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Ｉ－公民連携の基本的考え方

・公民連携とは、行政と民間事業者が連携して公共サービスの提供を

行う仕組みであり、社会経済情勢の変化や住民の暮らし方の変化に

よるニーズの多様化に対応するために自治体が民間事業者の知識や

技術、資源を活用し、公共サービスを継続的に実施していくための

手法です。

・ＰＦＩ及び指定管理者制度並びに民間貸付等により、民間ノウハウ
を活用した公共サービスの提供により、民間の知恵・アイデア、資
金や技術、ノウハウを行政運営に取り入れるための手法です。

・持続可能な財政運営を行うため、行政と民間事業者が連携して住民

サービスの向上とコスト縮減を目指していくための手法です。
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Ⅱ－小山町における公民連携

（１）現状と課題

少子高齢化社会の進展や施設・インフラの老朽化、社会保障関連経費の増大

に対応するための財源の確保など、社会経済情勢や暮らし方の変化による住民

ニーズの多様化により、これまでの取組みだけでは運営が困難な状況となって

きている。

本町においても、将来の人口減少を見据えながら行政のリソース等は限られ

る中で、ノウハウを積み重ねた民間企業の力を最大限に活用していくことが重

要となっており、民間企業においても、近年、社会的責任に対する意識が高ま

るとともに、自社のノウハウを活用した公民連携ビジネスの期待も増大している。

このため、既存の取組みにとらわれず、民間事業者のビジネス活動を町民の

ためにどう役立て、地域課題の解決にどう繋げていくか、大きな視点に立って

更なる進化を図る必要があることから、公民連携の取組みを積極的に推進して

いくことが重要となっている。
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（２）公民連携を進める上の原則

・公平性確保

民間事業者に提案の機会を確保する。

・対話と対等

町民サービスの向上等に資する連携となるよう継続的な対話を重視

提案の実現に向け、対等なパートナーとして信頼関係を構築する。

・目標共有

町民サービスの向上や地域活性化等の目標を共有し、お互いのメリットを見

いだし、相互良好（Ｗｉｎ－Ｗｉｎ）な関係を構築する。

・役割分担と責任明確化

共通な目標達成に向け、民間事業者と町は相互の能力を最大限発揮できるよ

う連携事業の役割分担を明確にする。

連携事業における様々なリスクを想定し、リスク分担表により責任の所在に

ついて明確にし、透明性の確保に努める。

・提案の保護等
実施する事業は公開することを基本とし、民間事業者から秘密情報として受
領した情報は責任をもって管理を行い、事業以外の目的で使用しない。
ただし、事業遂行のため民間事業者が承諾した場合は、この限りではない。
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町 民
・町民サービスの向上

・暮らしやすさの実感

・地域活性化
・企業イメージの向上

・ビジネスチャンスの拡大

・地域への貢献

民 間 事 業 者
・技術、ノウハウ、アイデア
・専門の知識と知見
・スピード感
・地域のネットワーク
・社会変化への対応力

小 山 町
・信頼と信用
・安定性と持続性
・多岐にわたる業務範囲
・町民（地域）とのつながり

・質の高い町民サービスの提供

・地域課題や行政課題の解決

・効果的・効率的な歳出の実現

・三来拠点事業の推進

・雇用の創出と経済活動
の活性化

6

（３）公民連携の目標



（１）現状と目標
本町では、静岡県の「ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区（地域

活性化総合特区）」の指定に係り、「内陸・高台部のイノベーションモデル事
業」及び「多層的な地域連携軸の形成モデル事業」を推進していることから

「三来拠点事業」と銘打って、官民一体となった持続的な事業を実施している。
今後、新東名高速道路の全面開通や（仮称）小山ＰＡ・スマートトインター

チェンジの供用開始により、経済活動や交流人口の拡大が期待されることから、
第５次小山町総合計画の「育てたい、暮らしたい、帰りたいまち小山町」の創
造のため、①三来拠点事業の推進や②雇用の創出と経済活動の活性化による活
力ある地域づくりを行う。

①三来拠点事業の推進
・小山ＰＡ周辺地区における土地利用構想事業の推進
・湯船原地区における土地利用構想事業の推進
・足柄ＳＡ周辺地区における土地利用構想事業の推進 等

