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■自治会・町内会への参加 
・町内会行事の開催（祭り、防災訓練） 

・自治会に加入、地域交流 

・自治会活動の盛んな地域 

・町内会イベントの開催（祭り、防災訓練、誕生日会など） 

・地域行事への参加（祭り、掃除、防災訓練など） 

・各世代の生活にあった、地域活動、ボランティア参加の推進 

・児童の見守り 

          

          

      
      

          

          

●取組内容 
●社会参加   

駿河「共生」地区 呉服町「おまち」地区 
■参加のしくみづくり 
①拠点づくり 
・誰でも入りやすい拠点の確保 

・子どもと一緒に参加できる 

・イベントの開催 

・ボランティ活動の紹介 

②情報窓口の設置 
・ボランティア、サークルの情報窓口の設置 

③情報発信機能 
・活動場所、活動内容、参加の要件など知りたい内

容を伝える 

・ｗｅｂ上にボランティアサークルサイト立ち上げ 

・自治会の内容周知 

■参加のしやすい取組 
①多様なボランティア活動 
・美術館・博物館ボランティアガイド（県立施設、登呂、芹

沢銈介） 

・南部図書館、公園の園芸ボランティア 

・久能山のボランティアガイド 

・小学校に出向き、体験談の語りや昔の遊びを教える 

②社会活動 
・保育園・学校への社会活動 

・子ども食堂の運営、孤食 

③趣味を活かした活動 
・市民農園（クライガルテン）の推進、地域農園で活動 

・趣味を活かす 

④学び（生涯学習） 
・アクティブ・シニア・スクール 

・大学と連携した学習環境の活用 

・学びの場と教えの場の創出   ■独居老人を地域参加へ 
①地域行事等への参加 
・閉じこもり防止対策のＳ型ディサービスへの参加、ボラ

ンティア活動 

■地域の社会参加の位置づけ 
①社会参加の定義 
・「社会参加とは」をみんなで考える 

②社会参加活動の主体 
・誰が主導か、受動的か自主的か 

・再開発ビルの多目的ホールの企画・

運営を入居者が行う（イベント企画） 

■参加のしやすい地域活動 
①多様な社会活動内容 
・再開発ビルの孤立化をふせぎ、地域交流による

つながりを持つ 

・趣味を活かしたサークル活動、共通の趣味活動

への参加 

・各種教室づくり 

・買い物サポーター 

・介護医療サービスのお手伝い 

・ボランティア活動への参加 

②社会貢献活動に特典 
・共助（ポイント制） 

・学生参加への活動支援として単位を与える    ■活動場所 
・再開発ビルを拠点とした空きスペース

等の活用 

・現代版ＴＥＲＡＫＯＹＡの設立（多世

代交流の拠点） 

・ファミリーサポートセンター事業への

参加（子育ての有償ボランティア） 

・元気いきいきシニアサポーター事業へ

の参加 

・既存グループへの介入・受け入れ 

・子育て支援センターで講演、教室等の

講師 

・高齢者学級（みのり大学）への参加 

■就業支援 
・高齢者起業支援サービス 

・就業支援（高齢者をアドバイ

ザーとして企業に派遣（人材

バンクの存在感） 

・継業（高齢者⇒若者への事業

継承） 

・特技を活かしたビジネス（シ

ルバー人材センター等） 

・シルバー人材活動センターと

の連携 

■参加を促す情報発信 
①仲間づくりの機会を

創る 
・きっかけづくりの工夫 

・何をしたいか（興味や関心

のリサーチ）を見つける 

・暇な人が集まり、やれるこ

とを考える 
 

■地域内 
・活動場所、活動内容、参加の要件など知りたい内容を伝える 

・ｗｅｂ上にボランティアサークルサイト立ち上げ 

・自治会の内容周知 

・ボランティア参加のための情報発信 

・ハンドブックづくり 
●有効な情報発信 

●継続的 
ケア   

■医療関係との連携 
①地域ケアシステムの構築 
・地域包括ケアシステム 

・一括管理で、すぐに対応可能 

・近くの医療機関との連携 

・かかりつけドクターや薬局との連携 

・医療介護の連携システム（ＥＨＲ―ＰＨＲ） 

・最後まで生活できる住宅のため、在宅診療の協定（赤十

字、市立病院） 

・バーチャルホスピタル 
②遠隔治療・健康管理 
・遠隔治療・健康管理 

・ＩＣＴによる遠隔健康管理 

■健康管理の意識向上 
・自分の健康は自分で工夫し努力する 

・グループワークのようなことを行い、健康の意

識をお互いに高め合う 

・学術的な内容も学ぶなど意識の向上 

・入居者が楽しんでいること  

■周りも巻き込む 
・共助する知識を互いに身に着ける 

・周りを巻き込む 

・定期的なイベントの開催 

・若い世代を入れやすくする工夫⇒定期的なイベント 

・ケアする側の人材確保 

・同世代のコミュニティをつくる 

■健康管理施設 
・健康長寿ケアセンターを開設（保健師、薬剤師、

栄養管理士と契約する） 

・定期的な健康チェック、体力測定 

■相談窓口や専門家のいる安心感 
・相談窓口の設置 

・単身であっても気軽に何でも相談できる相手が

欲しい 

・介護などの専門家が近くにいる 

・家とサービス提供者との間で、簡単に連絡、相

談ができること 

・緊急時のコール 

・ケアする人とされる人との専用連絡システム 

■持続可能な取組に 
・作っただけでは終わらせない取組を考えたい 

■地域ケアの体制づくり 
①包括ケア 
・介護等に関する体制を作っていく 
②空き家等を活用した活動拠点整備 
（サテライト） 
・ケアサービス提供主体（ＮＰＯ、各種団体）が拠点として

