
第4次裾野市総合計画後期基本計画 平成29年度重点政策
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＜市政全体への満足度（23年-28年）＞

○ 市政全体への満足度
は向上傾向にある。
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＜総人口の推移（23年-28年）＞

○ 人口は前期計画期間
で約17百人減少。

○ 近年は転出超過傾向
が続く。

一方で・・・

現状 重点化の方向
重点取組み

重点取組みとは、施策横断的、長期的な取組みで成果をねらうもの。

平成29年度
重点政策

～シビックプライド
の向上～

• 暮らし満足をさらに進め、地
域全体で市の魅力や価値
を高めることで、暮らす方々
のまちへの愛着や誇りの高
まりを目指す。

1．子育てネットワークの拡充
当市の合計特殊出生率は1.82（H22）と県内トップ

クラスであるが、市民の皆さんの希望の子ども人数
は2.55人。そのギャップの解消のため、切れ目のな
い子育て支援を展開する。

• 1-2（1） 21 認証保育所運営補助事業
• 1-2（4） ＊ 子育て世代包括支援センターの設置
• 1-2（4） 18 地域における子育て支援体制強化事業 ◎
• 1-2（5） 19 放課後児童健全育成事業
• 1-2（5） 20 夏季限定放課後児童対策事業
• 3-2（2）116 ママチャレ事業 ◎
• 3-2（2）117 みんなで子育てするまち推進事業 ◎

2．学校・地域・企業等連携の強化

この10年間、当市で生まれた子どもは、15歳まで
にその1割が転出している。子どもの成長期にふさ

わしい環境づくりのため、裾野市らしい教育プログラ
ムを強化する。

• 1-2（3） 32 幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 ◎
• 1-2（4） 17 みらいのパパママスクール事業 ◎
• 2-1（1） 67 裾野市地域学校支援事業
• 2-1（1） ＊ 企業と連携した学習プログラムの推進
• 2-1（1）,2-5（2）78 ほんものとふれあう学習事業 ◎
• 2-1（3） 76 いじめ問題対策連絡協議会 ◎
• 2-3（1） 88 青少年教育事業 ◎
• 2-5（3）99～102 図書館読書推進事業

3．新しいまちづくり方針の策定

当市から転出を希望する方の転出したい理由では、
「公共交通が不便」、「買い物が不便」（H27市民意

識調査）が上位。人口減少社会でも便利で持続可
能な裾野市らしいまちづくりに向けて、まちの機能が
どのようにあるべきか検討を進める。

• 4-1（1）140 立地適正化計画策定事業 ◎
• 4-2（2） ＊ JR裾野駅周辺公共施設等整備の検討
• 4-2（3）142 JR岩波駅バリアフリー化整備事業
• 4-2（3）143 北部まちづくり計画事業 ◎
• 4-2（5）144 宅地分譲促進事業
• 4-4（1）152 （仮称）神山深良線整備事業
• 4-4（2）162,164,165 幹線道路整備事業
• 4-4（3）154 東西地区道路整備計画に基づく道路整備事業
• 4-5（2）168 地域公共交通網形成計画策定事業
• 5-1（1）179 住宅建設等促進事業

4．地域の稼ぐ力の強化

当市の土地利用で今後優先すべきゾーンは、駅
周辺、商業地（H28市民意識調査）が上位。この地

域に暮らす方々の喜びや楽しみにつながるような地
域産業の活性化に取り組む。

• 5-1（1）180 中小企業支援事業
• 5-2（1）182 産業連携地域プラットフォーム事業（産業
基本計画に基づく産業の活性化） ◎

• 5-3（2）189 地域農業担い手支援事業
• 5-3（3）186 地域戦略作物活性化支援事業
• 5-3（3）187 屋上緑化推進事業生産者活動助成事業
• 5-4（1）198 体験型観光プログラム事業 ◎

