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２ 区及び区役所の概況 
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（１）各区のあらまし 

 

①葵区 

    

 

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。特に江戸時代初期には、徳川家康公が大御所として入府し、江戸を凌
しの

ぐ首都機能を

有していました。明治の時代となり、我が国で初めて市制が施行された後は、県都として、また、

国・県の行政拠点として、さらには商業・経済の面でも全国有数の賑いと風格のある地域として

発展を続けてきました。 

現在も、行政・経済の中心業務機能が集積する政令指定都市の中枢を担う地域として、商店街

などと連携・協力し、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」を推進しており、春には静岡まつり、夏には安倍川花火大会、秋には大道芸ワールドカップ

in静岡など多彩なイベントが開催され、区の内外から大勢の皆様が訪れています。さらに、中心

市街地では、土地の高度利用により都市機能の充実を図る市街地再開発事業を実施するなど、都

市としての機能や利便性を高め、地域の特性を生かした快適で個性のある魅力的な都市空間の創

出を目指した整備が進められています。 

また、JR 静岡駅・静岡鉄道新静岡駅を中心とした静岡都心には、駿府城公園、浅間神社など、

徳川家康公など悠久の歴史を彩る先人が残した、城下町らしい地域資源が蓄積されています。平

成 28年度からは、その象徴である駿府城の再建を打ち出しつつ、歴史文化施設の整備など数々の

施策に取り組み、求心力の強いエリアに磨き上げています。平成 27年に行われた「家康公四百年

祭」を契機に、平成 28 年８月から「駿府城跡天守台発掘調査」が始まり、「歴史文化のまち 静

岡市」として更なる魅力発掘に努めています。これらの文化施設のほか、静岡市美術館は、芸術

文化の拠点施設として、「しずおか文化」の創造、発信の場となっています。 

こうした大都市としての都市的特性を有する一方で、平成 26年にユネスコエコパークに登録さ

れた貴重な生態系が息づく南アルプスをはじめとする広大な山間地を有し、安倍川や藁科川の豊

富な水資源の恵みを受けるなど、自然豊かな地域特性を持っています。北部の中山間地域集落で

は、高齢化の進行が著しいため、井川、梅ケ島、大河内、大川、清沢、玉川の各地区に集落支援

員を配置し、地域活性化をサポートしています。 

このように、葵区は中心市街地の賑いをさらに高め、中山間地の振興を図るという課題に向か

って、区の一体感を醸成しつつ、地域の繋がりを強化し、特性を活かした新しいまちづくりを目

指していきます。 

面 積：1,073.76㎢ 

人 口： 255,597人 

世帯数： 113,738世帯 

（平成 29年３月 31日現在） 

▲ＪＲ静岡駅北口 「徳川家康公之像」 
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②駿河区 

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駿河区は、市の南部に位置し、東には日本観光地 100選にも選ばれた「日本平」、西には旧東海

道の面影を残す「丸子宿」、南には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には全国

的にも清流として知られている｢安倍川｣が流れ、駿河湾にそそいでいます。駿河湾に臨む東西 14

キロメートルの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に広野海岸公園

や用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。また、安倍川の河口部では、風力発電

施設や野鳥が集まる自然豊かな風景を見ることができます。 

特別史跡の「登呂遺跡」（弥生時代）・平安時代の古道「蔦の細道」・家康公を祀る国宝「久能山

東照宮」など、時代を代表する歴史遺産が数多くあります。 

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、舞台芸術劇場公園、日本平動物園などの文化・教育施設が数多くありま

