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平成 30年度裾野市総合計画等評価委員会 議事録 

 

日 時：平成 30年８月 31日（火）10：00～11：50 

場 所：裾野市役所 401会議室 

出席者：＜評価委員７名＞ 

望月康男委員、山本睦委員、奥野祐介氏（水嶋春彦委員の代理）、 

市川加代子委員、藤井敬宏委員、鈴木浩正委員、西野勝明委員（委員長） 

＜関係部長及び部参事 12名＞ 

 芹澤行政経営監、西川企画部長、湯山総務部長、鈴木環境市民部長、 

 小林健康福祉部長、倉澤産業部長、酒井建設部長、加畑建設部部技監、 

 杉山教育部長、永田議会事務局長、石井子育て支援監、杉山水道事業管理監 

＜事務局６名＞ 

     企画政策課 服部課長、坂田課長代理、渡瀬主幹、長田主席主査、 

           勝間田主査、渡邉主事 

≪内容≫ 

１ 開会 

氏名 内容 

事務局 

（坂田課長代理） 

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。定刻となりましたので、ただいまから、平成 30年度裾野市総合

計画等評価委員会を開会いたします。 

私は本日の司会進行を務めます、企画政策課の坂田と申します。よろ

しくお願いします。 

まず、本日の資料の確認をさせていただきます。 

■次第・座席表・名簿 

■（資料１）平成 29年度主要事業進捗状況報告 

■（資料 2-1）裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価について 

■（資料 2-2）平成 29年度総合戦略進捗状況評価 

■（資料 2-3）平成 29年度総合戦略アクションプラン実績報告書 

■（資料 2-4）地方創生推進交付金事業【平成 29年度実施事業】達成

状況評価 

■（資料 3-1）第 4次裾野市総合計画後期基本計画の評価について 

■（資料 3-2）平成 29年度総合計画基本目標進捗状況報告書 

■（参考資料）裾野市総合計画等評価委員会設置要綱 

お手元に資料はお揃いでしょうか？ 

お揃いで無いようでしたら挙手をお願いします。 

よろしいでしょうか？ 

それでは、早速、次第に沿って会議を進行してまいりますが、次第２

の前に事務局から御報告をさせていただきます。 

本日は、裾野警察署長の水嶋委員が所要により御欠席のため、裾野警

察署生活安全課長の奥野様に代理で御出席いただいております。 
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水嶋委員は、総合計画の「生活・環境」分野で、特に、交通や防犯に

関する評価を御担当されておりますが、事前の打合せの中で、交通や

防犯に関する取り組みは市役所だけでなく、静岡県警としても実施し

ており、いわば、自分たちが行っている取り組みを自分たちで評価す

るというのは、客観性が保てないので、オブザーバーのような位置づ

けにしてほしいという御意見がありました。 

御意見を踏まえまして、本日の委員会では、交通や防犯に関する取り

組みにつきましては、裾野警察署としての御意見を伺うことに留めた

いと思いますので、あらかじめ御承知おきください。 

それでは、次第２の委員長あいさつに移ります。 

西野委員長、よろしくお願いします。 

 

