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第1章 総合計画について 

 

1. 策定の目的 

本格的な少子高齢化社会及び人口の減少、住民ニーズの多様化、産業構造の変化・グロ

ーバル化、国・地方を通じた厳しい財政状況など、当市を取り巻く社会経済状況は大きく変化

しています。 

これら社会環境の変化に対応するとともに、市民が暮らしに満足できる裾野市を実現するた

め、今後 10 年間のまちづくりの基本的な方向を示す総合的な指針とします。 

 

2. 計画の期間 

第 4 次総合計画の対象期間は、平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間とします。 

後期基本計画の対象期間は、10 年間の後半期にあたる、平成 28 年度から平成 32 年度ま

での 5 年間とします。 

 年度  
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 31 年度 32 年度 33 年度

 計画  

基本構想 
          

基本計画 
          

 

3. 計画の構成 

基本構想 
市が目標とする将来像とこれを達成するための

施策の大綱で構成します。 

平成 23 年度～ 

平成 32 年度 

基本計画 

基本構想に基づき、施策を体系化し、各施策

の目的や実現のための具体的な手段を示しま

す。 

なお、社会・経済・環境の変化等に対処できる

よう、計画期間を前期、後期に分割し、各期 5 年と

します。 

前期：平成 23 年度～

平成 27 年度

後期：平成 28 年度～

平成 32 年度

実施計画 

基本計画で示された各施策を、より具体的な計

画にして提示します。なお、計画期間は短期間と

し、毎年、見直しを更新していきます。 

毎年度策定 

  

前期基本計画 後期基本計画 
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第2章 裾野市の概況 

 

1. 裾野市の人口の潮流 

人口総数の推移 

裾野市の人口は 2010（平成 22）年 10 月の国勢調査では 54,546 人と、1920（大正）9 年の

調査開始以降、 多人口を記録しました。しかし、2015（平成 27）年には、52,737 人と 1,809

人減少し、人口減少期に突入しました。 

 

 

人口構成の変化 

高齢者人口（65歳以上人口）は年々増加し、1975（昭和50）年の6.3％から、2015（平成27）

年には 23.6％まで増加しています。一方、生産年齢人口（15～64 歳人口）及び年少人口（15

歳未満人口）は減少を続けています。 

 

14,780 
16,536 

22,336 

41,025 

52,682 

2010, 54,546 
2015, 52,737 

0
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＜裾野市の人口の推移（1920年～2015年）＞（人）

34.8 29.1 25.7 26.2 26.9 25.5 22.1 18.9 16.9 15.5 15.2 14.6 

58.8 64.1 67.9 67.5 66.5 67.2 69.5 70.2 70.0 68.6 65.7 61.8 

6.4 6.7 6.4 6.3 6.6 7.3 8.4 11.0 13.1 15.9 19.1 23.6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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＜人口構成の推移（1960年～2015年）＞

0～14歳 15～64歳 65歳以上

出所：国勢調査 

出所：国勢調査 
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2. 裾野市のまちづくりについて 

総合計画が初めて作られたのは、昭和 49 年 2 月の総合開発計画でした。道路・公共施設

建設に加え、質的な施策を重視したまちづくりを打ち出しました。 

昭和 60 年 3 月に策定した第 2 次総合計画（昭和 60 年度〜）では、将来都市像を、「〜21

世紀を目指して〜『豊かな緑と清流のもと ふれあいとつながりをたかめる 富士裾野文化都

市』」と定め、物質的な満足から精神的な満足感を重視するまちづくりを目指しました。 

平成 11 年 3 月に策定した第 3 次総合計画（平成 11 年度〜平成 22 年度）では、将来都市

像を「すその・ふれあい・健康文化都市」と定め、誰もが健康で、共に支え合う都市、人と自然

のふれあいを大切にし、共生する都市、豊かな裾野文化を全国に発信する都市の実現に向

け、市民と行政が一体となって取り組むまちづくりを目指しました。 

平成 17 年 2 月に策定した第 3 次総合計画後期基本計画（平成 17 年度〜22 年度）では、

基本構想で定めた将来都市像の実現に引き続き取り組むとともに、平成に入ってからの長期

的な景気後退などの社会情勢を踏まえ、新たな行財政改革の視点を取り入れました。 

 

平成 23 年 4 月に策定した第 4 次総合計画（平成 23 年度〜平成 32 年度）では、全国的に

少子高齢化や人口減少といった課題が顕在化する時代において、まちの将来像を「みんなの

元気と調和でつくる暮らし満足都市」と定め、世代間の調和するまち、産業と地域の調和する

まちの実現に向け、市民と行政との協働をより一層進めることを目指しています。 

当市の人口が平成 22 年の国勢調査以降、横ばいを続け、人口減少局面に差し掛かった平

成 27 年 10 月に、人口の将来展望を示す裾野市人口ビジョン、人口ビジョンを踏まえた裾野

市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年度〜平成 31 年度）を策定しました。 

計画期間が平成 28 年度から平成 32 年度までの第 4 次総合計画後期基本計画は、人口

減少局面に入ってから 初の計画です。 
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II. 基本構想 
 

基本構想の見直しのポイント（改訂方針） 

 平成 27 年 10 月に策定した裾野市人口ビジョン及び裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦

略、平成 28 年 3 月に策定した裾野市都市計画マスタープランなどでの議論を踏まえ、土

地利用構想を見直します。 

 施策の大綱に体系付ける施策の柱について、前期期間の取組みを踏まえ、見直します。 
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第1章 基本構想とは 

（再掲） 

 

ゆるやかな人口減少と少子高齢化の急速な進展、人々の暮らしに直接かかわる食・治安・

自然災害などへの不安の増大、国や地方の厳しい財政状況、さらにはライフスタイル1の変化

による市民の価値観の多様化など、当市を取り巻く社会環境は、かつてないほど大きな変化

に直面しています。 

今後、当市の更なる発展と住民サービスの向上を図るためには、社会環境の変化とその影

響を十分に踏まえ、地域特性に根ざした政策を、市民との協働のもとに取り組み、実現してい

く必要があります。 

このような状況を鑑み、まちづくりの指針とまちの将来像を基本理念として定め、目的・実

行・検証・改善の積み重ねを重視する行政経営型・目的志向型の行政運営計画として基本構

想を策定します。 

基本構想は、平成 32 年度を目標年次とする平成 23 年度から 10 年間の当市の指針である

と同時に、市民にとってもまちづくりの共通の目標となるものです。 

当市で暮らし、働く一人ひとりが共有し、互いに連携・協働し、その成果を分かち合いながら

将来像に向かってまちづくりを推進します。 

 

 

第2章 まちづくりの指針・将来像 

（再掲） 

 

1. まちづくりの指針 

まちづくりを進める上で、行政のみならず、市民一人ひとりが主体性をもって取り組む姿勢、

進むべき方向性として、「まちづくりの指針」を定めます。 

今後、この指針を基に行政と市民が一体となってまちづくりを進めていくことを目指します。 

 

「すその」らしい魅力を大切に 

豊かな自然環境をはじめ、文化、産業、観光資源、地域ごとの個性など、「すその」ならでは

の魅力・特長があります。 

その魅力を大切に伸ばし、未来につなげていくことで、住みたくなる、住み続けたくなるまち

づくりを目指します。 

 

「元気」と「調和」を活力に 

                                                
1 ライフスタイル：生活様式、生活習慣 
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地域で暮らす人々や産業の「元気」をさらに引き出すとともに、地域間のつながりを深め、豊

かな自然環境とも「調和」のとれたまちづくりを目指します。 

 

市民と行政の協働を原動力に 

世代や地域を越えて、ともに認め合い、支え合う意識は、より良い「すその」を築いていく原

動力です。 

市民の自主的・自発的な活動や市民同士や市民と行政のコミュニケーションを促進し、「協

働」のまちづくりを目指します。 

 

 

2. まちの将来像 

まちづくりの指針を踏まえて、当市が目指すべき「将来像」を次のとおり、定めます。 

 

みんなの元気と調和でつくる暮らし満足都市 

 

当市は、健康文化都市宣言にあるように、麗峰富士のもと、あふれる緑と清流、そして温暖

な気候に恵まれた自然環境を守り、健やかで活気に満ちた生活を地域で築き上げることを願

いとし、「すがすがしく、すこやかに、たすけあいで生きるまちづくり」を目指してきました。 

今までの歩みをとめることなく、今ある魅力と潜在的に埋もれている魅力を市民の自発的な

活動、市民と行政との協働などによって掘り起こし、伸ばしていくことに重点をおき、大きな可

能性を秘めたまちづくりを実現します。 

子どもからお年寄りまで、お互いを認め合い、支え合いながら、様々な分野で意欲を持って、

それぞれの元気を引き出して持てる力を発揮し合いながら、世代間の調和がとれたまちを目

指します。 

新しい産業の育成や発展をみんなで支え、産業と地域が調和することで、財源の確保と、

生きがいのある、働きやすいまちを目指します。 

そして、住んで良かった、これからもずっと暮らしていたいと感じることができる「すその」を、

市民と行政が手を携えてつくります。 

「まち」はそこで暮らす市民のものであり、市民がまちづくりの主役であることを十分に認識し、

市民協働のもとでこの将来像の実現を目指します。 

協働でまちづくりを行うためには、市民、行政のどちらか一方の考え方ややり方だけで、物

事を進めてはいけません。話し合いの場を積極的につくり、お互いの立場や役割を確認し、合

意しながら物事を進めるには、ある程度の時間が必要とされます。 

じっくり時間をかけてでも、まちの将来像を確実に描き、将来にわたって魅力ある住みよいま

ちづくりをみんなで実現していきます。 
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第3章 土地利用構想 

（見直し） 

 

当市の目指す「まちの将来像」を実現していくためには、市域全体を時間軸で見渡し、長期

的及び短期的視点に基づいて、計画的かつ段階的に土地利用を図っていくことが求められま

す。 

本市が将来的にも持続可能な都市・社会として発展していくことができるよう、次の基本的な

考え方に基づいて、適正な土地利用を推進していきます。 

 

豊かな自然環境の保全・管理と活用を図ります 

麗峰富士の恵みがもたらす豊富な自然環境や裾野らしさを将来に伝えるべく、市の誇る豊

かな森林や農地等の保全・管理と活用を図り、国土保全や農業生産、景観形成や観光振興

など、自然環境の持つ多面的な機能や魅力を 大限に発揮できる環境づくりを目指します。 

 

地域特性を活かした安全・安心で快適な都市を目指します 

現在の土地利用状況や今後の人口動態を踏まえながら、それぞれの市街地・居住地が有

する地域特性を活かした居住環境の向上・改善を進めるともに、鉄道駅周辺の拠点市街地に

おいては、福祉・医療・商業などの都市機能の立地促進を図り、誰もが安全・安心で快適に暮

らすことが出来る、持続可能な都市の形成を目指します。 

 

交流機能の向上による経済圏の形成を目指します 

広域交通網の結節機能や企業の集積地を有する本市の優位性を活かし、都市機能や拠

点間ネットワークの拡充により市内外との交流をさらに活性化させ、将来的に周辺都市を含む

より規模の大きな経済圏の形成を目指します。 

 

 

第4章 施策の大綱 

（再掲 ※ただし、施策の柱は後期基本計画に移動） 

 

「まちの将来像」を政策として表現したものが以下の体系です。これは、当市の施策、事務

事業のおおもとになるものです。各施策をどの部署が担当するのかを明確に区分し、熱意と責

任を伴った施策の実現を図っていきます。 

 

＜施策の大綱 1＞ 

だれもが将来にわたってすこやかに暮せる健康と福祉の「すその」 
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市民一人ひとりが、心と身体の健康を保持し、明るく充実した暮らしができるまちを目指しま

す。健康に不安を感じたり、病気やケガをしたりしたときには、いつでも安心して医療が受けら

れる地域医療の充実を図ります。 

社会的に弱い立場にある方、支援を必要とする方に対しては、相談制度を充実させるととも

に、災害の予防や情報伝達手段、避難所の確保などの支援強化に努めます。地域コミュニテ

ィの活性化を図り、人と人、地域と地域のつながりを深め、地域で共に支え合い、助け合う社

会の実現を目指します。 

また、長寿化する現状と将来を見据え、介護保険制度などの健全運営と制度の充実を図る

とともに、介護予防や生きがいづくりを重視することで、高齢者が明るい目標をもって、いきい

きと暮らしていくことができるまちづくりを行います。 

さらに、障害を持つ方が、自分らしい生活と社会参加ができるよう、自立支援に力を注ぎま

す。すべての人がお互いに個人として尊重し合い、個性と能力を発揮し、支え合える地域社

会を目指します。 

安心して育児ができるよう保護者の多様なニーズに合わせた支援事業を行い、育児や子育

てに対する不安を解消します。保育園と幼稚園の連携、民間活力の導入など、子育て環境の

改善・向上を行います。 

 

＜施策の大綱 2＞ 

成長するよろこびと地域のつながりでこころの豊かさを育む「すその」 

子どもたちが、こころざしを持ち、健やかに、いきいきと成長する地域づくりを目指します。よ

り開かれた学校運営を目指し、質の高い授業を確保するとともに、就学環境の整備・改善を図

り、教育ニーズの多様化と児童・生徒の安全性への期待に応えます。 

また、経済的な理由などで就学が困難な児童・生徒に対して支援を行い、学びの機会と喜

びを、広げるための施策を実施します。 

生涯学習・社会教育については、プログラムや学習環境の整備・充実を図り、生涯学び続

け、学ぶことで生きがいを持ち続ける喜びにあふれるまちを目指します。 

さらに、家庭における子育て力の低下や地域社会のつながりの希薄化が懸念されているこ

とから、家庭教育、地域教育に対する支援を推進し、家庭・地域・行政が連携しながら、社会

に貢献できる青少年の育成を図ります。 

市民のスポーツ・レクリエーション活動については、自発的な活動への支援、年齢・性別を

問わず、だれもが楽しめ、参加できるような教室の開催、施設の安全管理等を行い、心身とも

に健康な生活を送ることができ、共に成果を分かち合えるよう市民の交流を促す取り組みを行

います。 

すそのの豊かな自然や豊富な文化財・伝統文化の保存・保護活動を推進し、市民が主体

性を発揮できる地域コミュニティの振興を図り、貴重な文化資源を次世代へとつなぐ施策を実

施します。 

 

＜施策の大綱 3＞ 
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市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」 

「みんなの元気と調和でつくる暮らし満足都市」という共通の目標を実現させるために、市民

と行政が相互に理解を図りながら、ともに手を携えてつくるまちを目指します。 

そのためには、お互いの役割と責任を自覚し、自立助長の精神と積極的な市民参加による

協働によって、地域の問題解決に取り組んでいく姿勢が必要です。だれもがコミュニティ活動

やボランティア活動等に参加しやすいように開かれた市役所の体制づくりと市民・職員意識の

醸成を図り、活気のあるコミュニティの形成を推進します。 

また、だれもが一人の人間として尊重され、隔たりなく参加できる社会の実現が必要です。

あらゆる分野における男女共同参画の推進を支援し、男女が平等に活躍できる社会の形成を

目指します。 

当市の美しい自然と住みやすい環境を将来にわたって残していくことは重要です。環境へ

の負担を軽減し、快適な暮らしを今後も享受できる、美しいまちや道路などを市民と行政の協

働でつくります。 

ゴミの減量化、処理の適正化・効率化を図り、自然環境を未来に引き継ぐため環境共生型

社会・資源循環型社会を目指します。さらに、一般・産業廃棄物の不法投棄や公害の防止・監

視を行うとともに事業者の責任意識を向上させ、美しい自然を守ります。 

暮らしの安全・安心を高めることは、市民生活にとって不可欠な条件です。犯罪、交通事故、

消費生活、消防・救急、防災などに必要な対策を講じ、市民と協力して、だれもが安全・安心

に暮らせる「すその」をつくります。 

 

＜施策の大綱 4＞ 

豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」 

適正な土地利用を推進する中で、豊かな自然、清らかな水、うるおいとにぎわいのある「まち」

を目指します。 

公園や緑地を整備し、市民や当市を訪れる人が憩うことのできる景観と都市空間をつくると

ともに、安全で快適な住環境の整備を行います。また、都市基盤の整備や都市機能の充実を

図り、移動しやすい道路網や公共交通基盤の確保に努めて利便性を向上させ、交流の拠点

づくりを行います。 

豊かな自然環境がもたらす水の美しさは当市の特長のひとつであり、良質な水資源の確保

は、生活の基本であるだけではなく、将来にわたって快適で衛生的な暮らしを営む上で不可

欠です。市民に安全でおいしい水を安定的に供給するとともに、下水道を整備し、衛生的で

快適な生活環境を確保します。 

さらに豊かな水資源を未来へと引き継いでいくために河川の整備や山林・林道の保全など、

治山・治水事業を推進し、市民の生命と財産を守る取り組みを推進します。 

市民の生活を守り、調和をもたらすためにコミュニケーションが重要になります。今後、社会

のデジタル化、ネットワーク化が急速に進んでいくことが予想されますが、情報インフラを整備

し、必要な情報をだれもが早く、便利に、確実に得られる環境を創出します。 
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＜施策の大綱 5＞ 

今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」 

経済のグローバル化や産業構造が多様化する中、一見、無関係に見えることが相互に作用

し合って、世界全体の社会・経済の動向や景気が大きく動く時代になりました。 

このような時代こそ、的確に社会・経済動向に向き合い、当市の持つ産業・観光資源を見直

し、有効に活かせる人材の育成に力を入れることが重要です。行政は市民や各関係団体と連

携し、地域産業の持つ力をさらに引き出せるように支えていくとともに、多種多様な業種構成

の企業誘致により雇用を確保し、地域の活性化を図っていきます。さらに、中小企業の育成や

企業団体への支援、勤労者福祉環境の充実等を図り、いきいきと働けるまちづくりを推進しま

す。 

当市の重要な産業である農業については、その振興や将来の担い手育成に課題を抱えて

います。経営の近代化や効率化、農地の集約化・有効活用などを進めることで生産性の向上

を支援し、「すその」の農業が次の世代へつながる施策を行います。 

また、当市の資源、魅力を掘り起こし、産業の振興を図ります。特に史跡、特産品、景色、食

の連携による新たな観光資源の育成にとどまらず、すそのを訪れた観光客を、中心街に呼び

込む工夫を行うなどして、魅力的でにぎわいのある商店街づくりを推進します。 

すそのブランドの開発や育成、観光地やイベント、まつり、産業の紹介を通じて、全国にす

そのの魅力を発信していきます。 

 

＜施策の大綱 6＞ 

健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」 

市民と行政が協働してまちづくりを行うために、行政に対する市民の理解と信頼を高める工

夫が求められます。広く情報を開示し、事務の効率化を図り、公正・公平な行政運営を推進す

ることで透明性を高め、市民の信頼と負託に応えられる組織体制づくりを行います。 

財政において、今までにない厳しい歳入状況が予想されることから、中長期的な計画に基

づく健全で持続可能な財政運営を推進します。限られた財源を適切に配分し、適正な施策の

形成と事務事業の執行を目指し、目標設定と評価の繰り返しにより、行政運営の効果と効率を

さらに高める工夫をします。 

また、新たな行政課題や社会環境の変化に的確に対応するために、職員の人材育成に積

極的に取り組むとともに、情報処理の迅速化、文書・統計や内部意思決定の電子化、発注・契

約の適正化を図ります。 

近隣の自治体や各団体との交流機会を増やすとともに連携を強め、総合的で戦略的な行

政運営により未来に開かれたすそのをつくります。 
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III. 後期基本計画 
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第1章 後期基本計画の策定にあたって 

 

1. 前期基本計画の取組み 

市政全体の満足度について 

市民の市政全体への満足度は、平成24年度の26.5％から平成25年度、26年度には22％

台に落ち込んだものの、27 年度には 27.5％、28 年度には 28.5％と増加しました。 

 

 

目標指標の到達度について 

後期基本計画の策定にあたり、前期基本計画に基づき展開した施策の効果を、「施策の目

標指標」の到達度から評価を実施します。 

目標を上回った指標（A）は 17 件で、全体の 27%でした。目標の 7 割に到達した指標（B）は

21 件で全体の 31%、目標の 7 割に到達しなかった指標（C）は 24 件で全体の 24%でした。 

 

【到達度の区分】 

A 27 年度の数値が計画目標以上の指標 

B 27 年度の数値が目標の 7 割以上の指標 

C 27 年度の数値が目標の 7 割未満の指標 

 

施策の大綱 
目標指標到達度別件数 
A B C 

1 だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」 3 1 3 

2 成長するよろこびと地域のつながりで心の豊かさを育む「すその」 0 2 4 

3 市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」 6 5 4 

4 豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」 2 8 6 

5 今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」 2 2 4 

6 健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」 4 3 3 
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施策の柱における指標の目標到達度 

 
施策の柱 指標 基準 22 年度実績 27 年度 目標 到達度

1 だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」 

 1 健康づくりの推進 健康づくりプログラムに関する

市民満足度 
32.3% 16.4% 37.3% C 

 健康づくりプログラム・イベント

参加者数（年度） 
15,960 人 17,957 人 16,280 人 A 

 2 地域医療の充実 国民健康保険特定健診受診率 41.2% 46.9% 60.0% B 

 3 地域福祉の推進 災害時要援護者個別計画策定

率 
26.9% 24.3% 37.0% C 

 4 高齢者福祉の推進 市の高齢者施策に対する高齢

者の満足度 
34.3% 18.2% 44.3% C 

 5 障害者福祉の推進 自立支援サービスの支給決定

件数（年度） 
295 件 867 件 420 件 A 

 6 子育て育成支援の

推進 

保育所待機児童数（各年 4 月 1

日現在） 
11 人 0 人 0 人 A 

2 成長するよろこびと地域のつながりで心の豊かさを育む「すその」 

 1 学校教育の充実 小中学校における「確かな学

力･人間の育成」に関する市民

満足度 

20.7% 19.6% 30.7% C 

 2 生涯学習の充実 生涯学習機会に関する市民満

足度 
26.1% 16.7% 46.1% C 

 3 青少年の健全育成 声掛け運動参加者数（年間参

加者数） 
3,533 人 4,255 人 4,300 人 B 

 4 スポーツ・レクリエ

ーションの振興 

週 1 回以上（30 分以上）の運動

習慣のある市民の割合 
41.6% 48.8% 50.0% B 

 運動習慣のある市民にお い

て、自分の健康状態を「おおい

に健康である」と感じる割合 

13.0% 6.2% 30.0% C 

 5 文化の振興・保存 文化事業に対する市民満足度 17.3% 17.0% 37.3% C 

3 市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」 

 1 コミュニティの育成・

市民協働の推進 

区長会参加率 83.6% 87.1% 85.0% A 

 NPO・ボランティア団体への参

加者数 
4,048 人 3,027 人 4,150 人 B 

 2 行政窓口の利便向

上 

窓口における、市民サービス向

上に関する制度やシステムの

改善件数(累計） 

12 件 26 件 18 件 A 

 3 男女共同参画の推

進 

男女が平等と感じる市民意識

の割合 
27.2% 11.9% 32.2% C 

 各種委員会等への女性の登用

率 
25%

※24 年度
26.5% 30% B 

 4 環境負荷の少ない

まちづくりの推進 

生活環境(空気のきれいさ・水

のきれいさ)への満足度 
52.1% 30.2% 62.1% C 

 生活環境(悪臭がしない・散乱

ごみの少なさ)への満足度 
53.3% 41.3% 63.3% C 

 5 地震防災対策の充

実 
防災訓練参加人数 

14、505

人

24、560

人 

15、000

人 
A 

 6 防犯体制の充実 犯罪発生件数の抑制（年度） 436 件 248 件 400 件 A 

 7 交通安全対策の充

実 
交通事故発生件数（年度） 460 件 306 件 400 件 A 
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施策の柱 指標 基準 22 年度実績 27 年度 目標 到達度

