としてい

いきます。 

移動販売車を活用した買い物支援
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 方針Ⅲ 「内と外からの活性化」  

『山村と都市が共に盛り上げていくオクシズ』を目指し、オクシズの住民を主体と

した活性化と都市部の力の活用した活性化に取り組むことで、魅力あふれる、住み

続けられるオクシズとしていきます。 

オクシズは、自治会などの活動、近所での助け合い、伝統芸能などの地域活動が

盛んに行われている一方、それら地域活動の担い手や農林業、観光業など産業の担

い手が不足しつつあります。 

そのため、オクシズの住民が自ら行う地域の活性化だけでなく、移住者や関係人

口、企業など、都市の力の活用を積極的に進めていく必要があります。 

近年の環境意識のさらなる高まりや、都市から地方への人の流れ、また密を避け

る生活スタイルの定着などにより、オクシズでの環境保全活動への協力や移住など

を進めやすくなりつつあります。 

また、これまでのプロモーションにより、「オクシズ」の名称やイメージが市内だけ

ではなく県内でも定着しています。この「オクシズ」の名称をさらに広げるとともに、

魅力や意義、価値などを伝えるプロモーションを展開することで、オクシズのファン

を増やし、オクシズで活動したい方達が活躍できる機会を創出します。 

   これら３つの方針に沿った様々な施策により、本計画の将来像である「山村と都市が

共生・共育し、持続的に発展するまち 静岡」を目指していきます。 

各方針の関係性
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３－３ オクシズ振興の方針に基づく施策 ～方針Ⅰ 保全と活用の両立 

 『地域資源を守り・活かす 魅力あふれるオクシズ』を目指し、 森林や農地など地域資

源の「保全」のための施策と「活用」に向けた施策を両立させていきます。 

成果指標 
基準値 

Ｒ3年度（２０２１） 

目標値 

Ｒ１２年度（２０３０）

森林整備面積 年間５４５ｈａ 年間７００ｈａ以上 

市営温泉の入場者数 年間９０,33５人 年間２０万人以上 

 （１） 保全 

① 農地や森林等自然環境の維持・保全の推進 

 農林業の効率化や機械化、担い手への支援などにより、農地や森林の適正な管理

を促進し、荒廃農地や荒廃森林を発生させない、また解消することにより、農地や

森林の多面的機能を維持・保全していきます。 

 再造林の促進や間伐の推進による森林の二酸化炭素吸収量の増加と、住宅、非住

宅及び家具、什器などへの木材利用により、炭素固定を促進し二酸化炭素排出量

の削減を進めます。 

② 南アルプスユネスコエコパークの保全 

 国連教育文化科学機関（ユネスコ）によって生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）

に登録された雄大な南アルプスの自然とそこに暮らす人々の生活文化を保全し、

地域社会の発展に活かすための諸施策を官民一体となって推進します。 

③ 農林道や作業道などの整備と維持管理 

 農林業の作業環境を改善するため、農林道等の基盤整備を計画的に進めるほか、

既存の農林道の維持管理や作業道の整備への支援等を進めます。 

④ 地域における野生鳥獣被害対策の推進 

 野生鳥獣による農林産物等への被害を防ぐため、防護柵の整備、緩衝地帯整備及

び捕獲による総合的な対策を進めます。 



２3 

 （２） 活用 

① 農水産物の高付加価値化 

 中山間地域で生産されているお茶、わさび、みかん、高地野菜などの良質な農産

物の価値を高め、地理的条件や市場の動向に左右されず、農家が安定した所得を

得るための仕組みづくりを推進します。 

② 木材の利用拡大 

 オクシズの豊かな森林資源を有効に活用するため、住宅や公益的施設及び商業

施設への地域材活用支援による需要喚起、森林認証制度により認証を受けた森

林から産出され適正に分別管理された認証木材の普及や関連業界と連携した供

給体制整備、木材の利用方法の提案などにより、オクシズ材（オクシズ産の木材）

の利用拡大を図り、都市部での炭素固定にも寄与する取組を進めます。 

③ 地域資源を活かした交流の促進 

 オクシズの既存資源や環境を活用し、都市部の住民が何度も訪れ、体験したくな

るような地域独自の交流・体験教育メニューや受け入れ態勢の整備を促進します。 

 アウトドア、スポーツなどを切り口として交流人口の増加を図るとともに、地域住

民との協働事業や環境教育などを促進します。 

④ 振興・交流拠点の磨き上げ 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、減少している交流客数の増加に向け、

