
 

第１０回静岡市総合計画審議会次第 

 

日 時  平成 17 年 1 月 17 日（月） 

                         午後 1時 30 分から 

                  場 所  ホテルアソシア静岡ターミナル 

                         ３階「駿府の間」 

 

１ 開 会 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

３ 会長あいさつ 

 

 

４ 答申（案）について（資料１） 

 

 

５ 答申 

 

 

６ その他 

 

７ 閉 会 



         

資料１ 

（案） 

静 総 審 第  号 

平成  年 月  日 

 

靜岡市長  小 嶋 善 吉 様 

 

 

                               静岡市総合計画審議会 

会 長  河 合 代 悟 

 

静岡市基本計画について（答申） 

 

  平成１６年１２月１７日付け１６静企企第１１１７号により、本会に諮問のありました第

1 次静岡市総合計画（案）について、静岡市総合計画審議会条例（平成１５年静岡市

条例第３３２号）第２条第１項第１号の規定に基づき下記のとおり答申します。 

 

記 

 
 第 1 次静岡市総合計画（案）については、妥当なものと認め、次のとおり付帯意見を

付して諮問案のとおり答申します。 

  

１  基本計画の策定に当たっては、先に議決された静岡市基本構想の理念の

実現をはかるとともに、市民に分かりやすく読みやすい冊子を作成されたい。 

 

２  この基本計画に沿った具体の事務事業計画を定められたい。また、その際、

成果指標、数値目標等をとり入れることも検討されたい。 

 

３  市民に対して、基本計画の内容を十分周知するよう努められたい。 

 

４  指定都市移行後は行政区単位のまちづくりが重要となるため、住民の意向

を十分に反映した区別計画を策定されたい。 

 

 以上のほか審議の過程で表明された具体的な意見・要望等も十分に検討し、基本

計画を策定されたい。 



  

 

 

 

 

 

 

 第１次静岡市総合計画（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年１月 
 

静 岡 市     
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      第１ 静岡市基本構想 
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１ 策定の趣旨 

 

静岡市は、平成１５年４月、旧静岡市と旧清水市の合併により誕生しました。 

 そして、平成１７年４月、政令指定都市に移行することとなっています。ここで

定める基本構想は、旧両市の歴史・文化とこれまでの発展の成果を継承するととも

に政令指定都市移行という大きな変化に対応するため、概ね平成２７年における

「目指すまちの姿」を明らかにし、それを実現するために市民と行政が協働してと

りくむまちづくりの基本的な方針を示すものです。 

 基本構想は、行政内部の指針にとどまらず、静岡市に関わる様々な市民や団体に

とって重要な意義をもつことから「静岡市経営の最高方針」となるものです。 

 このようなことから、この基本構想は、広く市民の意見を採り入れ、議論をくり

かえして策定してきました。 
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２ 目指すまちの姿 

 

（１）社会環境の大きな変化 

   我が国は、今、大きな変革期を迎えています。 

   社会の様々な制度・しくみが機能不全をおこし、変革期における多くの問題

や課題への適切な対応が難しくなっています。 

   これまでの我が国は、近代化を目指す過程で中央集権的な社会システムによ

り、短期間に効率よく先進国への仲間入りを果たし、世界でも有数の豊かな社

会を実現させました。 

   しかし、現在、社会の様々な局面ですすむ国際的なつながりの複雑・拡大化、

地球環境問題の深刻化、世界大競争時代の到来や急速な少子高齢化、国・地方

を通じた財政の危機的状況などの諸問題が顕在化しています。その多くが従来

の画一的で中央集権型の社会システムでは対処や解決が難しく、地域の実情に

即した分散型、自立型の社会システムへの転換が必要となっています。 

   一方で、市民の意識の重心は、物質的な豊かさから精神的な豊かさへと移動

しており、人や自然とのふれあいの中で心のゆとりとうるおいを確保しながら、

地域社会の建設に積極的に関わっていこうとしています。 

   このような市民の主体的な力をまちづくりへの参加と創造に結実させるこ

とにより、様々な課題を克服し、自立的な社会システムのもとに新しいまちを

構築していく条件は、十分に整っています。 

  さらに静岡市は、政令指定都市に移行し、現在の都市制度の中で最大の自治

権を有する都市に成長しようとしています。また、第二東名高速道路などに代

表される、本市をとりまく大規模社会資本の整備も着々と進捗しています。こ

のような状況は、まちにとって大きな発展の機会が到来しているといえます。 
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（２）目指すまちの姿 

   静岡市は、他の大都市とは異なるすぐれた特色があります。 

それは、南アルプスから駿河湾までの広大な市域がもたらす多様で豊かな自

然をはじめとする地域資源の存在と、それを活用して先人が築きあげてきた営

みの集積です。また、我が国の交流拠点としての位置にあること、さらには、

長い歴史と文化的蓄積やすぐれた人材の集積です。 

このすぐれた基礎的条件を市民や団体が活用して、様々なチャンネルにより

国内はもとより海外とも積極的に交流を行います。 

一人ひとりの市民や団体、ひいてはまち全体がダイナミックに交流をくりか

えすことにより、その過程から様々な新しい意義ある価値が創り出されます。 

ひとつの価値は、また別の価値と触れあうことにより、次々と新しい価値が

創造されていきます。それはまちのあらゆる局面ですぐれた相乗効果を及ぼし、

物質的にも精神的にも活力ある豊かなまちへと発展をとげていきます。 

このように、市民や団体が知恵を出し合い、交流し、主体的にまちづくりに

とりくむ中で、だれもがゆとりある暮らしや価値ある人生を実感できる自立し

たまちが生まれます。 

このようなまちこそ 

 

活発に交流し価値を創り合う自立都市 

 

です。 

静岡市は、これを「目指すまちの姿」とし、その実現につとめます。 
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（３）まちづくりの戦略 

    静岡市は、「目指すまちの姿」を実現していくため、次のとおり「まちづ

くりの戦略」を掲げ推進していきます。 

「まちづくりの戦略」は「まちづくりの大綱」相互を調整し、全体として

「目指すまちの姿」にまとまっていくよう、まちづくり共通の考え方となる

ものです。 

 

① 協働の力にあふれた市民の集うまちをつくる 

      「活発に交流し価値を創り合う自立都市」をつくっていくためには、何 

よりも市民・団体と行政がともにまちづくりを行う協働の力が必要です。 

    まちづくりをすすめるうえで他者の立場、価値観を思いやる気持ちとそ 

れを踏まえた個性の主張や発揮、調整能力、また、男女共同参画の考えな 

どが重要となります。これらを基礎として、コミュニティの建設をはじめ 

としたいろいろな新しい意義あるとりくみを創造、発信していきます。 

     静岡市は、このような市民や団体の集うまちをつくっていきます。 

 

② 自治の力を活かし市民が満足するまちをつくる 

     「活発に交流し価値を創り合う自立都市」をつくっていくためには、大 

きくなる自治権を自在に使いこなし、ゆとりある暮らしや心の豊かさが実 

感できる、市民が満足するまちづくりを行っていくことが必要です。 

      静岡市は、こうした自治の力を活かし市民が満足するまちをつくってい 

きます。 

 

     ③ 情報発信をくりかえし世界に誇れるまちをつくる 

      「活発に交流し価値を創り合う自立都市」をつくっていくためには、南 

アルプスをはじめとする地域資源の再評価や開発により、その魅力を内外

に積極的に情報発信していくことが必要です。 

     そこで、すぐれた地勢や静岡空港、中部横断自動車道などの大規模社会 

資本を活かし、世界の静岡市としてのブランドイメージをつくりあげてい

きます。 

     静岡市は、積極的に情報発信し、世界に誇れるまちをつくっていきます。 
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④ 安全、快適、活力ある市民が安心して暮らせるまちをつくる 

「活発に交流し価値を創り合う自立都市」をつくっていくためには、市 

民が安心して暮らせ、活発に活動できる政令指定都市にふさわしい強固な 

都市基盤が必要です。 

     とくに、新しい価値を産み出す基盤や、全国や世界との交流のための基 

盤、地震・水害などの災害に強い基盤の整備が重要です。 

     静岡市は、安全、快適、活力ある市民が安心して暮らせるまちをつくっ 

ていきます。 
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３ まちづくりの大綱  

 

 静岡市は、「目指すまちの姿」を実現していくため、次のとおり「まちづくりの

大綱」を掲げ、推進していきます。 

 

（１）みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち 

    心身ともに健康に暮らせるまちを市民の自立と共生の心でつくっていきま 

す。 

    このため、 

・ 心がかよい笑顔あふれる市民福祉の推進 

・ 未来を築く元気な子どもの育成支援 

・ 障害のある人の自立を支えるシステムの構築 

・ 人間関係豊かな長寿のまちの確立 

・ いきいきと暮らせる健康づくりの推進 

  を政策大綱として積極的に推進します。 

 

 

（２）心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち 

    生涯を通じた相互的な学習を支援し、まちづくりへの参加をすすめていきま 

す。また、心豊かで地球市民としての自覚をもった次代を担う人材を育て、「し 

ずおか文化」を全国に発信していきます。 

  このため、 

・ 生涯学習の推進とまちづくりへの参加 

・ 多彩な文化の継承と独自文化の創造 

・ 次代を担う人材の育成と環境の整備 

・ 健やかな心と身体をつちかうスポーツ・レクリエーションの推進 

  を政策大綱として積極的に推進します。 
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（３）安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち 

    暮らしの基盤である安全、安心、快適性にすぐれた生活圏づくりを通して持 

続的発展の可能な環境調和都市をつくっていきます。 

    このため、 

・ 環境低負荷型都市の建設 

    ・ 豊かな水と緑あふれる環境の創出 

    ・ 地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進 

    ・ 快適でゆとりと信頼ある市民生活の確保   

を政策大綱として積極的に推進します。 

 

 

（４）地域が育て世界に挑む創造型産業のまち 

   商業集積や清水港などのすぐれた産業経済基盤と大都市効果を活かすとと

もに、ヒト、モノ、カネ、情報等の交流により新しい価値を産み出し、世界に

通用するオンリーワン型産業や人材の集積するまちをつくっていきます。 

    このため、 

    ・ 都市型産業集積を目指した産業構造の知的高度化 

    ・ 環境と調和した農林水産業の高付加価値化 

    ・ 地域の魅力を活かした観光・交流産業の高度化 

    ・ 国際貿易港・清水港を活かした地域産業の振興 

    ・ すぐれた能力と意欲ある人材の育成・支援 

   を政策大綱として積極的に推進します。 



  

 - ８ - 

（５）活発な都市活動を支える快適で質の高いまち 

   都市活動の基盤となる道路・公共交通、情報通信などを体系的かつ高レベル

に整備し、大都市としての風格と利便性を高め、景観を整備し、山間地や海岸

部などの地域個性をみがきながら全体として一体性のあるまちをつくってい

きます。 

    このため、 

    ・ 快適で個性のある魅力的な都市空間の創出 

    ・ にぎわいと風格のある「まちの顔」づくり 

    ・ 多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築 

    ・ まちと支えあう山間地と海岸部の振興 

  を政策大綱として積極的に推進します。 
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４ まちの経営システム 

 

 静岡市は「目指すまちの姿」を実現していくため、「まちづくりの戦略」のもと

「まちづくりの大綱」にのっとり、様々な政策や事業を市民とともに推進していき

ますが、その際の行動原則を「まちの経営システム」として次のとおり掲げ実施し

ていきます。 

 

（１）生産性、透明性の高い大都市経営をすすめる 

   生産性、効率性、公平性を確保した行政経営を行っていきます。 

    このため、常に市民ニーズを把握し、その政策化につとめる中で、不断の行

財政改革にとりくむとともに、限られた経営資源を「まちづくりの大綱」に示

す政策や事務事業に即して最適に配分し、実施します。そして、その結果が市

民の満足するものとなっているかを評価し、次の行政活動に反映させます。 

   この一連の過程は市民に公開し、透明性の確保と説明責任を果たしていきま

す。 

 

 

（２）市民と行政との協働によるまちづくりをすすめる 

   多様で広汎な市民ニーズを調整して真に必要なサービスの内容や負担など

を市民とともに考え、そして協働してそれを実施に移す、といった総合調整者

としての役割を果たします。 

   静岡市は、このような市民との協働によるまちづくりをすすめていきます。 
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（３）地域が個性をみがき合うまちづくりをすすめる 

   政令指定都市では市民に身近な行政は、区を中心に行われることとなるため、

区の個性を大切にしたまちづくりを行っていきます。 

    そこで、地域の個性を築く基礎となるコミュニティづくりを積極的にすすめ、

地域や地区がそれぞれの歴史・伝統や資源、人材などを活かし、個性をみがき

合いつつ市全体として調和がとれた一体性のあるまちづくりをすすめていき

ます。 

 

 

（４）多角的な広域行政をすすめる 

   静岡市は、県都として、また、１００万人を超える静岡都市圏の中心都市と

してリーダーシップを発揮し、関係する市町村との役割分担や連携・協力のも

とに広域的な課題にとりくんでいきます。 

   このようなとりくみの積み重ねにより県勢や静岡都市圏全体が発展してい

きます。 

   一方、静岡市の置かれた交流拠点としてのすぐれた地勢を活かして、環太平

洋地域や東アジアをはじめ、日本海軸や東海道軸などにおける市民や地域との

交流を強化し、積極的な情報発信をはかっていきます。 



 
 
 
 

      第２ 静岡市基本計画 

      １ 基本計画の策定に当たって 



１ 基本計画の策定に当たって 
 

 Ⅰ 計画の主要フレーム 

 
① 計画の概要 

  

 ア 計画の性格 

    この基本計画は、静岡市基本構想の「目指すまちの姿」である「活発

に交流し価値を創り合う自立都市」を実現するための政策大綱を明らか

にするものです。 

     

 イ 計画の区域 

    この計画の対象となる区域は、基本的には静岡市という行政区域です

が、広域行政の展開や静岡都市圏の将来を展望して、より幅の広い広域

的な視点にたって計画を推進します。 

 

 ウ 計画の期間 

    この計画の期間は、静岡市基本構想の計画期間のうち平成１７年度か

ら平成２１年度までの５年間です。 

 

 エ 計画の構成 

    第１次総合計画は基本構想、基本計画、実施計画で構成します。 

    なお、平成２２年度から平成２６年度までの５年間については、第２

次静岡市総合計画で対応します。 

 

 
 

      総 合 計 画 の 体 系 

 

 

年 度 

平成 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ 

 

２６ 

 

基本構想 

 

 

基本計画 

 

実施計画 

 
基本構想   

 

 

 

第１次基本計画          第２次基本計画 

 

 第１期実施計画          第１期実施計画 

                               

第２期実施計画         第２期実施計画

 
（注） 平成１７年度から２１年度までの間の、基本構想、基本計画、実施計画を総称

して第１次総合計画と呼びます。 同様に、平成２２年度から２６年度の間のも

のは、第２次総合計画と呼びます。 
 
 



② 計画のフレーム 

   基本計画を推進していくに当たっては、静岡市をとりまく基礎的な条件

について的確な見通しをたてておく必要があります。そこで、静岡市の人

口などの主要指標を次のとおり設定します。 

 

 ア 総人口 
 

目標年次(平成 27 年)における静岡市の推計人口 ７０万３千人 

 
  平成 18 年には我が国の総人口が減少に転ずると見込まれる中、静岡市の

総人口は、平成 22 年の 70 万８千人を経て、平成 27 年には 70 万３千人と

なることが見込まれます。 

我が国人口のピークに５年程度遅れて、本市もピークを迎え、以後漸減して

いくと想定されます。ピーク時が５年程度遅れるのは、合併および政令指定都

市（以下「指定都市」という。）移行によるインパクトなどによるものと見込

んでいます。 

また、平成２７年における世帯数、一般世帯の平均世帯人員はそれぞれ２７

万９千世帯、２．４９人になる見込みであり、平成１２年と比較すると約２万

４千世帯が増える一方で、世帯人員は０．２６人減となり、核家族化が進行す

ることが予測されます。 

 
 静岡市の将来推計人口                                          （単位：人、％） 

区分 昭和５０ 昭和５５ 昭和６０ 平成２ 平成７ 平成１２ 平成１７ 平成２２ 平成２７

旧静岡市 446,952 458,341 468,362 472,196 474,092 469,695 － － － 

旧清水市 243,049 241,576 242,166 241,523 240,174 236,818 － － － 

静 岡 市 690,001 699,917 710,528 713,719 714,266 706,513 707,000 708,000 703,000

伸 び 率 － 1.4  1.5  0.4  0.1  -1.1 0.1  0.1  -0.7 
資料：平成１２年までは総務省「国勢調査」、平成１７年以降は静岡市企画調整課推計 

（注） 平成１２年以前の静岡市の人口は、旧静岡市および旧清水市の人口の合算。 
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資料：平成１２年までは総務省「国勢調査」、平成１７年以降は静岡市企画調整課推計 



イ 年齢３区分別人口 

   平成 27 年における年齢３区分別人口は、年少人口（15 歳未満）が約８

万７千人に、生産年齢人口（15～64 歳）が約 42 万５千人に、老年人口

（65 歳以上）は約 19 万１千人になる見込みであり、平成 12 年と比較す

るとそれぞれ約１万４千人の減、約５万７千人の減、約６万７千人の増と

なっています。 
 

  
 資料：平成１２年までは総務省「国勢調査」、平成１７年以降は静岡市企画調整課推計 

 
   各年齢区分別人口の本市の総人口に対する割合をみると、平成 12 年に

68.2 パーセントだった生産年齢人口の割合は、平成 27 年に 60.5 パーセ

ントまで減少し、産業への影響、さらには医療､福祉､年金といった今後の社

会保障をめぐる問題にも関わってくることが予想されます。 

また、年少人口が総人口に占める割合は、平成２７年には 12.3 パーセン

トまで減少し、少子化の進行が見込まれ、老年人口が総人口に占める割合（高

齢化率）は平成 17 年に 20 パーセントを超え、平成 27 年には 27.2 パー

セントに達することとなり、超高齢社会の到来が見込まれます。 
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ウ 産業別就業者数 
   産業別では、第１次産業および第２次産業は後継者不足、産業構造の転

