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後期基本計画（骨子案） 
 

基本構想に基づき施策の大綱を章とし、 

施策の柱ごとに目的、現状と課題、具体的な取組みを示します。 
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第1章 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」 

健康・福祉 

 

 

＜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」 

   

＜施策の柱＞ 

  
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 
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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て、すべての

市民が自ら健康づくりを実践する社会の実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 平成 28 年 3 月にすその健康増進プラン（改訂版）・第２次食育推進計画・裾野市歯科保

健計画を策定した。 

◯ 裾野市少子化対策強化基本計画などを踏まえ、更に母子保健事業の充実を図るため、

平成 28 年 3 月に裾野市母子保健計画を策定した。 

◯ 1 年に 1 回以上の定期的な歯の検診をしている人は増えている。 

◯ 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る。 

◯ すその健康マイレージ事業の参加者が増加しており、市内協力店より景品の提供がある。 

◯ 健診受診率向上のため市内スーパーの協力により骨密度測定と骨粗鬆症予防メニュー

の試食会の開催やレシートへの啓発文の掲載協力がある。 

◯ 自分の健康状態が健康であると感じる人は増えている。 

弱み 

◯ 静岡県東部地域は、県下の中でも高血圧が多い地域。 

◯ 高血圧の人が多く、医療費も他に比べて大幅に多くかかっている。 

◯ 食育に関心がある人が減っている。 

◯ 意識的に運動を心かけている人が減少している。 

◯ ストレスを感じる頻度は、若い世代ほど多くなっている。 

今後の見通し 

◯ 自分の健康状態を把握するため定期健診の受診率向上を図る必要性。 

◯ 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る。 

◯ 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性。 

◯ こころの悩みを相談しやすい環境づくりの必要性。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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） 
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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。 

子どもを育てにくいと感じている親に寄り添う支援を行います。 

子どもが自分自身で健康管理ができるよう支援を行います。 

 

（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

訪問相談の充実にも努めます。 

 

（4） 疾病予防・重症化予防の推進（健康推進課） 

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。 

 

（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。地域コミュニティ力の向上を図り、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。 
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1-2 子育て支援の推進 

 

【施策の目的】 

子どもと子育て家庭を取り巻く環境のさまざまな変化に対応して、子どもの成長と子育て支

援に対する機運の醸成を図ります。子育てを地域全体で支援し、子育てが大切にされる温か

い社会を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 公私立の保育園・幼稚園、認証保育所など各種幼児施設があり、市全体での受け入れ

人数は概ね充足されている。 

◯ 利用者負担については、国基準に対し大幅に減額している。 

◯ 保護者会など、各幼児施設を拠点とした、事業者と利用者の協力体制がある。 

◯ 子育て中の親が安心できる医療体制が充実している。 

◯ 独身者～子育て世代が就労する企業が立地している。 

弱み 

◯ 少子化、子育て支援制度など保育を取り巻く環境が変化しており、幼児施設の利用希望

は変動期にある。 

◯ 多くの施設が老朽化しており、例年の維持管理に費用を要するほか、建て替えを計画し

た場合は多額の費用を要する。 

◯ 施設規模に対する利用希望の動向が一致しておらず、各施設の定員充足率に差がある。 

◯ 配慮を要する児童への保育や保護者への対応など、保育業務の質や量が変化してきて

いる 

今後の見通し 

◯ 保育ニーズの多様化に対し、行政が果たす役割が増大する。他市町との保育サービスが

比較され、可能な限り要望に対応していくことが求められる。 

◯ 就学前人口が減少化する一方で、保育需要が高まることへの対応を考慮した施設整備

が必要となる。 

◯ 放課後児童室受け入れ年齢等に伴う、定員の拡大への対応と放課後の児童の居場所づ

くりを検討する必要がある。 

◯ 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、相談や

支援体制の充実及びネットワーク化が求められる。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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

園化を検討していきます。 
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（2） 保育施設の機能強化（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。 

 

（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。 

 

（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） 

子育て支援センターや児童館活動を通して、地域との交流や、集い憩える場の企画を

行うほか、子育てや育児の不安解消や安心して健康な生活を送れるための支援など、保

護者のニーズに合わせた事業を推進します。 

 

（5） 放課後の居場所づくりの推進（子育て支援課） 

昼間保護者のいない児童に対し、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ます。 

 

（6） 子育て世帯への経済的支援（子育て支援課） 

乳幼児・こども医療費助成等をはじめとした経済的支援の実施、また、ひとり親家庭へ

の支援に関する情報の積極的な広報に努めます。  
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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、必要なときに適切な医療・相談などを受けられ

ることや、生涯健康づくりができるよう支援することを目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ かかりつけ医を持っている人は増えている。 

◯ 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

交換を行い情報共有ができている。 

◯ 周辺他市町に比べ高い特定検診の受診率（平成 26 年度：裾野市：44.3%、県内市町平

均：36.3%）。 

◯ 特定健診の PR に関し、市内大型店舗の協力を得られる（受診促進キャンペーンの場、レ

シートを使っての PR）。 

◯ 市内の医師が特定健診の受診率向上に協力的である（沼津医師会）。 

弱み 

◯ 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・人材確保が困

難であることから、既存資源を有効活用（機能分化と連携）する必要がある。 

◯ 在宅医療にかかわる医療従事者・実施機関の拡大・連携が必要。 

◯ 急性期の医療から在宅医療・在宅歯科医療・介護までの一連のサービスが確保される必

要がある。 

◯ 市民が安心できる休日夜間救急医療体制等を継続推進していく必要性。 

◯ 特定健診と他の検診とで異なる部署で所管担当しているため、互いに協力しているとは

いえ、健診・検診事業に一体感がない。 

今後の見通し 

◯ 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」を推進する必要性。 

◯ 国保制度改革に備えた国民健康保険税の体系整備の検討。 

◯ 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の必要性。 

◯ 後期高齢者については、対象者の増が確実に見込まれる。 

◯ 地域の救急医療体制等の更なる充実と持続性の確保の必要性。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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
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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。 

 

（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、医療費適正化のため、生活習慣病の予防につながる健康診査、指導を被保険

者に対し行います。 

 

（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。 
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1-4 地域における福祉の推進 

 

【施策の目的】 

共に支え合い、助け合いながら、いつまでも生きがいを持って、健康に暮らせることができる、

安心した地域社会の実現を目指します。また、高齢者を取り巻く現状を踏まえ、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

地域づくりを進めます。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 高齢者人口・高齢化率の推移：平成 26 年の 65 歳以上の高齢者は 12,201 人となってお

り、そのうち前期高齢者は 6,859 人、後期高齢者は 5,342 人。また、高齢化率は 裾野市

23.0％ 県 27.0％ 全国 26.0％ 

◯ 生活保護受給者の推移：平成 26 年度の生活保護受給者（被保護人員）は 1,318 人、保

護率（対人口千人）は 2.1‰となっているが、平成 22 年の 600 人から比べると 2 倍以上で

ある。保護率は静岡県 8‰、市部では下位に位置する。 

◯ 平均自立期間（お達者度）が県内市町でも長い（平成 25 年：男 9 位、女７位 県健康増

進課算出）。 

◯ 地縁関係が生きており、顔の見える関係が残っている。在宅介護者、経験者団体（介護

家族の会）の活動が活発。 

弱み 

◯ 近所付き合いの考え方が変化している。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 ポイント低くなっている。 

