
「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦 

 

平成28年度主要事業 進捗状況報告 
 



裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の体系と進捗管理 

施策の 

基本目標 
 

 
1. 「住みたいまち裾野」の 

          まちづくり “共生” 
2.すべての起点となる 

    ひとづくり “共育” 
3.まちやひとを豊かにする 

産業づくり “共栄” 

具体的な取組み 

施策の方向 

（KPI） 

主な施策 

総合戦略に
基づき実施
する事業 

各個別事業を着実に進めることで、 
各々設定されたKPIと目標値を達成 

アクションプラン事業 
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【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

第4次総合計画後期基本計画の策定 
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計画の概要 

 

 
 
 
 
 

田園未来都市 
づくり 

あるもの磨きに 
よるまちづくり 

将来を見据えた 
都市経営 

これまでの定住促進、尐子化
対策の取組みを一歩進めた、
まち・ひと・しごと創生の取組み 

• 裾野市らしさを磨く 

• 裾野市らしさを活かしたデザ
インによるまちづくり 

• まちづくりの主体との対話を
重視 

【H27.10 総合戦略策定】 

共に創る 

地域、NPO、企業、行政など様々な

まちづくりの担い手が、対等の立場
で役割分担を明確にし、当事者意識
を持って共にまちづくりに取り組む、
“共創”の視点 

 

 

「暮らし満足都市」 
「みんなが誇るまち」 

の形成 
 

○ 将来にわたって魅力的で、住み続
けたくなるまちづくり 

○ 地域に愛着をもち、誰かに自慢した
くなるまちづくり 

視点（計画の使命） ゴール（計画の目的） 

○平成23年度からスタートした第4次総合計画の後期基本計画（平成28年度～平成32年
度）を策定。 

○当計画は、平成27年度に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げた「田園未来都

市づくり」を引き継ぎ、人口減尐時代にあっても、住み続けたいと思える「暮らし満足都
市」「みんなが誇るまち」の形成を目指す。 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

前計画 

前計画 

H29策定 

第3次国土利用計画裾野市計画の見直し 

3 

計画の位置付け 

 国土利用計画【改定版】 

後期基本計画 
H28.12 

前計画 

H29.3 

都市計画マスタープラン 

総合戦略 

尐子化対策強化基本計画 

H28.3 

H27.10 

H27.3 

地域公共交通網形成計画 

立地適正化計画 

H30 

H31 
H29,30策定 

H28 

集約都市基
礎調査 

4次総合計画 

3次国土利用計画 

○長期にわたって安定した均衡ある土地利用を確保することを目的に、当市における土地
利用に関して必要な事項を定めた3次計画を見直し（国土利用計画法）。 

○集約都市形成基礎調査を並行して見直し作業を実施。当計画を踏まえ、立地適正化計
画、地域公共交通網形成計画の議論に入る。 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

集約都市形成に係る基礎調査事業  
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取組み 事業の概要 

 現状の動向の整理 

 都市構造の分析 

 将来構造の検討 

 基本方針の検討 

 今後の進め方の検討 

28年度の進捗 

 人口減尐・高齢化社会に対
応できる持続可能なまちづく
りを実現するため、コンパクト
なまちづくりと、これに連動し
た交通ネットワークを形成す
る必要がある。 

 基礎調査を基に、裾野市らし
いデザインを意識し、地域の
強みを活かした「立地適正化
計画」及び「公共交通網形成
計画」を策定する。 

28 集約都市形成支援事業に係る基礎調査 

 市民アンケート 

 主要施設利用者聞取り調査 

 バス利用者聞取り調査 

 ワークショップの開催 

 事業者ヒアリング調査 

29 

30 

公共交通網形成計画の策定 

立地適正化計画の策定 

 基礎調査を完了し、目指す基本方針をまとめた。 

国土利用計画の策定作業と連携 

目指すべき将来都市構造のイメージ 

 
 都市機能誘導に係る基本方針 

 居住誘導に係る基本方針 

 地域公共交通の構築に係る基本方針 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

宅地分譲促進事業  
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取組み 事業の概要 

 当市は平成12年を境に人口

が転出超過傾向にあり、市内
で働く世代の定住促進に課
題がある。 

 転出理由で、職業に関するも
のに次いで多いのは、住宅
の都合であり、定住促進のた
めには、優良宅地の創出が
求められている。 

 市街化区域内の未利用地の
宅地化を図るため、一定規模
以上の優良な宅地分譲事業
を行う事業者に助成する。 

28年度の進捗 

事業対象区画数 

H24～H27 H28 

164区画 60区画 

補助要件 

3区画以上の分譲 

1区画面積165㎡（50坪）以上 

接続道路幅員6m以上 

（宅地分譲のイメージ） 

市 事業
主体 

補助金 
 

   1区画あたり400千円を補助 
 ※15区画以上は、1区画あたり500千円 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