換、生産性の向上などにより減少を続け、平成 27 年には割合にしてそれ

ぞれ 2.0 パーセント、2６.0 パーセントになる見込みです。一方、第３次

産業は指定都市移行などによる都市型産業が集積し、7２.１パーセントま

で増加することが見込まれます。 

 

       静岡市の将来の産業別就業者数                              （単位：人） 

区  分 平成２ 平成７ 平成１２ 平成１７ 平成２２ 平成２７

第１次産業 18,117 16,256 13,452 11,000 8,900 7,100

第２次産業 127,743 123,788 111,808 108,400 100,100 92,400

第３次産業 231,040 245,654 247,429 252,600 256,000 256,500

計 376,900 385,698 372,689 372,000 365,000 356,000
 資料：平成１２年までは総務省「国勢調査」、平成１７年以降は静岡市企画調整課推計 

 
 静岡市の将来の産業構造                                   （単位：％） 

区  分 平成２ 平成７ 平成１２ 平成１７ 平成２２ 平成２７

第１次産業 4.8 4.2 3.6 3.0 2.4 2.0

第２次産業 33.9 32.1 30.0 29.1 27.4 26.0

第３次産業 61.3 63.7 66.4 67.9 70.1 72.1

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
資料：平成１２年までは総務省「国勢調査」、平成１７年以降は静岡市企画調整課推計 
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資料：平成１２年までは総務省「国勢調査」、平成１７年以降は静岡市企画調整課推計 



 
 
 



 



 

オ 土地利用構想 

■土地利用計画 

 

 １ 基本方針 

 

   土地は限られた資源であり、生物の生息の基礎を成すものであるとともに、地域

の発展や豊かな市民生活を形成する上での基盤でもあります。 

   静岡市は平成 17 年４月に、最大の自治権を有する指定都市へと移行します。そ

して、市内および周辺では、将来の都市構造や土地利用に大きな影響を与えること

になる第二東名自動車道や中部横断自動車道などの大規模社会資本の整備もすす

み、大きく躍進する機会を迎えています。 

   今後の土地利用に当たっては、土地の根幹的な役割を踏まえつつ、本市の「目指

すまちの姿」である「活発に交流し価値を創り合う自立都市」を実現していくため、

次のような基本的視点に立ち計画的かつ総合的にすすめていくものとします。 

 

(１) 活発な交流を育む土地利用 

ヒト、モノ、カネ、情報などの交流により新しい価値を生みだす環境づくり

として、次の視点からの土地利用を推進します。 

 

① 多様で豊かな地域資源を活かした土地利用の推進 

静岡市は、南アルプスから駿河湾までの広大な市域を有し、多様で豊かな自

然資源や城下町、宿場町、港町としての歴史資源など、個性ある地域資源が存

在します。 

活発な交流を創出していくためには、これらの地域固有の貴重な資源を活用

していくことが求められています。 

このため、地域資源の再評価とともに、状況に応じた整備、開発および保全

をはかるなど、その魅力を一層高めていくための土地利用を推進します。 

 

② すぐれた地勢を活かした土地利用の推進 

静岡市は、古くから国土上の拠点に位置し、その機能を発揮してきました。

今後、静岡空港や清水港などの整備により、国内はもとより、環太平洋地域や

東アジアなどとのネットワークも強化され、交流のための基礎的条件は格段に

向上していくことになります。 

このため、国際的な視点から新たな知的産業の集積や地域産業の高度化、高

付加価値化のための拠点整備など、交流拠点としての優位性を活かした効果的

な土地利用を推進します。 
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③ 交流の基盤となる交通・情報体系の構築 

静岡市には、静岡都市圏の中心都市として周辺市町と緊密な連携をはかって

いくことが求められています。また、第二東名自動車道や中部横断自動車道の

広域交流基盤の充実を契機とし、それらと効果的に結ばれた交通ネットワーク

の形成も必要となります。 

 このため、陸・海・空が一体となった総合交通体系の確立や高度情報通信基

盤の整備など、静岡都市圏内外との多彩で活発な交流を支えるための基盤とな

る土地利用を推進します。 

 

(２) 分散型・自立型社会システムを構築するための土地利用 

静岡市の多様で豊かな社会資源や、我が国の交流拠点としての地理的位置な

どの基礎的条件を活かした自立したまちづくりとして、次の視点からの土地利

用を推進します。 

 

① 市民が安心して暮らせる都市基盤の形成 

予想される東海地震や集中豪雨などへの対応も含め、すべての市民が安全に

安心して暮らせる環境づくりをすすめていくことは、まちづくりにおいて最も

優先すべき課題です。 

このため、地震、豪雨などによる自然災害や都市型災害対策の充実、さらに、

公園緑地などのゆとり空間の確保をはかるとともに、まち全体のユニバーサル

デザイン化を促進するなど、災害に強くだれにでもやさしい安全で安心して暮

らせる環境づくりとしての土地利用を推進します。 

 

② 持続的発展の可能な環境調和都市の形成 

自立型社会システムのひとつとして、地域で資源が循環していく仕組みを確

立していくことが重要な課題となります。また、南アルプス、大井川、安倍・

藁科川、興津川をはじめとする豊かな自然資源は、市民および多くの人々の共

有財産として、さらに、生物の共生の場として未来へ継承していくことが求め

られています。 

このため、省資源・省エネルギー化に対応した環境低負荷型都市への転換や

自然資源の保全および新たな自然的環境の創出により、豊かな水と緑あふれる

環境づくりをすすめるなど、自然環境と都市機能が調和した持続的発展が可能

な土地利用を推進します。 

 

   ③ 完結性のある生活圏の形成 

経済的にも文化的にも強固で自立した静岡都市圏を築いていくためには、圏

域内市町との機能連携および中心都市としての高度な機能発揮や風格のある

環境、さらに、地域生産地域消費などの経済の圏域内循環システムの構築が求

められます。 
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このため、圏域内主要道路のネットワーク形成や生活圏域としての活動拠点

の形成および質の高い都市景観形成、高度な都市機能の集積、さらに、農林水

産業の生産地としての土地利用の確保をはかるなど、圏域市町間で調整をはか

りつつ、完結性のある生活圏形成に向けた土地利用を推進します。 

 

(３) 交流拠点と連携軸の強化 

静岡市が、より拠点性のある大都市へと発展していくために、また、環境調

和都市の姿を具体化していくためには、自然的に、都市的に、それぞれの特色

ある複数の拠点が有機的にネットワークされた多核連携型の都市を形成し、持

続的発展のための都市構造の骨格を確立していくことが求められます。 

このため、各地区の自然的または都市的要素としてのすぐれた特性を活かし

た交流拠点整備をすすめるとともに、それらをネットワークする東西、南北、

環状の都市機能連携軸および水、みどり、風、生物などの自然環境連携軸の強

化をはかるなど、都市全体としての総合力を高めながら市域全体が調和して一

体的に発展していくための土地利用を推進します。 

 

(４) 市民の主体的な参加と協働で支える土地利用 

    何よりも「活発に交流し価値を創り合う自立都市」を実現していくためには、

地域住民が主体となり、創意と工夫に満ちたまちづくりを展開していくことが求

められます。 

    このため、市民の主体的な参加と協働による地域整備や環境保全活動などを積

極的に促進します。 
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 ２ 土地利用の基本方向 

 

(1) 農用地 

海岸部・都市近郊の地形、気象条件を活かした土地集約農業などの特色ある

農業の振興や、高品質農産物の生産を促進するとともに、消費者指向に対応し

た、より付加価値の高い農産物の生産、加工および地域生産地域消費を促進す

るため、必要な農用地の確保と関連施設などの整備を推進します。 

     また、農用地は農業生産活動の場としてだけでなく、水源かん養や洪水調整

機能、斜面崩壊防止、さらに、良好な景観形成要素およびグリーン・ツーリズ

ムなどに対応した交流の場などとして総合的に評価し、その保全と活用をはか

ります。 

 

(2) 森 林 

     木材生産などの経済的機能および水源かん養、山地災害防止、保健休養、自

然環境の保全などの森林が有する公益的機能を総合的かつ高度に発揮できる

ように、必要な森林の維持・保全と整備をすすめます。 

 

(3) 原 野 

     現在、静岡市における原野とは低未利用地と推測されることから、今後、そ

の増加を抑制していくとともに、総合的な環境保全や土地の有効利用対策を推

進します。 

 

(4) 水面・河川・水路 

     水面については、ダム湖などの公益的機能の維持につとめるとともに、レク

リエーションの場などとして周辺の環境と一体的に有効利用をはかります。 

     河川については、洪水などの水害防止や水質の保全をはかるため、必要な用

地を確保し、改修や調整池の整備などをすすめます。また、貴重なオープンス

ペースおよびレクリエーションの場でもある河川などについては、景観形成や

河川敷空間の親水性の確保をはかっていきます。 

     水路については、農業生産の向上をはかるため、農用地と一体的に必要な用

地を確保して整備をすすめます。 

     水面・河川・水路の整備に当たっては、周辺の自然環境などとの一体性およ

び生態系の保全に配慮してすすめます。 

 

(5) 道 路 

     一般道路については、広域圏間の交流基盤となる第二東名自動車道や中部横

断自動車道などの国土レベルの骨格的道路や、静岡都市圏および市内の都市活

動の円滑化や拠点間のネットワーク化に貢献する幹線道路を体系的に整備す

るために必要な用地や、その他の身近な生活道路や自転車・歩行者道などを計
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画的かつ効果的に整備するために必要な用地を確保します。 

     一般道路の整備に当たっては、交通処理機能のほか、災害時における避難救

援活動機能や良好な景観形成など、地域の状況に応じた機能の確保などに配慮

します。さらに、駅周辺などの多様な人々が活動する拠点地区においては、ユ

ニバーサルデザインを積極的に導入した人優先の環境づくりをすすめます。ま

た、公共交通の利便性の向上および空と海の交通とのネットワーク化をはかる

ため、効果的な道路網の整備や適切な道路構造にも配慮するなど、総合的な都

市交通体系の確立を目指します。 

 農林道については、農林業の生産性の向上および農林地の適正な管理と公益

的機能の増進、さらに、集落地一帯の生活環境の改善および地域の活力向上を

目指し、必要な用地を確保し、整備をすすめます。整備に当たっては、面的農

地整備などとの連携や周辺の自然環境などとの調和および地域の資源を活用

した観光・レクリエーション活動との関係にも配慮していきます。  

 

(6) 宅 地 

    ① 住宅地 

     静岡市では、総人口の減少が予想されるものの、核家族化の進行などにより

世帯数は当分の間増加していくものと推測されます。また、少子高齢化による

人口構造の変化などにともない、居住形態の多様化が進展すると考えられます。 

     このような新たな住宅地の需要および居住スタイルの変化に対応した質の

高い住宅地を形成していくため、無秩序な市街地の拡大を防止しながら新規の

住宅用地を確保するとともに、既存住宅地の再生をはかっていきます。 

     住宅地の整備に当たっては、東海地震などの自然災害や都市型災害などに備

えた安全性の確保に配慮しつつ、歴史的・文化的資産および恵まれた自然環境

を活かした住宅地の形成につとめます。また、福祉、教育などの居住支援施策

との連携や良好なコミュニティの形成などにも十分配慮し、総合的に居住地と

しての環境づくりをすすめます。 

     とくに、中心市街地においては、利便性の高さや社会資本の集積を活かした

都市型住宅地として環境整備をすすめ、居住を促進します。また、中山間地域

などでは集落環境の整備とともに、自然環境と共生した居住指向への対応など

もはかっていきます。 

 

② 工業用地 

     既存工業地の効率的土地利用により、分散する工場などの集団化を促進する

とともに、今後一層充実していく広域交通条件や多様で高度な産業が立地する

特異性を活かし、地域産業の高度化、高付加価値化を促進します。 

     新たな工業用地の確保に当たっては、既存工業地との連携や全体の土地利用

および交通体系を踏まえた効果的な配置を誘導するとともに、周辺環境との調

和、自然環境や生活環境の保全などに配慮します。 
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    ③ その他の宅地 

     事務所・店舗などの商業業務施設用地については、人口 100 万を超える静

岡都市圏の中心都市としてふさわしい、ジェイアールの静岡駅、清水駅、東静

岡駅を中心とする３つの都市核が連携した高度な商業業務機能の発揮を目指

し、また、日常の生活拠点となる各地区に分散する商業地の機能向上をはかる

ため、適正な配置に配慮しながら必要な用地を確保します。都市核の形成に当

たっては、それぞれが補完し合う商業業務機能を強化していくとともに、その

特徴を活かした交流機能の充実などにより機能の複合化をはかり、活力と賑わ

いのある拠点を形成します。 

     流通・研究開発施設用地については、既存流通センターや地域産業との連携

に配慮しながら、広域交通体系の整備にともない向上する施設立地のポテンシ

ャルを活かした、新たな拠点の形成を計画的に誘導します。 

     港湾施設用地については、清水港の国際貿易港としての物流拠点機能の向上

と水辺環境を活かした交流拠点としての機能向上をはかるため、港湾全体およ

び背後の市街地などとの機能連携に配慮しながら、必要な用地を確保します。 

     観光関連施設用地については、観光・交流産業の高度化を目指し、多様な視

点から観光資源の再評価を行い、新たな観光拠点の整備や既存観光地の環境改

善をすすめるため、必要な用地を確保します。 

 

(7) その他 

     文教、厚生福祉、公園緑地などの公用・公共施設およびスポーツ・レクリエ

ーション施設用地については、災害時における避難地、防災拠点としての役割

や周辺環境との調和および省エネルギー化などに配慮しながら、既存施設の再

評価、再利用も含め、効果的な配置をはかるために必要な用地を確保します。 

     文化遺産や歴史的な神社仏閣などについては、地域固有の財産として保全し、

継承していくとともに、観光資源や市民の身近なやすらぎの場、学習、交流の

場として整備、充実をはかり、地域振興と個性ある地域、地区づくりや芸術文

化の創造活動に活用していきます。 

     海岸および沿岸海域は、高潮や津波などの防災対策の充実をはかるとともに、

漁業、レジャーおよび個性ある景観形成地域として保全していきます。また、

海洋資源を活用した観光産業や水産業の高度化および新たな産業の創造など

を促進するための土地利用を推進します。 

     耕作放棄地や遊休地などの低未利用地については、土地の有効利用および災

害防止の面からも、新たな発生を防止していくとともに、地域の実情を踏まえ

ながら、地域産業の活性化、高度化および豊かな生活環境の形成に向けた活用

を促進します。 
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■都市空間計画 

 

 １ 都市空間形成の基本的考え方 

 

(1) 自然環境との共生都市の形成 

     本市の豊かな自然環境や歴史文化などの資源は、だれもがゆとりある暮らし

や価値ある人生を実感できる自立した都市を形成していくうえで重要な基盤

となっています。 

     一方、地球環境問題が深刻化する中、生存環境を持続させうる経済の成長と

資源循環型の社会システムの構築が大きな課題となっています。 

     このため、新たな自然的環境の創出も含め、自然環境と共生した都市空間づ

くりを積極的に促進し、環境に調和した持続的発展と資源循環型の都市形成を

目指します。  

 

(2) 多核連携型都市形成とネットワーク化 

     本市に求められている高度で快適な都市機能を確保するためには、静岡、清

水、東静岡の３つの都市核が特性に応じて都市機能を分担し、都市の個性の発

揮とその相乗効果による都市活力を創出するとともに、既成市街地やその周辺

にコンパクトな拠点を整備し、それらを交通や情報通信ネットワークで結んだ

多核連携型の都市を形成していく必要があります。  

     このような、多核連携型都市の形成により都市全体の総合力の向上をはかり、

高度で充実した機能を享受できる都市の形成を目指します。 

 

(3) 周辺都市との機能連携強化および広域ネットワークの充実 

     本市は、県都として、また、人口 100 万を超える静岡都市圏の中心都市と

してリーダーシップを発揮していくとともに、周辺都市との連携を強化してい

くことが求められています。 

     このため、静岡都市圏の交通網などの整備により連携基盤の充実した都市空

間形成をはかっていきます。 

また、広域高速道路網や高度情報通信基盤の充実、静岡空港の整備は、交流

機会の拡大をもたらすことになり、交流相手としての都市の魅力づくりが大き

な課題となります。そこで、自然や歴史文化に支えられた本市の地域資源の活

用と発掘による個性ある環境づくりを促進するとともに、伝統文化に先端技術

などを付加した高付加価値産業の創造を促進する都市形成を目指します。 
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 ２ 都市空間連携軸の形成 

 

(1) 広域都市環状軸 

     周辺都市との連絡をさらに強化し、広域間の交通渋滞の解消や広域交通とし

てのすぐれた走行性を確保するため、高規格幹線道路や都市計画道路、公共交

通などによる広域都市環状軸の形成を促進します。 

 

(2) 多核機能連携軸 

     ３つの都市核間における機能連絡を強化するため、都市計画道路や公共交通

などによる多核機能連携軸の形成を促進します。 

 

(３) 東西発展軸 

多核機能連携軸の補完と東西の交流の機能強化のため、都市計画道路や公共

交通などによる東西軸の形成を促進します。 

 

(４) 南北発展軸 

山間地や海岸部と市街地の連携強化および拠点地相互の連携強化のため、主

要地方道や都市計画道路などによる南北軸の形成を促進します。 

 

(５) 市街地放射状軸 

都心部と拠点地の連携強化のため、都市計画道路などによる連携軸の形成を

促進します。 

 

(６) 市街地環状軸 

市街地周辺部などに計画的に整備された都市拠点の中心部と拠点地の連携

強化のため、都市計画道路などによる連携軸の形成を促進します。 



 
 