す。また、「ツインメッセ静岡」、「グランシップ」、「駿府匠宿」などの産業支援施設や、市民の防

災意識の向上を促し、災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とした静岡市治水交流資料

館「かわなび」も整備されています。 

未来を担う子どもたちに人気の「静岡科学館る・く・る」や、模型の世界首都・静岡の新たな

ホビーの情報発信基地「静岡ホビースクエア」が立地するＪＲ静岡駅南地区は、市の中枢機能が

集積する地区としての発展が期待されています。 

近年は、大規模小売店舗の進出や宅地造成、マンション建設も増え、住宅地として世帯数が増

加傾向にあります。特産物では久能の「石垣いちご」、「葉しょうが」、「ねぎ」、広野の「もも」、

用宗の「しらす」や近海ものの「さかな」、長田の「みかん」、「丸子紅茶」、「唐芋」など全国に誇

れるものが数多くあります。しらす等の海産物は、海岸線の魅力とともに「しずまえ」ブランド

として活性化する取り組みが始まっています。 

平成 29年１月には、登呂博物館イメージキャラクターのトロベーが、駿河区公認キャラクター

に任命され、区役所職員とともに様々なかたちで区の魅力発信を行っています。今後も、地域住

民が主体となった「誰もが住みやすい駿河区の実現」に向けたまちづくりを進めるとともに、区

内外へ向けた情報発信にも尽力してまいります。 

面 積：73.05㎢ 

人 口：210,976人 

世帯数：95,243世帯 

（平成 29年３月 31日現在） ▲駿河区応援隊長 トロベー 
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 ③清水区 

    

 

 清水区は、清水港の発展とともに賑わい、また、東海道の宿場町として栄えてきました。現在

は、清水港における「新興津コンテナターミナル」や、「中部横断自動車道の整備」が促進される

ことにより、グローバルな物流経済拠点として更なる発展が期待されています。 

ウォーターフロントエリアは、「清水マリンパーク」などの親水空間が整備され、日の出埠頭に

は毎年世界の豪華客船や帆船が数多く寄港し、区民が海とふれあう憩いの場となっており、「第３

次静岡市総合計画」においても、さらなる賑わいづくりに取り組んでいきます。 

また、平成 28年９月にはＪＲ草薙駅橋上駅舎が完成し、平成 29年２月には清水駅東口歩行者 

デッキの延伸工事が完了するなど利用者にやさしいまちづくりを行っています。 

その他、「清水港ビジョン」に基づく施策等が進められており、国際海洋文化都市にふさわしい

都市基盤が整いつつあります。これからも、海や港が持つ多様なポテンシャルを活かした取組を

推進し、富士山を望む港まちとして活力と賑わいの創出を目指します。 

 観光面では、世界文化遺産「富士山」の構成資産であり、羽衣伝説で知られる「三保松原」、「日

本平」や「薩埵（さった）峠」から望む富士山は美しく、「船越堤公園」や「御殿山」などは桜の

名所となっています。また、山岡鉄舟ゆかりの「鉄舟寺」、最後の元老である西園寺公望公の別荘

を復元した「興津坐漁荘」、大正時代の洋館で知られる「旧五十嵐邸」、宿場の面影を残す「由比

本陣公園」など歴史的な建造物も多数あります。 

 産業面では、お茶やみかんの生産が有名で、日本でも有数なバラの生産地でもあります。水揚

げ日本一を誇る冷凍マグロ、駿河湾で獲れるシラスや桜えびなどの海産物は、海の幸に恵まれた

まちならではの味として親しまれています。 

文化面では、サッカー少年団の発祥地であり、Ｊリーグ発足時に旧清水市が「清水エスパルス」

のホームタウンでもあったことから、サッカーをはじめとする様々なスポーツやレクリエーショ

ンがさかんです。また、毎年８月に開催される「清水みなと祭り」は、約２万人が“港かっぽれ”

を踊り、１万発の花火が夜空を彩る、まさに清水区の夏を象徴するイベントとなっています。 

 このような魅力ある地域資源を全国に発信するため、清水区魅力づくり事業として平成 27年に

は、広報キャラクター「シズラ」が誕生し、ＳＮＳの活用やイベント開催により全国へのＰＲや

各地区の魅力にクローズアップした魅力発信をしています。 

 これからも清水区は、歴史や多彩な文化を楽しむ環境づくりと多様な地域活動を促進し、生涯

を通じて心豊かに安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

面 積： 265.62㎢ 

人 口： 240,600人 

世帯数： 102,803世帯 

（平成 29年３月 31日現在） 
▲三保松原から望む富士山 

 