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

保険事業計画から）。要介護・要支援の認定者及びその割合の増加も見込まれる（32 年

度：2,019 人、15.2％ 同計画から） 

◯ 高齢者人口・高齢化率は地域により隔たりがある。一人暮らしが増え、つながりが減って

いる（孤立・無縁化）。 

◯ 高齢者の移動手段としては、自家用車利用者が多い。 

◯ 高齢者や生活困窮者等の就労の場が無い。サービス業などの業種産業が少ない。パー

トやアルバイト募集も少ない。 

◯ 多様化・複雑化するニーズに対し、市場や公的サービスなどを補完する非営利法人等が

少ない。 

◯ 介護保険分野では、市場規模がさほど大きくは無いため、新規サービスの立地が難しい

（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） 

今後の見通し 

◯ 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。 
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◯ 要介護（支援）者の増大による介護サービス利用の増大。 

◯ 在宅介護の相談・支援。 

◯ 認知症高齢者に関する相談・支援の必要性。 

◯ 独居者に対する支援の増大。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（5） 国民年金事業の処理（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。 

 

（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、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。 
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1-5 障がい福祉の推進 

 

【施策の目的】 

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、ささ

えあいの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社会の実現を目指

します。 

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

提供を行い、障がい者が自立した生活を送れる社会の実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 障害者基本法に基づく第 4 次裾野市障がい者計画並びに障害者総合支援法に基づく

第 4 期裾野市障がい福祉計画を策定し障がい福祉サービスの提供を行っている。 

◯ 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

が設置された（平成 23 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（H25.12）が設

置された。 

◯ 裾野市障がい福祉事業所連絡会の設置（平成 26 年 8 月）により、裾野市におけるサービ

ス提供事業所との連携が強化された。 

◯ 裾野市障がい福祉事業所連絡会内に就労部会を設置（平成 27 年 8 月）し、就労系サー

ビス事業所との連携が強化された。 

◯ 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定例会を通して、連携強化及び情報交換が図

られた。 

弱み 

◯ 市内に障がい福祉事業所が増えてはきたものの、提供サービスの供給にバラツキがある。 

◯ 関係機関と協力して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。 

◯ 障がい者がどんな時にどこに相談したらよいかがわかるよう情報提供の充実化が必要。 

◯ 障がい者の社会参加を促進する事業が少ない。 

◯ 発達の気になる幼児に対する相談支援機関が少ない。 

今後の見通し 

◯ 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へ、また障がい者サービ

スから介護保険サービスへのスムーズな移行が必要。 

◯ 多様化するサービスに対して迅速な情報提供を含めた相談支援体制の強化が必要。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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） 
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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できるようにします。 

特に、福祉施設からの一般就労者や入所施設からの地域生活移行者を増やすことを

目標にします。 

 

（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。 

 

（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、子どもの発達支援等についてもそれぞれの特性に応じた

相談支援を関係部署、関係機関と進めます。 
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第2章 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」 

教育・文化 

 

 

＜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」 

   

＜施策の柱＞ 

  
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 
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2-1 学校教育の充実 

 

【施策の目的】 

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により、こころざ

しを持ち豊かな人間性を育む子どもの育成を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 教育振興基本計画の策定により、中長期的な教育の方向性が明確になった。 

◯ 市講師、支援員、ふれあい教室指導員の配置により、一人一人の児童生徒を大切に、寄

り添う教育の充実を図っている。 

◯ 教育支援拠点「学びの森1」の設置、運営により、教職員の資質向上を進めている。 

◯ 学校支援地域本部の全中学校区に設置により、地域の人材の活用や多様な体験機会の

増加を図っている。 

◯ 全学校の普通教室、特別教室で無線 LAN が整備されている。 

◯ 給食の満足度が高い（教育に関するアンケート：給食はおいしい 「そう思う」、「少しそう

思う」で 92.9%）。 

◯ 農協のふれあい市のメンバーを中心とした学校給食用食材の生産者が存在する。 

弱み 

◯ 幼保小中の連携。 

◯ 市域形態の特性から、学校が散在する状況になっている。 

◯ 学校施設の老朽化。 

今後の見通し 

◯ 学力向上の取組、それに向けた効果的な人員配置。 

◯ 学校施設の耐震対策および老朽対策。 

◯ 少子化の進展に伴う、学校施設の利活用方法の検討。 

◯ 特別支援児童生徒の増加による対応。 

◯ 不登校児童生徒への増加による対応。 

◯ ICT 機器等の整備。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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、「ほんものとふれあう学習2」の充実や、読書

                                                
1 学びの森：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教育支援拠点。 
2 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・芸術化等を招へいできるよう事業費を学校へ交付する事業。 



17 

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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（4） 学校の教育力の向上（学校教育課） 

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。 

 

（5） 学校環境の充実（学校教育課、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、

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。 

 

（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。 

  



18 

2-2 生涯学習の充実 

 

【施策の目的】 

市民が生涯にわたり生きがいを持ち学習できる地域社会の実現を目指すため、より魅力あ

る生涯学習プログラムを提供し、生涯学習・社会教育環境の更なる充実を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 自ら生涯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る。 

◯ 生涯学習センターの利用団体（者）数、利用件数、稼働率が増加傾向にある。 

◯ 教養講座において、市民提案型講座を増枠した。 

◯ 公民館は鈴木図書館との複合施設であり、お互いの利用者を取り込める。裾野駅に近く、

利用しやすい。 

弱み 

◯ 教養講座受講生から新しい団体が立ち上がらない。 

◯ 人材登録制度「身近な先生」の登録者、利用者が増えない。 

◯ 団体構成員の高齢化。 

◯ 施設の維持修繕費の確保。 

今後の見通し 

◯ 生涯学習へのニーズの高まりに応える講座等の開催。 

◯ 時代のニーズ、トレンドに合わない講座の縮小。 

◯ 教養講座受講生の減少。 

◯ 生涯学習センターの利用団体（者）数、利用件数、稼働率の増加。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 生涯学習・社会教育環境の充実（生涯学習課） 

生涯学習・社会教育環境の整備・充実とともに、生涯学習センターの有効活用及び管

理運営を図ります。社会教育委員会は、2 年毎に教育委員会からの社会教育に関する諮

問に対し答申書を提出し、市は答申書に反映したものを実施し、生涯学習を推進します。 

 

（2） 学習機会の充実（生涯学習課） 

市民のニーズに対応した生涯学習プログラムを提供し、市民が企画・運営する「市民提

案型講座」の募集や、講師のマンネリ化防止のため 5 年を目安に講師を募集するほか、

積極的に講座の周知を図ります。 

 

（3） 公民館活動の充実（鈴木図書館） 

時代のニーズに合わせた講座を開講するとともに、公民館を幅広い年齢層に活用して

もらえるよう、さまざまな機会を通じて広報活動等を推進します。 
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2-3 青少年の健全育成 

 

【施策の目的】 

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し、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。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 青少年育成関係団体に必要な支援を行っている。 

◯ 家庭における教育力向上のための事業を行っている。 

◯ 青少年育成関係団体が多い。 

弱み 

◯ 青少年育成関係団体の変化に対応した補助金の支払いができていない。 

◯ 青少年育成関係団体の加入者数が減少している。 

◯ 補助金に依存する団体が多く、自立が期待できない。 

今後の見通し 

◯ 青少年育成関係団体の減少への対応。 

◯ 家庭教育力を向上するための体制づくりの必要性。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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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2-4 スポーツ・レクリエーションの振興 

 

【施策の目的】 

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。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ スポーツ推進計画の策定により、スポーツ推進の基本的な方向性が明確になった。 

◯ 富士山の麓でスポーツに打ち込める立地の良さ。 

◯ スポーツ振興を総合的に推進できる運動公園がある。 

◯ 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日本

一を誇る。 

◯ 学校体育施設を利用者が自主管理できている。 

◯ 総合型地域スポーツクラブが市内にて 4 団体活動している。 

弱み 

◯ スポーツ少年団への加入率が減少傾向である。 

◯ 裾野市内にスポーツ合宿に利用出来る宿泊施設が少ない。 

今後の見通し 

◯ 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。 

◯ ラグビーワールドカップ 2019 や 2020 東京オリンピック・パラリンピックが開催される。 

◯ 団体競技から個人競技への移行。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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、