5．市民活動支援の強化
市内の“歴史・文化、名所旧跡”を核として、地域づく

りにつながる活動が盛り上がっている。新しい公共を
担う活動主体を支援するとともに、さらなる活動支援
として課題解決への対応力の醸成に取組む。また、こ
の総合計画の進捗を市民の皆さんと確認し合う。

• 1-4（6）47の一部 高齢者地域交流事業（サロンづくり）
• 2-2（2） 85 成人教育事業 ◎
• 3-1（1）112 市民活動センター運営事業 ◎
• 3-1（1）113 新しい公共を担う活動主体育成事業 ◎
• 3-1（1）114 市民協働推進事業 ◎
• 3-4（3）129 防災体制整備事業 ◎
• 6-6（1）226 みらい会議の開催 ◎

6．戦略的シティプロモーションの展開
これまで進めてきた当市の知名度を向上させるシ

ティプロモーションを一歩進め、暮らす方々のシビッ
クプライドの向上に集中したシティプロモーションを
展開する。

• 2-4（1） 90 ラグビーウイメンズセブンズシリーズ大会誘
致事業 ◎

• 5-5（1）201 ふるさと納税推進事業 ◎
• 5-5（1）202 シティプロモーション推進事業 ◎
• 5-5（1）203 地域資源発掘事業 ◎
• 5-5（3）200 定住・移住促進事業 ◎

出所：市民意識調査

出所：裾野市調べ（毎年10月1日現在（29年は1月1日現在））
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• シビックプライド向上の結
果、地域、NPO、企業、行

政など様々なまちづくりの
担い手が、「ワイワイ、ガヤ
ガヤ」共にまちづくりに取り
組む地域を目指す。

• 人口減少社会にあっても、
住み続けたくなるまちづくり
を実現する。

• まちの魅力探しをさらに進
め、「裾野ファン」を市内外
で拡大する。

未来志向の裾野市らしい「田園未来都市」づくりに関わる人を増やすため、シビックプライド
※
の向上を目指す

H29当初予算
シビックプライド関連事業◎ほか

36事業202百万円（うち一財162百万円）

1-1（1）111 事業名

施策の柱 基本事業 実施計画事業№
※ 実施計画事業№が＊は、

予算の伴わない取組み

資料7-2

出所：裾野市調べ
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＜社会動態の推移（23年度～27年度）＞

転入

転出
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業
№

1-2 （1） 認証保育所運営補助事業 子ども保育課 子育て環境を整備するため、市内の認可外保育所施設のうち、一定の基準を満
たす施設を認証し、運営費を補助する。

8,000 8,000 8 21

1-2 （4） 子育て世代包括支援センター
の設置

健康推進課
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。

1-2 （4） 地域における子育て支援体制
強化事業（子育て支援サポー
ター養成事業）

子育て支援課 子育て支援員をイベントに配置することに加えて、保健師と連携の下、家庭訪問を実
施し、母親の孤立感や育児不安の解消に努める。また、同時に、地域社会で気軽に
相談できる相手を増やすため、子育て支援サポーター（平成29年度より子育て支援
パートナーから名称変更）の養成も継続させる。

200 100 8 18

1-2 （5） 放課後児童健全育成事業 子育て支援課 昼間保護者がいない家庭の低学年児童を預かることにより安全で豊かな放課後生活
を確保する。

43,226 21,532 8 19

1-2 （5） 夏季限定放課後児童対策事業 子育て支援課 東小・向田小の3年生以上の児童を対象に、夏休み期間限定の放課後児童室を試行
的に開室する。

800 800 8 20

3-2 （2） 子育て中の母親ﾈｯﾄﾜｰｸ形成
事業（ママチャレ）

子育て支援課 子育て中の母親のネットワーク構築を促すため、各種講座を行う。また、講座
の開設だけではなく手芸作品や食品を展示・販売する機会を設け、小規模生産
でのネットワーク形成を促進する。

500 500 14 116

3-2 （2） みんなで子育てするまち推進事
業

子育て支援課 子育てにやさしいまちの実現に向けて、地域全体が子育てを応援し、男性も女性も家
庭と仕事の両立ができる機運を醸成するための各種事業を長泉町と合同で実施す
る。