 
 

２ 市民とともに高めていくことが必要な意識と 

まちの経営システム  

    （1） 市民とともに高めていくことが必要な意識 

     （2） まちの経営システム 



 

２ 市民とともに高めていくことが必要な意識と 

まちの経営システム  
 

「目指すまちの姿」を実現するためには、市民と行政が協働して理想のまちを創
り上げていくことが何よりも大切です。そのため、まちづくりに際して、双方が共
通の認識としてもち、さらに高めていくことが望まれる意識を「市民とともに高め
ていくことが必要な意識」としてまとめました。また、さらに市が行政運営に当た
ってとるべき行動原則を「まちの経営システム」として基本構想に掲げているとこ
ろですが、それを具体化する方策を示しました。 

 
【市民とともに高めていくことが必要な意識とまちの経営システムの政策体系】 
   

  環境調和のまちづくり  

    

  

    

  世界を意識したまちづくり  

    

  

      

 市民とともに高めていくことが   地域に根ざした共生のまちづくり  

 必要な意識     

  

   

  男女共同参画を高めるまちづくり 

    

  

    

  ＩＴを活用したまちづくり  

    

  

  

 

  ユニバーサルデザインのまちづくり  

 

 

  生産性、透明性の高い大都市経営をすす 

  める 

  

   

  市民と行政との協働によるまちづくりを 

    すすめる 

 まちの経営システム   

     

  地域が個性をみがき合うまちづくりをす 

  すめる 

  

   

  多角的な広域行政をすすめる 

  

 

 



  

 

（１） 市民とともに高めていくことが必要な意識 

 

「目指すまちの姿」である「活発に交流し価値を創り合う自立都市」の担い手は

市民や団体ですが、その市民や団体が「まちづくりの大綱」に即してまちづくりを

すすめていくうえで、基盤となる共通の意識があります。 

このような意識を市民一人ひとりや事業者、団体などと市が常に共有して行動す

ることにより、まちづくり全体が時代ニーズに総合的に適合され、まちの活力と魅

力を高め、質の高いまちにつながっていきます。 

このような共通意識のうち特に重要なものを次のとおり掲げました。 

 

環境意識 

世界市民意識 

コミュニティ意識 

男女共同参画意識 

ＩＴ意識 

ユニバーサルデザイン意識 

 

【政策の方針と内容】 

 

①環境調和のまちづくり 

◆環境に配慮する市民層の拡大 

地球環境の悪化は世界的な問題となっていますが、これを改善していくには

事業者はもとより地域社会を構成する市民一人ひとりの意識の転換と行動の積

み重ねが重要になっています。 

このため、日常生活の小さな行動の積み重ねが地球全体の環境にまでつなが

ることを誰もが強く認識し、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の行動か

ら、資源の循環を意識し、日常行動や消費活動において、いかに環境負荷を少

なくするかを厳しく選択するような行動へ転換を促します。 

 

◆環境にやさしい行動の実践 

事業者の協力を得て、生産、供給から消費、廃棄までの一連の都市生活を支

えるシステムを、環境にやさしいシステムへと転換することを促進します。  

また、事業者自身においても省エネルギーの実践、新エネルギーの導入、リ

サイクル技術の開発・製品化、リサイクル製品の利活用など環境負荷の低減に

向け努力するよう働きかけます。 

 

②世界を意識したまちづくり 

◆世界に開かれた魅力あるまちづくり 

「静岡空港」の開港が間近となっており、東アジアを中心とした国際的なつ

ながりが今後、一層強まっていくことが予測されます。地域や国内の住民のみ

ならず、海外から訪れる人にも魅力あるまちになるよう、「国際化推進計画」

に沿ってまちの魅力度を向上し、情報発信していきます。 

 

   ◆外国人にも暮らしやすい共生のまちづくり 

市内に住む外国人の生活上での問題を明らかにし、外国人にとってもより暮

らしやすく、市民と交流しやすいまちを創っていきます。 



  

 

   ◆国際化時代を担う個性ある人づくり 

外国人とのつながりを強めるためには、何よりも外国や外国人を正しく理解

する人材が大切です。また、世界に進出し活躍していく市民、事業者を増やす

ためには日本の文化、静岡文化を身につけるとともに、自己の価値観や主張を

世界にも発信できるような人材が必要です。このため、幅広く国際化学習の場

づくりを行い、国際化活動を通じて世界へ雄飛する人材を育てていきます。 

 

◆国際交流、国際協力、国際ネットワークづくり 

 市民を主体とした国際交流や、国際協力を推進するとともに、市民活動と連

携し、特に東アジアを重視した国際ネットワークづくりをすすめます。 

        

③地域に根ざした共生のまちづくり 

◆コミュニティの育成、強化 

市民の関心や帰属意識を再びコミュニティに戻し、地域の連帯感や住んでい

る意識を実感できるような地域づくりが求められています。そのためには、コ

ミュニティづくりの意義を啓発し、地域住民自らが地域の現況を分析して課題

を取り上げ、その解決に向けて構成員同士の協働の仕組みをつくることが重要

です。そのための人材や組織を積極的に育て、地域の問題を地域で解決してい

けるコミュニティを創っていきます。 

 

   ◆コミュニティ活動の活性化 

コミュニティの特性に合わせた柔軟な活動を行うのに必要な場を整備し、必

要な支援を行うことにより、地域住民を主体としたコミュニティ活動が活性化

するようつとめます。 

 

④男女共同参画を高めるまちづくり 

◆男女共同参画の推進 

「男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画社会を実現するため、女

性登用の拡大および政策・方針決定の場への女性参画の拡大をはかり、家庭、

地域社会への普及・啓発をすすめるとともに、男女の人権を尊重する学習や教

育を充実します。 

 

   ◆男女共同参画に向けた環境整備 

男女共同参画をすすめるうえで、子育てと仕事の両立支援、家庭における介

護支援が不可欠なため、就労環境、育児・介護環境の整備を促進するとともに、

各種相談事業の実施など保健・医療・福祉面での施策の充実を推進します。 

 

⑤ＩＴを活用したまちづくり 

◆地域の情報化推進 

情報化の進展は、産業、社会からいよいよ家庭や個人の段階にすすみ、家庭

における携帯電話やパソコンなどの普及率は加速度的に高まり、インターネッ

トにより様々な情報を受発信できるようになってきています。このような高度

情報化が進行すると、社会のあらゆる局面でいかに情報を利活用できるかが、

日常生活をおくるうえからも重要な能力となっていきます。 

そこで、情報通信基盤の整備を促進するとともに、市民一人ひとりの情報の

処理・活用能力を高め、地域の情報化を推進していきます。 



  

 

◆自治体の情報化推進 

  市内部の情報化をすすめ、安全性の高い市民とのネットワークを構築するこ

とにより情報の集積や交流を推進し、電子申請、電子証明や電子入札などの双

方のコストを減少することにつながる電子市役所の実現を目指します。また、

地上デジタル波など新しい技術を活用した市民サービスの拡大にとりくみます。 

 

⑥ユニバーサルデザインのまちづくり 

◆ユニバーサルデザインの普及 

あらゆる人が暮らしやすいように施設や設備を整え、そのような思いやりを

もつ市民の集うまちをつくる、というユニバーサルデザインの考え方が浸透す

るよう啓発を行います。 

   ◆ユニバーサルデザインの推進 

ユニバーサルデザインを推進するためには、市が率先してとりくんでいく必

要があります。誰もが安全に歩行できる歩道の整備やユニバーサルデザインの

考え方に即した公共施設の整備などを推進します。また、市民とともにユニバ

ーサルデザインを支えていく仕組みをつくっていきます。 



  

 

 

（２）まちの経営システム 

行政活動もひとつの経営活動の一環であり、投資に対してどれだけの成果が得 

られたかという点についても、市民の関心が高まってきています。 

このような中で、市は、限りある経営資源を真に必要な分野、事業に最適配分し、

あるいはいかにして経営資源を拡大することができるのかを常に意識した行政に

転換していく必要があります。 

そして、市が何をどのように行おうとしているのか、どのような成果が得られ 

たのかを積極的に市民に公開し、それに対する評価を次の行政活動に反映してい

くという一連のサイクルを繰り返していくことが大切です。 

また、これまでのまちづくりは、企画、立案、実施、運営まですべて市が主た 

る役割を担ってきましたが、「市民が主役のまちづくり」に大きく転換していく

ことが求められています。そのためには、「市民参画条例（仮称）」等を制定し、

市民と市の双方がお互いの情報を広くやりとりし、政策形成の過程や具体のまち

づくりに市民が参加する協働の仕組みを整えていくことが重要です。 

このことにより、これまでの画一的であった市民サービスは、地域の実情に合 

った柔軟できめの細かいサービスへと質的転換し、それぞれの地域がみがき合い、

個性的で魅力ある地域を創り出すことができるようになります。 

さらに、本市は静岡都市圏の中心都市としてのリーダーシップを発揮し、都市 

圏の機能分担と総合調整をはかり、ヒト、モノ、カネ、情報などの、より多角的

な方向から交流を一層促進させることが求められています。 

 これらの「まちの経営システム」を着実に実施することにより、質の高い、市 

民の満足するまちを創り上げていきます。 

 

【政策の方針と内容】 

①生産性、透明性の高い大都市経営をすすめる 

◆総合計画に即して経営資源を最適配分する仕組みづくり 

最少の投資で最大の成果を得ることが可能な行政経営システムを確立し、成 

果重視型、市民満足型の行政スタイルに転換します。また、事業実施に際しＰ

ＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）（※１）など様々な手

法を比較して、最適な事業手法を選択します。 

  ◆経営資源の拡大 

市内部の電子化により業務効率を高め、直接の行政コストを引き下げること 

につとめるとともに、電子申請など外部とのネットワーク化により間接の行政

コストを減らします。また、「人材育成基本方針」を定めて個々の職員の能力

を向上させることにより、行政の生産性向上をはかります。さらに、行財政改

革（※２）を継続的に実施し、常にコスト意識（※３）をもって見直しを行う

とともに、未活用の市有地の利用やネーミングライツ（※４）など新たな経営

資源の開発にとりくみます。 

◆事業成果の継続的把握 

 成果指標を設定し、数値目標を定めて事業を実施し、進捗状況を公表すると

ともに、その成果に対する外部評価制度を含めた行政評価制度（※５）を確立

し、市民の声を的確に反映していく仕組みを整えて、ＮＰＭ（ニューパブリッ

クマネジメント）（※６）を実現します。 

 

 



  

 

②市民と行政との協働によるまちづくりをすすめる 

◆政策形成過程への市民参加 

企画や計画段階から市民や団体に参加を求め、より市民のニーズや意見に即 

した行政活動を展開するとともに、まちづくりの具体のケースに応じて様々な

形の協働のシステムを確立します。 

◆市民と行政の協力体制の構築 

行政活動に対する市民の関心は高まっており、「情報基本条例（仮称）」を 

策定して積極的に情報公開をすすめるとともに、ホームページなどの広報手段

を充実することにより、市政についての情報発信を行い、行政の透明度を高め

ます。また、市民からの意見、要望などの情報を受信する仕組みを充実するこ

とにより、双方向の情報交流や連携を活発にしていきます。 

 

③地域が個性をみがき合うまちづくりをすすめる 

◆特色ある地域づくりの展開 

  それぞれの地域にある固有の資源の再評価、発掘を行うとともに、これらを

活用して個性的な地域を創り出していき、地域で暮らす市民が主役となって地

域づくりに活躍できるようコミュニティの再生につとめます。また、指定都市

の行政区単位の個性、特色を活かしたまちづくりをすすめ、個性をみがき合い

つつ全体として調和のとれたまちを目指します。 

  ◆行動する市民への側面的支援 

まちづくりの主役は市民ですが、市はそのような行動する市民に対して、ま 

ちづくりがうまくすすむように積極的に支援します。 

そのために、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）（※７）、市民団体などの 

主体的、独創的活動が地域課題の克服や地域振興につながるよう市の行政スタ

イルを転換させます。 

 
※１ ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 

   公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力および技術的 

能力を活用して行う手法。 

※２ 行財政改革 

   本市における行財政改革は、自主・自立と自己責任の精神に基づく分権時代の行 

政システム・手法への改革を意味する。 

※３ コスト意識 

   投入する費用（コスト）に対する意識。 

※４ ネーミングライツ 

   施設に名前を冠する権利。施設命名権。 

※５ 行政評価制度 

   政策、施策、事務事業について、事前、実施中または事後に、一定の基準や指標 

をもって、妥当性や達成度および成果を判定すること。 

※６ ＮＰＭ（ニューパブリックマネジメント） 

   行政運営理論のひとつ。民間企業のもつ経営手法などを行政にも採り入れて効率 

化をはかるもの。 

※７ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）  

      営利を目的とせず社会的使命の追求を目的とする民間の団体（ＮＰＯ）の内、特 

定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）により認証を受けた団体。 

 

 

 



  

 

④多角的な広域行政をすすめる 

◆国との連携・協力の強化 

指定都市・静岡市は、我が国を代表する大都市のひとつとして国土の中で果

たすべき役割を意識するとともに、静岡都市圏の中心都市として圏域全体の発

展の主体的役割を担っていきます。 

◆静岡県や隣接県などとの連携 

指定都市に移行することにより、数多くの事務事業が静岡県から移譲される 

こととなりますが、これまで以上に静岡県との連携・協力のもとに、地域発展

にとりくんでいきます。また、本市の交流拠点としての地政学的位置から、日

本海軸や東海道軸の県や諸都市との連携も強化していきます。 

◆静岡都市圏構成市町との連携 

静岡都市圏を構成する市町とは、日常生活圏を一にすることから、究極的に

は合併による一体化が望ましいため、事務の共同処理、公共施設の共同設置や

共同利用の検討および圏域住民への各種証明書の相互発行などの共通サービス

を拡充し、合併のための環境づくりにつとめます。 

 ◆静岡都市圏住民との交流促進 

静岡都市圏内の住民相互の交流事業の支援を行い、活発な交流を促進し、交

流ネットワークの構築をすすめていきます。 

◆環太平洋地域、東アジアにわたる広域交流の展開 

   静岡空港という大きな社会資本の整備を目前にし、これを活かすとともに国

際貿易港清水港とあいまって、国内のみならず、環太平洋地域、東アジアを中

心に広く海外までを視野にとらえ、静岡市の発展方策を展開していきます。 

 



 
 
 
 

３ 分野別計画  

      Ⅰ 健康・福祉 

       Ⅱ 文化・学習 

       Ⅲ 生活環境 

       Ⅳ 産業・経済 

       Ⅴ 都市基盤 



Ⅰ みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち 

本市における平成２７年の高齢化率（総人口に占める６５歳以上の高齢者の割

合）は２７．２パーセントに達するものと予測され、超高齢社会が出現すること

となります。高齢化の進行は、社会の生産性の低下や医療・福祉サービスの需要

の増加、家庭の変化など社会全体に大きな課題を生み出しており、本市としても

これらの課題に対して総合的、横断的にとりくんでいく必要があります。一方、

少子化の急速な進行により、社会の活力の低下を招かないよう、子育てを次代の

形成に向けた基礎づくりとしてとらえ、安心して生み育てる環境整備と子育て支

援策を市と地域社会とが協働してすすめていくことが求められています。 
また、人生８０年時代の長寿社会にあって、すべての市民が生涯を通じて健康

に暮らしていけるように、疾病予防に重点をおいた健康づくりへの政策転換が求

められています。本市は、だれもが健康に暮らせるまちづくりを自立と支えあい

の心ですすめていきます。 
 

Ⅰ みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち 

１ 心がかよい笑顔あふれる市民福祉の推進 

            （１）地域福祉推進活動システムの整備 

（２）利用しやすい福祉サービス体制の充実 

 （３）ユニバーサルデザインの推進 

 （４）ともに生きる地域福祉社会を育む仕組みづくり 

２ 未来を築く元気な子どもの育成支援  

   （１）健やかな心を育むための支援とあたたかな家庭づくり 

   （２）安心して子どもを生み、育てるための支援 

   （３）次代を担う子どもを地域で支える環境整備 

            ３ 障害のある人の自立を支えるシステムの構築 

   （１）自立した生活を支援する環境整備 

   （２）障害のある人と介護者が安心して生活できるための支援 

   （３）積極的な社会参加機会の充実 

            ４ 人間関係豊かな長寿のまちの確立  

      （１）高齢期を健康で暮らすための環境整備 

     （２）充実した高齢期を送るための支援 

      （３）安心できる長寿生活を送るための基盤整備 

            ５ いきいきと暮らせる健康づくりの推進 

      （１）一次予防を重視した健康づくりの推進 

      （２）こころの健康づくりのための環境整備 

    （３）適切な医療と機能回復訓練の充実 

            （４）健康に関する危機管理の推進 

            （５）安心して暮らせる衛生・環境の基盤整備 

 



 
動向と課題  

 
 

 

都市化の進展や人々の活動範囲の拡大によ

り、かつての地域社会が有していた連帯や相

互扶助という重要な機能が縮小してきていま

す。高齢者、障害のある人の暮らしを支える

こと、あたたかな家庭づくりや育児について

教えあうといった住民同士での連帯や連携に

よるコミュニティの再生は、超高齢社会を前

にして重要かつ緊急の課題となっています。 

本市においても平均寿命が伸びる一方で、

不規則な生活習慣の積み重ねから発症する生

活習慣病（※１）が増加しています。三大死

因であるガン、脳血管疾患、心臓疾患に加え、

糖尿病などの生活習慣病は、その発病が寝た

きりや認知症などの重大な障害をひきおこし、

社会的負担をさらに増大させます。こうした

生活習慣病は、適切な食事や運動不足の解消、

ストレスコントロールなど健康的な生活に改

善することで危険因子を減少させ、病気の発

症や進行を防止することができます。「健康を

守る」姿勢から一人ひとりの実態に即して「自

らの健康を創る」一次予防（※２）を積極的

に推進していくことが重要となっています。 

健康づくりや介護、子育て支援などは市の

サービスだけでは十分ではありません。福祉

や医療などの専門機関、事業者などとの連携

をはかりながら、地域の中で高齢者や障害の

ある人の自立を支え、子どもたちを育ててい

く仕組みが必要になります。 

市民一人ひとりの自立を支えあう地域福祉

活動の促進が求められています。 

 

