
生涯活躍のまち静岡（CCRC）
駿河共生地区取組実績

（令和２年度）

保健福祉長寿局



駿河共生地区 概要

駿河共生地区のイメージ

周辺地図

交流・共生で「健康長寿のまちづくり」～駿河地域モデルの発信～

健康長寿や生涯活躍のまちづくりに加え、地域・多世代の交流・共生や地域福祉の推進によるまちづくりを進
める。

「富士山型」健康長寿のまちづくりのモデルとして、将来的には市内各地域へ横展開していく。

コンセプト

① 市・区主催の行政イベント ② 共生事業・移住支援事業
③ 市民の自主的な活動 ④ 地域福祉推進事業

活用・取組

関連施設

① 地域福祉共生センター（地域交流拠点） 【2018年６月 開設】

② 子育て・福祉拠点
・児童発達支援センター 【2019年４月 開設】

・重症心身障がい者対応生活介護事業所 【2020年４月 開設】

③ 地域・多世代交流型住宅 【建設工事中】
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【部会員】

【オブザーバー】

【静岡市関係課】

◎：部会長

分類 所属等 役職等 氏名

事業
関係者

静岡市社会福祉協議会 常務理事 小幡 剛弘

地域

駿河区自治会連合会 会長 寺尾 和則

南部学区自治会連合会 会長 山本 雅司

駿河区民生委員・児童委員協議会 理事 髙成田 和子

大学
静岡県立大学「ふじのくに」
みらい共育センター

副学長兼「ふじのくに」
みらい共育センター長

合田 敏尚 ◎

地域連携コーディネーター
静岡市担当

小山 弘子

子ども
子育て

東海大学短期大学部児童教育学科 教授 徳浪 芳江

商業・
産業

株式会社静岡新聞社・
静岡放送株式会社

社長室人事部副部長 及川 哲也

移住
支援

静岡市移住支援センター 相談員
田邉 あき
稲葉 三帆

行政

静岡市駿河区役所
駿河区副区長兼
駿河福祉事務所長

杉山 たか子

静岡市保健福祉長寿局 保健福祉長寿局長 和田 明久

静岡市地域包括ケア推進本部
地域包括ケア推進本部
在宅医療・介護連携推進係長

木下 晴美

分類 所属等 役職等 氏名

事業
関係者

静岡市社会福祉協議会
駿河区地域福祉推進
センター長

村松 千春

児童発達支援センターもも 副施設長 小川 百里

重症心身障がい者対応介護事業所ぴぃーす 専務理事 天野 誠

行政
静岡市南部生涯学習センター

センター長 海野 緑

主事補 前田 晃宏

静岡市企画課 相談員 亀山 美佐子

企画局企画課

アセットマネジメント推進課

市民局市民自治推進課

生涯学習推進課

観光交流局国際交流課

駿河区役所地域総務課

健康支援課

保健福祉長寿局地域包括ケア推進本部

健康福祉部健康づくり推進課

障害福祉企画課

高齢者福祉課

介護保険課

地域リハビリテーション推進センター

子ども未来局子ども未来課

都市局都市計画部都市計画課

建築部住宅政策課

教育委員会事務局教育局中央図書館

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課

生涯活躍のまち静岡推進協議会駿河共生地区部会委員
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地域交流、地域福祉の拠点となる市の施設（南部図書館２階）