 8 消費生活対策の充

実 

消費生活に関する相談件数

（年度） 
523 件 455 件 410 件 B 

 9 消防・救急体制の

充実 

火災による死傷者数（年度） 8 人 2 人 0 人 B 

 救急時の救急救命士搭乗率 92.0% 98.2% 100% B 

 防火対象物への予防立ち入り

検査率 
16.1%

※23 年度
14.1% 25.0% C 

 危険物施設への立ち入り検査

率 
10.5%

※23 年度
36.5% 25.0% A 

4 豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」 

 1 治山・治水の推進 河川の整備状況に関する市民

満足度 
30.3% 23.9% 40.3% C 

 間伐の実施面積 175ha 175.3ha 200ha B 

 2 公園・緑地の整備 公園の充実に関する市民満足

度 
27.8% 25.8% 37.8% C 

 3 活気に満ちた市街

地整備の推進 
快適な住環境に対する市民満

足度 
36.0% 13.9% 46.0% C 

 4 住環境の整備 快適に暮らせるまちに対する市

民満足度 
43.1% 6.5% 53.1% C 

 5 適切で有効な土地

利用の促進 
―    

 6 利便性の高い道路

網の整備 

道路整備状況に関する市民満

足度 
23.8% 8.0% 33.8% C 

 7 公共交通基盤の確

保 

市自主運行バスの 1 便あたりの

利用者数 
6.2 人 4.9 人 6.8 人 B 

 
ＪＲ裾野駅・岩波駅利用者数 175 万人

167 万人

※26 年度
184 万人 B 

 鉄道やバスの便利さに対する

満足度 

6.0%

※23 年度
9.7% 10.0% B 

 8 魅力ある景観の保

全 
景観に関する市民満足度 39.7% 16.1% 49.7% C 

 9 豊かで良質な水道

の安定的確保 

水道に対する、市民の年間改

善要望件数の縮減 
12 件 7 件 10 件 A 

 供給した配水量に対する料金

徴収対象となった水量の割合

(有收率) 

81%

※23 年度
80% 85% B 

 10 衛生的で快適な下

水道の整備 

下水道普及率 31.8% 40.1% 38.2% A 

 
下水道整備面積 

333.7ha

※23 年度
352.7ha 384ha B 

 11 地域情報化の推進 市ウェブサイトへのアクセス件

数 
222 万件 273 万件 350 万件 B 

 誰もが平等に情報を受け取るこ

とができる環境に対する満足度

25.7%

※23 年度
29.9% 30% B 

5 今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」 

 1 工業の振興 製造品出荷額（百万円、従業

員 4 人以上事業所） 
665,550

386,589 

※26 年度 
758,720 C 

 2 農業の振興 認定農業者数 17 人 24 人 23 人 A 

 耕作放棄地の面積 33ha 24.4ha 11ha C 

 農地利用集積面積 4.3ha 4.94ha 7.3ha C 

 3 商業の振興 市内商店数 494 店舗 408 店舗 504 店舗 B 

 駅前商店街の空き店舗数 18 店舗 26 店舗 15 店舗 C 

 4 観光の振興 観光施設の利用者数 2,245 千 2,248 千 2,400 千 B 
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施策の柱 指標 基準 22 年度実績 27 年度 目標 到達度

人 人 人 

 観光イベントの集客数 25 千人 37 千人 35 千人 A 

6 健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」 

 1 広報・広聴の充実 市の広報情報に対する市民満

足度 
49.3% 27.6% 59.3% C 

 市の行う取り組みやイベントな

どの報道への提供件数 
347 件 1,043 件 860 件 A 

 2 効率的・効果的な

行政運営の推進 

効率的な行政運営に対する市

民満足度 
17.8% 8.7% 27.8% C 

 職員による事務改善提案件数

（件/年） 
22 件 728 件 200 件 A 

 3 健全で持続可能な

財政運営の推進 
経常収支比率 79.0%

84.7% 

※26 年度 
70.0% B 

 市税徴収率 95.0% 97.4% 96.0% A 

 4 人材の育成と組織

の効率化の推進 

市民の職員に対する信頼度 30.6% 25.0% 55.6% C 

 職員の職務満足度 38.6% 53.5% 63.6% B 

 5 広域連携と交流の

促進 

近隣市町との連携事業数(累

計) 
48 件 47 件 50 件 B 

 6 開かれた議会運営

の支援 

議会傍聴者数※常任委員会を

含む 
256 人 450 人 400 人 A 

 7 適正な行財政運営

監査の促進 
―    

 

 

2. 後期基本計画策定の視点 

「田園未来都市すその」の挑戦 

当市では、平成 27 年 10 月に、人口の将来展望を示した「裾野市人口ビジョン」、平成 27

年度から 32 年度までの 5 年間に取り組むべきことを整理した「裾野市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定しました。 

裾野市のまち・ひと・しごと創生では、キャッチコピーを『「富士山の裾野 田園未来都市 す

その」の挑戦』と定め、当市は、富士山の裾野の、水と緑あふれる、東京 100km 圏内の田舎で

ある一方、「世界遺産 富士山」「世界かんがい施設遺産 深良用水」を始めとする地域文化

や、グローバル経済圏で活躍する企業を始めとする産業集積の進んだまちであり、今後も、豊

かな自然の中で、未来志向の個性あるまちづくりを進めることとしています。 

 

人口減少局面を迎えた当市の人口は、このままの人口動態で推移すると、2060 年には 4 万

3 千人程度まで減少すると見込まれています。この推移の間、世代間の人口バランスは大きく

変化し、高齢者人口（65 歳以上人口）の増加と、生産年齢人口（15〜64 歳人口）及び年少人

口（15 歳未満人口）の減少が続きます。 
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人口ビジョンでは、当市における人口問題の現状を踏まえ、目指すべき将来の方向を次の

ように設定しています。 

 世代間バランスを重視した人口政策：人口減少の問題は、総人口の議論はもちろん、年齢

階層別の議論も必要。当市においても総人口の減少に先んじて少子高齢化が進行してい

ることから、年齢構成を 踏まえた人口政策に取組む。 

 結婚・子育ての希望に応える：少子化の問題は、年齢構成を踏まえた人口政策の重要な

問題。当市は出生率が比較的高い現状にあるが、市民の希望をかなえるには至っていな

い。市民が希望を実 現することができる環境を創出することで、少子化に歯止めをかける。 

 暮らしたい・働きたいの希望に応える：当市における人口減少の主因は、子育て世代の社

会減。誰もが住みたくなる地域づくりにより、高い出生率という強みを活かし、さらに多様な

働く場を創出するこ とで人々を呼び込み、社会減の流れに歯止めをかける。 

 

こうしたまちづくりを進めることで、世代間の人口バランスを良好に保ち、長期的にも人口 5

万人程度で安定する人口の将来展望を示しました。 

 

54,546

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

≪当市の総人口及び年齢3階層別人口の推移と将来推計≫

40,000

50,000

1990 2010 2030 2050 2070 2090

まち・ひと・しごと創生の取組みとして・・・ 

○ 出生率を向上 
○ 転出超過による社会減を食い止める 

・・・ことにより、人口動態の安定化へ

総人口

生産年齢人口 

年少人口 
高齢者人口 

（人） 
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人口ビジョンで示した人口の将来展望を実現するために、市創生総合戦略では、次の 3 つ

の基本目標を設定し、当市らしい、まち・ひと・しごと創生に取組むこととしています。 

 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

 すべての起点となるひとづくり “共育” 

 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

 

あるもの磨きによるまちづくり 

田園未来都市に込めたメッセージのように、人口減少局面に入った当市では、高度成長期

から続いた都市戦略から、成熟都市へのパラダイム転換が求められています。基本構想で掲

げる「暮らし満足都市」の実現に向けて、人々の暮らし満足度の 適化を目指します。 

当市にあるものを磨き、当市でできることを創出し、住む人や出身者が自慢できるような、住

み続けたくなるまちづくりを進めます。 

 

共に創る 

まちづくりを進める上で、その主体となるのは市民です。まちづくりの方向性を、地域に暮ら

す人々が共に創る社会を目指します。同様に、地域の課題解決の主体も市民です。地域、

NPO、企業など様々な市民の主体と行政が、それぞれの得意分野を生かし、役割分担を明確

にし、地域課題に対する取り組みを共に創る地域づくりを進めます。 

これからの人口減少・少子高齢化時代には、公共の果たす役割が増大することが見込まれ

ます。公共の質を高め、領域を広げていくために、公共を担う民間の様々な主体と行政が連

携・協力してより良い公共サービスを展開し、暮らし満足度の高いまちを共に創ります。 

 

将来を見据えた行政経営 

人口減少・少子高齢化社会の進展、国と地方の財政状況の悪化など、地方公共団体を取り

巻く環境は厳しさを増すことが予想されます。その中でも、持続可能なまちづくりを進めていく

には、行政を経営体として変えていくことが求められています。 

人口減少傾向による税収の減少、人口の世代間バランスの変化による行政サービスへのニ

ーズの変化など、長期的な視点で行政課題を把握し、そのために必要な施策を講じていくこと

が求められています。施策の展開にあたっては、客観的かつ中立的なデータ分析により地域

課題を見えるようにし、市民起点の行政経営を推進します。 
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93.3

107.4

平成2年 平成22年

≪昼夜間人口比率の推移（H2,H22）≫

第2章 後期基本計画の全体像 

 

  

     

 裾野市のまち・ひと・しごと創生 

「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦 
当市は、富士山の裾野の、水と緑あふれる、東京 100km 圏内の田舎。一方

で、「世界遺産 富士山」「世界かんがい施設遺産 深良用水」を始めとする地

域文化や、グローバル経済圏で活躍する企業を始めとする産業集積の進んだ

まち。今後も、豊かな自然の中で、未来志向の個性あるまちづくりを進めます。 

みんなの元気と調和でつくる暮らし満足都市 
世代間の調和がとれたまち、産業と地域の調和がとれたまちの実現によ

り、「住んで良かった」「これからもずっと暮らしていたい」と感じることができる

「すその」を形づくります。 

 「すその」らしい魅力を大切に 
 「元気」と「調和」を活力に 
市民と行政の協働を原動力に 

まちづくりの指針・将来像

まちづくりの 
指針 

まちの 
将来像 

人口ビジョン 

                         基本構想 

まち・ひと・しごと創生の取組み 

まち・ひと・

しごと創生

総合戦略 

○世代間バランスを重

視した人口政策 
人口減少社会にあって

も、世代間バランスのとれ

た、持続可能な地域づく

りを推進します。 

○ 暮らしたい・働きたい

の希望に応える 
市内でしごとを持ち、暮

らしたいという皆さんの希

望に応える地域づくりを推

進します。 

○ 結婚・子育ての希望

に応える 
市民の皆さんの、「もう

ひとり子どもを生みたい」

という希望がかなう地域

づくりを推進します。 

出所：平成 26 年度少子化対策に関する市民

意識調査 

 理想の子どもの人数

2.55 人 

 実際に持つ予定の子

どもの人数 

2.29 人 

合計特殊出生率 
1.82 

出所：国勢調査 

100

市外から 

流入 

出所：国勢調査 

1．「住みたいまち裾野」

のまちづくり “共生” 

2．すべての起点とな

るひとづくり “共育” 

3．まちやひとを豊かに

する産業づくり “共栄”

世代間バランスの激変

希望とのギャップ

26.9 
15.2 12.5 

66.5 
65.7 

55.9 

6.6 
19.1 

31.6 

1980年 2010年 2040年推計

≪年齢3区分別人口割合の推移≫

年少人口 生産年齢人口 老年人口
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まち

しごと

ひと

3-1 市民協働によるまちづくり、コミュニティづくりの推進 

3-2 誰もが生きがいを感じられるまちづくりの推進 

3-3 環境負荷の少ないまちづくりの推進 

3-4 防災・減災対策の充実  

3-5 防犯体制の充実 

3-6 交通安全対策の充実  

3-7 消費生活対策の充実 

3-8 広域連携による消防・救急体制の充実 

 
まち・ひと・

しごと創生

総合戦略

1-1 健康づくりの推進  

1-2 子育て支援の推進 

1-3 地域医療体制の確保  

1-4 地域における福祉の推進 

1-5 障がい福祉の推進  

2-1 学校教育の充実 

2-2 生涯学習の充実 

2-3 青少年の健全育成 

2-4 スポーツ・レクリエーションの振興

2-5 文化の振興・保存 

4-1 裾野市らしいまちづくりの推進  

4-2 活気に満ちた市街地整備の推進 

4-3 快適な住環境の創出 

4-4 利便性の高い道路網の整備・保全 

4-5 持続可能な公共交通の確保 

4-6 治山・治水の推進 

4-7 豊かで良質な水道の安定的確保 

4-8 衛生的で快適な下水道の整備 

5-1 商工業の振興 

5-2 活力ある産業基盤づくり 

5-3 農林業の振興 

5-4 観光産業の振興 

5-5 地域資源磨き・魅力発信の推進 

6-1 広報・広聴の充実  

6-2 ICT の活用による地域情報化の推進 

6-3 効果・効率志向の行政経営の推進 

6-4 健全で持続可能な財政運営の推進 

6-5 行政経営の確立に向けた人材育成と組織体制の強化 

6-6 将来を見据えた市政の展開 

6-7 開かれた議会運営の支援 

6-8 適正な監査事務の促進 

1. だれもが将来にわたっ

てすこやかに暮らせる

健康と福祉の「すその」 

2. 成長するよろこびと地

域のつながりで心の豊

かさを育む「すその」 

3. 市民と行政が手を携え

てつくる安心と活力の

ある「すその」 

4. 豊かな自然と暮らしや

すさが調和した「すそ

の」 

5. 今ある魅力と資源を再

発見し、未来へつなげ

る「すその」 

6. 健全な行政をみんなが

実感できる市民と未来

に開かれた「すその」 

3

2
2

3

1
3

2

1,2

2
2

2,3
しごと 1
しごと 2

3
ひと 1

施策の大綱 施策の柱

後期基本計画  

 

まち

まち

まち

まち

まち

ひと

ひと

ひと

ひと
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3

6

第3章 施策の柱（分野別の戦略） 

 

「施策の柱」は、施策の大綱に基づき、当該分野での目標に向けた戦略です。 

施策の柱の構造 

 

記載内容の見方 

 
  

施策の柱    

 

施 策 の 大 綱 に

体系づける分野

別戦略の名称 

 

 

 

関連計画 

 関連する分

野別計画 

 

現状と課題 

 当該分野の

現状分析 

 

施策の目的 

  

 

施 策 の 柱 を 具

体化するための

目的・目標 

 

達成目標 

  

 

施 策 の 目 的 に

おいて期待され

ている効果 

 

施策実現の手段（基本事業） 

 

達 成 目 標 を 達

成するための取

組み 

 

主な取組み 

 

基本事業にお

ける主な取組み

 1 

 3 

 2 

 4 

 5 

6

7

 

 2 

 7 

 4 

 5 

1 
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＜施策の大綱 1＞だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」 

  
＜施策の大綱 1＞ 

だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」 

1-1 健康づくりの推進 

自分の健康状態が健康であると答

える人の割合 80%（H27：72.3%） 

「健康づくりへの支援」の満足度 

35%（H27：27.3%） 

（1） 健康意識の啓発 
（2） 母子保健事業の充実 
（3） 健康づくりプログラムの充実 
（4） 疾病予防・重症化予防の推進 
（5） 市民参加の体制づくり 

1-2 子育て支援の推進 

0～4 歳人口 2,840 人（H27：2,564

人） 

保育所待機児童数 0 人（H27：0

人） 

（1） 保育サービスの充実 
（2） 保育施設の機能充実 
（3） 幼児教育の充実 
（4） 子育て支援体制の充実 
（5） 放課後の居場所づくりの推進 
（6） 子育て世帯への経済的支援

1-3 地域医療体制の確

保 

国民健康保険特定検診受診率 

60%（H27：46.9%） 

「病院、かかりつけ医による医療」

の満足度 35%（H27：26.6%） 

（1） 医療体制の整備 
（2） 国民健康保険事業の運営・充

実 
（3） 後期高齢者医療制度の運営・

充実

1-4 地域における福祉

の推進 

「地域で支えあう環境（福祉ボラン

ティアなど）」の満足度 （調整

中）%（H27：6.3%） 

介護を必要としない高齢者の割合 

89%（H27：90.3%） 

（1） 切れ目のない福祉の推進、地

域連携の強化 
（2） 地域福祉サービスの充実 
（3） 生きがい対策の推進 
（4） 福祉サービスの充実 
（5） 国民年金事業の処理 
（6） 介護保険事業 

1-5 障がい福祉の推進 自立支援サービスの支給決定件

数 1,000 件（H27：867 件） 

（1） 障がい福祉サービスの充実と

地域移行支援の推進 
（2） 障がい者の社会参加の推進 
（3） 幼児期の相談体制の充実 

施策の柱 達成目標 施策実現の手段（基本事業） 
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1-1 健康づくりの推進 

 

施策の目的 

市民一人ひとりが心身ともに健康で、たとえ障がいや病気を抱えていても、自分の人生を心

豊かに生活し、生きがいや幸せを実感できるように、世代や地域の実情を踏まえた健康づくり

への支援を実施し、すべての市民が自ら健康づくりを実践し、健康であることを実感できる、健

康文化都市・裾野市らしい地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 自分の健康状態が健康であると答える人の割合を平成 32 年度までに 80%に高めます。（平

成 28 年度市民意識調査：75.3%） 

 「健康づくりへの支援」の満足度を平成 32 年度までに 35%に高めます。（平成 27 年度：

27.3%） 

 

関連計画 

1 すその健康増進プラン（改定版）/2 第 2 次裾野市食育推進計画/3 裾野市歯科保健計画

/4 裾野市母子保健計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 1 年に 1 回以上の定期的な歯の科検診をしている人は平成 26 年度に 35.2%と以前より増

加しています。【年１回以上の定期的な歯科検診実施率 H21 年：32.8%→H26 年：

35.2%(食育と生活習慣に関するアンケート)】 

 食生活健康推進会や 8020 推進員・ゲートキーパーの養成など、人材育成を進めています。 

 すその健康マイレージ事業の参加者が増加しています。 

 健診受診率向上のための啓発事業やすその健康マイレージ事業等への協力店が増加し

ています。 

 自分の健康状態が健康であると感じる人が増加しています。 

 静岡県東部地域は、県下でも高血圧が多い地域です。 

 循環器系の疾患による医療費は他の疾患に比べて大幅に多くかかっています。 

 食育に関心がある人が平成２６年度に６３．２％と以前より減少しています。【食育への関心

度 H21 年：65.3%→H26 年：63.2%(食育と生活習慣に関するアンケート)】 

 意識的に運動を心がけている人が平成 26 年度に 65.8%と以前より減少しています。【意識

的に身体を動かすように心がけている割合 H21 年：71.8%→H26 年：65.8%（食育と生活習

慣に関するアンケート）】 

 ストレスを感じる頻度は、若い世代ほど多くなっています。 
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 相談できる相手や場所がある人の割合は減っています。 

（課題と展望） 

 市民の健康意識を高揚するための啓発事業を実施する必要があります。 

 市民自らが健康対策の取り組みが実施できるよう市民が健康づくりに参加できる体制づくり

を進めます。 

 自分の健康状態を把握するため各種健診の受診率向上を図る必要があります。 

 感染症の蔓延や拡大を防ぐため定期予防接種の接種率向上を図る必要性があります。 

 子育て支援に関し、妊娠期から親に寄り添い、切れ目のない支援が求められています。 

 歩数計や活動量計を普及し、自分の運動量を意識する人を増やす必要があります。 

 こころの悩みを相談しやすい環境づくりが必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 健康意識の啓発（健康推進課） 

様々な機会をとらえ各種保健事業の周知をし、イベントや地区講座等の機会を通して

幅広い健康情報を市民に提供することで、健康づくりに関する意識を高め、日常生活の

中で健康づくりを自ら実践するための動機づけとなる啓発を行います。 

 

（2） 母子保健事業の充実（健康推進課） 

母子健康手帳交付時から、妊産婦・乳幼児への切れ目のない支援を行います。相談

や健診を充実させ、個別性を重視した児の発育・発達を促す支援を行います。また、相

談や訪問等の支援の中で、子どもを育てにくいと訴える保護者の気持ちや意見を傾聴・

受容し、それらに寄り添う支援を行います。 

将来、子どもが自分自身で健康管理ができるよう関係機関と連携し、継続した支援を行

います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

乳幼児健康診査 実施 実施 実施 実施 実施 

育児の不安解消のための

相談・訪問等事業 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 健康づくりプログラムの充実（健康推進課） 

ライフスタイルや健康ニーズ、個別の行動変容に繋がる健康づくりプログラムの提供や

訪問や相談の充実にも努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

健康意識を高揚させるため

の啓発事業 
実施 実施 実施 実施 実施 

運動が継続できるよう支援

するための事業 
実施 実施 実施 実施 実施 

こころの健康づくりを推進す

る事業 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） 疾病予防・重症化予防の推進（健康推進課） 
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市民の疾病予防・重症化予防を進めるため、各種健診や予防接種の実施を進めます。

健康に対する意識の高揚と、潜在疾病の早期発見、早期治療に繋がる健康診査事業の

充実を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

定期予防接種 実施 実施 実施 実施 実施 

各種がん検診 実施 実施 実施 実施 実施 

成人歯周疾患検診 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5） 市民参加の体制づくり（健康推進課） 

市民自らがそれぞれの立場において健康対策の取組みを実践するためには、家庭・

地域全体で支援することが重要です。地域力の向上を図り、地区組織や市民ボランティ

ア等との協働を強化した推進体制づくりを進め、地域や世代の特性に合わせた健康意識

の啓発活動を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

住民歯科保健推進会議 実施 実施 実施 実施 実施 

食育ネットワーク会議 実施 実施 実施 実施 実施 

地区組織・ボランティア等と

の連携 
実施 実施 実施 実施 実施 
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1-2 子育て支援の推進 

 

施策の目的 

すべての家庭において子どもが健全に育成され、子どもを産み育てやすい環境を整えるた

めには、子育てを地域全体で支える地域づくりが求められています。一方で、少子化による就

学前児童数の減少など、子どもと子育て家庭を取り巻く環境が様変わりしています。子育てし

やすい風土、子育てを地域全体で見守る機運の醸成を図るとともに、子育て家庭を支える保

育サービスを提供する環境整備を行うことで、安心して子育てできるまちを目指します。 

 

達成目標 

 0～4 歳人口を平成 32 年度までに 2,840 人に増加させます。（平成 27 年度：2,564 人） 

 保育所待機児童がない状態を維持します。（平成 27 年度：なし（0 人）） 

 

関連計画 

1 すその健康増進プラン(改訂版)/4 裾野市母子保健計画/13 裾野市子ども子育て支援事

業計画/14 裾野市少子化対策強化基本計画/15 裾野市教育振興基本計画/16 裾野市幼

児施設整備基本構想 

 

現状と課題 

（現状） 

 公私立の保育園・幼稚園、認証保育所などの幼児施設の立地により、市全体での受け入

れ人数は概ね充足しています。 

 公立幼稚園、公私立保育園の利用者負担は、市独自の取り組みとして、国基準に対し市

全体で半額程度に軽減しています。 

 子ども医療費の助成制度や、病院や診療所が地域内各所に立地するなど、子育て中の親

が安心できる医療体制づくりを進めています。 

 公立幼児施設では、設置された地域の状況などから、各施設の定員充足率に差が生じて

います。 

 保育士や幼稚園教諭など子育て支援事業に要する人材が不足傾向にあります。 

（課題と展望） 

 子育て世代と地域の連携を深め、安心して子育てできるよう地域における子育て支援の機

運の醸成を図るため、子育てに関する市民意識の啓発が求められています。 

 就学前人口が減少傾向にある中、保育需要の高まりや地域の実情を踏まえ、長期的な視

点に立った保育サービスの提供が求められています。 

 公立の幼児施設の多くが老朽化しており、限られた財源の中で、適切に管理運営する必

要があります。 
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 特別な保育サービスや配慮を要する児童への保育など、柔軟な対応が求められています。 