市営温泉やキャンプ場、レクレーション施設などの整備や魅力向上を図り、オクシ

ズに行きたくなるきっかけとなる観光・交流の拠点として磨き上げます。 

⑤ 未活用土地や空き施設の利用促進 

 残すべき自然環境や農地を保全しながら、耕作放棄地や空き家、空き店舗、空き

校舎などについて、地域振興につながる有効な利用を推進します。 

市営温泉（梅ケ島新田温泉 黄金の湯）銚子口の滝
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３－４ オクシズ振興の方針に基づく施策 ～方針Ⅱ 暮らしの維持・向上 

『これからも住み続けられる オクシズ』を目指し、生活に必要な機能の維持及び確保、イ

ンフラ整備などに取り組みます。 

成果指標 
基準値 

Ｒ3年度（２０２１） 

目標値 

Ｒ１２年度（２０３０）

旧安倍６村と両河内の人口 ６,６3８人
５,４００人

推計人口※（４８７４人）よりも 

１０％以上上昇 

※「国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツールＶ２（Ｈ２７ 国調対応版）」を用いて算定 

（１） 住民サービス 

① 高齢者等が安心して生活できる環境の整備 

 中山間地域の高齢者が福祉サービスなどを受けられるようにサービス提供を進

めるとともに、地域全体で高齢者等を支える体制を構築し、安心して暮らせる環

境を整えます。 

 オクシズに居住している人々が今後も金融サービス、日用品調達のための商業

サービスなど、日常生活においてなくてはならないサービスを利用できる仕組

みを構築します。 

② 医療体制の整備 

 オクシズに居住している人々が適切な診療が受けられるように、診療所の整備

や医療の確保を進めます。 

 救急時においても患者を確実に搬送できる体制や仕組みを確保します。 

③ 子育て・教育環境の整備・確保 

 子どもの元気な声が聞こえる地域にするため、子育て世帯の移住を促進するほ

か、保育環境の確保や子どもたちが切磋琢磨できるより良い教育環境を目指し、

学校の適正規模・適正配置の検討を進めます。 

④ 情報通信基盤の活用 

 オクシズにおいて、その地理的条件を克服し、さまざまな活動が可能となるよう

に、デジタル技術導入や活用に向けた取組や支援を進めます。 
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 （２） 生活基盤 

① 安全な道路整備 

 オクシズの地域内や市街地などへの移動において、安全快適に移動ができ、ま

た、都市山村交流や観光などが活発となるよう道路の整備を推進します。 

② 交通手段の確保 

 医療機関への通院や日用品等の生活物資の調達、通勤や通学のため、また、市

街地からオクシズへの来訪のために必要な交通手段の確保を推進します。 

③災害に強い防災体制の整備 

 地震、大雨等自然災害発生の際に被害が最小限になるよう治山事業や急傾斜

地の土砂災害防止施設の設置への支援を進めます。また、集落が孤立しないよ

うに、また万一孤立しても残された住民に不安を与えないように、非常時の通

信手段やヘリ離着陸可能地の確保、物資や資機材の備蓄、防災知識の普及など

を進めます。 

④ 水の確保など定住環境の整備 

 安定した水を供給するため、上水道及び簡易水道施設、飲料水供給施設の適正

な整備や維持管理、農業集落排水施設の維持管理を推進します。 
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３－５ オクシズ振興の方針に基づく施策 ～ 方針Ⅲ 内と外からの活性化 