裾野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。 

 

（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。 
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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、真に豊な生活が実感できる社会の実現

のため、市民が芸術・文化に親しむ機会の充実を図り、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目指します。 

乳幼児から高齢者まで幅広く利用してもらえる、市民に親しまれる図書館を目指し、多岐に

わたる資料の収集に努めるとともに、魅力ある資料展示や、イベントを開催し、市民の学習す

る場としての強化を図ります。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 富士山、深良用水など、世界的な遺産がある。 

◯ 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、学習できる場がある。 

◯ 文化協会や富士山世界遺産市民協議会などの、芸術・文化を発信する団体がある。 

◯ 図書館は東西公民館との複合施設であり、お互いの利用者を取り込める。裾野駅に近く、

利用しやすい。 

◯ 読書活動推進事業に対して、市民活動団体の協力体制ができている。 

弱み 

◯ 携わる方たちの高齢化。 

◯ 施設の老朽化が進んでいる。 

今後の見通し 

◯ 世界遺産登録に伴う、維持管理や取組みの必要性。 

◯ 人口の維持、少子化対策として、子どもから大人まで興味を持てるイベント展開など、図

書館が親子で長時間滞在できる場所を提供することの必要性。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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。 

 

（3） 図書館サービスの充実（鈴木図書館） 
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市民の誰もが利用しやすい図書館を目指し、多岐にわたる資料・情報の収集に努める

とともに、インターネットによる情報提供及び携帯電話等を活用した予約システムの推進

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。 
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第3章 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」 

生活・環境 

 

 

＜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」 

   

＜施策の柱＞ 

  
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 
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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。 

市民ニーズの多様化により市民と行政がお互いに連携し、自立助長の精神に基づく地域コ

ミュニティ形成を推進することで、良好な生活環境の構築を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 自治活動への支援施策がある。 

◯ 特色のある NPO（市民活動団体）がある。 

◯ 市民活動センターを設置し、中間支援が実施されている。 

◯ 現状、比較的若い世代が多い。 

◯ 自治会加入率が高い。 

◯ 地域ごとに比較的まとまりがあり連携がはかりやすい。 

◯ 地域で市民団体が情報共有し、連携する体制がある。 

弱み 

◯ 行政の組織が協働を政策として推進する体制になっていない。 

◯ 自治組織と行政の関係が未整理状態である。 

◯ 歴史、文化を十分生かしたコミュニティづくりになっていない。 

◯ 若者をコミュニティ運営に取り込めていない。 

◯ 既存のコミュニティ組織が十分活用されていない。 

◯ NPO 法人が少ない。 

◯ 人口減少・高齢化により、区運営における一世帯あたりの負担が増加している。 

今後の見通し 

◯ 近隣住民との関係が希薄化しており、自治会と個人をつなぐ役割。 

◯ 多様化する要望や複雑化する課題に対する支援。 

◯ 大型の分譲住宅が増えることに伴う新規の自治会立ち上げや既存自治会の再編に向け

た相談や支援。 

◯ コミュニティ活動の場、災害時の防災拠点としての各地区集会所の整備。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 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や、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、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。 
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（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。 

 

（3） コミュニティ活動の支援（市民課,各支所） 

地域の地縁団体、区長会や市民団体などと情報を共有し、コミュニティ活動について

の支援体制を整えます。 

 

（4） コミュニティ活動の環境整備（各支所,渉外課） 

深良地区コミュニティセンター、富岡地区コミュニティセンター、須山地区コミュニティセ

ンター、東西公民館、東地区コミュニティセンターを、コミュニティ活動の拠点として、地域

と連携して施設管理や整備を行います。 

地域コミュニティ活動の拠点として、集会所の整備を地元と連携して進めます。 
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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】 

誰もがそれぞれの個性と能力を発揮でき、多様性に富んだ活力ある地域づくりを進め、市

民一人一人のいきいきとした暮らしの実現を目指します。 

健康で文化的な豊かさを享受できる社会は、性別や世代を超え、共に協力しなければ確立

できないものであり、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い、

個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 男女共同参画を推進する体制がある（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の場づくりとして、ママ

チャレ事業を展開している。 

◯ 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る。 

弱み 

◯ 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る。 

◯ 審議会等への女性の積極的登用がなされていない。 

◯ 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る。 

◯ 地域や年代を越えた集まる機会、場づくりに課題がある。 

◯ 活発に活動する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に課題

がある。 

今後の見通し 

◯ 「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」の結果をみると、

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る。 

◯ 少子高齢化社会において、子育てや介護などを抱える子育て世代・働く世代が増加する。 

◯ 多様なライフスタイルを実現できる地域づくりが求められる。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 
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（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） 

生産年齢人口の減少が想定される中、女性の活躍推進や子育て世代のそれぞれが望

むワークスタイルの実現に向けて、子育て世代の多様なライフスタイルが実現できる地域

づくりを推進します。 
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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】 

環境への負荷を低減し、持続可能な社会の実現と住みよい裾野市を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ H27 年度のごみの排出量は 849 ㎏/人で、H28 年度の目標値（一般廃棄物処理計画 866

㎏/人）を達成している。 

◯ ごみの分別を行い、リサイクルに取り組んでいる。 

◯ 自治会内においてごみ減量に向けた体制がとれている（ごみ減量推進協議会）。 

◯ 不法投棄監視員と連携し不法投棄の防止に努めている。 

◯ 水質調査の結果、年々水質が改善されている。 

◯ 次世代自動車が普及してきている。 

◯ 再生可能エネルギー機器への補助体制ができている。 

◯ ボランティア・地域住民と連携したTNR活動3により、のら猫の適正管理をおこなっている。 

弱み 

◯ 事業系ごみの減量が進んでいない。 

◯ 屋外焼却、空き地の不適正管理等市民からの問合せが増加傾向である。 

◯ 環境活動をする団体の把握ができていない。   

◯ 美化センター、斎場ともに老朽化が進んでいる。 

今後の見通し 

◯ 市民意識調査等の結果、環境教育・環境学習の取組みが必要となる。 

◯ 時代のニーズや社会情勢を加味した、新エネルギー補助制度の見直しが必要となる。 

◯ 高齢世帯の増加による高齢者のごみ収集への取組みなど、社会情勢の変化に対応した、

ごみ処理の取組みが必要となる。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

各種団体の清掃活動を支援し環境美化を推進します。また、犬猫の適正管理をおこな

い快適な環境の創造を図ります。 

 

（2） ごみの 3R4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

                                                
3 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 
4 3R：Reduce（減らす）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用） 
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進します。また、ごみの収集運搬から埋立て処分までの各段階において、ごみを適正に

処理するとともに、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。 

 

（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、家庭や事業所などに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。 

 

（4） 環境教育の推進（生活環境課） 

環境基本計画の重点プロジェクトとして、環境イベントの開催や環境情報の提供などを

おこない、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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（7） 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。 

 

（8） 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。 
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3-4 防災・減災対策の充実 

 

【施策の目的】 

防災・減災体制の整備や意識の啓発などにより、地震・風水害・富士山火山などの災害から

市民の生命や財産を守り、被害の軽減を目指します。 

 

【現状と課題】 

東海地震が警戒されてから、30年ほどの年月が経過したが、当市では今まで大規模な被災

が少なく、市民の防災への関心が薄れるおそれがあります。 

しかし、東日本大震災や熊本地震、広島土砂災害や関東・東北豪雨などの大規模な災害

が全国各地で発生している中で、各地区の防災計画の見直しや市民の防災意識を高めてい

くことは喫緊の課題です。 

このため、市では各種災害に対する効果的な対応を実現する為、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進め