地域福祉共生センター「みなくる」

地域交流ホール

放送大学

ひきこもり
地域支援センター

（ DanDan しずおか）

事務室

会議室２

相談室

会議室１

事務室

倉庫

駿河区

地域福祉推進センター

総合案内窓口

地域交流スペース

図書館

倉庫

みなくるでは、地域福祉を推進するとともに、地域・多世代の交流を
促進し、社会参加の機会を創出することで、健康長寿のまちづくりを推進

本年度、地域の方がさらに使いやすくなるよう「みなくる」を拡張

キッズ

コーナー

地域福祉共生センター 平面図

館内のどこから
でも分かるように
総合案内の看板を
変更

…拡張・拡充場所
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地域福祉共生センター「みなくる」

●会議室２

事前予約により多彩な講座や介護、打ち合わせ、講演会など
で利用できる会議室（有料）

・収容人数：60人
・利用時間：午前９時から午後９時まで

●地域交流ホール

多様なイベントや講演会、演奏会ができるよう大規模
人数収容可能なホール（有料）

・収容人数：200人
・利用時間：午前９時から午後９時まで

●キッズコーナー

ボランティアをはじめとした各種市民団体の活動を支援する
地域交流スペース内に新たに設けた、子育て世帯の方が利用可
能なスペース

・利用時間：午前９時から午後９時まで
・使 用 料：無料

みなくる

４



・健康の見える化
・気軽な健康測定、健康相談
・情報発信

みなくる通信（R2.6～配布中）

共生事業（静岡県立大学受託事業）

・各種講座やイベントの開催
・学びの場の提供

・地域・多世代の交流の居場所
づくり

・「共生のまちづくり」に
ついての意識調査、報告会

地域・健康づくりに着目し、地域・多世代の交流、共生を推進

地域健康
ステーション

地域健康
オープンカレッジ

食育講座・
みなくるカフェ

調査・研究
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共生事業（静岡県立大学受託事業）

健康フェスタ2020

開催日時：令和２年11月23日（月）
午前10時～午後３時

開催場所：静岡市地域福祉共生センター「みなくる」
（静岡市駿河区南八幡町3-1 ２F）

内 容：① 健康測定
（血圧、ロコモ度、内臓脂肪、骨密度、
血管年齢、脳年齢、ストレス度）

② 専門家による健康心配ごとコーナー
（保健師、薬剤師、管理栄養士）

参加人数：約80人

健康への関心をきっかけとした地域・多世代の交流機会を創出

ー地域健康ステーション ー
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共生事業（静岡県立大学受託事業）

※ 新型コロナウイルス感染症予防対策を講じ、事前予約制、時間指定制にて健康フェスタを実施しました

骨密度測定の様子血管年齢・血圧測定の様子

血管年齢・血圧測定の様子薬剤師・保健師による相談様子 管理栄養士による相談様子
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共生事業（静岡県立大学受託事業）

