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総合計画審議会（第 1 回）委員指摘事項及び対応状況 
 

施策の柱 委員 要約 対応状況 

1 2 山本委員 保幼小連携についての記述が不足。切れ目

のない子育て支援体制の充実という記載は

あるが、教育面での接続が触れられていな

い。 

1-2 子育て支援の推進の基本事業（3）乳幼児教育の充実、2-1 学校教育の充

実の基本事業（1）豊かな人間性、生きる力の育成にて、キャリア教育を含めた

子どもの教育について記載。就学前後で施策の柱が異なるが、一体的に取り

組む。 

1 2 山本委員 保育の新制度により自治体権限で独自の

施策ができるようになった。他の自治体と違

う、思い切った施策ができると良い。 

当市では現在、少子化の傾向を緩やかなものとすることを目的に、地域全体

で子育てにやさしいまちの風土づくりに取り組んでいる。 

1-2 子育て支援の推進の基本事業（4）子育て支援体制の充実、3-2 誰もが生

きがいを感じられるまちづくりの推進の基本事業（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にて、子育て世代が子育てや仕事を含めた充実

したライフスタイルが実現できる環境を創出する。 

1 4 野村委員 介護という仕事は人を支える素晴らしい仕

事。加えて日中の仕事として、子育て世代に

もやりがいを持って参画できる環境とも言え

る。 

市内でも色々な企業が活動していることを

知ってほしい。 

前期施策の柱 1-3 地域福祉の推進、1-4 高齢者福祉の推進について、介護

を地域全体で支える仕組みづくりを念頭に、1-4 地域における福祉の推進とし

て一体的に取り組むこととした。 

内容では、「サービス基盤の強化」「市民、地域、サービス提供主体が一体とな

った地域福祉の体制整備」を盛り込んだ。 

2 1 志塚委員 産業集積に向けては、人材育成、教育が必

要であり、例えば、総合学習にソフトウェア

教育を入れるなどの工夫が必要。 

2-1 学校教育の充実の基本事業（1）豊かな人間性、生きる力の育成にて、キ

ャリア教育を含めた子どもの教育について記載。具体的な内容については検

討していく。 

資料 1-3 
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2 1 山本委員 子どもたちをどういう大人にしたいのかとい

うビジョンが見えにくい。一つはキャリア教育

という視点が入っていない。 

2-1 学校教育の充実の基本事業（1）豊かな人間性、生きる力の育成にて、キ

ャリア教育を含めた子どもの教育について記載。教育振興基本計画にて位置

付けているもの。 

子どもたちをどういう大人にしたいかというビジョンについては、2-1 学校教育

の充実の基本事業（1）豊かな人間性、生きる力の育成及び教育振興基本計

画に一定の記載があるが、市民との共有の仕方などを含めて、引き続き検討

する。 

2 1 山本委員 保護者の意識が学力だけではなく、生きる

力を育てることにも向いている。一方、生き

る力には精神的、経済的、生活の自立が求

められる。その視点に立った裾野市らしい施

策ができると良い。 

2-1 学校教育の充実の基本事業（1）豊かな人間性、生きる力の育成及び教育

振興基本計画に一定の記載があるが、市民との共有の仕方などを含めて、引

き続き検討する。 

3 1 勝又委員 市民と行政の関係は、何をしてくれるだろう

と思うところから、自分たちがどれだけ動け

るか、行政と自分たちがどのように一緒にで

きるのかを考えることが大切す。母親達に

はパワーがあるので、いろいろな形でいろい

ろな人が活躍できる場が設けられること良

い。 

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の基本事業（1）市民

活動団体の連携推進と支援にて、市民活動センターを核とした市民活動の活

性化について記載。 

また、3-2 誰もが生きがいを感じられるまちづくりの推進の基本事業（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にて、子育て世代が子育てや

仕事、地域などでの活動を含め、充実したライフスタイルが実現できる環境の

創出に取り組む。 

4 1 藤井委員 都市計画マスタープランでうたわれた立地

適正化計画について、時間軸に応じた導入

が必要。裾野市の特徴的な生産拠点への

4-1 裾野市らしい土地利用の促進の基本事業（1）計画的な土地利用の推進・

拠点連携が他都市構造の検討にて、国土利用計画、都市計画マスタープラン

と整合をとり、拠点連携が他都市構造の検討について記載した。 
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アクセスを担保するような企業誘致誘導拠