ます。そのために必要な防災・減災に対する情報発信の充実を図ります。 

強み 

◯ 地震が起こった際の震度が、近隣に比べ低い数値で観測される。 

◯ 地域地震防災指導員による各地区の自主防災活動の活性化及び防災能力の向上。 

◯ 環富士山を始め、防災の為の多くの協議会に加盟。 

◯ 大企業との災害時の支援協定。 

◯ 道路橋等の耐震化事業は、社会資本整備総合交付金を主な財源として実施できる。 

◯ 道路橋等の定期点検の実施に伴い早期修繕が可能である。 

弱み 

◯ 防災倉庫や備蓄倉庫が小規模で点在している為、大規模災害への備えが不十分。 

◯ 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への参加など、形骸的傾

向が強い。 

◯ 災害時のボランティア活動の支援体制が整っていない。 

今後の見通し 

◯ 計画的な防災訓練の実施による、市民の防災意識の向上。 

◯ 市の資機材備蓄計画を推進するにあたり、大型の資機材備蓄倉庫の整備。 

◯ 防災体制の見直しにあたり、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

災会議委員の増加。 

◯ 道路橋等の耐震補強工事は、老朽化対策事業（長寿命化修繕）とあわせて実施し、工事

の効率化を図る。 

◯ 市緊急輸送路上の橋梁の耐震補強を早期に実施する。また東名高速道路（第一次緊急

輸送路）の跨道橋の補修工事を実施し、跨道橋の老朽化対策を行う。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 
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（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率的、効果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。 

 

（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を支援します。 

 

（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 TEN5や HUG6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。 

 

（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発信情報の充実を

図ります。 

 

（5） 道路橋の適正な維持管理・更新（建設管理課、道路保全対策室） 

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

路等の橋梁の防災対策を推進します。 

  

                                                
5 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。 
6 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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3-5 防犯体制の充実 

 

【施策の目的】 

地域や関係団体と行政が一体となって防犯体制を強化し、犯罪の無い地域社会の実現を

目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 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。 

◯ 裾野警察署が開署したことにより、犯罪の抑止効果が生まれている。 

◯ 地域安全推進員などの活動により、防犯教室の内容が充実してきている。 

◯ 裾野駅・岩波駅の駐輪場に防犯カメラを設置することで、自転車盗の減少に努めている。 

弱み 

◯ 防犯灯は各区の所有となっているため、蛍光灯からＬＥＤへの更新については、区によっ

て差が出てしまう恐れがある。 

◯ 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る。 

今後の見通し 

◯ 防犯灯などの防犯施設の整備や助成が必要。 

◯ 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必要。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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ていきます。 

 

（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。 

 

（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、各地域を対象に高照

度の防犯灯配布事業を行うとともに、従来どおり各地域が行う防犯灯の設置を支援します。 
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3-6 交通安全対策の充実 

 

【施策の目的】 

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ことを目

指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 交通指導員の朝の交通指導や市等の行事の交通指導等により、交通事故のリスクを軽

減させている。 

◯ 警察や交通安全指導員と協力して交通教室を開催し、子どもの頃から交通安全の意識

を高く持つようにしている。 

◯ ボランティアの方などが、児童の通学時に交差点などで、見守りの実施をしている。 

◯ 幹線道路を新設する場合には歩道も含め計画している。 

弱み 

◯ 公共交通機関が少ないため、通勤等での自動車の利用が多く、朝夕の渋滞が各所で発

生している。 

◯ 歩道設置などは用地の確保が出来ず、整備が進まない。 

◯ 通学路においても、まだ歩道などの整備がされていない所がある。 

今後の見通し 

◯ カーブミラー等の交通安全施設の整備。 

◯ 交通教室等による交通安全意識の向上を図る取組み。 

◯ 通学路整備を必要に応じ行う。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（2） 交通安全指導の実施（危機管理課） 

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。 

 

（3） 交通安全施設等の設置（危機管理課,建設課） 

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ライン7等の設置改良を効率的・効果的に進めます。 

                                                
7 グリーンライン：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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（4） 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。 
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3-7 消費生活対策の充実 

 

【施策の目的】 

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等の推進、迷惑電話撃

退対策等の導入を研究し、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。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 消費生活センターが市民に認知され、広報紙等による情報発信も積極的に行われている。 

◯ 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る。 

◯ 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る。 

◯ 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

いる。 

弱み 

◯ 市民生活相談の窓口が一元化されておらず、市民に分かりやすいものとなっていない。 

今後の見通し 

◯ 相談体制の充実による、事後の相談・斡旋等の問題解決に努めていく必要がある。 

◯ 出前講座や啓発活動による、被害事案発生の防止に努める必要がある。 

◯ 消費者被害の未然防止について研究する必要がある。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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り消費生活の相談・斡旋等問題解決を図るとともに、専門家等

による相談事業も実施します。 

 

（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

や消費者団体との連携した情報収取により、開発活動、情報発信を行います。 
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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】 

市民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するため、広域消防組合「富士山南

東消防本部8」への支援により消防・救急体制を整備するとともに、消防団体制の充実や市民

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、被害の軽減を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 条例定数で定めている消防団員数を確保している。 

◯ 大規模災害時、災害時消防活動支援隊の協力がある。 

弱み 

◯ 近年の災害は複雑多様化、特異化しているため消防団の対応が困難になりがちである。 

◯ 消防団協力事業所の登録が少ない。 

今後の見通し 

◯ 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行う。老朽化している消防団車両・施設の整備を行う。 

◯ 少子化が進み人口が減少している中での団員の確保が困難な状況になってきている。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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。 

 

  

                                                
8 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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第4章 豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」 

都市基盤 

 

 

＜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」 

   

＜施策の柱＞ 

  
4-1 裾野市らしい土地利用の促進 

  

  
4-2 活気に満ちた市街地整備の推進 

  

  
4-3 都市機能に応じたまちなみづくり 

  

  
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 
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4-1 裾野市らしい土地利用の促進 

 

【施策の目的】 

自然と調和のとれた健全で暮らしやすい生活環境の形成を促進するため、市内全域を適

切な土地利用がされるよう誘導し、災害防止・環境保全や地域活性化の実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 首都圏に近いことから市街化圧力が高い。 

◯ 土地利用指導要綱及び開発行為の立地基準により健全な発展と秩序ある整備が図られ

ている。 

◯ 市街化区域においては、民間の活力により未利用地が解消されつつある。 

◯ 地籍調査を実施した地区では、土地の面積や地目などの登記記録の内容が正確なもの

に変更される他、登記されている土地の筆界を現地に復元することができる。 

弱み 

◯ 人口減少社会に突入している。 

◯ 地籍調査で調査可能な面積（筆数）には限界がある。一般的に調査開始から登記完了ま

で 3 年程度の期間を要する。 

今後の見通し 

◯ まちづくりを推進していくためには、協働の仕組みづくりが必要。 

◯ 時代の変化に応じた土地利用指導要綱の改正等についての検討。 

◯ 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、進

捗を図る必要がある。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 計画的な土地利用の推進・拠点連携型都市構造の検討（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の誘導を

図ります。 

 

（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） 

産業集積と共に人口が増加した当市にあって、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

づくりを進めます。 

 

（3） 適切な土地利用の誘導（まちづくり課） 

土地利用計画の適切な運用や優良農地の保全・整備、緑地空間の保全、宅地の高度

利用等の促進に努めるため、土地利用事業や開発行為について、適切な誘導や指導を

実施します。 
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（4） 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。 
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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】 