『山村と都市が共に盛り上げていくオクシズ』を目指し、オクシズの住民を主体とした 

活性化と都市部の力の活用した活性化に取り組みます。 

成果指標 
基準値 

Ｒ3年度（２０２１） 

目標値 

Ｒ１２年度（２０３０）

空き家情報バンク経由での移住世帯数 年間 １２世帯 年間 １５世帯以上 

（１） 内発的な活性化 

① 地域産業の経営基盤の強化、担い手の育成 

 条件が不利な中山間地域においても、効率的・安定的に所得を確保できるよう

に経営基盤の強化を図ります。 

 農林業を維持していくために後継者の育成・確保及び新規就農者支援のため

の取組を推進します。 

 地域住民、都市部の住民、企業、大学、ＮＰＯ法人等、行政などさまざまな主体

の連携、ビジネスマッチングを推進することにより、新たな価値やビジネスの

創出につなげます。 

② 地域住民主体の仕組みづくり 

 地域活動の核となり、地域をけん引していくことのできる人材を育てます。 

 それぞれの地域において地域運営に取り組む民間団体等を育成・支援し、地域

活動の継続性を高めます。 

 地域住民、都市部の住民、地域内外のＮＰＯ法人、民間団体、企業、大学等、さ

まざまな主体が連携・協働することによってコミュニティを支えていくなど、新

たな地域運営の仕組みづくりを推進します。 

③ オクシズに伝わる文化の承継 

 オクシズには、神楽や盆踊り、在来作物など世代を越えて受け継がれてきた豊

かな伝統文化が継承されています。それらの伝統文化を今に活かしながら後

世に伝えるための人材の育成と継承の仕組みづくりを進めます。 
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 （２） 都市の力 

