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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

 生涯活躍のまち静岡構想推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

 静岡市 

 

３ 地域再生計画の区域 

 静岡市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

静岡市の人口は、平成２年の約 74万人をピークに減少し続け、平成 32年には 70万人

を下回る見込みである。一方で、75歳以上の後期高齢者の人口はさらに増加していくこ

とが見込まれている。そのような中、生活に最も身近な地域活動について「参加したい

ものはない」とする高齢者は 32％と一定割合存在していることから、高齢者の生きがい

を創出するとともに、高齢者が地域の担い手として活動し、ひいては健康寿命の延伸に

も資するような仕組みづくりが必要となっている。 

また、本市は、北は南アルプスから南は日本平、三保半島、そして駿河湾まで広大な

市域を有し、多様で豊かな自然や海山の幸など豊富な資源に恵まれている。市南側に集

中する平野部は平坦で、居住・移動に適し、政治・経済・医療・文化など様々な中枢機

能が集積した都市を形成してきた。高齢者、障がい者も含め多くの人々が暮らしやすい

まちをつくり、そして公共サービスを維持・向上するために、さらに「コンパクトなま

ち」づくりを推進する必要がある。 

このため、温暖な気候、豊かな自然環境、政令指定都市でトップクラスの健康寿命、

新幹線ひかり号で１時間という首都圏へのアクセスの良さ、中心市街地の生活利便性、

多様で活発な地域活動、市内の大学の豊富さなどの地域の強みを活かし、高齢者が元気

な段階からまちなか等に移り住み、心身両面から健康寿命を延伸するとともに、必要な

医療・介護サービスを受けることができる「生涯活躍のまち静岡」の実現にいち早く取

り組む。これにより健康長寿のまちのブランドイメージを確立し、県外からアクティブ

シニアを呼び込むとともに、周辺からまちなかへの移住の受け皿としてコンパクトなま

ちづくりにも資することで、人口減少に対応したまち（都市）にしていくことを目的と

する。 
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【数値目標】 

 平成 29年

３月末 

平成 30年

３月末 

平成 31年

３月末 

平成 32年

３月末 

平 成 33

年３月末 

アクティブシニアの移住者数 ― ― 20人 20人 20人 

移住相談件数 120件 150件 200件 250件 300件 

生涯活躍のまち運営協議会会

議開催数 
3件 10件 6件 6件 6件 

お試し居住利用者数 ― ― 12人 24人 24人 

本事業を通じた本市の収益 
― ― 250千円 

2,750千

円 

3,000千

円 

 

５ 地域再生を図るために行う事業    

５－１ 全体の概要 

本事業は、市内の複数の地域においてその地域の特性を活かした「生涯活躍のまち」

の形成を推進する。 

①再開発事業を活用し、中心市街地「おまち」（葵区呉服町地区）で商店街等と連携

しながら展開するタイプと、②既存住宅地の近隣に集積した大学、福祉施設等の都市

機能を活かして展開するタイプ（駿河区役所周辺地区）を推進する。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

① 事業主体 

静岡市 

② 事業の名称：生涯活躍のまち静岡推進事業 

 

③ 事業の内容 

本事業は、市内２か所において各地域の特性を活かし、「生涯活躍のまち」を展開

する。一つは、県内有数の規模と賑わいの中心である呉服町地区（以下「呉服町「お

まち」地区」という。）において、もう一つは近隣に大学等の教育機関や福祉施設が

立地し、域内には公共施設、商業施設を持つ駿河区役所周辺地区（以下「駿河「共生」

地区」という。）において「生涯活躍のまち」を形成する。 

生涯活躍のまち各地区の「居住施設」は、主に民間主導による整備・運営を基本と

する。また、生涯活躍のまちの核である「地域交流拠点」には、「しずおかシニアコ

ンシェルジュ」（仮称）を配置し、東京・有楽町の移住支援センターと連携した移住

シニアや市外在住の移住希望シニアへの支援に加え、周辺地域にもともと住むシニア

にも社会参加等の支援を行い、市内の高齢者全体の健康寿命の延伸を図る。 
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④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

