裾野市みらい会議について
第 4 次総合計画後期基本計画の策定にあたり、「みんなで創る総合計画」をテーマに、計画作り
に関わる方々・仲間を増やすベく、幅広く市民・市内で働く人などを募集して「みらい会議」を開催し
ました。

日時：平成 28 年 8 月 27 日（土）10 時 00 分～15 時 00 分
会場：裾野市民文化センター 多目的ホール
参加：午前の部、午後の部合わせて延べ 116 人
「みらい会議」の冒頭、市民活動センター長の深野裕士さん、総合計画審議会会長の菊田祐一郎
さん、髙村市長がショートプレゼンを実施。市民と行政の協働の必要性や当市の現状、人口減少時
代のまちづくりのあり方などについて解説しました。

深野裕士さん

菊田祐一郎さん

髙村市長

その後は、分野ごとグループに分かれて、理想のみらいの裾野について考えました。最後には、
グループごとにみらいの裾野とそのために必要なことを発表。裾野のみらいを考える前向きな会議と
なりました。
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未来思考で具体的なアクションを考える
「みらい会議」では、次のグループに分けれ、まず、ステップ１として、「こうなったらいいな！10 年
後の裾野」を考えました。そして、グループが考えるみらい像に向けて、今現在の私たちがやるべき
ことを、ステップ 2「アクションづくり・みんなのできること」として考えました。

グループ：健康・福祉／教育・文化／コミュニティ・環境／都市基盤／産業経済

みらい会議は、「未来思考」で共創する場所
Step1
こうなったらいいな！
10年後の裾野
• 転出超過
• 人口減少
• 少子高齢化

みらい会議

みらいに向けて、何ができるだろうか？

Step2
アクションづくり・みんなの
できること
【未来思考】
未来を見据えて（イメージして）、そこから発想
その未来に向けて、今できることは何かを考える

結果、5 グループで 36 のみらい像と、それに連なる具体的なアクションが提案されました。提案に
は、市民の皆さん一人ひとりができること、グループでできること、地域でできること、行政ができること
など、多様な担い手が登場しています。後期基本計画の進捗の中で、行政が取り組むもの、支援す
べきものを整理して、具体化を図ります。

なお、今回のみらい会議の開催にあたり、株式会社不二家富士裾野工場様から、「ミルキー」始め、
同工場でつくられているお菓子を頂戴しました。
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みらい会議レポート
健康・福祉

地域で仲良く
イベントに参
加する
日常的にあいさつ・
声かけをする

若者へと
知恵をつ
なぐ

交流イベン
トを実施す
る

身近に集える環
境があるまち

世代を超えた見
守り合いのあるま
ち

健康・福祉

病院に困らない
豊かな生活環境
のあるまち

生活の知恵，起
業，農業，伝統
技術，IT，ポジ
ティブ思考・・・

地域内で見守り
の体制をつくる

みんなでつくる平
和なまち

ボランティア
に取り組む

健康福祉①
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 バリア フリーの生活環境があ
るま ち
 福祉に関して企業と行政の 連結
の強化（ネットワーク化）
 数多く 点在する 福祉施設をまと
める組織作り
 どこにでかけても楽しい
 ウォーキングしている人があふれ
る街中
 いくつになっても出かけて いける
場所がある
 親子連れでにぎわう街中
 ふれあいの場のあるまち
 気軽に相談や話ができる場所

 世 代 を超 え た 見守り合いの
あるま ち
 子どもの声があふれるまち
 近所の子どもがいつでも気軽に
訪ねてくる
 減らない学校 増える学校
 子育てで企業と行政が話 し 合っ
て働き方を子供中心で育児の財

道の安全点
検を行う

政補助を考える
 世代をこえての仲良し
 世代毎のグループ組織の縦つな
がりを強化 ゆりかご～墓場まで
を一体化
 一人暮らしができるまち
 一人暮らしでも安心して我が家
で過ごせる

 雇用のあるまち
高齢者もいきいき働いているまち
起業を応援する市
高齢者が元気な市
活気の場がある

 身 近 に 集 え る環境があるま
ち
 公園やあそび場の充実
 誰もが安心して歩ける（歩）道が
整備されている
 黄瀬川を整備して親子で川遊び
が出来る場所があったら
 子どもがのびのび開放出来る場
 地域対抗鵜運動会等
 楽しいイベントが沢山あ る 。 おば
あさんコンテスト
 食の安全な町
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病気にな
らないよう
予防する

病院施
設の充
実を図
る

バリアフリーの生
活環境があるまち

人に思いや
りのある行
動をとる






コミュニティ
カフェのよう
な居場所を
つくる

みんなが生き生き
くらすまち

きれいなま
ちづくりに取
り組む

 畑を守っていく
 農援（市民農援）
 百貨店（めずらしいもの・少し高
額なもの）で買い物したい
 ショッピングモールがある
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 世 代 を超 え た 見守り合いの
あるま ち
 若者へと知恵をつなぐ
 若者が起業相談できるところ
 起業提案グループへの投資
 子どもに生活の知恵を大人 が教
える工場
 講師・教える教わる場
 よろず相談所の開設（市役所内）
 農業関連イベント
 週末農業
 畑の無償提供とアドバイス
 市民による 技術講習（伝統技術
の継承）
 市民による技術講習（IT 等）
 ポジティブ思考
 世代に関係ない話題作り

 身 近 に 集 え る環境があるま
ち

 日常的にあいさつ・ 声 か け を
する
 声掛け
 あいさつ一声運動の拡大
 登下校の子どもに声掛けを する 。
いってらっしゃい お帰り
 日常からの声掛けや挨拶
 近所づき合い
 子どもが安全に遊べる公園
 組内行事の参加
 空家利用でいつでも子どもも集
える集会場をつくる

 地域で仲良く イベントに参加
する
 みんなが一緒に準備する イベ ン
ト
 地区対抗のイベント（スポーツ）
 地区対抗のイベント（文化、 ゲー
ム）

 バリア フリーの生活環境があ
るま ち
 バリアフリーの生活 環境 を つ
くる
 市内（組内・区内）の道の安全点
検ウォーキング
 きれいなまちづくり（ゴミひろい）
 清掃ボランティアへの参加
 美化運動毎月開催目的別

健康福祉②
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 医 療 病 院 に困らない豊かな
設備のあるまち
 長泉町のように中学校卒業まで
は医療費が無料になる制度をつ
くる
 病院の設備が整っている
 病院に困らない
 病院がたくさんある

 みんなが生き生き暮らすまち

 高齢者から子供まで住みやすい
まち
 若者が元気
 元気な子どもがたくさん
 みんなが元気

 スポーツが盛んなまち





散歩が楽しいまち
週に一回はみんなとスポーツ
気軽に行けるプール
病気の予防に熱心

 高齢者が生き生きしているま
ち
 高齢者が住みやすくする ため に
老人ホ ームや介護施 設 を つ く
る！
 元気なお年寄りがいっぱい
 健康長生き県下一

 子どもが多く て活気のあるま
ち
 保育園・幼稚園がたくさん
 子どもがいっぱいでにぎやか
 子育てを楽しむ余裕

 この世の楽園のようなまち
 人生を楽しんでいる
 明るく穏やかな雰囲気の町
 ストレスが少ない

 みんなでつくる平和なまち





みんなで助け合える
困ったとき助け合える
福祉の NPO がどんどん増える
福祉のボランティア が日本一多
い

Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 病 院 に 困 らない豊かな生活
環境があるまち
 病気にならないよう予防する






うがい手洗いをいつもする
病気にならない
普段から予防をする
ポケンモン GO をみんなでやる
歩くサークルを増やす

4

 病院の施設の充実をはかる
 医者を目指す人を地元に増や
す
 裾野高校の就職の募集で看護
師をつくる！

 みんなでつくる平和なまち
 地域内で見守りの体制 を つく
る








地域で話し合う場を増やす
お困りごとを聞いてみる
近所の人同士で子どもを見守る
月に 1 回は近所の人と集まる
お隣の人とあいさつして知り 合い
になる
あいさつする人を増やす！