4,500 825 14 117

1-2 （3） 幼児を対象とした外国文化ふ
れあい事業

子ども保育課 保育園・幼稚園に外国語指導助手（ALT）を派遣し、挨拶や簡単な会話、歌、ｹﾞｰﾑを
楽しむことを通じて、幼少期から外国語や異文化に慣れ親しむ機会をつくる。

2,974 2,974 8 32

1-2 （4） 子育て支援講座開催事業
(みらいのﾊﾟﾊﾟﾏﾏｽｸｰﾙ事業)

子育て支援課 若年層に対する「結婚から育児まで」の意識を高め、将来「親」となることの大切さを理
解してもらうため、中学生を対象に結婚・妊娠・出産・育児について学ぶ「みらいのﾊﾟﾊﾟ
ﾏﾏｽｸｰﾙ」を開催する。

310 155 8 17

2-1 （1） 裾野市地域学校支援事業 学校教育課 地域ぐるみで学校の教育活動に関わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を促進する。 1,239 413 11 67

2-1 （1） 企業と連携した学習プログラム
の推進

学校教育課
地域の企業・事業所などと連携しながら、職業体験等の体験的な活動 や講演会等、
発達段階に応したキャリア教育を行う。

2-1 （1） ほんものとふれあう学習事業 学校教育課、
生涯学習課

児童・生徒が文化・芸術を鑑賞したり、外部講師（ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ・芸術家など）の講演を
聴くなど、ほんものとふれ合う機会を設定する。小学校等でｱｰﾃｨｽﾄの生演奏を聴く場
を設ける「公共ﾎｰﾙ音楽活性化（おんかつ）事業」を同時に実施する。

2,889 2,889 11 78

2-1 （3） いじめ問題対策連絡協議会 学校教育課 【いじめ問題対策連絡協議会】
いじめ防止等に関係する機関及び団体との連携を図り、いじめ防止のための対策の
推進へつなげる。
【いじめ問題対策専門調査委員会】
教育委員会の附属機関として設置し、いじめ防止等のための対策に係る調査研究、
重大事態における事実関係に関する調査を行う。

219 219 11 76

2-3 （1） 青少年教育事業 生涯学習課 わたしの主張大会、成人式、ふるさと学級、親子ふれあい学習、児童生徒の賞揚な
ど、青少年が学習・活躍する機会を設ける。また、青少年育成団体の活動支援と事業
費補助を行う。

7,707 6,457 12 88

2-5 （3） 子ども連れ親子交流促進事業 鈴木図書館 子育て世帯を対象としたｲﾍﾞﾝﾄ事業の開催などにより、乳幼児を連れた親子の利用を
促進し、親子の交流や本に触れる機会の増加を図る。

272 272 13 99

2-5 （3） ファーストブック事業 鈴木図書館 ６か月の赤ちゃんと保護者に絵本をプレゼントし、絵本に出会う機会をつくり親子のふ
れあいを図る。

894 894 13 100

2-5 （3） ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰﾄｰｸ・作家の講演会企
画運営事業

鈴木図書館 裾野市民が、興味を持ち参加できるような身近なﾃｰﾏで講演会を企画し、ｶﾌｪのような
気軽な雰囲気を演出し開催することで、図書館の継続的な利用を促進する。

241 241 13 101

2-5 （3） 親子読書推進・子育て支援事
業

鈴木図書館 子育て世帯の親子を中心に、ゆっくり本を読んだり、楽しく話ができる場所をつくり開
放し、読み聞かせを支援する。

250 250 13 102

4-1 （1） 立地適正化計画策定事業 まちづくり課 人口減少を見据えた持続可能な集約・連携の都市づくりを推進するため、都市全体を
見渡しながら居住や医療、福祉、商業などの施設・機能の誘導を図るための計画を策
定する。