（２）区役所機構図

　総務係 　総務・地域振興係 　総務・調整係
　地域振興係 　地域防災係 　防災・防犯係
　地域防災係 　区民生活係 　地域振興係
　地域生活・相談係 　区民生活係

　管理係 　管理係 　管理係
　受付第１係 　受付係 　受付係
　受付第２係 　住民記録係 　住民記録係
　住民記録係 　戸籍記録係 　戸籍記録係
　戸籍記録係

　保険第１係 　保険係 　保険係
　保険第２係 　保険収納係 　保険収納係
　保険収納係 　国民年金係 　国民年金係
　国民年金係

　管理係 　管理係 　管理係
　城東保健福祉センター 　南部保健福祉センター 　清水保健福祉センター
　東部保健福祉センター 　大里保健福祉センター 　蒲原保健福祉センター
　北部保健福祉センター 　長田保健福祉センター
　藁科保健福祉センター

　総務係
　住民生活係 　住民生活係 　戸籍住民係 

　税・保険年金係 
　地域振興係 

　地域福祉係 　地域福祉係 　地域福祉係
　生活福祉第１係 　生活福祉第１係 　生活福祉第１係
　生活福祉第２係 　生活福祉第２係 　生活福祉第２係
　生活福祉第３係
　生活福祉第４係