都市基盤の整備や都市機能の充実を図り、快適で魅力的なまちなみの形成により市民の

誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 裾野駅西側周辺地域において、これまでに(都)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、

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た。 

◯ 市街地を面的に整備できる事業であるため、生活に必要な各種施設（上下水道、電気、

電話、都市ガス等）を総合的に整備することができる。 

◯ 市街化区域内での宅地分譲促進事業を実施し、宅地分譲件数が増加している。 

◯ 岩波駅周辺には大手企業が立地している。岩波駅の朝夕の利用客は多い。 

◯ 一部地権者を含む地元住民により深良地区まちづくり協議会を発足し、活動している。 

弱み 

◯ 駅西区画整理事業は、事業期間が長期にわたるため、事業の進捗によりもたらされる成

果がすぐに具現化されにくい。また、事業期間中において、建物移転等のため更地が増

えることになり、一時的ににぎわいに欠けたまちなみに映ることがある。 

◯ 市街化区域内の道路整備が遅れており、宅地化が進まない。 

今後の見通し 

◯ 市の玄関口である JR 裾野駅の早期整備による、玄関口にふさわしいにぎわいや活気に

あふれたまちなみが創出される。 

◯ 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。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（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。 

 

（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、裾

野駅の東西を結ぶ自由通路を設置するとともに橋上駅舎の整備を進めます。 

 

（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） 

岩波駅周辺地区を核とした北部地域における地元の意向を確認し、まちづくりのため
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の合意形成に向けた支援を行います。また、裾野 IC 周辺の内陸フロンティア推進区域縁

辺部においては、職住近接に配慮した計画的かつ適切な土地利用の推進等を図ります。 

 

（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。 

 

（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。 
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4-3 都市機能に応じたまちなみづくり 

 

【施策の目的】 

周辺環境と調和し、個性のある美しいまちなみなど、地域の特性を活かした、市民にとって

心地よく良好な景観形成の促進を目指します。市民が身近に安らぎを感じ快適に暮らせるよう、

市民の憩い・ふれあいの場として公園・広場を整備することにより良好な生活環境の実現を目

指します。市民が安心・安全で快適な住宅に住み続けられる住環境整備を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 世界遺産である富士山、深良用水等の歴史資源、愛鷹・箱根山麓により緑豊かなまちな

み、溶岩性地形と景勝地を有しつつも、産業が集積してまちが発展してきたことから、裾

野市まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げる「田園都市」を形作る自然環境や風景、都

市機能を有する。 

◯ 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る。 

◯ 富士山一斉清掃やパノラマロードを花でいっぱいにする会等の富士山の景観を維持・向

上しようとするボランティア団体がある。 

◯ 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加する協働の取

組みが始まっている。 

弱み 

◯ 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

を下回っている（平成 26 年度末：当市 4.18 ㎡/人、県平均 9.3 ㎡/人）。 

◯ 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る（平成 32 年目標水準：13.35 ㎡/人）。 

◯ 市営住宅の老朽化が進んでいる。また、市営住宅の建設地のほとんどが借地である。 

◯ 平成 25 年住宅・土地統計調査によると、市内には利用意思のない一戸建ての空き家が

約 650 戸あるとされる。 

今後の見通し 

◯ 裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げる「田園未来都市」を具体化するため、現状

の都市と自然環境の融合した田園都市風景に、未来志向の、暮らし人の満足度の高い

地域づくりを進める必要がある。 

◯ 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も、先進技術を駆

使した快適な暮らし環境を創出する。 

◯ 暮らしの利便性はもちろん、暮らし環境の満足度も高める宅地供給を促進する。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 魅力ある景観の形成（まちづくり課） 
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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。 

 

（2） 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、都市公園を補完す

る身近な公園整備の手法を検討します。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。 

 

（3） 安全で良質な住宅ストックの形成（まちづくり課） 

長期にわたり活用できる良質な住宅ストックの形成と、増加が見込まれる空き家に対し

て対応を図ります。 

 

（4） 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。 

 

（5） 住宅等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)」を引き続き推進し、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。 
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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】 

市民の便利な暮らしと地域経済の活力を支えるため総合的に道路網を整備することで、豊

かな生活環境や産業基盤の創造に貢献し、かつ安全で安心な地域社会の実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 道路に関連する要望が増えている。 

◯ （仮称）神山深良線は、御殿場市と協定を結び、平成 29 年度からの交付金事業実施に

向けて調査・設計が着実に進んでいる。 

◯ 国道 469 号（富士南麓道路）の舗装補修工事、県道 24 号線の改良工事については静岡

県が毎年継続して実施している。 

◯ 道路橋等においては、法令に基づき 5 年 1 回の頻度で点検を実施している。老朽化対

策の取組みは、国の社会資本整備総合交付金における重点配分の事業として推進して

いる。 

◯ 道路橋は、裾野市橋梁長寿命化修繕計画により計画的な維持修繕が実施されている。 

◯ 道路橋及び道路附属物の点検では、積極的に技術系職員の再任用を行い、小規模施

設について職員点検を実施している（近隣市町でもこのような取組みは少ない）。 

◯ 農村地域と富士山やアウトレット等、観光・物流拠点を結ぶ基幹農道があり、農産物や特

産品など物流の発展や地域の活性化に寄与している。 

弱み 

◯ 補助金が減少しており、全体予算が減少している中、投資できる予算が少ない。加えて

用地の確保に課題がある。 

◯ 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。 

◯ （仮称）神山深良線の事業費が当初想定していた事業費よりもかなり増額になることが予

想されるため、事業期間が長期になることが予想される。 

◯ 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る。 

◯ 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る。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いる。 

今後の見通し 

◯ インフラ資産の整備に関する重要性が増大している。 

◯ 限られた財源の中で、効果的かつ効率的な道路整備を進める。 

◯ 道路橋等の点検及び補修に伴う職員の知識と技術の向上のため、国や県が主催する研

修会や勉強会に積極的に職員を派遣する。 

◯ 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し、工事の効

率化を図る。 
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◯ 道路橋等の定期点検の実施は、作業量及び予算の平準化が図れるように適正な時期に

見直しを行う。 

◯ 定住化促進のため、道路整備による未利用地の市街化を推進する。 

◯ 市道 1-4 号線は施工後 20 年以上を経過し、交通量の増加や施設の老朽化に伴い、路

面の段差や大型車通行時の振動による周辺住宅への悪影響などが発生しており、多方

面から改修を求める声が上がっている。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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 号線の狭小箇所など、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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（4） 道路の管理・維持補修（建設管理課,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。 
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4-5 持続可能な公共交通の確保 

 

【施策の目的】 

電車やバスなどの公共交通の確保に努めることにより、高齢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。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 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・確保に努めている。 

◯ 公共交通の運行事業者・住民代表・行政の合意形成を図る場を設け、協議を行っている。 

弱み 

◯ 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・運行路線の縮小。 

◯ 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。 

◯ 市内を運行している路線バスは、国庫補助、市単補助、市自主運行路線であり、公共交

通事業者単独での路線維持が困難である。 

今後の見通し 

◯ 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

が必要となる。 

◯ 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る。 

◯ 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

化を図る。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

（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。 

（3） 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、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。 
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4-6 治山・治水の推進 

 

【施策の目的】 

水害等に対する安全性と、市民が水に親しみ、生物への配慮を両立した河川環境を確保

するとともに、治山治水や水源かん養・林地保全など、森林の持つ公的役割が十分発揮でき

る整備の推進を目指します。 

近年の集中豪雨等に対する山地災害の防止や地下水かん養等、森林の持つ公的役割を

十分発揮できる森林整備とともに、周辺環境に合った森林景観の維持改善に努めます。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 自然保護に対する理解・要望が増えている。 