②雇用の創出と経済活動の活性化
民間企業との連携により、少ない経費でより大きい効果を挙げられるよう、

費用対効果の最大化を目指す。
・雇用の創出による定住の促進
・賑わい創出事業の推進
・企業との連携による防災力の強化 等
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Ⅲ－小山町ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進区域（三来拠点事業）の取組



（２）事業者選定方法及び連携手法
・民間企業との連携により、総合特区制度を活用し、各種事業において町独自

の基本的方針などの基準を定め、推進区域の魅力創出に努める。

＜選定方法＞

♢町公募型：事業主旨を町が作成、提案内容を公募し審査決定を行う。

♢企業提案型：事業主旨を町が作成、事業者からの提案内容を個別確認、町で承認。

＜連携手法＞

♢選定事業者と協議の上、基本協定、包括連携協定等を締結し、町の連携範囲を決

定する。
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・事業実施に向けた選定方法等は以下のとおりとする。

（３）公民連携のプロセス

・町は、民間活力の導入を図るため、フロンティア推進区域（三来拠点事業）
で掲げる政策課題及び解決策に向けて効率的かつ効果的に事業を実施するた
め地域経済の発展に寄与するよう事業主旨の作成を行う。

①事業者選定前の事業主旨の作成
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提案内容の確認

【町公募型】 【企業提案型】

②事業者選定フロー
小山町フロンティア推進区域で事業を実施する場合には、原則、次のように選定を行う。
（土地利用申請や開発行為の許可申請等は別途申請が必要）

提案内容の審査

民間事業者の提案民間事業者の応募

提案内容の確認・評価

企画提案事業の承認

公募等の実施

企画提案事業の承認

チームフロン
ティア「おやま」

プロポーザル
選定委員会

チームフロン
ティア「おやま」

提案の募集
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Ⅳー地区別事業概要

※富士山麓フロンティアパーク小山（約31.4ha）
【全10区画完売】
■事業主体

静岡県
■町の役割

開発に関する協定に基づき、用地事務委託契約
を締結し用地買収事務を実施。

プロキシマー(株)

※新産業集積エリア（約37ha）
【進出企業④、⑤区画募集中・残２区画】
■事業者選定方法

公募型
■事業主体

小山町
■事業協力者

大和ハウス工業(株)
■町の役割

造成事業に関する基本協定に基づき、用地買
収事務及び造成工事等を実施。

内定

・再生可能エネルギーを活用した産業拠点整備事業推進区域

災害に強く持続可能な再生可能エネルギー施設（木質バイオマス発電、太陽

光発電）、工業団地、次世代施設園芸団地等を整備する。

産業 富士山麓フロンティアパーク小山 産業 新産業集積エリア工業団地造成事業

湯船原地区
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※上野工業団地造成事業（約49ｈａ）
【令和４年度造成工事完了予定】
【進出企業募集中】
■事業者選定方法

公募型
■事業主体

小山町
■事業協力者

大和ハウス工業(株)
■町の役割

造成事業に関する基本協定に基づき、用地
買収事務及び造成工事等を実施。

※太陽光発電事業（約27ｈａ）
【稼働中】
■事業者選定方法

公募型
■事業主体

大和リース(株)
■町の役割

基本協定に基づき、事業期間中の地権者協議
会事務局を町が受託し、土地賃貸借契約等の
事務を実施。

産業 上野工業団地造成事業 太陽光発電事業 ～Dream Solarふじおやま～産業
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※林業エリア（約９ｈａ）
【事業者募集中】
■事業者選定方法

企業提案型
■事業主体

民間事業者
■町の役割

住民説明会等への支援や県開発審査会申請
等への助言を行う。

※ｱｸﾞﾘｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｴﾘｱ（約32ｈａ）
【進出企業決定済】
■事業者選定方法

公募型
■事業主体

静岡県、町との共同事業（圃場整備事
業は静岡県、企業誘致は小山町）

■町の役割
進出企業と協定を締結し、施設整備等
に向けた支援を実施。

アグリインダストリーエリア産業 産業 林業エリア
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※小山ＰＡ周辺地区（約27ｈａ）
【造成工事中】
■事業者選定方法