① オクシズの意義・役割・魅力を伝えるプロモーション 

 オクシズの価値を後世に引き継ぐためには、中山間地域の存在意義や役割を市

民が理解し、意識を共有していくことが求められます。そのため、中山間地域の

情報を広く発信するとともに、中山間地域を身近に感じ、愛着を持ってもらうよ

うな取組を推進します。 

 オクシズの有する多様な価値を、都市山村交流の促進に活かすため、マーケティ

ング調査に基づいた戦略的なプロモーションを展開することにより、都市住民の

欲しい情報や旬の情報を届けます。 

② 都市住民と地域住民の交流促進 

 中山間地域への理解を深め、愛着を持って活動する都市住民を増やすため、都

市山村交流センターの運営や卓球を活用した都市山村交流、都市住民のオクシ

ズでのイベントの参加などを推進します。 

③ 外部人材の活用や企業誘致の促進 

 地域課題の解決に貢献する地域おこし協力隊の導入や、都市住民のオクシズで

の就業機会の確保を進めます。 

 地域の産業の持続的な発展や地域住民の雇用の確保を図るため、中山間地域に

適合したビジネスを展開している企業の立地や、オクシズでの起業を推進します。 

④ オクシズへの移住定住の促進 

 オクシズのコミュニティ維持のため、オクシズで生活したい、活動したいと考えて

いる都市部の住民に必要な情報を届けるとともに、地域の受け入れ体制を整え

ることで、移住・定住を促進します。 

⑤ 環境保全活動への都市住民の協力 

 健全な森林をはじめ、オクシズの豊かな環境を次世代に受け継いでいくために

は、中山間地域の住民のみならず都市部の住民の協力が求められるため、それ

ぞれが果たすべき役割を認識し、連携して維持・保全していくための仕組みづく

りを推進します。 
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４ 重点プロジェクト 

     ４次総の５大重点政策のひとつ「オクシズの森林文化を育てるまちの推進」の取

組の方向性である【雇用と仕事の確保】や【生活利便性の向上】に特に寄与する施

策、地域の喫緊の課題に対応する施策を重点プロジェクトとして設定し、特に力を

入れて推進していきます。 

     また、この取組に当たっては、「デジタル」（デジタル技術活用による課題解決・利便

性の向上）、「グリーン」（温室効果ガスの森林への固定や排出量の削減）の視点も踏ま

えていきます。

（１）泉質の良い温泉など地域資源を活かした交流の活発化 

オクシズ各地にある市営温泉などの交流施設や南アルプスユネスコエコパーク、  

国民保養温泉地 梅ケ島温泉郷、世界農業遺産 静岡水わさびの伝統栽培などの世界

に誇る地域資源や首都圏などからのアクセス環境の向上等を活用し、オクシズに観光

客などを惹きつける取組を推進します。 

オクシズには、各地域に趣の異なる５つの市営温泉や釣り堀、キャンプ場など自然

を活かした観光交流施設があります。 

さらに、「南アルプスユネスコエコパーク」の指定をはじめ、国民保養温泉地として

「梅ケ島温泉郷」の指定、世界農業遺産として「静岡水わさびの伝統栽培」の認定、有

東木の盆踊りを含む「風流踊り」のユネスコ無形文化遺産登録など、世界に誇れる地

域資源があります。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、観光交流客数は減少傾向となっ

ています。 

オクシズの来訪者の増加は、オクシズ住民の雇用や地域生産物の販売機会の拡大

に繋がるだけでなく、オクシズの持つ様々な役割を都市部の住民に理解していただく

重要な機会でもあります。 

市営温泉（口坂本温泉浴場、清水西里温泉 やませみの湯）
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そのため、各地域の温泉など観光交流施設のハード面やソフト面での磨き上げや 

各地域の地域資源を活用した事業への支援、アクセス改善、プロモーションの強化な

どを総合的に実施していきます。 

ア 南アルプスユネスコエコパーク  

井川地区においては、ユネスコエコパークに指定された「南アルプスユネスコエコ

パーク」の 3,０００ｍ級の高い山々と多種多様な動植物を育む自然環境、人々の営

みによって受け継がれてきた多様な文化などの特色を活かした魅力の磨き上げを

進めます。 

井川湖の東側では、南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家、リバウェル井

川スキー場、静岡県県民の森などのキャンプ、ハイキング、登山、自然観察など、自

然の中で学び体験するレクリエーション施設などを活かしたアウトドア、スポーツな

どを楽しむ場所として磨き上げます。 

井川駅から南アルプスまでの地域では、南アルプスの自然環境の価値や在来作

物、文化などの伝承されたものの価値を知り、楽しめる場所として磨き上げます。

また、南アルプスの自然を守る活動への市民の参加を進めるなど、観光や登山以外

でも井川地区を訪れる機会を創出します。 

井川廃線小道、畑薙大吊橋の紅葉
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イ 梅ケ島温泉郷・世界農業遺産「静岡水わさびの伝統栽培」・お茶のまち静岡市  

梅ケ島や大河内、玉川地区などの安倍川流域では、お茶、わさびなどの食材やキ

ャンプ場、釣り堀などのリクリエーション施設、農村風景などのコンテンツと湯治場

として栄えてきた療養効果が高い泉質の梅ケ島温泉と複合的に楽しむことで、一層

リフレッシュできる場所とするよう、梅ケ島新田温泉 黄金の湯のリニューアルや各 

施設の新商品開発や新サービスなどの新たな取組への支援を進めます。 

また、清沢や大川地区などの藁科川流域では、お茶やレモンなどの特産品を活か

した取り組みやお茶カフェ、キャンプ場などと、農業体験や自然体験、湯ノ島温泉浴

場などとを掛け合わせるなど、のんびりと過ごし、自然の中でリフレッシュする場所

としての磨き上げを進めます。 

各地の地域資源（安倍の大滝、有東木のワサビ田、清沢レモン、大川のそば畑）
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ウ 中部横断自動車道 両河内スマートインターチェンジ（仮称）  

両河内スマートインターチェンジ（仮称）の供用が開始されれば、本市市街地だけ

ではなく、首都圏等からのアクセスが向上します。スマートインターチェンジや周辺

の道路整備を進めることに加え、供用開始に向け、自然の家の移転整備、清水森林

公園の再整備を進め、それらの施設と、興津川やその支流での釣り・沢登り・キャン

プなどのアクティビティやお茶・タケノコ・ワサビなどの特産品などを活かし、首都

圏などからの来訪者の増加に繋げます。

両河内の風景（杉尾山山頂からの景色、興津川の鮎釣り）

図 各地域の地域資源を活かした交流の活発化とアクセスの向上
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（２） 自家用車なしでも安心して生活できる環境整備 