新エネルギー機器等導入補助事業  
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取組み 事業の概要 

28年度の進捗 

 

 地球温暖化防止対策や環境への負荷が尐なく、災害時には
非常用電源としても利用可能な新エネルギー機器の購入費
用に対して助成 

対象機器 補助金額 

①太陽光発電ｼｽﾃﾑ ①【住宅用】一律5万円 ②【事業用】20万円 

②太陽熱高度利用ｼｽﾃﾑ 3万円 

③蓄電池ｼｽﾃﾑ 10万円 

④電気自動車等充電器 5万円 

⑤家庭用ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ
（HEMS） 

1万円 

⑥家庭用燃料電池ｼｽﾃﾑ 10万円 

※対象機器3つ以上同時設置 ⇒ 補助額に3万円を上乗せ補助 

≪補助件数≫ 

①75件 ④0件 

②7件 ⑤30件 

③39件 ⑥6件 
※対象機器3つ以上同時設置 ⇒ 11件 

新エネ機器投置住宅を 

91軒創出 

 第2次環境基本計画、地球温

暖化対策地方公共団体実行
計画（区域施策編）では、市
域の温室効果ガス排出量を
削減し、地球温暖化対策を推
進する事としている。 

 地球温暖化対策として、再生
可能エネルギーの普及や省
エネルギーの推進のため、新
エネルギー機器等の購入費
用の助成を実施する。 

（スマートハウスのイメージ） 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

東西地区（市街化区域）道路整備計画に基づく道路整備事業 
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 東西地区の道路密度の低い箇所を中心に、幅員６ｍの主要
区画道路を配置し、市街化促進を図る。 

 

 幹線道路や裾野駅東口等へのアクセス道路として主要区間
道路を整備し、利便性向上を図る。 

 

 狭あい道路の拡幅促進により、利便性、防災性向上を図る。
（拡幅は幅員４ｍ） 
 

 指定路線の用地買収、道路工事を順次実施している。 

取組み 事業の概要 

28年度の進捗 

 東西地区内の市街化の促進、 
   緊急車両の通行路確保等を  
       図るため、道路整備計画に   
       基づく道路整備を行う。 
 

東西地区内2路線 

用地買収  6件 

道路工事延長  128m 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

（仮称）神山深良線整備事業 
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 計画総延長 Ｌ=2,437ｍ 
 

 計画幅員  Ｗ≒11ｍ（2車線道路） 
 

 事業期間  平成29年度から平成38年度（概ね10年を予定） 
 
 第1期事業として、平成29年度から平成33年度にかけて、 
   裾野市から御殿場市間 Ｌ=1,500ｍの整備を目指す 

取組み 事業の概要 

28年度の進捗 

 裾野市深良地先 湖尻峠入口

交差点から御殿場市神山地
先 神山小学校付近を繋ぐ道
路整備事業 

 

 （仮称）神山深良線は、裾野
市深良地区と御殿場市神山
地区を結ぶ道路で、今まで分
断されていた両市の通称広
域農免道路が繋がることにな
る。これにより、国道246号、

県道沼津小山線に加え、三
島市から裾野市、御殿場市を
通り小山町に至る新たな広
域幹線道路が開通し、周辺
道路の渋滞緩和や産業、観
光、流通の振興と災害時の
対応に大きな役割を果たすこ
とになる。 

 地域再生計画として地方創生道整備推進交付金の活用認定 
 整備に伴う事業に関する協定締結（裾野市、御殿場市） 
 測量、用地調査、地質調査、実施設計作業を実施 

L=2,437m 

神山小 

湖尻峠入口 



【基本目標1】 「住みたいまち裾野」のまちづくり “共生” 