 ボランティアに取り組む
 人を自分から助ける
 授業の中で地域のボランティア
に取り組む
 ボランティアの人を増やす
 やりたいことをやる

 人に思いやりのある行 動 をと
る



人をほめる
 けんかをしない
 争いを起こさない

 みんなが生き生きくらすまち
 交流イベントを実施する
 富士山で大声大会（やまびこ大
会）
 ビンゴ大会景品あり
 友だちを増やす
 カラオケ大会
 毎日ラジオ体操をする。

 コミ ュ ニテ ィカフェのよう な 居
場所をつくる
 人と人をつなぐ場をつくる
 集会所をカフェにする
 集会所に集まってお食事会

教育・文化

SNSでやりたい
ことを宣言し合う

裾野の食
を活用する

裾野高生が参加する
イベントをつくる
子どものス
ポーツ体験・ス
ポーツイベント
を充実する

オトナの部
活を立ち
上げる

地域の
チームを
つくる

0〜5歳の子ど
もに本を使っ
た学習

「すその大
学」をつくる

学び合う，つなが
るまち

東京オリパ
ラブームを
掴む

授業の自
由度を上
げる

色々な人が
先生になる
先生の負担
を軽減する

自ら学べるまち

学びの投資を増
やすまち

身近にスポーツを
感じるまち，スポー
ツが盛んなまち

スポーツの
環境を底
上げする

学校と家庭
の距離を縮
める

教育・文化
豊かな教育環境
のあるまち

みんなで子どもを
育むまち

スクリーン
機器の使
用を制限

子どもの見
守りネット
を構築する

地元料理
の商品化
文化施設
子ども会を
の情報を
盛んにす
発信する
地域の文
る
化を互いに
つなぐ

Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 多 世 代 の コミュ ニケーシ ョン
があるま ち
 おじいさん おばあさんとの対話
 地区行事にふつーに参加
 高齢者と子どもたちがふれあえる
場づくり
 お年寄りが講師となった授業

 地 域 のサークル活動が盛ん
なま ち
 いろんなサークルを作る
 サークルづくり 上から下までの
 祭りを中心とした地域に親しめる
取組

 身近にスポーツを感じるまち
 オリンピック選手等がふれ合い楽
しめるスポーツセンター
 オリンピック選手が育つ
 いろんなスポーツ文化的な 活動
にふれられる （ラグ ビー・○○ア
ート等なかなかやれないこと）
 運動が手軽にでき る自然センタ
ー（マウンティング・川・山）
 車社会ではなく自分のみで自然
と対話が出来る

学ぶことの
できる場所
を充実する
キャリア教育を充
実する

すそのの伝統と
文化を大切にす
るまち

教育・ 文化①

学びたい人
が学ぶこと
のできる環
境をつくる

地域で子ど
もをサポート
する

駅前が裾野のに
ぎわいの中心と
なっているまち
海外から
の来訪者
の受け入
れ態勢を
つくる

 運動公園や体育館をつくり子ど
も達がスポーツできる環境をつく
る
 子どもが行きたい！と思う公園や
スポーツ施設
 子どもの学習できる環境をつく る
ために裾野市内の小・中・高学
校の校舎をきれいにする。
 野外を使いイキ イキ あ そび運動
が出来る場

 すそのらしい文化のあるまち





日本・裾野の文化を誇れる町
昔の遊びを楽しめる
昔遊びを伝承できる場
子供は歴史に大変興味を持って
い ま す 。 か つ ら 山 城 址の頂上
360°の展望ができる状況ができ
る様に！
 また、裾野市の歴史館や地域の
偉人に対する面白い展示等、芸
術・文化を展示する場所。
 見るだけ聞くだけでなく子供たち
が参加して実際に体験 でき る 企
画
 続けて、深良用水のお話もとても
おもしろいです。時には 演劇を
演ずる など裾野市の宝をアピー
ルしましょう。
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自然の中で
学ぶ
課外学習を
充実する

まちなか
文化祭を
開催

 須山には かいじゅうのお腹みた
いな“はてな沢”もあります。須山
はとてもすばらしい所です。

 みんなで子どもを育むまち
 地元の企業に働き たいと思う子
ども
 生きる力のある子どもが育つ
 こどもの悩み、問題に積極的にと
りくむ
 生涯学び続ける気持ちが実現で
きる
 情報化社会から子供を守る
 学校・地域家庭が協力する
 子どもが困ったときに助けられる

 文化資源を活かすまち
 たいこ・ダンスなどの子どもが参
加しやすい大会を開く
 学校の授業で裾野市の歴史や
文化について触れて子どもたち
に裾野市の良さを知ってもらう
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 みんなで子どもを育むまち
 スクリーン機器の使用 を制 限
する
 小さい子どもが外で遊ぶ（スポー
ツをしてもらう）ようにゲームやス
マホを制限する。←親が
 生徒の実情を多くの人が知ること

のできる機会
 声掛け
 子どもを地域で見守る 声をかけ
る
 非行をビシッととりしまり

 子どもの見守りネッ トを構 築
する
 学校で悩んで登校でき なくなっ
た子が行けるような学びの場
 学校・地区に子どもを見守り 人を
配置
 子ども達の IT に対するサポート
センター（見守り）を作る
 子育て団体のネットワークづくり
 積極的に子供の悩みを聞いてあ
げ る 。相談にのる 。→対処する
（先生が警察に言う）
 子育て団体の育成

 身近にスポーツを感じる
 本気で体育に参加する
 体育祭に参加する
 裾野市全体の大運動会本気で
 裾野に裾野トレーニングセンター
を作り 一流プレーが常に見られ
るように
 一流選手のプレーが見 られる 大
きな大会の開催

 東京オリ・ パラのブーム を掴
む
 オリンピック選手の話を聞く
 オリンピックに来た人が裾野に来
るように
 １日○○体験みたいな のを 積極
的に行う。カヌーや体操・重量挙
げとか普段中々できないこと
 子どもの夢を育てる

 すそのらしい文化
 地域の文化を互いにつなぐ
 深良用水など郷土史を子供向け
に楽しく編集する（今すでにあ る
ので）
 かつら山城址の頂上から 360°
の眺望を整備する。小さく ても良
いので展示場所（博物館）を作る
 今は児童館でも体験活動を増や
す。城址巡りなど企画する（市民
向け）
 総合的な資料館の建設
 市で編集した資料（子ども向けに
楽しい）を各学校を通して配布す
る
 子どもの頃から裾野の名所 や歴
史（富士山とかを）を教え る 。学
校等で。
 裾野の自然を大切にし、← 美化
活動 みらいに裾野の文化をき
れいに残しておく
 各地域に１つ今昔イベント祭り の
開催

 市外の人との交流機会

 海外からの来訪者の受け入
れ体制をつくる





裾野コンシェルジュを作る
水ヶ塚を知ってもらう
英語を裾野の第２公用語にする
外国人と積極的にコミュニケーシ
ョン
 外国人に日本の文化を知 っても
らえる場所をつくる
 富士山文化にスポットを当てる

 文化施設の情報を発信する
 各地域で我町 PR する為のマッ
プ現地整備をボランティアで！
 道の駅を作り その中に裾野 PR
するセンターを作る

教育・ 文化②
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 学び合う、 つながるまち
 新しい学校教育
 新しい学校教育文化の発信
 次代を担う子どもを育てる意識ス
キル
 決められた枠組の教育ではなく、
興味に沿う学習ができる

 楽しいことに出会えるまち






学校の先生がとっても元気
子どもが興味を持てる学習
楽しい学校
日本一学校がおもしろいすその
幼稚園や学校へ行く ことが楽し
みなまち

 地 域 に 出 て 、 第 三の師から
学べるま ち









学校以外の学ぶ場
市民が作る大学がある
教え合う文化
自分の町の歴史を語れる 人がた
くさん
生涯学習
サードプレイスとして地域に出る
脱受験競争点数至上主義
本物志向

 図書館本に親しめるまち
 フリースペースや授乳室があ り 、
集い、人と人がつながる
 絵本に親しむ子供たち が増え る
まち
 図書館が第二の自分の部屋

 子 ど も が ま ち の 魅 力を新発
見できるまち
 子どもが幸せになれる
 子ども達が遊べるところが増え た
らいいかな
 自然アトラクションコミュニティ
 宝さがしやリアルポケモン GO
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 タテ（学校とか）・ヨコ （友達・ 家
族）・ナナメの関係

