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裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 

令和 2 年 3 月 

裾野市企画部企画政策課 

 

平成 27 年度に策定した裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間を 1 年延長

することと、令和 2年度の事業展開に備え、以下の内容を勘案し改訂を行う。 

 

１．改訂内容 

①計画期間の 1年延長 

 人口減少への対応と地方創生を目的とした「総合戦略」と、地方公共団体の総合的な

振興・発展等を目的とした「総合計画」（まちづくりの基本的な方向を示す総合的な指

針）は密接な関連性があるため、計画期間を 1 年延長することで、令和 3年度からを始

期とする第 5次総合計画と統合する。 

②KPI の改訂 

 現在設定している KPI の改訂を行う。 

③国・県の次期総合戦略で位置付けた視点の一部を勘案する。 

④地方創生に資する事業の位置付けを行う。 

※改訂箇所は＜総合戦略の改訂箇所＞における黒太字でアンダーラインを引いた箇所 

 

改訂のポイント 1  計画体系の変更（目次） 

変更前 変更後 

Ⅰ.裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の基本的方向 

Ⅰ.裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の基本的方向 

1.策定の目的 1.策定の目的 

2.位置付けと計画期間 2.位置付けと計画期間 

3.裾野市人口ビジョンが示す展望 3.裾野市人口ビジョンが示す展望 

4.施策の基本的方向 4.施策の基本的方向 

Ⅱ.施策の基本目標 Ⅱ.施策の基本目標 

1.施策の基本的方向 1.施策の基本的方向 

 2.施策の基本目標  2.施策の基本目標 

Ⅲ.具体的な取組 3.戦略の推進に不可欠な視点 

 1.総合戦略に掲げる施策について Ⅲ.具体的な取組 

 2.施策体系  1.総合戦略に掲げる施策について 

Ⅳ.戦略の推進に不可欠な視点、効果検証の

仕組み 

 2.施策体系 

 1.戦略の推進に不可欠な視点 Ⅳ. 戦略の推進に不可欠な視点、効果検証

の仕組み 

 2.推進体制及び効果検証の仕組み  1. 推進体制及び効果検証の仕組み 
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改訂のポイント 2 計画期間の 1年延長 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

2ｐ 2.位置付けと計画期間 

■計画期間 

2060 年を見据えた「裾野市人口ビジョン」を踏まえ、平成 27年度（2015 年度）から

平成 31 年度（2019 年度）令和 2 年度（2020 年度）までとする。 

 

7p １施策の基本的方向 

 これまでの取組みを踏まえ、市人口ビジョンで示す展望に基づく長期的な視点に立ち、

裾野市らしいまち・ひと・しごと創生に向け、総合戦略の目標年次である平成 31 年

度令和 2年度までにおいて実現すべき目標を設定する。 

 

計画書全般 KPI の期間 

【H27～H31】をすべて【H27～R2】に、【H30～H31】をすべて【H30～R2】に変更する。 

 

改訂のポイント 3 戦略の推進に当たり、新たな視点の追加。 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

14ｐ 総合戦略の推進に当たり、次の３４つの視点を重視する。 

15ｐ 以下の内容を追加。 

≪新たな時代の流れを力にする≫ 

■地域の課題解決や効果的な行政サービスの提供に向け未来技術の活用を目指す。また、

持続可能な社会を実現させるため、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の基本理念を視野に

入れた取組を推進していく。 

※ＩＣＴ等の最先端技術は、地域が抱える課題を解決するだけでなく、モノやサービスの

生産性や利便性を飛躍的に高め、新たなサービスや雇用を創出するなど、商業や生活等の

質を大きく変化させ、地域の魅力を向上するものだと期待されている。 

未来技術：地方における society5.0 の実現に向けた技術 

 

改訂のポイント 4 

令和 2年度事業を総合戦略上で位置付けと取り組み内容の変更・完了を明記。 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

19ｐ 1－1（1）地区の強みを活かしたまちづくりの推進 

 主な施策 

1. 総合計画や各種基幹計画の着実な推進 

― 第 5次総合計画等の策定を進める。を策定する。 

 

20,21ｐ 1－2（1）住みたくなる住環境の形成、出歩きたくなる地域の創出 
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 主な施策 

1. 住みたくなる優良宅地の創出 

― 市街化区域内の未利用地の優良宅地化を促進するため、基準を満たした宅地分譲

事業に対して助成する。 

― 防災・減災と職住近接に配慮したまちづくりを推進するため、御宿土地区画整理

事業の施行者に対し助成を行う。 

 

4. 新たな手法によるゆとり空間の創出 

― 地域にみどりある憩いの空間の創出を促進する。 

― 民間活力を活用した御宿土地区画整理事業により、ゆとりある道路空間と魅力あ

る公園を創出する。 

 

25ｐ 2－1（1）人と人の関係を豊かにするまち すその 

 主な施策 

1. 市民活動団体による地域活動の支援 

― 市民活動センターを核に、市民活動団体による地域活動と新しい公共を担う NPO

法人や市民活動団体などの活動主体育成を支援する。 

― 市民提案型の事業や市民パートナーを募集して実施する事業の活動支援を行う。 

― 新しい公共を担うNPO法人や市民活動団体などの活動主体育成に特化した支援事

業を実施する。（事業の統合） 

 