２ 委員長あいさつ 

氏名 内容 

西野委員長 皆さん、おはようございます。今年度、最初の評価委員会ということ

で、従来は２回やっていたと思いますが、今年度からは１回というこ

とでございます。 

裾野市さん、最近、新聞紙上に出ておりまして、最近では、お達者度

ナンバーワンということで、男性の場合ですけども。健康寿命が県内

で男性の場合は一番高いと、新聞で話題になりましたけども。 

あと、トヨタ自動車東日本が少し東北の方へ拠点を移すということ

で、やや人が減るという。１千人規模ですね。 

そういう意味では、それぞれ非常にプラスのニュースと、やや少し厳

しいニュースとなっておりますけども。 

今日はですね、総合計画、それから地方創生総合戦略の評価というこ

とで、よろしくお願いします。 

そういう意味では、ちょっと御説明いたしますけども、総合計画後期

基本計画、これは平成 28年度から 32年度までの５年間の計画なんで

すけども、30年度はちょうど折り返しということですね。 

それから、今年度の後半からは、次の 10 年間を見据えた第５次総合

計画の策定準備に取り掛かるというふうに伺っております。 

それから、地方創生の総合戦略ですけども、平成 27年度から 31年度

までの５年間ということでございまして、来年度で計画期間が終了す

るんですけども、32年度まで１年間延長するためにですね、国、県と

調整をしているということでございます。 

ということで、連絡しろということで、言われておりましたので、読

ませていただきました。 

本日はですね、平成 29 年度の実績に対する評価でございますので、

皆様方、率直な御意見、御質問等、よろしくお願いいたします。 

以上です。 
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３ 議事 

氏名 内容 

事務局 

（坂田課長代理） 

西野委員長、ありがとうございました。 

それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

以後の進行は要綱第５条第２項の規定により、西野委員長にお願いし

たいと思います。西野委員長よろしくお願いします。 

西野委員長 それでは、しばらくの間、議事進行を務めさせていただきます。 

円滑な進行にご協力をお願いいたします。 

議事（1）裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価について 

事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（服部企画政策課長） 

■表紙 

企画政策課長の服部です。 

評価についての御説明をする前に、当市の平成 29 年度主要事業の進

捗状況について御報告します。お手元に配布しております資料１と同

じものをスクリーンへも投影しますので、いずれかを御覧になりなが

らお聞きください。 

■１ページ 

平成 29年度の主要事業の進捗状況の報告の前に、平成 27年度と平成

28年度に策定した計画について、少しご説明します。 

日本全体が人口減少傾向にある中、当市の総人口は平成 22 年をピー

クにいよいよ減少局面に入りました。 

そのような中、平成 27 年度に、人口の将来展望を示す人口ビジョン

を踏まえた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「田園未

来都市」というまちづくりのコンセプトを掲げました。 

また、平成 28 年度には総合戦略を踏まえ、第４次総合計画後期基本

計画を策定し、平成 32年度に達成すべき目標を掲げました。 

本日は、この「総合戦略」と「総合計画」について、委員の皆様に評

価していただくことになります。 

■２ページ 

こちらは、平成 27 年度に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の体系に合わせ、市の主要事業を「まち」、「ひと」、「しごと」の

３つの分野に分類するとともに、戦略の推進に不可欠な視点として、

「市民協働・ＰＲ・広域連携」に関する事業を加えたものとなってお

ります。 

これらの事業を推進することにより、「富士山の裾野 田園未来都市 

すその」を皆様とともに創り上げてまいります。 

本来であれば、市の主要事業の全てをご紹介したいところですが、本

日は、こちらに表示している事業について、お話しさせていただきま

す。 

それでは、ここから平成 29年度の主要事業の進捗状況について、「ま
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ち」・「ひと」・「しごと」・「市民協働・ＰＲ・広域連携」の順にご報告