企業と連携した災害時の体制整備事業 
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 裾野市の「内陸のフロンティア」を拓く取組における防災・減
災の取組みとして、市内立地企業と個別に協議の上、帰宅
困難者及び近隣住民等への対応などについて、大規模災害
時における連携・支援体制を構築。 

 

取組み 

 

 当市は昼間人口が多く、昼間
市外から人が流入する地域
（特に市内就業者の45%は
北部）。 

 

 大規模災害時における地域
連携・支援を強化するため、
立地企業と災害支援協定を締
結し、地域、企業の連携、協
働による災害に強いまちづくり
を推進する。 

事業の概要 

28年度の進捗 

Ｈ27 Ｈ28 

7社 4社 

【協定締結企業】 
• トヨタ自動車株式会社 

• トヨタ自動車東日本株式会社 

• 三菱アルミニウム株式会社富士製作所 

• 株式会社ヤクルト本社富士裾野工場 

• 矢崎総業株式会社Y-CITY 

• 株式会社ナガワ 

• 静岡県トラック協会東部支部 

協定締結数 

【協定締結企業】 
• キヤノン株式会社 

• 株式会社セブンイレブンジャパン 

• CFSコーポレーション（ハックドラッグ） 
• 株式会社クリエイトエスディー（クリエイト） 

 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

市民活動センター運営事業 
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（施設） 
 生涯学習センター 1階 

 フリースペース、無線LAN、印刷機、コピー機 

（業務） 
 NPOや市民活動に関する相談業務 

 市民活動に役立つ講座の開設、ブロ 

     グなどによる市民活動の情報発信 

取組み 

 

 NPOなどの市民活動団体の

地域活動を促進するため、支
援に向けた環境整備が必要 

 

 市民活動センターによる市民
活動団体への中間支援を強
化し、情報提供及び法人化な
どを含む相談、活動支援にあ
たる。 

事業の概要 

28年度の進捗 

相談対応
件数 

事業実施
件数 

市民活動団体等
への支援事例数 

H27 266件 42件 6件 

H28 308件 41件※ 6件 

※他に、41件対応あり（まち・ひと・しごとマッチング事業） 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

市民協働推進事業 
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 裾野市パートナーシップ事業補助金 

市民の提案事業について、市民協働によるまちづくり推進協議会の審査
に基づき、補助金の交付・不交付を決定する。 
（交付対象） 

 新規又は既存活動の拡充で市民の自発的な参加によって行われる
公益性のある事業 

 市民提案・市民パートナー募集事業 

 

取組み 

 地域活性化または課題解決
の取組みを支援するため、補
助金を交付するもの 

事業の概要 

28年度の進捗 

 
事業実施件数 

 
3件 

・深良用水まつり 
・第2回富士山一周国際駅伝におけ  
 る裾野市PRイベント 
・ママのための防災講座 

（審査風景） 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

裾野市定住☆移住の取組み  
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取組み 事業の概要 

 

 総合戦略で、定
住促進や、東京
圏からの移住促
進を掲げている。 

 
 定住や移住の促
進に向け、定住・
移住希望者から
の相談に迅速に
対応するため、窓
口を開設し相談
にあたる。 

 

 

 裾野市定住☆移住サポートセンターの開設 

 

 

 

 広報活動 

 定住・移住ウェブサイトの開設 

 

 定住・移住PRリーフレットの展開 

  （配架先） 
  ふじのくにに住みかえるセンター 

  創生の取組みのパートナー金融 

  機関店舗 

  市サポートセンター 

 

 高速バスのラッピング 

 

 

 

 

 

 

裾野市 定住移住 検索 

http://www.city.susono.shizuoka.jp/teiju/ 

 

28年度の進捗 

移住セミナー10回出展 
体験ツアー3回実施（4組参加） 
相談43件対応 
移住者5人（県外1、県内4) 

 定住・移住希望者からの相談に迅速に対応 

 静岡県宅地建物取引業協会と連携し、不動産情報を提供 

http://www.city.susono.shizuoka.jp/teiju/


【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

裾野市認証保育施設支援事業 
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（認証基準） 

 国の定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たす施設
のうち、以下の要件を満たす施設 

① 月単位で乳幼児を預かる施設 

② １日当たり概ね8時間以上勤務する職員が１名以上勤務
し、かつ総職員数が2名以上である施設 

③ 保育士、幼稚園教諭又は看護師の資格を有する職員が
１名以上、常勤職員として勤務する施設 

 