人口減少や高齢化、また、地域の商店の減少や路線バスなどの減便等により、自家用

車なしでは買い物や医療機関の受診などが難しくなりつつあるため、生活に必要な機

能の確保やアクセスの向上を図ります。 

オクシズは、中山間地域としては市街地からのアクセスが良い地域が多く、住民の多

くは自家用車を利用して、市街地を生活の拠点とし、生鮮品や日用品などの買い物、医

療機関への受診などの各機能にアクセスしています。 

自家用車を持たない住民は、親族、近隣の住民、友人などの助けなどの共助や路線バ

スでの市街地への移動、移動販売車の利用などにより、各機能にアクセスしています。 

今後、高齢化が進むに連れ、自家用車を利用できない住民が増加することが予想さ

れ、特に自家用車で市街地に行くことができない住民が生活に必要な機能へのアクセス

が困難になる可能性があります。 

そのため、各地域内で買い物や通院などができるよう移動販売車を活用した買い物

支援や、大河内診療所の移転整備といった山間地医療の確保のほか、医療の身近な相

談先の確保を進めるとともに、地域内外への移動手段の確保、デジタル技術の活用等、

生活利便性が向上する取組を進めていきます。 

移動販売車での買い物
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（３） 木材活用の総合的な支援による循環型経済の構築

森林の生育支援から、住宅や公益的施設及び商業施設への市産材活用支援まで、総

合的な支援を行い、森林認証制度による環境付加価値の付与や関連業界と連携した供

給体制整備により地域材としてのブランド化を目指します。 

本市には １０万 ｈａを超える森林が存在し、市域の総面積の７６％を森林が占めてい

ます。そのうち４４％はヒノキ・スギの人工林であり、成熟し、その多くが利用可能な状態

にあります。計画的な木材利用、森林経営を通じた森林の生育は森林の多面的機能の

持続的発揮に繋がるだけでなく、中山間地域経済の維持・活性化に大きく貢献すること

になります。 

しかし、林業・木材業を取り巻く環境は材価の低迷、主な需要先であった住宅の着工

件数減少など厳しい状況にあります。また、林業の担い手も年々減少しています。 

そのため、林業の成長支援として、林道や作業道の整備や間伐等の支援をはじめ、新

たな森林経営の選択肢として、エリートツリーやウルシ等の導入を進めます。 

小学校と森林をオンラインでつないだ林業教室

漆掻きとウルシ植林作業
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また、市産材の利用促進施策として、いままで実施してきた木造住宅建築主への市産

材建材の提供支援、市産材商品の開発による販路拡大に加え、公益的施設や商業施設

など大型需要への対応のため、森林認証制度による環境付加価値の付与等を行います。 

川上から川下まで木材関連業界が連携した安定供給体制の整備を行い、静岡市産材

「オクシズ材」のブランド化を目指します。 

市街地でのオクシズ材の活用例（地下道や飲食店、遊具）
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（４） 総合的な鳥獣被害対策 

野生鳥獣による農林産物等への被害を防ぐため、防護柵の設置、緩衝地帯整備及び捕

獲による総合的な野生鳥獣被害対策を実施します。また、より効果的な鳥獣害対策を実

施するため、講習会等を通じて、地域ぐるみでの鳥獣を寄せ付けない対策の実施を推進

します。 

ア 被害防除のための防護柵の設置 

野生鳥獣による農林作物被害を広域的かつ効果的に防止することを目的として、野

生鳥獣被害防除事業を実施し、防護柵の設置を進めます。 

効果的な防除のためには、電気柵、ワイヤーメッシュ、トタン等、地形や加害鳥獣にあ

わせた防除資材を設置し、適切に維持・管理していくことの周知や、加害鳥獣の特定が

困難な場合には、昼夜自動で撮影できる ＩＣＴ機器の活用を実施します。 

イ 奥山と農地の間の緩衝地帯整備 

野生鳥獣を耕作地等に誘導しにくい環境の整備を目的として、耕作地周辺の野生

鳥獣のひそみ場所や移動経路となりやすい藪や耕作放棄地の除伐、草刈など、緩衝地

帯の整備を進めます。 

また、野生動物が出没しにくい環境の整備には、耕作地等に野生鳥獣を呼び込む 

要因となる放任果樹や野菜くずの除去など、地域における日常的な管理など、地域ぐ

るみでの鳥獣を寄せ付けない対策を推進します。 

ウ 野生鳥獣の捕獲 

農林産物等に直接的に被害をもたらす野生鳥獣を除去することを目的として、狩

猟免許の取得支援や捕獲報償金の支給、ＩＣＴを活用した捕獲の効率化に加え、捕獲
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した鳥獣のジビエ利用等に関する研究を進めるなど、野生鳥獣の捕獲に関する取組