 スポーツの聖地のまち
 スポーツ合宿の聖地
 走る 人が集まる コミュニティがあ
る
 トレイルランニングが活発
 障がい者野球の聖地

 い ろ ん な 人が子育てに協力
してく れるまち
 三世代家族の文化の継承
 三つ子の魂百まで教育文化
 すべての親が落ち着いて子育て
できる→子供が安心する
 地域近所で助け合い

 市 内 外の人が学び合う場が
あるま ち
 THE すその寺子屋
 農家民宿

 駅 前が裾野のにぎわいの中
心となっているまち
 駅前はただ広がっただけ？
 駅前に人が多く 集まる場所がほ
しい
 駅前のにぎわいがある

 ア ートで人が集まるまち
 アートトリエンナーレをすそので
 地域のお祭りがみんなの誇り
 写真が好きな人が集まるところ
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 学び合う、 つながるまち
 裾野の食を活用する
 突撃隣の晩ご飯
 食を通じた近所の人つながりづく
り

 「すその大学」をつくる
 「すそのんぱく」の常設基地
 子どもが学びたいことを開き 地域
の大人から先生を選ぶ
 寿大学的なすその大学
 市内を歩き ながら写真の撮り方
スクール

 SNS でやりたいことを宣言し
合う
 出合った人に今やりたいことをき
いてみる
 やりたいことリクエストを公表する
 とりあえず興味を持った場に出か
ける
 人の取組みを勝手に PR（SNS）
 人のやっていることをほめてみる
 友達を誘ってみる
 フェイスブックでやりたいことを宣
言してみる

 裾高生が参加する行事 をつく
る
 高校生参加の祭り
 裾高生の企画をチ ャレンジする

場
 裾高サッカ ー部による 少年サッ
カー教室

 子どもを対象にした ス ポ ー ツ
イベントを行う
 小さな子を対象にしたスポーツ
のイベント

 0～5 歳の子どもを対 象に 本
を使った学習を行う
 絵本に親しみ物事をじっく り 考え
られる人づくりをする
 空き家を使って近所に図書 館を
つくる

 スポーツの聖地のまち
 小学校中学校で卓球に特化
する
 小学校・中学校で卓球に特化す
る

 オトナの部活を立ち上げる
 裾野公園で本気の鬼ごっこ
 １人 1 スポーツチームに所属して
活動する
 ランニンググループをたちあげる
 大人のドッジボール

 サイクルロードを整備する
 サイクルロードの整備

 駅 前が裾野のにぎわいの中
心となっているまち
 まちなか文化祭を開催する
 市内外から参加者を集めた文化
祭を開催する
 誰でも気軽に参加できるイベント
づくり
 コメダで写真ギャラリー
 空いたスペースでまずは 写真展
示
 季節の行事を行える場を増やす
 みんなで紡ぐ物語

教育・ 文化③
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 今回のような会議に小 中学生も
参加してくれるとよい

 進学力のあるまち






裾野大学をつくる
裾野高校 10 クラスのスパー高校
裾野市民→裾野進学率 90％
裾野市に大学を誘致する
東大進学率 100％

 地域で学んで育つまち
 学校へのボランティア 参加が活
発なまち
 地域の人からいろいろ学べる

 豊かな教育環境のあるまち
 ロボット先生が平等に教える
 キ ャリア 教育の充実した学校教
育

 地元で働きたいと思う子どもが育
つ
 それぞ れの得意なことを認め合
えるまち
 学校が地域の中心で学校がまち
づくりをする
 学校の中に森や自然があ る と良
い
 自然とふれあう学習がたく さん行
われるまち
 子どもが走り回れる場所がほしい
 子どもを自然の中で遊ばせる
 地域に「学習スペース」を設置

 生涯学べるまち
 自ら学ぶことが好きな子が育つ

 地 域 の 伝 統を大切にするま
ち
 伝統ある行事を子ども達の手で
 日本・裾野の文化を誇れる
 地元の文化を大切にする 子 ども
たちのいるまち
 紳士の文化行事が引き継がれて
いる

 音楽に親しめるまち
 有名人がたくさん来る LＩＶＥ会場
 市民文化センターでもっ と たく さ
んのコンサートが開かれている
 裾野文化フェス
 音楽に親しむ機会の多いまち
 地域の人が作った作品を展示す
る場

 スポーツが盛んなまち
 プロの選手から実際に教え ても
らえる
 裾野ホームプロサッカーチーム
 オリンピックに裾野市民の人が出
場するくらいに運動が栄える
 オリンピックに出る 市民が多くい
る
 オリンピックにボランティア がたく
さん参加する
 いろいろなスポーツを体験できる
 全国大会の“整地”になる
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 豊かな教育環境のあるまち
 キャリア教育を充実する





「地元の採用枠」を増やしてもらう
地元の企業の見学 インターン
古本市を行う
文化の体験スペース施設をつく
る

 課外学習を充実する
 小学校の社会科見学で裾野市
内の企業を訪問する
 校外学習のあ る たく さん学級経
営
 学校で放課後や長期休みに楽
器などの専門的なことを教え ても
らう
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 学校の授業に地域の伝統行事
を行う
 集まって教え合えるようにする
 伝統の体験会を開く

 学ぶことのできる場所 を充 実
する







高校を増やす
裾野校のサテライト教室を作る
中学校対抗の研究発表
公設の無料塾を作る
公民館等を利用し勉強会を行う
学校図書館を地域に開放する

 自然の中で学ぶ
 子どもを自然の中で遊ばせる
 学校の近く に木で作ったア スレ
チックがある
 自然の中で日常的に遊ぶ
 地域に学習スペースをつくる

 タブレット・電子黒板を活用 す
る
 必要な子にはタブレットがあ って
よい（障がいの子）
 タブレットを使った教育
 電子黒板は情報が多すぎる

 地域で子どもをサポートする
 ADHD・LD などの子どもへ の地
域ボランティアサポート

 地 域 の 伝 統を大切にするま
ち
 地元料理の商品化
 水ギョーザ やモロヘイヤの料理
を作り出していく（NEW レシピ）
 特産物を使った商品をつくる
 地元の料理の教室
 モロヘイヤを使った創作料理
 地元の料理の商品化

 子ども会を盛んにする
 子ども会全員加入
 伝統ある行事を子供たちの手で
運営
 各団体のつながり 、地縁を中心
とした
 昔ながらの遊びをイベントにする
 子ども会（小学生）×中学生の交
流
 子ども会を中心に行事をする
 子ども会と地域住民で行う行事
をする
 子ども会を充実させる
 地縁のあ る 顔と顔を基本に祭り
や行事をこなす

 スポーツが盛んなまち
 スポーツの環境を底 上 げ す
る
 代表レベルのチームの合宿を呼
び、もてなす。
 運動する環境を整える
 市内でや って いる スポ ー ツ は 何 が あ

るかわかるよ うに表 にまと める
 マラソン大会等を行う
 ポートボール やソフトボー ル を
“ふっかつ”させる

 子どものスポーツ体 験 を充 実
する
 オリンピックに出場した選 手 から
の子どもたちへの講演会
 子ども会の全市スポーツ大会を
行う
 スポーツを体験できるイベント
 子どもが参 加す る スポー ツイ ベ ント
 クラブチームを多く作る
 小学校のうちから運動の行事を
たくさん行う

教育・ 文化④
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 学校の改善ができるまち
 学校の使われない日や時間の
教室解放
 土曜日も半日授業（先生が 大変
なら地域の住民が教える）
 語学教育を 2 倍に増やす 2020
年までに
 学校の設備
 30 人学級
 体育の授業と音楽の授業は ネ イ
ティブ英会話で行う。（ 国語 の授
業数を減らさずに英語）
 裾野への就職

 専門学校や大学があるまち
 全国から行き たいといわれる 学
校がある裾野
 行きたい小中学校を選べる 仕組
み（私立ではない）
 専門学校や大学がある
 スポーツ医養成学校が裾野にあ
る。スポーツ D を生み出す。→リ
ハビリ施設を呼べる
 裾野スポーツ大学

