平成31年度
裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプラン

平成31年3月

※平成31年度のアクションプランから掲載の事業は、灰色で着色
A 基本目標
1 「住みたいまち裾
野」のまちづくり
“共生”

B 施策の方向
1 裾野市らしいデザイ 1 地区の強みを活かした
まちづくりの推進
ンのまち すその

C 主な施策
1

E 内容
（行政が行うこと、生産するもの）

D 実施事業

F アウトプットの指標
（Eの量）

社会経済環境の変化に対応するため、今後10年間のまちづくりの総合的な 会議の開催回数
指針となる第5次総合計画の策定を進める。併せて人口ビジョン・第4次国土
利用計画の策定を進める。

総合計画や各種基幹計 1 総合計画等策定事業
画の着実な推進

2 総合計画・総合戦略管理事業（みらい 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、 会議参加者数
会議）
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
裾野市総合戦略の進捗管理を行う。
2 住みたくなるまち
すその

1 住みたくなる住環境の 1
形成、出歩きたくなる地
域の創出

2

住みたくなる優良宅地
の創出

環境と調和する住宅建
築の促進

3 宅地分譲促進事業

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 ①分譲区画数
地分譲事業に対して助成する。
②宅地造成による市内への定住者数

2 まちの骨格をなす幹線
道路の整備

1

2

道路施設の長寿命化

556

5,000

5,000

5 新エネルギー機器等（防災・減災対応 地球温暖化防止対策と防災および減災対策を推進するため、新ｴﾈﾙｷﾞｰ機 新エネルギー機器等設置住宅数（助成件
型）導入補助事業
器の購入費用に対して助成する。
数）

5,800

三世代同居による家族の支え合いを応援するため、子世帯及び親世帯が同 補助件数
居するために住宅の取得または改修工事に対し補助金を交付する。

出歩きたくなるまちづくり 7 東西地区(市街化区域）道路整備計画 市街化区域内未利用地の宅地化をはかり利便性・防災性を向上するため、 ①道路整備延長（m)
に基づく道路整備事業
東西地区（市街化区域）道路整備計画に基づき、水窪地先の市道2001号線 ②道路用地取得面積(㎡）
の推進
及び市道2006号線を拡幅整備する。

幹線道路・生活道路の
整備推進

10,287

4 民間活力を活用した道路整備補助事 接続道路がないことから宅地利用されていない市街化区域内の未利用地に 道路整備延長
業
対処するため、民間事業者による宅地開発に伴う道路の新設・拡幅の一部
に対し補助することで、良好な市街地の開発を促進する。

6 三世代同居支援事業

3

G 予算額
（千円）

10,000

66,965

8 ウォーキング利用を促進するソフト面
の取組み

出歩きたくなるまちづくりに向け、ウォーキングマップの整理やイベントの展
開などを実施する。

ウォーキング参加者数

9 市内公園等の維持管理事業

都市公園の維持管理を実施する。（都市公園：19箇所）

維持管理事業の実施件数

20,634

10 （仮称）神山深良線整備事業

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。

事業実施状況

56,375

11 都市計画街路平松深良線整備事業

市内の幹線道路を整備するため、平松深良線の内、深良地区と裾野駅周辺 ①道路整備延長（m)
の市街地を南北に結ぶ区間と市民体育館前通りから千福公文名線、佐野 ②道路用地取得面積(㎡)
茶畑線から駅東通りまでの区間を整備する。

12 橋梁長寿命化に基づく点検及び計画
再策定事業

道路橋の効率的な維持及び修繕を図れるように、5年に1回の定期点検を実 点検箇所数
施する。

20,000

13 橋梁維持事業（長寿命化修繕）

道路橋の定期点検結果により、修繕の必要があると診断された橋梁におい 事業実施状況
て、安全性の向上及び橋梁の延命を目的として、適正な時期に設計委託及
び修繕工事を実施していく。