 

長寿社会にあって、多くの高齢者が生きが

いをもって元気に暮らすことは、高齢者本人

はもとより、社会にとっても、よい影響を与

えます。健康で生活できる時間が長いほど、

それまでの人生の中で培ってきた豊かな知識

や能力を活用して地域社会に貢献することが

でき、高齢者自らが積極的に社会参加してい

くことができます。健康な高齢者によるまち

づくりがこれからの本市にとって、まちの大

きな活力を創りだしていく中核となります。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 生活習慣病   

かつては成人病と呼ばれていた病気の一群。

糖尿病、高血圧症、高脂血症に代表され、

食生活や運動習慣、飲酒、喫煙などの生活

習慣が病気の発症や進行に大きく影響する

慢性疾患。 

 

 

少子化や核家族化、人々の地域社会への関

心や活動の低下などは、子どもを育てる環境

に大きな影響を与えています。子ども同士の

ふれあい、思いやりの心の育成、世代間交流

などの機会の確保や、女性の社会進出、家庭

の役割の変化に伴う新しいニーズに合わせた

保育サービスの提供、相談窓口の設置、生活

の場である地域での子育てなど、地域社会全

体で子育てを支援していくことがさらに必要

となります。 

 

※２ 一次予防 

   疾病の予防対策は一次予防から三次予防で

構成される。「一次予防」は健康的な生活習

慣などにより、病気やけがなどの発生その

ものを予防すること。「二次予防」は病気を

早期発見、早期治療し、病気が進行しない

うちに治してしまうこと。「三次予防」は病

後に、治療、機能回復などをはかり病気や

障害の進行を止めるもの。  

  

 



  

心がかよい笑顔あふれる市民福祉の  

推進  

 （４）ともに生きる地域福祉社会を育む 
（１） 地域福祉推進活動システムの整備 仕組みづくり 

 地域福祉を推進するために重要なのは人材

です。地域の助け合いですすめる子育てや高

齢者の社会参加などの活動を支えるため、ボ

ランティアセンター機能を拡充するとともに、

福祉の心と未来の福祉活動を担う人材を育む

ため、地域福祉活動への児童、生徒の参加を

促進します。 

核家族化、高齢者世帯の増加などの世帯構

成の変化は、町内会・自治会など地域活動に

大きな影響を与えています。一方、ボランテ

ィア、ＮＰＯなどの市民活動や、社会福祉を

通じたコミュニティづくりも活発化してきて

います。生活の基盤である地域に根ざした市

民主体の支えあい活動を支援するために、地

域福祉の推進母体となる社会福祉協議会を中

心とした地域福祉推進活動システムの整備を

すすめます。 

また、災害時に乳幼児や高齢者、障害のあ

る人などを支援する体制を整えるほか、生活

保護世帯の自立を助長し、ともに生きる地域

福祉社会づくりをすすめます。 
  
（２） 利用しやすい福祉サービス体制の  

充実  
乳幼児、高齢者、障害のある人など、福祉

サービスを必要とする人は近年増加の一途を

たどっており、福祉サービスの供給量も伸び

ています。サービス量の確保とともに、質の

向上と真に必要な人にサービスが届くことが

求められています。このため福祉サービス評

価システム（※１）の導入や、サービス提供

に対する相談・苦情処理機関の充実など、だ

れもが安心してサービスを受けられるよう、

福祉サービス体制の充実をはかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
（３） ユニバーサルデザインの推進  

  
段差のない建物、道路などのハード整備を

行う福祉のまちづくり事業の推進、音声・文

字情報の提供や人権啓発事業を推進します。 

 

 

 
また、疾病や加齢などにより生活機能の低

下した人や介護予防の必要な人に対しては、

相談窓口の設置や、社会復帰および自立した

生活を送るための活動のネットワークづくり

など地域でのリハビリを総合的に支援する体

制を整え、ハード・ソフトの両面から、だれ

もが安心して安全に暮らすことのできるユニ

バーサルデザインの視点に立ったまちづくり

をすすめます。 

 

 

 

※１ 福祉サービス評価システム（第三者評価）      

事業者の運営体制や福祉サービスの質・内

容などを、第三者評価機関が専門的かつ客

観的な立場から評価すること。 

 

 



  

 
未来を築く元気な子どもの育成支援 

 

 
 

 

（１）健やかな心を育むための支援と （３） 次代を担う子どもを地域で支える 

あたたかな家庭づくり 環境整備 

きょうだいや家族同士で助け合う、思いや

るといったあたたかな心を育てることや女性

の社会進出などの影響に対応するため、保健

師による健診未受診児への家庭訪問や夫婦で

の子育てを支援する講座の開催などをすすめ

るとともに、母子家庭などの生活を支援し、

子どもの健やかな成長とあたたかな家庭づく

りをすすめます。保護を必要とする子どもに

対しては、児童相談所（※１）や一時保護所

を運営するとともに、児童虐待の防止をはか

るためのネットワークを構築するなど、子ど

もの健やかな成長を支援する体制整備をすす

めます。 

次代を担う子どもは、生活の基盤である地

域社会で、その豊かな心と健やかな成長を育

んでいかなければなりません。ファミリー・

サポート・センター事業（※２）をはじめ、

地域子育て支援センター事業、子育てトーク

事業の推進、保健福祉センターにおける育児

相談の開催など、地域で子どもを育てる環境

を整備していきます。 

また、食に対する正しい知識を持ち、自分

で自分の健康を守る食育事業を学校や保育所

などと連携して行うほか、生徒の職場体験の

実施など、子どもの自立心と社会性を養うた

めの支援をしていきます。 

  

  

  

（２） 安心して子どもを生み、  

育てるための支援  

 出産、育児に対して不安を抱えている母親

は少なくありません。産前産後のデリケート

な母親への健康支援事業の実施や不妊治療へ

の助成を行うなど、安心して子どもを生める

環境づくりを支援していきます。 

 

 

 

 

 また、乳幼児医療の助成、乳幼児健康診査

のアフターケアを行うほか、子育て支援セン

ターでの育児相談や情報交換、仕事と子育て

の両立を支援する放課後児童クラブの充実な

ど、育児不安の軽減をはかるとともに、安心

して子どもを育てるためのサービスを提供し

ていきます。 

※１ 児童相談所 

   児童の福祉増進のため、児童福祉法第１２

条に基づき、児童（満18 歳に満たない者）

およびその家族に関する相談に応じ、児童

およびその保護者に対し必要な指導や措置

などを行う行政機関。各都道府県、指定都

市に必ず１つ以上設置することとなってい

る。 

 

 

  

 ※２ ファミリー・サポート・センター事業 

         子育て援助をしたい人と子育て援助を受け

たい人が、お互いに会員になって子育てを

助け合うシステム。 

 

 

 



  

障害のある人の自立を支えるシステム  
の構築  
 

  

（３）積極的な社会参加機会の充実 （１） 自立した生活を支援する環境整備 

  

障害のある人個々のニーズや適性に応じた

就労や日常活動の場、機会を整備し、障害の

ある人の社会参加のための支援を行います。 

主要な福祉サービスについては、措置制度

（行政権限でサービスの利用を決定する制

度）から支援費制度（個人が自らサービスを

選択し、サービス提供者と対等に契約を結ぶ

制度）に移行するとともに、サービスの重点

が施設入所から地域生活の支援へ転換するな

ど障害のある人をとりまく環境は大きく変化

しています。障害のある、なしにとらわれず、

だれもがお互いに人格と個性を尊重し合う社

会を築いていくために、居宅生活を支援する

福祉サービスの充実をはかります。 

また、文化、スポーツ活動をとおして、健

康で心豊かな生活が送れるよう、全国障害者

スポーツ大会への参加やアビリンピック（※

５）の開催支援とそれを契機としたスポーツ

の振興、障害のある人のボランティア活動の

促進など、生きがいを創出し生活の質を高め

る事業をすすめます。 

 

※１ 障害者歯科保健センター また、障害者歯科保健センター（※１）の

運営やコミュニケーション（情報を伝えるた

めの方法）のハンディキャップを解消するた

めの手話通訳者や要約筆記者の派遣事業など

を行い、障害のある人が地域で自立した生活

を送るための環境整備をすすめます。 

   一般の診療所では治療などが困難な障害の

ある人を対象とする歯科診療保健施設。  

 

※２ 障害者更生相談所   

静岡市の障害者更生相談所は、身体障害者

更生相談所と知的障害者更生相談所の機能

を併せもっており、福祉事務所の依頼に基

づいて、施設入所、補装具給付、更生医療

の可否などについて技術的専門的な面から

相談、判定などを行う。法律に基づいて設

置されている行政機関で、都道府県は設置

しなければならず指定都市は設置すること

ができるとなっている。 

 

 

 

（２）障害のある人と介護者が 

安心して生活できるための支援 

障害者更生相談所（※２）の運営、障害者

通所施設などの整備をすすめ、障害のある人

が地域で豊かに安心して生活を送るための支

援を総合的に行います。  

※３ レスパイト事業   また、介護者の負担や不安を少しでも軽減

するため、レスパイト事業（※３）の実施、

幼児発達療育（※４）ネットワークの構築を

すすめるほか、介護を必要とする人の自立を

支援するなど、ライフステージ（乳幼児期、

青年期、高齢期など人生における各段階）に

対応した必要な支援を行っていきます。 

障害のある人を介護している家族の心身を

リフレッシュするために障害のある人の一

時預かりなどを行うサービス。 

 

※４ 療育   

障害のある子どもが障害の種類や程度にと

らわれず、成長する過程を援助すること。  

  

※５ アビリンピック    

障害のある人の国際的な技能競技大会。  

平成19 年度に静岡市で開催される。  

 



  

 
人間関係豊かな長寿のまちの確立 

 

 
 

 

（１） 高齢期を健康で暮らすための （３） 安心できる長寿生活を送るための 

環境整備 基盤整備 

いきいきとした高齢期を過ごすためには、

若い時から健康的な生活習慣を身につけ、自

らが積極的に健康づくりにとりくみ、生活習

慣病や転倒による骨折などからおこる中途障

害を予防し、生涯を健康に過ごすことが重要

です。健康診査の充実や疾病の早期発見、早

期治療を推進するとともに、一次予防に重点

をおいた健康情報の提供など、地域での健康

づくり活動を支援していきます。 

高齢者にとって、不安を感じることのひと

つに「老後の住まい」があげられます。高齢

者の身体状況や家族の状況に最も適し、安心 

して暮らせる住まいを確保するため住宅改修

への助成を行うほか、高齢者向け住宅、軽費

老人ホーム（ケアハウス）の整備を促進しま

す。 

また、介護が必要な人に対しては、適切な

ケアマネジメントの実施および利用者側に立

った質の高い介護サービスを提供できる仕組

みづくりや環境づくりを支援し、適正な介護

保険の運営につとめます。 

また、Ｓ型デイサービス事業（※１）など

の地域の支えあい活動を促進することにより、

ひとり暮らし高齢者世帯や虚弱な高齢者の介

護予防施策をすすめます。  認知症を含め介護の重度化がすすむ中、在

宅生活が困難な要援護者に対応するため、必

要となる施設などの整備を的確に促進するほ

か、できる限り在宅介護が継続できるよう、

地域におけるケア体制の充実をはかっていき

ます。 

 

 

 

（２） 充実した高齢期を送るための支援 

 

精神的にも、身体的にも元気で過ごすため

に高齢期の仲間づくりが重要になっています。

地域での仲間づくりにおいて大きな役割を果

たしてきた老人クラブの充実はもとより、地

域での福祉活動などをとおして社会参加を促

すとともに、高齢者のもつ能力をさらに活か

すため、シルバー人材センターの機能強化を

はかり、高齢者の生きがいづくりを支援して

いきます。 

 

 

※１ Ｓ型デイサービス事業   

地域の集会所などにおいて、地域住民の主

体的な運営により、高齢者を対象に軽い体

操、レクリエーション、交流会、会食など

のサービス（ミニデイサービス）を行い、

高齢者の介護予防と地域福祉の拠点づくり

を推進する事業。旧清水地域で実施されて

きたが、旧静岡地域でも市保健師による住

民参加型機能訓練事業（Ｂ型リハビリ）か

らの転換をすすめ、新しい「しずおか型（Ｓ

型）」のミニデイサービスとして、全市域で

事業を展開していく。 

平成18 年度のねんりんピック（※２）開

催を契機に高齢者同士にとどまらない、世代

を超えた交流事業を促進します。 

 

 
  
※２ ねんりんピック    

全国健康福祉祭。高齢者のスポーツ・文化

交流大会および関連イベント。平成18 年

度に厚生労働省、静岡県などと静岡市が共

同開催する。 

 

 

 

 



  

 
いきいきと暮らせる健康づくりの推進 

 

 
 

 

（１） 一次予防を重視した健康づくりの推進 （３） 適切な医療と機能回復訓練の充実 

  

個人の健康や幸福に対する考え方は一律で

はなくなってきています。健康づくりにおい

ても一人ひとりの価値観、生き方、健康観に

もとづき個人が主体的にすすめることが大切

です。そのために、一次予防（発病そのもの

を予防すること）を重視した個人の健康づく

りを家族や団体、企業、地域などで支えるこ

とができる環境を整えるとともに、保健福祉

センターを核とした健康支援施策の推進、健

康相談体制の整備を行い、ライフステージご

との健康づくり事業を推進します。 

地域での適切な医療をすすめるため、かか

りつけ医、かかりつけ薬局（※２）制度の普

及を促進し、医療相談窓口の充実につとめま

す。救急医療体制についても充実をはかると

ともに、山間地診療所の整備を行っていきま

す。難病患者に対しては、医療相談や居宅支

援事業を行っていきます。 

また、市立病院においては高度で質の高い

医療を提供するとともに、施設および機能の

充実をはかり、患者中心の医療を実践してい

きます。さらに、病後における社会復帰のた

めの機能回復事業を充実させます。  また、健全な食生活のための教育（食育）

の推進をはかります。 だれでも住み慣れた地域で安心した生活が

送れるよう、病院と地域医療機関との連携を

すすめていきます。 

 

 

  

（４） 健康に関する危機管理の推進 （２） こころの健康づくりのための 

環境整備  

感染症、食中毒、飲料水汚染、毒劇物事故

その他市民の生命、健康の安全をおびやかす

事態に対し、危害の発生予防、拡大防止およ

び健康被害を最小限にとどめるための迅速な

対応などを行う危機管理体制を整えていきま

す。結核や新たな感染症に関する正しい知識

を普及するための講座を実施するとともに、

感染症などによる市民の健康の危機に関する

情報の収集と提供につとめます。 

少子高齢社会の到来、核家族化の進行、コ

ミュニティの変化、景気の低迷など市民をと

りまく状況は大きく変化しています。これら

の状況に適応できずストレスを感じている人

の割合も多くなっています。こころの問題は

個人だけで解決するには難しく、家族、職場、

地域などでの理解と支援を必要とします。こ

ころの健康相談窓口の設置をはじめ、こころ

を理解する講座の開催などこころの健康啓発

事業をすすめるほか、精神保健福祉センター

（※１）の機能の充実をはかるとともに、関

係機関のネットワークを構築し、こころの健

康づくりを支援する体制を整え、社会復帰の

ための事業にもとりくんでいきます。 

また、食の安全・安心対策事業として、生

産・製造から消費までの各行程における食品

の安全性を確保するための監視、指導を充実

させ、食の安全に関する情報の共有化と正し

い知識の普及につとめます。さらに、浴場水

の安全確保指導、建築物の衛生管理指導、害

虫などの発生予防の指導を行い、安心して暮

らせるための生活環境を整えていきます。 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

（５） 安心して暮らせる衛生・環境の 

基盤整備 

感染症の予防、食品の安全性、環境保全の

検査などを行う衛生研究所の機能を充実させ

ていくとともに、高度な科学的調査研究や情

報の収集、解析、提供を行い、研修機能を備

えた衛生研究所の整備をすすめていきます。 

 また、斎場や霊園についても整備をすすめ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 精神保健福祉センター 

ストレスやうつ病についての診療と相談、

講座開催などを行う、こころの健康保持・

増進のための指定都市必置の施設。 

 

※２ かかりつけ医、かかりつけ薬局 

 治療、処方だけでなく、病気・薬のことを

はじめとし、日ごろの健康管理、福祉サー

ビスの紹介など、幅広く相談に応じてくれ

る地域の開業医や薬局。 

 



Ⅱ 心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち 

長寿社会の出現と社会の複雑化などにともない、学校教育だけにとどまらない

生涯を通じての学習がますます必要になってきています。 
一方で、地域社会には様々な分野において多様な能力と学習意欲をもつ広範な

市民層が集積しており、地域社会における多くの課題の発生とあいまって、互い

に学び合いその成果をまちづくりに活用していくという生涯学習の意義がさら

に高まってきています。 
市は、すべての市民がもてる能力を十分発揮できるような環境整備をすすめる

とともに、学習によって得た成果を、個人だけにとどまらず、まちづくりに活か

すことができるような仕組みづくりを推進していきます。 

生涯にわたる学習を通じ、高まっていく一人ひとりの意識や知識が、個人レベ

ルにとどまらずにまちの文化としても昇華されていくためには、歴史と文化を伝

承し、地域文化とのさらなる融合をはかり、新たな「しずおか文化」を創造する

とともに、それを全国へ世界へと発信できるようレベルアップをはかっていきま

す。 

次代を担う青少年や子どもたちの育成のために、家庭、地域、学校間の連携と

協力により、総合的に教育力を高め、やさしさや創造性を指向する教育を推進す

るとともに、情報化や少子化など時代変化に対応した教育環境をハード、ソフト

の両面にわたって整備していきます。 

また、健やかな心と身体を培い、生涯健康であり続けるためのスポーツ・レク

リエーションについても、環境づくりをすすめていきます。 

 