 学びの投資を増やすまち
 授業は子供たちで自由に決めて
自分たちで教え合うクラスも あ っ
てよい→自立
 勉強がご褒 美 だと 思 える 授 業内 容
 給食をクラスで作る日がある
 子ども達が夢をいっぱい持てる
教育（おしえ）をできる学校
 先生の実教育の時間を増やす
（余計な仕事を減らす）
 子どもへの正しい教育 が一番 の
投資になるので学校などの 予算
を増やす
 学習室など普段 勉 強 する 場 がある
 軽度発達障害の子にも っと 予算

や支援を増やしてほし い→ 個性
をつぶさないように
 不登校の子が気軽に行ける場所
が市内数カ所あるとよい。誰でも
シェルター

 教 育 発 の ま ち活性があるま
ち
 音楽をまちで流す
 私の主張大会で良いア イデ ア を
実現化できる裾野市

 市 民 等 を学 校に活用するま
ち
 プロスポーツ選手を招き レッス ン
教室
 市民に先生になってもら う（ 手芸
とか音楽とか）
 地域講師の講義が通常ある学科
 海外交流で来 日し て いる 人 の授 業
 部活は外部のトレーナ ーを お願
いする。企業がスポーツのでき る
社員を派遣する（西部あ り ・中部
との差）

 自ら学べるまち
 住民間で勉強 会 を開 く（生涯 学 習）
 地域の方の見守る目
 小～高校のコミュニケーショ ンを
多くとる
 地域の人が先生になれる ような
システムづくり（多様な経験・スキ
ルがある）

 ま ちのことがよくわかる
 学生の成果を市民にアピール
 みんなでまちを歩いてみる
 裾野高校への交通・アクセス

 スポーツによる交流があるま
ち
 体育館・運動場
 他市間スポーツ試合をもっと運
動公園で企画
 スポーツ大会
 子どもから大人まで参加 でき る ミ
ニ運動会
 スポーツクラブ単位 の サイ ト を作 る
 文化教室単位のサイトを作る
 スポーツ交流ができる裾野市
 各スポーツの決勝 戦 が裾 野 市 で で き
るプレミアムスタ ジ ア ムの設 置
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 学びの投資を増やすまち
 学びたい人が学ぶこ との でき
る環境をつくる
 募金・寄付金
 進学してから裾野に戻ってくる 人
を対象に寄付金を渡す
 文系の中学・理系の中学を作る
 本の充実化 古書をもらう 新書
を買う
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 先生の負担を軽減する





教師の業務の削減
I.T を駆使
効率の良い働き方
部活を市民が教える

 自ら学べるまち
 いろいろな人が先生になる
 生徒が先生に授業する
 高校生・大学生・社会人が小・中
学生に教える
 高齢者が先生になる「寺子屋」を
小学生対象に行う
 「何でも教え てく れる理科・算数
課」を市役所内につくる。子ども
や学びたい人のために
 放課後支援の充実（家庭環境に
左右されない学び） 塾いらず

 学校と家庭の距離を縮める
 学校の先生は いいとこのみを家
庭に電話（悪いことでなはく）
 保護者の参加できる講演会
 話を聞きたい有名人をアンケート
して講演会をする

 授業の自由度を上げる
 子どもたちが時間割を決める
 やりたいことをやる授業を教育に
取り入れる
 学生からやり たいことア ンケート
を書いてもらって実現する
 空教室で勉強会（週一ぐ らいで
先生も参加）
 職業の体験会
 図書館に泊まれる

 スポーツによる交流があるま
ち
 スポーツのできる環境 を手 厚
くする
 スポーツ指導者・整体師 ・先 生・
医師・ボランティアなどで構 成す
る スポーツ寺子屋をつく る ←将
来スポーツ学校
 リハビリ系の学校をつくる
 裾野市でスポーツが得意な人が
先生としてスポーツを教える
 スポーツリハ ビリが でき る人 を増 や す
 体育館の開放
 市民プールを温水プール に。屋
根・焼却場熱利用

 チームを作って試合をする
 企業からの選手派遣
 地域スポーツクラブをつく り 強 い
チームを作る
 市町間スポーツ試合の主催
 他スポーツグ ループとの合同練
習や試合
 なにか一つでも裾野＝○○○の
強いチームをつくる

コミュニティ・環境

地域で職
心のバリアフ
業体験す
リー・裾野100
る
友
地域の高齢
者に活躍して
もらう
地域の様々な
世代の人との
交流を図る

小中学校と
地域の交
流を深める

オタクの聖
地

ボランティ
ア活動を充
実

地域の既存
イベントを見
直す・開催す
る

まちのルール
を周知する

地域の人
が集える場
を整備する
公民館・学校
等を活用する

多様なコミュニ
ティのあるまち

老若男女が活躍す
るまち（キーワード
はコミュニティ）

世代間交流

居場所があるまち

わかりやすい情
報発信がなされ
ているまち

コミュニティ・環境

SNSを活用し
た情報発信で
裾野ファンを
増やす

裾野の地域資
源を活用して
情報発信する

自然環境が整っ
ているまち

見守りのあるまち
子どもと高
齢者の交
流を促進
する

防災が強化され
たまち
地域の見守り
の体制を強化
する

コミュ ニテ ィ・ 環境①
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 防災が強化されたまち
 スマートタウンすその
 バリアフリー（自転車道）
 古着や使えるのに捨ててしまう布
団を集める（災害が起きても資源
にこまらない）
 災害に強いまち

 多様なコミュニティのあるまち







全世代が社会参加
地域のつながりがある
地元の商店に活気
皆が楽しめる祭り
年を問わず話し合える場
お年寄りが孤立しない
子ども会も参加が希望制だから
もっと地域交流ができる よう 地区
の運動会やフェスティバルを行う
町内会に加入しなくても暮らせる
町
意味の無い町内活動がされない
町
各種団体との横の連携
自分の意志で参加する 町内活
動
地域の人との交流を多くする

花のま
ちづくり

ゴミ拾
い

訓練を充
実させる
地域の防災活
動・情報・状況
を共有する









裾野の良さ
の啓発を
進める

災害時要
支援者対
策を講じる

広域的な連
携のもと防災
に取り組む

 市民協働

 誰もが便利に暮らせるまち
 すそのーるをもっと活性化させる
（外国人とか）
 外国人が暮らし易い町
 荒れ地に何かを作る（須山）
 交通の便をよくする（駅とか）
 無料 Wi-Fi
 階段のある神社に障害のあ る 方
や車いすの方が行き やすいよう
スロープをなるべく作る

 歴史的建造物があるまち
 80 年も前のコンクリート建造物が
ある
 裾野駅は東海道線で 2 番目に古
い駅

 どこを見ても味のあるまち










まちなみに「昭和」が残っている
日本一キレイな町
朝焼けの赤富士はすばらしい！
川と水路の多い町です。「中 州」
は 県内で一番多い町、どう生か
す？
街を歩くとあちらこちら花だらけ
谷間の風景がとてもいい
市街地にも川や水路が い っ ぱ
い！
色が統一された町
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体験の
場づくり

学校と連
携して防
災に取り
組む

 わ か り やすい情報発信がな
されているまち
 思ったことを実現できる 町（ 実現
出来るように考える）
 日本一住民税が安い町
 オリキャラを広める
 ゆるキャラで活性化

 充実した教育のあるまち
 制服が高い（学校に入学するとき
のお金が高い）
 統一した教育方針

 生物への配慮ができるまち
 犬・猫の害が無い町
 カルガモがいっぱいいる
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 防災が強化されたまち
 地域の防災活動・ 情 報 を 共
有する
 ２ヶ月に一回くらいのペースで防
災訓練
 地域で防災訓練
 事前通報の無い防災訓練
 外国人でも理解できる 防災情報
の提供
 水が多い町は火災に強い
 市民の意識作り
 地域で避難場所を確認する（統