　支援係 　支援係 　支援係
　給付係 　給付係 　給付係

　入園係 　入園係 　入園係
　給付係 　給付係 　給付係
　家庭児童相談係 　家庭児童相談係 　家庭児童相談係

　高齢者福祉係 　高齢者福祉係 　高齢者福祉係
　介護保険第１係 　介護保険係 　介護保険係
　介護保険第２係 　認定調査係
　認定調査係

　福祉係

  審査係   審査係   審査係

  選挙係   選挙係   選挙係

子育て支援課

生活支援課

清水福祉事務所

障害者支援課 障害者支援課 障害者支援課

生活支援課

葵区会計課

子育て支援課 子育て支援課

戸籍住民課 戸籍住民課

保険年金課 保険年金課

井川支所

事務局事務局事務局

生活支援課

蒲原支所

葵福祉事務所 駿河福祉事務所

葵区選挙管理委員会 駿河区選挙管理委員会 清水区選挙管理委員会

駿河区会計課 清水区会計課

高齢介護課 高齢介護課 高齢介護課

蒲原出張所

清水区役所

地域総務課 地域総務課 地域総務課

長田支所

葵区役所 駿河区役所

健康支援課 健康支援課 健康支援課

戸籍住民課

保険年金課
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正規
職員

非常
勤等

合計
正規
職員

非常
勤等

合計
正規
職員

非常
勤等

合計

2 2 2 2 2 2

18 12 30 16 20 36 21 31 52

36 37 73 25 21 46 27 22 49

30 14 44 21 15 36 24 17 41

30 7 37 22 4 26 32 4 36

4 7 11 3 6 9 15 15 30

38 14 52 33 13 46 31 12 43

10 13 23 9 11 20 9 12 21

11 8 19 12 8 20 12 7 19

20 23 43 13 18 31 21 20 41

4 3 7

79 58 137 67 50 117 77 54 131

199 135 334 156 116 272 198 143 341

（４）区役所庁舎の概要

※　葵区役所及び清水区役所の延床面積は区役所各課の執務室の合計

　来 庁 者 駐 車 場

構　　　　造

　延床面積（㎡）

　高齢介護課　高齢介護課　高齢介護課

所  在  地

清水区役所駿河区役所

　蒲原出張所

健康支援課

　敷地面積（㎡）

平成17年４月

静岡庁舎に包含

名　　　　称

平成17年４月

4,676.56

開設年月

建築年月 昭和61年８月

井川支所

葵区役所

葵区追手町５番１号

　障害者支援課

長田支所

清水区旭町６番８号

合計 合計 合計

戸籍住民課 戸籍住民課

健康支援課 健康支援課

　障害者支援課

　生活支援課

戸籍住民課

保険年金課

蒲原支所

　生活支援課

（３）区役所職員数一覧

平成29年４月１日

葵区 駿河区 清水区

保険年金課

所属名称 所属名称 所属名称

地域総務課 地域総務課 地域総務課

清水庁舎鉄骨鉄筋コンクリー
ト造９階のうち１階、２階、
４階の各一部

5,543.13

鉄骨造４階建

2082.57※

駿河区南八幡町10番40号

平成17年２月

保険年金課

　障害者支援課

静岡庁舎と共有（86台） 60台

2402.70※

静岡庁舎新館鉄骨鉄筋コンク
リート造18階のうち１階、２
階の各一部

清水庁舎と共有（186台）

駿河福祉事務所計 清水福祉事務所計

昭和58年８月

平成17年４月

清水庁舎に包含

葵
福
祉
事
務
所

駿
河
福
祉
事
務
所

清
水
福
祉
事
務
所

　子育て支援課 　子育て支援課 　子育て支援課

葵福祉事務所計

　生活支援課

-18-



- 19 - 

 

（５）区役所支所 

 

名称 葵区井川支所 駿河区長田支所 清水区蒲原支所 

所在地 葵区井川 656番地の２ 駿河区上川原 13番１号 

清水区蒲原新田一丁目 

21番１号 

設置年月日 平成 17年４月１日 平成 17年４月１日 平成 18年３月 31日 

 

※各支所業務内容については、別掲「静岡市区役所事務分掌規則」（54ページ）参照 

 

（６）市民サービスコーナー（平成 29年７月 24日現在） 

 

葵 区 

名  称 位  置 電話番号 

● 藁科市民サービスコーナー 
葵区羽鳥本町５番 10号 

藁科保健福祉センター内 
054-278-4110 

● 西奈市民サービスコーナー 
葵区瀬名二丁目 32番 43号 

リンク西奈内 
054-265-2472 

● 城東市民サービスコーナー 
葵区城東町 24番１号 

城東保健福祉エリア内 
054-249-3168 

▲ 西部市民サービスコーナー 
葵区田町三丁目 46番地の５ 

西部生涯学習センター内 
054-253-1162 

▲ 東部市民サービスコーナー 
葵区千代田七丁目８番 15号 

東部生涯学習センター内 
054-263-0361 

▲ 北部市民サービスコーナー 
葵区昭府二丁目 14番１号 

北部生涯学習センター内 
054-252-5656 

▲ 麻機市民サービスコーナー 
葵区有永 421番地の１ 

麻機地区複合施設内 
054-248-5055 

▲ 美和市民サービスコーナー 
葵区安倍口団地５番１号 

美和地区複合施設内 
054-296-5677 

▲ 清沢市民サービスコーナー 
葵区昼居渡 66番地の２ 

清沢生涯学習交流館内 
054-295-3111 

▲ 大川市民サービスコーナー 
葵区日向 10番地 

大川生涯学習交流館内 
054-291-2002 

▲ 梅ヶ島市民サービスコーナー 
葵区梅ヶ島 1309番地 

梅ヶ島生涯学習交流館内 
054-269-2002 

▲ 玉川市民サービスコーナー 
葵区落合 126番地の１ 

玉川生涯学習交流館内 
054-292-2111 

▲ 大河内市民サービスコーナー 
葵区平野 1097番地の 38 

大河内生涯学習交流館内 
054-293-2111 

 