各種講座やイベントの開催し、学びの場の提供

ー地域健康オープンカレッジ ー

講 座 名：声から元気に！

開催日時：９月２日、10月１日、11月２日、12月３日、１月13日

講 師：上藤美紀代（ヴォイス・セラピー実践研究家）

参加人数：206人

講 座 名：映画で知ろう！移民・難民Ⅱ（オンライン配信）

開催日時：12月19日、１月23日、2月20日

参加人数：70人

備 考：オンライン会議システムを活用した講座

講座の様子（ストレッチ） 講座の様子（詩やエッセイを朗読） ８



共生事業（静岡県立大学受託事業）

地域・多世代の交流の居場所づくり

ー食育講座・みなくるカフェー

お弁当とソフト食の試食&意見交換会（2/25）出汁について学ぼう・話そう！（1/5）

食育講座

みなくるカフェ（子育て仲間のおしゃべり広場）

恒例のクリスマスツリーの飾りつけ（12/9）子育て仲間のおしゃべり広場（月１回開催） ９



共生事業（静岡県立大学受託事業）

No 事業 講座・イベント 開催日 参加人数

１

健康ステーション

静岡市認知症ケア推進センター
オープン記念イベント出展
（出張健康ステーション）

10/31 30人

2 健康フェスタ2021 11/23 110人

3 健康相談・測定対応等
随時

（2月末時点）
93人

４

地域健康オープンカレッジ

今日からできる身体づくり 8/7 18人

５ からだを癒す健康講座 3/2 19人

６
WEBセミナー
静岡の地形と地質

11/3 17人

７
WEBセミナー

易しく学ぶ 投資・会計

12/2・16
1/13・27
2/10・24
3/10・24

延べ108人

共生事業実績一覧表
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共生事業（静岡県立大学受託事業）

No 事業 講座・イベント 開催日 参加人数

８

地域健康オープンカレッジ

声から元気に！
月１回開催
（９月~３月）

延べ206人

９ お茶の文化で世界を巡る 12/15 15人

10
オンライン配信

映画で知ろう！移民・難民Ⅱ
12/19、1/23、

2/20
延べ70人

11

食育講座

出汁について学ぼう・話そう！ 1/5 21人

12
お弁当とソフト食の

試食&意見交換会
2/25 20人

13

みなくるカフェ

ウェアラブルでつながろう！ 6/27 28人

14 子育て仲間のおしゃべり広場
月1回開催
（6月～３月）

延べ74人

共生事業実績一覧表
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共生事業（静岡県立大学健康食イノベーション事業）

リビングラボ静岡・みなくる相談窓口

「健康の見える化」（ウェアラブル端末の装着）を中心に、フレイル予防、栄養バランスの
取れた食事情報の提供などにより、企業と連携したビジネスモデルを構築し、地域における健
康リテラシー向上への貢献を目指す。

※ 静岡岡県立大学 健康食イノベーション事業（内閣府地方創生推進事業）

受付窓口

ウェアラブル端末の説明様子 相談の様子相談の様子

名 称：リビングラボ静岡・みなくる相談窓口

場 所：静岡市福祉共生センター「みなくる」
総合案内左側のカウンター

開 設 日：年末年始を除く火曜日・水曜日・木曜日

開設時間：午前１０時から午後３時まで
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地域福祉推進事業（社会福祉協議会受託事業）

<取組内容>

１．地域福祉推進のための市民講座・シンポジウム

・地域での支え合いの仕組みづくり講座の開催
・地域での支え合い活動シンポジウムの開催

２．ボランティア活動や地域福祉の情報提供・啓発

・広報紙「みなくるだより」の発行
・パネル展示会の実施

「健康長寿のまち」の実現に向け、市民の誰もができる限り健康で、

住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう地域福祉の推進を図る

市民講座の様子 市民講座の様子 パネル展の様子
13



地域福祉推進事業（社会福祉協議会受託事業）

「地域共生社会」の実現に向け、市民が地域の実情に応じた地域福祉活動を実践するため
の講座を開催（全５回／定員20人）

第１回 パラスポーツ（ボッチャ）をやってみよう！

令和２年10月24日（土）
協力：NPO法人ひまわり事業団 生活介護事業所それいゆ

第２回 わたしにもできるボランティア

令和２年11月27日（金）

地域で支え合いの仕組みづくり講座の開催

第３回 あつまれ！防災キッズ

令和２年12月20日（日）
身近にある物を活用した救急対応・防災食づくり等

第４回 重症心身障がい者を知ろう！

令和３年２月22日（月）
NPO法人ぴゅあ 生活介護ぴぃーすと地域との交流について

１．地域福祉推進のための市民講座・シンポジウム

市民講座の様子
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地域福祉推進事業（社会福祉協議会受託事業）

１．地域福祉推進のための市民講座・シンポジウム

地域で支え合い活動シンポジウムの開催

Withコロナ時代における新しい地域福祉活動のカタチを考える機会として、シンポジウム
を開催

シンポジウム名：地域の支え合い活動シンポジウム

開催日時：２月14日（日） 13:00～16：00

内 容：第１部 基調講演 みんなで取り組むコロナ対策
（講 師 静岡県立大学看護学部栗田真由美教授）

第２部 事例紹介
１）Ｓ型デイサービス（南部学区保健福祉協議会 山本雅司会長）
２）子育てサロン（川原地区社会福祉協議会子育てサロンはらぱっぱ 杉村氏花村氏）

３）避難所運営（西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会山田勝久氏）

参加人数：５０名

シンポジウムの様子 シンポジウムの様子 15



地域福祉推進事業（社会福祉協議会受託事業）

広報紙「みなくるだより」の発行

「地域福祉共生センター「みなくる」で実施する事業（地域福祉推進、共生事業等）
を広く市民に周知するために、広報紙を年３回（10、１、３月）発行し、自治会組回
覧等にて配布