（助成メニュー） 
 運営費助成 

 施設整備費助成 

 利用者負担軽減助成 

 

取組み 

 

 安心して働き、子育てできる
環境整備を図り、子育て世代
の定住人口増加に資するた
め、許可施設（保育園・幼稚
園）以外で、一定の基準を満
たす子育て支援施設を創出
するため運営費等を助成す
る。 

事業の概要 

28年度の進捗 

認証施設数 拡大した 
児童受入数 

H27年度 2件 84人 

H28年度 3件 
※H29.2月末で1件認証

除外となった。 

101人 
※84人（H29.2月末～） 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 
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 保育園・幼稚園に外国語指導助手(ALT)を派遣し、挨拶や簡
単な会話、歌、ゲームを実施 

取組み 事業の概要 

28年度の進捗 

Ｈ27 Ｈ28 

217回 
（幼110、保107） 

223回 
（幼106、保111、児6） 

ＡＬＴ派遣回数 

 

 子どもたちの将来を見据え、
小さいころから外国の人たち
とふれあい、外国語に慣れ親
しむことでコミュニケーション
能力を育て、国際理解を進め
るなど、グローバル化する社
会への対応力を磨く機会を創
出する必要がある。 

 

 幼稚園・保育園に外国語指
導助手（ALT※）を派遣し、幼

尐期から外国語や外国の文
化に慣れ親しむ機会を創出
する。 

 

 ※ALT：Assistant Language Teacher 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

ほんものとふれあう学習事業 
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 子どもたちが将来への夢と希
望を持って成長できるよう、
感性を磨き、好奇心を高め、
創造性を育む必要がある。 

 

 優れた芸術文化に触れ合う
機会や、外部講師、アスリー
ト、芸術家を招いた講演など
により、児童生徒の新たな学
びの機会を創出する。 

事業の概要 

 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。なお、小学校等でｱｰﾃｨｽﾄの生演奏を聴く場を設
ける「公共ﾎｰﾙ音楽活性化（おんかつ）事業」を同時に実施。 

取組み 

28年度の進捗 

Ｈ27 Ｈ28 

4,599人 4,606人 

ほんものとふれあう学習事業 参加者数 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

豊かな心を育むきめ細やかな教育への取組み 

16 

 

 特別支援員配置事業 

   落ち着いた学習環境を確保するため特別支援員を配置。 

 

 

 

 

 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。 

 

 

 

 学力向上支援事業 

   尐人数指導等、きめ細やかな指導に当たる学力向上支援員 

   （講師）を配置。 

 

 

 

 学力向上ボランティア事業 

   放課後や夏休みにボランティアを配置し、自主的な学習を希 

   望する児童へきめ細やかな学習支援体制をつくる。 

 

 

 

取組み 

 

 裾野市で育つ子どもたちの
豊かな心を育むため、一人
ひとりを大切にする教育を推
進し、児童生徒に寄り添った、
きめ細やかな指導を行う。 

事業の概要 

小学校8校に1名、富一小のみ2名 

28年度の進捗 

 
 

 

 学力向上支援事業 

   尐人数指導等、きめ細やかな指導に当たる学力向上支援員（講師）を配置。 

 

 

 

 学力向上ボランティア事業 

   放課後や夏休みにボランティアを配置し、自主的な学習を希望する児童へきめ細やかな学習支 

   援体制をつくる。 

 

 

 

対象児童数：小学校2,898名 中学校1,472名 

28年度の進捗 

授業がわかると答える児童生徒の割合：小学校76.4% 中学校64.7% 

28年度の進捗 

対象となった児童生徒数：小学校365名 中学校538名 

28年度の進捗 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

裾野市地域学校支援事業 
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 学校・保護者・地域が一体となった学校運営の推進を図る 
（対象） 
市内全ての公立の小中学校14校、幼稚園6園で実施（12地区） 

※東小・いずみ幼稚園、向田小、東中、西小・西幼稚園、西中、
南小、深良地区、富一小・富一幼稚園、富二小・富二幼稚園、千
福小、富岡中、須山地区 
 
 
 
 