一する）
 避難経路の確認
 ネットで避難経路を簡単に確認
できるようにする

 広域的な連携のも と 防 災 に
取り組む
 他市町と広域連携・協定
 地元企業との連携

 災害時要支援者対策を講 じ
る
 障がいのある方や車いす の 方も
避難しやすいようにバ リアフリー
にする
 歩道が広いところに花壇をおく

 多様なコミュニティのあるまち
 町のルールを周知する
 町内会に加入しなくても暮らせる
町（ゴミ収集）
 犬・猫のフンを無くす
 猫の放し飼い禁止

 地域の既存イベントを見直す
 地域対抗の運動会などのイベ ン
ト
 継続が目的になっている 行事 の
廃止
 運動会ソフト・バレーボール 大会
の廃止

 地域の人が集える場を整 備
する
 公園の活性化（いろんな年代の
人が気を使わずに使える）
 公園を増やす（子供会の交流や
親同士などの交流）
 地区ごとの集まり ・話し合い（集
会所）

 わ か り やすい情報発信がな
されているまち
 SNS を活用した情報 発 信で
裾野ファンを増やす
 良い景色を撮り市のホ ーム ペー
ジにあげる
 SNS でどんどん知らせよう
 SNS を活用し市民に裾野のことを
発信してもらう
 裾野のファンを増やす

 裾野の地域資源を活 用 し て
情報発信する
 「すそののまちガイド」あ ったら い
いな
 私の富士山の絶景ポイント
 古い建物を維持する
 パノラマロードの整備

コミュ ニテ ィ・ 環境②
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 見守りのあるまち
 高齢者世帯のゴミすて を地 域で

助け合う
高齢者の居場所が増える
地区の公民館がサロンになる
ご近所で声掛け見守り助け合い
見守り
公民館がいこいの場所として活
用されている
 弱者の見守り
 近所付き合いが活発にでき て い
る






 世代間交流のあるまち
 子どもたちと楽しく過ご せる 場所
がある
 年配の方と子供が一緒に遊べる
会
 みんなが集まる 場所を提供した
い
 ご近所から少し離れた仲間集め
 登下校に合わせて高齢者の散
歩が行われる
 シニア クラブの若年化（６０歳過
ぎたらシニアクラブ）
 シニアが自分のキャリア を生かし
た活動ができている助け合 うコ ミ
ュニティ
 自分のでき る ことをみつける（得
意分野）

 居場所のあるまち











楽しい会議を地域内で開催
地域で毎日楽しくあいさつ
多世代の関わり
市役所に市民の居場所を（ 地下
ホールの PR）
学校の空き教室に地域の居場所
ができる
年代横断のグループづくり
サロンの充実
仲間
いろいろな行事
１つの施設をいろんな事に活用

 環境美化のまち
 ごみが減る
 河川清掃以外にも道路清 掃の
日を年数回
 河川の清掃を恒常的に
 地域の川に魚が泳ぐ
 散歩をしながらゴミすての 見守り
をする
 きれいな地域
 防災に対する備えができている

 人にやさしいまち
 自転車にやさしい町
 車で遠くに出かけるのでは なく 、
身近な徒歩、自転車圏内に公園
等がある
 奉仕活動が自発的に行われて
いる
 市民主体（まずはどの世代にこう
いう会議に参加してほしいの か、
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子育て世代が参加しやすいよう
に託児等があればいい）
 ボランティアが活発に活動してい
る

 元気いっぱいなまち
 健康
 夏休みだけでなく 毎朝ラジオ体
操をする団体ができる
 ウォーキングコースがいっぱいあ
る
 スポーツ
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 居場所のあるまち
 公民館・学校等を活用する
 公民館を活用して演芸を企画す
る
 公民館の利用
 公民館を利用してシニア サロン
を開く
 公民館を使いやすく
 サロン等
 まずはサロンの立ち上げ
 居場所まで自身で行ける よう自
身で努力
 高齢者を居場所までエスコート
 学校の空き教室の利用。高齢者
から幼児までが使えるコ ミュ ニテ
ィ施設
 高齢者の持つ技術を子どもに教
える場・公民館「じじばば道場」

 世代間交流
 小中学校と地域の交流 を深
める







小中学校地域との交流の拡大
全住民参加の奉仕作業
お互いの思いやり
小中学校と地域の交流
昔の遊び
同じ趣味

 地域の様々な世代の人との
交流を図る
 意見を出し合う
 区民全員参加のウォーキ ング 企
画
 要望を遠慮しないで言う
 地域会合（まちなか会議）の開催

 見守りのあるまち
 地域の見守りの体制を強 化
する
 水道や電気の検針を地域で受
け持ち、声掛けしながら近所を
回る
 防災訓練を利用して要支援者の
援助訓練
 声掛け挨拶

 子どもと高齢者の 交 流 を 促
進する
 子供会行事と老人会（シルバー

クラブ）の行事を一緒にやる
 シニア クラブと子供会の共同企
画
 「地域清掃の日」を地域ごと に設
定
 地域内の日常的交流の促進
 高齢者・子どもが同じ場所で遊
ぶ
 高齢者・子どもがお互いを見守
る
 登下校時ウォーキングイベント

コミュ ニテ ィ・ 環境③
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 外の風がどんどん入ってく る
まち
 外国人たちとの交流を深める
 外の人もどんどん入って来たく な
るようなまち

 バ リ ア フリーはあたりま え！
なま ち
 バリアフリーの実用化
 バリアフリーな町（人と人）
 バリアフリー

 弱者を見落とさないまち（ゆり
かご から墓場まで）
 ゆりかごから墓場まで
 社 会 的 弱 者 といわれ る ような
方々を見落とさないコミュニティ
 生活で困ったことがあった時、お
隣さんにすぐ声を掛け合える
 となりの人と話ができる町

 ～ い こいのま ち～（キーワー
ドはコミュニティ）
 憩いの場のあるコミュニティ
 まちの公園等が地域の人たちの
集いの場となっている
 公園などの公共の場をつくる
 ついつい外へ出たくなるコ ミュ ニ
ティ
 ボランティアを積極的にやる町
 高校生・中学生が地域活動に参
加している

 老 若 男 女 が 活 躍 できるま
ち！
 自治会活動が盛んで若い人が
積極的に参加している
 お年寄りが元気な町
 活気のあるコミュニティ
 若い人から老人まで楽しく 会話
ができるところをつくる
 ひとりひとりの意見が言いやすい
コミュニティ
 老若男女が活躍できるコミュニテ
ィ

 住民同士のつながりが多い町

 犯罪を許さないまち！
 犯罪が少なくまちの見回り、見守
りをみんなで分担しながらやって
いる

 災害・ 防災に強いまち
 毎年の防災訓練に町内の人が
全員参加して盛り上がっている
 災害があ ったとき に助け合え る
町
 耐震工事をする
 電柱地中化 人も車も動きやす
いまちづくり
 災害時に手助けが必要な人がど
こに居るのかみんな知っている
 太陽光パネル等設置している 家
庭が多く 環境にやさしい生活が
実現している

 自然環境が整っているまち







まちのそうじ
空気がきれいな町
綺麗な町並み
ゴミが落ちていないきれいな町
川で遊べるきれいな水の町
街の中にゴミが落ちていなく て美
しいまち→落ちている と市民が
拾ってくれる

 自然を活用したイベントが多
いま ち
 ウォーキング・サイクリング が楽し
くなるまち
 スポーツがさかん（市民スポー ツ）
 地域で盛り 上がるようなお祭りイ
ベントがしやすいコミュニティ
 地域活動（花見・夏まつり）が多
い町
 イベントで盛り上がる
 地区・市主催のイベントが多い町
 近くの市町村と協力し合える町
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 老若男女が活躍するまち（キ
ーワードはコミ ュニティ）
 地域で職業体験をする
 キッザニア in すその

 地域でイベントを開催する
 ゆる キ ャラたちと楽しく 過ごせる
時間をつくる
 男女共に楽しめる イベントの開
催

 心のバリアフリーに取り組む
 世代を超えて助け合える 関係づ
くり
 バリアフリーなまち！人と人 の間
のバリアも取り除きたい

 裾野 100 友をする
 百人の友達をつくる（百友の会）
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 地域会議