 保育ニーズの多様化や幼児施設の老朽化などの課題に対応するため、公民の役割分担

による民間活力の導入が必要です。 

 子育て中の保護者の孤立を防ぎ、児童虐待発生の未然防止・早期発見に努め、子育てや

育児に関する不安の解消や安心して健康な生活を送れるための支援体制の充実が求めら

れています。 

 放課後児童室受け入れ年齢の引き上げに伴う、定員の拡大への対応と放課後の児童の居

場所づくりが求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 保育サービスの充実（子ども保育課） 

高まりゆく教育・保育ニーズに柔軟に対応できるよう、「子ども・子育て支援新制度」の

方針及び「裾野市幼児施設整備基本構想」に基づき、幼稚園及び保育園の認定子ども

園化、民営化を検討していきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

認定こども園化 
対象施設

の研究 

対象施設

の研究 

こども園化

準備 

こども園化

準備 

こども園化

準備 

公立幼児施設の指定管理 

（対象 1 園） 

事業者の

選定 

移行準備

期間 
指定管理 指定管理 指定管理

 

（2） 保育施設の機能充実（子ども保育課） 

施設改修や備品を整備し、園児の安全確保や保育環境の維持向上を図ります。また、

私立幼稚園・保育園が継続的に良好な教育保育が提供できるよう支援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

幼稚園施設の管理運営、運

営助成 
実施 実施 実施 実施 実施 

保育園施設の管理運営、運

営助成 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 幼児教育の充実（子ども保育課） 

子どもたち一人一人の個性と発達の段階を踏まえ、集団生活や遊びを通して健やかな

心身の育成を進めるとともに、幼稚園・保育園・小学校の連携強化を推進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

幼稚園教諭の適正な配置 

※充足率：当初予定人数に

対する配置人数の割合 

92% 100% 100% 100% 100% 

保育士の適正な配置 

※充足率：当初予定人数に

対する配置人数の割合 

94% 100% 100% 100% 100% 

 

（4） 子育て支援体制の充実（子育て支援課、子ども保育課、健康推進課） 

子育て世代と地域の連携を深め、安心して子育てできるよう地域における子育て支援

の機運の醸成を図るとともに、子育てにおける不安を解消し、安心して健康な生活を送る
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ための支援の実施など、子育て世代のニーズに合わせた事業を推進します。 

子育て支援センターの設置箇所数を維持し、各施設の機能充実のため運営助成を行

います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

子育て支援講座等の開催

（子育て支援課） 
年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 

子育て支援センターの運営

補助（子ども保育課） 
4 箇所 4 箇所 4 箇所 4 箇所 4 箇所 

利用者支援事業（健康推進

課） 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5） 放課後の居場所づくりの推進（子育て支援課） 

一時預かりや放課後児童室の充実に努めるとともに地域での居場所づくりを検討し、

保護者の仕事と子育ての両立を支援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

放課後児童室の 6 年生ま

での受入れ可能児童室数 
1 室 4 室 6 室 10 室 10 室 

 

（6） 子育て世帯への経済的支援（子育て支援課） 

乳幼児・こども医療費助成や児童手当の支給など経済的支援を実施するとともに、ひと

り親家庭への支援に関する情報等の積極的な広報に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

医療費助成・児童手当支給 実施 実施 実施 実施 実施 
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1-3 地域医療体制の確保 

 

施策の目的 

市民が心身ともに健康で充実した生活をし、必要なときにかかりつけ医や救急医療機関に

おいて適切な医療・相談などを受けられる医療の環境づくりに取り組みます。国民健康保険を

はじめ、各医療保険は歳出が増加する一方にある中、適切な事業運営を行います。これらの

取組みを通じて、市民一人ひとりが生涯にわたって健康づくりができる、保健医療水準の高い

地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 国民健康保険特定検診受診率を平成 32 年度までに 60%に高めます。（平成 27 年度：

46.9%） 

 「病院、かかりつけ医による医療」の満足度を平成 32 年度までに 35%に高めます。（平成 28

年度市民意識調査：26.6%） 

 

関連計画 

1 すその健康増進プラン（改定版）/5 第 2 期特定健康診査等実施計画/6 裾野市保健事業

実施計画（データヘルス計画） 

 

現状と課題 

（現状） 

 かかりつけ医を持っている人は増加しています。 

 災害時の体制整備について、医師・歯科医師・薬剤師・危機管理部局等と定期的に意見

交換を行い情報の共有を行っています。 

 周辺他市町に比べ、特定健診の受診率高い状況にあります。【平成 26 年度：裾野市：

44.3%、県内市町平均：36.3%】 

 特定検診の受診率向上に向けて、医師会との連携や、市内商業施設の PR への協力など

連携・協力が進んでいます。 

 人口減少や高齢化の進行により、医療需要に対応できるだけの財政措置・人材確保が難

しくなっています。 

（課題と展望） 

 地域において医療及び介護を総合的に確保していくため、「効率的で質の高い医療提供

体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」について検討する必要があります。 

 地域の休日夜間救急医療体制等の更なる充実と持続性の確保が必要です。 

 災害時の医療救護体制の充実と、災害を想定した備えに関する啓発が必要です。 

 国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者が安心して医療を受けられるよう、制度
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改革などにも的確に対応した、健全な事業運営が求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 医療体制の整備（健康推進課） 

必要なときに、身近な“かかりつけ医”を中心に適切な医療が受けられる体制を整備し

ます。 

また、災害時の医療救護体制の整備や適切な健康支援活動が実施できるよう関係機

関との連絡調整を図り、市民に対しても平時からの備えについて啓発します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

かかりつけ医への受診や相

談に関する啓発 
実施 実施 実施 実施 実施 

医師・歯科医師等と連携す

るための会議 
実施 実施 実施 実施 実施 

地域の救急医療体制充実 実施 実施 実施 実施 実施 

災害時の医療救護体制整

備 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 国民健康保険事業の運営・充実（国保年金課） 

新しい国民健康保険制度に円滑に移行できるよう、その準備を進めるとともに、国民健

康保険の被保険者が安心して医療を受けられるよう、健全な事業運営を行います。 

また、生活習慣病の予防につながる健康診査、指導を被保険者に対して行います。市

内商業施設の協力を得て、促進キャンペーンやレシートを使っての PR を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

国民健康保険事業の適切

な運用 
実施 実施 実施 実施 実施 

特定健康診査、特定保健指

導の推進 
実施 実施 実施 実施 実施 

健全な国保財政の運営 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 後期高齢者医療制度の運営・充実（国保年金課） 

保険者である静岡県後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療保険の被保

険者が安心して医療を受けられるよう、事務を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

後期高齢者医療制度の運

営 
実施 実施 実施 実施 実施 
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1-4 地域における福祉の推進 

 

施策の目的 

地域住民一人ひとりが自分でできることは自分の力で行う「自助」、「自助」での解決が難し

いことを地域住民の手を借りて行う「共助」、行政による公的な支援である「公助」が連携しなが

ら、保健や医療、教育などといった専門機関や企業・事業所とのつながりを強化し、地域全体

が日常的に助け合える関係構築に取り組みます。 

急速な進行が見込まれる高齢化に伴い、介護の必要性が高まるとされる後期高齢者の増

加が見込まれます。このため、地域との係わり合いを広げるとともに、介護が必要とならないた

めの予防、その状態を維持・向上するためのサービス提供、認知症への理解と対応を促進し、

高齢者ができる限り長く住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていくことができる、高

齢者も参加した取組みを進めます。 

こうした取組みにより、市民の一人ひとりが、それぞれの個性を生かし、共に支え合い、助け

合いながら、いつまでも自分らしい生活ができる地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 「地域で支えあう環境（福祉ボランティアなど）」の満足度を平成 32 年度までに○%（調整中）

に高めます。（平成 28 年度市民意識調査：6.3%） 

 介護を必要としない高齢者の割合を平成 32 年度まで 89%の水準を維持します。（平成 27

年度：90.3%）【要介護非認定者高齢者数/高齢者数】 

 

関連計画 

7 第 3 次裾野市地域福祉計画/8 第 4 次裾野市地域福祉計画活動計画/9 第 7 次高齢者

保健福祉計画/10 第 6 期介護保険事業計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 地縁関係が生きており、地域に顔の見える関係が残っています。在宅介護者、経験者団体

（裾野市介護家族の会）の活動が活発です。 

 平均自立期間（お達者度）が県内市町でも長い状況にあります。【平成 25 年：男 9 位、女７

位 県健康増進課】 

 高齢化率が、全国平均、県平均に比べて低い状況にあります。【裾野市 23.0％ 県 27.0％ 

全国 26.0％】 

 生活保護受給者（被保護人員）数は、平成 26 年度に 1、318 人で、平成 22 年の 600 人か

ら比べると 2 倍以上増加していますが、保護率（対人口千人）は 2.1‰で、静岡県の 8‰を

下回っています。 
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 近所付き合いの考え方が変化しています。平成 27 年調査と平成 22 年調査では、「親しく

相談したり助け合ったりするのは当然である」が 13.5 ポイントのマイナスとなっています。 

 高齢者人口・高齢化率は地域により隔たりがありますが、全市的に一人暮らしが増え、つな

がりが薄れる傾向にあるといえます（孤立・無縁化）。 

 今後、高齢者が増加することが見込まれます。【平成 32 年度：高齢化率 27.2％（第 6 期介

護保険事業計画）】  

 要介護・要支援の認定者及びその割合の増加が見込まれます。【32 年度：2,019 人、

15.2％ 同】 

 介護保険分野での新規サービスの立地が低調です。【平成 25 年度：保険給付額県内 23

市中 21 位 厚生労働省介護保険事業状況報告】 

（課題と展望） 

 誰もができる限り長く住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていくことができる、少

子高齢化社会に対応した福祉サービス基盤の整備が求められています。 

 高齢化の進展による、認知症に関わる方の増加、生活形態の多様化による地域との係わり

合いの少ない高齢者の増加といった、新たな課題への適切な対応が求められています。 

 在宅介護、認知症高齢者や独居者に関する相談・支援を充実する必要があります。 

 多様化・複雑化するニーズに対し、福祉サービスの担い手の多様化を図る必要があります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 切れ目のない福祉の推進、地域連携の強化（社会福祉課、介護保険課） 

市民の地域福祉への理解を深めることで、地域で助け合うことができる暮らしやすい地

域となるよう意識啓発に努めます。 

さらに進行する高齢化やいつ起こるか分からない災害に備え、市民、地域、サービス提

供主体などが一体となった地域福祉の体制整備に取り組みます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

      

ボランティア養成講座の実

施（介護保険課） 
3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

 

（2） 地域福祉サービスの充実（社会福祉課） 

ボランティア活動への参加を推進するなど、福祉に触れる機会を多く設けることで、将

来の福祉を支える人材を育成していきます。社会福祉協議会と協働して、地域福祉を推

進します。 

分かりやすい福祉に関する情報提供に努めるとともに、相談員の人数と質の確保をす

るなど、情報提供・相談体制の充実を図ります。 

子ども、障がいのある方や高齢者など、さまざまな方々が集まるような福祉の拠点づくり

を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
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（3） 生きがい対策の推進（社会福祉課） 

高齢者がもつ知識・技術・経験を生かすことのできる場と機会の確保。敬老事業や行

事を通して地域における交流や仲間づくりを支援。裾野シニアクラブ、シルバー人材セン

ター等の高齢者の活動を支援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

      

 

（4） 福祉サービスの充実（社会福祉課） 

市民の生活を支援することを目的に、できるだけ細かいニーズにも対応できるように、

高齢者や要介護認定者、障がいのある方、子育て世帯等を対象に福祉サービスを提供

します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

      

 

（5） 国民年金事業（国保年金課） 

国民年金事業の手続きと国民年金への加入啓発を、日本年金機構と連携し行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

国民年金事業の適切な運

用 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（6） 介護保険事業（介護保険課） 

要介護・要支援の状態となり、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、看護・療養上

の管理等の医療が必要な人に対して、保健医療サービス・福祉サービスを提供します。 

また、認知症を念頭に、要介護・要支援の状態となるのを防ぐための支援を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

サービス提供体制の拡充 

地域密着

型デイサ

ービス移

管／多職

種研修実

施 

新総合事

業開始／

小規模多

機能型居

宅介護事

業所開設

居宅支援

事業者移

管／在宅

医療・介護

連携に関

する相談支

援開始 

新サービ

ス事業者

選定 

新サービ

ス施設開

設 

介護予防講座修了者の組

織化（一般介護予防事業） 
年 2 団体 年 2 団体 年 2 団体 年 2 団体 年 2 団体

常設型サロン設置（一般介

護予防事業） 
 

常設型サ

ロン開始 
運営 運営 運営 

認知症総合支援事業の実

施 

認知症カ

フェ開始

／ケアパ

スの配布

関係機関

との調整 

初期支援

チーム事

業開始 

支援チー

ム事業実

施 

事業見直

し 

 

  



35 

1-5 障がい福祉の推進 

 

施策の目的 

幼児期から学齢期を経て社会に出られるまでの間、切れ目のない、障がい福祉サービスの

提供を行うことで、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら、地域の中で障がいのある人がその人らしい自立した生活を送れる地域社会の実

現を目指します。 

 

 

達成目標 

 自立支援サービスの支給決定件数を平成 32 年度までに 1,000 件に増加させます。（平成

27 年度：867 件） 

 

関連計画 

11 第 4 次裾野市障がい者計画/12 第 4 期裾野市障がい福祉計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 障害者総合支援法に基づき、地域における障がい福祉に関する関係者の連携及び支援

の体制に関する地域協議の場として 3 市 3 町により駿豆地区障がい者自立支援協議会が

設置されています（三島市、裾野市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町。H23 年 2 月）。 

 地域協議会での課題を協議する場として駿東田方圏域自立支援協議会が設置されていま

す（沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町。

H25 年 12 月）。 

 裾野市障がい福祉事業所連絡会を設置し、当市におけるサービス提供事業所との連携が

強化されています（H26 年 8 月）。 

 裾野市障がい福祉事業所連絡会内に就労部会を設置し、就労系サービス事業所との連

携が強化されています（H27 年 8 月）。 

 自立支援サービス等における計画相談の導入に伴い、相談支援事業所連絡会を設置（平

成 27 年 4 月）し、相談支援事業所との連携強化及び情報交換が図られています。 

 障がい者の社会参加を促進する事業が少ない状況にあります。 

 発達の気になる幼児に対する相談支援機関が 3 事業所と少ない状況にあります。 

（課題と展望） 

 ライフステージに応じ、障がい児サービスから障がい者サービス、障がい者サービスから介

護保険サービスへのスムーズな移行が必要です。 

 市内の障がい福祉事業所は増加しています。今後もさらなる提供サービスの充実が求めら
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れています。【事業所数 H23 末：7→H27 末：17】 

 関係機関と協力し、市内企業に対して障がい者雇用への理解促進、情報提供が必要です。 

 多様化するサービスの迅速で丁寧な情報提供・相談支援体制の強化が必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 障がい福祉サービスの充実と地域移行支援の推進（障がい福祉課） 

障がいの特性やライフスタイルに応じて、必要なサービスを提供します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

障がい福祉サービスの提供 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 障がい者の社会参加の推進（障がい福祉課） 

障がいのある人の余暇活動の支援を図り意識向上に努めるとともに、社会参加しやす

い環境を整備するとともに、活動の場の情報提供を充実させます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

一般就労者対策事業（カラ

マの会）の開催 
12 12 12 12 12 

障がい者スポーツ教室の開

催 
6 6 12 12 12 

 

（3） 幼児期の相談体制の充実（障がい福祉課） 

幼児の多様な支援を把握し、児童発達支援事業所やサービス提供につなげるために、

それぞれの特性に応じた専門性の高い相談支援を関係部署、関係機関と連携し進めま

す。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

庁内連携会議の開催 3 3 3 4 4 

民間を含めた連携会議の開

催 
2 2 2 4 4 
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＜施策の大綱 2＞成長するよろこびと地域のつながりで心の豊かさを育む「すその」 

  

＜施策の大綱 2＞ 

成長するよろこびと地域のつながりで心の豊かさを育む「すその」 

2-1 学校教育の充実 

将来の夢や目標を持っている児

童生徒の割合 小学生：90%,中学

生：80%（H27：） 

指導内容等で連携している学校

の割合 100%（H27：57%） 

2-2 生涯学習の充実 

「生涯学習センター・公民館を拠

点とする生涯学習活動」の満足度 

36%（H27：16%） 

生 涯 学 習 セ ン タ ー 利 用 者 数 

73,200 人（H27：64,722 人） 

東西公民館・東地区コミセン利用

者数 30,000 人（H27：29,480 人）

（1） 学習環境の充実 
（2） 学習機会の充実 
（3） 公民館活動の充実 

2-3 青少年の健全育成 青少年健全育成に関する事業参

加者数 800 人（H27：647 人） 

（1） 青少年の育成支援 
（2） 育成主体への支援 

2-4 スポーツ・レクリエ

ーションの振興 

週 1 回以上（30 分以上）の運動習

慣のある市民 50%（H27：48.8%） 

市内の公共スポーツ施設の年間

利 用 者 数  400,000 人 （ H27 ：

307,710 人） 

（1） 生涯スポーツの推進・振興 
（2） スポーツ関連施設の整備・充実

2-5 文化の振興・保存 

市民文化センター利用者数 

200,000 人（H27：190,119 人） 

図書館資料の貸出者数 70,000

人（H27：60,251 人） 

図書館の入館者数 130,000 人

（H27：128,959 人） 

（1） 文化財や文化活動の保存・保

護 
（2） 文化活動の振興 
（3） 図書館サービスの充実 

施策の柱 達成目標 施策実現の手段（基本事業） 

（1） 豊かな人間性、生きる力の育成

（2） 健やかな成長の推進 

（4） 学校の教育力の向上 
（5） 学校環境の充実 
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2-1 学校教育の充実 

 

施策の目的 

教育の普遍的な方向性は「ひとづくり」であり、社会が変化していく中でも、裾野市らしい「ひ

とづくり」の取組みが必要です。豊かな心を育む教育を進めること、そのために学校の教育力

を高めること、学び生活する場として安全安心な学校づくりをすすめることを通じて、こころざし

を持ち、裾野市らしい豊かな人間性あふれる子どもが育つ地域社会づくりを目指します。 

 

達成目標 

 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合を平成 32 年度までに小学生は 90%、中学

生は 80%に高めます。（平成 27 年度：小学生 83%、中学生 71%） 

 指導内容等について近隣の小学校（中学校）と連携している学校の割合を平成 32 年度ま

でに 100%に高めます。（平成 27 年度：57%） 

 

関連計画 

15 裾野市教育振興基本計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 学習支援拠点2の設置、運営により、教職員の資質向上を進めています。 

 市講師、支援員、ふれあい教室指導員の配置し、一人一人の児童生徒に寄り添う教育を

進めています。 

 学校支援地域本部を全中学校区に設置し、地域の人材の活用や多様な体験機会の創出

を進めています。 

 全学校の普通教室、特別教室で無線 LAN を整備しています。 

 給食の満足度が高い状況にあります。【給食はおいしい 「そう思う」、「少しそう思う」で

92.9%（教育に関するアンケート）】 

 JA なんすんのふれあい市のメンバーを中心とする生産者が、学校給食用食材を提供して

います。 

 各学校の設置された地域の状況などから、学校によって学級数に差が生じています。 

（課題と展望） 

 より切れ目のない教育環境づくりのため、幼保小中の連携が求められています。 

 一人ひとりの個性を伸ばす教育の推進や、地域との連携による教育力の向上が求められ

                                                
2 学習支援拠点：当市では、生涯学習センターに「学びの森」を設置。専門の指導員を配置し、教職員の資質向上

や授業改善への支援、学校と地域との連携支援を行う。また、学びあえる研修交流の場としての教育サロン的な役

割を担う。 
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ています。 

 特別支援児童生徒や不登校児童生徒などへのきめ細やかな支援が求められています。 

 ICT 機器等の整備など、あらたな技術を活用した教育方法への対応が必要です。 

 学校施設の耐震化や老朽化の進む施設の更新が必要です。 

 長期的な視点で少子化による児童生徒数の変動を捉え、市域形態の特性から、散在して

いる学校施設について、限りある財源の中でどのように有効利用や維持修繕・更新していく

かの検討が必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 豊かな人間性、生きる力の育成（学校教育課） 

子どもたちが将来の夢と希望を持って成長できるよう、感性を磨き、好奇心を高め、創

造性を育む教育を推進します。そのために、地域や社会における経験・体験学習（キャリ

ア教育）の充実や、読書活動、郷土学習の充実を図ります。職業体験等の体験的な活動

や講演会等、発達段階に応じたキャリア教育を推進します。外国語に慣れ親しむ学習を

通じ、国際理解を進め、世界で活躍できる人材の育成を目指します。 

また、学校支援地域本部事業など、地域の人材の活用を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

「ほんものとふれあう学習3」

の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

各校による朝読書、読み聞

かせ等読書活動の実施・推

進 

実施 実施 実施 実施 実施 

総合学習での「ふるさと学

習」の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

職業体験等の体験的な活

動等、発達段階に応じたキ

ャリア教育の実施 

実施 実施 実施 実施 実施 

小 中 学 校 へ の 質 の 高 い

ALT の派遣 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 健やかな成長の推進（学校教育課、教育総務課） 

子どもたちの健康教育の充実を図り、体力作りを推進することをとおして、健やかな成

長を目指します。学校給食の安全を徹底するとともに、より効率的な施設の整備や管理

運営方法についての検討・改善を進めます。また、給食を通じた食育の推進を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

体力向上の推進（小学校：１

校１運動、中学校：部活動

の充実）（学校教育課） 

実施 実施 実施 実施 実施 

望ましい生活習慣の取組、

家庭との連携（学校教育課） 
実施 実施 実施 実施 実施 

健康診断の実施と事後指導

の実施（学校教育課） 
実施 実施 実施 実施 実施 

                                                
3 ほんものとふれあう学習：すぐれた文化、芸術やトップアスリートに触れる機会を創出するため、外部講師・アスリ

ート・芸術家等を招へいできるよう事業費を学校へ交付する事業。 
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給食を通した栄養教諭、栄

養士による食育指導 

（教育総務課） 

実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 一人一人を大切にする教育の推進（学校教育課） 

問題行動や、いじめ・不登校の予防・解消に向けた取組みの強化のため、いじめ防止

基本方針の策定や、スクールカウンセラー等を活用した相談・支援体制等の充実を進め

ます。特別な支援が必要な児童生徒に対し、特別支援員の配置等により指導の充実を

図り、また、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しての就学

援助を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

各校いじめ防止基本方針に

基づいた組織的な対応 
実施 実施 実施 実施 実施 

ふれあい教室との連携によ

る不登校児童生徒の支援 
実施 実施 実施 実施 実施 

落ち着いた学習環境を作る

ため全小学校への支援員

の配置 

実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） 学校の教育力の向上（学校教育課、教育総務課） 

教職員の資質能力、実践的指導力向上に努め、基礎基本を重点にした学力の定着を

図ります。そのために、学習支援拠点の運営や、学力向上ボランティアによる放課後等の

学習支援を推進します。また、小中学校の 9 年間を一体のものととらえ、発達段階を踏ま

えた教育内容と方法の継続性、系統性を重視した小中連携教育を推進します。 

ICT 機器を効果的に活用し、分かりやすい授業づくりを進めるため、デジタル教科書や

タブレット端末等の整備、校内無線 LAN の拡充等を検討するとともに、教員の ICT 活用

能力の向上を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

学習支援拠点「学びの森」

運営事業の推進 

（学校教育課） 

実施 実施 実施 実施 実施 

学力向上ボランティア事業

による学習支援 

（学校教育課） 

実施 実施 実施 実施 実施 

市講師、支援員の配置 

（学校教育課） 

全小中学

校へ配置

全小中学

校へ配置

全小中学

校へ配置

全小中学

校へ配置 

全小中学

校へ配置

ICT 機器の整備 

（教育総務課） 

パソコン整

備計画の

検討 

校務用パ

ソコンの整

備 

小中学校

パソコン室

機器等整

備 

校務用パ

ソコンの整

備 

小中学校

パソコン室

機器等整

備 

ＩＣＴ活用研修会等の実施 

（学校教育課） 
年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

 

（5） 学校環境の充実（教育総務課） 

学校施設の耐震化や老朽対策を進めるとともに、トイレの洋式化等、児童生徒が安全、

安心に学校生活が送れるよう学校環境の改善を図ります。また、照明器具の LED 化等、
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環境に配慮した施設整備や、施設のユニバーサルデザイン化に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