公募型
■事業主体

小山町
■事業協力者

東和不動産(株)、坪井工業(株)
■町の役割

造成事業に関する基本協定に基づき、用地買収事務及び造成工事等を実施。

小山PA周辺地区

産業 モータースポーツビレッジの建設

・（仮称）小山パーキングエリアスマートインターを活用した地域産業集積

事業推進区域

地域防災力を高める観光関連施設及びモータースポーツ関連産業を集

積する。
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※足柄ＳＡ周辺地区「産業」（約25.4ｈａ）
【事業実施中】
■事業者選定方法

企業提案型
■事業主体

合同会社ふじのくに小山土地建物
■町の役割

開発事業等に関する協定に基づき、住民説明
会等への支援及び町道整備事業を実施。

※足柄ＳＡ周辺地区「観光」（約1.2ｈａ）
【完了】
■事業者選定方法

公募型
■事業主体

(株)和栄
■町の役割

進出企業と協定を締結し、町有地を売却すると
共に、住民説明会等への支援を実施。

観光ホテル

足柄ＳＡ周辺地区
・東名高速道路足柄サービスエリア周辺を広域都市交流拠点とした土地利用

事業推進区域

広域防災拠点となり得る観光関連施設及び工業用地の整備、スマートイ

ンターチェンジを整備する。

産業 ふじのくにアクアイグニス小山

複合観光施設

観光 ホテルジャストワン富士小山



■事業者選定方法（約２ｈａ）
【検討中】

■事業主体
町又は民間事業者等

■町の役割
事業主体の決定により支援を検討。

駿河小山駅周辺地区
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工場立地

・富士山の眺望を活かした駿河小山駅周辺活性化事業推進区域

防災機能を備えた工業用地整備及び観光交流拠点の機能を強化する。

■事業者選定方法（約11ｈａ）【完了】
企業提案型

■事業主体
信濃高原食品(株)

■町の役割
進出企業と協定を締結し、工場建設等
に向けた支援を実施。

信濃高原食品(株) 産業産業 駅周辺の活性化に向けた賑わいづくり事業



東富士五湖道路

陸上自衛隊
富士学校

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ

冨士霊園

至山梨県方面

冨士浅間神社

ｺﾞﾙﾌ場

ｺﾞﾙﾌ場

ｺﾞﾙﾌ場

ｺﾞﾙﾌ場

ｺﾞﾙﾌ場

ｺﾞﾙﾌ場

道の駅
すばしり

小山PA
ｽﾏｰﾄIC

富士山方向

須走周辺地区 ・富士山に抱かれた須走周辺地区観光活性化事業推進区域

観光宿泊施設の整備を誘導する。

観光

※須走周辺地区【募集中】
■事業者選定方法

企業提案型
■事業主体

民間事業者
■町の役割

住民説明会等への支援や開発行為許可申請等への助言を行う。 16

須走周辺地区推進区域面積

約150ｈａ
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約0.55ｈａ 約2ｈａ

※南藤曲地区・富士小山わさび平地区
■事業選定方法

公募型
■事業主体

小山町
■町の役割

町が事業主体となり施工業者をプロポーザルに
より公募選定を実施。

※リバーガーデンタウン
（６地区、約58ｈａ）【提案受付中】
■事業者選定方法

企業提案型
■事業主体

民間事業者
■町の役割

住民説明会等への支援や県開発審
査会申請等への助言を行う。

全16区画完売 全36区画完売

・南藤曲地区「家・庭一体

の住まいづくり」推進区域

防災対応力の高い住宅団

地を整備する。

・生活と自然が調和した

「富士小山わさび平地区」

推進区域

既存施設との協力協定締

結と防災機能を確保した

住宅団地を整備する。

・リバーガーデンタウンおやま宅地造成事業

推進区域

水と緑溢れる豊かな自然環境を生かした

職住近接のゆとりある住宅団地を整備

居住

南藤曲地区・富士小山わさび平地区・リバーガーデンタウン

中日向地区
⑤(仮称)小山ｽﾏｰﾄIC

④
③

奈良橋地区

⑥

竹之下地区
①

大胡田地区
②

リバーガーデンタウン

その他の推進区域

わさび平地区

用沢相野地区