 オタクの聖地になる！
 オフ会を開くオタクを呼びこむ
 オタク文化の聖地になる
 アニメに出てくるものの 商品 化。
通り の名に関連する名前をつけ
る

 地域の高齢者に活躍しても ら
う
 地域の中で子どもの見守りが（保
育）できる
 地域のじいじ、ばあばによる 育 じ
い・育ばあ作戦

 ボランテ ィア 活動を充実さ せ
る
 公共の場を設ける
 ボランティア活動の活発化

 災害・ 防災に強いまち
 学校と連携して防災に取り 組
む
 大学の防災関連のフィールドワ
ークと連携する

 訓練を充実させる
 防災計画をもっと活性化させる
 HUG：避難所運営ゲーム DIG：
災害図上訓練 を小中学校でも
 水害に備えて設備の体験
 地震に備えた防災訓練の充実

 地域の情報・状況について知
る
 地域を知る（地形・自然）
 地域の中の危険な場所について
の情報を共有する

 自然環境が整っているまち
 花のまちづくりをすすめる
 花の植え替え

 裾野市の良さの啓発 を進 め
る
 深良用水について知る
 裾野の自然を PR する“こんなに
素晴らしいよ～”

 ゴミ拾いをする
 ゴミのポイ捨てをしないように呼
びかける！
 富士山のゴミ拾い ポイントラリー

 体験の場づくり
 グランピングが経験できる！自然
体験をする！
 グランピングの聖地
 市民が自ら環境整備等で汗をか
く
 黄瀬川遊歩道をサイクリング ロー
ドにし駅前でレンタサイクル をし
て中央公園で一休み♪
 環境整備もコミュニティで^o^

都市基盤

大会を開催
する

高齢者に
よる観光
案内を実
施する

既存施設の活
用・新しい施設
をつくる

いつでもどこ
でもスポーツ
ができる
ユニバー
サルデザイ
ンのトイレ
を増やす

ボランティアに
よる運営体制
をつくる
市民による環境
美化の活動を支
援する

高校生が宣
伝大使とし
市内外か て魅力をPR
ら人を集
アイドル
める
グルー
プをつく
る

個性的・魅力的な店
舗を誘致する

人が集える場
所をつくる

にぎわいのあるま
ち！！
交通が便利で出
かけたくなるまち
都市基盤

自然いっぱいの
美しいまち

市民がまちをき
れいにする

若い人の
チャレンジ
を応援す
るイベント
を開催

公共交通機関の
利便性の良いま
ち

道路が美しいまち
安全で住みやす
いまち

車にたよらない
まちづくり〜公
共交通機関を活
用する〜

道路の利便性を向上
する整備・メンテナンス

交通渋滞を
緩和する

都市基盤①
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 自然いっぱいの美しいまち
 花がたくさんある
 パノラマ道路周辺の電柱の 地中
化 富士山景観・写真スポット
 空地・コ ーナ ーに花いっぱいの
美しい町
 街が美しい
 パノラマ道路近くに休憩でき る ス
ペース
 パノラマ道路周辺の植栽
 公園であつまる
 空地に公園をつくる
 みどりがゆたか
 富士山がきれいに見える
 一週間に１回ゴミ拾いをする
 景観の良い住宅環境

 みんなが勉強できるまち
 文化的に高い地域（大学がある）

 宅 地 の供給で新しい人が増
えるま ち
 市街化調整区域の見直し
 宅地の供給をしてほしい

 みんなが出かけたくなるまち
 近く に大型？中型？着るものが

明るく安全・
安心な道を
つくる

防犯まちづ
くりを進める

揃った店舗があると便利ですね
 大型商業施設があるまち
 職住近接
 ショッピングセンターがある （大き
な）
 公共施設が充実している
 インフラが整備されている （ ゴ ミ・
下水道）
 インフラの整備・通勤ラッシュ
 通勤ラッシュの解決
 外に出たくなるまち

 安全で住みやすいまち






駅のまわりが活気に満ちている
人の集まる場所がある
子供が走りまわる
散歩しやすいまち
無料でお助けサービスを作る

 交通が便利なまち
 自動運転で頻繁に行き 交う移動
が便利
 地区から外へ移動 乗り 物が欲
しい
 お年寄りの方々の買物の時に無
料でタクシーサービスを作る ←
お年寄り限定
 生涯学習センターに市民が集う
 交通が便利（公共機関）バ ス電
車
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乗合タクシーを運
行する

バスの運行時間
を延長する
すそのーる
の本数を増
やす

 すそのーる バ スの乗り 継ぎがな
かなか大変良い方法は…？
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 交 通が便利で皆が出かけた
く なるま ち
 魅力的な店舗を誘致する
 裾野の特産物を何かとコラボして
販売する
 裾野に大型商業施設を
 ショッピングモールがあると良い

 人が集える場所をつくる
 （小さな）公園がある
 公共のフリースペース（学生・社
会人の学習スペース等）
 人の集まる 場所があ る （子ども・
青年・年寄）

 公共交通機関の利便性を向
上する
 乗り物の数が欲しい
 起業コラボで自動運転試 験に よ
るバスの運行
 土・日・祝日に行事開催の際、地
域のバスを出す（すその～る）
 電車・バス路線の整備
 いろんなサービスを市民ど うし が
ギブ＆テイクする

 自然いっぱいの美しいまち

 市民による環境美化の活 動
を支援する
 市の条例を守る
 花作りに興味関心のあ る 人 の募
集
 市で花上か雑草取りの活動を行
う
 市民で花を植えて美しさを競う
 路に花壇を増やす
 道路沿いに“すそのんベンチ ”を
置く
 パ ノラマ道路の近く の電線の地
中化
 公園を増やす
 毎月１回清掃活動
 ゴミ拾いをみんなでする
 川の清掃を週１回で行う

 安全で住みやすいまち
 交通渋滞を緩和する





交通渋滞の緩和
歩道の確保
道路の整備（幅広い）
朝・夕の通勤ラッシュの解決

 明るく安全・安心な道をつくる





危険な道に手すりをつける
夜でも明るいまち（電灯）
街灯を増やす
暗く しない。暗い道には 街灯を
作る

 防犯まちづくりを進める
 防災活動を啓発する
 あいさつ
 みんなが知り 合いになれる イベ
ントに参加する
 隣の家同士のつながり を強 化す
る
 住民が仲良くパトロールする
 市で家々のガスや水道の点検を
無料で行う

都市基盤②
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 街並みが美しく 整備されてい
るま ち（ 住宅・景観・土地利用）
 住宅がもっと増える様に
 商業・住居 etc.地区を大まか に
決める
 窓を開けると富士山が見える。自
然を日常に感じることができる
 高い建物はダメ。２階まで

 県外から人が来るくらいのイベン
トを作る
 観光地がもっと多くなって、 市外
から人がいっぱい来るようになる
 観光所をもっと増やして都会から
の観光客を呼ぶ

 夜も歩けるま ち
 もっと道に電気をつけてほしい
 明るい（照明）道づくり

 交通が充実してどこへも短時
間で行けるまち
 病院 etc.も短時間で行ければ良
い
 どこに行くにも短時間で移動でき
れば良い
 道路ルート要検討
 地区間をつなぐ道を整備する
 交通網をもっと増やしてほしい

 老若男女使いやすい道路の
あるま ち～町の道路をなめら
かに～
 裾野市の道路が狭いから広げ て
欲しい
 路が急だったりするところが多 い
のでもっとなだらかな道なり にす
る
 東西南北主要道路に安心して歩
ける歩道を確保

 住・ 商近接のまち
 車を使わなくても生活できれば
 欲しいものがいつでも歩いて買
物に行ける

 い つ で もどこでもスポーツが
で き る 活気あるま ち～もっと
バスケをしたい～
 バスケができる所がもっとほしい
 身体を動かす所がたく さんあ る
活気あふれる街
 時間をつぶすことができ る 場所
を作ってほしい
 運動施設を作る
 スポーツができる所を増やす
 バスケ施設やサッカー施設が少
ないためもっと増やす
 大き な運動施設を一つどこかに
作る
 遊び場を増やす

 み ん な が 集 ま る いこいの場
があるま ち

 駅前の商店が今の状態では 悪く
なる
 もっと活気のある町づくり

 山を利用した公園を作る 。駐車
場・トイレ完備
 まちの中に緑があ り 、よく管理さ
れている公園から子供の声 が聞
こえる
 ボーとすることができる 場所が ほ
しい

