
4-1活力ある水産業の振興 



施策の目的 

水産業者 

対象 

地域資源を活用
して、経営・所得
の安定を得る 

意図 



✔焼津市の水産業は、水揚げ数量、金額共に全
国のトップクラス。 

✔しかし、国際的な漁獲規制や燃油等の漁労経
費の増大などで漁業者の経営は厳しい。 

✔水揚げ数量は漸減傾向。 

✔漁獲物が安定的に水揚げされ、加工流通業者
に幅広く活用されるよう、水揚確保の支援や水産
加工製品の販路拡大の支援が必要。 

✔水産資源の保護、管理において、つくり育てる
漁業への取り組みも必要。 

現状と課題 



✔漁業従事者の高齢化とともに、船齢が20年を
超える漁船が増加。 

✔持続的な漁業に対する不安の声が、高まって
いる。 

✔担い手の確保や漁船の更新などによる漁業生
産体制の維持が必要。 
 

✔漁獲物の運搬形態の変化や漁船の大型化に
対応する基盤整備が必要。 

✔漁港の津波対策を進める必要がある。 

現状と課題 



✔焼津漁港は、水産業の振興上特に重要な漁港
として法律で位置付け。国内の食料供給への貢
献を目指す。 
 

✔水揚げ数量の確保を図る施策を実施しつつ、
水産加工製品の販売の増加を目指す。 
 
✔漁業水産業の担い手を育成し、確保する。 
 

✔円滑な水揚げと漁獲物の運搬形態の多様化な
どに対応するとともに、災害に強く安全な漁港整

備を促進する。 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

焼津漁港水揚数量全国順位 
焼津漁港水揚金額全国順位 

位 
位 

２ 
１ 

１ 
１ 

年間水揚量※1 トン 185,013 200,000 

水産食料品製造業 製造品出荷額
等 

億円 
1,209 

（平成22年） 
1,300 



4-2農地、水、環境を活かした
農林業の振興 



施策の目的 

農林業者 

対象 

地域資源を活用
して、経営・所得
の安定を得る 

意図 



 
✔直売所の売上は増加。水稲生産額は減少傾向。
主要な共同出荷物（トマト、イチゴ）は伸びている。 
✔地域の農業、農産物、農業の役割のPRが必要。 

✔市民のニーズに応える野菜等の生産体制を整
え地産地消をさらに推進する必要がある。 
✔地域の営農環境（農地、農業用施設、交通、地
理、都市構造などの条件）を活かし、継続可能な営
農モデルを確立する必要がある。 

✔水田の面的集積（担い手へ）を加速させ、効率的
な利用を図る必要がある。 
 

 

現状と課題 



✔農業従事者の高齢化、担い手不足の深刻化、
新規の参入を促すとともに育成していく必要がある。 

✔農業者の減少により、地域（集落）による末端水
路の管理等が困難な状況が発生。 

✔農村集落としての地域力を高め、農村環境を守
る体制を整える必要がある。 

 

✔老朽化が著しい農業施設については、計画的に
これを修繕、維持する必要がある。 

 

現状と課題 



✔水稲については、担い手農家への面的な集積
により水田の有効活用率維持を目指す。 

✔主要作物については、産地の維持・拡大やブラ
ンド化等を目指す。 

✔農地を有効利用する担い手を育成し、確保す
る。 

✔農村集落としての地域力強化を目指す。 
 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 
成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