8,630 8,014 17 140

4-2 （2） JR裾野駅周辺公共施設等整備
の検討

企画政策課
土地区画整理事業の進捗に合わせ、駅周辺部の活性化に向け、事業区域内の公共
施設等の整備を検討する。

4-2 （3） 北部まちづくり計画事業 まちづくり課 北部の都市計画（地区計画・農政協議・河川協議等）に係る関係機関との協議を実施
する。

6,176 6,176 17 143

4-2 （3） 岩波駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化整備事業 企画政策課 誰もが安心安全に岩波駅を利用するため、駅構内にｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等を整備しﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
を図るための工事に対して助成する。　工期：Ｈ29～32年度

34,501 32,501 17 142

4-2 （5） 宅地分譲促進事業 まちづくり課 市街化区域内の未利用地の優良宅地化を促進するため、基準を満たした宅地分譲
事業に対して助成する。
宅地分譲事業に対して助成する。（40万円×25区画）

10,000 10,000 17 144

4-4 （1） （仮称）神山深良線整備事業 建設管理課 朝夕の渋滞解消のため、深良地先の市道1-4号線（農免道路）と御殿場市神山地先
の道路を整備し、交通の円滑化を図る。

26,250 2,650 18 152

4-4 （2） 市道2-18号線道路整備事業 建設課 将来の交通需要及び市街地の発展に対応するため、深良地区と裾野駅周辺の市街
地を南北に結ぶ幹線道路を整備する。

54,605 15,305 18 162

4-4 （2） 市道1-26号線整備事業 まちづくり課、
建設課

都市計画街路平松深良線整備に伴う通過車両の生活道路への流入を防ぐため、平
松深良線（公文名工区）の終点部と市道1－4号線（農免道路）間を整備する。

48,500 5,500 18 164

4-4 （2） 都市計画街路平松深良線整備
事業

まちづくり課、
建設課

市内の幹線道路を整備するため、平松深良線のうち市民体育館前通りから千福公文
名線、佐野茶畑線から駅東通り間を整備する。

162,893 16,588 18 165

4-4 （3） 東西地区(市街化区域）道路整
備計画に基づく道路整備事業

建設課 市街化区域内未利用地の宅地化及び、安全な通学路確保のため市道1389号線（稲
荷・茶畑）、市道2019号線（二ツ屋・佐野）の道路整備を狭隘道路整備補助金を活用し
施工する。

61,000 4,050 18 154

4-5 （2） 地域公共交通網形成計画策定
事業

企画政策課 当市の公共交通の実態調査と、将来の展望を調査研究し、地域公共交通の中長
期的な取り組みを示し、人口減少、少子高齢化に対応する「地域公共交通網形
成計画」を策定する。

4,700 4,700 19 168
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5-1 （1） 住宅建設等促進事業 商工観光課 定住人口の増加及び地域経済の振興を図ることを目的として、住宅の新築等に対し
て助成する。新築50万円×25戸・耐震補強・ﾘﾌｫｰﾑ20万円×55戸

20,000 20,000 20 179

5-2 （1） 産業連携地域プラットフォーム
構築事業（産業基本計画に基
づく産業の活性化）

商工観光課 富士山のすそ野で分野を越えたイノベーションが起こるまちとして魅力を高め、新たな
事業創造や起業を呼び込み続ける地域、企業と地域産業の連携促進を図るために、
「産業連携地域プラットフォーム」を設立する。
同時に個人事業者及び中小企業の起業や販路拡大を支援し、市内産業の活性化を
図るため、専門機関と連携した相談会等を実施する。

25,500 13,000 20 182

5-1 （1） 中小企業支援事業 商工観光課 産業の発展や多様化を促進するため、経営革新・技術開発等に取り組む市内中
小企業に対し、利子補給や補助等の支援を実施する。