 光 の 見 える未来作り～観光
の活性化したまち～

 安心・ 便利な交通手段のある
まち

 に ぎ わ い のある商店街があ
るま ち
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 バ スをもっと遅く まで運行してほ
しい
 近所の人が車に乗り合わせて目
的地に向かう仕組みがあり年をと
っても安心だ！
 これから増え る高齢者の移動手
段の見直し。すそのーる に代わ
るものとして小型化

 短 時 間 で楽々移動のできる
まち
 職場から家まで 10 分以内。仕事
も家庭も充実した毎日
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 安心便利で、交通手段でどこ
へでも行けるまち！！
 すそのーるの本数を増やす
 地区内の人で協力して 、お互 い
乗り合わせ出来るような仕組みを
考える

 バスの運行時間を延長する
 小型バス等で従来からバ ス運行
のコースを広げる
 運行時間を長くする
 バスを小型化して運用回数 を増
やす
 小型バスを運行する
 バスをリースし交代で運転する
 すそのーるの運転間隔 を 短く す
る

 乗り合いタクシーを運行する
 タクシーで相乗りできるように

 い つ で も 、 ど こ でもスポーツ
ができる活気あるま ち～もっ
とバスケをしたい～
 スポーツの大会を開催する
 だれでも参加でき る スポーツの
大会を開催する
 身近な所でもできる新しいスポー
ツを考案する
 地区内の空き 地等を利用しても
らえるように交渉してみる

 既存施設を活用する
 既存の施設を活用する 。多くの
人が使いやすいルールを作る
 学校の校庭を開放する（もう開放
している？）
 バスケができるところをもっとつく
る
 バスケットゴールを増やす
 大会を作って行う
 ストバスの大会

 新しい施設を作る！
 税金を集めて施設をつくる（お店
などから…）
 税金
 税金の循環が…

 ボランテ ィア による運営体制
をつくる

 施設の維持を助けるボランティア
組織の活性化

 にぎわいのあるまち！！
 高校生宣伝大使になる
 高校生宣伝大使になって魅力的
な商店街 PR する生徒会長にな
ります！！

 高齢者による観光 案 内 を実
施する
 市内の名所 etc.高齢者をうまくま
とめたボランティア活動で整備
 観光ガイドをする

 個性的な店舗を誘致する
 個性的な店舗を誘致してみる
 観光客も訪れる ような魅力的な
商店街にする
 有名店（？）を募集する

 イベントを開催する
 若い人のチ ャレンジを応援する
（高校生チャレンジショップなど）

 市内外から人を集める
 観光地をもっと増やして都会から
の観光客を増やす
 市民や近くの住民が商店街で買
い物をしたいと思う仕組みづ く り 。
通貨・地域など
 ポスターなどを作って街全体に
お店を増やす
 観光ポイントを PR する
 降客に対し道案内をする

 アイドルグループつくる
 裾野でアイドルグループをつくる
 商店街のイベント等をお盛り 上
げる市民が支える
 イベントを作る

都市基盤③
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 トイレのたく さんあるまち
 公共トイレが多くかつきれい
 裾野駅の駅舎が昔のまま保 存さ
れている

 バリア フリーのまち（公共のも
のをもっと工夫！）
 どの公園にも多目的トイレがある
 駅のバリアフリー化 安全対策

 住みやすいま ち
 生産地や生産者の表示をする こ
とで安全に買える
 職住近接に配慮されたまち
 街中に水素スタンド、充 電スタ ン
ドができる
 駅西区画整理内に大型マン ショ
ンができる
 スポーツのできる施設を増やす
 246 号線沿いに（深良）大型店舗
を！
 社内全域にネット環境

 観光の盛り上がったまち
 裾野市の観光地でスタンプラリ
ーを行う
 観光地を増やす

 楽しい公園のあるまち
 公園が狭くあまり楽しくなかったり
する
 子どもが楽しめる遊具を増やす
 拠点ごとに公園のあるまち

 景観の美しいまち
 河川の景観が美しい（ 定期 清掃
の仕組みがある）
 景観の美しい見晴しが良い眺め

 公共交通機関の利用性が高
いま ち
 バ スなどの公共の乗り 物の本数
を増やし時間帯ものばす
 三島駅に直結する 電車・モノレ
ール等の交通の充実
 通学路が長すぎ ると危険だから
スクールバスを出す
 公共交通が充実している
 バ ス路線の維持がされているま
ち
 交通空白地帯がないまち
 街中に電動レンタサイクルがある
 バ ス路線で市内どこにでも行け
る

 道路が美しいまち








道路が整備されている（都計道）
車いすでも安心して移動できる
自動車専用レーン
橋の耐震化
安心して歩ける歩道ができる！
通勤通学時に渋滞が発生しない
砂利道を少なくする
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 道路工事の計画を学校とかに出
すことにより安全になる
 災害に強いまち（河川・道路）
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 道路が美しいまち
 市民が街をきれいにする
 清掃ボランティアの組織化（河川
管理上のクリア）
 市民の人も気づいたらゴミを拾う

 道路の利便性を向上する
 橋梁の確実なメンテナンス補修
 都市計画道路の整備（○の道の
整備を！）
 渋滞発生が少ない道路整備
 砂利道を舗装する
 道路整備を 1 回丁寧に行う
 歩車道分離
 歩行者と自転車の分離

 公共交通機関の利用性が高
いま ち
 車にたよらない町づく り～ 公
共交通機関を活用する～
 バス・JR をもっと使う
 通勤・通学で（なるべく）バスを利
用するように
 バスストップで CO2 ストップ
 バス路線の新設会議を開く
 すそのーるの路線変更（富岡・須
山方面へ）
 バス路線を増やす
 バスストップの拠点整備居
 バス停を増やす←バス停を増や
すとお金が…
 表示を見やすくする
 時間を限らない

 トイレのたく さんあるまち
 ユニバーサルデザイン の ト イ
レを増やす
 多機能トイレマップ作成
 バリアフリー祭りの開催
 公共トイレの清掃ボランティアを
組織化する
 地図の要らないまち
 公園を利用しやすくする
 遊具をふやす

 その他
 CD 屋や本屋をふやす

産業経済

公共交通
の利便性
を向上する

AIなど先端
産業を誘
致する

交通の利便性
を生かした企
業誘致に取り
組む

働く場所のあるま
ち・交通網の整備
されたまち

通勤通学に便利
な交通網を整備す
る

裾野発未来型産
業が集積している
まち

若い世代が安住
できるまち

休日楽しめる
ようにする
若者が住める
家を増やす

グローバル
に活躍でき
る人を育成
する

創業を支
援する

教育機能の強化

学園都市のような
まち

まちづくりを
話せる場を
つくる

インターン
シップ制度を
充実する

産業経済

生活の質
を重視す
る

さまざまな働き方
ができるまち

宅地供給のある
まち

戸建て住宅や集
合住宅を整備する

裾野ブランドが世
界に発信されてい
るまち

観光客が集まる
まち

空き家活用
のため空き
家バンクを整
備する

誘客に寄与
する環境整
備
富士山，深良用水，
葛山城址・・・歴史を
生かした観光整備
を進める

産業経済①
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 働く 場所のあるまち






田園都市に企業を誘致
大企業の呼び込み
通勤できる職場
働く場がある
子どもが働ける企業（中小企業）

 交通網の整備されたまち
 東部連帯での大学誘致
 道路整備
 新幹線を利用した東京・横浜の
居住地として開発
 道路バスストップの整備

 観光産業の盛んなまち
 富士のふもとを前面によく 出 した
グッズの作成
 富士山を生かした仕事が増え 観
光客でにぎわう
 富士の顔を利用した観光土産
 自然を利用した公園観光地を作
る
 地元の歴史を利用した観光地作
りと整備
 出かける場がある
 富士山のふもとをテーマにしたイ
ベントの開催