48,521

14 道路ｽﾄｯｸ総点検・補修事業

修繕の必要があると診断された箇所において、安全性の向上及び道路及び 事業実施状況
構造物の延命を目的に、適正な時期に設計委託及び修繕工事を実施してい
く。

23,000

15 平松踏切道外1改良事業

歩行空間の確保等の通学路の交通安全対策及び踏切道の拡幅による事故 事業実施状況
防止を図るため、平松外1地先の踏切拡幅に向け設計調査を実施する。

22,000

16 東名跨道橋撤去事業

定期点検結果により、修繕の必要があると判断された東名高速道路跨道橋 事業実施状況
において、集約可能な橋はライフサイクルコストを考慮し撤去する。

146,000

1

-

230,364

A 基本目標

B 施策の方向

C 主な施策

3 市民・企業・行政が一体 1
となった防災・減災の備
えの構築

1 人と人の関係を豊
かにするまち すそ
の

2 みんなで子育てす
るまち すその

47,387

18 土砂災害・洪水ハザードマップ作成事 市民が迅速、的確に避難を行うことができるように、これまで別々に作成して 事業実施状況
業
いた土砂災害と洪水のハザードマップをひとつにまとめ作成する。

5,000

企業等との災害時支援協定の締結を推進し、協定締結企業等との合同防
災訓練を計画する。

3

緊急輸送路及び避難路 20 橋梁維持事業（耐震補強）
の防災対策の推進

安全・供用・復旧性の強化をはかるため、緊急輸送路及び避難路上の道路 事業実施状況
橋の耐震補強設計及び工事を実施していく。

2

1 出会いの場の創出や結 1
婚の環境づくり

文化・観光資源の適切
な保存・活用

出会い・結婚期支援の
充実

協定締結数

82,400

公園等の案内看板整備や施設改修を行う。

22 指定文化財管理委託事業

重要文化財旧植松家住宅など市内の貴重な文化財を保全、活用するため、 ①文化財の管理状況
管理委託を行う。
②文化財の新規指定件数

23 深良用水通水350周年記念事業

2020年に深良用水通水350周年を迎えるため、記念誌の作成、既存沿革誌 事業実施状況
電子化等を行う。

4,400

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 ①市民活動の相談件数
ｾﾝﾀｰを設置・運営する。
②事業の実施件数
③事業の実施件数のうち、事業化したも
のの件数と事業名

6,125

25 市民協働推進事業

市民協働を推進するため、地域づくり学習会・協働事業に補助等を行い協
働事業の推進をを行う。

事業実施件数

1,730

26 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。

事業実施状況

3,200

27 きれいなまちづくり推進事業

協働による「きれいなまちづくり推進事業(公共空間の環境美化活動)」を推
進する。

事業実施件数

787

28 観光振興事業

裾野市を内外に発信し、交流人口増加を目的とした観光振興事業等に取り 観光協会サイト・SNSへのアクセス件数：
組みに補助をおこなう。
100件/日

4,578

29 シティプロモーション推進事業

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とともに、県内外へ戦略 ①フィルムコミッションのロケ成立件数
的な情報発信を行うため、市公式ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ“すそのん”の活用やﾌｨﾙﾑ ②すそのん貸し出し回数
ｺﾐｯｼｮﾝなどの充実を図る。
③すそのん使用申請件数

2,629

30 定住・移住促進事業

裾野市のPRと共に定住・移住を促進するため、①首都圏PR②移住セミナー ①セミナー等出展回数
出展③移住促進用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成等を実施する。
②相談件数
③体験ツアー参加者数
③移住者数（県内含む）
④移住者数（県内含む）

365

31 婚活イベント委託事業

結婚を望む男女に対し、婚活イベントなど交流事業を開催する。

100

2

①施設改修件数
②改修内容

再掲

21 観光施設整備管理事業

市民活動団体による地 24 市民活動センター運営事業
域活動の支援

シティープロモーション
の推進

G 予算額
（千円）

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 訓練実施状況
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。

17 防災体制整備事業

企業・事業所と連携した 19 防災体制整備事業 ※再掲
防災・減災の体制整備

1 ひとづくり、地域活動支 1
援の推進

2 市内外での裾野ファン
の拡大

F アウトプットの指標
（Eの量）

2

3 文化資源を守り、育 1 裾野市を象徴する地域 1
資源の保存・活用の推
て、活かすまち す
進
その

2 すべての起点となる
ひとづくり “共育”