いたします。 

■３ページ 

まずは、まちづくりの取り組みについてご報告します。 

１つ目は、「立地適正化計画・地域公共交通網形成計画の策定」です。 

都市全体の居住や医療、福祉、商業などの施設・機能の誘導を図る「立

地適正化計画」と地域の面的な公共交通ネットワークを取りまとめる

「地域公共交通網形成計画」は、互いに関係性をもった計画として捉

えております。 

平成 29年度はこれら２つの計画の素案を作成しました。 

なお、「地域公共交通網形成計画」につきましては、今年の５月に策

定しております。 

■４ページ 

まちづくりの２つ目、「ＪＲ岩波駅バリアフリー化整備事業」です。 

JR岩波駅構内のエレベーター等の整備や、通勤時の混雑緩和に向けた

上り専用ホームの新設工事に対して助成する事業で、平成 32 年度末

の完成を目指しております。 

平成 29 年度は工事設計や駅前広場へのフェンスの設置等を実施しま

した。 

■５ページ 

まちづくりの３つ目、「宅地分譲促進事業」です。 

住宅を理由とした転出を抑制するため、市街化区域内の未利用地の優

良宅地化を促進する、一定基準の宅地分譲への助成事業を進めており

ます。 

平成 29 年度は、25 区画を新たに創出し、平成 24 年度からの累計は

249区画となっております。 

■６ページ 

まちづくりの４つ目、「東西地区道路整備計画に基づく道路整備事業」

です。 

東西地区の道路密度の低い箇所を中心に、幅員６メートルの道路を配

置し、市街化の促進を図る事業です。 

平成 29年度は２路線についての用地買収と道路工事を実施しました。 

■７ページ 

次に、ひとづくりの取り組みについてご報告します。 

１つ目は、「みんなで子育てするまち推進事業」です。 

子育てに関わる各世代、各分野の方々に、総合戦略の柱の名称ともな

りました、「みんなで子育てするまち」の理念を浸透させるため、長

泉町と共同で行っている啓発事業です。 

平成 29 年度は、セミナーやイベント、広報活動を積極的に行い、延

べ 2,376名が参加をしております。 
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■８ページ 

ひとづくりの２つ目、「放課後児童室運営事業」です。 

昼間保護者のいないご家庭の児童をあずかることにより、子どもが楽

しく過ごせる安全な放課後施設を創出・運営する事業です。 

平成 29 年度は、待機児童解消のため、西小学校で新たな児童室の開

室、東地区を対象に、高学年の児童を預かるための試行的な「夏季限

定放課後児童室」を開室しました。 

■９ページ 

ひとづくりの３つ目、「幼児を対象とした外国文化ふれあい事業」で

す。 

子どもたちの将来を見据え、小さい頃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、グローバル化する社会への対応力を磨く

機会を創出するため、幼稚園や保育園、児童館に外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を派遣する事業です。 

平成 29 年度は、ＡＬＴを 237 回派遣し、子どもたちと、挨拶や簡単

な会話、歌やゲームなどを実施しました。 

■10ページ 

ひとづくりの４つ目、「ほんものとふれあう学習事業」です。 

子どもたちが将来への夢や希望を持って成長できるよう、トップアス

リートや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です。 

平成 29年度は、小中学校にて計 30回実施し、延べ 4,316人の児童・

生徒が参加をしております。 

■11ページ 

次に、「しごと」の分野になります、産業づくりの取り組みについて

ご報告します。 

１つ目は、「企業立地促進事業」です。 

企業誘致や立地維持を図るため、事業用地の取得や建物機械設備の取

得等に対して助成する事業です。 

平成 29 年度は、用地取得が１件、建物機械設備等の取得が２件、合

計３件に対し助成を行いました。 

■12ページ 

産業づくりの２つ目、「産業連携地域プラットフォーム運営事業」で

す。 

新たな事業の創造や起業を促進するため、産業連携地域プラットフォ

ームを形成・運営する事業です。 

事業の分野を超えてオープンに対話する場の創出や、あらゆる人材を

活用したビジネスコンサルティングサービスを提供するものです。 

平成 29 年度は、拠点施設となる「いわなみキッチン」を開所し、ア

カデミーの開催や中小企業相談等を実施しました。 
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■13ページ  