取組み 事業の概要 
 

 学校・保護者・地域が一体と
なった「地域との協働による
学校づくり」を進めるために、
市立幼稚園・小学校・中学校
にスクールコーディネーター
を配置し、学校支援ボラン
ティアのより一層の活動の推
進を図る。 

28年度の進捗 

【実施内容】 
・授業への協力 
 （ミシンや習字等の授業補助、学力補充等） 
・体験学習への協力 
 （米作り等の地域体験学習、進路学習等） 
・環境整備への協力 
・学校行事やＰＴＡ行事への協力 
 
・実行委員会（年2～3回開催） 
・その他の各学校個別の活動（随時実施） 
 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

地域における子育て相談体制強化事業 
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○子育て相談支援員の配置 

子育て支援センターや児童館、乳幼児健康相談や妊婦・産後マ
マパパ交流会などの子育て中の母親等が集まる施設に保健師
や保育士の資格を持つ子育て相談支援員が出向き、雑談や一
緒に遊びをする中で育児に関する悩みや不安、困りごとなどの
相談に応じる。 
 
○子育て支援パートナーの養成 

地域の中で子育てに悩みをもつ母親の話し相手として気軽に相
談できるパートナーを養成する講座を実施。 

取組み 事業の概要 
 

 子育てに関するきめ細かな
相談業務や支援を実施する
ため、子育て相談支援員の
配置、子育て支援パートナー
の養成を行う。 

28年度の進捗 

支援員配置箇所
数 

支援員が対応した
相談件数 

パートナー養成講
座参加者数 

H27年度 8箇所 132件 27人 

H28年度 7箇所 101件 62人 

子育て相談支援員の配置 

子育て支援パートナー 
養成講座 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

放課後児童室運営事業 
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 昼間保護者がいない家庭の児童を預かることにより、子ども
が楽しく過ごせる安全な放課後施設を創出する。 

 

 H28からは、開室時間を１時間延長し、利用者の多様なライ
フスタイル・ワークスタイルづくりを支援する。 

 

 教室ごとの利用実態、地域別の特性ニーズを踏まえ、最適な
教室運営を行う。 

取組み 

 子育て世代がいきいきと働く
地域づくりに向け、多様なラ
イフスタイル、ワークスタイル
の実現を支援するため、放課
後児童室にて児童を預かる
ものである。 

事業の概要 

28年度の進捗 

運営児童室数 10室 

開設時間 月～金曜日 
土曜日（予約制） 

長期休み（夏・冬・春） 

13時～19時 
8時～19時 
8時～19時 

利用者負担金 月額 6,500円※ 

利用者のべ人数 3,385人 

※18時～19時は上記の金額とは別料金が発生する。 



【基本目標2】 すべての起点となるひとづくり “共育” 

みんなで子育てするまち推進事業  
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取組み  

 当市の調査では、既婚
者の希望する「理想の
子どもの人数」は、2.55

人。 

 「裾野市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」では、
平成32年度までに合計
特殊出生率を2.07に向

上させることを目標とし
ている。 

 子育てに関わる各世代、
各分野の方々に、「み
んなで子育てするまち」
の理念を浸透させるた
め、普及啓発事業を行
う。 

事業の概要 

取組み 概要 

セ
ミ
ナ
ー 

子育ての問題意識を多世代で共有する 
ファミリーキャンパス裾野・長
泉の実施 

子育て世代に理解を示す上司を増やす イクボスセミナーの実施 

イ
ベ
ン
ト 

子育て世代リーダーの想いを聴くセッション 
まちヨミ（子育て世代リーダー
読書会）の開催 

子育て世代のｺﾐｭﾆﾃｨやﾈｯﾄﾜｰｸ形成の場づ
くり 

親子（未就学児）対象の英語
DEリトミックを開催 

既存イベントとの連携 
ママチャレ、長泉町子育てﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙとの連携 

広
報
活
動 

みんなで子育てする意識を共有する 
みんなで子育てするまちシン
ポジウムを開催 

セミナーやイベントに参加できない人のため
の広報活動 

人口減尐、尐子化問題につい
て広く情報発信を実施 

28年度の進捗 

    （実施事業） 
子育て世代とワークショップ×1、イクボスセミナー×4、ファミリーキャンパ
ス×3、英語ＤＥリトミック×9、子育てイベント出展×2、シンポジウム×1 