防災体制の整備推進

E 内容
（行政が行うこと、生産するもの）

D 実施事業

①婚活イベント等の参加者数

1,600

698

A 基本目標

B 施策の方向
2 妊娠・出産育児の切れ
目ない相談・支援の充
実

C 主な施策

D 実施事業

E 内容
（行政が行うこと、生産するもの）

1

32 母子保健事業（パパママスクール事
業）

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 初妊婦の参加率
象とした講座をパパママスクールの一部として開催する。

33 母子保健事業費
（不妊治療費助成事業）

不妊・不育治療費の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成す 助成件数
る。

11,265

34 母子保健事業（その他）

妊娠から出産、育児まで一貫して安心安全に暮らせるため、相談・訪問・各
種健康診査等の事業を実施する。

事業実施状況

62,933

35 産婦検診・産後ケア事業

産後うつの予防や新生児への虐待防止等を図る観点から、出産後間もない 事業実施状況
時期の産婦に対し健康診査を行い必要な場合、出産後の母体を保護し、保
健指導等のサービスを提供する

3,940

2

妊娠・出産期支援の充
実

子育て期（乳幼児期）支 36 乳幼児医療費助成事業
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。

37 裾野市私立幼稚園授業料等負担軽減 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・施設設備費補
事業費補助金
助を行う。

3

子育て期（学童期～思
春期）支援の充実

F アウトプットの指標
（Eの量）

助成件数

①補助件数
②実施率

G 予算額
（千円）
8

123,228

5,478

38 裾野市認証保育施設支援事業

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 ①待機児童数
を満たす施設を認証し、運営費を補助する。
②認証保育所数

8,000

39 保育環境拡充事業

子育てにやさしいまちの実現に向けて、①待機児童の通年解消②要支援児 事業実施状況
童保育の充実 等保育環境の改善を図る。

40 子ども連れ親子交流促進事業

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 ①事業実施状況
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。
②事業参加者数
③入館者数

226

41 ファーストブック事業

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 ファーストブック参加率
親子のふれあいを図る。

737

-

42 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰﾄｰｸ・作家の講演会企画運営 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 事業参加者数
事業
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。

196

43 子育てライブラリー（セカンドブック等） 未就学児と保護者に対し継続した子育て支援を行う。①セカンドブック事業 ①絵本の配布率（セカンドブック事業）
（２歳児に絵本のプレゼント）②子育て関連ブックトレード③暗闇図書館等の ②子育て講座の参加数（子育て関連ブッ
イベントを実施。
クトレード）
③怪談読み聞かせ、関連イベント参加者
数（暗闇図書館）

692

44 こども医療費助成事業

保護者の負担軽減を図り小中学生の健やかな成長に寄与するため医療費 助成件数
を助成する。

115,945

45 高校生等医療費助成事業

保護者の負担軽減を図り高校生等の健やかな成長に寄与するため医療費 助成件数
を助成する。

33,962

46 放課後児童運営事業

昼間保護者がいない家庭の児童を預かることにより安全で豊かな放課後生 事業実施状況
活を確保する。受入児童を6年生まで拡大する。

94,970

3

A 基本目標

B 施策の方向

C 主な施策

4

3 子育て世代がいきいき 1
活動できる環境の整備
2

3 子ども達の生きる力 1 豊かな心を育む教育の 1
推進
を育むまち すその

2 学校の教育力の向上

1

E 内容
（行政が行うこと、生産するもの）

F アウトプットの指標
（Eの量）

47 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)

中学生を対象に妊娠と年齢の関係、「親」になることの大切さや責任などに
ついて、正確な情報を提供することで、将来の結婚観、家庭観の醸成を図
る。

①参加生徒数・参加達成率
②参加生徒のうち、意識変容がみられる
生徒の割合
③参加生徒のうち、子育てに対する理解
が高まった生徒の割合

48 親子読書推進・子育て支援事業

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 事業実施状況
つくり開放し、読み聞かせを支援する。

D 実施事業

子育てに関する情報発 49 子育て支援情報発信事業（スマホアプ 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、行政と ①アプリ利用者数(ダウンロード数）
リ）
市民で情報の双方向性を持つことができるｽﾏｰﾄﾌｫﾝのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを充実さ ②プッシュ通知回数
信・相談体制の充実
③お知らせ件数
せ、子育て支援を行います。