学校施設耐震化の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（6） 地域に開かれた学校づくりの推進（学校教育課） 

学校、地域、家庭がそれぞれに抱える要望や課題を共通理解し、同一歩調で教育の

向上に努めるため、各学校において PTA をはじめ、地域の各種団体やボランティアとの

連携を推進します。地域ぐるみで学校を支援し、子どもたちを育む活動を推進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

ＰＴＡとの連携 実施 実施 実施 実施 実施 

学校支援地域本部事業の

推進 
実施 実施 実施 実施 実施 
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2-2 生涯学習の充実 

 

施策の目的 

市民が学習意欲に応じて学習機会が得られるよう、より魅力あるプログラムを提供することに

より、市民一人一人が生涯にわたって生きがいを持って活動できる地域社会の実現と学習環

境の更なる充実を目指します。 

 

達成目標 

 「生涯学習センター・公民館を拠点とする生涯学習活動」の満足度を平成 32 年度までに

36%に高めます。（平成 28 年度市民意識調査：16.0%） 

 生涯学習センター利用者数を平成 32 年度までに 73,200 人に増加させます。（平成 27 年

度：64,722 人） 

 東西公民館・東地区コミュニティセンター利用者数を平成 32 年度までに 30,000 人に増加

させます。（平成 27 年度：29,480 人） 

 

関連計画 

15 裾野市教育振興基本計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 自ら学習に取り組むだけでなく、活動の成果を地域等で発揮する団体があります。 

 生涯学習センターの利用者数、利用件数、稼働率が増加傾向にあります。【利用者数 H22

年：42,406 人→H27：64,722 人、 利用件数 H22 年：2,937 件→H27 年：3,745 件、 稼働

率 H22 年：55.1％→H27 年：69.1％】 

 教養講座において、市民提案型講座を増枠しました。【市民提案型講座数 H22 年：0 件

→H27 年：1 件→H28 年：4 件】 

 毎年、教養講座受講生から新しい団体が立ち上がっています。 

 東西公民館は、図書館との複合施設として裾野駅近くに立地しており、来館しやすい環境

にあります。 

 人材登録制度「身近な先生」の登録者、利用者が増えていない状況です。 

 施設の耐用年数経過や設備の消耗により維持費が増加していくことが考えられます。 

（課題と展望） 

 学習へのニーズの高まりに応える講座等の開催が求められています。また、時代のニーズ、

トレンドに合わない講座を縮小していく必要があります。 

 生涯学習センターの利用者数、利用件数、稼働率の増加を維持するとともに、持続可能な

サービスを提供できる仕組みの構築が求められています。 
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施策実現の手段（基本事業） 

（1） 学習環境の充実（生涯学習課） 

生涯学習センターの適切な保守点検と計画的な維持・改修に努め、施設利用者の快

適性・安全性を確保します。また、指定管理者制度の導入を検討し、地域力と民間活力

による生涯学習センターの有効活用と利便性向上を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

生涯学習センターの適切な

維持管理 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 学習機会の充実（生涯学習課） 

市民が企画・運営する「市民提案型講座」の開催や、講座内容のマンネリ化防止のた

め 5 年を目安に講師を募集して、市民のニーズに対応した学習プログラムを提供していき

ます。また、生涯学習情報誌や各種広報メディアを活用して積極的に学習情報を発信す

るよう努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

教養講座の開催 17 講座 17 講座 17 講座 17 講座 17 講座 

 

（3） 公民館活動の充実（鈴木図書館） 

市民の文化教養の向上に資するため、幅広い年齢層を対象とした公民館講座を開講

するとともに、地域活動を支援するための市民の交流の場として有効活用するため、市ウ

ェブサイトや広報紙等により情報提供していきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

公民館講座の開催と講座内

容の検討 
15 講座 

15 講座／

内容検討

15 講座／

内容検討

15 講座／

内容検討 

15 講座／

内容検討
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2-3 青少年の健全育成 

 

施策の目的 

青少年に関わる様々な事柄が社会問題や教育問題として取りざたされ、その問題は組織化、

広域化、低年齢化が進んでいる傾向にあるため、学校や家庭、地域との連携のもと、青少年

が健全かつ安全に過ごせる環境を整備することにより、地域社会に貢献していくことのできる

青少年の育成を目指します。 

 

達成目標 

 青少年健全育成に関する事業参加者数を平成 32 年度までに 800 人に増加させます。（平

成 27 年度：647 人） 

 

関連計画 

15 裾野市教育振興基本計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 青少年育成関係団体が意見発表会など地域における啓発活動を行っています。 

 青少年育成関係団体の活動内容が固定化している傾向があります。 

 自主財源に乏しく、補助金に依存する団体が多い状況です。 

（課題と展望） 

 青少年育成関係団体や青少年育成活動への支援が必要です。 

 家庭教育力を向上するための体制づくりが必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 青少年の育成支援（生涯学習課） 

青少年リーダーを育成し青少年団体を支援します。青少年の健全育成を目的としたイ

ベントの開催や青少年育成活動の支援など、地域における青少年の健全育成環境を整

備します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

青少年健全育成に関するイ

ベントの開催 
年 5 回 年 6 回 年 6 回 年 6 回 年 6 回 

 

（2） 育成主体への支援（生涯学習課） 

家庭における青少年の健全育成環境を整備します。青少年を持つ保護者を対象にし

た教育を行い、家庭での青少年育成活動を支援します。 
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主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

家庭教育講座の開催 年 4 回 年 6 回 年 7 回 年 8 回 年 10 回 
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2-4 スポーツ・レクリエーションの振興 

 

施策の目的 

高齢化社会が進む中、健康維持としてのスポーツに注目が集まっています。市民が生涯に

わたり健康な生活を送るため、スポーツの振興や体制の整備を目指すとともに、スポーツに親

しむ機会を創出するため各種スポーツイベントの招致等に取り組みます。 

 

達成目標 

 週 1 回以上（30 分以上）の運動習慣のある市民の割合を平成 32 年度までに 50%に高めま

す。（平成 27 年度：48.8%） 

 市内の公共スポーツ施設の年間利用者数を平成 32 年度までに 400,000 人に増加させま

す。（平成 27 年度：307,710 人） 

 

関連計画 

17 裾野市スポーツ推進計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 富士山の麓でスポーツに打ち込める立地の良さがあります。 

 スポーツ振興を総合的に推進できる運動公園があります。 

 時之栖のグラウンドや運動公園のグラウンドなどを合わせ、当地域のサッカー面数は 19 面

となり、日本一の規模を誇ります。 

 学校体育施設を利用者が自主管理しています。 

 総合型地域スポーツクラブが市内にて 4 団体活動しています。 

 スポーツ少年団への加入者数は年々減少傾向で、10 年前に比べ約 80％に低下していま

す。 

 市内にスポーツ合宿に利用出来る宿泊施設が少ない状態です。 

（課題と展望） 

 市民の健康への関心の高まりによるスポーツ人口の増加が予想され、スポーツに親しむ環

境の整備が求められます。 

 ラグビーワールドカップ 2019 や 2020 東京オリンピック・パラリンピックの開催によりスポーツ

への関心が高まると考えられ、大会やスポーツイベントにより増加が見込まれる交流人口へ

の対応が求められます。 

 団体競技から個人競技への移行が進むと考えられ、スポーツ施設利用状況の変化への対

応が求められます。 
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施策実現の手段（基本事業） 

（1） 生涯スポーツの推進・振興（生涯学習課） 

年齢性別や障害の有無、程度に関わらず、市民の誰もがスポーツを楽しむことができ

るよう、スポーツ教室の開催等を通じ、市民のスポーツ参加意欲の高揚を図るほか、市民

の自発的なスポーツ活動の育成や関係諸団体への支援を行います。 

全国大会や国際大会など上位大会への参加を目指した指導の支援に努めます。また、

当市のアピール及び交流拡大、観光・経済の振興等のため、全国レベルの大会・スポー

ツイベントの誘致や開催に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

（調整中）      

 

（2） スポーツ関連施設の整備・充実（生涯学習課） 

スポーツ施設の計画的な整備及び充実を図るとともに、老朽化の進む既存施設の長

寿命化を実施し、施設利用者の安全を確保します。また、指定管理者制度により民間の

ノウハウを活かし、施設の利便性向上を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

運動公園の管理・運営 実施 実施 実施 実施 実施 

市営グランドの管理・運営 実施 実施 実施 実施 実施 

市民体育館の管理・運営 実施 実施 実施 実施 実施 
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2-5 文化の振興・保存 

 

施策の目的 

市内の貴重な文化財や伝統文化を保護・継承し、真に豊かな生活が実感できる社会の実

現のため、市民が文化芸術に親しむ機会の充実や、郷土の誇りである富士山や深良用水に

ついて学習する場の提供を図ります。また、市民に親しまれる図書館づくりに向け、魅力ある

資料展示やイベントの充実及び質の高いサービス提供の取組みを進めます。 

こうした取組みにより、幅広い年代の方々が、生活の中で文化芸術活動に触れ、読書活動

に親しむ、健康文化都市・裾野市らしい地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 市民文化センター利用者数を平成 32 年度までに 200,000 人に増加させます。（平成 27 年

度：190,119 人） 

 図書館資料の貸出者数を平成 32 年度までに 70,000 人に増加させます。（平成 27 年度：

60,251 人） 

 図書館の入館者数を平成 32 年度までに 130,000 人に増加させます。（平成 27 年度：

128,959 人） 

 

関連計画 

15 裾野市教育振興基本計画/18 子ども読書活動推進計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 富士山、深良用水など、世界的な遺産があり、富士山資料館、深良地区郷土資料館、深

良用水特別展示室など、それらを学習できる場があります。 

 文化協会などの、芸術・文化を発信する団体があります。 

 図書館は、東西公民館との複合施設として裾野駅近くに立地しており、来館しやすい環境

にあります。 

 市民活動団体と協力して読書活動推進事業を実施しています。 

 文化協会などの団体に携わる方たちが高齢化しています。 

（課題と展望） 

 富士山世界文化遺産登録に伴い、須山浅間神社をはじめとする関連文化財の適切な保

全や、価値を伝えるための活用の取り組みが求められています。 

 市民文化センターを核に、文化事業や文化活動団体の取組みを広く発信し、市民が文化

芸術に親しむ機会を創出することが求められています。 

 図書館機能と公民館機能について複合的に強化し、多くの世代が興味を持って長時間利
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用できる場所としていくことが求められています。 

 限られた財源の中、老朽化の進む施設の適切な管理運営が求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 文化財や文化活動の保存・保護（生涯学習課） 

市民力を生かした文化財の調査・保全・保存活動に取り組み、ふるさと「すその」への

愛着心を育みます。富士山資料館では、特別展・企画展、講座等の開催をとおし、富士

山に関する情報を発信していきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

富士山資料館を核とした情

報発信 ※入館者数 
9,000 人 10,000 人 11,000 人 12,000 人 13,000 人

 

（2） 文化活動の振興（生涯学習課） 

市民が文化芸術に触れ合う機会の充実を図るため、情報発信と共に活動の成果発表

の機会を創出します。また、文化芸術活動による学校支援を行い、合わせて市民主体の

活動支援として、指導者の育成にも努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市民文化センターの事業充

実 ※利用者数 

192,000

人 

194,000

人 

196,000

人 

198,000

人 

200,000

人 

 

（3） 図書館サービスの充実（鈴木図書館） 

多岐にわたる資料・情報の収集に努めるとともに、図書館ウェブサイトを活用した情報

提供及び携帯端末による資料検索・予約システムの利用促進を図ります。 

また、おはなし会やファーストブック事業など市民活動団体と連携しながら事業を展開

します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

子ども読書活動推進計画の

見直し 

現計画の

推進 

現計画の

推進 

計画見直

し 

次期計画

の推進 

次期計画

の推進 

読書習慣の定着(親子の 

ふれあいの基礎となる読書

定着） 

実施 実施 実施 実施 実施 

講座・講演会の充実 

市民参加型イベントの展開 
実施 実施 実施 実施 実施 
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＜施策の大綱 3＞市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」 

  

＜施策の大綱 3＞ 

市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」 

3-1 市民協働によるまち

づくり、コミュニティづくり

の推進 

「地域や団体などの活動への支

援」の満足度 20%（H27：7.4%） 

区長会参加率 85%（H27：87.1%） 

3-2 誰もが生きがいを

感じられるまちづくりの

推進 

「ワーク・ライフ・バランス」の周知

度 50%（H27：37.7%） 

多様なライフスタイルづくり関連事

業の参加者数（累計） 12,000 人

（H27：2,516 人） 

（1） 男女共同参画の推進 
（2） 多様なライフスタイルの選択が

可能な地域づくりの推進 

3-3 環境負荷の少ない

まちづくりの推進 

環境イベント・環境教育講座数 

30 回（H27：37 回） 

市民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 

850g/人・日（H27：849g/人・日） 

（1） 安全・安心で快適な環境の創造

（3） 地球温暖化対策の推進 
（4） 環境教育の推進 

（6） 斎場の管理と施設更新 
（7） 生活排水処理の推進 
（8） 市営墓地の経営と整備 

3-4 防災・減災対策の

充実 
防災訓練参加者数 23,000 人

（H27：17,964 人） 

（1） 実践的な防災訓練の実施 

（3） 地域防災力の向上 

3-6 交通安全対策の充

実 
交通事故発生件数 250 件（H27：

306 件） 

（1） 交通安全意識の啓発 
（2） 交通安全指導の実施 
（3） 交通安全施設等の設置 
（4） 歩道や通学路の整備 
（5） 被害者等の救済 

施策の柱 達成目標 施策実現の手段（基本事業） 

（1） 自治会（区）や市民活動団体の

連携推進と支援 
（2） 行政職員の意識変革 
（3） 自治会（区）活動の支援 
（4） コミュニティ活動の環境整備 

3-5 防犯体制の充実 
犯罪発生件数 200 件（H27：248

件） 

（1） 防犯活動の支援 
（2） 治安維持体制の強化整備 
（3） 防犯意識の啓発活動の実施 
（4） 防犯施設等の整備育成主体へ

の支援

3-7 消費生活対策の充

実 

消費生活に関する相談件数 480

件（H27：455 件） 

（1） 消費者相談の強化 
（2） 消費者団体への支援や消費者

情報の収集・発信 

3-8 広域 連携に よる消

防・救急体制の充実 

消防団団員数 240 人（H27：240

人） 

火災出火件数 10 件（H27：14

件） 

（1）消防団の体制強化と活動支援 
（2）火災予防、消防、救急体制の強

化 
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3-1 市民協働によるまちづくり、コミュニティづくりの推進 

 

施策の目的 

市民の暮らしを巡る課題が多様化・複雑化する中、課題を解決するため、市民と行政が話し

合い、お互いが新たな役割を見出すまちづくりを推進します。 

自治会（区）は市民にとって地域活動に参加するための も身近なコミュニティ（地域社会）

です。地域の振興のためにはコミュニティの活性化が不可欠であることから、自治会（区）にお

ける地域活動の場づくりなど側面支援を行うことで、地域活動への参加促進と地域が抱える課

題を地域において解決する地域力の高いコミュニティ形成を促進し、良好な市民生活を送るこ

とができる地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 「地域や団体などの活動への支援」の満足度を平成 32 年度までに 20%に高めます。（平成

27 年度：7.4%） 

 区長会参加率を平成 32 年度まで 85%の水準を維持します。（平成 27 年度：87.1%） 

 

関連計画 

19 市民協働によるまちづくり基本方針/20 市民協働によるまちづくり推進計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 自治活動への支援施策があります。 

 子育てや介護予防のための健康づくり、文化、芸術など特色のある NPO（市民活動団体）

があります。 

 市民活動センターを設置し、中間支援が実施されています。 

 自治会（区）加入率は 8 割を超えているものの、減少傾向にあります。 

 既存のコミュニティ組織が十分活用されていません。 

（課題と展望） 

 各地区の状況や課題が多様になる中、自治会（区）が課題解決に取り組めるための環境整

備が求められています。 

 自治会（区）、市民活動団体、学校、企業、行政などが連携できる中間支援組織が求めら

れています。 

 自治会（区）の複雑化する課題解決や、地域住民の地域活動への参加促進のための支援

が求められています。 

 コミュニティ活動の拠点であり、防災時には防災拠点ともなる各地区集会所の整備が求め

られています。 
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施策実現の手段（基本事業） 

（1） 自治会（区）や市民活動団体の連携推進と支援（生涯学習課） 

市民活動センターと連携し、市民活動団体の相談や情報提供、新たに市民活動を始

める方々を対象にした講座などを実施します。また、市民協働によるまちづくりを推進する

ため、自治と協働を一体とした地域づくりを促進し、自治会（区）、市民活動団体、学校、

企業、行政などが、それぞれ連携できるようコーディネートしていきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市民活動センターの運営委

託 
実施 実施 実施 実施 実施 

市民協働によるまちづくり計

画の実施と更新 
更新 

更新 

推進 
推進 推進 

推進 

必要により

見直し 

 

（2） 行政職員の意識変革（生涯学習課） 

職員が正しく市民協働の手法を用いることができるよう、研修を実施します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

職員研修の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 自治会（区）活動の支援（市民課、各支所） 

自治会（区）や市民活動団体などのコミュニティ活動を支援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

西・東地区区長会の事務支

援（市民課） 
実施 実施 実施 実施 実施 

深良地区区長会の事務支

援、市民活動団体の支援

（深良支所） 

実施 実施 実施 実施 実施 

富岡地区区長会の事務支

援、市民活動団体の支援

（富岡支所） 

実施 実施 実施 実施 実施 

須山地区区長会の事務支

援、市民活動団体の支援

（須山支所） 

実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） コミュニティ活動の環境整備（各支所、渉外課） 

地域コミュニティ活動の拠点となり、災害時の防災拠点となるよう、各コミュニティセンタ

ー及び各地区集会所の整備を地域と連携して行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

各コミュニティセンターの管

理運営 
実施 実施 実施 実施 実施 

地区集会所の整備 
建設工事

実施設計
建設工事 休止 休止 実施設計
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3-2 誰もが生きがいを感じられるまちづくりの推進 

 

施策の目的 

これからの人口減少、少子高齢化の進む社会においては、女性も男性も、お年寄りも若者

も、家庭、職場、地域などあらゆる場で、誰もが活躍できる社会づくりが求められています。男

女が互いに尊重し、多様な価値観を認め合い、共に責任を分かち合う、男女共同参画の実現

に取組みます。仕事と子育てや介護などの家庭生活が両立する多様なライフスタイルを可能

にするための環境整備に取り組みます。こうした取組みをとおして、市民一人ひとりのいきいき

とした暮らしの実現を目指します。 

 

達成目標 

 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」という用語の周知度を平成 32 年度までに

50%に高めます。（平成 27 年度：37.7%） 

 平成 27 年度から 32 年度までの多様なライフスタイルづくり関連事業の参加者数を 12,000

人に拡大します。（平成 27 年度：2,516 人） 

 

関連計画 

14 裾野市少子化対策強化基本計画/21 裾野市男女共同参画プラン「はじめのいっぽⅢ」 

 

現状と課題 

（現状） 

 男女共同参画を推進する体制があります（裾野市男女共同参画推進市民委員会）。 

 子育て世代のネットワークづくりや、趣味などの活動へのチャレンジに多くの方が関心を持

っています。また、子育て世代のつながりを目的とした団体活動が行われています。 

 男女共同参画推進講座等への参加者数の推移をみると市民への男女共同参画意識の浸

透が十分だとは言い難い状況があります。 

 審議会等への女性の積極的登用がなされていません。 

 政策・方針決定過程において男性主導で進められている場合が多く見られるなど社会通

念や慣行が根強く残っています。 

（課題と展望） 

 「裾野市男女共同参画プラン策定にあたっての市民意識アンケート調査（H21 実施）」によ

ると、すべての分野において男性に比べて女性で、男性の方が優遇されていると感じてい

る人の割合が高くなっています（男性：60.4%、女性：11.3%）。 

 高齢化の進行により、介護しながら働く現役世代の増加が想定されるため、仕事と生活の

両立を実現する地域づくりが求められています。 

 子育てしやすいまちの実現に向け、子育て世代だけではなく、年代を超えて地域全体が子
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育てに関心を持つ地域づくりが求められています。 

 子育て世代の多様なライフスタイルづくりをサポートするため、子育て世代団体のサポート、

ママパパのチャレンジへのサポートが求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 男女共同参画の推進（生涯学習課） 

あらゆる場において男女が共に責任をもってかかわっていくことを促進するため、仕事

と家庭の両立支援や働き方を見直しや、地域における子育て・介護の支援拠点・相談体

制の充実などワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境の整備とともに一人ひとりの意

識改革を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

男女共同参画推進講座の

実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 多様なライフスタイルの選択が可能な地域づくりの推進（子育て支援課） 

子育て世代の価値観やライフスタイルの多様化に対応した子育て支援イベント等を通

じ、子育て世代のネットワークづくりを応援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

子育て世代団体が参画する

イベントの実施 ※参画団

体数 

30 団体 40 団体 50 団体 60 団体 60 団体 
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3-3 環境負荷の少ないまちづくりの推進 

 

施策の目的 

当市の豊かな環境を将来の世代まで引き継いでいくために、資源循環や地球温暖化防止

に努め、環境保全に取り組む必要があります。環境について共に考え行動する取り組みを進

めることにより、市民一人ひとりが環境保全を意識し、地域全体で環境への負荷を軽減する地

域づくりを推進します。 

 

達成目標 

 環境イベント・環境教育講座の開催数を平成 32 年度まで 30 回の水準を維持します。（平

成 27 年度：37 回） 

 市民 1 人 1 日あたりのごみ排出量を平成 32 年度まで 850 g/人・日の水準を維持します。

（平成 27 年度：849 g/人・日） 

 

関連計画 

22 第 2 次裾野市環境基本計画/23 裾野市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域

施策編）/24 裾野市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編）/25 裾野市一般

廃棄物処理基本計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 ごみの分別と資源のリサイクルの推進により、家庭系ごみの排出量が減少しています。

【H18 年度：12,500t→H27 年度：11,700t（▲6.4%）】 

 自治会（ごみ減量推進協議会）が、ごみの減量に積極的に取組み、ごみステーションを良

好に管理しています。 

 市内河川（12 地点）の水質が改善されています。【水質汚濁度 BOD4年平均値 H18 年：

2.0mg/ℓ→H27 年：1.6mg/ℓ】 

 不法投棄監視員と連携して、不法投棄の防止に努めています。 

 地域住民・ボランティア・市が連携し、のら猫の適正管理（TNR 活動5）に努めています。 

 温室効果ガス排出量の削減に向け、住宅等への再生可能エネルギー機器の設置が進ん

でいます。 

 事業系ごみの排出量の減少が伸び悩んでいます。【H18 年度：4800t→H27 年度：4600t

                                                
4 BOD：生物化学的酸素要求量（BOD=Biochemical Oxygen Demand）。 も一般的な水質指標のひとつであり、河

川水や排水の汚濁の程度を示す。水中の微生物により有機物が分解されるときに消費される酸素の量で、数値が

高いほど有機物による汚染が進んでいることになる。 
5 TNR 活動：Trap（捕獲） Neuter（不妊去勢手術施術） Return（元の場所に戻す）活動 
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（▲4.2%）】 

 環境活動や環境教育に取り組む団体の把握がされていません。 

（課題と展望） 

 騒音や屋外焼却など市民からの問い合わせや要望を踏まえ、快適で住み良い生活環境を

実現する取組みが必要です。 

 より一層の資源循環をはかるため、社会情勢の変化に対応した、ごみ減量やリサイクルへ

の取組みが必要です。 

 温室効果ガス排出量の削減に向けて、時代のニーズや社会情勢を加味した地球温暖化

対策の推進が必要です。 

 環境市民アンケートを反映した、環境教育や環境学習への取組みと環境情報の整備が必

要です。【環境市民アンケート H26 環境情報が得やすい満足度：2.7％】 

 美化センターおよび斎場は、施設の老朽化が進んでいるため、適切な維持管理・更新が

求められています。 

 市営墓地の、社会的動向や市民の将来的な需要を踏まえた計画的な整備が必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 安全・安心で快適な環境の創造（生活環境課） 

