
生涯活躍のまち静岡（CCRC）
駿河共生地区 取組実績

（令和３年度）

保健福祉長寿局
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生涯活躍のまち（CCRC）駿河共生地区 概要

駿河共生地区のイメージ

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

主な対象 多世代の地域住民・区民

地域
交流拠点

静岡市地域福祉共生センター「みなくる」
(H30年6月開設）

主な
関連施設

・子育て・福祉拠点（富士見エリア）
児童発達支援センター「もも」

(H31年4月開設）

重症心身障がい者対応生活介護事業所
「ぴぃーす」 (R2年4月開設）

・南八幡町地区 地域・多世代交流型住宅
「ココファン静岡南八幡」(R3年8月開設）

・南部図書館
・南部ふれあい公園
・南部保健福祉センター
・南部生涯学習センター

平成30年6月 駿河共生地区 オープン
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● 市立南部小学校

駿河区役所

●南部生涯
学習センター

●南部ふれあい公園

250m

500m

750m

３

子育て・福祉拠点（富士見エリア）
平成31年４月開設 児童発達支援センター「もも」
令和２年４月開設 生活介護事業所「ぴぃーす」

地域交流拠点
平成30年６月開設
市地域福祉共生センター「みなくる」

生涯活躍のまち（CCRC）駿河共生地区 区域図

令和３年８月開設
市南八幡町地区地域・多世代交流型住宅
「ココファン静岡南八幡」



生涯活躍のまち（CCRC）駿河共生地区 概要
【部会員】

【オブザーバー】

【静岡市関係課】

◎：部会長

分類 所属等
事業関係者 静岡市社会福祉協議会

地域
駿河区自治会連合会
南部学区自治会連合会
駿河区民生委員・児童委員協議会

大学 ◎静岡県立大学「ふじのくに」みらい共育センター

商業・産業 株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社

移住支援 静岡市移住支援センター

行政
静岡市駿河区役所
静岡市保健福祉長寿局
静岡市地域包括ケア推進本部

分類 所属等

事業関係者
静岡市社会福祉協議会
児童発達支援センターもも
重症心身障がい者対応介護事業所ぴぃーす

行政 静岡市南部生涯学習センター

静岡市企画課

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
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静岡市地域福祉共生センター「みなくる」

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

５

１．地域・多世代の交流

２．地域福祉の活動拠点
地域福祉を推進するための市民講座やシンポジウムに参加し、新しい

情報や知識を学ぶことができます。ボランティア、地域活動団体などの
活動やミーティングに利用できます。団体活動を紹介するパネル展示や
情報発信ができます。

地域に住む方同士が世代を超えて交流し、企画したイベントを実施
するための場として活用できます。大学の公開講座や大学生と連携して
行う調査研究、ワークショップなどに参加できます