駿河区 

名  称 位  置 電話番号 

● 大里市民サービスコーナー 
駿河区中野新田 57番地の５ 

大里複合施設内 
054-288-2500 

● 東豊田市民サービスコーナー 
駿河区聖一色 206番地の３ 

駿河消防署東豊田出張所内 
054-208-0791 
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▲ 南部体育館市民サービスコーナー 
駿河区曲金三丁目１番 30号 

南部体育館内 
054-288-9112 

▲ 小鹿市民サービスコーナー 
駿河区小鹿二丁目 25番 45号 

健康文化交流館「来・て・こ」内 
054-202-4304 

 

清水区 

名  称 位  置 電話番号 

● 興津市民サービスコーナー 
清水区興津本町 829番地 

興津生涯学習交流館内 
054-369-1333 

▲ 三保市民サービスコーナー 
清水区三保 1074番地の８ 

三保生涯学習交流館内 
054-335-0018 

▲ 駒越市民サービスコーナー 
清水区迎山町１番７号 

駒越生涯学習交流館内 
054-335-0017 

▲ 有度市民サービスコーナー 
清水区草薙一里山３番１号 

有度生涯学習交流館内 
054-345-6710 

▲ 高部市民サービスコーナー 
清水区押切 1086番地の２ 

高部生涯学習交流館内 
054-345-8779 

▲ 飯田市民サービスコーナー 
清水区下野西３番 19号 

飯田生涯学習交流館内 
054-365-4263 

▲ 袖師市民サービスコーナー 
清水区袖師町 1092番地の１ 

袖師生涯学習交流館内 
054-367-1175 

▲ 庵原市民サービスコーナー 
清水区庵原町 68番地の１ 

庵原生涯学習交流館内 
054-365-4262 

▲ 小島市民サービスコーナー 
清水区但沼町 284番地の１ 

小島生涯学習交流館内 
054-393-3344 

▲ 両河内市民サービスコーナー 
清水区和田島 171番地の１ 

両河内生涯学習交流館内 
054-395-2244 

▲ 由比市民サービスコーナー 
清水区由比北田 457番地の１ 

由比生涯学習交流館内 
054-376-0536 

 

取扱業務 

証明発行業務 

（●と▲のサ

ービスコーナ

ーで実施） 

・住民票の写し、住民票記載事項証明書、年金受給者現況証明 

・印鑑登録証明書 

・戸籍全部事項証明書（謄本）、戸籍個人事項証明書（抄本）、平成改製原戸籍

（謄本、抄本）、戸籍の附票、身分証明書、戸籍記載事項証明書 

・課税（所得）証明書、納税証明書、軽自動車税納税証明書（継続検査用）、

法人所在証明書など 

届出受付業務 

（●のサービ

スコーナーで

実施） 

・出生届、婚姻届、離婚届、転籍届、転出届、転入届、転居届、国民年金加入

免除申請、国民健康保険加入脱退届（ただし、退職者医療制度の届出を除く） 

・旧清水市、旧蒲原町、旧由比町の印鑑登録証や、旧静岡市の印鑑登録手帳か

ら、新市の印鑑登録証への切替手続きなど 
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（７）区民意見聴取 

 

  区民参画により魅力ある地域づくりを推進するため、区民の意見やニーズを把握する区民意見

聴取を次のとおり実施しました。 

 

実施状況 

（区民意見聴取についての基本方針は 130ページ）             （平成 28年度実績） 

葵 

区 

 

葵区の区域内における喫緊の課題解決に向け「ふるさと未来づくり会議」を開催し、地域住

民から広く意見を聴取するとともに、速やかに区政（魅力づくり事業）に反映し、提起された

課題の解決に取り組むことで、地域住民活動の促進を図った。 

 

【ふるさと未来づくり会議 開催概要】 

 開催日：平成 28年８月 31日（水） 

 参加者：葵区学(地)区自治会連合会長 ほか 14学区 29名 

 成 果：梅ケ島学区「赤水の滝ライトアップ」等、８つの地域住民活動を魅力づくり事業 

に反映した。 

 

駿
河
区 

 