大気・水質・騒音の監視と測定などを通じて公害苦情の未然防止と環境の保全を図り

ます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

大気・水質・騒音・振動・悪

臭の苦情件数 
23 件 21 件 19 件 17 件 15 件 

 

（2） ごみの 3R6の推進とごみの適正処理（生活環境課） 

ごみ分別の啓発・指導や資源回収などをおこない、家庭ごみと事業系ごみの３Ｒを推

進します。また、不法投棄の未然防止に努め、環境負荷の少ない循環型社会をつくりま

す。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市民 1 人 1 日当りのごみ排

出量 

860  

g/人・日 

858 

g/人・日 

855 

g/人・日 

853 

g/人・日 

850 

g/人・日 

 

（3） 地球温暖化対策の推進（生活環境課） 

温室効果ガスの中長期的な削減に向けて、再生可能エネルギーを利用する設備機器

や省エネルギー機器の導入促進を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

住宅用太陽光発電設置補

助件数普及率 
10％ 11％ 12％ 13％ 14％ 

 

（4） 環境教育の推進（生活環境課） 

                                                
6 3R：Reduce（減らす）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用） 
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環境イベントの開催や環境情報の提供などを重点プロジェクトと位置付け、意識啓発

や環境行動のきっかけづくりをおこないます。また、市民・事業者等の環境活動への取組

みを支援し、ネットワークの形成の場を設けます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

環境イベント・環境教育講

座の開催 
年 25 回 年 27 回 年 28 回 年 29 回 年 30 回 

 

（5） 廃棄物処理施設の管理と施設更新（生活環境課） 

老朽化したごみ焼却施設の延命化工事を実施し施設の維持管理をおこなうとともに、

より安全で環境負荷の少ない新たな焼却施設の整備を目指します。また、 終処分場の

維持管理を適切におこないます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

美化センターの更新 調査 調査 調査 計画策定 計画策定

 

（6） 斎場の管理と施設更新（生活環境課） 

老朽化した斎場の維持管理をおこなうともに、長泉町と共同で新たな斎場の整備を推

進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

新火葬施設の整備 調査 計画 設計 工事 工事 

 

（7） 生活排水処理の推進（上下水道課） 

生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、下水道認可区域外住宅におけ

る浄化槽の入替等の促進を図りながら、合併浄化槽の普及促進を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

合併浄化槽補助 63 件 76 件 76 件 76 件 76 件 

 

（8） 市営墓地の経営と整備（生活環境課） 

市営墓地の使用者を定期的に募集し、安定した経営をおこないます。また、新たな墓

域の整備や周辺環境に配慮した植栽などをおこない、市営墓地を計画的に整備します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市営墓地の販売 55 区画 55 区画 55 区画 55 区画 55 区画 
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3-4 防災・減災対策の充実 

 

施策の目的 

東海地震が警戒されてから、30 年ほどの年月が経過している中で、今まで大規模な災害が

少なく、地域における防災への関心が薄れていることが懸念されています。実践的な防災訓

練の実施、企業等との協力体制の強化、地域で中心的な役割を担う防災リーダーの育成など

を行い、地震・風水害・富士山火山などの災害に対する効果的な対応のできる地域づくりを進

めます。また、必要な情報発信を行うことで市民の防災意識を高め、各種災害から市民の生

命や財産を守り、被害を軽減する、防災・減災の備えがなされた地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 防災訓練参加者数を平成32 年度までに 23,000人に増加させます。（平成27 年度：17,964

人） 

 

関連計画 

26 裾野市地域防災計画/27 裾野市水防計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 地震で観測される震度が、近隣地域に比べ低い傾向にあります。 

 富士山火山防災対策協議会を始め、防災の為の協議会に参画しています。 

 大企業からの支援物資の提供など、災害時の支援協力体制を構築しています。 

 地域地震防災指導員による各地区への防災指導を通して、防災能力の向上が図られてい

ます。 

 道路橋の耐震補強補修事業は、社会資本総合整備事業で取組んでいます。 

 道路橋の適切な修繕に向けて、定期点検を実施しています。 

 比較的大災害を経験していないので、防災体制の整備や訓練参加への意識・関心が薄れ

ていることが懸念されています。 

（課題と展望） 

 計画的な防災訓練の実施による、市民の防災意識の向上が求められています。 

 市の資機材備蓄計画を推進するにあたり、防災倉庫や備蓄倉庫が点在している現状を踏

まえ、大型の資機材備蓄倉庫の検討・整備が求められています。 

 災害時のボランティア活動の支援体制の整備が求められています。 

 限られた財源の中、道路橋等を維持管理していくためには、耐震補強工事を老朽化対策

事業（長寿命化修繕）とあわせて実施するなど、効率的な工事の実施が求められています。 

 災害時に救急・救援活動や救援物資の輸送などを円滑に実施するため、市緊急輸送路等
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の橋梁、第一次緊急輸送路である東名高速道路の跨道橋の安全確保が求められていま

す。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 実践的な防災訓練の実施（危機管理課） 

各種災害に対する効果的・効率的な対応に向けて実践的な訓練実施を推進するため、

各地区の自主防災組織と市災害対策本部の連携を図るとともに、必要な情報の提供に

努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市災害対策本部運営図上

訓練の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 防災・減災に向けた協力体制の強化（危機管理課） 

防災・減災機能の強化の観点から、地域と行政及び企業等の協力体制を強化するた

め、企業等との防災協定の締結を推進し、合同での防災訓練を計画していきます。また、

事業所が作成する富士山火山避難確保計画の策定を支援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

合同での防災訓練の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 地域防災力の向上（危機管理課） 

自主防災組織が自主的に活動できる体制を推進していくため、地域地震防災指導員

等と連携し、イメージ TEN7や HUG8を実施し、地域防災リーダーの養成に努めます。また、

土砂災害から人命を守るための訓練実施を自主防災会等に要請するとともに、その指導

者育成のための訓練を計画します。防災体制の見直しにあたっては、女性の意見を取り

込むことができやすくするよう、女性の防災会議委員の増員を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

イメージ TEN や HUG の実

施 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） 防災・減災に関する情報発信の充実（危機管理課） 

防災に関する説明会や研修会等を行うとともに、市ウェブサイトでは市の地域防災計画

をアップするなど発信情報の充実を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市の地域防災計画や自主

防災組織活動の手引き等

の修正や更新 

実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5） 道路橋の適正な維持管理・更新（道路保全対策室） 

                                                
7 イメージＴＥＮ：Image(想像) Training(訓練)＆Exercise(演習) of Neighborhood(隣近所)の略で、イメージする課題

が 大 10 題付与されることも「TEN」の由来です。 
8 HUG：Hinanzyo（避難所）、Unei（運営）、Game（ゲーム）の略で、静岡県が開発した避難所の運営を学ぶゲーム。 
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市緊急輸送路等の橋梁の耐震補強及び補修を実施し、落橋を防ぎ通行の確保を図り

ます。また、東名高速道路（第一次緊急輸送路）の跨道橋については、集約・再編も検討

し、補修工事及び撤去を実施します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

道路橋の耐震補強の検討

及び耐震補強工事の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

  



61 

3-5 防犯体制の充実 

 

施策の目的 

平成 18 年に約 860 件だった犯罪認知件数は減少しているものの、現状では約 250 件の犯

罪が認知されています。平成 25 年度に裾野警察署が新設され、より地域に密着した防犯対

策が可能となっていますが、地域や関係団体と行政が一体となって防犯体制を強化すること

により、犯罪の無い地域社会の実現を目指します。 

 

達成目標 

 犯罪発生件数を平成 32 年度までに 200 件に減少させます。（平成 27 年度：248 件） 

 

現状と課題 

（現状） 

 全国的に増加傾向にあった刑法犯罪は、平成 14 年をピークに平成 25 年まで 11 年連続

で減少しています。加えて、裾野警察署が開署したことで、犯罪の抑止効果が高まってい

るといえます。 

 地域安全推進員などが、充実した防犯教室を実施しています。 

 高齢化が進んでいて、振り込めサギなどのターゲットとなる世代が増加しています。【静岡

県内の発生件数 H26:161 件→H27:286 件】 

（課題と展望） 

 防犯パトロールや防犯教室などの防犯活動の実施や、防犯灯などの防犯施設の整備を進

めるなど、犯罪の減少に努める必要があります。 

 高齢者に対して、犯罪等の情報提供や防犯意識の高揚を図る施策が求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 防犯活動の支援（危機管理課） 

市民ボランティア等による防犯パトロールを推進し、市民協働による青色防犯パトロー

ルの推進などの防犯体制の強化を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

地域安全推進員等と防犯

パトロールを実施 
月 3 回 月 3 回 月 3 回 月 3 回 月 3 回 

 

（2） 治安維持体制の強化整備（危機管理課） 

警察や、地域安全推進員と連携し、園児・児童のみを対象とした防犯教室のみならず、

高齢者を対象とした振込詐欺防止のための防犯教室を開催します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

防犯教室の開催 年 25 回 年 25 回 年 25 回 年 25 回 年 25 回 
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（3） 防犯意識の啓発活動の実施（危機管理課） 

各地区のイベントのみならず、フェスタすそのやコミセン祭などのさまざまな機会を捉え、

防犯意識の啓発活動を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

イベント等での防犯啓発活

動の実施 
年 5 回 年 5 回 年 5 回 年 5 回 年 5 回 

 

（4） 防犯施設等の整備（危機管理課） 

治安保持機能の充実を図るため、防犯灯の高照度化を推進し、各地区の防犯灯の

LED 化への支援をするために、補助金の充実を図ります。 

裾野駅・岩波駅の駐輪場に市が防犯カメラを設置し、自転車盗の減少に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

ＬＥＤ防犯灯の設置に対し

て補助金を交付 
年 250 基 年 250 基 年 250 基 年 250 基 年 250 基 
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3-6 交通安全対策の充実 

 

施策の目的 

平成 16 年に約 580 件発生していた人身事故発生件数は減少しているものの、現状では約

300 件発生しています。平成 25 年度に裾野警察署が新設され、より地域に密着した交通安全

対策が可能となっていますが、交通安全に対する意識啓発のためのイベント、教室などの実

施や、交通安全施設などの整備を進めることで、地域・学校・関係団体と行政が一体となり、交

通事故から市民の生命と財産を守る地域づくりを進めます。 

 

達成目標 

 交通事故発生件数を平成 32 年度までに 250 件に減少させます。（平成 27 年度：306 件） 

 

関連計画 

28 第 10 次裾野市交通安全計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 交通事故数が減少してきています。交通指導員や交通安全指導員等の活動が根付いて

いると言えます。 

 交通指導員と交通安全指導員との連携した活動により、子供たちの交通安全意識を高め

ることができています。 

 一般のボランティアによる見守り活動により、児童の通学時での安全性が高められています。 

 公共交通機関が網羅されていないため、通勤等での自動車の利用者が多く、朝夕の渋滞

が発生することで、追突などの交通事故発生のリスクが高まっています。 

（課題と展望） 

 交通教室等を開催することで、交通安全意識のさらなる向上を図る必要があります。 

 カーブミラー等の交通安全施設の継続した整備が必要です。 

 歩道の整備がなされていない通学路について、必要に応じて整備を行う必要があります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 交通安全意識の啓発（危機管理課） 

児童生徒や高齢者を対象として、警察と交通指導員との連携により交通教室を開くな

ど、市民の交通安全意識の啓発を図ります。 

主な取組み H28 年

度 

H29 年

度 

 H30 年

度 

H31 年

度 

H32 年

度 

交通教室の開催 年 70 回 年 70 回  年 70 回 年 70 回 年 70 回

 

（2） 交通安全指導の実施（危機管理課） 
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交通指導員との効果的な連携により、通学路における早朝の街頭監視や夏祭り等の

地域のイベントにて交通安全指導を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

交通指導員と連携した交通

安全指導等の実施 
年 50 回 年 50 回 年 50 回 年 50 回 年 50 回 

 

（3） 交通安全施設等の設置（危機管理課） 

交通安全案内標識や歩道等の交通安全施設の設置のみならず、既存の安全施設の

修繕や通学路におけるグリーンベルト9等の設置改良を効果的・効率的に進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

外側線やグリーンベルトの

設置・修繕 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） 歩道や通学路の整備（建設課） 

生徒・児童をはじめとした歩行者の安全を確保するために、歩道や通学路の整備を効

果的に進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

歩道の設置及び通学路の

整備 

用地取得

工事 

用地取得

工事 

用地取得

工事 

用地取得 

工事 

用地取得

工事 

 

（5） 被害者等の救済（危機管理課） 

交通災害共済や交通事故相談などにより、交通事故の被害者の救済を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

交通災害共済の運営 
加入者数

の維持 

加入者数

の維持 

加入者数

の維持 

加入者数

の維持 

加入者数

の維持 

交通事故相談の実施 月 4 回 月 4 回 月 4 回 月 4 回 月 4 回 

 

  

                                                
9 グリーンベルト：自転車や歩行者の通行帯を明確にする路面標識 
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3-7 消費生活対策の充実 

 

施策の目的 

情報基盤の高度化や商取引の複雑化などもあって、不公正な商取引等による消費者被害

が増加傾向にあります。また、持続可能な地域づくりや環境保全などのため、社会的にも公正

で、環境に配慮した消費行動が求められています。これらの課題に対応するため、相談体制

の充実や、消費者団体の支援、消費者知識の普及啓発の推進、迷惑電話撃退対策導入の

研究などを通じ、市民が、安全で安心な消費生活を送ることのできる地域社会の実現を目指

します。 

 

達成目標 

 消費生活に関する相談件数を平成 32 年度まで 480 件の水準に抑制します。（平成 27 年

度：455 件） 

 

現状と課題 

（現状） 

 消費生活センターの体制を強化し、広報紙等による情報発信を積極的に行ってきているこ

とから、数多くの相談への対応をしています。【平成 27 年度の市民一人当たりの相談件数：

455 件（県内 3 位）】 

 消費者団体の活動が継続されており、啓発活動が行われています。 

 消費者被害の発生等の情報提供等、注意喚起が無線放送で即時に行われています。 

 裾野警察署の設置により、巡回等が積極的に行われ、消費者被害の防止につながってい

ます。 

 全国的に、商取引等による消費者被害の件数並びに被害金額が増加傾向にあります。 

（課題と展望） 

 消費生活に関するトラブルの高度化・複雑化が進んでいることから、相談窓口の明確化、

適切な相談機会の提供や、被害事案発生の防止への取組みが求められています。 

 迷惑電話撃退装置の設置推進など、消費者被害の未然防止について研究する必要があ

ります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 消費者相談の強化（商工観光課） 

消費生活センターによる相談体制を充実し、事後の相談・斡旋等の問題解決や、専門

家等による相談対応に努めるとともに、出前講座などの啓発活動を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

消費生活相談事業の実施 460 件 465 件 470 件 475 件 480 件 
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（2） 消費者団体への支援や消費者情報の収集・発信（商工観光課） 

消費者団体等への支援による消費者市民としての意識高揚を図るとともに、近隣市町

や消費者団体と連携した情報収集により、啓発活動、情報発信を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

広報紙への情報掲載 毎月掲載 毎月掲載 毎月掲載 毎月掲載 毎月掲載

消費生活講座の開催 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 
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3-8 広域連携による消防・救急体制の充実 

 

施策の目的 

平成 28 年度に始動した広域消防組合「富士山南東消防本部10」への支援や裾野市消防団

体制の充実により、消防・救急体制の整備を進めるとともに、市民の防火意識を高めることによ

り、火災・救急事象の未然防止に努め、市民の生命、身体及び財産を、火災等の災害から守

る地域づくりを進めます。 

 

達成目標 

 消防団団員数を平成 32 年度まで 240 人を維持します。（平成 27 年度：240 人） 

 火災出火件数を平成 32 年度までに 10 件に減少させます。（平成 27 年度：14 件） 

 

現状と課題 

（現状） 

 条例定数で定める団員数を確保した消防団体制を構築しています。【H27 年度：条例定数

240 名を確保】 

 大規模災害時には、分団詰め所で災害時消防活動支援隊による、消防団活動の後方支

援体制を構築しています。 

 近年の災害では、消防団では対処できない多様化、特異化した事案が増えています。 

 消防団協力事業所の登録が伸び悩んでいます。 

（課題と展望） 

 消防団員のなり手が少ない中にあっても、団員確保に努める必要があります。 

 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行を受け、消防団の装備、

資機材の整備が必要です。また、老朽化している消防団車両、施設の整備が必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 消防団の体制強化と活動支援（危機管理課） 

火災や水害等の発生時に地域防災活動を担う消防団を強化するため、減少傾向にあ

る団員の確保を図り、活動・運営の支援、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に

関する法律」の施行を受け、消防団の装備、資機材の整備を引続き進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

消防団員の確保 240 名 240 名 240 名 240 名 240 名 

消防団の装備、資機材の整

備 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

                                                
10 富士山南東消防本部：当市、三島市、長泉町の 2 市 1 町を構成市町として、平成 28 年 1 月 22 日付けで静岡

県知事の一部事務組合設置許可を得て、平成 28 年 4 月 1 日付けで運用を開始した、広域消防組織。 
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（2） 火災予防、消防、救急体制の強化（危機管理課） 

当市、三島市、長泉町を構成市町とする富士山南東消防本部により、広域化によるス

ケールメリットを生かした効果的・効率的な消防体制を構築します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

富士山南東消防組合の管

理運営 
実施 実施 実施 実施 実施 
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＜施策の大綱 4＞豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」 

  

＜施策の大綱 4＞ 

豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」 

4-1 裾野市らしいまちづ

くりの推進 
立地適正化計画の策定 30 年度

策定 

4-2 活気に満ちた市街

地整備の推進 
裾野駅西区画整理事業の事業計

画・実施計画の変更 30年度変更

（1） 中心市街地の整備 
（2） 裾野駅周辺部の整備・活性化 
（3） 岩波駅・裾野 IC 周辺整備の推

進 
（4） 深良地区まちづくり整備の推進 
（5） 市街地の低未利用地の活用 

4-3 快適な住環境の創

出 

市民 1 人あたりの都市公園等面積 

22.6 ㎡/人（H27：4.2 ㎡/人） 

新設住宅における長期優良住宅

の割合 40%（H27：37%） 

（1） 公園・緑地の整備、維持管理 
（2） 安全で良質な住宅ストックの形

成 
（3） 市営住宅の整備、維持管理 
（4） 建築物の耐震化の推進新 

4-4 利便性の高い道路

網の整備・保全 

都市計画道路の整備により促進さ

れた開発面積（累計） 6ha（H27：

0.3ha） 

道路施設長寿命化対策件数（累

計） 72 件（H27：8 件） 

（1） 広域幹線道路整備に向けた調

整・協力 
（2） 主要幹線道路の整備 
（3） 生活道路の整備 

道路の管理・維持補修

4-6 治山・治水の推進 

河川災害発生件数 0 件（H27：0

件） 

山地災害発生件数 0 件（H27：0

件） 

（1） 河川の整備 
（2） 河川の維持管理 
（3） 山崩れ・がけ崩れの危険箇所

の調査・整備 
（4） 森林の多面的機能の保全 
（5） 東富士演習場関連の環境保全 

施策の柱 達成目標 施策実現の手段（基本事業） 

（1） 計画的なまちづくりの推進・持

続可能なまちづくりの推進 
（2） 職住近接のまちづくりの推進 
（3） 魅力ある景観の形成 
（4） 適切な土地利用の誘導 
（5） 地籍調査の実施 

4-5 持続可能な公共交通

の確保 

地域公共交通網形成計画の策定 

29 年度策定 

モビリティ・マネジメントによる公共

交通に対する意識の変容した割

合 70%

（1） 公共交通網の維持・確保 
（2） 適切なバス運行体制の確保 
（3） 市民・公共交通事業者との調整

4-7 豊かで良質な水道の

安定的確保 

供給した配水量に対する料金徴

収対象となった水量の割合（有収

率） 87.1%（H27：80%） 

水道に対する市民の年間改善要

望件数 5 件（H27：7 件）

（1） 配水施設等の整備 
（2） 水道事業経営の健全化 
（3） 簡易水道の維持管理 

4-8 衛生的で快適な下水

道の整備 

下水道普及率 48.6%（H27：

40.1%） 

下水道整備面積 470.5ha（H27：

352.7ha） 

（1）公共下水道の整備 
（2）公共下水道接続に向けた意識

啓発 
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4-1 裾野市らしいまちづくりの推進 

 

施策の目的 

富士山の裾野に位置し、東京 100km 圏にありながら豊かな自然環境を有する「田園未来都

市すその」の確立に向けて、当市の成り立ち、地勢、市民の生活様式、産業の集積状況など

を踏まえ、地域全体を見渡した中で、さまざまな都市の機能を長期的な視点に立って効果的

に配置することで、誰もが住みたくなる、将来にわたり持続可能な裾野市らしいまちづくりを推

進します。 

 

達成目標 

 立地適正化計画を平成 30 年度までに策定し、計画を踏まえた取組みを展開します。 

 

関連計画 

30 第 3 次国土利用計画裾野市計画/31 裾野市都市計画マスタープラン/32 （仮）立地適正

化計画 ※30年度策定予定/34 裾野市北部地域まちづくり基本方針/42 裾野市景観形成基

本計画/43 裾野市景観計画/44 裾野市屋外広告物基本計画/29 裾野市緑の基本計画/38 

第 6 次国土調査事業 10 箇年計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 産業の集積が進み、毎年一定規模の就職期人口の流入による都市の成長が想定されるこ

とから市街化圧力が高くなっています。 

 適正な土地利用の運用により、無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な

公共施設整備による市街地の形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和、市街地にお

ける良好な環境の保全などが保たれています。 

 市街化区域においては、民間の活力により未利用地の解消が進んでいます。 

 地籍調査により土地の面積や境界などが正確なものになると、財産の保全、土地に関わる

経済活動の促進、災害時の迅速な復旧などに効果があるとされています。 

 人口減少と少子高齢化により、今後、地域産業の停滞、市街地の低密度化や、生活サー

ビスの縮小などが懸念されます。 

 一度の地籍調査での調査範囲（面積・筆数）には限界があり、進捗が加速しません。 

（課題と展望） 

 これまでの成り立ちを踏襲し、既存ストックや豊かな地域資源等、地域特性を活かした拠点

のあり方を整理し、各拠点における都市機能の強化・充実（集約）を図り、拠点間が有機的

に連携した「拠点連携型都市構造」の構築が求められています。 

 豊かな自然と暮らしやすいまちを実現するため、無秩序な市街地の拡大を防止し、適正な
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土地利用の促進が必要です。 

 持続可能な都市経営を実現するには、行政だけでなく多様な主体の参画が必要となること

から、市民協働による取組みが必要です。 

 働く世代の転出超過傾向、昼間市内で働くために流入する人口の増加などの社会情勢の

変化を踏まえ、職と住が均衡するまちづくりが求められています。 

 自然と調和のとれた暮らし環境の形成に向け、自然環境に配慮しつつ、先進技術を駆使し

た快適な暮らし環境の創出が求められています。 

 地籍調査は一定の期間を要するため、関係機関との連携を取りながら調査を継続し、着実

に調査を進める必要があります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 計画的なまちづくりの推進・持続可能なまちづくりの推進（まちづくり課、企画政策課） 

国土利用計画等に基づき、自然と調和しバランスのとれた総合的な土地利用や災害に

配慮した土地利用の誘導を図るとともに、誰もが健康で安全で安心して暮らせる持続可

能なまちづくりを目指し、市全体の観点から拠点連携型都市構造について、市民や企業

など多様な主体の参画を得ながら検討を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

立地適正化計画の策定 基礎調査 策定作業 策定 

計画を踏

まえた取

組み展開 

計画を踏

まえた取

組み展開

 

（2） 職住近接のまちづくりの推進（まちづくり課、企画政策課） 

産業集積が進み、多くの就業者が集中する、裾野IC・岩波駅周辺の地域生活拠点11に

おいて、快適でゆとりある生活環境、ゆとりある居住空間を創出することで、職と住の均衡

のとれた地域づくりに取り組みます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

裾野市における「内陸のフ

ロンティア」を拓く取組の推

進 

区域指定 事業着手 事業実施 事業実施 事業実施

 