G 予算額
（千円）
400

180

1,644

50 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 ①イベント参加者数
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 ②理解が進んだ参加者比率
③女性活動団体創出件数
と合同で実施する。

600

企業・事業所における 51 みんなで子育てするまち推進事業
ワークライフバランスの
※再掲
実現に向けた取組みの
支援
未来を担う子ども達の 52 ほんものとふれあう学習事業
生きる力の育成

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 ①イベント参加者数
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 ②理解が進んだ参加者比率
③女性活動団体創出件数
と合同で実施する。

再掲

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。

1,650

子育て世代の多様なラ
イフスタイルづくりの支
援

学習環境の整備

事業参加者数

53 幼児を対象とした外国文化ふれあい
事業

保育園・幼稚園に外国語指導助手（ALT）を配置し、挨拶や簡単な会話、歌、 開催回数
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。

54 外国語教育・海外交流事業

小中学校の英語教育の充実に向け、質の高いＡＬＴ業者をﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に 事業参加者数
より選定する。

17,099

55 特別支援員配置事業

児童生徒の学力向上の一環として、落ち着いた学習環境を確保するため特 特別支援員数
別支援員を配置する。（小学校10名）

18,710

56 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。

57 ふれあい教室事業

不登校対策事業の一環として適応指導教室を開設し、教育相談員を配置す 対象となった児童数
ることによって、不登校状態にある児童生徒及び保護者への教育相談、並
びに児童生徒への学習指導・生徒指導の強化を図る。

58 「学びの森」運営事業

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
①相談件数
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研修事業参加者数
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にあた
る。
自主的な学習を希望する児童生徒の指導のために、放課後や夏休みに学 対象となった児童数
力向上ﾎﾞ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。

59 学力向上ボランティア事業

活動回数

60 非常勤講師派遣事業

TTによる学習支援及び児童の生活支援を行う。

61 不登校・問題行動等対策事業

スクールソーシャルワーカー（県１・市１）２名を配置し、市内の教育現場の抱 改善件数
える諸問題(問題行動等)の改善を図る。

4

①対象となった児童数
② 授業が分かると答える児童生徒の割
合
③家で復習していると答える児童生徒の
割合

3,004

1,239

7,598

13,415

420

62,231

2,426

A 基本目標
3 まちやひとを豊かに
する産業づくり “共
栄”

B 施策の方向
1 企業・事業所ととも 1 企業・事業所の事業活
動環境の整備
に歩むまち すその

2 地域資源を活用し
た豊かな産業のま
ち すその

1 地域資源を活かした稼
ぐ力の創出

E 内容
（行政が行うこと、生産するもの）

F アウトプットの指標
（Eの量）

62 企業立地促進事業

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。

補助件数

151,277

63 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 補助件数
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

64 ユニバーサルデザインタクシー導入補 市内タクシー事業者が乗り降りしやすいユニバーサルデザインタクシーの導 補助件数
助事業
入に対し、支援を行う。

1,200

65 景観作物促進事業

荒廃農地の解消及び有効活用を図るため、景観作物を栽培する団体に対
し、費用の一部を補助する。

①景観作物の作付面積(ha)
②補助件数

1,330

66 特産作物奨励助成事業

水田において、市で奨励する特定作物の生産や販売をする農業者への助
成。

①対象作物の作付面積(ha)
②助成件数

600

67 地域農業担い手支援事業

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 補助件数
大のための展示会出展費用等に対して助成する。