Ⅱ 心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち 

 

１ 生涯学習の推進とまちづくりへの参加 

       （１）自ら学び、互いに高めあう学習システムの構築 

（２）学びの成果の活用とまちづくりへの参加         

       ２ 多彩な文化の継承と独自文化の創造 

（１）しずおかの風土に培われた歴史と文化の伝承 

（２）地域性豊かな市民文化の創造 

（３）しずおか文化の発信と交流 

３ 次代を担う人材の育成と環境の整備 

（１）やさしさと創造性あふれる子どもたちを育成する教育の推進 

（２）家庭、地域、学校の連携・交流の推進 

（３）社会情勢に対応した教育環境の整備と活用 

４ 健やかな心と身体を培うスポーツ・レクリエーションの推進 

 （１）生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 

（２）全国に誇るスポーツの育成、強化 

 （３）スポーツ・レクリエーション環境の整備            
 



 

動向と課題 

 

自らが学ぶだけでなく、学び合い、学びの

成果やこれまでのキャリアを地域社会に還元

したい、まちづくりに活かしたいと考えてい

る市民が着実に増えています。特にこれから

の５年間は、団塊の世代が退職期を迎え、職

場から地域社会にもどり、自らの存立基盤を

家庭や地域へと軸を移していくこととなりま

す。 
このようなニーズに応えるシステムを整備、

支援していく必要があります。 

 

 

 

本市には、長い歴史や伝統を背景に独自の

すぐれた地域文化が蓄積しています。 
今後、これらの文化のさらなる振興をはか

り、相互に刺激し合うことにより、全国、世

界にその存在を主張できる「しずおか文化」

に高めていくことが求められています。 
 

 

 

子どもたちをとりまく社会環境には、あら

ゆる分野で急速かつ激しい変化がおきていま

す。 
また、都市化の進展、コミュニティへの帰

属意識の希薄化、核家族化、少子化などによ

り、子どもたちの自然体験や社会体験などの

実体験が少なくなってきています。 
一方、このような社会の複雑化にともない、

青少年層の不登校や犯罪などが目立ってきて

おり、総合的な対応と一人ひとりの心のケア

の必要性が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
少子化にともなう児童、生徒数の減少によ

り、学校施設には全体として余裕が出てきて

います。一方では、多様な教育ニーズの増大

に加え、地域住民の様々な地域活動を行う拠

点が求められています。 
このような状況を踏まえ、小・中学校など

はこれまでも地域の中心施設としての役割を

果たしてきましたが、これからは学校施設を

学校教育だけでなく、利用者が自らを律し教

育の場として十分尊重することにより学校の

安全性をはかりながら、地域が有効に使うこ

とができるように一層の転換をはかっていく

ことが重要になってきます。 

 

 

 

余暇時間の増大や健康意識の高まりにより、

スポーツ・レクリエーション活動に親しむ

人々が増えています。 
 一人ひとりの体力や興味に合わせて気軽に

スポーツ・レクリエーション活動を行い、仲

間との交流や健康づくりに親しむ環境づくり

が必要となっています。 
 



生涯学習の推進とまちづくりへの参加 

 

（１） 自ら学び、互いに高めあう 

学習システムの構築 

市民が、社会環境の変化に即して必要とす

る学習を自ら開拓し、自主的・自発的に学習

活動を行うことができるよう、相談や情報提

供など公民館、図書館の生涯学習支援機能の

充実をはかります。 
学びの施設については、それぞれの地域、

ブロックを基盤とした公民館などの生涯学習

施設を再編し配置していくことを検討します。

また、学校にクラブハウスや地域集会室を配

置するとともに、特別教室などの学校施設の

地域開放を推進します。 
大学などとの連携による専門的学習の機会

を提供することにより、リカレント教育（※

１）を推進します。また、学習者本位の新た

な高等教育のあり方を確立し、都市型産業の

集積と高度化に対応した人材育成を目指しま

す。 
学ぶだけでなく、学び合い、互いに高めあ

う学習ができるよう、「生涯学習推進大綱」に

もとづき、生涯学習支援システムの整備充実

をはかります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ リカレント教育 
    社会人がいつでも必要に応じて職場や家庭か

ら学習の場に戻り生涯にわたってくりかえし

学習する仕組み。 
   

 

 

 

 

（２） 学びの成果の活用とまちづくりへの

参加 

まちづくり講座の実施やリーダー養成にと

りくみ、人材の登録・紹介などにより、まち

づくりを応援します。 
学びの成果が、個人のためだけでなく、地

域づくりやまちづくりにも活かされるような

システムづくりを行います。 
様々な現代的課題や地域課題にとりくむ団

体などが相談できる体制を充実し、その活動

を支援します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

多彩な文化の継承と独自文化の創造 

 

（１）しずおかの風土に培われた歴史と文化

の伝承 

長い歴史の中で育まれてきた本市の伝統的

な文化や遺産を体系的に保存整理し、市民だ

けでなく市外からの訪問者にも興味ある施設

などを整備します。 
貴重な文化財の指定・登録制度を活用し、

市民の文化財愛護精神を育み、文化財の保護、

有効活用の推進につとめます。 
 
 

 

（２）地域性豊かな市民文化の創造 

 

文化は様々な地域で多様な担い手により育

まれています。それら多彩な文化活動や、関

わっている団体の支援をします。 
また、多彩な文化活動が活発にできる施設

や環境などを整備します。 
これらのハードやソフトを有機的に結びつ

けて地域資源を活かした文化事業の充実をは

かり、質の高い芸術文化の鑑賞機会を充実さ

せます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）しずおか文化の発信と交流 

 

歴史、風土、伝統的文化を継承するととも

に、多彩な個性を融合して、新たな「しずお

か文化」を創造し、全国へ、世界へ発信でき

るような文化都市静岡市を目指します。 
また、圏域内の交流だけでなく、県内、国

内、世界との交流をはかるための文化、イベ

ントなどの事業を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

次代を担う人材の育成と環境の整備 

 

（１）やさしさと創造性あふれる子どもたち

を育成する教育の推進 

あらゆる分野で急速かつ激しい変化がおき

ている中、他者の立場や思いを推し量れるや

さしさをもち、一方で、新しい社会に対応で

きる創造性豊かで、主張をもつ人材を育成す

る教育を推進していきます。 
幼稚園と保育所の教育内容の一元化の推進

や地域における幼児教育相談などの子育て支

援活動を行う「開かれた幼稚園づくり」など

新しい幼児教育の推進をはかります。 
自然体験、ボランティア体験の実施など、

豊かな心を培う体験教育の推進をはかります。 
ことばの教室・就学相談室などの充実を目

指す特別支援教育総合センターの整備や、障

害のある児童一人ひとりの個性に応じた指導

を行うための教育・相談体制の整備やネット

ワーク化、社会との交流など、自立を支援す

る教育を推進します。 
子どもの思いや地域の特徴を活かして、特

色ある学校づくりを推進し、民間教育力の活

用をはかるなど特色ある教育を推進します。 
青少年層をとりまく複雑化する社会に対応

した相談業務の拡充など青少年教育の推進を

はかります。 
科学館など文化・学習施設と学校の連携を

さらに充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家庭、地域、学校の連携・交流の推進 

 

子どもにとって最大の効果と実践の場であ

る家庭の教育力を回復強化し、地域、学校と

の連携と協調により、それぞれの教育力向上

をはかるとともに、「開かれた学校づくり」を

推進します。地域の高齢者団体と子どもたち

の交流事業や、地域に広範に存在する様々な

専門家などの人材や施設の活用、地域の教材

化や、地域の教育資源の活用などにより、学

校と地域の共生をはかります。 
学校評議員制度（※１）の充実をはかると

ともに、幅広く学校を援助する活動に個人で

参加できるよう、学校を応援する体制を整備

します。 

 児童・生徒がまちづくりに直接かかわるこ

とができるような交流事業を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 学校評議員制度 

   地域や社会に開かれた学校づくりのために、

学校の運営に関して学校外の意見を聞くた

めの制度。学校評議員は、教育に関して理

解や識見をもつ者の中から選ばれる。 

  

 

 



 

（３）社会情勢に対応した教育環境の整備と

活用 

情報化に対応した機器の整備をはかるとと

もに、研修を通じて教職員のさらなる資質向

上を推進します。 
子どもの数が減少する中で、魅力ある幼稚

園、小・中学校、高等学校づくりを行うため

に、学校の適正配置を検討、推進をはかりま

す。 
安全、安心な教育環境整備のための教育施

設の耐震対策、改修などをすすめます。 
たくましい身体を培う環境整備として、学

校給食の提供方式・施設整備の検討や食教育

などにより、身体能力向上の機会創出などを

すすめます。 
創造的な人材を育む学校教育システムの整

備として、教育内容の改善や検討、人材確保・

研修を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
健やかな心と身体を培う 
スポーツ・レクリエーションの推進 
 
（１）生涯スポーツ・レクリエーション活動

の推進 

だれもがいつでもどこでも自分にあったス

ポーツができ、健康で活力ある生活ができる

ようなスポーツ・レクリエーション活動を推

進します。 
各種スポーツ教室、多様なスポーツ・レク

リエーション活動を充実させ、市民一人１ス

ポーツの推進や、児童・生徒の体位向上につ

とめます。 
スポーツ関係団体や地域の連携によるスポ

ーツ・レクリエーション活動推進体制の整備

をはかります。 
総合型地域スポーツクラブ事業（※１）・広

域スポーツセンター事業（※２）などにより

サッカーをはじめとするスポーツを通じたま

ちづくりを推進します。 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 総合型地域スポーツクラブ事業 
   地域住民のだれもが、いつでも気軽に、多

様なスポーツを技能レベルに応じて、主体

的、継続的に、身近な場所で行うことがで

きる、総合的なスポーツクラブ機能の構築

をはかる事業。 

 

※２ 広域スポーツセンター事業 
   既存のスポーツ施設を活用し、各地域に   

おける総合型地域スポーツクラブの統括機

能を有し、一流運動競技選手の育成やスポ

ーツ医科学などの専門知識を調査・研究・

指導できる機能の構築をはかる事業。 

 
 
 
 

 

 

 

（２）全国に誇るスポーツの育成、強化 

 

全国的規模の大会に出場する優秀選手・団

体の支援と育成を推進します。 
スポーツ指導者養成講習会を定期的、継続

的に開講して、優れた指導者の育成につとめ

ます。 
全国少年・少女草サッカー大会など、各種

大規模大会の開催、誘致を推進し、競技力向

上と競技人口の拡大をはかります。市民レベ

ルの各種スポーツ大会を開催し、競技スポー

ツのレベルの向上をはかります。 
「見るスポーツ」を振興し、高いレベルの

スポーツにふれる機会を拡充することにより、

スポーツに対する市民の理解を深めるようつ

とめます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（３）スポーツ・レクリエーション環境 

の整備 

学校体育施設などの利用の拡充やスポーツ

広場の整備など、身近で活動できる環境の整

備と幅広い活用をはかります。 
各種スポーツ施設の機能の充実と連携によ

り、多様な活動に対応できる環境の整備と活

用を推進します。 
ウォーキングコースやハイキングコース、

キャンプ場など野外活動施設の整備と情報提

供により、自然とふれあう環境の整備と活用

をはかります。また、人と動物と自然が調和

した動物園づくりのために、その整備をすす

めます。 
奥大井・南アルプスマウンテンパーク構想

（※１）の推進や山小屋整備、海辺の有効活

用などにより、世界に誇る地域資源である南

アルプスや海洋環境の整備と活用をはかりま

す。 
 
 
 
 
 

 
※１ 奥大井・南アルプスマウンテンパーク構想 
   大井川・安倍川流域の連携により、奥大井・

南アルプスの貴重な自然環境を保全・活用

し、流域全体の活性化を目指す静岡県が策

定した構想。 



Ⅲ 安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち 

本市は、南アルプスから駿河湾まで山、川、海の多様な環境と豊かな自然に恵まれて

います。このような高低差がもたらす地理的条件は、全国有数のすぐれた快適生活環境

を形成し、そこに様々な生活の営みが展開しています。  

しかし、経済社会活動の拡大によりひきおこされた地球規模でおこっている環境破壊

は、私たちの生活や社会活動に深刻で重大な影響を与えています。本市のすぐれた生活

環境を守っていくためには、市民や事業者、市が意識を改革し、環境に調和した資源循

環型のまちづくりを実践していくことが重要となります。エネルギーの浪費や廃棄物の

排出を抑制するため、省資源、省エネルギーにつとめるとともに環境負荷の少ない生産

システムの開発やライフスタイルの変更など、循環型・環境調和型の社会システムの構

築をすすめていかなければなりません。これらは、市だけで実現できるものではありま

せん。市民や事業者との協働によりはじめて達成できるものです。 

また、より快適な居住環境を目指して、生活の基盤となる住宅の居住性の向上、緑地

の増加、安全で快適な交通環境の整備や治安の確保も重要です。さらに、安全で安定的

な飲料水の供給と汚水の速やかな処理は、快適な生活を営むために不可欠なものです。 

このため、安全・安心・快適な市民生活のための社会基盤整備を重点的に行っていく

とともに、市民一人ひとりがコミュニティづくりなどを通じて顔の見える地域社会を築

いていくことが重要です。 

一方、予想される東海地震などの大規模災害に対しては、市民一人ひとりの備えを強

化すると同時に地域の力を結集することが大切です。そのうえで、電気・ガスや水道な

どのライフラインの確保が不可欠です。そこで、災害に強いまちを目指して、治山、治

水、海岸保全対策および地震対策を積極的に推進していきます。 

 
Ⅲ 安全・安心・快適に暮せる自然豊かなまち 

１ 環境低負荷型都市の建設 

            （１）資源循環型市民生活の形成 

（２）より良い環境を創り出すための環境対策 

 ２ 豊かな水と緑あふれる環境の創出  

            （１）うるおいあふれる水とみどりの生活空間の創出 

   （２）パートナーシップによるみどりの保全と創出 

   （３）きれいな水を守るネットワークの構築 

            ３ 地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進 

   （１）東海地震などに備える体制の整備促進 

   （２）安全・安心のネットワークの確立 

   （３）自然災害対策の充実 

            ４ 快適でゆとりと信頼ある市民生活の確保  

      （１）だれにもやさしい住環境の整備 

     （２）ユニバーサルデザインに配慮した交通環境の整備 

     （３）地域社会の整備による防犯意識の高揚 

            （４）社会変化に即した消費生活情報の発信              

 



 
動向と課題 

 

環境問題に国境はありません。市民一人ひ

とりの考え方や行動がまち全体や、ひいては

地球環境に大きな影響を及ぼすこととなりま

す。ごみの排出量はここ数年一定量で推移し

ており、明確に減少傾向を示すまでには到っ

ていません。市民、事業者、市の意識をさら

に高めていかなければなりません。すぐにご

みになるようなものや資源の循環しない、し

にくいものは買わない、もらわないなどの行

動原則４R（リフューズ→リデュース               

→リユース→リサイクル  ※１）の徹底が非

常に重要となります。 

 本市の大きな特徴である広大な市域や市街

地建築物の高層化、大型化などの時代変化に

対応した消防施設の整備や体制の強化をすす

めていかなければなりません。また、火を消

すことより火を出さないことに重点を置く予

防活動の強化をはかっていくことも必要です。 

                   

 近年の異常気象による都市型水害など、従

来の対策では予見が不可能な災害も発生する

ようになり、このような災害に対する重点的

な対策も必要になってきています。 

 

 

  

 本市の広大な市域面積のうち、森林が占め

る割合は約７７パーセントにも及びます。こ

の広大な森林が豊かな水の供給源でもあり、

良好な自然環境や清浄な大気などをもたらし

ています。この貴重な財産を将来へとひきつ

いでいくため、河川環境の保全やきれいな海

を維持する効果のある公共下水道の整備や小

規模下水処理施設あるいは小型合併処理浄化

槽の設置をすすめる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

※１  行動原則４R 
*リフューズ  (Refuse)  

山間部には広くて恵まれた森林がある一方

で、市街地のみどりはあまり豊かとはいえま

せん。市民のニーズは公園整備などを高く求

めていますが、公園面積の急速な増加は市街

地の現状から見て困難な状況であるため、計

画的で着実な整備をしていく必要があります。 

 ごみになる不必要なものを断る 

      いらないものは買わない、使わない 

      包装しない、使い捨て商品は買わない。 

     *リデュース (Reduce) 

     ごみになるものを減らす 

      詰替え商品の利用、修理して長く使う。 

      *リユース  (Reuse)  

      資源の再利用 

東海地震発生の可能性が指摘されてから       くり返し使う、不用品交換。 

３０年近くが経過し、防災意識が薄れている      *リサイクル  (Recycle)  

ことが懸念されています。本市は「地域防災

計画」を策定し、施設の耐震化などの減災対 

再資源化 

      もう一度材料として使う。 

策（※２）や発災時の対応強化をはかってい

ますが、同時多発的に発災することが当然見

込まれます。このため公的体制だけでは対処

が難しく、市民の自助努力や地域社会での防

災組織などの相互援助が最重要となってきま

す。今後も一層の防災意識の高揚や組織体制

の充実が必要となります。 

 

※２ 減災対策 

   地震や台風などの自然の力による災害の発 

生を避けることは不可能なため、これらに 

より災害が発生した場合に、いかに被害を 

少なくするかという視点で対策を立てるこ 

と。このような考え方に基づく、普段から 

の備えが重要となる。  
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生活様式などの変化や高齢社会を迎えたこ