（3） 魅力ある景観の形成（まちづくり課） 

富士山の眺望を始めとする市の特徴を生かし、美しい「富士の裾野の裾模様」を将来

にわたり育み伝えていくことができるよう、景観形成基本計画に基づく景観形成施策を進

めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

景観形成に関する表彰制

度の策定・運用 

表彰制度

策定 
 優良表彰  優良表彰

違反屋外広告物の是正処

理対応 

掲出実態

調査実施

違反屋外

広告物の

是正処理

違反事案

の是正処

理 

違反屋外

広告物の

是正処理 

違反事案

の是正処

理 

                                                
11 地域生活拠点：「都市計画マスタープラン」にて、JR 岩波駅・裾野 IC 周辺を、公共交通の利便性を備えるととも

に、日常的なサービス機能が集積した市民の暮らしやコミュニティ、地域の生活交流の中心的な拠点と位置付けて

います。 
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（4） 適切な土地利用の誘導（まちづくり課） 

土地利用は、法に基づく基準の運用と、要綱に基づく適切な指導を行ないます。また、

土地指導要綱の基準については、市域の均衡ある発展の観点から基準の検証を行いま

す。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

時代に即した指導を実施す

るため、土地利用指導要綱

の見直しのための調査を実

施する。 

2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 

（5） 地籍調査の実施（建設管理課） 

第 6 次 10 箇年計画に基づき佐野・久根・深良地区（各一部）の地籍調査を行い、地籍

の明確化に努めるとともに、次期計画の策定準備を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
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4-2 活気に満ちた市街地整備の推進 

 

施策の目的 

都市の核となる裾野駅周辺、岩波駅周辺の市街地においては、商業・居住環境、交通機能

及び防災面等の課題が散見されます。都市基盤の整備や都市機能の充実を図ることで、快

適で魅力的なまちなみの形成、市民の誰もが安心で、住み続けたいと思えるまちづくりを推進

します。 

 

達成目標 

 裾野駅西土地区画整理事業の事業計画・実施計画を平成 30 年度までに変更します。 

 

関連計画 

33 裾野都市計画事業裾野駅西土地区画整理事業事業計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 裾野駅西側周辺地域において、これまでに(都)12平松新道線東側については、河川工事、

道路築造工事、宅地造成工事等を実施してきたほか、(都)平松新道線西側については、

土地区画整理事業の早期完了を目指し、権利者の方との合意形成に努めてきました。 

 市街化区域内での宅地分譲促進事業により、未利用地の宅地化が図られています。 

 岩波駅は、周辺に大手企業が立地しているため、朝夕、多くの企業従業員に利用されてい

ます。 

 一部地権者を含む地域住民により深良地区まちづくり協議会が発足され、活動が続けられ

ています。 

 裾野駅西土地区画整理事業は、社会情勢の変化により、大幅な市税の減収が続くなど、

事業期間の延伸が余儀なくされています。 

（課題と展望） 

 限りある財源の中で、優先順位を意識した、効率的な基盤整備事業が求められています。 

 市の玄関口である JR 裾野駅周辺では、その早期整備により、玄関口にふさわしい都市機

能の充実が求められています。 

 産業集積が進んだ岩波駅及び裾野 IC 周辺にて、活気にあふれたまちなみの創出が必要

です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

                                                
12 （都）：都市計画決定された道路である都市計画道路を指す。 
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（1） 中心市街地の整備（区画整理課） 

裾野駅西側周辺地域において、本市の拠点となる個性ある魅力的なまちなみの形成

を図るため、土地区画整理事業による都市基盤整備を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

事業計画、実施計画の変更 
変更原案

の作成 

関係機関

協議 
変更 

変更後計

画の推進 

変更後計

画の推進

 

（2） 裾野駅周辺部の整備・活性化（区画整理課） 

裾野駅西土地区画整理事業に連動し、裾野駅周辺の都市機能の増進を図るため、西

口駅前広場の整備を行い、将来の裾野駅東西を結ぶ自由通路や橋上駅舎の建設に備

えます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

西口駅前広場整備 

裾野駅バリ

アフリー化

完了／臨

時駅前広

場築造、供

用開始 

裾野駅バリ

アフリー供

用開始／

既存駅前

広場支障

物件除却 

暫定駅前

広場築造

暫定駅前

広場築造 

暫定駅前

広場供用

開始 

 

（3） 岩波駅・裾野 IC 周辺整備の推進（企画政策課、まちづくり課） 

岩波駅・裾野 IC 周辺地区を核とした北部地域は、当市の産業拠点と居住の拠点として

の性格を持つことから、北部地域全体のまちづくりの検討と、公共交通拠点である岩波駅

の利便性向上に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

北部地域まちづくりの取組

み 

基本構想

策定 

基本計画

策定 

区域区分

見直し 

内陸フロン

ティア推進

区域事業

実施 

内陸フロン

ティア推進

区域事業

実施 

岩波駅のバリアフリー化 
JR 東海と

の協議 
設計 工事 工事 工事完了

 

（4） 深良地区まちづくり整備の推進（企画政策課、まちづくり課） 

深良新市街地整備に向け、地権者の合意形成及び事業推進のための支援を行いま

す。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

協議会への支援 
研修会等

実施 

研修会等

実施 

研修会等

実施 

研修会等

実施 

研修会等

実施 

 

（5） 市街地の低未利用地の活用（まちづくり課） 

市街化区域内の未利用地を安全で住みよい環境の宅地へと誘導する手法として、宅

地分譲を促進するための補助を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

宅地分譲促進事業の実施 実施 
実施／制

度検証 

検証結果

に基づく

制度実施

検証結果

に基づく

制度実施 

検証結果

に基づく

制度実施
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4-3 快適な住環境の創出 

 

施策の目的 

想定される大規模地震から市民の生命・財産を守るため、長期にわたり活用できる良質で

安全な住宅ストックの形成と既存住宅の耐震化を図ります。また、地域住民にとって身近で、

憩いの場や健康づくりの場として利用できる公園・広場の整備を進めます。こうした取組みによ

り、市民が安全・安心で快適な居住環境の創出と、ゆとりとうるおいのある都市生活を支える空

間の充実したまちづくりを推進します。 

 

達成目標 

 住宅の耐震化率を平成 32 年度までに 95%に高めます。（平成 25 年 83.8%） 

 

関連計画 

35 裾野市住生活基本計画/36 裾野市公営住宅長寿命化計画/37 裾野市耐震改修促進計

画/29 裾野市緑の基本計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 「プロジェクト TOUKAI-0(ゼロ)」により、国・県・市が一体となって住宅の耐震化に向けた総

合的な支援制度が整備されています。 

 市の北部に運動公園、中央部に中央公園と、一定の広さを持った公園が整備されていま

す。 

 公園の管理面（植樹や草刈など）で地域住民や地域団体が積極的に参画する協働の取組

みが始まっています。 

 市営住宅の老朽化が進んでいます。また、市営住宅の建設地のほとんどが借地です。 

 平成 25 年住宅・土地統計調査によると、利用意思のない空き家が 5 年前に比べて約２倍

に増加しています。 

 都市公園における 1 人当り公園面積は、近隣市町との比較では同程度であるが県平均を

下回っています。 

 緑の基本計画において、公共施設緑地、民間施設緑地に位置付けている広場を都市公

園へ移行する計画であったが、借地等の問題により移行していないため、都市公園の整備

目標数値を大幅に下回っています。 

（課題と展望） 

 地震による人的被害を半減させるためには、減災効果が大きい住宅の耐震化（建て替え、

住み替えを含む）に継続的に取り組んでいく必要があります。 

 公営住宅を整備する上で課題となる、適正な立地や整備手法について、検討を進めていく
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必要があります。 

 住宅に関する各種助成制度を、ウェブサイトやガイドブック等で周知していく必要がありま

す。 

 増加が見込まれる空き家に対して、対応を検討する必要があります。 

 居住者、住宅ストック、産業・地域の視点から裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げ

る「住みたいまち裾野“共生”」のまちづくりを推進します。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 公園・緑地の整備、維持管理（まちづくり課） 

安心して憩い親しまれ、魅力ある都市公園の整備を進めるとともに、既設の公園、民間

により整備される公園・広場などの維持管理について、市民協働による体制づくりを推進

します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

既設公園の管理運営 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 安全で良質な住宅ストックの形成（まちづくり課） 

住宅に関する各種助成制度を一元化し情報提供を図りながら、長期にわたり活用でき

る良質な住宅ストックの形成を目指すとともに、増加が見込まれる空き家に対して対応を

図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

住宅相談および各種助成

制度の周知・啓発 
実施 実施 実施 実施 実施 

空き家調査の実施及び対

応 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 市営住宅の整備、維持管理（まちづくり課） 

公営住宅の必要供給量を見極め、市営住宅の整備方針を定めます。併せて、計画的

に維持等管理を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

公営住宅等長寿命化計画

の見直しおよび取組み 

計画見直

し 

計画を踏ま

えた取組み

計画を踏ま

えた取組み

計画を踏ま

えた取組み 

計画を踏ま

えた取組み

 

（4） 建築物の耐震化の推進（まちづくり課） 

「プロジェクト TOUKAI-0(ゼロ)」を推進し、耐震性の劣る昭和 56 年 5 月以前に建築さ

れた建築物の耐震化を促進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

建築物の耐震化に対する

取組み 
実施 実施 実施 実施 

実施／ 

評価 
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4-4 利便性の高い道路網の整備・保全 

 

施策の目的 

広域都市間や拠点間の交流につながる幹線道路の効果的・効率的な配置を図ります。また、

地域内の移動を確保しつつも、安全面への配慮や歩行者の安全性を高める生活道路の整備

を推進します。これらの取組みにより、都市の活力を支え、誰もが移動しやすい交通環境の整

備されたまちづくりを推進します。 

 

達成目標 

 平成 27 年度から 32 年でまでの都市計画道路の整備により促進された開発面積を 6.0ha

に拡大します。（平成 27 年度：0.34ha） 

 平成 27 年度から平成 32 年度までに道路施設の耐震補強及び老朽化対策の件数を 60 件

に拡大します。（平成 27 年度：8 件） 

 

関連計画 

40 裾野市都市計画道路整備プログラム/41 裾野東西地区道路整備計画/56 裾野市公共

施設等総合管理計画/39 裾野市橋梁長寿命化修繕計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 （仮称）神山深良線は、御殿場市と協定を結び、平成 29 年度からの事業化に向けて調整

を進めています。 

 国道 469 号（富士南麓道路）の舗装補修工事、県道 24 号の改良工事は、静岡県が継続

的に整備を進めています。 

 地元要望を精査することで、実情に合わせた生活道路の整備を行っています。 

 道路橋等の老朽化対策は、社会資本総合整備事業における重点配分の事業として取り組

んでいます。 

 道路橋等は、法令に基づき 5 年 1 回の頻度で点検を実施しています。 

 道路橋は、裾野市橋梁長寿命化修繕計画に基づいた維持修繕を実施しています。 

 道路照明灯等の道路附属物の点検を実施しています。 

 扶助費等の増加傾向に伴い、投資的経費が減少している状況にあります。 

 市街地内において、東西軸の都市幹線道路の整備が遅れている状況にあります。 

 高度成長期に施工されたインフラ資産が多いため、施設の老朽化が進んでいます。したが

って、点検における診断でも補修等の早期措置が必要な施設が多くなってきており、道路

橋等の点検を継続的に行う上での点検費用及び、点検による補修工事の必要性から予算

の増額が予想されます。 
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（課題と展望） 

 限られた財源の中で、インフラ資産の効果的・効率的な整備が求められています。 

 広域都市間や拠点間の連絡・連携を強化する幹線道路交通体系の構築が求められてい

ます。 

 市街化区域における市街化の促進に向け、道路整備による未利用地の市街化が求められ

ています。 

 市が管理する道路の多くは供用開始から年数が経過しているため老朽化が進んでいます。

道路の適正な維持管理を行うため、路面性状調査の結果を基にした計画的な舗装補修が

求められています。 

 道路橋等の道路施設は、補修及び更新時に集約や再編も考慮した維持管理が求められ

ています。 

 道路橋の老朽化対策事業（長寿命化修繕）とあわせて耐震補強工事を実施するなどの工

事の効率化が必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 広域幹線道路整備に向けた調整・協力（建設管理課、農林振興課） 

国道 469 号（富士南麓道路）、県道 24 号の狭小箇所など、市内の広域幹線道路につ

いて、近隣市町と連携して国県等関係機関に要請し、整備促進に努めます。 

国道 246 号の渋滞解消対策の一環として、御殿場市と連携し、（仮称）神山深良線の

建設を促進します。 

県が道路改良として施工している市道 1‐4 号線（通称：農免道路）は、路面が老朽化し

ていることから、早期完了を県に働きをかけます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

国県道路管理者との連絡調

整（建設管理課） 
実施 実施 実施 実施 実施 

市道 1‐4 号線（農免道路）

の整備（農林振興課） 
工事 工事 工事 工事 工事 

 

（2） 主要幹線道路の整備（建設課、まちづくり課） 

都市計画道路の建設促進と主要な市道の計画的な整備を推進し、市民生活の利便性

の向上と環境の改善を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

都市計画道路（平松深良

線・千福公文名線）の整備 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

 

（3） 生活道路の整備（建設課） 

市民生活に密着した生活道路を、市民の安全で快適な生活向上のため、道路整備を

進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

狭あい道路や地元要望の

道路の整備 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 

用地取得

／工事 
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（4） 道路の管理・維持補修（道路保全対策室） 

裾野市公共施設等総合管理計画により、道路ストック総点検の見直しを実施します。

平成 30 年度までの道路橋定期点検 1 サイクルの完了に伴い、点検結果をもとに裾野市

橋梁長寿命化修繕計画の見直し（再策定）を実施します。 

事業の主な財源である社会資本整備総合交付金については、積極的かつ有効に利

用するため、整備計画は国が重点的に交付金を配分している事業に移行、もしくは該当

するように事業の見直しを行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

道路橋等の道路施設の定

期点検の実施 
実施 実施 実施 

実施／長

寿命化修

繕計画の

見直し 

実施 

道路橋等の道路施設の補

修工事の実施（老朽化対

策） 

実施 実施 実施 実施 実施 
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4-5 持続可能な公共交通の確保 

 

施策の目的 

電車・バス・タクシーなど公共交通の維持・確保に努めることにより、交通弱者の移動手段を

確保するとともに、通勤・通学・買い物など、市民の利便性の向上を図ることを目指します。 

また、地域の移動手段を地域住民自ら確保する意識を醸成するため、モビリティ・マネジメ

ントの取組を推進することにより、親しみのある持続可能な公共交通網の形成を目指します。 

 

達成目標 

 地域公共交通網形成計画を平成 29 年度までに策定します。 

 モビリティ・マネジメントによる市民の公共交通に対する意識の変容率を平成 32 年度まで

に 70%とします。（実績値なし） 

 

関連計画 

45 （仮）地域公共交通網形成計画 ※29 年度策定予定 

 

現状と課題 

（現状） 

 モータリゼーションの進展により、公共交通利用者が減少傾向にある中、交通弱者の移動

手段を確保するため、事業者運行路線への補助や自主運行バスを運行し、既存公共交通

の維持・確保に努めています。 

 公共交通の運行事業者、住民代表、行政などの協議の場を設けています。 

 公共交通利用者の減少や運転手不足による運行経費の増加による路線の縮小リスクが高

まっています。 

 市内を運行している路線バスのほとんどは、民間事業者が国又は市の補助を受けて運行

する路線、市が事業主体として運行する路線のいずれかであり、現状の利用状況では、収

支は赤字となっている。 

 市内を運行している路線バスの殆どは、国庫補助路線13、市単独補助路線14、市自主運行

路線15で収支は赤字となっており、公共交通事業者単独での路線維持が困難な状況です。 

（課題と展望） 

 人口減少により、市街地や都市機能の集約化が求められており、拠点間を繋ぐ公共交通

が必要となります。 

 市民意識調査結果では、公共交通に関する項目が、充実すべきサービスの上位となって

                                                
13 国庫補助路線：民間事業者のバス運行維持に対し国県の補助金が交付されている路線 
14 市単独補助路線：国庫補助対象外の民間事業者のバス運行維持に対し市の補助金が交付されている路線 
15 市自主運行路線：市が事業者となって運行する路線 
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おり、持続可能な公共交通の確保に向けた検討が必要です。。 

 高齢化や核家族化により、公共交通以外の移動手段を持たない人の増加が見込まれます。 

 公共交通の現状を共有し、地域特性に応じた公共交通の在り方の検討が必要となります。 

 定住人口の増加を目指し、広域幹線系統の利便性向上や鉄道（新幹線）駅への接続強化

を図ります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 公共交通網の維持・確保（企画政策課） 

公共交通として維持・確保が必要であると合意形成が図られた路線については、事業

者に対し運行経費の一部を補助するとともに、自主運行バス路線の運行を継続します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

自主運行バスの系統数 維持 維持 
計画策定

後見直し

計画策定

後見直し 

計画策定

後見直し

市単独補助系統数 維持 維持 
計画策定

後見直し

計画策定

後見直し 

計画策定

後見直し

 

（2） 適切なバス運行体制の確保（企画政策課） 

公共交通利用者や公共交通未利用者（潜在的な利用者）のニーズを的確に捉えた公

共交通網の形成を目指します。 

まちづくりの視点に立った集約都市形成を見据え、拠点間を接続する公共交通の在り

方を検討します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

地域公共交通網形成計画

の策定 

基礎調査

の実施 
計画策定

計画を踏

まえた取

組み展開

計画を踏

まえた取

組み展開 

計画を踏

まえた取

組み展開

 

（3） 市民・公共交通事業者との調整（企画政策課） 

既存公共交通の縮小・廃止を招かぬよう、市民・公共交通事業者との情報共有を図り

つつ、モビリティ・マネジメントを推進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

地域公共交通会議の開催 実施 実施 実施 実施 実施 

バスの乗り方教室の開催 実施 実施 実施 実施 実施 
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4-6 治山・治水の推進 

 

施策の目的 

治水対策としての河川護岸等の整備と、親水性と生態系に配慮した環境護岸整備が両立

した河川整備を推進します。山崩れなどの山地災害の防止、森林が持つ地下水かん養機能

の向上、周辺環境に合った森林景観の維持改善など、治山事業に取り組みます。こうした取

組みを通じ、水害や山地災害の少ない地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 河川災害発生件数を平成 32 年度まで 0 件の水準を維持します。（平成 27 年度：0 件） 

 山地災害発生件数を平成 32 年度まで 0 件の水準を維持します。（平成 27 年度：0 件） 

 

関連計画 

53 裾野市森林整備計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 地元要望を精査することで、実情に合わせた河川の整備を行っています。 

 緊急を要する自然災害などに対応するため、市内事業者との協力体制を構築しています。 

 東富士演習場関連の環境については、地元権利者が状態を把握しています。 

 予算規模が縮小傾向にあり事業実施期間が長くなる傾向にあります。 

 急峻な森林地形から、間伐材が搬出しにくい場合があります。 

 東富士演習場内の撫育に関しては、厳しい気候条件により樹木の活着・育成が難しい場

合があります。 

 東富士演習場関連の環境に詳しい地元権利者の高齢化が進んでいます。 

（課題と展望） 

 限られた財源の中で、効果的・効率的な河川整備が求められています。 

 山地部の荒廃が進行しており、対策の必要性が高まる傾向にあります。 

 東富士演習場内に設置された緑地帯及び調節池について国とび協議を踏まえた継続的

な環境保全が必要です。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 河川の整備（建設課） 

異常気象へ対応し、生物への配慮と両立させながら計画的かつ効率的な河川改修を

推進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

未整備河川の整備を計画 用地取得 用地取得 用地取得 用地取得 用地取得
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的に行う ／工事 ／工事 ／工事 ／工事 ／工事 

 

（2） 河川の維持管理（建設管理課） 

河川水路施設の機能維持を迅速且つ適切に行う体制を作ります。ゲリラ豪雨・台風等

の自然災害に水防関連部署との情報の共有を図り速やかに対応します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

河川の維持管理の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 山崩れ・がけ崩れの危険箇所の調査・整備（建設管理課） 

治山治水・土砂災害防止のため、地区要望書やパトロールによる危険個所の把握と河

川等への砂防堰堤の整備を引き続き要望します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

パトロールによる危険個所

の把握 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） 森林の多面的機能の保全（農林振興課） 

集中豪雨等による山地災害の防止や地下水かん養等、森林の持つ多面的機能を保

全・発揮させるため、間伐や土砂流出の防止など、適正な森林整備の実施に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

間伐の実施や土砂流出防

止策の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5） 東富士演習場関連の環境保全（渉外課） 

東富士演習場外周部に景観保全のために設置された緑地帯の撫育管理が適切に行

われるよう、国の機関と協議し、その管理受託を継続して行います。 

東富士演習場内に設置された調節池について、国の委託を受け、除草及び排砂事業

を行い調節池の機能保全を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

緑地帯撫育管理 実施 実施 実施 実施 実施 

防災調節池保全管理 実施 実施 実施 実施 実施 
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4-7 豊かで良質な水道の安定的確保 

 

施策の目的 

水道施設管路の更新を主軸とした事業展開を行っています。裾野市水道ビジョンに基づく

計画的な更新や、経営戦略の策定と戦略に基づく計画的な事業経営を実践し、水質の安全

性と良質な水源を確保することで、市民に安全で快適な水を安定的に供給することを目指しま

す。 

 

達成目標 

 供給した配水量に対する料金徴収対象となった水量の割合（有収率）を平成 32 年度まで

に 87.1%に高めます。（平成 27 年度：80.0%） 

 水道に対する市民の年間改善要望件数を平成 32 年度まで 5 件の水準を維持します。（平

成 27 年度：7 件） 

 

関連計画 

46 裾野市水道事業基本計画（水道ビジョン）/47 裾野市水道事業第 4 次拡張事業計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 富士山の恵みとする豊富な地下水があります。 

 静岡県東部 4 市 2 町水道事業研究会が組織されており、広域連携による知識、技術の共

有化を進めています。 

 「裾野市の水」ペットボトルウォーターの活用により、市内外に当市をＰＲしています。 

 給水人口の減少、節水機器の普及等による有収水量の減少が想定されます。 

（課題と展望） 

 水質管理の徹底が求められています。 

 安全安心な水道水を供給するため、継続的、効果的な施設更新を進める必要があります。 

 配水・給水から業務全般まで、経営感覚の事業経営により、サービスの向上に努める必要

があります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 配水施設等の整備（上下水道課） 

未来へつなぐ安定した上水の供給を維持するため、計画的で効率的な施設の更新に

取り組みます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
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老朽化した配水タンク等の

整備工事 
  

下和田第

１配水タン

ク 

 
千福配水

タンク 

老朽化した配水管等の更新

工事 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 水道事業経営の健全化（上下水道課） 

経営の効率化、 適化を推進し、水道料金の適正な見直しにより、健全な事業経営を

行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

適切な給水単価、供給単価

の設定 ※給水原価／供給

単価（円） 

121.31 

133.53 

125.64 

135.23 

123.96 

135.23 

123.07 

155.51 

123.85 

155.51 

 

（3） 簡易水道の維持管理（上下水道課） 

十里木高原簡易水道において、維持管理の効率化、災害対策の充実に向け、計画的

な施設の更新を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

配水管の更新 ※更新率 20.8 23.3 25.9 28.4 30.9 
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4-8 衛生的で快適な下水道の整備 

 

施策の目的 

環境保全意識の高まりによる節水型社会への転換や社会情勢を踏まえ、下水道未整備地

区の整備を進めるとともに、効果的・効率的な事業推進を図り、市民の衛生的で快適な生活

環境の確保を目指します。 

 

達成目標 

 下水道整備面積を平成 32 年度までに 499.7ha に拡大します。（平成 27 年度：352.7ha） 

 

関係計画 

48 裾野市都市計画下水道事業・裾野市公共下水道事業計画/49 裾野市公共下水道事業

基本計画 

 

現状と課題 

（課題と展望） 

 長期的には人口減少による利用者の減少、維持管理に要する負担の増加が見込まれ、安

定的な事業運営に向けて、供用開始区域の接続率を高めることや、使用料のあり方を検討

することが求められます。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 公共下水道の整備（上下水道課） 