活動できる施設整備（未利用住宅、空家等の活用） 

③大学とのケア連携 
・県大看護部とのケア連携 

・授業プログラムに組み込む 

④助成等の支援 
・ＮＰＯ、ボランティアが参画しやすい助成制度面の対応 
⑤人材確保・育成 
・ボランティアの育成 

・ケアを行う側の人材確保 

⑥社会参加 
・Ｓ型ディサービス等への参加できない人のための小規模な

会を設立したい 

・参加のための交通網の整備 

■健康の見える化 
①相談窓口 
・地域包括支援センターのサテライト 

・相談する場所が身近にある 

・医療福祉サービスの一体的相談窓口の設置 

②介護サービス等の周知 
・介護保健サービスの周知 

■訪問介護ステーション 
①ケアの提供 
●生活支援見守り（共助） 

・食を支える場所 

●専門組織団体との連携 

・健康センター（ＳＢＳ）との連携（介護予防） 

・福祉協議会との協働  

・健康ステーション整備による定期的健康学校

の開催 

・医療・介護を中心としたケアの提供 

・訪問介護サービス 

■居宅介護サービス・在宅診療・特養等

施設との連携 
・医療福祉の専門職のネットワーク 

・特別養護老人ホーム「登呂の家」等の活用 



   

 
№２                                      

          

      
      

          

●移住支援   

■移住対象 
①年齢層 
・高齢者だけでなく、30-40 代の若い人

も対象 

②専門性を持った人 
・条件付きの格安プランを提供 

・芸術家、音楽家 
・協議会・支援者 

■地域外への情報発信の仕方 
①発信場所・方法 
・首都圏でのＰＲ 
・コンシェルジュを通じた情報発信 

・静岡市の窓口となりうるところ 

②必要な情報内容 
・市、街のＰＲ 

・住みやすさをＰＲ、発信情報 

・本当のことを情報発信 

・街中の情報を知りたい（青葉通り） 

③魅力ある情報内容 
・魅力を高める工夫（ブランド）⇒ポイントをＰＲ 

・コンパクトシティ 

・静岡らしさ、呉服町の良い所を知らせる 

・色々の調査ランキングは高いが反映されていない 

・イベント 

・健康維持の体を動かす良好な屋外環境がある。 

・情報提供が気軽に受けられる（医療、仕事、サークル） 

・正確な情報提供（マイナス的な情報も含め） 

・土地をＰＲするためのネタ収集 

・防災に関する情報整理と提供 

・地域の「売り（若者が多い）」を明確にする 
④移住のメリット情報 
・ライフプランナーなどと組み、移住のメリットを提供 

・孫や子どもを招くきっかけ（思い出づくり） 

・再開発等に伴う、住みやすさ情報発信の強化 

⑤情報の共有システムづくり 
・市外、県外、在住のシニア層の情報共有システム構築と組織づくり 

■移住モデルの提供 
①体験型等の移住 
・お試し居住（１～3か月食・住の無料

サービス） 

・１日で巡る静岡市内ツアー 
②ライフスタイルの提案 
・ライフスタイルのモデルの見える化 

■地域とのつながり 
・コミュニティづくり 

■行政の役割 
・補助金など金銭面に依存しない施策 

■事例 
・ポートランドの芸術家

を支援する（税の活

用） 
■住宅環境 
①地域イメージ 
・趣味活動等交流のできる場があり、人のつなが

る力が強い地域 
②住環境 
・安全、街路灯、防犯 
③交通利便性 
・駅から近い 

・一定期間駐輪場の無料化（開放時間）サービス 
④お試し居住・モデルルーム 
・空き家の改修・空き家の活用 

・空き家をリフォームしてモデル住宅を造り、パ

ンフレットによる情報発信 

⑤相談窓口の設置 
・住宅や仕事を気軽に相談したい 

⑥自治会への誘い 
・現在、公営住宅跡地に小さな住宅建設中、町内

会への入会を勧める  

■移住のメリット 
①特典 
・初めの数か月は家賃を安くしてほしい 

・移住者に、何年間の特典を与える  
■仕事の斡旋等 
・就労先の確保（区役所の臨時職員など

を優先的に採用する） 

・仕事の提供 

■移住先の環境づくり 
①立地環境 
・どこに行くにも便利（遠方、近所） 
②就業環境 
・求人数はあるが、給与、知名度等若者が 

やりたい仕事が少ない 

・働く場の確保 

③日常生活の環境 
・日常生活の利便性（病院、買い物、趣味、仕事など） 

④子育て環境 
・子育て、教育など環境の良さ 

・子育てしやすい環境整備（地域で助け合う） 

・子育て・医療の充実 

・保育園 

⑤特徴のある教育環境 
・幼児など良い教育環境 

・入学したいような良い学校の存在 

・どこにもないような特別な教育 
・大学との連携 

駿河「共生」地区 呉服町「おまち」地区 
■移住のサポート拠点 
・静岡市移住支援センターと連携 

・移住目的に沿う移住場所の紹介 

・多様な要望に応えられるコンシェルジュが必要 
・就職のサポート 

・住まい探しのサポート 

・空き家情報バンクの活用 

・自治会への加入 

・特に、年金生活者の引っ越しは大変 
●移住サポートの内容 


