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裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 

 

平成 30年 3月 

裾野市企画部企画政策課 

 

平成 30年度の事業展開に備え、まち・ひと・しごと創生総合戦略を次の通り改訂する。 

※改訂箇所は＜総合戦略の改訂箇所＞においてアンダーラインを引いた箇所 

 

 

改訂のポイント 1 

既に取組みが完了した主な施策を明記（子育て世代包括支援センターは設置に向けた検討が

完了し、平成 30 年度から運用開始）。 

 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

1－1（1）地区の強みを活かしたまちづくりの推進 

■主な施策 

1. 総合計画や各種基幹計画の着実な推進 

― 第 4次総合計画後期基本計画を策定する（平成 28年度に策定完了）。 

― 総合戦略や総合計画との連携を図り、他の基幹計画を策定・展開する。 

― 都市機能や交通なども含めてまち全体の構造を検討し、立地適正化計画や地域公

共交通網形成計画を策定する。 

― まちづくりのあり方を広く議論する場、総合計画・総合戦略の進捗や行政の取り

組み状況を市民が確認する場を創出する。 

 

2－2（2）妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実 

■主な施策 

4. 子育てに関する情報発信・相談体制の充実 

― 妊娠期から子育て期にわたるまで、情報提供、相談支援など切れ目のない支援を

行う子育て世代包括支援センターの設置に向けた検討を行うを設置・運用する。 

― 子育て世代に特化した情報発信・共有を図るため、子育てに有効な各種情報を収

集し、サイトを構築する（平成 28年度でサイト運用完了）。 

― 子育てに関するきめ細かな相談業務や支援を実施するため、子育て相談支援員の

配置、子育て支援パートナーの養成を行う（平成 29 年度で子育て支援パートナ

ーの養成完了）。 

― 子育て世代が持つ、子育てに対する不安や孤立感を解消するため、市民と行政の

間で双方向性のある情報のやり取りを可能にするスマートフォンのアプリケー

ションを開発し、子育て支援を行う。 

  



2 

 

2－3（2）学校の教育力の向上 

■主な施策 

1. 学習環境の整備 

― 子どもに質の高い教育を提供していくために、「学びの森 」を設置・運営する。

「学びの森」では専門的な指導員を配置し、①教職員の研修体制の充実 ②学校

と地域の連携協力の推進 ③児童生徒、保護者との教育相談を進める。 

― ティームティーチング による学習支援及び児童の生活支援を行う。 

― 児童生徒の学力の向上を図るため、尐人数指導等、きめ細やかな指導に当たる学

力向上支援員（講師）を配置する（平成 29年度で完了）。 

― 自主的な学習を希望する児童生徒の指導のために、放課後や夏休みなどに学力向

上ボランティア を配置し、きめ細やかな学習支援体制をつくる。 

― 児童生徒がコンピュータやインターネットを活用し、主体的な学習ができるよう

推進するとともに、発達の段階に応じた情報活用能力の育成を図る。 

 

3－2（1）地域資源を活かした稼ぐ力の創出 

■主な施策 

3. 地域産業の活性化に向けたビジョン計画の検討 

― 地域の稼ぐ力を強化する、地域産業の活性化計画を策定する（平成 28 年度に策

定完了）。 

 

 

改訂のポイント 2 

宅地分譲促進事業の実施を平成 30年度も継続する。 

 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

1－2（1）住みたくなる住環境の形成、出歩きたくなる地域の創出 

■取組み方向性 

◯宅地分譲を促進するための補助事業を実施する。（市内全域対象で平成 24 年度から平成 29

年度実施事業） 

 

 

改訂のポイント 3 

平成 29 年度から実施している「新しい公共を担う活動主体育成事業」を総合戦略上で位置

づける。 

 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

2－1（1）ひとづくり、地域活動支援の推進 

■主な施策 

1. 市民活動団体による地域活動の支援 

― 市民活動センターを核に、市民活動団体による地域活動を支援する。 
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― 市民提案型の事業や市民パートナーを募集して実施する事業の活動支援を行う。 

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

を実施する。 

 

 