平成 27年度に引き続き「人口減少対策」をテーマに、区内各団体の女性を対象とした「区長

とまちみがきセッション」を開催し、ワークショップ形式での意見交換を実施。提案内容を所

管課へフィードバックし、区政への反映を図った。 

 

【区長とまちみがきセッション開催概要】 

開催日：平成 28年 11月 8日(火)、15日(火)、22日(火)、29日(火) 

参加者：区内学(地)区で地域活動をしている女性、区内で活動する女性団体、区内大学に在

学する学生 
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清
水
区 

（１） 清水区まちづくり協働会議 

  地域が抱える課題について、自治会と行政、専門家等との協働により解決策を導き出し、

自主性の高いまちづくりを推進するため、１地区を２年間として改善活動やフィールドワー

クを実施した。また、他地区が参考事例として活用できるように活動報告会を開催した。 

 ●堂林自治会（２年目） 

  【テーマ】～「後継者」･「担い手」不足の解消に向けて～ 

  【実施内容】２つのプロジェクトチームに分かれて、改善活動を実施し、意見交換を通し

て解決方法について検討した。 

①平成 27年度の活動報告会及び講演会 ②全３回の改善活動（自主活動） 

 ●庵原地区連合自治会（１年目） 

  【テーマ】地域資源を活かしたスポーツと食による「健康長寿のまちづくり」 

  【実施内容】静岡大学や専門家と連携し、移住促進の誘因となる地域の魅力を引き出し、

情報発信ツールのアイテムづくりに取り組んだ。 

①全４回のフィールドワーク 

②移住促進用パンフレット及び映像の作成 

 

（２）清水区ディスカッション 

  住民主体のまちづくりを推進するため、公募で募った区民によるワークショップを行い、

前年度に聴取した意見を深化させ、翌年度の魅力づくり事業に反映した。 

  【テーマ】健康効果が期待される地域食材等を活用した「清水区の名物づくり」 

  【実施内容】地元住民、生産者、学生、事業者等が参加し、ワークショップを実施した。 

①開催日：平成 28年８月３日（水）、22日（月）、30日（火） 

②企画提案数：５件 

 

（参考）区民懇話会について 

  本市では、政令指定都市移行による区制の施行に伴い、区が区民の参画により区の魅力ある

地域づくりを推進するため、各区に区民懇話会を設置していました。 

区内で活動する団体や地域住民の代表者及び公募委員から構成され、区政に対する区民意識

の醸成や区民が考える区のあり方、あるべき姿に係る議論など、幅広い議論がなされてきまし

たが、区制施行から 10年を経過し、区が解決すべき地域課題が多様化してきたことから、個々

の課題に適した検討形式をとることが必要になってきました。 

そこで、区民懇話会を見直し、各区がそれぞれの実情に合わせ、より幅広く区民の意見を聴

取できるよう、新たな区民意見聴取の仕組みを作りました。 
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（８）区の魅力づくり事業 

 

  各区が、区のイメージアップや活性化等を図るため、区における地域の特性、地域の課題、区民のニ

ーズ等を踏まえ、次のとおり事業を実施しました。 

 

実施状況 

（実施要綱は 120ページ）                        （平成 28年度実績） 

葵 

区 

区民交流事業 

松野、梅ケ島、井川の地域住民と協働して、各地域の文化・歴史・自然等の地域資源
や特色を活かした事業を実施し、地域住民活動の活性化させるとともに、区民交流の
促進を図った。 
 
 [事業日程（全３回開催）] 
 ①平成 28年５月 1日（日） 八十八夜に！松野茶畑ハイキング（松野） 
 ②平成 28年７月 24日（日） カブトムシ大相撲 梅ケ島場所（梅ケ島） 
 ③平成 28年８月６日～７日（土・日） 山伏トレッキング＆エコパーク体験（井川） 
  参画学（地）区数 延３学（地）区  