点のような機能が岩波駅周辺に求められ

る。 

4 1 藤井委員 アクセス拠点としての機能強化を進めると、

逆の側面として、地域定住型の利用が減少

すると考えられ、近接地に居住誘導区域や

地域の暮らし方を支援する生活関連施設に

ついて、将来人口推計に基づく適正規模、

適正配置の検討が必要。 

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において、拠点化の推進、各拠点のまちづく

りを進めることを記載した。 

4 3 岩崎委員 子どもはいずれ親から離れるが、親子が接

することができる場所としての公園があると

良い。 

4-3 都市機能に応じたまちなみづくりにて、住環境、公園整備などを住みやす

いまちの環境づくりとして一体的に取り組む。 

5 4 西野委員 5-4 観光と 5-5 地域資源磨きについて、交

流人口を増やすのと魅力づくりは似ている。

5-4 観光産業の振興、5-5 地域資源磨き・魅力発信の推進については、5-4

において域外からの観光交流の拡大について、5-5 については、シティプライ

ド確立といった市民の方々の地域への誇り・愛着の醸成も含めた取り組みとし

て、施策の柱を分けて取り組む。 

5   西野委員 地域に根付きにくいフラワーポット型産業構

造の解消が急務。企業が地域に根を生や

し、企業がピンチの時に地域が支えられる

ような、企業と地域が相互に支えあえる関

係づくりが必要。具体的には、経済的なショ

ックや地震や噴火などに備えるために、企

3-4 防災・減災対策の充実の基本事業（2）防災・減災に向けた協力体制の強

化での災害時の企業との連携協力体制の構築など、立地企業のまちづくりへ

の参画・貢献は多大。 

5 産業経済分野の施策の柱を再編し、5-2 活力ある産業基盤づくりの基本事

業（1）産業連携基盤の整備にて、産業面から立地企業との接点を確立し、地

域産業との連携や、まちづくりでの連携について取り組む。 
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業と一体となったリスクマネジメントのような

取組み。 

5   西野委員 商工業、農林業、観光の表現は見られる

が、他分野にわたるサービス産業について

の記載がない。 

5 産業経済分野の施策の柱を再編し、5-1 商工業の振興、5-2 活力ある産業

基盤づくりとし、商工業の振興は、サービス産業も意識した施策とし、産業分野

全般を見通す施策に整理した。 

5   岩崎委員 人口が減少し、担い手も減少するが、働く場

がないことが大きな課題。 

5 産業経済分野の施策の柱を再編し、5-2 活力ある産業基盤づくりとして当市

の産業構造に応じた産業施策の検討を、5-1 商工業・サービス業の振興及び

5-3 農林業の振興として、当市の地域産業に応じたしごと創りに取り組む。 

5   志塚委員 先に明るい未来があるよう、分かりやすく一

つの軸を通したコンセプトがあると良いので

はないか。一番大きなポイントとなるのは、

ソフトウェア産業で、IOT や AI をテーマとし

た事業分野が出てくるのではないか。ソフト

ウェア系の企業家がどんどん集まってきて、

小さな企業も多いが、その中でも大きな企

業も出てくるようなことが、この裾野市で起こ

って、市も市民も発展できると良い。 

まちづくり全般のコンセプトとして、まち・ひと・しごと創生総合戦略で位置付け

た「田園未来都市」があり、このコンセプトについて、市民対話の場を経て深め

ていきたい。 

産業集積については、5-2 活力ある産業基盤づくりにて、外発型の産業振興

策として企業誘致があるが、企業誘致を目的ではなく、産業集積を目的とする

ことを明確にした。産業集積のあり方については今後議論を深める。 
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5   野村委員 地域の医療体制、ネットワークをつないでい

くのであれば、大きな会社、小さな会社に関

係なく、勉強会をやってみるとか地域でつな

いでいくということを推進できると良い。 

5-2 活力ある産業基盤づくりにて、地域産業の強化に向けて、地域内の事業

所・企業の連携を推進する産業基盤づくりに取り組む。 

6 3 西野委員 大きな環境変化に的確に対応するために

は、民間企業のような経営体質であることが

行政にも求められる。そのためには、人材

自体が変わらなくてはならず、人材育成が

重要。 

6-3 効果・効率志向の行政経営の推進、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にて、行政経営の確立を意識した記載とした。行政の

体質改革に取り組む。 

6 6 菊田委員 市民を集めて意見を取りまとめるワークショ

ップが予定されている。計画策定時だけでな

く、定期的に意見を出す場を広げていくとい

うのも大切ではないか。 

6-6 将来を見据えた市政の展開の基本事業（1）計画的な行政経営の推進に

て、総合計画に基づく施策の実施と、業績測定、その結果の市民との情報共

有を図ることを記載。 

全般 山本委員 市民意識調査の満足度調査のあり方につ

いて、対象、設問などより適切な設定が必

要。 

28 年度調査については、改良して実施中。 

さらに、適切な指標が把握できるよう検討を重ねる。 

全般 藤井委員 施策の大綱―施策の柱―事業までを樹系

図として一覧表に作成し、表中に重点プロジ

ェクトとして推進中の事業が視覚的に分か

るようにする必要がある。 

資料 1-4 の内容を充実させ、計画内に追加する。 
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全般 藤井委員 前期計画では、施策の柱ごとの目標指標が

設定されているが、事業ごとの目標指標が

わかるように明記する必要がある。 

当計画では、施策の柱単位の目標と、その目標に対する達成目標を基本事業

ごとに設定する（現在調整中）。 

全般 藤井委員 分野別計画の中で、今後 5 年間で行う施策

実現のために行う重点的な取組みを明記

し、関連する部門計画も併記しながら、進捗

を図る指標、5 年間のロードマップを示す必

要がある。 

基本事業ごとに設定する達成目標と合わせてロードマップの作成を検討する。 

 