有料老人ホームの運営収入と行政からの補助金等を財源として移住シニア、移

住希望シニア及び市内にもともと住むシニアの支援を進め、有料老人ホーム等の

運営がおおむね軌道に乗ることが見込まれる５年後の事業の自立を目指す。 

【官民協働】 

幅広いソフトサービスの提供経験を持つ民間事業者のノウハウと、地域に密着

した活動をすでに実施している社会福祉法人、大学等の強みを活かした事業を展

開することで、アクティブシニアの移住が効果的に推進される。 

【政策間連携】 

静岡市において生涯活躍のまち構想を実現することにより、移住促進や近隣の

人口増による市街地及びその経済の活性化という施策目的の達成に加え、静岡型

地域包括ケアシステムの構築、地域の高齢者全体の健康寿命の延伸、子ども・若

者支援、共生社会実現といった施策目的の達成にも、相乗効果を以て資すること

ができる。 

【地域間連携】 

東京・有楽町の移住支援センターを協力して運営している静岡県と連携し、ア

クティブシニアの移住・住み替え・二地域居住、お試し居住等の情報を首都圏を

はじめ広域的に発信することにより、県外等からの移住者の増加を図る。 

【その他の先導性】 

駿河「共生」地区では、開設予定の駿河区中央子育て支援センターに隣接して、

児童発達支援センター、重症心身障がい児（者）対応生活介護（通所）事業所を

誘致し、子育て支援の中枢エリアを整備する。そして、地域交流拠点に配置する

「しずおかシニアコンシェルジュ」（仮称）が、移住シニア及び近隣に住むシニ

アが施設ボランティアや子育て家庭への支援などで活躍できるようコーディネ

ートし、シニアの社会参加を進めるとともに、多世代や多様な市民の交流を促進

し、「共生」地区の実現を目指す。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 平成 29年

３月末 

平成 30年

３月末 

平成 31年

３月末 

平成 32年

３月末 

平 成 33

年３月末 

アクティブシニアの移住

者数 
― ― 20人 20人 20人 

移住相談件数 120件 150件 200件 250件 300件 
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生涯活躍のまち運営協議

会会議開催数 
3件 10件 6件 6件 6件 

お試し居住利用者数 ― ― 12人 24人 24人 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

本市総合計画、総合戦略を専門的かつ客観的な視点から審議する静岡市政策・施策

外部評価委員会（市条例設置）や同委員会の審議結果を踏まえ総合戦略の見直しを図

る静岡市創生推進会議において年度ごとに検証を行う。併せて、本市の健康福祉の推

進に関する重要な事項等を審議する静岡市健康福祉審議会（市条例設置）においても、

事業の方針、方向性等について意見をいただき政策に反映する。 

これらの検証結果を基に、対象地区の事業パートナーである（まちづくり会社、市

社会福祉協議会 等）と協議しながら事業の見直しを繰り返し行っていく。 

 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

① 法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費 98,500千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から、平成 33年３月 31日（５か年度） 

 

⑨ その他必要な事項 

今後、地域再生法に基づく生涯活躍のまちに係る特例措置の活用について検討を

行う。 

 

（２）地方創生拠点整備交付金（内閣府）：【A3007】 

① 事業主体 

静岡市 

② 事業の名称：生涯活躍のまち静岡推進事業 

 

③ 事業の内容 

  県内有数の賑わいの中心である呉服町「おまち」地区及び近隣に大学等の教育機

関や福祉施設が立地し、域内には公共施設、商業施設を有する駿河「共生」地区の２

か所において「生涯活躍のまち」を形成する。 

  生涯活躍のまち各地区の「居住施設」は、主に民間による整備・運営を基本とす

る。また、生涯活躍のまちの核である「地域交流拠点」には、「しずおかシニアコン

シェルジュ」（仮称）を配置し、東京・有楽町の移住支援センターと連携した移住シ
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ニアや市外在住の移住希望シニアへの支援に加え、周辺地域にもともと住むシニアに

も社会参加等の支援を行い、市内の高齢者全体の健康寿命の延伸を図る。 

このうち、地方創生拠点整備交付金では、駿河「共生」地区に係る地域交流拠点を

整備することを想定する。 

 

  ④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

生涯活躍のまちの居住機能として市有地に誘致する民間の有料老人ホーム又は

サービス付高齢者住宅から得る地代収入、レストランやカフェ、施設内のチャレ

ンジショップ等の売上の一部、生涯学習講座等の受講料収入、行政からの補助金

等を財源として移住シニア、移住希望シニア及び市内にもともと住むシニアの支

援を進め、有料老人ホーム等の運営がおおむね軌道に乗ることが見込まれる５年

後の事業の自立を目指す。 

【官民協働】 

  生涯活躍のまちの居住機能として近隣に誘致する民間の有料老人ホーム等が居

住機能の建設及び運営に係るリスクを負う一方、行政は移住者の地域交流を支援

し、また東京・有楽町の移住支援センター等を通じて首都圏等の移住希望者に向

けた広報等の協力を行う。 

ボランティアの育成、子育て支援事業を実施している市社会福祉協議会をはじ

め、近隣の大学等の教育・文化機関、地域のＮＰＯ団体、社会福祉法人、地縁団

体等と連携し拠点を運営することで、シニア、子育て世代、学生など多様な市民

が活動する拠点としていく。 

【政策間連携】 

静岡市において生涯活躍のまち構想を実現することにより、移住促進や近隣の

人口増による市街地及びその経済の活性化という施策目的の達成に加え、静岡型

地域包括ケアシステムの構築、地域の高齢者全体の健康寿命の延伸、子ども・若

者支援、共生社会実現といった施策目的の達成にも、相乗効果を以て資すること

ができる。 

駿河「共生」地区では、開設予定の駿河区中央子育て支援センターに隣接して、

児童発達支援センター、重症心身障がい児（者）対応生活介護（通所）事業所を

誘致し、子育て支援の中枢エリアを整備する。そして、地域交流拠点に配置する

「しずおかシニアコンシェルジュ」（仮称）が、移住シニア及び近隣に住むシニア

がボランティアや子育て家庭への支援などで活躍できるようコーディネートし、

シニアの社会参加を進めるとともに、多世代や多様な市民の交流を促進し、「共生」

地区の実現を目指す。 

【地域間連携】 
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         東京・有楽町の移住支援センターを協力して運営している静岡県と連携し、ア