産業づくりの３つ目、「地域特産物活性化支援事業」です。 

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

生産に対する支援を行う事業です。 

平成 29年度は、薬草 0.3ヘクタール、そば 16.1ヘクタール、合計 16.4

ヘクタールの作付けを行いました。 

■14ページ 

産業づくりの４つ目、「裾野市発 屋上緑化推進事業」です。 

市内の緑化・造園事業者が中心となって組織された「裾野市環境緑花

事業協同組合」にて、裾野市発となる新たな屋上緑化技術の研究開発

を進め、東京に売り込む事業です。 

平成 29 年度は、風洞実験による耐風性の検証や公共施設への試験施

工などを実施しました。 

本日の会議では、こちらの前の方と窓側に３つの屋上緑化で作りまし

た花木を展示させていただいております。屋上緑化に関しては、こう

いった鉢の花木を集結して並べるわけですけども、今、展示している

のは、１鉢１鉢をこういった会議の場やオフィスに置けますよという

ような展開をこれから図っていくということで、皆様に見ていただき

たいということで置かせていただいております。なお、この花木の利

点は、土の薄さというのが９センチということでやっておりますの

で、非常に軽くて、レイアウト変更等の時に皆様の手を煩わせること

なく、軽く移動できるというのが利点となっております。続きまして

15ページに移ります。 

■15ページ 

最後に、戦略の推進に不可欠な視点である「市民協働・ＰＲ・広域連

携」の取り組みについて、ご報告します。 

１つ目は「みらい会議」です。 

みらい会議の目的は、共創のまちづくりの実現のため、会議での意見

交換などを通じ、まちへの愛着や誇りであるシビックプライドを高

め、まちづくりに関わる人を増やしていくことです。 

平成 29 年度は、８月と３月に開催し、裾野市の田園未来都市像につ

いて考えるワークショップや佐賀県の前武雄市長の樋渡氏をお招き

し、基調講演や市長とのトークセッションを行いました。 

■16ページ 

「市民協働・ＰＲ・広域連携」の２つ目、「市民協働推進事業」です。 

パートナーシップ補助事業を活用して、地域課題の解決を目指す市民

グループなどの取り組みに補助金を交付し、支援する事業です。 

平成 29 年度は、親子のキラキラタイムやエコマルシェなど、７件の

取り組みを支援しました。 

■17ページ 
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「市民協働・ＰＲ・広域連携」 の３つ目、「定住・移住促進事業」で

す。 

市では、定住を促進するだけでなく、外から人を呼び込む取り組みも

行っております。 

定住・移住希望者からの相談に迅速に対応するため、「裾野市定住☆

移住サポートセンター」を開設しているほか、専用ウェブサイトやチ

ラシ、高速バスへのラッピング等によるＰＲ、移住セミナーへの出展

や移住体験ツアーを開催するなど、裾野市への定住・移住を促進して

おります。 

平成 29 年度は、移住セミナーへの出展や相談対応を行い、裾野市へ

の移住者は 10名となっております。 

■18ページ 

「市民協働・ＰＲ・広域連携」 の４つ目、「（仮称）神山深良線整備

事業」です。 

広域連携の取り組みとして、御殿場市と共同で、深良地先の市道 1-4

号線（農免道路）と御殿場市神山地先を結ぶ「（仮称）神山深良線」

を整備する事業です。 

第１工区事業として、平成 29年度から平成 33年度に、裾野市から御

殿場市間の約 1.5キロメートルの整備を目指しております。 

平成 29 年度は、第１工区の７割程度の用地を取得するとともに、平

成 30年度一部工事のための立木の伐採などを実施しました。 

以上で、平成 29年度主要業進捗状況報告を終了いたします。 

（資料 2-1） 

続きまして、裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価について

御説明します。 

資料 2-1を御覧ください。 

総合戦略の評価についての概要を記載しております。 

目的の２段落目、総合戦略は既に組織されている「裾野市まち・ひと・

しごと創生推進本部」、こちらは本日控えております市の幹部職員で

構成されております。 

そして、産官学金労言・産業界・行政・大学・金融機関・労働者の代

表・メディアの方々35 名で組織されております「裾野市まち・ひと・

しごと創生会議」で評価を行っております。 

本日は、推進本部・創生会議の評価を参考に皆さんの目線から御意見

をいただきたいと考えております。 

（資料 2-2） 

資料 2-2を御覧ください。 

こちらが、平成 29年度の総合戦略の進捗状況評価です。 

下段の表では、3 つの基本目標とそれぞれ施策の方向性について、表

の真ん中に記載されております、成果指標及び KPIにより評価を行っ
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ております。 