３．健康づくり・健康の見える化
健康長寿をテーマにした講座・セミナー等に参加し、仲間づくりと

健康づくりに楽しく取り組むことができます。健康イベントでは体組成
計測定、ロコモ度測定、専門職による相談などを受けられます

みなくる建物 外観

運営事業者：静岡市
開 館 時 間 ：午前９時から午後９時まで
休 館 日 ：毎月第2月曜日（祝日の場合は、その翌日以後

の最初の休日以外の日）、12月29日～1月3日

地域交流、地域福祉の拠点となる市の施設

みなくる（地域交流ホール） 内観



共生事業（静岡県立大学 受託事業）

６

地域・健康づくりに着目し、大学や地域の団体・機関と連携しながら、地域・多世代交流
につながるイベント等を企画・開催し、地域・多世代の交流及び共生の推進

１．地域健康ステーション・食育講座

２．地域健康オープンカレッジ
・大学の知を活かした地域に関する人材養成講座の開催
・多世代が交流できる講座の開催

・健康フェスタの開催
・健康測定、健康相談、健康に関する情報発信

３．みなくるカフェ
・地域・多世代の交流を目的とした講座の開催
・居場所づくりを目的とした講座の開催

４．調査・研究
・「共生のまちづくり」についての意識調査、報告

みなくる通信



共生事業（静岡県立大学 受託事業）
共生事業実績一覧表（令和３年度）

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

骨の健康講座 4/22 41人

2 お味噌汁で減塩チャレンジ！ 11/11、11/18 15人、14人

3 学ぼう！カラダをつくる栄養素 11/20 14人

4 健康フェスタ2021 11/23 120人

5 映画上映会「いただきます」 3/13 25人

6 春のやじきたウォークin宇津ノ谷 3/20 70人

7 健康相談・測定対応等 随時 -

8

地域健康オープンカレッジ

易しく学ぶ 投資・会計 月１回開催 延べ183人

9 声から元気に！ 月１回開催
(５月、９月~３月) 延べ259人

10 歴史を紡ぐ茶の文化 6/5 60人

11 お茶とチョコレートの世界 7/31 43人

12 世界のお茶を楽しもう！ 11/6 26人

13 映画で知ろう！外国人との共生 2/12 30人

14 みなくるカフェ 子育て仲間のおしゃべり広場 月1回開催
（5月、8月中止) 延べ124人

７



健康フェスタ2021～測定で健康の「見える化」を！～

開催日時：令和３年11月23日（火） 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、血管年齢、

骨密度、食事の栄養バランス等 ）
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）

主 催：静岡市
共 催：南部生涯学習センター

（指定管理者：公益財団法人 静岡市文化振興財団）

協 力：公益財団法人 SBS静岡健康増進センター
（株）アイドラッググループすずらん薬局

企画運営：静岡県立大学
参加人数：120人

※ 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 ８

共生事業（静岡県立大学 受託事業）
ー地域健康ステーション・食育講座ー



健康測定（ロコモ度測定）

健康測定（血管年齢・血圧・骨密度測定）

９

共生事業（静岡県立大学 受託事業）



健康測定（食事バランス チェック）

専門家による健康心配ごとコーナー（体→保健師、薬→薬剤師、食→管理栄養士）
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共生事業（静岡県立大学 受託事業）



共生事業（静岡県立大学 受託事業）
ー 地域健康オープンカレッジ ー

11

講 座 名 ： 声から元気！
開催日時：５月８日（土）、９月７日（火）、10月４日（月）、11月４日（木）、

12月14日（火）、１月20日（木）、２月17日（木）、３月９日（水）
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3-1２F）

内 容：・声を出すための呼吸法や発声法の学び
・のどの体操 ・合唱
・ストレッチ

参加人数：合計124人（各回とも申込順）

声から元気！（月１回開催）

差替え



共生事業（静岡県立大学 受託事業）

12

ーみなくるカフェー
講 座 名 ： 子育て仲間のおしゃべり広場
開催日時：４月28日（水）、６月24日（木）、７月5日（月）、９月28日（火）、

10月28日（木）、11月30日（火）、12月17日（金）１月25日（火）、
２月22日（火）、３月８日（火）

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3-1２F）

内 容：・子どもの食事や栄養 ・季節ごとの行事
・参加者同士の交流 ・経口補水液の作り方
・親子のコミュニケーションの取り方

参加人数：合計124人（各回とも申込順）

子育て仲間のおしゃべり広場（月１回開催）



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）

ウェアラブル端末の説明様子

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：火・水・木曜日（年末年始を除く）
開設時間：午前9時30分から午後３時30分まで

13相談窓口



様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、
相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、
支え合うこと

心のバリアフリーとは？

開催日時：令和３年12月５日（日） 10時～12時30分
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 映画「聲の形」上映
② 静岡市心のバリアフリー啓発動画上映

主 催：静岡市心のバリアフリーイベント実行委員会
（事務局：静岡市障害福祉企画課）

後 援：一般財団法人地域活性化センター
参加人数：60人（申込先着順）

１ 映画「聲の形」上映会

参加者アンケート結果（満足度89％）
【参加者の声】

・ 毎日当たり前の生活してますとこんなに奥深い、また、いろいろな感情を表現されて勉強させられることが本当に沢山ありました。
・ 素晴らしい映画でした。ありがとうございました。

【心のBF啓発動画について】
・ 障がいを持った人への心くばりを持っていかなければならないと感じさせていただきました。
・ 障がいがある人も、特別でなくこの街で一緒に生きていける静岡市になってほしいと思いました。

上映会の様子

心のバリアフリーイベント
心のバリアフリーイベントin駿河共生地区 ～共生のまちを目指して！～

チラシ

生涯活躍のまち静岡（CCRC）駿河共生地区内で、障がいや障がいのある人について理解を深め
ることを目的とした心のバリアフリーイベントを開催

14



設置期間：令和３年12月３日（金）～９日（木）
設置場所：① 駿河区役所（静岡市駿河区南八幡町10-14）

② 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 ）
紹介施設：① 児童発達支援センター もも

② 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」
③ 駿河待機児童園「おひさま」
④ 地域子育て支援センター登呂
⑤ 静岡市地域福祉共生センター「みなくる」
⑥ 地域・多世代交流型住宅「ココファン静岡南八幡」
⑦ 特別養護老人ホーム「登呂の家」