地域の課題解
決提案事業 

ふるさと未来づくり会議等で聴取した地域課題の解決に向け、学区の垣根を越えた地
域連動など、各地域のニーズに見合った支援を実施し、地域住民が自発的に課題解
決に取り組む環境を創出した。 
 
 [事業日程（全 19回開催）] 
 参画学（地）区数 延 19学（地）区  

地域活動参加
促進事業 
（葵トラベラー） 

地域住民が主体的に実施する活動（地域が実施計画を策定し、実施する活動）を市民
に広く紹介するとともに参加を促進し、誘客を好機に、地域住民が文化・歴史・自然等
の地域資源の紹介や特産品の販売等、活動の充実に向け機運を高め、運営手法を工
夫するなど、効果的な地域プロモーションや区民交流機会を創出した。 
 
 平成 28年４月から平成 29年３月まで 31回実施 
 参画学（地）区数 延 31学（地）区  

地域プロモーシ
ョン支援事業 

インターネットやフリーペーパー、PR グッズ等を活用した地域情報や魅力づくり事業の
発信を行い、地域住民活動を推進するとともに地域の活性化を図った。 
 
あおいくん A4 コットンショッピングバッグ作成 
「すろーかる」７月号に地域活動情報を掲載 

駿
河
区 

駿河区旬穫祭 

静岡市にゆかりのある家康公の健康長寿の秘訣であった「食」に焦点をあて、久能の
葉しょうがや長田の桃、用宗のしらすなど駿河区の旬の食材を楽しむ駿河区旬穫祭を
計６回開催した。食材の収穫や販促を通じ、参加者・来場者に駿河区の魅力をＰＲし
た。  
参画団体 24団体、来場者及び参加者 5,618人 

駿河区カレンダ
ー 

駿河区内 19 学（地）区から情報の提供を受けた「地域の誇り・地域の魅力」に関する内
容や安心・安全に関するメッセージを掲載した年度版のカレンダーを作成、希望者に
配布し、区の魅力と行政情報を発信した。 
 参画団体 19団体、発行部数 33,000部 
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駿
河
区 

駿河区フォトロ
ゲイニング 

丸子エリアを舞台に、当日配られる地図をもとに、チェックポイントを巡って写真を撮る
フォトロゲイニングを初開催した。チェックポイントには、名所・旧跡のほか、あまり知られ
ていない資源も設定することで、駿河区の魅力の発見・再発見につなげた。また、スタ
ート／フィニッシュ会場となる駿府匠宿においては、認定ＮＰＯ法人丸子まちづくり協議
会が運営する「丸子カフェまつり」を同時開催し、来場者のおもてなしを行った。 
 参画団体 ２団体、参加者 283人 

大浜ビーチフェ
スタ 2016 
浜ゆき 

防災ブースの展示やステージでの防災講座を行い防災意識の向上を図ったほか、市
水産漁港課と連携し、「しずまえ」で水揚げされる魚のシールを使用したミニうちわづくり
のブースを出展し、しずまえの認知向上を行った。 
  平成 28年９月 18日（日）大浜海岸・大浜公園（駿河区西島） 来場者約 1,500人 

駿河区エコライ
フプロジェクト 

駿河区自治会連合会と協働し、環境に配慮した生活の推奨、また住民同士の交流を
通じた地域のきずなを強めるための事業を展開した。 
（１）駿河区一斉清掃 
 10～11月にかけ、各自治会町内会ごとに清掃日を設定し、まちの清掃を実施した。 
（２）駿河ふれあいふくしフェスタ 
 社協主催の駿河ふれあいふくしフェスタにおいて、来場者に宣言してもらった「日常
的なエコ活動」（エコ宣言）をパネル展示するとともに、その参加者特典として、温暖化
の影響を受けやすい動物をモチーフにした缶バッチ作りを体験できる参加型ブースを
出展した。 
  参加者 300人 