２．ボランティア活動や地域福祉の情報提供･啓発
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● 市立南部小学校

子育て・福祉拠点
（富士見エリア）

南八幡町地域・多
世代交流型住宅
（建設中）

地域福祉共生センター
（みなくる）

駿河区役所

●南部生涯

学習センター

●南部ふれあい公園

地区内の他施設の動き

250m

500m

750m
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遊休市有地を活用し、２つの施設を民設民営方式により整備・運営

富士見エリア（民間活力導入事業）

重症心身障がい者対応
生活介護事業所「ぴぃーす」児童発達支援センター「もも」

運営事業者：社会福祉法人 花園会

事業： 就学前の発達が気になる子ども、運動発達や言
葉の遅れ等で療育が必要な子ども達が健やな成
長・発達をしていくよう支援する。
葵区城東保健福祉エリアの「いこいの家」に続

く、市内２か所目の施設

定員：５０人

運営事業者：NPO法人 ぴゅあ

事業： 日中において、食事、排せつ、入浴等の介護や、
生活能力向上のための援助、創作的活動等の機会
を提供するデイサービス施設
常時介護が必要な18歳以上の方が対象
医療的ケア（人工呼吸器、たんの吸引、経管栄

養等）の必要な重症心身障がい者を主な対象

定員：２０人

H31年度 オープン R２年度 オープン
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日常の様子
（多目的ホール）

富士見エリア（民間活力導入事業）

児童発達支援センター もも

イベント
「読み聞かせイベント」

イベント
「ぴぃーす祭り」

重症心身障がい者対応生活介護事業所「生活介護ぴぃーす」

日常の様子
（屋上）

イベント
「お誕生日会（５月）」

イベント
「お誕生日会（12月）」
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静岡市南八幡町地域・多世代交流型住宅

（株）学研ココファンホールディングスの別施設で行っている講座の様子

１．居住者含めた地域・多世代の交流・共生の推進

・ 高齢者と子育て世代・学生などの多世代が、地域の中で
安心して住み続けられる複合型の住宅施設により、世代間
や地域間の交流・つながり（共生）を創出

２．民間活力の活用

・ 市有地を活用した民設民営、民間事業者のアイディアや
ノウハウを活用

３．移住・住み替えの受け皿整備

・ 静岡市のまちなかへの移住・住み替えの受け皿としても活用

全体コンセプト 地域多世代交流型住宅 機能イメージ

②地域交流機能 ③生活環境向上機能

①居住機能

20



静岡市南八幡町地域・多世代交流型住宅

建設前敷地の様子

敷地北東（近隣施設屋上） 写真

敷地南西（道路側） 写真 敷地北東（道路側） 写真

静岡市駿河区南八幡町22-4（市有地）
敷地面積：2227.45㎡
市街化区域
用途地域：第一種中高層住居専用地域
建蔽率：６０％
容積率：２００％
高度地区：最高限二種高度地区（16ｍ）

土地概要
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静岡市南八幡町地域・多世代交流型住宅

敷地南西（道路側） 写真 敷地北東（道路側） 写真

１１月中旬頃 建設工事の様子

敷地北東（近隣施設屋上） 写真
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静岡市南八幡町地域・多世代交流型住宅

敷地南西（道路側） 写真 敷地南東（道路側） 写真

２月中旬頃 建設工事の様子

敷地北東（近隣施設屋上） 写真
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静岡市南八幡町地域・多世代交流型住宅

事業者：学研ココファンホールディングス

場 所：静岡市駿河区南八幡町22番4

延床面積：5,227.12㎡

建物概要：①サービス付き高齢者住宅 80戸
②共同住宅 12戸
③地域交流スペース 約 160㎡
④子ども向け学習塾 約 135㎡
⑤訪問介護・訪問看護（事務所のみ）
⑥多目的トイレ・男女トイレ

構造・階数：鉄筋コンクリート造地上５階

その他：駐車場22台、駐輪場30台

外観パース

内観パース
（地域交流スペース）

内観パース
（地域交流スペース） 24