施設紹介ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ：パネルの内容を記載した施設紹介パンフレットを制作（1200部）
し、映画上映会イベントや南部学区自治会組回覧等で配布

２ 駿河共生地区内施設紹介 パネル展

パネル展の様子 パネル展の様子 パネル展の様子

心のバリアフリーイベントin駿河共生地区 ～共生のまちを目指して！～

施設紹介パンフレット

心のバリアフリーイベント

15



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
・市民講座の開催
・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
・駿河地域福祉フリーマガジン「Suruga de Tsunago」の発行
・パネル展示会の実施
・各サイト（市社会福祉協議会HP、駿河区情報発信サイト「スルマガ」）での情報発信

「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、お互いに
支え合い、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

16



「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）

ちょっとした困りごと支援ボランティア講座
日 時：令和３年６月23日（水）、６月30日（水）、７月６日（火）午前10時～正午
内 容：① ボランティアとは？ ② 活動者からのお話
講 師：杉山 とみ子氏、片山 恵津子氏（エリアボランティア）

山本 のぶ代氏、片山 範正氏（ちょいボラ）

あつまれ！防災キッズ
日 時：令和３年７月17日（土）午前10時から12時
内 容：① 震災を知る！ ②簡単な防災食づくり、消火体験
講 師：石井 克佳氏（駿河区役所地域総務課）

地域で支え合いの仕組みづくり講座の開催

パラスポーツ（ポッチャ）を一緒にやってみよう
日 時：令和３年11月13日（土）午前10時から12時
内 容：①ポッチャの体験
講 師：NPO法人ひまわり事業団 生活介護事業所「さにぃ」

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 17

地域福祉推進事業（社会福祉協議会 受託事業）



地域で支え合い活動シンポジウム
「高齢者」「障がい者」「子ども」等の多世代が連携していくような地域共生社会の実現を

推進するため、市内の地域福祉活動の事例を紹介

開催日時：令和４年３月27日（日） 午後１時～４時
内 容：第１部

基調講演「災害時の地域のたすけあいを考える」
（ 講師：松山文紀氏（災害対応NPO MFP））
第２部 地域交流タイム

【出 店】
① 社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
② こころ彩アート部門iroasobi、シフォン部門、

うどん部門
参加人数：５５名

18

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

19

地域福祉推進事業（社会福祉協議会 受託事業）

みなくるだより（５月号）

内 容：駿河区内の福祉団体・施設紹介、福祉のトピック
発行部数：各16,500部（５月、7月、12月、３月発行）
配布場所：地域福祉共生センター「みなくる」、各葵・駿河自治会、市内公共施設

みなくるだより（７月号） みなくるだより（12月号） みなくるだより（３月号）



フリーマガジン「Suruga de Tsunago」の発行
新型コロナウイルス感染症の影響により開催できなかった「駿河ふれあい福祉フェスタ」の代

わりに、駿河区の福祉にクローズアップして、読んで楽しい・持ち歩いて楽しいをコンセプトに
「福祉のモノ・コト」を情報発信

20

地域福祉推進事業（社会福祉協議会 受託事業）

内 容：駿河区内の福祉団体・施設紹介、福祉のトピック
発行部数：8,000部（令和４年２月発行）
配布場所：地域福祉共生センター「みなくる」、市内公共施設、掲載団体・施設



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）

１．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
住 所：静岡県静岡市駿河区登呂三丁目２番１号
利用 定員：５０人

21

もも建物 外観

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。

静岡市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

日常活動の様子イベント「消防署見学（６月）」 イベント「クリスマス会（12月）」



富士見エリア（民間活力導入事業）
２．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」

運営事業者：特定非営利活動法人 ぴゅあ
住 所：静岡県静岡市駿河区登呂三丁目３番１号
利用 定員：２０人

22

生活介護ぴぃーす建物 外観

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
症心身障がい者の方が主な対象）

地域交流イベント「ぴゅあバンド」（静岡市立看護学生及び近隣住民も参加）
※ 障がい当事者、障がいの子をもつ親、ぴぃーすスタッフ、地域の方で構成されたインク
ルーシブなバンドで、バンドを通してリフレッシュしてもらえることを願い立ち上げられた