1,400

68 地域戦略作物活性化事業

農業の６次産業化と特産物の創出を図るため、そばや高付加価値農作物を ①作付面積：ha
地域戦略作物に位置づけ、作付け等に対して補助を行う。
②補助件数

2,500

69 交流人口拡大ｲﾍﾞﾝﾄ事業

地域資源を活用した観光振興を図るため、「パノラマロード」「中央公園」「市 イベント来場者数
内ゴルフ場」を活用した観光イベントの開催し、交流人口の拡大を目指す。

4,296

70 有害鳥獣捕獲従事者育成支援事業

有害鳥獣捕獲従事者の減少に対応するため、有害鳥獣捕獲に従事するた
めに必要な狩猟免許の取得に要する経費の一部を補助する。

補助件数

71 裾野市発 屋上緑化推進事業

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、試験ほ場の整備、栽培に取り組ん
でいる。平成30年度は事業者組織の運営支援の継続ともに、販路開拓・拡
大等による収益力の強化を図り、緑化作物の特産化・雇用の拡大を目指
す。

①屋上緑化産業による売り上げ
②遊休地の再利用面積
③新規就農者数・就業者数
④実施体制への苗木を生産する経営体
の参画数

8,150

事業実施状況

4,350

東京2020オリンピック・パラリンピックの男子自転車ロードレースのコースの 事業実施状況
一部が当市を通ることから、オリンピック・パラリンピックの開催に向け、シ
ティドレッシング等による気運の醸成を図るとともに、自転車ロードレースの
普及に向けた取り組みを実施する。
東京2020オリンピックの自転車ロードレースコース周辺を整備する。
事業実施状況
・コース沿線森林景観整備事業
・コース沿線環境整備（市道1-16号線舗装等）

3,320

C 主な施策

D 実施事業

1

企業立地の促進

2

中小企業等への支援

1

2

自然環境を強みにした
産業振興

地理的優位性、地勢を
活かした産業振興

72 スポーツツーリズム事業（準高地ﾄﾚｰﾆ 富士山麓の標高をを活かし、また、既存施設等を有効活用し、心肺機能の
ﾝｸﾞ）
強化をおこなうスポーツ合宿の誘致を推進する。
73 オリンピック・パラリンピック推進事業

74 オリンピック・パラリンピック関連環境
整備事業
3 働くひとのチャレン
ジを応援するまち
すその

1
1 誰もが新たなしごとに
チャレンジできる環境の
整備

新たなしごとへのチャレ 75 産業連携地域プラットフォーム運営事
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 ①事業実施状況
ンジの支援
業（産業基本計画に基づく産業の活性 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 ②産業連携地域プラットフォーム参画事業
化）
促進を図るために設立された「産業連携地域プラットフォーム」を活用し推進 者数
する。
③産業連携地域プラットフォーム会員によ
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 る新事業数
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。
④産業連携地域プラットフォーム会員の新
事業による売り上げ金額
⑤産業連携地域プラットフォーム会員の新
事業による雇用者数
⑥企業支援によって創出された起業件数

5

G 予算額
（千円）

100

12,765

25,000

A 基本目標

B 施策の方向

戦略の推進に不可 ≪市民協働≫
市民と行政が役割分担を明確にし、「うるおい すそ
欠な視点
の」を確立する
≪広域連携≫
共通の課題を抱える市町間で、より効果的な課題解
決に向けて連携を推進する

C 主な施策

E 内容
（行政が行うこと、生産するもの）

D 実施事業
76 女性の就業・起業支援実施事業

女性の働きやすい就業環境をつくり、女性の起業を支援するための調査や ①事業実施状況
女性に特化した起業・就業相談等の事業を実施する。
②個別相談会相談件数
③発表会等参加者数
④起業者数

77 移住・就業支援事業

東京23区内在住者または東京圏で東京23区への通勤者が、市内に移住
し、指定の事業所に就職した場合や「社会性」「事業性」「必要性」の観点を
もって取り組む社会的事業への起業に対し支援をする。

1 市民活動団体による地 24 市民活動センター運営事業※再掲
域活動の支援
1 子育て世代の多様なライ
フスタイルづくりの支援

2 企業・事業所における
ワークライフバランスの実
現に向けた取組みの支援

F アウトプットの指標
（Eの量）

50 みんなで子育てするまち推進事業
※再掲
50 みんなで子育てするまち推進事業
※再掲

6

補助件数

G 予算額
（千円）
2,538

3,000