2,500 2,500 20 180

5-4 （1） 体験型観光プログラム事業 商工観光課 　地域資源を活用しつつ、更なる掘り起しを図るため、「おんぱく」形式の参加型イベン
トを実施する。

1,500 500 21 198

5-3 （2） 地域農業担い手支援事業 農林振興課 将来の農業の担い手を確保するため、農業用機械・施設導入費用や販路拡大のため
の展示会出展費用等に対して助成する。

2,100 2,100 20 189

5-3 （3） 地域戦略作物活性化支援事業 農林振興課 薬用作物とそばを地域戦略作物に位置付け、同作物の作付に対する補助を行うこと
により、耕作放棄地の解消、農産物の６次産業化・新たな特産物の創出を図る。

2,500 2,500 20 186

5-3 （3） 屋上緑化推進事業生産者活動
助成事業

農林振興課 平成27年度から地方創生事業として、軽量・薄層技術による付加価値の高い緑
化作物の栽培方法を確立するため、試験圃場の整備、栽培に取り組んでいる。
平成29年度は事業者組織の運営支援と同時に、販路開拓・拡大等の事業化を加
速させ、農業者の収益拡大、雇用の拡大を図る。

10,360 5,360 20 187

1-4 （6） 高齢者地域交流事業（サロンづ
くり）※介護保険事業の一部

介護保険課
既存の取組みと連携しながら、高齢者が出かけられる居場所づくり（サロンづくり）に
取組む。

9 47

2-2 （2） 成人教育事業 生涯学習課 市民大学や寿大学の開講、市民文芸誌の刊行、生涯学習情報誌の発行、市民芸術
祭開催など、子どもから高齢者までの学習活動を支援する。また、成人教育関係団体
の活動支援と事業費補助を行う。

6,305 6,018 12 85

3-1 （1） 市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業 生涯学習課 ＮＰＯやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による市民協働の推進と地域振興を図るため、市民活動ｾﾝﾀｰを
設置・運営する。

6,225 6,225 14 112

3-1 （1） 新しい公共を担う活動主体育
成事業

生涯学習課 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

3,200 1,200 14 113

3-1 （1） 市民協働推進事業 生涯学習課 市民協働を推進するため、市民協働によるまちづくり研修や、地域づくり学習会・協働
事業に補助等を行い協働事業の推進を行う。

3,740 3,280 14 114

3-4 （3） 防災体制整備事業 危機管理課 第４次被害想定に伴い防災計画を見直し、地震津波対策交付金を活用して防災訓練
を実施するとともに、避難所や救護所用防災資機材の充実を図る。

60,598 44,347 15 129

6-6 （1） 総合計画・総合戦略管理事業
（みらい会議）

企画政策課 まちの魅力を広く市民が共有する場、行政の取組み状況を行政が報告し、市民
が確認する場として開催し、第4次裾野市総合計画後期基本計画及び裾野市総合
戦略の計画管理を行う。

1,800 1,800 23 226

2-4 （1） ﾗｸﾞﾋﾞｰｳｲﾒﾝｽﾞｾﾌﾞﾝｽﾞｼﾘｰｽﾞ大
会誘致事業

生涯学習課 ７人制女子ﾗｸﾞﾋﾞｰの全国大会を引き続き裾野市運動公園で開催できるよう誘致活動
を行う。開催が決したら、実行委員会を発足し来場者にスポーツ体験事業を行う。

816 816 12 90

5-5 （1） ふるさと納税推進事業 戦略広報課 裾野市の名産品や観光施設等を返礼品とした「ふるさと納税」制度を活用し、
市のＰＲと合わせて税収の増額を見込む。

8,874 8,874 21 201

5-5 （1） ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進事業 戦略広報課 市の魅力を創出し、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力や認知度のｱｯﾌﾟを図るため、県内外へ戦略的な情報発
信を行う。市ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ“すそのん”の活用やﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝなどの充実を図る。

4,760 4,760 21 202

5-5 （1） 地域資源発掘事業 企画政策課 当市のまち・ひと・しごと創生の主要な視点の一つ「シビックプライド」形成
に資する地域資源発掘を行う。

450 450 21 203

5-5 （3） 定住・移住促進事業 戦略広報課 定住・移住を促進するため、移住ｾﾐﾅｰへの出展、移住促進用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成等各種
事業を実施する。