事業参加者数：2,141名 意識が変わった人の割合：97％ 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

企業立地促進事業 

取組み 事業の概要 

 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。 

28年度の進捗 
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補助件数  1件 

（対象業種） 
・製造業の用に供する施設（工場） 
・自然科学研究所またはソフトウェア業若しくは製造業の分野に係る研究 
 または開発を行う施設（研究所） 
・物流施設（指定の流通加工設備を設置する者に限る） 

1 用地取得・新規雇用補助 

工場・物流施設又は研究所を新設若しくは増設または機械設
備を購入し業務を開始するものに補助 

2 建物建設・設備取得補助 

建物を建設又は機械設備を取得し業務を開始するものに補助 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

産業基本計画策定事業 

【裾野市産業基本計画を3月に策定】 
 

 産業基本計画策定委員会（大企業、中小企業、農業、金融業
等）を組織（平成28年10月）。計4回開催（10、12、2、3月） 

   →市の現状、課題、目指す方向性などを協議 
 
 「裾野市産業基本計画（案）」に関するパブリックコメントの募集 
 

取組み 事業の概要 

 本市の産業が目指す方向
性を明確にし、それを実現
するための施策を具体的に
示すことを目的とした、商業、
工業、観光産業の総合的な
振興計画を策定する。 

22 

＜当市が目指す産業振興の目標像（案）＞ 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

産業連携地域プラットフォーム構築事業 

取組み 事業の概要 

 

 当市の労働生産性は、「製造
業」「卸売業・小売業」「学術研
究」「医療・福祉」といった特定
の分野を除き低迷しており、地
域産業全体の稼ぐ力の構築が
求められている。 

 富士山のすそ野で分野を越え
たイノベーションが起こるまちと
して魅力を高め、新たな事業創
造や起業を呼び込み続ける地
域を目指す。 

 企業・事業所、産業関係団体、
金融機関、市などを構成員とす
る「産業連携協議会」を組織し、
産業連携地域プラットフォーム
を設立・運営する。 

 
 

28年度の進捗 
 
 拠点改修完了（平成28年10月） 
 産業創生協議会立ち上げ（平成28年10月、12月、2月、3月） 
 まるかって塾（7回開催） 
 裾野未来勉強会（3回開催） 
 市内事業者へのアンケート調査（1回実施）         など 

【事業イメージ】 
産業連携協議会 

（仮称）産業連携地域プラットフォーム 
 

•立地企業、地元企業・事業所、農家など分野を越えてオープンに対話す
る場の創出・提供。 

•産業団体や金融機関などとの情報交換、各種勉強会、企業OB人材を活
用したビジネスコンサルティングサービスの提供。 

•市が実施する商工業や農業向けのビジネス支援メニューなどを一体的に
アドバイス。 

 

企業・ 
事業所 

市 
関係機関（商工会、森
林組合、観光協会、農
協、金融機関など 

地域の事業者
（飲食店、商店、
デザイナーなど 

農業者 

23 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

裾野市発 屋上緑化推進事業 
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取組み 

 人口減少社会において
は、地域の強みを活か
し、継続的に地域経済
の生産性向上を図るこ
とが必要である。 
 

 農業従事者の高齢化が
進行しているため、後
継者となる担い手の育
成や新規就農者の確保
が必要である。 
 

 農業の活性化に向け、
地場産品の高付加価値
化やブランド化、農作
物の6次産業化及び販路
の拡大を進める必要が
ある。 

事業の概要 

 市内の緑化・造園事業者が中心となり「裾野市環境緑花事業
協同組合」を組織 

 
 軽量緑化事業の研究開発 
  ①研究用圃場を須山地先に整備 
  ②圃場にて多様な樹種・環境による試験栽培を実施 
  ③首都圏を対象とした市場調査によるニーズ把握と販路開    
   拓の調査を実施 
 
 
 
 
 

 
 
 

28年度の進捗 
 
遊休地の再利用面積（a）：40a 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

地域特産作物活性化支援事業 
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 薬用作物の試験栽培 

【事業費】1,400千円 

― 薬用作物の特産化に向けて、農事組合が実施する試験
栽培に交付金を交付（平成26年度～） 

 

 そばの作付け 

【事業費】1,100千円 

― 市が特産物として奨励するそばを生産・販売している農業
者に対して交付金を交付。 

取組み 

 