イクメン・イクジ
イ表彰制度を
つくる

食による誘
シティプロモー
客
ションの実施，
魅力的なイ
ゆるキャラを活
ベントを開
用する
催する

いろいろな手法
でシティプロ
モーションを行
う

 活気がある町
 スソノポイントカードを作る

 宅地供給のあるまち（定住）





宅地の整備
農地～宅地に
若い世代の定住
通学で通っていた人たちが定住
する
 世代間で仲良く
 人々の誘致
 子どもが戻ってくる
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 働 く 場所のあるま ち・交通網
の整備されたまち
 交通の利便性を活か し た 企
業誘致に取り組む
 東名・新東名を利用した企業誘
致
 企業誘致に力をそそぐ
 将来（４０年後）に渡る道路計画
と実施計画

 公共交通の利便性を向上す
る
 三島↔下土狩直通電車新設
 バスの本数を見直す
 公共交通を使う

 観光産業の盛んなまち
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女性が働き
やすい環境
をつくる

SNSで情報
発信する

 富士山や歴史を活か し た 観
光整備を進める
 裾野の歴史を具現化する。（ 葛
山城の建築）
 富士山付近の整備・公園等の開
発
 資料館の活用

 魅力的なイベントを開催する
 イベントに出かける
 富士山のふもとで気球 大会 を開
催する
 HP のイベントスケジュール の明
確化

 裾野のシ テ ィプロモ ー シ ョ ン
を実施する









宣伝に SNS 等を使う
いろんな目線で PR
裾野を売り出す
裾野の良さを東京・横浜に伝え
る
限定グッズの売り出し
グッズを作る（すそのん・すうちゃ
ん）
富士山の顔を利用したグッズの
開発
Wi-Fi などの環境

 宅地供給のあるまち（定住）

 空き家活用のため空き 家 バ
ンクを整備する





公共サービスの充実化
空き家バンクの整備と利用
空き家の利用
空き家にならないように気を配る

 戸建て住宅や集合住宅を整
備する





住宅を建てる土地の確保
マンションやアパートを作る
大都市の利用
田舎に住んで必要な時に利用

産業経済②
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 若い世代が安住できるまち
 ゆるキャラをたくさん出動させる
 地域の人たち同士の交流の活
発化
 誰でも利用できる森林公園
 公園が当たり前に地域の中 にあ
る
 子ども達が自由に遊べる 自然環
境（川・山）
 市場のあるまち
 若い世代の生業をつくる
 多種多様な働く場がある
 若者の意見を取り入れる
 産業の活発化
 地域資産を活用
 社宅から出る夫婦の新 しい 住居
を確保
 安くて質のいい公営住宅を 増や
す
 自然業材を活用したものづくり
 太陽・自然 暗やみ！がいっぱ
いの所で子育て
 パブのある街

 学園都市のようなまち








ケンブリッジの様な学術都市
国際学術都市
教育の財政負担が少ない
起業者が集まる
大学のある街
就学前教育が充実している
有名な男子校がある

 観光客がたくさん集まるまち
 東京から人が通う街
 プロスポーツのホームタウン
 深良用水「穴口」に資料館・駐車
場を作る
 東名インターからの道路店舗の
整備
 裾野インターから箱根までの道
路の整備
 大型の多目的商業施設を作り コ
ミュニティの充実を図る
 合宿都市

 交通環境の良いまち






車のいらない田園都市
LRT 三島～裾野
交通手段の見直し
子どもが通って来る
北部地域に新駅を






馬車で回る森林公園
木のおもちゃ（ものづくり）専門館
裾野インターからの道路整備
プロスポーツのホームタウ ン にな
る

Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 若い世代が安住できる
 休日楽しめるようなま ちにす
る
 子供連れが遊べる施設を中心に
つくる
 大型アミューズメント施設を作る
 節度のある“民間活力”導入

 通勤通学に便利な交通網 を
整備する
 モノレール交通体系
 三島駅までつながる電車（鉄道）
を通す
 車がなくてもせいかつできる交通
網づくり
 三島～裾野に路面電車を通 し、
沿線へ住宅を整備する

 若者が住める家を増やす






安いアパートなどを増やす
持家対策一辺倒の見直し
公営住宅を増やす
須山を徹底的に売り込む
公園

 学園都市のようなまち
 教育機能の強化
 中高一貫校を作る
 若者の意見を取り入れた学部の
ある大学を設置する
 大学を誘致する
 専門学校を建てる
 天文台（森林公園）を整備する
 私立のスーパ ーエリート高校を
誘致する（寮あり）

産業経済③
Step1 こうなったらいいな！ 10 年 後の裾 野

 さま ざま な働き方ができるま
ち





働き方の多様性（主に時間）
遊びも仕事も満喫できる
フリーランスの方を誘致
従業員が楽しく 休める 素敵なカ
フェができている
 エクストリーム出社できる
 昼休みに安く ておいしいランチ
が食べられる

 裾野ブランドが世界に発信さ
れているま ち
 中小企業コラボ商品
 裾野の良いところを広めて人が
たくさんくるようにする
 裾野ブランド製品が世 界 に知れ
わたる

 地域資源を活かしているまち
 裾野の観光名所の広告を増や
す（看板・パンフレット）など
 昔ながらの家などを残しておく
 使われていない土地があったら
家族で遊べるような場所をつくる
 事もたちが遊べる場をつく る （公
園・ゲームセンターなど）

 地 域 で 協 力 し て魅力的なイ
ベントを行うま ち





 市民への情報提供
 政治＝くらしであるということを い
つもどこかで話し合う場

アイデアコンテスト
企業のワークショップ
大規模アクティビティ
大物人物をゲストで呼んでイベ
ントを行う
 地域同士で連携してイベントを
行う

 観光客がたくさん集まるまち
 食による観光誘客を進める

 裾野発未来型産業が集積し
ているま ち

 まちづくりを話せる場をつくる

 食の特産づくり
 和食を特化する

 ゆるきゃらを活用する
 すそのんなどのゆるキ ャラ を もっ
と出す
 ゆる キ ャラとコ ラボした商品を作
る

 観光誘客に寄与する 環 境 を
整備する
 深良用水資料館を箱根に作る
 歴史館（森林公園有史～近代）
づくり
 音楽スタジアム
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 IT 研究所でカッコよく働ける
 コンピュータ産業や AI 技術の企
業がいくつか創業してくる
 グローバル企業の研修所が一つ
増えている
 企業の人が住むハイセ ン スな住
宅団地
 ロボット化、自動運転に関する 産
業がある
 大学生や高校生がまた裾野に戻
りたいと思える

 女性が働きやすいまち
 家から職場まで自転車で 15 分

 子育ても仕事も面白いまち
 女性の働きやすい企業が増え て
いる
Step2 ア クショ ンづくり・み んなの できること

 裾野ブランドが世界に発信さ
れているま ち
 SNS で情報発信する
 SNS で広める
 海外との交流を深めて 裾野 を伝
える
 SNS で裾野の良さを働く 人発信
する

 いろいろな手法でシ テ ィプ ロ
モーションを行う
 アンテナショップ（成田空港）
 トップセールス（市町、商工会 長）
裾野ブランド
 シティプロモーション裾野発 ア
イドル・アニメ
 キャラクターとパッケージ売り
 パ ンフレットか宣伝などでブラン

ド品の良さを伝える

 裾野発未来型産業が集積し
ているま ち
 グローバルに活躍でき る人 を
育成する
 グローバル人材の確保
 学校教育を通して世界で活躍で
きる若い人を育てる
 その産業の専門学校を増やす
 裾野高校に情報デザイン科を創
設する
 大企業 OB の活用

 AI など先端産業を誘致する
 AI 関連企業の誘致
 ベンチャー企業誘致

 創業を支援する
 創業支援（高齢・女性）
 空き店舗の活用
 すそのんぱく（お試し創業）

 さま ざま な働き方ができるま
ち
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 インターンシ ッ プ制度を充 実
する
 企業と協力してインターン受け入
れをしてもらう
 その働き 方を一回試してみてよ
かったらその働き方をする

 生活の質を重視する
 職場近くにマンションをつくる
 自然環境を守ってよいところで働
けることを PR する
 近くに飲食店（カフェ）がある
 福利厚生の充実

 イクメン・ イクジ イ表 彰 制度 を
つくる
 イクメンを表彰する制度
 イクジイを表彰する

 女性が働きやすい環 境 をつく
る
 女性が働きやすい環境づくり
 企業の協力（子育て世代）
 働きやすい環境づくり