公共下水道の効率的な管渠整備を推進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

整備面積（ha） 382.1 411.5 440.9 470.3 499.7 

 

（2） 公共下水道接続に向けた意識啓発（上下水道課） 

公共下水道への接続を促進するため啓発活動を充実します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

臨戸訪問・ＰＲ（件） 200 200 200 200 200 

水洗化率の向上（％） 86.7 87.4 88.1 88.8 89.5 
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＜施策の大綱 5＞今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」 

  

＜施策の大綱 5＞ 

今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」 

5-1 商工業の振興 
中小企業相談事業（スソビス）の相

談件数 500 件（H28 見込み：210

件） 

5-2 活力ある産業基盤

づくり 
市民一人あたりの所得額 3,300

千円（H27：3,276 千円） 

（1） 産業連携基盤の整備 
（2） 企業立地維持の推進 

5-3 農林業の振興 

認定農業者数 27 農業者（H27：

24 農業者） 

耕作放棄地面積の解消面積（累

計） 20ha 

（1） 生産基盤の整備 
（2） 後継者の確保と支援 
（3） 特産化、六次産業化の推進 
（4） 農業を振興する地域を確保する

ための適切な制度運用 
（5） 森林資源の有効活用 
（6） 有害鳥獣対策の推進 

5-4 観光産業の振興 

観光施設の利用者数 2,600 千人

（H27：2248 千人） 

観光イベントの集客者数 45 千人

（H27：37 千人） 

地域資源の再創造による交流

人口の拡大

施策の柱 達成目標 施策実現の手段（基本事業） 

（1） 中小企業・団体等の支援体制

の構築 
（2） 商店街の活性化、中小企業の

育成支援 
（3） 勤労者福祉環境の充実 

5-5 地域資源磨き・魅力

発信の推進 

「住み続けたい」と答える市民の割

合 80%（H27：78.6%） 

人口の社会移動における転出の

抑制（前年比転出者数） ▲ 80

人（H27：▲222 人）

（1） 地域資源を活用したシティプロ

モーション 
（2） フィルム・コミッションによるシテ

ィプロモーション 
（3） 裾野市らしいライフスタイルの

提案による定住・移住の促進 
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5-1 商工業の振興 

 

施策の目的 

平成 22 年をピークに人口減少傾向にある中、今後も持続可能な地域社会を形成していく

ため、市民の日常生活における利便性の確保と、働く場の確保に向けた産業の活性化が必

要です。そこで、企業・事業所や個人事業者の様々な経営相談に対応し、新商品や新サービ

スの開発や事業化など新たなチャレンジへの支援を行うことで、当市のまちの特性に応じた地

域産業の活性化を図り、市民がいきいき暮らし、働くことができるまちづくりを目指します。 

 

達成目標 

 中小企業相談事業（スソビズ）の相談件数を平成 32 年度までに 500 件に増加させます。

（平成 28 年度見込み：210 件） 

 

関連計画 

50 （仮）産業基本計画 ※28 年度策定 

 

現状と課題 

（現状） 

 昭和 30 年代からグローバル経済圏で活躍する大企業の立地が続き、当地域の経済をけ

ん引する産業集積が進みました。 

 産業集積の進展とともに人口が増加し、一定規模の昼間人口16を有します。 

 交通アクセスに恵まれ、東京圏まで近く、運送事業者等の拠点が東名高速道路裾野インタ

ーチェンジ周辺に複数立地するなど、物流環境に優れています。 

 東西に富士山・愛鷹山、箱根山を抱え谷間に市街地が形成される地形的な問題や、市民

の生活圏が広域化していることなどから、超大型店舗の参入が少ない傾向にあります。 

 企業の集積の結果、就業の場が確保されている一方、起業など新たなチャレンジが少ない

状況にあります。【開業率 H25 年：3.8%は近隣市町と比較して低い（平成 26 年経済センサ

ス―基礎調査）】 

 JR 御殿場線裾野駅及び岩波駅周辺では、空き店舗、空き地が目立ち、賑わいがないよう

に見える傾向にあります。 

 両駅周辺部に、駐車場が少なく、車中心の消費生活に対応しきれていません。 

（課題と展望） 

 地域経済の活性化につながる中小企業活性化のため、各種補助金等の財政支援、事業

運営に係る相談事業を実施し、事業運営のリニューアルや世代交代を促していく必要があ

                                                
16 昼間人口：当該地域の人口（常住人口、夜間人口などと呼び、いわゆる当該地域の住民）から、他の地域に通

勤・通学する人口を除し、他の地域から通勤・通学してくる人口を加算した人口。 
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ります。 

 新たなチャレンジを喚起するため、経営相談を実施し、事業展開や新規創業など新たなチ

ャレンジや課題解決のための支援をする必要があります。 

 商店街の活性化のため、商工業者自身が話し合う機会を積極的に創出し、将来展望等に

ついて意見交換をする必要があります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 中小企業・団体等の支援体制の構築（商工観光課） 

商工業団体の支援、中小企業の経営革新への取組みや、資金調達、販路開拓などへ

の支援を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

特別制作資金利子補給事

業等 
6 件 8 件 8 件 10 件 10 件 

 

（2） 商店街の活性化、中小企業の育成支援（商工観光課） 

商店街の活性化対策事業、がんばる中小企業や個人事業者起業・創業や経営相談を

行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

中小企業相談事業（スソビ

ズ）の実施 
週 1 回 週 1 回 週 2 回 週 2 回 常設 

 

（3） 勤労者福祉環境の充実（商工観光課） 

勤労者の福利厚生事業、貸付事業の推進に努め、勤労者福祉環境の充実を図り、従

業員の住環境の向上による企業留置や定住促進等に繋げます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

住宅建築資金利子補給事

業 
新設 実施 実施 実施 実施 
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5-2 活力ある産業基盤づくり 

 

施策の目的 

当市の地域経済は、昭和 30 年代からの産業集積により立地した企業に代表される、グロー

バル経済圏で活躍する企業・事業所と、東京圏、近隣地域圏、地域住民向けといったローカ

ル経済圏で活躍する企業・事業所が共存する特性を持ちます。こうした特性を整理・分析しな

がら、企業・事業所としての経済活動はもちろん、企業・事業所の従業者として、また地域経済

の消費者ともなる人口を下支えする大手企業の立地維持、地域産業の中核的な役割を果た

す地域の企業・事業所や地域を支える生活関連サービスの活性化を支援することで、自ら自

立的に「稼ぐ力」を構築し、地域経済の好循環の実現を目指します。 

 

達成目標 

 市民一人あたりの所得額を平成 32 年度までに 3,300 千円に増加させます。（平成 27 年：

3,276 千円） 

 

関連計画 

50 （仮）産業基本計画 ※28 年度策定 

 

現状と課題 

（現状） 

 昭和 30 年代からグローバル経済圏で活躍する大企業の立地が続き、当地域の経済をけ

ん引する産業集積が進みました。 

 企業の立地とともに地域経済の拡大、人口の増加が進みました。また、立地企業は地域貢

献に積極的で、様々な分野でまちづくりに参画しています。 

 ひとにやさしく、地域社会を幸せにする取組みなど、コミュニティビジネスに対する関心度、

意識が高い傾向にあります。 

 当市では産業集積の進展とともに人口が増加し、一定規模の昼間人口17を有します。県東

部地域では一定規模の人口を抱える幾つかの生活圏を構成しています。また、東京 100ｋ

ｍ圏に位置し、良好な交通アクセスに恵まれ、東京圏と時間的にも近い地勢にあります。し

たがって、地域内外に大小様々な市場と接する地域といえます。 

 近隣地域における道路基盤整備による交通アクセスの改善や都市施設の集積など、外部

環境の変化により立地優位性が低下するリスクを抱えています。 

（課題と展望） 

 進んだ産業集積の維持・向上を確保することで、将来的にも当地域の経済をけん引するこ

                                                
17 昼間人口：当該地域の人口（常住人口、夜間人口などと呼び、いわゆる当該地域の住民）から、他の地域に通

勤・通学する人口を除し、他の地域から通勤・通学してくる人口を加算した人口。 
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とが求められています。 

 立地企業と地域産業の交流の機会を創出し、地域の企業・事業所の経済活動の活性化を

図ることが求められています。 

 企業・事業所の経済活動環境を維持・向上し、企業の立地維持や地域産業の活性化を図

る必要があります。 

 企業支援策の積極的な PR により、市内における新たな投資を誘発していくことが求められ

ています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 産業連携基盤の整備（商工観光課） 

当市の産業構造を整理し、企業誘致などによる産業集積、地域の企業・事業所による

地域内外の市場での経済活動の活性化や、産業分野間や企業・事業所間が連携する基

盤整備に取り組みます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

（仮）産業基本計画の策定 策定 

計画を踏

まえた取

組み展開

計画を踏

まえた取

組み展開

計画を踏

まえた取

組み展開 

計画を踏

まえた取

組み展開

産業連携地域プラットフォ

ームの運営 

運営基盤

の構築 
実施 実施 

実施／ 

検証 

検証を踏

まえた実

施 

 

（2） 企業立地維持の推進（渉外課） 

県内外への企業訪問及び静岡県との連携による企業誘致活動を行います。静岡県の

「内陸のフロンティア」を開く取組やファルマバレープロジェクトといった施策と地域の企

業・事業所のマッチングに取組みます。 

規制緩和や補助金など立地企業の事業活動への支援策を展開し、新たな遊休地（有

効活用されていない土地を指し、市街化や市街化調整区域を含む）、既存の事業用地や

施設等の掘り起こしを実施して、企業の立地維持やさらなる産業集積を目指します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

企業訪問 実施 実施 実施 実施 実施 
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5-3 農林業の振興 

 

施策の目的 

当市の農業は生産者の高齢化が進むなど将来的な課題を抱えていますが、生産性向上の

余地が残されている分野でもあります。新たな担い手への支援、農地の集約、圃場整備による

基盤整備、需要を踏まえた商品開発支援、有害鳥獣対策など課題への対応を進めることで、

意欲ある生産者の収益性の高い農業経営を実現するとともに、耕作放棄地の抑制を図り、地

域資源や地勢を生かした農業収益力のある地域づくりを目指します。 

林業においては作業効率を改善するための林道開設事業を推進するとともに、木材の有効

利用を促進します。 

 

達成目標 

 認定農業者数を平成 32 年度までに 27 農業者に増加させます。（平成 27 年度：24 農業

者） 

 平成 28 年度から 32 年度まで耕作放棄地面積を 20ha 解消します。 

 

関連計画 

50 （仮）産業基本計画 ※28 年度策定/51 裾野市農業振興地域整備計画/52 裾野市鳥獣

被害防止計画/53 裾野市森林整備計画/54 特定間伐等促進計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 世界遺産、世界かんがい施設遺産を有し、豊かな田園景観の形成された地域です。パノラ

マ遊花の里が静岡県「ふじのくに美しく品格のある邑」に指定されています。 

 市域全域が中山間地域に位置し、箱根山や富士山麓の標高差を生かした、多様な作物の

栽培が可能です。 

 農業協同組合と連携した特産化、六次産業化の取組みが進んでいます。 

 県東部地域に木材加工施設が建設され、木材の受け入れ態勢が整えられています。 

 中山間地の傾斜のある地形から、農地の集団化・大規模化が困難な地域が多い傾向にあ

ります。 

 農業者の大多数が、小規模な兼業農家です。 

 農業者の高齢化、担い手不足から、休耕地が増加しています。 

 ほぼ横ばい状況であるものの、有害鳥獣による農作物などへの被害は農業経営にとって

深刻です。 

 長年の木材価格の低迷により、森林経営に対する関心が低い傾向にあります。 

（課題と展望） 
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 農業従事者の高齢化に伴う、担い手（認定農業者等）への農地集約の加速が求められて

います。 

 新たな担い手の創出のため、農業経営の安定化を図る環境づくりが求められています。 

 農業経営の安定化に向けて、農作物の鳥獣外による被害を防止することが求められていま

す。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 生産基盤の整備（農林振興課） 

効率的な農地利用や生産性の向上を図るため、圃場整備、農道やかんがい施設等の

基盤整備を推進します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

ほ場整備事業（深良地区）

の実施 
7.3ha 3.1ha 3.5ha 3.1ha ― 

 

（2） 後継者の確保と支援（農林振興課） 

農業者の生産性向上に向け、農地集積の推進、設備投資や販路拡大の取組みを支

援して、認定農業者や新規就農者などの次世代の担い手の確保に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

担い手の確保 

（認定農業者等） 
25 農業者 26 農業者 27 農業者 27 農業者 27 農業者

利用集積の促進 2ha 2ha 2ha 2ha 2ha 

 

（3） 特産化、六次産業化の推進（農林振興課） 

戦略作物に指定する農作物の特産化、六次産業化に向けた生産支援や、市域の標高

差を活かした魅力ある商品・サービスの開発支援を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

戦略作物（ソバ）の栽培 15ha 15ha 15ha 15ha 15ha 

戦略作物（薬草）の試験栽

培 
34ａ 34a 34a 34a 34a 

緑化作物の開発・栽培 40a 40a 40a 40a 40a 

 

（4） 農業を振興する地域を確保するための適切な制度運用（農林振興課） 

県、農業委員会との連携により周辺農地へ悪影響を及ぼす恐れのある無秩序な転用

を規制するとともに、農地の適正利用や、優良農地の保全に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

適切な制度運用の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

耕作放棄地の解消面積 4ｈａ 4ｈａ 4ｈａ 4ｈａ 4ｈａ 

 

（5） 森林資源の有効活用（農林振興課） 

間伐材等森林整備に伴い生産される木材の積極的な活用を推進し、資源の有効活用

と持続可能な森林経営を支援します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
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利用間伐の実施 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 

 

（6） 有害鳥獣対策の推進（農林振興課） 

有害鳥獣対策として鳥獣被害防止特措法に基づく鳥獣被害対策実施隊を設立し、防

護柵の設置指導やパトロールなどを実施し、農林業被害の軽減を図ります。また、猟友会

と連携し裾野市鳥獣被害計画による有害鳥獣の管理捕獲を実施します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

実施隊による住民サポート ― 実施 実施 実施 実施 

ニホンジカの管理捕獲 130 頭 130 頭 130 頭 130 頭 130 頭 
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5-4 観光産業の振興 

 

施策の目的 

観光産業は、様々な産業の支えにより成立する産業です。観光交流客の短期滞在には、

定住する市民を支える全ての産業が背景に必要です。具体的には、輸送、飲食、宿泊、ショッ

ピング、娯楽施設、土産品製造、清掃クリーニング等の様々なサービス業の存在が欠かせま

せん。したがって、観光産業の活性化は、宿泊業・飲食業といったいわゆる観光産業のみなら

ず、地域産業全体の活性化に寄与することから、消費者視点による魅力ある観光資源を発

掘・創出し、磨きをかけ、それらのネットワーク化や情報発信を行うことにより、観光交流人口を

増やし、外から「稼ぐ力」で地域産業を活性化するまちづくりを目指します。 

 

達成目標 

 観光施設の利用者数を平成 32 年度までに 2,600 千人に増加させます。（平成 27 年度：

2,248 千人） 

 夏祭り、五竜みどりまつりの集客者数を平成 32 年度までに 45 千人に増加させます。（平成

27 年度：37 千人） 

 

関連計画 

50 （仮）産業基本計画 ※28 年度策定/55 裾野市観光基本計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 富士山の世界遺産登録により、構成遺産である須山浅間神社に光があたるなど、北部地

域への来訪者が増えています。 

 深良用水の世界かんがい施設遺産登録により、特別展や深良用水まつりが開催され地域

の活性化に繋がっています。 

 外国人旅行客の来訪者が増え、宿泊や周辺施設への波及効果がみられます。2020 年東

京オリンピック・パラリンピック、2019 ラグビーワールドカップの開催を契機に、外国からの来

訪客の増加が見込まれます。 

 アジア地域からのリピート客が平成 23 年度以降増加傾向にあります。平成 27 年度は市内

宿泊者の 97％がアジア地域からの宿泊者であり、うち中国からの宿泊者が 76%を占めます。 

 観光協会の拠点と活動が徐々に浸透しつつあるが、十分な成果につながっていません。 

 宿泊施設や来訪客向けの飲食・物販施設が少なく、来訪客の現地消費につながっていま

せん。 

 地域産業における観光依存度が低いこともあり、地域のおもてなし力が十分とは言えませ

ん。 
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（課題と展望） 

 高齢者の増加とともに余暇を楽しむ人口が増えており、交流人口の拡大が予想され、観光

産業を地域活性化に結び付けることが求められています。 

 ラグビーワールドカップ、東京オリンピック等の開催もあり、海外からの観光客の増加が予

想され、来日外国人に対応していく必要があります。 

 消費者視点による魅力ある観光商品・サービスの創出に向けて、市民自身が誇りを持って

自慢できる地域資源を発掘・創出していくことが求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 地域資源の再創造による交流人口の拡大（商工観光課） 

既存の観光資源に磨きをかけ、裾野の魅力を全国・全世界に発信し、交流人口の拡大

を図ります。体験型・参加型プログラムの開催を支援し、地域の活性化、郷土に対する市

民の愛着を高め、外に向かっての情報発信の力とします。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

「すそのんぱく」の開催 

※参画プログラム数 
30 件 35 件 40 件 45 件 50 件 
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5-5 地域資源磨き・魅力発信の推進 

 

施策の目的 

東京から 100km 圏内でありながら、富士山を始めとする豊かな自然環境に恵まれた地勢を

効果的に情報発信し、当市の知名度や認知度を高めるとともに、暮らしやすさや子育てしや

すさなどの丁寧な説明に努め、定住人口・交流人口が増加する、魅力的で市民満足度の高

い地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 「住み続けたい」と答える市民の割合を平成 32 年度までに 80%に高めます。（平成 28 年度

市民意識調査：78.6%） 

 人口の社会移動における転出者数を前年比▲80 人の水準を維持します。（平成 27 年度：

▲222 人） 

 

現状と課題 

（現状） 

 当市は東京 100km 圏に位置しながら、富士山、箱根山、愛鷹山といった雄大な自然環境

の裾野に広がる、魅力的な田園都市です。 

 世界遺産富士山と世界かんがい施設遺産深良用水という二つの世界的な遺産や、地域文

化が、日常生活に息づく魅力的で文化的な都市です。 

 シティプロモーションの取組みの中で、近隣市町などとのゆるキャラを通じたゆるい連携、フ

ィルム・コミッションにおける情報交換や連携が進んでいます。 

 県内でも、近隣市町や観光地などと比べて、市の認知度が低いと考えられます。 

 近年、人口の社会動態における転出超過傾向が続いています。 

（課題と展望） 

 限られた財源の中で効果的に市の認知度を高め、市民の住み続けることの満足度向上に

つながるシティプロモーションが求められています。 

 ターゲットを明確にし、 適な情報発信媒体を用いた、分かりやすい、深く狭い情報発信が

求められています。 

 東京圏は通勤圏であることから、進学、就職で東京圏に転出した方のふるさと回帰の流れ

を生むために、当市の暮らし環境や魅力を情報発信する必要があります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 地域資源を活用したシティプロモーション（戦略広報課） 

市内に眠る埋もれた魅力や隠れた資源を発掘し、画像や映像などを用いて国内外に

効果的に発信することで、裾野ファンを広げます。 
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情報誌「すそのスタイル」の発行を通じて、テーマごとに分類した市の魅力や 新情報

を市内外に発信します。 

市マスコットキャラクター“すそのん”を活用し、市の認知度アップや市政情報の効果的

な発信を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

情報誌「すそのスタイル」発

行 
年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 

市マスコットキャラクター“す

そのん”を活用した PR 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） フィルム・コミッションによるシティプロモーション（戦略広報課） 

映画やドラマのロケハンやロケ地を誘致すると共にその活動を支援し、支援作品を活

用して、市の認知度アップを行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

映画やドラマ等のロケやロ

ケハンの誘致 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 裾野市らしいライフスタイルの提案による定住・移住の促進（企画政策課） 

東京 100km 圏という立地条件を活かし、東京圏通勤が可能な地域として、東京圏在勤

在住者の移住やふるさと回帰を促進します。そのための情報発信や、不動産情報の収集

に取り組みます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

定住☆移住サポートセンタ

ーでの相談対応、相談会、

セミナーやイベントを活用し

た情報発信 

実施 実施 実施 
実施／ 

評価 

評価を踏

まえた取

組み展開
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＜施策の大綱 6＞健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」 

  

＜施策の大綱 6＞ 

健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」 

6-1 広報・広聴の充実 

市の行う取組みやイベントなどの

報道への提供件数 1200 件

（H27：1043 件） 

広聴事業で受け付ける市民意見

件数 100 件（H27：80 件） 

6-2 ICT の活用による地

域情報化の推進 

公共データの公開（オープンデー

タ）件数 100 件（H27：36 件） 

オープンデータの活用を推進した

事業数（累計） 6 件（H27：2 件） 

（1） ICT の効果的な活用 
（2） 効果的な公共データの開放、ビ

ッグデータの活用 

6-3 効果・効率志向の

行政経営の推進 

改善活動記録シートの職員一人

あたりの記録件数 4 件/人かつす

べての職員が 2 件以上（H27：2.1

件/人） 

（1） 市民視点の行政経営の推進 
（2） 窓口サービスの充実 
（3） 公共施設等マネジメントの推進 

（5） 電子自治体の構築・運用 

6-4 健全で持続可能な

財政運営の推進 

将来負担比率 27%（H27：10%） 

実質公債費比率 10%（H27：8.4%）

市税徴収率 97.8%（H27：97.4%） 

（1） 財政運営の健全化・透明化の

確保 
（2） 安定した財政運営の推進 
（3） 財源の適正な確保 

適正な会計処理の管理

6-6 将来を見据えた市

政の展開 

後期基本計画の目標達成率 

100% 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の

目標達成率 100% 

（1） 計画的な行政経営の推進 
（2） 広域連携の推進 
（3） 地方分権への的確な対応 
（4） トップマネジメントの補佐 
（5） 多文化共生の推進 

施策の柱 達成目標 施策実現の手段（基本事業） 

（1） 報道機関の積極的活用 
（2） 広報紙などによる情報発信 

（4） 市長戦略の広報 
（5） 市民意見の市政への反映 
（6） 相談サービスの充実 

6-5 行政経営の確立に

向けた人材の育成と組織

体制の強化 

職員の職務満足度 63.6%（H27：

53.5%） 

（1） 行政課題に適応した組織体制

の構築 
（2） 中長期的な視点に立った人材

育成の実施 

6-7 開かれた議会運営

の支援 

議会傍聴者数（常任委員会含む） 

450 人（H27：450 人） 
（1） 議会の活性化支援 
（2） 情報提供機能の充実 

6-8 適正な監査事務の促

進 
（1）監査方針の明確化 
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6-1 広報・広聴の充実 

 

施策の目的 

広報紙や無線放送、ウェブや SNS、プレスリリースなど、多様な広報媒体を複合的に組み合

わせることによって、年齢や性別、障がいの有無等に関わりなく、すべての人が、正しくわかり

やすい情報を速やかに入手し利用できるように努めます。市政への要望メールや声のポスト、

パブリックコメント制度の PR に努めます。これらの取組みを通じて、市民と行政が対等に意見

を出し合い、共にまちづくりについて考え合う地域づくりを目指します。 

 

達成目標 

 市の行う取組みやイベントなどの報道への提供件数を平成 32 年度までに 1,200 件に増加

させます。（平成 27 年度：1,043 件） 

 広聴事業で受け付ける市民意見件数を平成 32 年度までに 100 件に増加させます。（平成

27 年度：80 件） 

 