水田の有効活用率（不作付以外の
面積/水田面積） 

％ 89.8 95 

水稲生産額（水稲作付け面積と、標
準価格から算定） 

億円 10.4 9.8 

主要直売所売上高（５店舗）（直売所
年間売上調査による） 

億円 7.8 8.3 

主要共同出荷作物取扱高（トマト、い
ちご）（JA調） 

億円 15.3 16.2  

認定農業者数 人 71 79 



4-3にぎわいのある商工業の
振興 



施策の目的 

商工業者 

対象 

地域資源を活用
して、経営・所得
の安定を得る 

意図 



✔商工業に関しては、事業所数は減少傾向。商品販売
額、製造品出荷額は比較的安定した水準で推移。 
 
✔中心市街地の商店数や商品販売額は、減少傾向。 

✔商店街の空き店舗対策や集客の促進、個店への支援
策、また、中心市街地にふさわしい環境づくりに取り組
むことが必要。 
 
✔工業については、食品加工業が多いのが特性。企業
と連携しながら地域産業の振興を図ることが必要。 
 
✔大井川港は、利便性が高い港湾として企業等に対し、
PRを積極的に行っていく必要がある。 

現状と課題 



✔地域経済や市民生活においても商業やサービス業の
重要性は高いため成果水準の向上を目指す。 
 
✔経済活動の環境づくり（融資や誘致、情報提供など）
を重点的に行う。 
 
✔焼津ブランドのPRを積極的に行うことにより焼津の
ネームバリューを高める。 
 
✔中心市街地のにぎわい創出のための環境づくりに取
り組む。 
 
✔港湾は、利用促進のためのPRを積極的に行う。 

 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

商店街通行量※１ 人 2,864 3,400 

身近な商店街ににぎわいを感じて
いる市民の割合 

％ 14.9 26 

売上が増加している商店の割合※
２ 

％ 8.2 22 

製造品出荷額（工業） 億円 
5,367 

（22年度） 
6000  

大井川港貨物取扱量 トン 
1,809,527 
（24年度） 

2,000,000 

※１ 商店街通行量 駅前通り商店街の１日当たり通行量（午前９時～午後８時） 
※２ 昭和通り、駅前通り等中心市街地の５商店街の商店                               



4-5雇用の確保と勤労者の支援 



施策の目的 

・15歳以上の市民 

・勤労者 

対象 
・地域で働くことが
できる 

・安心して働くこと
ができる 

意図 



 

✔ハローワーク焼津管内の有効求人倍率は、全
国平均及び県下平均よりも低い。 
 
✔就業率は、全国平均と比べて焼津市の水準は
やや高い水準。  

✔雇用環境は依然として厳しい。 

✔若年者就労、一般就労など多分野にまたがる
縦横断的な就業対策が必要。 
 
✔ニートや労働者の高齢化、外国人の雇用問題
などへの対策が必要。 

 

現状と課題 



 

✔求人と求職のミスマッチを改善し、地元企業の
人材の確保と求職者の就職活動を支援する必要
がある。 

 

✔就労環境については、収入面や、福利厚生、
安全面、衛生面などの職場環境に満足していな
い人が多い。 

✔企業の福利厚生に関しては、（一財）志太勤労
者福祉サービスセンターの加入促進を図るととも
に広域化などを検討する必要がある。 

 

現状と課題 



✔ニートや労働者の高齢化、外国人の雇用問題
などへの対策を講じるため、企業などの雇用環境
づくりを支援する。 

 

✔求人と求職のミスマッチを改善し、地元企業の
人材の確保と求職者の就職活動を支援する。 

 

✔中小企業の就労環境の向上を図るため、中小
企業の福利厚生に対して支援する。 
 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

有効求人倍率（ハローワーク焼津
管内） 

％ 0.61 0.95 

就職率＝就職数÷新規求職者（ハ
ローワーク焼津管内） 

％ 30 33 

就労環境（収入、福利厚生等）につ
いて満足している勤労者の割合 

％ 39 47 



4-4人が訪れ、消費が拡大する
観光の振興 



施策の目的 

観光客（特に関東、
中部圏の住民、 

静岡空港利用者） 

対象 

焼津市を訪れ、
消費する 

意図 



✔観光交流客数はある程度確保。さかなセンターが大き
い。 

✔さかなセンターは、施設の老朽化が目立つ。 

✔他市にも同様な施設ができ、魅力ある施設への整備
が必要。 

 

✔見る観光、買う観光だけでなく、地場産業と一体となっ
た体験型観光も必要。 

✔海と関係が深い本市の利点を活用し、「漁船体験乗
船」や「工場見学」など地場産業と連携した観光づくりを
手掛けていく必要がある。 

 

現状と課題 



✔観光資源や観光施設（深層水、地域特産品、
水産加工品、浜通り、内港・新港、花沢の里、温
泉、富士山の眺望など）の有効活用を推進する
必要がある。 

 

✔広域連携を図り、富士山静岡空港や新東名、
（仮称）大井川藤枝スマートＩＣを活用した誘客な
どを推進する必要がある。 
 

 

現状と課題 



 

✔平成30年度までに、「観光交流客数」を460万人、「宿
泊客数」を46万人。 
 
✔焼津のブランドである魚を柱としつつも、あらゆる観光
資源も活かして産業振興を図る。 
 
✔観光商品や観光拠点を再評価。新たな掘り起こしと観
光拠点のルート化を図る。 
 
✔観光関係事業者等と連携し、情報発信を強化。 
 
✔さかなセンターの改築にあたっては、魅力ある施設とす
る。 
 
✔危機管理規程に基づいた安心・安全な観光イベントを
PRし、誘客を図る。 
 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

観光交流客数 千人 4234 4600 

宿泊客数 千人 438 460 