とにより安全性の高い、安心して利用できる

快適な居住環境に対する要求が高まっていま

す。 

 

 
このため、高齢者や障害のある人にも利用

しやすい公営住宅の整備や民間住宅のバリア

フリー（※３）化促進、人や地域の安全性や

利便性に配慮した道路整備とともに、交通安

全意識の向上が重要になります。また、大気、

水質、騒音、悪臭などの公害の発生に対する

対応も重要です。 

 

 

 

地域の安全を守るためには、住民一人ひと

りの参加と連帯による防犯活動へのとりくみ

も重要となります。 

 

 
 一方、近年、市民は消費者として、食の安

全や商品取引における問題などに関心を高め

ており、消費者の自立支援のため消費生活情

報の提供や相談体制の充実をはかっていくこ

とが必要になります。 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

※３ バリアフリー  
 

     従来は道路や建物内部に段差があったり、

幅員が狭かったりして車いすで通れないな

どの物理的なことを解消することを指した

が、近年は、障害のある人や高齢者の社会

参加を困難にしている社会的、制度的、心

理的なすべての障壁の除去という意味でも

用いる。 

 

 

 

 
 

 

 4



 
 

 

 
環境低負荷型都市の建設 

 

  

（１）資源循環型市民生活の形成 （２）より良い環境を創り出すための環境 

 対策  

快適な環境を未来に継承していくため、市

民、団体、市が協働して行動する「環境基本

計画」を策定し、着実に推進していきます。

ごみの減量対策として、市民の日常生活での

４R（リフューズ・リデュース・リユース・

リサイクル）の徹底をはかっていきます。ま

た、家庭用太陽光発電設備や生ごみ処理機の

普及を推進していきます。 

環境の保全に資するため、市の政策につい

て、環境配慮につとめるとともに市民、事業

者にも協力を求めていきます。 
安倍・藁科川や興津川の環境を守り、将来

に伝えていくための「清流に関する条例」を

制定したり、アドプトプログラム（※１）な

どの制度を活用し、市民や事業者の環境保全

への参加と意識向上をはかっていきます。 
排出される廃棄物を適正に処理し安全、快

適な環境を守っていくための体制整備をはか

り、施設の整備、維持管理につとめます。 

環境に関する学習の機会を、子どもからお

となまでみんなが楽しく参加できるような計

画を立て、実践することによって、環境の大

切さや環境を守っていくためにそれぞれの立

場でできることを考える機会を提供していき

ます。 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

※１ アドプトプログラム  

    河川敷などを一定区間に分け、区間ごとに

団体、事業所、グループなどを募り河川敷

などと縁組をし、環境美化活動などを行う

こと。 
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豊かな水と緑あふれる環境の創出 

 

  

（１） うるおいあふれる水とみどりの生活 （３）きれいな水を守るネットワークの 

空間の創出 構築 

市民１人当たりの都市公園面積を増やすた

め、大規模な公園や身近な公園を地域の実情

や市民ニーズに対応し、適切な計画のもとに

整備していきます。既存の公園についても、

その機能や景観を見直し、市民に親しまれる

よう再整備をはかります。 

 本市の２大水源は、安倍・藁科川と興津川

です。これらの水源を守るために森林の保護

育成をしていきます。 

 今まで渇水の心配があった清水地域への水

の安定供給をはかるため静岡地域からの送水

ルートを確保します。 

本市は山、川、海と豊かな自然環境に恵ま

れていますが、市街地のみどりについても積

極的に増やしていきます。河川敷の利活用を

はじめ公共施設の緑化推進、公共建築物、民

間建築物の屋上緑化、壁面緑化、生垣、街路

樹の整備などを促進するようつとめます。 

 公共用水域の水質悪化を防ぐために、水洗

化率の向上につとめるとともに、公共下水道

整備事業や山間地域における農業集落排水整

備事業、小型合併処理浄化槽の普及を推進し

ます。とくに公共下水道事業にあっては、普

及率の低い長田、中島（服織）、静清処理区を

重点的に整備し、また、既存の合流式下水道

の改善にも力を入れていきます。 

 

 

  

 （２）パートナーシップによるみどりの保全

と創出 
 

 各地域それぞれにおいて、宅地の生垣や公

園の樹木管理など市民の協力を得てみどりを

守り、増やせるよう生垣補助事業や緑の里親

制度、緑化アドバイザー制度の導入などの施

策を展開していきます。町内会・自治会など

を通じ地域ぐるみでの緑化や美化運動が推進

できるような体制を築いていきます。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 6



  
  
 

 
地震・水害などの災害に強いまち 

 
づくりの推進 

 
 

（３）自然災害対策の充実 
（１）東海地震などに備える体制の整備促進 

 
 

 生態系に配慮した河川改修や雨水排水施設

の整備を推進します。 
 災害発生時の被害を最小限にとどめ公共施

設の機能を早急に回復するため、公共施設の

耐震化を推進するとともに、民間施設の耐震

化のため耐震診断や住宅補強などを促進しま

す。 

河川や下水道の雨水排水機能を補完する遊

水地や雨水貯留施設などを整備し、総合的か

つ重点的な治水対策を推進します。 

 荒廃山地の安定化整備、地すべり、土石流、

急傾斜地崩壊対策を推進します。 
 地域住民の参加と連帯による地域防災をす

すめるため、若年層世代の参加拡大や防災訓

練の充実による自主防災組織の活性化をはか

っていきます。また、生活必需品などの分散

備蓄や地域防災活動拠点の機能を充実し、災

害時の援助体制の強化をすすめます。 

海岸侵食対策のため、海岸保全施設の整備

を促進します。 

 

 
 災害の発生が予知されたり、発生した場合

に、迅速で正確な情報の収集と住民への適切

な情報提供を行うため、情報ネットワークの

整備を推進します。 

 

 
 災害が発生し大規模な被害が生じた場合に

備えて、迅速な災害復興や復旧のための計画

を策定します。 

 

   

 

  

（２）安全・安心のネットワークの確立 

  

 災害の多様化、大規模化に対応するため、

消防署、消防出張所の再編配置を行うととも

に、消防車両、装備や消防水利などの整備を

推進します。また、消防団の活性化をすすめ

ます。 

 

 

  災害時には迅速かつ適切に対応するため、

消防総合情報システムの整備を推進します。 
  防災意識を高めるため、地震、火災、水害

などの防災訓練や応急措置の訓練を行うとと

もに、防災、防火教育や広報活動をすすめま

す。また、各種施設や現場の査察などの予防

活動を推進します。 
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快適でゆとりと信頼のある市民生活
の確保 
 

（１）だれにもやさしい住環境の整備 

 

 生活様式の変化による住宅に対する多様な

ニーズに応えるとともに高齢者、障害のある

人に配慮したバリアフリー機能を備えた市営

住宅の整備を推進します。また、東海地震や

東南海地震などに備えて、民間木造住宅の耐

震化や民間住宅のバリアフリー化を促進しま

す。 
 安心で安全な生活環境を保つため、大気、

水質、騒音、悪臭などについて常時監視する

ための施設整備や体制の充実につとめます。 

 河川の水質を保全するため、家庭から排出

される生活排水処理についての意識向上につ

とめます。また、公害を未然に防止するため、

工場などの設置に際し、環境保全についての

指導を行います。  

 

 

（２）ユニバーサルデザインに配慮した交通

環境の整備 

 高齢者、障害のある人、子どもをはじめと

した、すべての市民が日常的に利用する生活

道路の新設・改良などを計画的にすすめると

ともに、幹線道路や拠点施設などを含めた交

通体系として一体的に整備を推進します。ま

た、安全な歩行環境や都市の美観を保全する

ため、放置自転車などの対策として中心市街

地や主要な交通ターミナル周辺に自転車等駐

車場を整備するとともに規制などの対策を推

進します。 
 歩行者や自転車などの安全な通行をはかる

ため、あんしん歩行エリア整備事業、無電柱

化（電線等地中化）事業や防護柵設置などの

交通安全施設の整備を推進するとともにネッ

トワークされた自転車道、コミュニティゾー

ン（※１）などの整備を推進します。 

 道路の維持管理について、道路整備計画に

即した維持管理計画を策定し、老朽化した道

路の舗装の改修を計画的にすすめます。 

  

 

 

 

交通事故を減らし、安全、安心な歩行空間

を確保するため、交通安全運動や交通安全教 

育を推進するとともに、通行の安全を脅かす

違法駐車の防止対策をすすめます。 

 

 

（３）地域社会の整備による防犯意識の高揚 

 

 治安への不安を解消し、防犯、防災意識を

高めるため、広報などによる啓発活動をすす

めるとともに、警察や防犯協会と連携して町

内会・自治会などによる自主的な防犯活動を

支援します。また、夜間の環境を整備するた

め防犯灯の設置を促進します。 

 

 

（４）社会変化に即した消費生活情報の発信 

 

 安全で安心な消費生活をすすめるため、消

費生活情報の提供や消費生活での被害や苦情

に対応する相談体制を充実していきます。ま

た、環境に配慮した消費生活やインターネッ

トにまつわる商法、高齢者を対象としたサギ

など近年の消費者問題に対処した啓発活動を

行います。 

 適正な消費活動を確保するため、消費者モ

ニター制度の充実や商品表示の監視を行うと

ともに、適正な計量を推進します。 

 

 

 

 

 

※１ コミュニティゾーン 

   居住地区などにおいて、通過交通の進入を抑

え、地区内の暮らしの安全を確保するため、

地域の人々の参加のもとに策定される計画

にもとづき、公安委員会によるゾーン規制な

どと合わせてコミュニティ道路などを含む

面的整備を行う。 



Ⅳ 地域が育て世界に挑む創造型産業のまち 

本市は、指定都市としての高次な中枢機能に加えて、自然や歴史など恵まれた

地域資源をもとに、第１次産業から第３次産業まで均衡のとれた産業構造を有し

ています。しかし、近年、我が国経済は、少子高齢化、市場の成熟化、環境制約

などに加え、大競争時代の到来など、産業構造そのものの転換を促す圧力が強ま

っています。このような状況は本市においても同様で産業全般の高付加価値化を

すすめ、豊かで活力ある産業集積をはかっていくことが急務となっています。 
産業の発展は、活発な経済活動を通じて都市の活力を生みだすとともに、雇用

機会を創出し、市民の豊かな暮らしを支える重要な役割を担っています。 
本市は、都市の活力を高めて豊かな地域社会を形成していくため、絶好なロケ

ーションや清水港などのすぐれた産業経済基盤と豊富な地域資源などに加え、指

定都市としての大都市効果を活かすとともに、地域のあらゆる知識を集約して地

域の産業が新たな価値や感動、また新たな知識を生みだすなど付加価値の高いサ

ービスを提供する、世界に通用できる産業が集積するまちを目指していきます。 
そのため、自立・連携を基本理念とした企業や人材を育成、支援していきます。 
 

Ⅳ 地域が育て世界に挑む創造型産業のまち 

 

１ 都市型産業集積を目指した産業構造の知的高度化 

       （１）多彩な都市型産業の集積推進 

（２）静岡らしさをあらわす地域産業の高度化推進 

（３）地域の産業を支える研究開発力の強化 

     ２ 環境と調和した農林水産業の高付加価値化  

（１）地域の特色をもった農林水産業の振興 

（２）ふれあい交流産業の創出 

（３）環境に配慮した生産・流通活動の推進 

     ３ 地域の魅力を活かした観光・交流産業の高度化 

（１）静岡空港、清水港を活用した国際的観光・経済交流の推進 

（２）観光・コンベンション都市としての交流産業の振興 

（３）都市の活気と魅力を創出する商店街の形成 

     ４ 国際貿易港・清水港を活かした地域産業の振興  

 （１）物流機能の高度化と利用促進 

（２）臨港地区の産業活性化 

 （３）市民に親しまれる港を活用したまちづくりの推進 

     ５ すぐれた能力と意欲ある人材の育成・支援  

 （１）企（起）業家精神あふれる人材の育成 

 （２）すぐれた能力ある人材の育成 

（３）意欲ある勤労者の就業促進 

       （４）勤労者福祉の増進、就労環境の改善 



  

 

動向と課題 

 

本市は、卸・小売業、金融業やサ－ビス業

などの第３次産業が中心産業となっています

が、一方で清水港湾区域を中心とした工業集

積や伝統的地場産業などの第２次産業の集積

も厚く、さらに特色ある農林水産業も展開し

ており、他の指定都市にはない特色を有して

います。 
しかし、本市の地域経済活動は、近年の企

業における組織再編、少子高齢化などによる

需要構造の変化や労働集約型の産業製品は低

価格の海外製品の流入などにより陰りが見え、

大きな変革が求められています。 
本市経済の活性化にむけて、地域の全産業

が大都市効果を最大限に活かし、安全・安心

や感動など新たな価値や需要を創造する食品

や健康産業、さらにはコンテンツ産業（※１）

など、サービス経済に特化した大都市型の産

業構造への転換と、個別企業の自立と新たな

連携体制確立など地域経済の活力の強化が課

題となっています。 

 

 

 

少子高齢化、人口の減少などによる市場構

造の変化と、労働力の減少、空洞化などは、

本市の産業・経済活動へ大きな影響を与えて

います。 
今後、高齢者の急増にともなう超高齢社会

の到来にむけて、環境や、安全・安心、高品

質なものへの新たな需要、健康・福祉・医療

など拡大する市場に対する果敢で柔軟な対応

が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際化の進展にともない、多くの人々が地

球規模で行動する大交流時代を迎えており、

企業の国際的な事業活動も活発化しています。 

世界への玄関口となる静岡空港の開港を控

えるとともに、国際貿易港・清水港を擁する

本市は、この優位性を活かして国際的な産

業・経済活動への対応とにぎわいと活発な交

流の拡大にとりくみ、世界に開かれたまちへ

と発展していく必要があります。 
このため、東アジアをはじめとする海外か

らの誘客増加策の具体化をすすめ、本市の自

然、歴史と伝統など恵まれた地域資源に加え、

産業の厚い集積に支えられた地域の情報を積

極的に世界に発信するなど、人と企業の集ま

るまちづくりが課題となっています。 
 

 

 

就業者の高齢化、担い手の減少、農産物の

輸入自由化の拡大、林業採算性の低下、漁業

生産量の減少など農林水産業の経営環境は厳

しさを増しています。 
他の指定都市に比べて第１次産業の集積が

厚い本市としては、安全で安心な食料の安定

的な供給の中心的役割が農林水産業に期待さ

れるとともに、自然環境の保全、うるおいあ

る景観の形成など多面的、公益的な機能への

評価、期待も高まっています。 
農林水産業が盛んという地域の特色を生か

すとともに、大都市型の農林水産業として生

産物の高品質化など、付加価値と生産性の高

い産業への転換が課題となっています。 
 
 
 
※１ コンテンツ産業 

放送・映画・音楽・漫画・アニメ・ゲーム

などのような知的生産物について、その制

作・管理・提供にかかわるビジネスのこと。 



  

 

都市型産業集積を目指した 
産業構造の知的高度化 
 

（１） 多彩な都市型産業の集積推進 

 

経済のソフト化、サービス化の進展に加え

指定都市効果により、産業構造も大都市型へ

転換がすすむものと予測されます。 

本市としては、対事業所サービス業（※１）

など知識集約型で他産業への波及効果の大き

い業種の立地や創業支援をすすめていきます。 

このため、今後の成長分野といわれている

環境ビジネスやＩＴ関連ビジネス、少子高齢

化などに対応した健康、福祉、医療関連ビジ

ネスなどの振興とともに、コミュニティビジ

ネス（※２）の育成につとめます。 

また、マーケティング力、製品開発力など

ソフト力を高めるため、産業界と大学、研究

機関の交流、異業種・異分野の企業の交流に

加えて、消費者や各種市民団体などとの交流

を促進し、多様な連携関係を形成していきま

す。 

 

 

 

（２） 静岡らしさをあらわす地域産業の 

高度化推進 

 徳川氏に由来する伝統的地場産業、清水港

を中心に発展してきた食品関連産業、機械製

造業、化学工業などは、これからも本市の産

業経済の中核をなすものであり、総合的な支

援をすすめていきます。 

 多彩な地場産業の特徴を活かし、消費者の

感性にうったえるとともに、見る人、使う人

に感動を与えることができる静岡ブランドの

開発、販売を支援し、他地域との差別化がは

かられ、価値を創造する産業となるよう高度

化をすすめていきます。 

 また、中小企業が多い地域産業のため、関

係団体の育成、連携をすすめるとともに、経

営基盤の強化、経営支援につとめます。 

 

 

 

 

 

（３） 地域の産業を支える研究開発力の 

強化 

 地域の産業を支える技術の一層の集積をは

かるため、研究機関の立地支援、誘致につと

めるともに、地域の学術研究機関の研究成果

を地域産業の振興に結びつけていくよう産学

の交流をすすめていきます。 

 また、新たな産業を創出していくため、健

康、福祉、医療、環境分野など、今後の成長

が見込まれている産業分野の研究、開発を支

援するとともに、既存産業の製品の付加価値

を高めていくデザイン、製品開発力の強化の

ため、産学官が連携して研修、研究活動をす

すめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 対事業所支援サービス業 

流通業や情報関連サービス業、知識関連サ

ービス業（デザイン業、機械設計業、経営

コンサルタント業など）、人材育成関連サー

ビス業、物品賃貸関連サービス業など事業

所の活動を支援する産業。 

 

※２ コミュニティビジネス 

地域住民が主体となって、地域の課題をビ

ジネスの手法を用いて継続的に解決してい

く事業。 

 



  

 