◯ 緊急を要する自然災害現場などの対応については、市内業者との協定を結んでおり早

急な対応が出来ている。 

◯ 東富士演習場関連では、東富士入会組合が演習場環境の状態を詳しく把握できている。 

弱み 

◯ 予算規模が縮小傾向にあり事業実施期間が長くなる。加えて、用地の確保に課題がある。 

◯ 急峻な森林地形により運搬機械の入れないことから、間伐材が搬出できない森林が多い。 

◯ 東富士演習場の撫育に関して、厳しい気候条件により樹木の活着・育成が難しいケース

がある。加えて、権利者の高齢化が進んでいる。 

今後の見通し 

◯ 山地部の土地の荒廃が進んでおり、治山・治水対策の要望は増加すると思われる。 

◯ 森林資源の活用範囲の拡大。 

◯ 富士山周辺森林の景観改善を目的とした間伐事業の実施。 

◯ 深良用水の世界かんがい施設遺産登録に伴う活性化施設等の整備の必要性。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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。 

 

（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。 
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（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、適正な森林整備の実施に努めます。 

 

（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。 
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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】 

市民に安全・快適な水を安定的に供給することを目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 富士山の恵みとする豊富な地下水がある。 

◯ 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

有化ができている。 

◯ 「裾野市の水」ペットボトルウォーターのイベント活用。 

弱み 

◯ 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。 

◯ 水道技術管理者、企業会計とする専門的知識、業務の継承に課題がある。 

今後の見通し 

◯ 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。 

◯ 水質管理の徹底と情報提供を継続的に進める。 

◯ 民間活用による徴収業務の拡充により、お客様サービスの向上に努める。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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供給を維持するため、計画的な施設の更新、水質の安全性、良

質な水源を確保します。 

 

（2） 水道事業経営の健全化（上下水道課） 

適正な水道料金の見直し、人的資源の再構築により、経営の効率化、 適化を推進し

ます。 

 

（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。 
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4-8 衛生的で快適な下水道の整備 

 

【施策の目的】 

市内の下水道を整備し、市民の衛生的で快適な生活環境の確保を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 公共汚水ますと本管は市の管理となることから、維持管理に関する市民への負担が浄化

槽よりも軽い。 

弱み 

◯ 管路の維持管理にも力を入れる必要があるが人員・財政が減少している。 

◯ 法的には合併処理浄化槽でも問題ない。 

◯ 供用開始区域における未接続世帯がある。 

今後の見通し 

◯ 今後は使用料の値上げが想定される。人口減少に伴い負担増も想定される。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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の推進と、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。 
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第5章 今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」 

産業経済 

 

 

＜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」 

   

＜施策の柱＞ 

  
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 
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5-1 商工業の振興 

 

【施策の目的】 

多様な産業集積と地域産業の育成を図り、製造業をはじめとする工業の一層の発展、多種

多様な分野にわたるサービス産業の活性化を図るなどし、市民がいきいき働けるまちづくりを

目指します。 

また、小売・生活関連サービス等の対面型のサービス業の活性化により、市民の買物の利

便性向上や商業の発展を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 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

積が進んだ。 

◯ 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を有する。 

◯ 交通アクセスに恵まれ、首都圏まで近く、物流環境に優れている。 

◯ 地形的な問題もあり、マーケットが小さいため、超大型店舗の参入が少ない。 

弱み 

◯ 大企業が多いこともあってか、起業する人が少ない。 

◯ 裾野駅前商店街は、昔の業態のまま、新たな事業展開が出来ていない。 

◯ 裾野・岩波駅前の空き店舗、空き地が目立ち、賑わいがないように見える。 

◯ 駅周辺部の駐車場が少ないこともあり、車中心の消費生活に対応できなかった。 

今後の見通し 

◯ 中小企業育成支援のため、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る。 

◯ 商店街の活性化のため、商工業者自身が話し合いの機会を積極的に開催し、将来展望

等について意見交換をする必要がある。 

◯ 中小企業相談の機会を提供し、事業展開や新規創業についての相談や課題解決の支

援をする必要がある。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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） 

中小企業・商工業団体の支援、並びに商工業振興に係る行政支援の体制を運営しま

す。 

 

（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、がんばる中小企業の起業等相談事業を展開します。 

 

（3） 勤労者福祉環境の充実（商工観光課） 
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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。 
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5-2 活力ある産業基盤づくり 

 

【施策の目的】 

人口減少社会にあっても地域の活力を失わないために、当市が有している潜在力を 大

限発揮し、将来にわたって当地域の経済をけん引する産業競争力を有し、地域経済における

経済の好循環の実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 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

積が進んだ。 

◯ 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を有する。 

◯ 大企業の関連事業所が多く、雇用の場が多いことから、比較的生産年齢人口の割合が

高く、若い世代が多いまち。 

◯ 都心から約１時間の距離、津波災害の心配がない、豊富な地下水があるといった立地優

位性を有する。 

弱み 

◯ 中堅企業が少なく、産業の偏りがあり、将来的な経済安定が心配される。 

◯ 富士山噴火のリスクがある。 

◯ 地域産業のあらましについて、 新の情報がまとまっていない。 

◯ 地域の事業所・企業との情報交換手法が確立できていない。 

今後の見通し 

◯ 大企業が集積する優位性を活かし、将来的にも当地域の経済をけん引する産業集積を

進める。 

◯ 工場立地に係る規制緩和の検討。 

◯ 大企業との交流の機会を提供し、中小企業の事業展開に有効化する。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 産業連携基盤の整備（商工観光課） 

当市の地域経済の位置付けを整理し、企業誘致などによる産業集積、地域の事業所・

企業による地域内外の市場での経済活動の振興、立地企業と地域産業の連携促進を推

進し、自立的に地域経済が活性化する産業基盤の整備を進めます。 

 

（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及び立地企業の事業

活動への支援策を展開し、企業の立地維持を図るとともに、さらなる産業集積を目指しま

す。 
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（3） 産業用地の確保（渉外課） 

産業集積ゾーンへの大規模開発を行うための地区計画策定について、調査研究を進

めます。さらに、未開発の市街化区域工業地域への企業立地誘導を図るとともに、未利

用となっている産業用地を掘り起し、立地希望企業に紹介します。 
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5-3 農林業の振興 

 

【施策の目的】 

農業経営の近代化や効率化、規模拡大、共同化、6 次産業化を促すとともに、圃場整備等

の基盤整備を推進することで、耕作放棄地の発生の抑制と生産性や農業所得の向上、担い

手の育成に努め、産業競争力の強化を図ります。また、有害鳥獣による農作物への被害を軽

減するため、捕獲活動従事者の確保、育成を推進し、営農環境の保全を図ります。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 市域全域が中山間地域に指定されており、該当する農業基盤整備補助事業のメニュー

が多い。 

◯ 標高差を利用した多様な作物の栽培が可能である。 

◯ 農業協同組合との連携による特産作物の創出、六次産業化を図っている。 

◯ 世界遺産、世界かんがい施設遺産を有し、豊かな農村景観を形成している。 

弱み 

◯ 中山間地の地形に起因して、農地の集団化・大規模化が困難である。 

◯ 小規模の兼業農家が大多数を占めている。 

◯ 高齢化により担い手が減少しており、それに伴い耕作放棄地が増加している。 

◯ 有害鳥獣による農作物等の被害は、ほぼ横ばい状況で推移している。 

今後の見通し 

◯ 農業従事者の高齢化に伴う、担い手への集約の加速化。 

◯ 担い手（認定農業者等）への支援の拡充。 

◯ 有害鳥獣対策制度の拡充。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 生産基盤の整備（農林振興課） 

圃場整備や農道及びかんがい施設等の基盤整備を推進し、効率的農地利用や生産

性の向上を図ります。 

 