を進めます。 

防護柵の設置事例（物理柵＋電気柵） 野生鳥獣による食害（自動撮影による）
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（５） 移住施策の推進 

空き家の掘り起しや、移住希望者向けイベントの開催を通し、オクシズへ移住及び定

住し、住民と共同してオクシズのコミュニティの維持及び活性化を図る人材を誘致する

移住環境を構築します。 

オクシズには、そこに暮らす地域住民によって守られてきた、その地域ならではの文

化や豊かな自然環境など、多くの魅力が存在します。 

しかし、オクシズは人口減少、少子高齢化が著しく、その魅力を存続させることが困難

な状況となっています。そのため、地域住民とともにオクシズの魅力を支える新たな担

い手として移住者を迎え入れることにより、オクシズの魅力を次代へ継承していく必要

があります。 

ＳＤＧｓへの注目や、新型コロナウイルス感染症の流行による生活スタイルの見直しな

どにより、空き家情報バンクへの問い合わせやホームページの閲覧数が増加し、移住へ

の注目度が高まっています。この機運をとらえ、引き続き移住促事業を進めていきます。 

また、移住者が居住する住宅の改修やテレワークのための職場環境整備に対する助

成、お試し住宅や移住用の空き家の確保等を進めるほか、移住者を受け入れる地域団

体が取り組む移住促進活動や移住希望者向けイベント開催に対する支援により、地域に

あった移住促進活動を推進することにより、移住希望者の増加とその移住希望者が移

住できる環境を目指していきます。 

中山間地空き家情報バンク掲載物件 
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責 務 

都市住民との交流の

推進や協力に対して受

入体制を整える。 

役 割 

地域づくりの主体とし

て、様々な課題について

地域活動を展開する。 

責 務 

オクシズへの関心・ 

理解を深める。オクシズ

の自然環境の保全を

心掛ける。 

役 割 

地域住民と積極的に

交流し、地域住民の取組

に対して、連携・協力を 

行う。 

責 務 

総合的かつ計画的に

施策を実施する。 

役 割 

庁内の体制整備、住

民のニーズ把握、市民や

事業者の取組支援、関

係者との広域的・総合的

連携等を行う。 

責 務 

事業の実施には、オク

シズの自然環境の保全

に必要な措置を行う。 

役 割 

住民や行政等と連携・

協力し、オクシズの振興

に積極的に参画する。 

５ 計画の推進体制と進行管理

５－１ 推進体制 

本計画の推進に当たっては、地域おこし条例の理念の下、「市」のみならず「市民」（地域

住民と都市住民）、「事業者」（一般的な事業者に加え、ＪＡ、森林組合、商工会議所、商工会、

企業組合、ＮＰＯ法人等も含む）等が手を携え、一体となる必要があります。このため、「市」

「市民」「事業者」がそれぞれの「責務と役割」に基づき、推進していきます。 

また施策を市役所内にて全庁的に取り組むため、関連する部局により「オクシズ地域お

こし推進会議」を設置し、各局部の連携・調整を図りながら計画を推進していきます。

さらに、市民の視点から進行状況の評価等を行うため、地域住民及び事業者による「オ

クシズ地域おこし計画推進協議会」を設置し、計画を推進していきます。

５－２ 進行管理 

本計画を着実に推進していくため、定期的に事業や目標の達成状況等の評価及び取組

状況の検証をしたうえで、活動の見直しや改善を行い、ＰＤＣＡ サイクルによる継続的な改

善を行っていきます。

都市住民の責務と役割地域住民の責務と役割

事業者の責務と役割 

市の責務と役割

（地域住民とは） 

オクシズ地域に居住して

いる、または通学・通勤してい

る者のこと。 