596 596 21 200

4．地域の稼ぐ力の強化

5．市民活動支援の強化

6．戦略的シティプロモー
ションの展開



重点取組み
施策
の柱

基本
事業 事業名 事業概要

1-2 （1） 認証保育所運営補助事業
子育て環境を整備するため、市内の認可外保育所施設のうち、一
定の基準を満たす施設を認証し、運営費を補助する。

1-2 （4）
子育て世代包括支援セン
ターの設置

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。

1-2 （4）
地域における子育て支援
体制強化事業（子育て支援
サポーター養成事業）

子育て支援員をイベントに配置することに加えて、保健師と連携の
下、家庭訪問を実施し、母親の孤立感や育児不安の解消に努め
る。また、同時に、地域社会で気軽に相談できる相手を増やすた
め、子育て支援サポーター（平成29年度より子育て支援パートナー
から名称変更）の養成も継続させる。

1-2 （5） 放課後児童健全育成事業
昼間保護者がいない家庭の低学年児童を預かることにより安全で
豊かな放課後生活を確保する。

1-2 （5）
夏季限定放課後児童対策
事業

東小・向田小の3年生以上の児童を対象に、夏休み期間限定の放
課後児童室を試行的に開室する。

3-2 （2）
子育て中の母親ﾈｯﾄﾜｰｸ形
成事業（ママチャレ）

子育て中の母親のネットワーク構築を促すため、各種講座を行う。
また、講座の開設だけではなく手芸作品や食品を展示・販売する
機会を設け、小規模生産でのネットワーク形成を促進する。

3-2 （2）
みんなで子育てするまち推
進事業

子育てにやさしいまちの実現に向けて、地域全体が子育てを応援
し、男性も女性も家庭と仕事の両立ができる機運を醸成するため
の各種事業を長泉町と合同で実施する。

地域には、団体、地区の集まり、高齢者の集まりなどで、健
康づくり・地域福祉の取組みがあります。地域と行政の連
携・協力を進めてください。

5．市民活動
支援の強化

1-4 （6）
高齢者地域交流事業（サロ
ンづくり）※介護保険事業
の一部

既存の取組みと連携しながら、高齢者が出かけられる居場所づく
り（サロンづくり）に取組む。

2-1 （1） 裾野市地域学校支援事業
地域ぐるみで学校の教育活動に関わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を促進する。

2-1 （1）
企業と連携した学習プログ
ラムの推進

地域の企業・事業所などと連携しながら、職業体験等の体験的な
活動 や講演会等、発達段階に応したキャリア教育を行う。

2-2 （2） 成人教育事業

市民大学や寿大学の開講、市民文芸誌の刊行、生涯学習情報誌
の発行、市民芸術祭開催など、子どもから高齢者までの学習活動
を支援する。また、成人教育関係団体の活動支援と事業費補助を
行う。

3-1 （1） 市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業
ＮＰＯやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による市民協働の推進と地域振興を図るため、
市民活動ｾﾝﾀｰを設置・運営する。

3-1 （1）
新しい公共を担う活動主体
育成事業

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

4-1 （1） 立地適正化計画策定事業

人口減少を見据えた持続可能な集約・連携の都市づくりを推進す
るため、都市全体を見渡しながら居住や医療、福祉、商業などの
施設・機能の誘導を図るための計画を策定する。

4-2 （3） 北部まちづくり計画事業
北部の都市計画（地区計画・農政協議・河川協議等）に係る関係
機関との協議を実施する。

公共交通においては、後期基本計画期間中に5年程度の
期間の検討が始まりますが、適切に市民の需要を捉えた
議論を進めるとともに、立地適正化の検討と合わせ、長期
的な視点に立った検討も進めてください。