環境と調和した農林水産業の 
高付加価値化 
 

（１） 地域の特色をもった農林水産業の 

振興 

本市の豊かな森林の恵みと優良農地を次代

へ継承するため、健全な森林や農地の保全と

育成につとめるとともに、自然災害から地域

を守るため山間地から海岸部にいたるまでの

環境を整備します。市街化区域内農地につい

ては、生産緑地制度（※１）の導入、営農支

援などにより保全をすすめます。 

高齢化や後継者不足による就業者の減少に

歯止めをかけるため、高品質化、高効率化を

目指した生産基盤を整備し、魅力ある就業環

境を創出するとともに、森林や農地の保全と

育成を担う人材を確保、育成していきます。 

また、効率的な生産と経営の実現にむけ組

織化を推進するとともに、農林水産業をとり

まく環境の変化にすばやく対応できる体制を

築くため、経営基盤の強化を支援します。 

 

 

 

（２） ふれあい交流産業の創出 

 

心の豊かさや自然とのふれあいを重視する

市民が増えていることから、農林水産業を通

じた人々のふれあい、交流を促進し、ふれあ

い交流産業化をすすめます。 

生産者と消費者の交流を通じて、本市の農

林水産業に対する理解を深め、さらに、地場

の産物への関心を高めて、安全で安心な食料

供給の一環として地産地消（※２）の推進に

むけたとりくみを支援します。 

 また、そのような活動の場として、生産者

と消費者のふれあい交流拠点を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 環境に配慮した生産・流通活動の推進 

 

消費者ニーズに対応した安全で安心な地場

の産物を安定的に供給するため、環境の負荷

に配慮した減農薬化をすすめるなど環境にや

さしい生産システムを確立し、安全で安心な

食料生産活動を促進します。 

また、市民への農林水産物の安定した供給

をはかるとともに、市民に開かれた活力と魅

力ある卸売市場を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 生産緑地制度 

市街化区域内にある農地の農業生産活動に

裏付けられた緑地機能に着目して、公害ま

たは災害の防止、農林漁業と調和した都市

環境の保全などに役立つ農地を計画的に保

全し、良好な都市環境の形成をはかる都市

計画の制度。 

 

※２ 地産地消 

地域で生産した食材をその地域で消費する

こと。安全で安心、生産者の顔が見える食

材を求める消費者ニーズにこたえるもの。 



  

 

地域の魅力を活かした 
観光・交流産業の高度化 

 

（１） 静岡空港、清水港を活用した国際的 

観光・経済交流の推進 

開港を目前にしている静岡空港や清水港の

国際交流機能を活用し、国内はもとより世界

のヒト、モノ、カネ、情報などの交流を促進

して、国際的観光産業、経済交流の活発化を

目指します。 

恵まれた自然、歴史、文化、温泉、地域産

業などの地域資源を新しい観点から再評価す

るとともに、ネットワーク化をはかり、ニー

ズの把握、宣伝・誘致活動を積極的に展開し

て、国内外からの来訪者、とくに経済発展著

しい東アジア方面からの誘客増加をはかりま

す。 

また、清水港を核とした広域経済交流拠点

の整備や、世界にむけた経済情報発信機能の

強化をすすめていきます。 

 

 

 

（２） 観光・コンベンション都市としての 

交流産業（※１）の振興 

交流人口の増加は、地域産業全般に及ぶ経

済効果が大きいとされており、コンベンショ

ン（※２）を中核として新しい地域産業とし

ての振興をはかっていきます。 

このため、総合的な観光情報提供拠点の整

備、地域産業を生かしたコンベンション、イ

ベントの開催、誘致を推進します。 

また、市民や事業者の来訪者へのもてなし

の心を醸成するとともに、受け入れのための

人的ネットワークを形成するなど、ハード、

ソフト両面からのとりくみをすすめ、コンベ

ンション都市の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

（３）都市の活気と魅力を創出する商店街の

形成 

静岡県を代表する本市の中心商店街は、都

市の発展や風格などにとって大きな役割を果

たしており、個店の専門性、品揃え、新たな

生活提案などの魅力を高める努力に対して支

援していきます。 

一方、近隣商店街や個店はコミュニティの

維持や発展にとって重要な存在であり、地域

に密着したサービスをフェイス・トゥ・フェ

イスの形で行っていくなどの方向が重要とな

ってきます。このような活動に対して、まち

づくりの一環として支援していきます。 

このようにして、まちの魅力を生みだし、

市民の暮らしを支える商業機能を強化し、商

業都市として活発で魅力ある商店街の形成を

はじめとする流通産業の振興をすすめます。 

また、安全で安心な商品の提供や、ユニバ

ーサルデザインを意識したサービスの提供、

積極的な商店街の情報発信など、消費者や時

代のニーズに対応したとりくみを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 交流産業 
観光、業務、買物など様々な目的をもって

来訪する人々に対して情報やサービスなど

を提供する飲食、ショッピング、レジャー、

交通、宿泊など観光・コンベンションに関

連する各種の産業。 

 

※２ コンベンション 

特定の目的で多数の人が集まる会議。 



  

 

国際貿易港・清水港を活かした 
地域産業の振興 

 

（１） 物流機能の高度化と利用促進 

 

我が国有数の特定重要港湾としての清水港

は、新興津国際海上コンテナターミナルを整

備することによりコンテナ取扱量の増加をは

かるなど、港湾機能の高度化を推進します。 

また、これに合わせて、総合物流拠点を整

備するとともにアクセス道路を検討し、有機

的な物流網を構築していきます。 

ソフト面では、ＦＡＺ事業（※１）やポー

トセールス（※２）などをすすめ、清水港の

優位性を内外にアピールし、その利用を積極

的に呼びかけるとともに、港周辺のにぎわい

の創出につとめていきます。 

 

 

 

（２） 臨港地区の産業活性化 

 

時代変化に対応して、港をとりまく産業の

活性化をはかるため、食品関連産業などの育

成や、海洋深層水の活用についての研究を行

うなど、新産業の導入促進につとめます。 

なお、新産業を導入するに当たっては、と

くに、港周辺の低・未利用地の有効的な活用

について検討をすすめ、企業を誘致しやすい

制度、環境の整備をはかっていきます。 

一方、既存の港湾関連産業にあっては、水

産関連新商品の開発を支援していくことなど

により、港全体としての活性化につなげてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

（３） 市民に親しまれる港を活用したまち 

づくりの推進 

 富士山を望み、背後に緑豊かな日本平を擁

する風光明媚な立地を生かして、市民が港に

親しみを抱き、港とふれあうことができるよ

う空間や都市景観の整備をすすめていきます。 

 また、これに合わせて、サインシステム（※

３）を適正に配置するなど利便性の向上をは

かり、市民、観光客が港を楽しめるようにし

ていきます。 

このようにして、市民の憩いの場としての

港となるよう空間の整備をすすめるともに、

各種イベントを開催することでにぎわいを創

出するためにも、常に情報を発信して、市民

が集う、市民と観光客に開かれた港を目指し

ます。 

 

 

 

※１ ＦＡＺ（Foreign Access Zone) 

「輸入の促進及び対内投資の円滑化に関する臨

時措置法［ＦＡＺ法］」にもとづく輸入促進計画

により、港湾および空港地区に設定される地域。

事業者に支援措置をとることで、保管・荷さば

き施設などの輸入関連施設などを集積させ、輸

入の促進ならびに輸入品の流通円滑化をはかる。

輸入促進地域。 

※２ ポートセールス 

港湾振興関係者（港湾管理者、港運業者、商工会

議所など）が、港湾の利用促進を通じて地域経

済の活性化をすすめるため、その施設やサービ

スの充実をはかり、港湾利用の開拓や拡大を目

指して展開する活動。 

※３ サインシステム 

広域的に点在する観光資源の所在地や内容を地

図や絵文字を用いて観光客にわかりやすく紹介

する設備で、観光客を効率的に誘導することを

目的としたもの。 



  

 

すぐれた能力と意欲ある人材の 
育成・支援 

 

（１） 企（起)業家精神あふれる人材の育成 

 

 指定都市としての本市経済の一層の活性化

を目指すため、新たな事業機会に積極的に挑

戦する人々に対して、創業・研究環境を整備

するなど、地域をあげて人材を育成、支援し

ていきます。 

また、既存の企業が厳しい環境変化に対応

していくためには、時代の変化を的確にとら

え、常に変革していける産業経済人が求めら

れます。このため、従来の事業展開を継承す

るだけでなく、積極的な異業種、異分野との

交流やマーケティング力の向上、新技術の習

得など、積極的に企業経営に挑戦していく経

営者に変わっていく必要があり、このような

経営者を支援していきます。 

 

 

（２） すぐれた能力ある人材の育成 

 

 時代の求めに対応できる高度な知識をもっ

た多様な人材を育成するため、新技術、情報

の進展に対応できるよう必要となる職業能力

開発を支援、促進していきます。 

 また、企業と就職希望者の交流を促進する

とともに、情報関連技術、健康、福祉、医療、

環境関連の新しい産業分野や対事業所サービ

ス業などの専門的な技術をもった人材を育成、

支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（３） 意欲ある勤労者の就業促進 

 

 雇用不安が広がる中で、就労意欲ある人た

ちの雇用を促進するため、求人情報の提供な

ど職業紹介機能を充実させるとともに、企業

に対しても求職情報を提供するなど就業相談

制度などを充実していきます。 

インターンシップ制度（※１）、トライアル

雇用制度（※２）の導入を促進し、就業機会

の拡大につとめていきます。合わせて高齢者

や障害のある人たちの就業を促進していきま

す。 

 また、情報通信技術を活用するなど各種の

手段を用いて就職・企業関係の情報を県内外

に提供し、市外からも地元企業への就労を促

進していきます。 

 

 

（４） 勤労者福祉の増進、就労環境の改善 

 

 勤労者の健康増進および余暇の有効利用な

ど、勤労者福祉の向上、充実につとめていき

ます。 

 また、男女共同参画社会の実現という視点

から、企業、関係機関に対して男女の雇用機

会の均等化にむけて働きかけていくとともに、

仕事と家庭の両立が可能となり安心して子育

てにとりくめるよう、職場内外の就労環境の

改善をすすめていきます。 

 

 

※１ インターンシップ制度 

学生が企業などで仕事を体験しながら研修する

こと。就業体験。 

 

※２ トライアル雇用制度 

ハローワークから紹介された若年者を最高３か

月間試行的に雇用し、期間中の業務遂行能力など

を踏まえて本採用するかどうかを決める制度。 



Ⅴ 活発な都市活動を支える快適で質の高いまち 

本市は、特有の豊かな社会資源を活かして、社会経済状況の大きな変化に対応

した高次高品質のまちづくりをすすめていきます。 
第二東名自動車道や静岡空港などの大規模プロジェクトの整備がすすみ、都市

発展に大きな影響を与えることが予測されます。これらの社会資本を積極的に活

用した都市づくりや指定都市移行を契機として高度で快適な都市機能を整備、充

実することで、中枢都市としての役割を担っていくことが求められています。 
そのため、我が国を代表する都市として質の高い風格あるまちを目指し、多彩

な交流と連携がはかれる便利な交通体系や高度情報通信網を整備し、長い歴史の

中で培われてきた個性と魅力を活かし、だれもが快適と感じる都市空間を創出し

ていきます。 
 

Ⅴ 活発な都市活動を支える快適で質の高いまち 

 

１ 快適で個性のある魅力的な都市空間の創出 

            （１）計画的な都市基盤の整備 

（２）東海地震をはじめとした災害に強い基盤の整備 

 （３）多様な主体と連携によるまちづくりの推進 

 （４）自然と調和した風格ある景観の保全・創出 

 （５）みんなにやさしい都市空間の整備 

 （６）大規模社会資本を活かしたまちづくりの推進 

         

            ２ にぎわいと風格のある「まちの顔」づくり  

   （１）個性と活力あふれる３つの都市核の形成と連携 

   

            ３ 多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の整備 

   （１）ネットワークされた便利な道路の整備 

   （２）人と環境に配慮した総合交通体系の整備 

   （３）効率的・合理的に機能する高度情報都市の構築 

 

            ４ まちと支えあう山間地と海岸部の振興  

      （１）魅力ある山間地・中山間地の振興 

      （２）交流とうるおいの港空間の形成 

     （３）人が海に親しめる海岸部の振興 

 



動向と課題 

 
本市は長い歴史の中で、市域のそれぞれの

地域資源を活かした土地利用により発展して

きました。 

この結果、商業・業務機能の集積や清水港

を核とした臨海工業、国際物流拠点などが集

積し、また、市街地をとりまく山間部や海岸

部では温暖な気候を活かした農林漁業が営ま

れてきました。 

今後、これらの多種多様な土地利用を、統

合や連携することにより、指定都市にふさわ

しく特色ある土地利用を目指すことが求めら

れています。 

また、社会経済状況の変化により低未利用

地となった臨海部の多くの土地の利用転換も

必要となっています。 

一方、これまでの人口増加にともなう市街

地の拡大を前提とした都市整備から、都市空

間の時代要請に基づく更新に重点を移し、市

全体としてバランスのとれた都市構造へと計

画的に更新する必要があります。  

 

 

 

 

 

にぎわいと風格あるまちづくりのためには、

均衡ある発展と、中枢都市としての高次高品

質な都市機能を、３つの都市核に充実整備し

ていくことが求められています。 

県都として培われてきた都市機能に加え、

国際化や高度情報化に対応した交流機能など、

新たな都市機能の導入が求められています。 

一方、環境に配慮した質の高い生活空間、

高齢者や障害のある人などすべての人に配慮

した都市整備が求められていることから、地

域の魅力を向上させて人口の交流と定住を促

すまちづくりをさらに積極的にすすめる必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

本市は、東海道という我が国の枢軸上に位

置しており、国道１号、東名高速道路、新幹

線、特定重要港湾清水港などの主要交通施設

を有し、発展してきました。 

３つの都市核が主要な東西軸上に並ぶ都市

構造になっているため、東西方向の通過交通

が３つの都市核に流入しやすく、あわせて都

市内交通と輻輳することにより交通渋滞や、

交通安全性の低下などの問題を抱えています。 

また、市の中心部にある有度山や市域を分

断する安倍・藁科川などの地勢も慢性的な渋

滞を招く要因となっています。 

このような事情から、広域交通網を担う第

二東名自動車道や中部横断自動車道の整備、

広域都市間や各拠点間の連絡強化をはかる、

主要幹線道路の整備、市街地内の連携の強化

などによる幹線道路や都市内環状道路の整備

が必要となっています。 

 一方、交通渋滞およびそれにともなう地球

環境問題への対応や高齢者、障害のある人を

含む交通弱者の移動交通手段の確保などから、

道路整備など交通容量の拡大とあわせ公共交

通の利便性を高め、自動車利用から公共交通

機関などへの転換を促進する必要があります。 

 

市域の８０パーセント強を占める山間地で

は、長期にわたる農林業の低迷や高齢化の進

展などにより森林の荒廃を招き、環境や国土

保全上の悪影響が懸念されます。 

山間地相互を結ぶ連絡道路や都市部との幹

線道路の整備の遅れは生活基盤を弱め、人口

を流出させ、地域活力を弱める一因となって

います。 

このため、山間地における雇用拡大や住民

の定住を促進し、農山村を維持するため、幹

線道路などの基盤整備や自然環境などの地域

特性を活かした地域振興をすすめることが必

要です。 

 

 



 

 

 

 

また、農地や森林が有する水源かん養や公

益的機能の維持・向上とあわせてレクリエー

ション空間や自然とのふれあい空間としての

整備を行い、都市と農山村との交流機能を充

実することが求められています。 

海岸部においては高潮などによる侵食を防

止するための保全対策が課題となっています。   

これまでの防潮堤や沖合いの離岸堤などの

保全対策により海浜の再生など、効果がみら

れますが、引き続き親水性の向上や良好な海

岸景観の形成の観点からも、海岸の保全対策

が求められています。 

 さらに、清水港は、中枢経済圏を支える港

湾として機能強化をはかるとともに、中枢都

市にふさわしい広域大型レクリエーション機

能を発揮する市民利用空間の整備が求められ

ています。 



 

 

にぎわいと風格ある「まちの顔」づくり 

（１） 個性と活力あふれる３つの都市核の 

形成と連携 

本市は中枢都市としての諸機能を担ってい

ますが、この機能を特性に応じた３つの都市

核が分担し相互に連携することにより、都市

の個性の発揮とその相乗効果による都市活力

の創出を推進します。 

 静岡都心では、厚く集積された伝統、資本

を活かし、商業・業務機能の一層の高度化、

多様化をはかるとともに、集まる人にやさし

く個性豊かな都市づくりを行います。 

 清水都心では、港との結びつきを深め、流

通・貿易などの交流を促進するとともに、海

とのふれあいや美しい景観と調和した海洋文

化交流拠点としての都市づくりを行います。 

 東静岡都心では、世界に向けた情報文化、

芸術拠点としての機能集積をはかり、新市を

世界にアピールする顔としての都市づくりを

行います。 



 

 

（１）ネットワークされた便利な道路の整備 

 

首都圏と関西圏の中間に位置する地理上の

優位性を活かし、本市の広域交流をさらに活

発化させるため、第二東名自動車道や中部横

断自動車道など広域交通網の整備を促進しま

す。 

また、これらの高規格幹線道路や港湾など

と連携強化がなされ、かつ通過交通と都市内

交通の混在を防ぎ、円滑な交通がはかられる

よう、周辺地域を連結する広域道路や円滑な

都市機能を確保する都市計画道路などの整備

により「SS２０分構想」（※１）を推進しま

す。 

 

 

 

（２）人と環境に配慮した都市総合交通体系

の整備 

将来的な交通需要への対応と、新たな都市

のあり方に対応した都市交通の再構築を目指

し、公共交通の優先性の考えのもと、多様な

交通手段の選択が可能となるよう、各種交通

機関が適切に役割分担する都市総合交通体系

の構築を推進します。 
環境問題や進行する高齢社会への対応とし

て、鉄道やバスなどの利用促進をはかるため

の駅舎や駅前広場、自転車等駐車場など、交

通結節機能の強化や歩行者の安全性、快適性

の向上をはかるため、「オムニバスタウン計

画」の推進をはじめ、交通バリアフリー法お

よびハートビル法などに基づく、歩道などの

段差解消、スロープの設置、分かりやすい案

内板・サインなどの体系的整備などユニバー

サルデザインにも配慮した交通環境の整備を

推進します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築 

 