27ｐ 2－2（1）出会いの場の創出や結婚の環境づくり 

 主な施策 

1. 出会い・結婚期支援の充実 

― 結婚を望む男女に対し、結婚相手の紹介及び相談に応じるとともに、恋活イベン

トなどの交流事業の情報提供を行う。を開催する。 

― 結婚に向けた実践的なスキル等を提供するコミュニケーション力向上講座等を

開催する。（令和元年度終了） 

28ｐ （２）妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実 

 主な施策 

2. 子育て期（乳幼児期）支援の充実 

― 私立幼稚園の保護者の経済的負担を軽減するため授業料・施設設備費の補助を行

う。（幼児教育無償化により完了） 

― 保育園業務のＩＣＴ化に向けたシステムの構築・導入することより、保護者への

サービス向上と保育士が子どもたちに向き合う時間を増やし、保育の質を向上さ

せる。 
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―  

改訂のポイント 5 推進体制及び効果検証の仕組みの変更。 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

42ｐ 〇裾野市まち・ひと・しごと創生会議 

令和元年度：裾野市総合計画等評価委員会へ統合 

〇裾野市まち・ひと・しごと創生推進本部 

令和元年度：裾野市総合計画等推進本部へ統合 

〇裾野市総合計画等評価委員会 

市の最上位計画である「第 4次裾野市総合計画基本計画後期基本計画」と連動し、総

合戦略の実施と進捗管理を適切に実施するため、創生会議構成員を含む効果検証組織で

ある「裾野市総合計画等評価委員会」を平成 29年 8 月 7日に設置した。 

効果検証組織は、創生会議と連動して、総合戦略に基づき展開する施策の実績を点

検・評価し、施策の見直しにつなげる。 

 

改訂のポイント 6 KPI の見直しを明記 

①KPI の見直し 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

18ｐ 1－2（1）住みたくなる住環境の形成、出歩きたくなる地域の創出 

KPI ■市街化区域内での優良宅地の創出件数 

【H24～H26】72 区画→【H27～H31R2】100 区画 227 区画 

■平成 31年度末までに策定する緑の基本計画実施計画で設ける数値目標

を KPI とする。 

■都市公園の整備件数 【R2】 １件 

42ｐ 別添 

② 既に目標を達成できない事が確定している KPI で、目標を設定し直した KPI 

区分 KPI 戦略策定時の目標値 KPI 設定し直し 

1-2(1） コモンスペース創出の取

組み 

【H28～H30】制度構築 

【R1】令和元年度末まで

に策定する緑の基本計

画実施計画で設ける数

値目標を KPI とする。 

平成 31 年度末までに策

定する緑の基本計画実施

計画で設ける数値目標を

KPI とする。 

都市公園の整備件数 

【R2】 １件 

②計画期間の延長による KPI 数値の見直し 

KPI の見直しについては以下 3点の考え方により改訂 

・基本目標や定量指標は継続（人口の社会移動における転出の抑制（80人／年）等） 

・令和 2年 1月末時点で現計画の目標値達成が見込まれない指標は、同数値とする。 

・令和 2 年 1 月末時点で現計画の目標達成が見込まれる指標は、目標値（Ｈ27～Ｒ１）

の１/5 を、追加目標値（Ｈ30～R1）の 1/2 追加を原則に検討し、事業の実施手法の
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変更等も加味して見直しを行う。 
＜総合戦略の改訂箇所＞ 

44ｐの別添に KPI 変遷を追記し、数値を明記 

※各ページの KPI 期間（H31⇒R2）と KPI 数値の変更は下記の変遷を元に変更する。 

 

③改訂による KPI の変遷 

KPI 
戦略策定時の目標値 

【H27～R1】 

追加設定 

【H27～R1】または 

【H30～R1】 

令和元年度改訂 

【H27～R2】 

市街化区域内での優

良宅地の創出件数 
100 区画 227 区画 227 区画 

宅地造成による市内

への定住者数 
― 【H30～R1】120 人 180 人 

都市公園の整備件数 
コモンスペース創出

の取組【制度設計】 
― １件 

都市計画道路の整備

により促進された開

発面積 

5.0ha ― 6.53ha 

企業・事業所との災害

時の相互支援協定締

結件数 

10 件 30 件 ― 

文化施設・観光施設の

整備件数 
4 件 7 件 12 件 

市民活動センターの

支援事例数 
5 件 60 件 144 件 

市民提案事業の実施

件数 
20 件 38 件 82 件 

あるもの磨き関連事

業の参加者数 
530 人 ― 610 人 

多様なライフスタイ

ルづくり関連事業の

参加者数 

10,000 人 ― 10,500 人 

企業・事業所の新たな

事業への取組件数 
33 件 ― 40 件 

地域資源を活用した

新商品・サービスの創

出件数 

200 件 ― 280 件 

中小企業相談支援事 50 件 1,500 件 1,800 件 
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業における相談件数 

市が行う起業支援に

よって創出された起

業件数 

― 【H30～H31】6件 30 件 

※定量評価や達成が見込まれない指標は数値が変わっていないため、表上に表記無し。 

 

 （以上） 

 

＜本件の担当＞裾野市企画部企画政策課 

Tel：055-995-1804 Mail：kikaku@city.susono.shizuoka.jp 