現状と課題 

（現状） 

 広報紙、広報無線、CATV の番組、市ウェブサイト、SNS、スマートフォン向けアプリなど幅

広いメディアを活用し、市政情報を発信しています。 

 E メール「市政への要望」や「声のポスト」などの多様な広聴の機会を設定しています。 

 市民活動センターと連携し、市民活動団体などの情報発信を後押ししています。 

 市内には報道機関の支局や記者クラブがないため、域外から報道機関の取材を呼び込ま

なくてはなりません。 

（課題と展望） 

 すべての方々が必要な情報を必要な時に得られる環境づくりが求められています。そのた

めには、情報通信技術の変化に適切に対応することが求められています。 

 市内に報道機関が少ないという不利な状況を打開するために、プレスリリースの量と質の強

化が求められます。 

 幅広く市民の意見を求め、市政への市民参画を一層推進することが求められています。 

 市民の生活の不安を取り除くため、法律相談や司法書士相談など、専門家による相談対

応の充実が求められます。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 報道機関の積極的活用（戦略広報課） 

市内外への情報発信のため、イベントや市の取組み等を報道機関へ積極的に情報提

供することで、取材や記事になる機会の拡大を図ります。 
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主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

効果的な報道対応・情報発

信 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 広報紙などによる情報発信（戦略広報課） 

広報紙を発行することで、市民の誰もがわかりやすく、正確な情報提供を行います。広

報無線、CATV やコミュニティ FM を活用し、市民の誰もがわかりやすい効果的な情報発

信を行い、正確で有益な情報を伝えていきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

広報紙などによる情報発信 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 市ウェブサイトなどによる情報発信（戦略広報課） 

市公式ウェブサイトを活用し、市内外に向け、有益かつ正確な情報を効果的に発信す

ると共に、市の魅力や優位性を、戦略的に発信します。市公式フェイスブックなどの SNS

を活用し、市政情報や市民情報、市の魅力などを、効果的に発信します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市ウェブサイトなどによる情報

発信 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（4） 市長戦略の広報（戦略広報課） 

市長戦略について、記者会見などを通じて、的確に広報します。また、市長戦略の実

現に向けて、横断的な庁内調整や効果的な情報発信を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

定例記者会見・記者懇談会を

通じた情報発信 
実施 実施 実施 実施 実施 

市長指示事項や重要施策の

庁内調整 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5） 市民意見の市政への反映（戦略広報課） 

声のポストや市政への要望メールの対応や、パブリックコメント制度の運用により、市民

の意見を市政に反映させていきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

声のポスト・市政への要望メ

ールによる広聴 
実施 実施 実施 実施 実施 

パブリックコメント制度の運用 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（6） 相談サービスの充実（戦略広報課） 

専門家による行政相談や人権相談、法律相談、司法書士相談などの市民相談を定期

的に開催し、市民に相談機会を提供します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市民無料相談 実施 実施 実施 実施 実施 
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6-2 ICT の活用による地域情報化の推進 

 

施策の目的 

幅広い視点で、ICT（情報通信技術）の各分野への効果的な活用を推進し、地域情報化の

加速を目指します。また、市民生活の利便性の向上と行政の透明性の確保に向け、公共デー

タの開放（オープンデータ）の取り組みを進めることにより、情報の即時性と有効性の向上を図

り、さらにオープンデータの活用を推進することにより、各分野における事業の効率性の向上

を目指します。 

 

達成目標 

 平成 28 年度から 32 年度までの公共データの開放（オープンデータ）件数を 100 件に拡大

します。（平成 27 年度：36 件） 

 平成 28 年度から 32 年度までのオープンデータの活用を推進した事業数を 6 件に拡大し

ます。（平成 27 年度：2 件） 

 

現状と課題 

（現状） 

 県内でオープンデータにいち早く着手しています。 

 子育て支援アプリでは民間事業者と連携を実施しています。 

 子育て支援アプリでは静岡県、県警と連携を実施しています。 

 技術的・思考的ハードルが高く、施策を推進するための人材不足がどの地方公共団体でも

課題となっています。 

 オープンデータの推進やビッグデータの活用は、国県施策として推進されていますが、現

状としては、認知度が低く、一部の技術者・研究者がターゲットとなっています。 

（課題と展望） 

 インターネットをはじめとする ICT 技術の進歩は継続的に加速しており、特にスマホ等を活

用した手軽な行政サービスはニーズが高まっています。 

 行政の持つ課題のうち、多くの分野で顕在的・潜在的に ICT 活用による解決の可能性があ

ります。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） ICT の効果的な活用（情報政策室） 

ICT の各分野における事業への活用による効率化策について、幅広い視点で具体的

に研究・検討を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

各分野における ICT の活用

方法の研究・検討 
実施 実施 実施 実施 実施 
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（2） 効果的な公共データの開放、ビッグデータの活用（情報政策室） 

公共データの開放（オープンデータ）に取り組む目的である、行政の透明性の確保や、

防災減災、市民協働のツール、新産業の創出などへの取り組みを進めます。また、オー

プンデータのほか、統計情報を含むビッグデータ等の様々な分野の情報を活用する手法

について、調査・研究を進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

公共データの開放の推進 

※データセット数（累計） 
36 件 50 件 ７0 件 85 件 100 件 
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6-3 効果・効率志向の行政経営の推進 

 

施策の目的 

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、市行政は地域経営の主体として、行政サービ

スの持続可能な提供のため、企業経営体質の行政体制の確立が求められています。民間経

営の考え方や手法を取り入れ、仕事の質向上を図ることにより、持続可能な効果・効率志向の

行政経営を目指します。 

 

達成目標 

 改善活動記録シートの職員一人あたりの記録件数を平成 32 年度までに 4 件に増加させる

とともに、一人 2 件以上の達成率を 100％にします。（平成 27 年度：2.1 件／人） 

 

関連計画 

58 裾野市行政改革大綱/57 裾野市公共施設等総合管理計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 重要な行政課題について、民間委員で構成する行政改革推進委員会の提言を、行政運

営に反映させています。 

 指定管理者制度18の効果的な運用に向けて、民間委員を含めた指定管理者選定評価委

員会を組織し、厳正な審査による選考と、毎年度の指定管理者の管理運営の状況を点検・

評価することにより、市民サービスの向上に一定の成果をあげてきています。 

 平成 20 年度から総合窓口を開設し、毎週水曜日の時間外窓口開庁、市民課窓口業務委

託など、サービス改善を継続してきました。 

 基幹系システムのクラウド化、生体認証をはじめとする各種認証装置、スパムメール対策、

証跡管理等のセキュリティ対策を導入しています。 

 人口減少や少子高齢化など、急激に進む社会の変化の中、行政だけでは対応しきれない

新たな社会問題、地域課題が増加しています。 

（課題と展望） 

 人口減少社会において、市民サービスをより効率的に提供するため、民間経営の考え方

や手法を取り入れた行政経営を推進し、経営の効率化、仕事の質の向上を図る必要があり

ます。 

 組織で行政課題を共有し、絶え間ない業務改善が行われる組織風土を醸成し、職員の意

識改革を図ることが求められています。 

                                                
18指定管理者制度：市が設置する公の施設の管理運営を、民間事業者等を含む法人その他の団体に任せる制度 
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 市民や地域が必要とする公共サービスの担い手として、法令遵守とニーズ志向が両立した、

効率とサービスを高めた業務の執行が求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 市民視点の行政経営の推進（行政経営監） 

市民ファーストの視点に立って、全員参加による絶え間ない改善を定着させ、市政に

反映させます。そのために小集団（QC サークル）活動を拡大していきます。 

市民の市政に対する意向を継続的に把握し、市民視点を意識した行政経営を市政に

反映させます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

小集団（QC サークル）活動

の推進 
試行 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 窓口サービスの充実（市民課、各支所） 

総合窓口の充実、休日・夜間の証明書発行サービス、コンビニ交付サービスの提供な

ど、市民サービスの向上を目指します。民間活力を市民課窓口業務に取り入れ、効果

的・効率的な業務執行を進めます。各支所は、支所で用件が完結できるよう関係部署と

連絡を取り合い、柔軟な窓口対応を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

窓口サービスの向上 

（市民課） 
実施 実施 実施 実施 実施 

支所窓口の運用、関係部署

との連携（深良支所） 
実施 実施 実施 実施 実施 

支所窓口の運用、関係部署

との連携（富岡支所） 
実施 実施 実施 実施 実施 

支所窓口の運用、関係部署

との連携（須山支所） 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 公共施設等マネジメントの推進（行政経営監） 

公共施設等の全体状況を把握し、中長期の視点をもって、大規模改修・建て替え・統

廃合・長寿命化などを計画的かつ強力に推進することにより、財政負担の軽減・平準化を

行い、公共施設等のマネジメントを実行します。 

指定管理者制度等の民間活力は、長期的視点で効果を見極めて導入していきます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

公共施設等総合管理計画

に沿った活動の実行と計画

の見直し 

現状把握

と実行 

個別計画

の策定と

実行 

個別計画

の実行と

見直し 

個別計画

の実行と

見直し 

個別計画

の実行と

見直し 

 

（4） 効率的で公正な行政事務の執行（総務管財課） 

的確で分かりやすい政策法務、文書の適正管理、適切な個人情報の保護と情報公開

に努めます。 

市役所庁舎やその他の市の財産を適正、戦略的に管理します。厳しい財政状況を踏
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まえ、市が所有する財産の有効活用や処分に取り組みます。 

適切な入札や契約手続きにより、透明性の高い事務の執行を推進します。 

市内選挙区における選挙の適正な管理執行に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

      

      

 

（5） 電子自治体の構築・運用（情報政策室） 

サーバーの運用管理、クライアント端末の配置管理、 新情報処理技術についての情

報収集、住民記録や財務情報等の基幹業務のシステム管理など、電子自治体を推進し

ます。電子的に記録された個人情報などの機密情報等を保護するため、県や国と協力し

ながら、不正アクセスやウィルス対策を強化します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

情報セキュリティ事故防止

のための監視と対策の強化 
実施 実施 実施 実施 実施 
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6-4 健全で持続可能な財政運営の推進 

 

施策の目的 

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、市行政は地域経営の主体として、行政サービ

スの持続可能な提供のため、企業経営体質の行政体制の確立が求められています。自主財

源の安定的な確保と歳出の効率化による財政構造の強化と、市民に対する分かりやすい情報

提供に取り組むことで、財政の健全化・透明化を推進します。 

 

達成目標 

 将来負担比率を平成 32 年度まで 27%の水準を維持します。（平成 27 年度：10%） 

 実質公債費比率を平成 32 年度まで 10.0％以下の水準を維持します。（平成 27 年度：

8.4％） 

 市税徴収率を平成 32 年度まで 97.8%に高めます。（平成 27 年度：97.4%） 

 

関連計画 

60 中期財政計画 

 

現状と課題 

（現状） 

 地域経済を牽引する産業集積が進み、人口が拡大してきました。法人関係の税収の割合

が比較的高く、生産年齢人口割合が高いことから一定規模の個人市民税収があります。 

 国の税制改正により税収が変動するリスクを抱えています。 

 少子高齢化などの諸要因により、扶助費が増大傾向にあります。【H23 年度：2,523,543 千

円→H27 年度：3,603,857 千円】 

 市税の減収に伴い、単年度で歳入歳出のバランスを保つことが出来ず、財政調整基金や

特定目的基金を取崩し、不足財源に対応しています。 

 公共インフラの更新に係る費用の増大が見込まれます。 

 立地する企業・事業所の移転などが起こると、法人関連税制、個人市民税に大きな影響が

生じます。 

（課題と展望） 

 市民に対する説明責任や市民満足度の向上のため、市民や法人が払った税金がどのよう

に使われているかについて、適切に情報発信することが求められています。 

 地域の持続的な発展に向けた投資を行いつつ財政の健全性を保つため、市債及び基金

の適正な管理が求められています。 

 公平・公正な税制度の確保のため、適切な市税の徴収が求められています。 

 課税客体を正確に把握した、適切な市税の賦課が求められています。 
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施策実現の手段（基本事業） 

（1） 財政運営の健全化・透明化の確保（財政課） 

限られた財源の効率的活用を図り、歳入とのバランスがとれた、安定して持続可能な財

政運営を推進します。また統一的な地方公会計基準に基づいた財務書類の作成、分か

りやすい財政状況の公表に努め、経営の透明化を高めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
予算の編成・公表、予算執行

実績等決算資料の作成・公

表、財務書類の作成・公表 

実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 安定した財政運営の推進（財政課、企画政策課） 

安定した財政運営を行うため、総合計画に基づく中期財政計画を策定し、国の税制改

正や補助制度の変更及び市債や基金の残高等にも柔軟に対応し、選択と集中の視点で

効果的・効率的に事業が執行されるよう庁内調整を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

中期財政計画の策定・公表 実施 実施 実施 実施 実施 

財政状況の分析・改善 制度設計 実施 実施 ― ― 

 

（3） 財源の適正な確保（管理納税課、課税課） 

税負担の公平性・公正性を保つため、正確な収納管理・徴収事務を行うとともに、納税

意識の啓発に努めます。所得や土地・家屋・償却資産を適切に把握し、地方税法等に基

づき税額を算出し、適正な賦課に努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

適正な収納事務・滞納整理

の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

納税意識の啓発（租税教室

や税の作品募集等） 
実施 実施 実施 実施 実施 

適正な賦課事務の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

個人市民税における扶養調

査、未申告調査の実施 
実施 実施 実施 実施 実施 

固定資産税算出資料・地番

図精度の向上 

調整区域

の宅地評

価見直し 

調整区域

の宅地評

価見直し

評価替え

へ適用 
― ― 

固定資産税における償却資

産照合調査の実施 

※調査件数 

40 件 40 件 
40 件／ 

効果・手法

検証 

40 件 40 件 

 

（4） 適正な会計処理の管理（出納課） 

各所属における手続きを審査の上、収入と支払の事務処理を行うほか、基金の運用、

決算を調製します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

適正な会計処理の管理 実施 実施 実施 実施 実施 
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6-5 行政経営の確立に向けた人材の育成と組織体制の強化 

 

施策の目的 

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、市行政は地域経営の主体として、行政サービ

スの持続可能な提供のため、企業経営体質の行政体制の確立が求められています。新たな

課題や多様化する市民ニーズに柔軟に対応できる行政組織の構築と職員の育成を図ること

で、効率的・効果的な行政経営を可能にする、活力ある組織づくりを推進します。 

 

達成目標 

 職員の職務満足度を平成 32 年度までに 63.6%に高めます。（平成 27 年度：53.5%） 

 

関連計画 

59 裾野市人材育成基本方針 

 

現状と課題 

（現状） 

 職員間の緊密な連携と情報共有が図られています。 

 東部ブロック研修担当者会議を例年開催する等、近隣市町と緊密な連携を保っています。 

 職員研修の充実に対して、高い理解が得られています。 

 専門的スキルを持った職員が少ない状態です。 

 大量退職により世代間の職員数が不均衡となっています。 

 権限委譲等による業務量の増大のため、職員が手いっぱいとなっています。 

 課の細分化により、課員数が少なくなっています。 

（課題と展望） 

 協働を原動力とするまちづくりのためのひとづくりが求められています。 

 地方公務員法改正に伴う人事評価制度の完全実施が必要です。 

 女性活躍推進法が施行されたことにより、女性職員に対する積極的な人材育成が求めら

れています。 

 組織体制の強化、見直しによる課の統合等を行います。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 行政課題に適応した組織体制の構築（企画政策課） 

様々な行政課題や市民ニーズに対応するため、柔軟かつ機能的な組織体制づくりを

進めます。 
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主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

組織体制の検証・見直し 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 中長期的な視点に立った人材育成の実施（人事課） 

階層別研修、専門研修、自己啓発研修、職場研修(OJT)、及び派遣研修等を実施する

ことで職員の資質向上を図ると共に、人事評価制度を人材育成のツールとして活用する

ことにより、活力ある組織づくりを進めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

裾野市人材育成基本方針

の策定 
策定 

方針を踏

まえた取

組み展開

方針を踏

まえた取

組み展開

方針を踏

まえた取

組み展開 

方針を踏

まえた取

組み展開
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6-6 将来を見据えた市政の展開 

 

施策の目的 

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、市行政は地域経営の主体として、行政サービ

スの持続可能な提供のため、企業経営体質の行政体制の確立が求められています。長期的

展望に基づく戦略的な行政経営に努めるとともに、市民と行政が共に政策を創るまちづくりに

取り組むことで、「田園未来都市」を具体化する、誰もが住み続けたいと思える裾野市らしい地

域づくりを推進します。 

 

達成目標 

 後期基本計画の目標達成率を平成 32 年度までに 100%とします。 

 裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画終期：平成 31 年度）の目標達成率を 100%とし

ます。 

 

関連計画 

61 裾野市人口ビジョン/62 裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

現状と課題 

（現状） 

 長期的な人口展望をとりまとめた裾野市人口ビジョン、5 年間の具体的な取組みを整理し

た裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略を、市民や産業団体、教育機関、金融機関、労働

者団体、報道機関などの参画を得て、H27 年 10 月に策定しました。 

 市の基幹計画の策定や進捗評価にあたり、市民や地域の参画が進んでいます。 

 まちづくりの担い手となる市民活動団体が増えています。 

 市長会や近隣地域の地方公共団体との広域会議などを活用し、情報交換や連携した取組

みを進めている。 

 国際交流団体により、姉妹都市との交流活動、市民の国際交流の機会の創出や、外国人

の住みやすい環境づくりが行われています。 

 東富士演習場に関連する各機関との連絡体制が整い、意見交換の場があります。 

 計画に沿って施策を展開した後、業績を評価し、市民に対して報告するする仕組みが確

立されていません。 

（課題と展望） 

 市民起点の行政経営を確立するために、計画に沿って施策展開した後、業績測定し、市

民に対して報告し、まちづくりの状況について共有する必要があります。 

 当市の実情に即して真に価値ある施策を展開していくためには、市民と行政が共に施策を

創る政策立案のプロセスづくりが求められています。 
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 人口減少傾向による税収の減少、人口の世代間バランスの変化による行政サービスへの

ニーズの変化、まち・ひと・しごと創生や地域分権改革の進展など、長期的な視点で行政

課題を把握し、そのために必要な施策を講じていくことが求められています。 

 効率的に行政課題に対処していくためには、共通の課題を抱える市町などとの連携による

取組みを推進することが求められています。 

 グローバル化の進展する今日において、海外との交流機会があり、多様な考え方が共存

する地域づくりが求められています。 

 東富士演習場に関連する事項について、円滑な処理が図れるよう利害関係者等と演習場

使用者との円滑な連絡調整が求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 計画的な行政経営の推進（企画政策課） 

総合計画を核に、各種計画の整合・調整を図り、軸のぶれない行政経営を推進します。

計画に沿って施策を展開し、業績測定し、その結果は広く公開し、市民との情報共有を

図ります。 

施策の展開にあたっては、客観的かつ中立的なデータ分析により地域課題を見えるよ

うにし、適切な意思決定がなされるよう努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

総合計画進捗状況報告会・

みらい会議の開催、広報の

実施、次期計画の策定 

実施 

実施／ 

策定手法

の検討 

実施／ 

策定作業

実施／ 

策定作業 

実施／ 

策定 

総合計画サポーター19の拡

大 

※サポーター数 

150 人 200 人 250 人 300 人 350 人 

まち・ひと・しごと創生総合

戦略の進捗管理 
実施 実施 実施 

実施／ 

見直し 

見直しを

踏まえた

展開 

統計利用の推進 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（2） 広域連携の推進（企画政策課） 

市長会、様々な広域会議の場や、近隣市町との間で、広域的に連携できる事業等に

ついての調査を行い、実施に向けた市町間の調整・検討を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

広域会議への対応 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（3） 地方分権への的確な対応（企画政策課） 

国等の動向について、的確に情報を収集・把握し、市民への情報提供を行うほか、必

要な対策などについて検討・実施します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

地方分権改革への対応 実施 実施 実施 実施 実施 

                                                
19 総合計画サポーター：みらい会議などで当計画の策定に関わった方。今後は進捗状況の確認、施策展開、次期

総合計画の策定過程への参画を想定。 
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（4） トップマネジメントの補佐（秘書課） 

市長が行う政策決定等のトップマネジメントに対し、調整・調査等さまざまな補助事務を

行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

市長・副市長の秘書業務 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（5） 多文化共生の推進（秘書課） 

海外友好協会との連携等によって、より多くの学生の国際交流を図るほか、受け入れ

側の体制整備を図ります。 

市民の国際交流の機会を提供するほか、外国人が住みやすい体制を整備します。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

姉妹都市との交流事業の実

施 
実施 実施 実施 実施 実施 

 

（6） 東富士演習場関連の調整・対策（渉外課） 

東富士演習場における利害関係者等と演習場使用者との間の諸問題について、円滑

な処理が図れるよう、連絡調整を行います。 

東富士演習場より発生する諸問題に対処し、周辺の地域住民及び市民の民生の安定

と生活の向上を図ります。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

東富士演習場諸問題への

対応 
実施 実施 実施 実施 実施 
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6-7 開かれた議会運営の支援 

 

施策の目的 

市民の議会に対する関心を高めるため、開かれた議会活動や議会活性化に向けた取組み

を支援することにより、市議会における意思決定過程や議決内容、議会活動についての情報

を、分かりやすく市民に周知できる体制の実現を目指します。 

 

達成目標 

 議会傍聴者数（常任委員会含む）を平成 32 年度まで 450 人の水準を維持します。（平成

27 年度：450 人） 

 

現状と課題 

（現状） 

 議会基本条例が制定され、議会が目指す方向性が明確になっています。 

 過去 5 年間において、議会の傍聴者数は増加した年度もあったものの、漸減しています。

議会報告会の参加人数が伸び悩んでいます。 

（課題と展望） 

 議会基本条例に基づき、市民に開かれた議会づくりが求められています。特別委員会での

協議を踏まえ、議会基本条例に位置付けた取組みの実現が求められています。 

 市民の議会への関心の高まりを促進することが求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 議会の活性化支援（議会事務局） 

明るく、良好な議場環境の整備を進めるとともに、快活な議論の場となるよう、議員の資

質の向上と議会の議決機関としての機能強化、活性化を図るため、議員の調査・研究・研

修、議員間の議論や政策討論の実施への支援を行います。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

議場の音響等の調整等 実施 実施 実施 実施 実施 

広域研修への参加 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 

政策討論会の実施 

討論の進

捗状況に

応じ実施 

討論の進

捗状況に

応じ実施 

討論の進

捗状況に

応じ実施 

討論の進

捗状況に

応じ実施 

討論の進

捗状況に

応じ実施 

 

（2） 情報提供機能の充実（議会事務局） 

議会の意思決定や、委員会の議論などについて、市民と情報や意見を交換する議会

報告の実施を支援するとともに、市民が正確で容易に情報収集できる環境を整えます。 
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主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

議会報告会の実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 
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6-8 適正な監査事務の促進 

 

施策の目的 

監査委員の行う、市の財務に関する執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行に対す

る監査等の実施を支援します。 

 

関連計画 

63 監査計画 

 

現状と課題 

（課題と展望） 

 公正で合理的かつ能率的な市の行財政運営の確保のため、適切な監査の実施が求めら

れています。 

 監査委員が行う、監査、検査及び審査を効果的・効率的に実施するため、監査機能の充

実が求められています。 

 

施策実現の手段（基本事業） 

（1） 監査方針の明確化（監査委員事務局） 

監査計画等実施計画で、監査等の着眼点などを明確化にし、監査が効果的に実施で

きるように努めます。 

主な取組み H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

監査計画に基づく監査の実

施に向けた支援 
実施 実施 実施 実施 実施 
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第4章 進捗管理 

 

1. 達成目標と業績測定 

当計画では、施策の柱ごとに施策の目的を整理し、達成目標を設定しています。計画の進

捗管理にあたっては、達成目標に向けた取組みの業績測定が不可欠です。 

業績測定では、施策の柱に沿って行政の各部門が事務・事業を効率的に行ったかどうかを

点検・評価します。その結果は、市民に対して定期的に報告します。 

 

2. 総合計画運営方針を核とした行政評価 

第 4 次総合計画では、毎年度の事務・事業の執行にあたり、施策の柱ごとに何を課題と捉

え、どのような具体的な取組みをするのかを明確にした、「総合計画運営方針」をとりまとめ、公

表しています。この仕組みに業績測定を組み込み、運営方針を核とした PDCA サイクルを構

築します。 

 

 

23 年度              ～              32 年度 基本構想 

後期基本計画   28 年度           ～              32 年度 

総合計画 

運営方針 

実施計画 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

総合計画運営方針進捗管理