（2） 農地の有効利用・利用集積の推進（農林振興課） 

農地中間管理機構や農地利用集積円滑化団体と連携し、農地の流動化、利用集積を

促進します。 

 

（3） 後継者の確保と育成・支援（農林振興課） 

認定農業者や新規就農者等、次世代の担い手の確保や育成支援を推進し、経営の

近代化や効率化を図り、生産性や所得の向上を目指します。 
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（4） 特産化、六次産業化の推進（農林振興課） 

市の標高差を活かした新たな特産作物の生産を奨励するとともにブランド化を推進し、

商業・工業等との連携による六次産業化を目指します。 

 

（5） 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、違反・無断転用に対する指導を強化し、農地の適正利用や、優良農

地の保全に努めます。 

 

（6） 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については、積極的な活用を推進し、資源

の有効活用と森林経営の合理化・効率化に努めます。 
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5-4 観光産業の振興 

 

【施策の目的】 

既存の観光ツールの有効活用と新たな観光資源の発掘、創出を行い、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、地域の活性化実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 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当たるなど、北部地

域への来訪者が増えている。 

◯ 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る。 

◯ 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る。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が開催されるなど、外国からの来

訪客の増加が期待できる。 

◯ アジア地域からのリピート客が増加傾向にある。 

弱み 

◯ 観光協会の活動に対する市民の理解と協力が熟成していない。 

◯ 宿泊施設や来訪客向けの飲食・物販施設が少なく、来訪客消費による売り上げ増の体制

が整っていない。 

◯ 工業中心の地域経済で観光依存度が低いこともあり、市民や地域に来訪客へのおもてな

しの志向が熟成していない。 

今後の見通し 

◯ 高齢者の増加もあり、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、地

域活性化のための観光を充実させる必要がある。 

◯ ラグビーワールドカップ、東京オリンピック等の開催により、今後数年にわたり海外からの

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る。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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

民の愛着を高めます。 
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5-5 地域資源磨き・魅力発信の推進 

 

【施策の目的】 

首都圏から 100km 圏内という立地を生かし、当市の知名度アップや認知度アップを図り、当

市の暮らしやすさや子育てしやすさ、交通の利便性や自然環境など優位性のセールスに努め、

都市の魅力アップと多様な価値の向上を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 首都圏から 100km 圏内に位置する。 

◯ 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を有する。 

◯ 小山町、御殿場市、沼津市などの近隣市町のフィルム・コミッションとの連携。 

◯ 近隣市町などとのゆるキャラを通じたゆるい連携。 

◯ 首都圏に比べて自然環境が豊かというイメージがある。 

◯ 首都圏は通勤圏であることから、進学、就職で首都圏に転出した方のふるさと回帰を見込

むことができる。 

弱み 

◯ 東名や新東名高速道路、国道２４６号、JR 御殿場線といった大動脈が南北に走るが、通

過するだけのまちになっていて、情報による交流や拡散が起きにくい。 

◯ フィルム・コミッションやゆるキャラ事業の効果算定が難しい。一律的な経済効果だけで推

し量ることに無理がある。 

◯ 首都圏に比べて自動車社会。 

◯ 生活環境情報など、対象者に向けた適切な情報発信の不足。 

今後の見通し 

◯ 知名度や認知度アップに向けた取組みの必要性。 

◯ 定住人口・交流人口増加へ向けた取組みの必要性。 

◯ 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。 

◯ ふるさと回帰、田園回帰の流れによる人々の地方へ関心の高まり。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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） 

市内に眠るディープな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、裾野ファンやマニアな顧客の獲得を行います。 

 情報誌「すそのスタイル」の発行を通じて、テーマごとにカテゴライズした市の魅力や

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。 
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（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、支援作品の PR

を通じ、市の認知度アップを行います。 

 

（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、首都圏通勤が可能な地域として、首都圏在勤

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。 
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第6章 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」 

行政経営 

 

 

＜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」 

   

＜施策の柱＞ 

  
6-1 広報・広聴の充実 

  

  
6-2 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の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 適正な監査実施の支援 
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6-1 広報・広聴の充実 

 

【施策の目的】 

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、市民と行政が対等に意見を出し合い、建設的な社会を築き合える環境

の整備を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 広報紙、広報無線、CATV の番組、市ウェブサイト、SNS など幅広いメディアを活用し、市

政情報を発信している。 

◯ 子育て支援アプリなどによる子育て世代への発信。 

◯ E メール「市政への要望」や「声のポスト」などの多様な広聴。 

◯ 市民活動センターと連携し、各種団体の情報発信を後押ししている。 

◯ 世界遺産富士山をとりまく４市１町で富士山ネットワーク会議があり、連携した広報活動が

できる。 

弱み 

◯ 市公式ウェブサイトが検索しにくい等の意見が多くなっている。スマホや外国語、ＵＤ対応

などで遅れている。 

◯ 戸別受信機の設置に対する経費の増大。 

◯ 各種相談の所管部署が複数に分かれている。 

◯ 市内には報道機関の支局や記者クラブがない。このため記者のほとんどは、沼津や御殿

場から 30 分以上かけて裾野を訪れ、取材することになる。 

今後の見通し 

◯ 欲しい情報を欲しいときに引き出せることへの欲求の高まり。 

◯ 正確な情報を早く得たいことへの欲求の高まり。 

◯ 情報の自治体間競争における優位性の確保。 

◯ 法律相談や司法書士相談など、専門家による相談件数の増加。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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、かつ効果的で正確な広報を行

います。防災行政無線を活用し、市民に有益かつ正確な情報を効果的に発信します。

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
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い、正確で有益な情報を伝えていきます。 

 

（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。 

 

（4） 市長戦略の実現（戦略広報課） 

市長戦略の実現に向け、横断的な庁内調整や効果的な情報発信を行います。 

 

（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等を通して、市民の意見を市政に反映させていきま

す。 

 

（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。 
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6-2 ICT の活用と地域情報化の推進 

 

【施策の目的】 

ICT（情報通信技術）の各分野への効果的な活用を推進します。市民生活の利便の向上を

目指すため、情報の公開・開放を推進し、情報伝達のスピードアップ、有効性、確実性をさら

に向上させます。また、幅広い視点で地域の生活情報などが手軽に入手できる環境の整備の

検討を進めます。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 県内でオープンデータにいち早く着手。 

◯ 子育て支援アプリでは民間事業者と連携を実施。 

◯ 子育て支援アプリでは静岡県、県警と情報連携を実施。 

弱み 

◯ 技術的・思考的ハードルが高く、どの自治体でも課題となっている。施策を推進するため

の人材が不足している。 

◯ 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るが、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る。 

今後の見通し 

◯ 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を高めている。 

◯ 行政の持つ課題のうち、多くの分野が ICT の活用の可能性が顕在的・潜在的にある。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） ICT の効果的な活用（情報政策室） 

ICT を使った地域住民への情報発信・交換について調査を行います。地域コミュニティ

のイベント、ボランティア、各種集会、会議など、地域情報の細やかな相互通信の実現に

向けた研究を行います。 

 

（2） ビッグデータの活用、行政情報の効果的な公開（情報政策室） 

オープンデータの発信（データの開放）の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組を進めます。また、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。 
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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】 

人口の減少や、少子高齢化による財政面での課題を踏まえ、民間企業の経営原理を取り

入れた、持続可能な効果・効率志向の行政経営を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 行政改革推進委員会など外部委員会を活用し、民間視点による行政改革を進めている。 