 競争力のある特産作物の創
出に向け、地域戦略作物に
指定した作物の生産支援を
行う 

 

 現在は、薬用作物とそばを地
域戦略作物に位置付け、耕
作放棄地の解消、農産物の6

次産業化、新たな特産物の
創出を図る。 

 

 

事業の概要 

28年度の進捗 

H27 H28 

13.8ha 15.5ha 
（薬草30a、そば15.2ha） 

作付面積 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

中小企業相談支援事業 
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 中小企業応援チャレンジセミナー 

 

 

 

 個別経営相談Suso-biz 

取組み 

 

 当市では、大半の産業分野
において就業者の高齢化が
進んでおり、持続的な地域産
業の確立に向けて、若い世
代が喜んで働くことができる
仕事の場を創出する必要が
ある。 

 人口減尐社会の中でも自立
した地域産業を維持させるた
めには、誰もがやりがいを
持っていきいきと働くことがで
きるしごと環境を継続的に整
える必要がある。 

 実績のある相談支援専門機
関と連携して、中小企業や個
人事業者からの経営や販路
拡大の相談を受け付け、個
人の起業推進や中小企業の
事業拡大による地域活性化
を図る。 

 

事業の概要 

28年度の進捗  
 Suso-biz立ち上げ（H28.7.22～、週1回相談対応） 
 相談件数 

 毎週金曜日に実施（事前予約制） 
 マーケティング、販売促進など、 

     経営全般に関する個別相談を実施 

 中小企業や個人事業者、企業を考える方などを対象とした
セミナーを実施 

H27 H28 

15件 301件 



【基本目標3】 まちやひとを豊かにする産業づくり “共栄” 

地域農業担い手支援事業 
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 裾野市農作物等出展支援事業補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 裾野市農業機械等導入事業補助金 

 

取組み 

 

 農業の担い手の高齢化は、
当市の他産業よりも進行して
いるものの、当市の豊かな自
然環境を生かしたブランド作
物づくりを支援することで、新
たなチャレンジを呼び込み、
活性化することが可能である。 

 

 耕作放棄地の発生を未然に
防ぎ、将来の農業の担い手
を確保するため、農地利用集
積円滑化団体（農協）と密に
連携する。その上で、農地の
利用集積を促進し、貸し借り
のしやすい体制を構築するこ
とで、単なる生産支援だけで
なく、販路開拓の取組みを支
援する。 

 

 

事業の概要 

28年度の進捗 

 
補助件数 

 農業者が販路の開拓や拡大を図 

      る6次産業化や異業種交流を目 

      的とした展示会等に出展する経 

      費の一部を補助。 

 認定農業者または「人・農地プラ 

     ン」の「中心となる経営体」に位置 

     付けられた農業者の農業用機械、 

     農業用設備、農業用施設の導入 

     を補助。 

H27 H28 

2件 7件（農業用機械等6件、出展支援1件） 



【戦略の推進に不可欠な視点】 市民協働 

地方創生に関する相互協力及び連携に関する協定 
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 協定締結一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み 
 

 地方公共団体が主役になっ
て、地方版総合戦略を推進し
ていく中で、地域の実情や企
業の業況をよく知る地域金融
機関などとの連携が不可欠
である。 

 地域の経済活性化のために、
地方公共団体と地域金融機
関などが個別に対応するの
ではなく、地域の経済環境分
析や地域としてのとるべき戦
略について相互に連携を図り
ながら、戦略を推進する、そ
の実効性を高めるために、連
携協定を締結する。 

 

事業の概要 

28年度の進捗 

締結日 締結先 

H28.6.29 静岡銀行、沼津信用金庫、三島信用金庫 

H28.7.15 清水銀行 

H28.8.25 日本政策金融公庫 

H28.11.28 スルガ銀行 

H28.12.9 日本生命保険相互会社沼津支社、あいおい
ニッセイ同和損保保険株式会社沼津支店 

協定締結実績 金融機関６行、保険機関２社 

協定締結後の連携 

 ・3店舗でがんばる中小企業相談事業（Suso-biz）の相談会実施 

 ・お互いの主催セミナーへの相互参加 

 ・各種ＰＲチラシの配架 

  （定住・移住、市観光パンフ、市イベントチラシ） 