（３）効率的・合理的に機能する 

高度情報都市の構築 

主に民間事業者によってすすめられている

情報通信基盤を有効に活用し、各種申請・届

出などの手続の電子化をすすめるとともに、

各種行政事務システムのネットワーク化によ

り、ワンストップサービス（※２）の実施な

ど市民サービスの向上をはかります。 

また、質の高い行政サービスの提供や簡素

で効率的な行政システムを確立するため、職

員の情報活用能力をさらに高めるとともに、

行政内部における情報機器、情報通信ネット

ワークなどの情報基盤や情報システムの整備

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ SS２０分構想（Smooth Shizuoka） 

平成１６年に静岡市が策定した「スムー

ズ・しずおか２０分圏域構想」のこと。都

市計画道路の整備や適正な交通手段への転

換促進により、市内各地から中心部へ２０

分でアクセスできる圏域（２０分圏域）の

拡大を目指す構想。 

 

※２ ワンストップサービス 

情報通信技術を活用して、各種申請・届出

などの行政手続をオンライン化することで、

身近な施設において１か所または１回で

様々な行政サービスを簡単に提供すること。 



 

 

（１） 魅力ある山間地・中山間地の振興 

 

 我が国を代表する山岳地帯である南アルプ

スをはじめ本市の山間地や中山間地は、自然

資源の宝庫であり、また、豊かな水資源や個

性的な農林業、観光業などの基盤となってい

ます。 

 そして、山間地・中山間地の資源を、市民

一人ひとりが共有し、次の世代に伝えていく

ことが私たちの責務です。 

 そのため、まず、南アルプスの玄関口とし

ての機能を拡充するため、環境保全に配慮し

ながら、このすばらしい自然に触れるための

機会づくりを行います。 

また、山間地・中山間地の自然環境の保全

と活用、都市と山村の交流を促進するための

道路基盤整備、地域特性を活かした地域づく

りや振興拠点づくりを推進します。 

 

 

 

（２）交流とうるおいの港空間の形成 

 

 国際貿易港である清水港は、国際物流機能、

生産拠点機能、観光・レクリエーション機能

など重要な都市機能を担っています。 

今後、第二東名自動車道、中部横断自動車

道、静岡空港といった、陸と空の交流基盤整

備に合わせて、大量で安価な輸送を実現する

海の交流基盤である清水港の機能強化を推進

します。 

また、富士山を借景とした美港を国内外に

アピールして集客するとともに、市民の憩い

の場となるようにしていきます。 

そのため、物流機能の円滑化など港湾機能

の高度化、港湾周辺部土地の有効活用や、観

光・レクリエーション機能の強化を促進し、

交流とうるおいの港空間のより一層の充実を

はかります。 

 

 

 

 

まちと支えあう山間地と海岸部の振興 

 

（３）人が海に親しめる海岸部の振興 

 
 美しい景観や羽衣伝説などすぐれた社会資

源を有する本市の海岸部を、国内外にアピー

ルし、さらに市民に親しみやすいものとする

ため、観光・レクリエーション機能の強化や、

海岸の侵食を防止し保全するための対策を推

進していきます。 
 



 
 
 
 

４ 区別計画 

       （1） 葵区 

        （2） 駿河区 

        （3） 清水区 



４ 区別計画 
 
（１）葵区 

①葵区の概要 

豊かな自然を有し、歴史と伝統のある行政・経済の中枢業務機能が集積する葵区 

 

②葵区の現状 

葵区は、奈良時代に駿河国の国府が置かれ、戦国時代以降には今川氏、徳川氏の城下町

として栄えました。また、とくに江戸時代初期には徳川家康公が大御所として入府し、江

戸をしのぐ首都機能を有しました。明治となり、我が国ではじめて市制が施行された後は、

県都として国・県の行政拠点として発展し、商業・経済の面でも全国有数のにぎわいと風

格のある地域として発展を続けてきました。 

 また、葵区は南アルプスをはじめとする広大な山間地を有しており、中心市街地、郊外

住宅地、中間地・山間地と多彩な自然環境を有する区域で、北縁は長野県、山梨県と境を

接し、大都市としての都市性と自然豊かな山村性をもつという他の指定都市にはない地域

特性をもっています。 

 このため、中心市街地のにぎわいをさらに高め、中山間地の振興をはかるという課題も

抱えており、一体の区域としてそれぞれの地域のつながりを強化して各地域の特性を生か

した新しいまちをつくりあげていくことが期待されています。 

 

③葵区の将来ビジョン 

・活気あふれる中枢機能を担うまち 

 県都の中心地区として都心機能の整備・充実をはかり、商業施設、歴史文化施設など魅

力的な拠点を結びつけるとともに、地域の商店街などと連携・協力し、広い歩道や公園な

どの公共空間を活用したイベントなどを催すことにより「人の集まるまちづくり」をすす

めます。 

 また、行政・経済の中心業務機能が集積する指定都市の中枢を担う地域として、市街地

再開発事業をすすめるなど活気あふれる交流空間を整備することにより大都市の風格をも

つ都市景観を形成していきます。 

 さらに、新たな都市の核となる東静岡地域においては、交流・創造の核となるよう民間

主体の開発を誘導するとともに、地域の情報を幅広く世界に発信する文化情報拠点を目指

します。 

・歴史と文化が薫る定住のまち 

 今川・徳川時代からの歴史・文化資産を保全し、活用していくとともに、各種の文化施

設活動を促進し、集う人、学ぶ人、住まう人に歴史の重みを伝えるまちづくりをすすめま

す。 



 また、都心地区から中山間地にいたるまでそれぞれの地域の特性を生かした多様な暮ら

しを実現できる居住環境を整備していきます。 

 そして、人々の支えあいなどコミュニティ活動を活発化し地域のすぐれたところを伸ば

し、創造性豊かな心をもつ人を育み、快適で安心できる暮らしやすいまちを目指します。 

・みどりと水の豊かな自然とふれあうまち 

 山梨県、長野県に接する南アルプスにいたる山々の広大な森林や重要な水源である安倍

川などみどりと水の自然景観を保全するとともに、これら豊かな自然と人のふれあいを推

進します。 

 中山間地の山林、農地については、地域の特性を生かすとともに、生産性を高めるため、

林業・農業経営基盤の整備をすすめます。 

 豊かな自然環境と人がふれあい、交流できる、人が自然に包まれて暮らし続けることが

できるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）駿河区 

①駿河区の概要 

自然と歴史を継承し、文化と産業を育む、交流の駿河区 

 

②駿河区の現状 

駿河区は、久能海岸一体に石垣いちご畑が広がり、大崩海岸、用宗漁港が立地し、駿河

湾を望む東西１４キロメートルに及ぶ海岸線を有しています。また、安倍川が流れ広々と

した河口部には野鳥が集まる自然豊かな環境を有しています。登呂遺跡、蔦の細道、久能

山東照宮、丸子宿といったそれぞれの時代を代表する歴史文化資産があり、古くから発展

してきた地域であることを示しています。３区のなかでは、市街化区域面積の割合が高い

特徴を有しています。 

有度山丘陵中腹部には、静岡大学、静岡県立大学、静岡英和学院大学などの高等教育機

関や、県立図書館、県立美術館、日本平動物園が立地するなど、文化、教育施設が厚く展

開しています。また、ツイン・メッセや駿府匠宿など産業支援施設も整備されています。       

JR 静岡駅南口は再開発がすすみ、科学館をはじめとする都市型施設が整備され中枢業務

機能も集積してきました。      

久能のいちごだけでなく、葉しょうが、ねぎ、広野のもも、用宗漁港のしらすや近海も

ののさかな、長田のみかんなど、全国に誇る特産品があります。これらの施設や地域は点

在していて、有機的につながっていません。道路網や公共交通機関を整備し、交通アクセ

スをよくすることにより、交流を活発化し、多くの人が集まるまちにしていくことが重要

です。 

 

③駿河区の将来ビジョン 

・快適交通アクセスのまち 

駿河区をこれまで以上に人々の訪れるまちにしていくためには、訪れる人々が快適にア

クセスできる必要があります。このため区内にある JR 駅及び駅周辺のバリアフリー化の

推進や観光拠点をスムーズに移動できるよう道路網の整備をすすめていきます。   

そのため、国道１５０号の整備、安倍川大橋の４車線化事業などの道路整備を体系的か

つ計画的にすすめていくこととします。JR 安倍川駅とその周辺区域のバリアフリー化を

重要な課題として解決をはかるとともに、自転車等駐車場の拡充も行っていきます。 

これらの整備により駿河区が有する、貴重な地域資産である登呂遺跡、蔦の細道、久能

山東照宮や観光施設である駿府匠宿や日本平動物園などのネットワーク化をはかります。 

 

 

 

 



 

 

 

・海岸線を活かした癒しのまち 

長く穏やかな海岸線は、人々が浜辺に立ち、水と触れ合うことができる貴重な空間です。

現在でも用宗海水浴場、フィッシャリーナ、大浜公園（プール）などのレクリエーション

施設が整備されています。これからは、既存施設を活かしながら、自転車道や海岸歩道な

どを整備し、市民が海や磯など自然と親しむことができる癒しの空間を整備し、大切な地

域資源を活かしていくことを目指します。 

また、海岸線と平行している国道１５０号も海岸と一体となった歩道やサインなどの整

備をし、市民が海に親しむ雰囲気をつくりあげていきます。 

・食の恵みを活かした交流のまち 

近郊農業で野菜栽培が活発な駿河区では、新鮮な野菜を市民に供給しています。一方で、

久能地区のいちごなど観光農業も多くあり、内外の観光客の入り込みがあります。用宗漁

港で水揚げされるしらすは、加工品として観光客にも人気があります。 

市民や観光客が気軽に新鮮な特産品を手に入れることができる場の提供や特産品地図の

作成などの広報をすすめ、これらの農産物や水産物を活かした交流のまちづくりをすすめ

ます。   



 

 

（３）清水区 

①清水区の概要 

ヒト・モノ・情報が行き交い、心豊かなふれあいのある国際海洋文化の清水区 

 

②清水区の現状 

清水区は、特定重要港湾・清水港を中心に国際海洋文化拠点として発展してきました。 

しかし、オイルショックを契機に臨海工業地帯再編がすすめられてきました。 

今後、中部横断自動車道や第二東名自動車道、興津コンテナターミナルの整備が促進さ

れることにともない、我が国のクロスポイントとしての地勢を背景に世界的な物流経済拠

点としての発展が期待されます。 

また、市民の憩の場として港を再生し、中心市街地との一体的整備によって、国際海洋

文化地域にふさわしい都市基盤が整いつつあります。 

このような性格を有している反面、ばらの生産量、鮪の水揚取扱金額日本一を誇り、産

学官の連携による海洋資源の研究から新産業の創出なども盛んです。 

歴史的資源としては日本武尊の伝統につながる草薙神社や天女の羽衣伝説で名高い御穂

神社、清見寺や霊山寺などの古刹を有し、また、住民の連帯意識の強さは、清水みなと祭

りやサッカーのまちを支える活力となっており、これからのまちづくりをすすめる上で重

要な役割を果たしていくものと考えられます。 

 

③清水区の将来ビジョン 

・自然景観と観光資源を活かした風光明媚なまち 

清水を象徴する景観である三保海岸や有度山、興津川などの自然環境を保全し、また、

そのレクリエーション機能の向上をはかることにより、スポーツ・レクリエーション、芸

術文化の交流拠点としての土地利用をすすめます。 

また、清水港や有度山、三保半島など、それぞれの特色ある資源、環境を活かした交流

拠点機能を強化するため、点在する拠点空間のネットワーク化をはかります。 

市内外の人々の交流拠点となっている日の出地区や JR 清水駅とを有機的に結び、港町

清水が薫る街並みを形成するため、市街地再開発事業などにより土地の高度利用や商業機

能の集積をはかり、歩行者空間などが確保された快適で利便性の高い商業環境を整備しま

す。 

・海・港を活用した活力とうるおいのあるまち 

海・港がもつ多様な機能を活かし、産業と憩の場をすみ分け、活力とうるおいのあるま

ちをつくります。 

 



 

 

 

JR 清水駅周辺は港町らしさを活かしたにぎわいある景観形成や商業業務拠点の整備を

行うとともに、港湾機能との連携強化をはかることにより、市の東の玄関づくりをすすめ

ます。 

港湾物流の主流となっているコンテナターミナルや第二東名自動車道、中部横断自動車

道の整備により清水港の物流機能の強化をはかり、国際競争力を高めるとともに、人工海

浜の整備により海岸線を再生し、親水地域として美しい景観のある憩の場を整備します。 

・みどりに包まれた住宅と活力ある産業が調和したまち 

第二東名自動車道や中部横断自動車道などの高規格道路と港湾などとネットワークされ

た生活・産業基盤となる道路を整備するとともに、市街地における公共交通の利便性を高

めるなど、だれもが気軽に移動が可能な総合交通体系を整備します。 

地域の資源や特色を活かした農林水産業の振興をはかるため、生産基盤の整備や担い手

育成の支援などをすすめます。 

また、事業所や公共施設、道路や河川がネットワークされた効果的な緑化活動を推進し、

個性的で心地よい地域をつくります。 



 
 
 
 

      第３ 附属資料 



新総合計画策定に関する基本方針 

 
１ 趣 旨 
  静岡市、清水市の合併により誕生した静岡市の総合計画を策定しようとするものである。 
 本市は、合併という基本的な枠組みの変化に加えて、少子高齢化、高度情報化、国際化、

環境問題の深刻化、産業構造の高度化など、構造的な変革を迫る大きな潮流に洗われている。 
このような中で、本市は早期に指定都市に移行し、静岡県のみならず東海、甲信越地方の

中枢都市として成長していくことを目標としている。 
そのため、高邁な理念を持ち、広い視野、計画的視点に立って、市民参加に意を用いて、

２１世紀初頭までの本市建設の根本指針と地域経営の指針となる総合計画を策定するもので

ある。 
 なお、旧両市の総合計画および合併協議会が策定した新市建設計画の基本的な考え方、事

業計画などを踏まえるものとする。  
２ 総合計画の体系 
  総合計画は、基本構想、基本計画および実施計画をもって構成する。 
  基本構想  概ね平成２７年における本市をとりまく地域社会の将来像とそれを実現する

ための基本的な政策大綱を示すものである。 
  基本計画  基本構想に掲げる将来像を達成するため、政策大綱に従い、根幹的な事業を

明らかにする。 
また、想定される行政区ごとのまちづくり方針なども明らかにするものとす

る。 
        第１次基本計画の計画期間は、平成１７年度から平成２１年度までの５年間

とし、第２次の基本計画は、平成２２年度から平成２６年度までの５年間とす

る。 
        なお、第１次基本計画には、第２次基本計画の計画期間を展望する構想的な

事業も登載することとする。 
  実施計画  基本計画に示された根幹的事業の具体的な実施内容を明らかにするもので、

毎年度の予算編成、機構編成、人事計画など本市の毎年度の経営方針とする。 
        計画期間は、３年間とし、２年ごとに改定する。 
        また、想定される行政区ごとに整理するものとする。 

総 合 計 画 の 体 系 

年 度 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

 

基本構想 

 

基本計画 

 

実施計画 

 
基本構想   

 

第１次基本計画          第２次基本計画 

 

 第１期実施計画          第１期実施計画 

                               

第２期実施計画         第２期実施計画 

 



 

 
 
３ 策定体制 
(1) 庁内体制 

   総合計画の策定に当たっては、全庁的な体制のもとに実施する。 
   部および本庁課ならびに事務所課のそれぞれに企画主任者を置き、計画素案の作成責任

者とする。また、一般職員の発想や意見を計画に反映させるとともに、部局内、部局間の

総合調整機能を発揮させるものとする。 
   各部局からの計画素案をとりまとめ全体計画の原案を作成する組織として、分野ごとの

専門委員（６人）および企画調整課職員などからなる計画原案検討会議を設置する。さら

に、市の決定機関として、全体部長会議のメンバーで構成する総合計画策定会議（会長：

助役）を置く。 
(2) 市民参加 

総合計画の策定に幅広い市民の意見や提案を反映させるため、世論調査・タウンミーテ

ィングなどに加え、分野別・業種別・地域別などの様々な範疇から市民を募り、計画全般

にわたる市民の意見を聴取し、計画への市民参加につとめるものとする。 
(3) 審議機関 

各界各層の代表者などで構成する総合計画審議会を設置し、計画案について市長が諮問

し審議を受けることとする。 
 
４ 策定スケジュール 

   新総合計画は、平成１５・１６年度において策定するものとする。 



 

策 定 体 制 

 
    提 案 

 
          議 決 

 
 

          諮問・答申            
 
 
 

 

 
  

   
     
   意 要 

見 望     参画                          
                                                    

 

                          

 

 

 

 

                        意見 
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市議会 

総合計画審議会 

市 民 

 
 
 
 
 
 
 
 

 学識経験者 

各種団体等 

各界各層代表者 

想定行政区

の市民 

 
 
 
 
 

市民懇話会 

 
 
 
 
 
 

原案提出 指示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   原案提出  指示 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         

素案提出  指示 

市 長 

総合計画策定会議 

 
 
 
               とりまとめ 

素案・資料提出 

本庁課企画主任者 

計画原案検討会議 

 

 
企画調整課職員 

 
兼務職員

専 門 委 員

事務所課企画主任者  



中間素案
の作成

計画策定

基礎資料
の作成

都市像の
検討
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骨子（案）

事業計画
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説明 　  説明

議会

説 明 説 明

参 画  参　画 意 見 説　明 公　表

意見 　意見

広報しずおか 広報しずおか 広報しずおか

各種市民懇話会

有識者の意見聴取

各種市民意見の把握
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