クティブシニアの移住・住み替え・二地域居住、お試し居住等の情報を首都圏を

はじめ広域的に発信することにより、県外等からの移住者の増加を図る。 

 

  ⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

 平成 29年

３月末 

平成 30年

３月末 

平成 31年

３月末 

平成 32年

３月末 

平 成 33

年３月末 

アクティブシニアの移住

者数 
― ― 20人 20人 20人 

本事業を通じた本市の収

益 
― ― 250千円 

2,750千

円 

3,000千

円 

生涯活躍のまち運営協議

会会議開催数 
3件 10件 6件 6件 6件 

 

  ⑥ 評価の方法、時期及び体制 

本市総合計画、総合戦略を専門的かつ客観的な視点から審議する静岡市政策・施 

策外部評価委員会（市条例設置）において年度ごと検証を行う。 

あわせて、本市の健康福祉の推進に関する重要な事項等を審議する静岡市健康福 

祉審議会（市条例設置）においても、事業方針、方向性等について意見をいただき

政策に反映する。 

これらの検証結果を踏まえ、対象地区（予定）の事業パートナー（まちづくり会  

社、市社会福祉協議会等）と協議し事業の継続的な見直しを行っていく。 

効果検証を行う会議は、公開で行うとともに、結果については市ホームページで 

公表を行う。 

 

  ⑦ 交付対象事業に要する経費 

① 法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

 総事業費 25,000千円 

 

  ⑧ 事業実施期間 

        地域再生計画認定の日から、平成 33年３月 31日（５か年度） 

 

 ５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該当なし 
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５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１） 富士見エリア関連施設の整備運営事業 

        事業概要：駿河「共生」地区内の富士見エリアを駿河区の子育て支援の

中枢地区として整備する。これらの施設と連携し、移住シニ

アや近隣のシニアが施設ボランティア等で地域活動に参加す

る仕組みをつくり、多世代や多様な市民の交流の推進を図る。 

 実施主体：社会福祉法人、静岡市 

事業期間：平成 29年度～平成 32年度 

       （２） 民間居住施設の誘導及び民間による整備 

        事業概要：生涯活躍のまち各地区の「居住施設」として、民間主体によ

る有料老人ホーム等の整備を誘導する。駿河「共生」地区に

ついては、市有地への誘致を検討する。 

        実施主体：民間事業者 

        事業期間：平成 29年度～平成 32年度 

       （３） 静岡市移住支援センター運営事業 

        事業概要：首都圏から本市への移住希望者に対して相談支援を行う。 

        実施主体：静岡市 

        事業期間：平成 27年度～ 

６ 計画期間 

地域再生計画認定の日から平成 33年３月 31日まで 

   

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

 本市総合計画、総合戦略を専門的かつ客観的な視点から審議する静岡市政策・施策外

部評価委員会（市条例設置）や同委員会の審議結果を踏まえ総合戦略の見直しを図る静

岡市創生推進会議において検証・評価を行う。 

  目標１ アクティブシニア移住者数については、毎年 3 月末時点で統計資料等により

把握する。 

目標２ シニア層の移住相談件数については、毎年 3 月末時点で東京移住支援センタ

ー及び移住シニアコンシェルジュからの報告件数により把握する。 

目標３ 運営協議会開催回数については、毎年 3 月末時点で協議会からの報告件数に

より把握する。 

目標４ お試居住利用者数については、毎年 3 月末時点で移住シニアコンシェルジュ

からの報告件数により把握する。 

目標５ 事業収益については、毎年３月末時点で収支報告等により把握する。 
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７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容  

 平成 29年

３月末 

平成 30年

３月末 

平成 31年

３月末 

平成 32年

３月末 

平成 33年

３月末 

アクティブシニア移住者数 ― ― 20人 20人 20人 

移住相談件数 120件 150件 200件 250件 300件 

生涯活躍のまち運営協議会 

開催回数 
3件 10件 6件 6件 6件 

お試し居住利用者数 ― ― 12人 24人 24人 

本事業を通じた本市の収益 
― ― 250千円 

2,750千

円 

3,000千

円 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の方法 

毎年度、静岡市政策・施策外部評価委員会及び静岡市創生推進会議での審議を公開で

行う。また、市ホームページで公表を行う。 

 

 