地域の元気アッ
プ応援プロジェ
クト 

地域住民自らが「活気のある住みやすい地域づくり」を目指して、新規に立ち上げる地
域活動を区が応援する事業を展開した。 
 参画団体 ３団体、参加者 1,800人 
（１）用宗地域ブランディング事業（用宗活性化協議会） 
統一デザインビブスと地域資源を活かした顔出しパネルの作成・活用を通じ、地域
住民の団結力の向上と対外的な地域のイメージアップをはかった。 
（２）安心・安全ワークショップ（東豊田学区自治会連合会） 
 地域の子どもたちが交通安全の話を聞き、身近に潜む危険個所などについて自発的
に考えるとともに、オリジナルリフレクターを配布することで所持率を向上させ、地域全
体の防犯・交通安全に対する意識を高めた。 
平成 28年 11月 20日（日）池田公民館  
平成 28年 11月 27日（日）日本平動物園 
平成 28年 12月 1日（木）東豊田小学校  
（３）森下学区サンタパレード事業（森下学区自治会連合会） 
 森下公園のイルミネーション点灯に合わせ、地元自治会、子ども会が中心となり、地
元企業を巻き込んでサンタパレードを実施した。地域住民同士の交流を生み出し、街
の活性化をはかった。 
 平成 28年 12月 23日（金・祝）  

地域の人材育
成事業 
「駿援隊」 

地域コミュニティーをリーダーとともに「中堅」となって支える人たちを育成することを目
的に、人材育成講座を開催した。２年目となる今年度は、住民協働を考えるワークショ
ップのほか、会計事務、補助金手続き、法務能力向上といった実務的な講座を全４回
開催した。 
＜講師＞牧之原市市民ファシリテーター、岩﨑 淳 公認会計士、 
 静岡県弁護士会 中村 光央 弁護士 ほか 
 参画団体 21団体、参加者延 116人 

情報発信事業 
「スルマガ」 

民間業者が運営する地域密着型ポータルサイト内に、駿河区特集サイト「スルマガ」を
運営し、区内のイベントや人気スポット情報、クチコミ情報など地域のホットな話題の提
供を行った。既存の広報媒体では情報が届きにくい層をメインターゲットに、市ホーム
ページなど既存の媒体に加え、民間の SNSを活用することで情報発信力の強化を図っ
た。 
 ページビュー数 約 60,000件 
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清
水
区 

情報発信拡充
事業 

清水区 Facebookページやシズラ公式 Twitterにおける SNS を継続運営するとともに、
清水区広報キャラクター「シズラ」を活用した情報発信を拡充することで、幅広い世代へ
の認知度向上を図った。 
 【実施内容】 
  ①「しみず魅力発信サポーター（21チーム）」と協働した記事の配信 
  ②「チームシズラ」のイベント出演回数 106回 

サイクルフェス
in三保 

 世界文化遺産の構成資産「三保松原」を有する三保地区で、健康にも環境にも優し
い「自転車」を活用した新たな「三保」の楽しみ方を PRするイベントを開催した。官民で
連携し、「三保地区」の魅力を再発見してもらうとともに、「自転車のまち静岡」の PRを図
った。 
 【実施内容】 
①日時：平成 28年 11月 13日（日） 10：00～16：00 
②場所：三保ハーバルキャンプ場 
③来場者数：3,000人 

～外国人住民
用～静岡市清
水区暮らしのガ
イドブック 

 清水区で生活する外国人住民が、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進するため、
暮らしに必要な地域情報や防災情報などを掲載した実用的なガイドブックを作成した。
転入者・相談者を中心に配付し、日常生活や地域への溶け込みを支援し、外国人住
民の円滑な地域コミュニティを推進した。 
 【実施内容】 
  ①防災、交通、生活、福祉、家庭教育等のカテゴリーに分けて、「文字は少なく」 

「イラスト中心」に紹介し、４ヵ国語併記で作成 
  ②作成部数：4,000部  
  ③ガイドブックを清水区ホームページに掲載するとともに、関係機関等へ配付 
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