地域交流イベント「ぴゅあマルシェ」
※ 数か月に１度、利用者が自ら売り子となって

マルシェを運営（障がいへの理解啓発、社会参
加活動）



静岡市南八幡町地区 地域・多世代交流型住宅

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

コンセプト 施設の機能イメージ

②地域交流機能 ③生活環境向上機能

①居住機能

スケジュール

市場調査

平成28年度 平成29年度

事業化
検討

平成30年度

事業者
公募・決定

令和元年度

建設工事

令和２年度 令和３年度

施設開設
・運営

遊休市有地を活用し、入居者の交流、世代間や地域間の交流やつながりを
創り出すことを目的とした民設民営による複合施設

調査結果
分析
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静岡市南八幡町地区 地域・多世代交流型住宅

建設前写真（敷地北東側・みなくる屋上より）

建設中写真（令和３年２月頃）

みなくる

南部
ふれあい公園

対象地

建設前写真（敷地南西側） 建設中写真（令和３年２月頃）

令和２年６月１日：一般定期借地権締結
令和２年７月20日：建設工事 着手
令和３年６月30日：建設工事 竣工

７月17日：オープン記念式典
８月１日：施設 開設

地域・多世代交流型住宅建設工事

敷地面積：2227.45㎡
用途地域：第一種中高層住居専用地域（市街化区域）
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

開設準備

＜開設までのスケジュール＞

設計・工事
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静岡市南八幡町地区 地域・多世代交流型住宅

25

建物 外観

地域交流ホール 学習塾トイレ

サービス付き高齢者向け住宅（１Ｆ～４Ｆ）

一般向け賃貸住宅（５Ｆ）

建物名称：ココファン静岡南八幡
整備事業者：株式会社 学研ココファン
運営事業者：株式会社 学研ココファン、

株式会社 学研エデュケーショナル 等
住 所：静岡県静岡市駿河区南八幡町2番50号
延床面積：5,227.12㎡
建物概要：① サービス付き高齢者向け住宅 80戸

② 一般向け賃貸住宅 12戸
③ 地域交流ホール 約 160㎡
④ 学習塾 約 135㎡
⑤ バリアフリートイレ・男女トイレ
⑥ 訪問介護・訪問看護（事務所のみ）

構造・階数：鉄筋コンクリート造地上５階建



静岡市南八幡町地区 地域・多世代交流型住宅

サービス付き高齢者向け住宅

地域交流ホール トイレ

屋外
交流広場

駐車場

駐車場

道路

道路

南部ふれあい公園
みなくる

南八幡
幼稚園

２２台（車いす×１台、軽２台、普通×19台）

道路

…人の動線

教室

学習塾
静岡

事務所

キッチン
スペース

配置図

食堂
※ 一般利用不可

キッズ
コーナー駐輪場
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静岡市南八幡町地区 地域・多世代交流型住宅
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地域交流ホール「ここみな」写真

地域交流ホール 「ここみな」

クリスマスコンサート（令和３年12月）だしを活用した減塩チャレンジ講座
（令和３年11月）

第１回健康相談会（令和3年8月）

地区内の交流・居場所づくりの場
学び・リカレント教育の場

本施設入居者や地域の方々が気軽に立ち寄ることができる
オープンスペースとして、整備運営事業者「株式会社 学研コ
コファン」が設置した地域コーディネーターが中心となり、
世代間交流を促進する講座やイベントなどを開催

地域コーディネーターがホール利用者や地域から声などを運営に反映



CCRC協議会の融合・発展（令和４年度予定）

静岡市生涯現役促進地域連携協議会
（高齢者の就労支援プラットフォーム）

生涯活躍のまち静岡（CCRC）推進協議会
（葵おまち地区部会・駿河共生地区部会）

厚労省モデル事業
「生涯現役促進地域連携事業」

H30年度 令和４年度～R元年度 R２年度 R３年度

(１) ボードメンバーの構成（案）
行政、支援機関、経済・産業、有識者

（２）パートナーメンバーの構成（案）
葵おまち部会、駿河共生部会、
生涯現役促進地域連携協議会・就労支援機関

・「全世代・全員活躍型」の生涯活躍のまちを一層推進
できるよう、「交流・居場所」「住まい」「健康」に加え、

「活躍・しごと」を拡充していく。
・ 企業内での雇用の他、多様な就労や社会参加の場が創出

できる地域づくりを推進していく。

生涯活躍のまち静岡(CCRC)
推進協議会（案）

R4年度
に融合

※ 令和４年度初旬に検討会を開催し、令和４年度夏までに新協議会の設立を目指す
28

生涯活躍のまち静岡(CCRC）推進事業と生涯現役促進地域連携事業の関係者を融合し、プ
ラットフォームを発展させていくとともに、今後の体制強化を図る。