3．新しいまち
づくり方針の
策定

4-5 （2）
地域公共交通網形成計画
策定事業

当市の公共交通の実態調査と、将来の展望を調査研究し、地域公
共交通の中長期的な取り組みを示し、人口減少、少子高齢化に対
応する「地域公共交通網形成計画」を策定する。

産業基盤の確保に向けて、企業と地域が相互に支え合う
ような関係性の構築を進めてください。

4．地域の稼ぐ
力の強化

5-2 （1）

産業連携地域プラット
フォーム構築事業（産業基
本計画に基づく産業の活
性化）

富士山のすそ野で分野を越えたイノベーションが起こるまちとして
魅力を高め、新たな事業創造や起業を呼び込み続ける地域、企業
と地域産業の連携促進を図るために、「産業連携地域プラット
フォーム」を設立する。
同時に個人事業者及び中小企業の起業や販路拡大を支援し、市
内産業の活性化を図るため、専門機関と連携した相談会等を実施
する。

5-2 （1）

産業連携地域プラット
フォーム構築事業（産業基
本計画に基づく産業の活
性化）

富士山のすそ野で分野を越えたイノベーションが起こるまちとして
魅力を高め、新たな事業創造や起業を呼び込み続ける地域、企業
と地域産業の連携促進を図るために、「産業連携地域プラット
フォーム」を設立する。
同時に個人事業者及び中小企業の起業や販路拡大を支援し、市
内産業の活性化を図るため、専門機関と連携した相談会等を実施
する。

5-1 （1） 中小企業支援事業

産業の発展や多様化を促進するため、経営革新・技術開発等に取
り組む市内中小企業に対し、利子補給や補助等の支援を実施す
る。

5-4 （1）
体験型観光プログラム事
業

地域資源を活用しつつ、更なる掘り起しを図るため、「おんぱく」形
式の参加型イベントを実施する。

公共サービスの実施にあたっては、そのサービスが市民に
より効果的に提供されるよう取組みを進めてください。その
際には、地域や民間の担い手との連携・協力の検討も必
要であると考えます。

国と地方の財政問題など、今後の地方公共団体には、民
間企業のような経営体質への変革が求められると見込ま
れます。市民に対して積極的に情報を公開するとともに、
市民が意欲的にまちづくりの議論に加われる地域づくりを
進めてください。

5．市民活動
支援の強化

6-6 （1）
総合計画・総合戦略管理
事業（みらい会議）

まちの魅力を広く市民が共有する場、行政の取組み状況を行政が
報告し、市民が確認する場として開催し、第4次裾野市総合計画後
期基本計画及び裾野市総合戦略の計画管理を行う。

総合計画審議会答申付帯事項に関する平成29年度重点取組み

重点取組みでの対応状況

地域の子ども・子育て支援に最も身近な行政機関として、
小学校就学前の子どもの教育・保育や子育て世代への支
援などで、裾野市ならではの取組みを積極的に進めてくだ
さい。

1．子育てネッ
トワークの拡
充

保幼小接続の強化については別途検討対応する。

総合計画審議会指摘事項

健康・福祉分野

教育・文化

生活・環境

都市基盤

2．学校・地
域・企業等連
携の強化

市内の小中高を含めた学校と、地域や企業などが連携し
た学習機会の創出を進めてください。

行政経営

3．新しいまち
づくり方針の
策定

立地適正化の検討においては、今後、裾野市の都市機能
や市民が暮らす拠点をどう位置付けるかが重要だと思わ
れます。後期基本計画期間を超える長期的な検討になりま
すが、計画の進捗管理の中で、適切に議論を進めてくださ
い。

5．市民活動
支援の強化

地域における人々のネットワークづくり、地域活動への参
画促進に向けて、市民活動団体の横のつながりの強化、
情報発信の支援を進めてください。

各施策の展開、施策横断型の重点取組みの設定により対応する。

4．地域の稼ぐ
力の強化

地域の活力の維持や定住人口の確保に向けて、先端技術
産業や生活の質を高めるサービス産業の集積を進めてく
ださい。

産業経済
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