◯ 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た。 

◯ 3 支所の窓口機能の充実に向け、業務内容についての確認や情報交換を行っている。 

◯ 合併市町村に比べ、行政施設としての機能重複施設が少ない。 

◯ 施設の行政財産余裕スペースの貸付等を積極的に進めている。 

◯ 工事における電子入札の実施率が 60%を超えている。 

◯ 基幹系システムのクラウド化を推進。生体認証をはじめとする、各種認証装置（AD）やス

パムメール対策、証跡管理等を導入済み。 

弱み 

◯ 行政改革に横串を刺して進めていく組織体制が弱い。 

◯ 施設、設備等維持に係る専門知識を備えた職員配置でない。 

◯ 電算機器の老朽化や技術進歩の早さによるシステムの陳腐化が著しい。 

今後の見通し 

◯ 人口減少社会において、より良いサービスをより効率的に提供するため、経営原理を取り

入れた制度改革を進め、市民視点の行政経営を推進する。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 市民視点の行政経営の推進（行政経営監） 

継続的な改善活動によって職員の意識改革を行い、仕事の質と組織力の向上を図り、

全庁が一丸となった行政改革を推進します。 

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。 

 

（2） 窓口サービスの充実（市民課,各支所） 

総合窓口の継続により、より一層の市民サービスの向上を目指します。親切・丁寧でス

ムーズな窓口サービスを行うため、民間業者による市民課窓口業務委託を効果的に運用

します。 

多様化する市民ニーズに対応できるよう、休日・夜間での証明書発行サービス、コンビ

ニ交付サービスを提供します。 
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各支所においては、支所で用件が完結できるよう関係部署と連絡をとりあい柔軟な窓

口対応を行います。 

 

（3） 公共施設等マネジメントの推進（行政経営監） 

早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、大規模改修・建て

替え・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとと

もに、公共施設等のより適正な配置を実現するファシリティマネジメントに取り組みます。 

 

（4） 効率的で公正な行政事務の執行（総務管財課） 

文書の適正管理、的確な政策法務、適切な個人情報の保護と情報公開を行い、市民

が必要とする情報を的確に提供できる事務環境を整備します。 

庁舎その他の施設を中心に、市の財産を適正に管理します。庁舎等公共施設の老朽

化が進んでおり、適正な補修更新計画を立て、長寿命化及び計画的な補修予算執行に

努めます。 

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

における選挙の管理執行を中心に、立候補届の受理、選挙運動に関する丁寧な説明、

文書図画の掲示、頒布などに関する事務を適正に行います。 

 

（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。 
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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】 

中長期的な計画に基づく持続可能な財政運営のため、自主財源の安定的確保、歳出の効

率化を図るとともに、財政の健全化・透明化を推進します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 地域経済を牽引する産業集積。 

◯ 生産年齢人口割合が高く、現役世代が多い。 

弱み 

◯ 立地企業の事業所の再編成や移転。 

◯ 高齢化による扶助費の増大。 

◯ 公共施設などの維持補修等建設事業費の歳出の増大。 

◯ 法人関係税制の改正や海外景気の動向。 

◯ 市内在住の就業者数は減少。 

今後の見通し 

◯ 市民・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。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。また財務書類の公表等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。 

 

（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。 

 

（3） 財源の適正な確保（管理納税課,課税課） 

適正な賦課に基づく正確な収納管理を行うとともに、税負担の公平性、公正性を保て

る滞納整理を実施します。また、納税意識の啓発にも努めます。 

市民税については、所得に対し地方税法等に基づき適正に算出し、公平・公正な賦課

を進めていきます。固定資産税・都市計画税については、土地・家屋・償却資産に対し、

地方税法や固定資産評価基準等に基づき適正に算出し、公平・公正な賦課を進めます。 

 

（4） 適正な会計処理の管理（出納課） 
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適正な会計管理を推進することで、コンプライアンス（法令順守）の維持と運用向上を

図ります。 
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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】 

市民主体のまちづくりの推進や行政の効率化を図るため、柔軟かつ迅速に対応できる組織

を構築するとともに、多様化・高度化する市民ニーズに対応し、活力ある組織づくりのための職

員の人材育成を目指します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ 職員間の情報共有、連携が緊密。 

◯ 近隣市町との連携が緊密。 

◯ 職員研修の充実に対する理解度が高い（議会、予算）。 

弱み 

◯ 専門的スキルを持った職員が少ない（法務、政策立案、資産管理等）。 

◯ 大量退職により世代間の職員数が不均衡となっている。 

◯ 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る。 

◯ 課の細分化により、課員数が少なくなっている。 

今後の見通し 

◯ 協働を原動力とするまちづくりのためのひとづくり。 

◯ 地方公務員法改正に伴う人事評価制度の完全実施。 

◯ 女性活躍推進法が施行されたことによる、女性職員に対する人材育成対策。 

◯ 組織体制の強化、見直しによる課の統合等を行う。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 行政課題に適応した組織体制の構築（人事課,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、職員の適切な人員配置に努めます。 

 

（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。 
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6-6 将来を見据えた市政の展開 

 

【施策の目的】 

裾野市らしい魅力ある地域づくりに向け、将来を見据えた計画的な行政経営を推進します。 

広域連携の視点でより効果を生むことや、地方分権改革などに的確に対応するなど、地域

のことに責任を持って取組みを展開します。 

 

【現状と課題】 

強み 

◯ まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策展開など、計画に沿って、施策を効果的・効

率的に進めている。 

◯ 市長会や近隣自治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。 

◯ まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定時や、市の基幹計画の策定時に、市民や地域との

対話により内容を協議することができる。 

◯ 地域の将来を考える市民団体・活動を展開する市民団体が存在する。 

◯ 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や、外国人の住

みやすい環境づくりが行われている。 

◯ 演習場に関する各機関との連絡体制、意見交換の場がある。 

◯ 東富士演習場裾野地区対策委員会があり、市内の権利者が連携できる体制がある。 

弱み 

◯ 計画に沿って施策を展開した後、業績測定し、市民に対して報告するする手段が確立さ

れていない。 

◯ 演習場周辺住民とそれ以外の市民とで関心に差がある。 

今後の見通し 

◯ 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

民に対して報告する必要がある。 

◯ 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

を創る関係性が求められている。 

◯ 多様な人や文化との出合いで、より豊かなライフスタイルを実現する機会の創出。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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、その結果について市民との情報共有を図りま

す。 

 

（2） 広域連携の推進（企画政策課） 
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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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（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、周辺住民及び市民の民生の安定と生活

の向上を図ります。 
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6-7 開かれた議会運営の支援 

 

【施策の目的】 

開かれた議会活動や議会の活性化に向けた取組みを支援し、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、容易に市民に周知できる体制の

実現を目指します。 

 

【現状と課題】 

弱み 

◯ 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が、その後減少している。

また、議会報告会の参加人数が少ないことから、市民の議会への関心が低いと思われる。 

今後の見通し 

◯ 議会基本条例が施行された。市民に開かれた議会を目指すとしている。 

◯ 議会基本条例に謳われていることを実現するため、現在、議会では特別委員会にて協議

を続けているところである。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（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。 

 

（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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6-8 適正な監査事務の促進 

 

【施策の目的】 

監査委員が行う、監査、検査及び審査が円滑に進むように、監査等の事務補助を行い監査

委員の支援をします。 

 

【現状と課題】 

弱み 

◯ 市の財政規模や事務局の人員構成などから、監査、検査及び審査に対する事務局とし

てのノウハウの蓄積が不十分であること。 

今後の見通し 

◯ 「都市監査基準」改定に伴い「裾野市監査基準」改定。 

◯ 監査基準改定による監査項目の充実を図る。 

 

【施策実現の手段・具体的な取組み（基本事業）】 

（1） 監査委員の事務の補佐（監査委員事務局） 

行財政の適正な運営のために、監査委員が行う行財政監査等を補佐します。 
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