改訂のポイント 4 

平成 30 年度から実施する「産婦検診・産後ケア事業」「保育環境拡充事業」「高校生等

医療費助成事業」「放課後児童室民間委託事業」「工場立地適地調査事業」「スポーツツー

リズム事業（準高地トレーニング）」を総合戦略上で位置づける（放課後児童室は最適な

実施方法の検証が平成 27年度で完了した）。 

 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

2－2（2）妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実 

■主な施策 

1. 妊娠・出産期支援の充実 

― 妊娠・出産・育児に関する不安を解消するため、初妊婦とその夫、家族を対象と

した講座を開催する。 

― 産後うつの予防や新生児への虐待防止等を図るため、出産後間もない時期の産婦

に対し健康診査を行い、必要に応じて、出産した退院直後の母子に対して、心身

のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。 

2. 子育て期（乳幼児期）支援の充実 

― 保護者の負担軽減を図り乳幼児の健やかな成長に寄与するため医療費を助成す

る。 

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

う。 

― 安心して働き、子育てできる環境整備を図り、子育て世代の定住人口増加に資す

るため、認可施設（保育園、幼稚園）以外で一定の基準を満たす子育て支援施設

への運営費等を助成し、保育園、幼稚園の受入れ態勢を強化する。 

― 子育てにやさしいまちの実現のため、待機児童の通年解消、要支援児童保育の充

実、育休退園の廃止など保育環境の充実を図る。 

― 市内公共施設に、授乳施設やおむつ替えスペースを整備することで、子育てをま

ち全体でサポートする意識を浸透させ、子連れ家庭が賑わう、安心して子育てで

きる環境づくりに取組む。 

3. 子育て期（学童期〜思春期）支援の充実 

― 保護者の負担軽減を図り小中学生及び高校生等の健やかな成長に寄与するため

医療費を助成する。 

― 放課後児童室の開設時間を試行的に延長し、教室毎の利用実態、地域別の特性・

ニーズについても調査を行い、地域特性を踏まえ、地域ごとに最適な実施方法を

検証する（平成 27年度で検証完了）。 

― 放課後児童室の安心・安全な運営とサービスの平準化を図るため、放課後児童室
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運営の民間事業者への委託を推進する（平成 30年度から実施）。 

― 中学生を対象に、将来「親」となることの大切さを伝えるため、妊娠・出産・育

児について学ぶ機会を創出する。 

 

3－1（1）企業・事業所の事業活動環境の整備 

■主な施策 

1. 企業立地の促進 

― 企業の誘致及び立地維持を図るため、事業用地取得費、建物機械設備取得費等に

対し助成する。 

― 企業の誘致を促進し、地域経済の活性化を図るため、新たな事業適地の調査研究

を推進する。 

 

3－2（1）地域資源を活かした稼ぐ力の創出 

■主な施策 

2. 地理的優位性、地勢を活かした産業振興 

― 首都圏との距離や市の地勢を活かした新しい商品、サービスの創出を図る。 

― 都市緑化分野を主な市場に見据え、軽量・薄層技術による付加価値の高い緑化作

物の栽培・販売に取組む事業協同組合と連携し、地域産業化を図る。 

― 富士山麓の標高を活かし、心肺機能の強化をおこなうスポーツ合宿の誘致を推進

する。 

 

 

改訂のポイント 5 

平成 29年度に効果検証組織である「裾野市総合計画等評価委員会」を立ち上げた。 

 

＜総合戦略の改訂箇所＞ 

2. 推進体制及び効果検証の仕組み 

■効果検証の仕組み 

○ 創生会議構成委員等による効果検証組織裾野市総合計画等評価委員会 

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

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

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

効果検証組織は、創生会議と連携して、総合戦略に基づき展開する施策の実績を点検・

評価し、施策の見直しにつなげる。 

 

 

改訂のポイント 6 

既に目標を達成した KPIについて、戦略策定時に設定した目標値は変更しないものの、担当

課が今後目指す目標値や新たな KPIを設定する。また、既に目標を達成できない事が確定して

いる KPIについて、目標を設定し直す。 
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＜総合戦略の改訂箇所＞ 

別添 

① 既に目標を達成した KPIで、追加で目標を設定した KPI 

区分 17 KPI 戦略策定時の目標値 追加設定した目標値 

1-2(1） 市街化区域内での優良宅

地の創出件数 

【H24～H26】72区画 

→【H27～H31】100区画 

【H24～H26】72区画 

→【H27～H31】H29実績

＋50 区画(戦略策定時：

100区画) 

1-2(1） 宅地造成による市内への

定住者数  

策定時に目標設定なし 

（H30～設定） 

【H30～H31】120人 

1-2(3） 企業・事業所との災害時

の相互支援協定締結件数 

【H27～H31】10件 【H27～H31】30件 

1-3(1） 文化施設・観光施設の整

備件数 

【H27～H31】4件 【H27～H31】7件 

2-1(1） 市民活動センターの支援

事例数 

【H25,H26】5件 

→【H27～H31】15件 

【H25,H26】5件 

→【H27～H31】60件 

2-1(1） 市民提案事業の実施件数 【H23～H26】20件 

→【H27～H31】20件 

【H23～H26】20件 

→【H27～H31】38件 

3-3(1） 中小企業相談支援事業に

おける相談件数 

【H26】15件 

→【H27～H31】50件 

【H26】15件 

→【H27～H31】H29実績

＋700件 

3-3(1） 市が行う起業支援によっ

て創出された起業件数 

策定時に目標設定なし 

（H30～設定） 

【H30～H31】6件 

 

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

区分 17 KPI 戦略策定時の目標値 設定し直した目標値 

1-2(1） コモンスペース創出の取

組み 

【H28】制度設計 【H28～H30】制度構築 

 

17 区分は、「施策の基本目標」「施策の方向」の項目名に付番した番号を示す。 

 

（以上） 

 

＜本件の担当＞裾野市企画部企画政策課 

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