評価については、◎が目標値を前倒して実施されたもの、○は目標達

成が見込まれる、△は取組に遅れがあり、より一層の推進が必要であ

るもの、―（バー）は実績値が確定していないものを表しております。 

29 年度の進捗状況につきましては、◎と○で５割超となっている一

方、約３割の目標の進捗が遅れている状況となっております。 

総括が上段にございます。 

まちづくり“共生”では、「優良宅地の創出や災害時の体制整備が進

むなど、転出の抑制に一定の成果が見られたものの、まちのゆとり空

間の創出については、より一層の推進を要する」という評価となりま

した。 

なお、KPI「コモンスペース創出の取組み」については、創生会議で

の意見を踏まえ、実態に即した代替指標を検討することになっており

ます。 

ひとづくり“共育”では、市民協働や多様なライフスタイル関連事業

などが進む一方で、婚姻件数及び０～４歳人口が減少するなど、子育

てしやすい環境づくりに、より一層の推進を要する。 

産業づくり“共栄”では、３つの KPI全てが単年度の目標値を上回る

など、企業・事業所の新たな事業への取り組みや地域資源を活用した

農業振興等の取り組みが進んだ、といった評価となっています。 

（資料 2-3） 

続きまして、資料 2-3でございますが、こちらは 2-2の表の取りまと

めをするための元資料ということで、細かい掲載となっております。 

この場での説明は割愛させていただきたいと思います。 

（資料 2-4） 

続きまして、資料 2-4を御覧ください。 

地方創生推進交付金事業（平成 29 年度実施状況）の達成状況評価で

ございます。 

屋上緑化推進事業と産業連携地域プラットフォーム運営事業につき

ましては、国の交付金を活用しての事業となります。 

KPI を平成 33 年度まで設定しており、資料 2-4 につきましては、29

年度の取り組みに対する自己評価となっております。 

屋上緑化事業につきましては、29年度の KPIの達成には至っておりま

せんが、首都県の緑化事業者との販路拡大に関する継続協議や風洞実

験によります耐風性の検証や公共施設への試験施行による実証実験

におきまして、商品の安全性や有効性について一定の成果がみられた

ことからＣ評価としております。 

産業連携地域プラットフォーム運営事業では、４つの KPIのうち「産

業連携地域プラットフォーム会員の新規事業による売り上げ」と「産

業連携地域プラットフォーム会員による新規事業者数」の２つが目標
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を達成していることからＢ評価としております。 

総合評価といたしましては、KPI 達成状況は芳しくなかったが、事業

開始前よりも取り組みが前進、改善し、地方創生に効果があったので、

Ｃ評価としております。 

以上で総合戦略の評価についての説明を終わります。 

西野委員長 ただいま事務局から説明のあったとおり、資料 2-2の進捗状況評価を

参考に、改善や見直しが必要と思われる主な施策について御意見をお

願いします。 

また、本日は、裾野市の各部長をはじめ、市の幹部の皆様が出席して

おりますので、質問や確認事項がありましたらお願いします。 

藤井先生どうぞ。 

藤井委員 藤井です。 

29年度主要事業のことでお伺いしたいんですけども、具体的な事業と

して数字が上がるものと、計画論としての策定のものがありまして、

私が絡んでくるところでは、都市基盤、こちらの分野になるんですけ

ども、そうなってくると例えば、立地適正化計画、公共交通網形成計

画、こういったような一つの計画に基づいてというような流れのもの

が、昨年度から今年度にかけて、作られてくる。 

そうなってくると、大きく関係してくるのが、この立地適正化計画と

いったところで、市街化区域の中で都市機能あるいは居住用の区域を

設定した枠組みの中でまちづくりを考えると、ただ、裾野の場合には、

市街化調整区域に住まわれている方の比率が高いので、国交省ベース

で取り組んでいるものはなかなか難しいぞと。 

そういった中では、裾野版の立適（りってき）を組んでいくと。そう

いうものが結果として上がってくると思うんですけども、その中で居

住誘導といったものを市街化区域の中で進めると。 

これが第一義的な意味だと思うんですが、その枠組みの中で、今回、

29年度進められてきた宅地分譲促進事業のエリアであるとか、あるい

は、市街区域内の道路整備計画の道路整備事業の推進、こういったも

のが、その枠組みの中の範疇に入った形の中で動いているのかどう

か。あるいは区域内のところの中の推進なのか。 

そういったものが、今、策定中の計画であるといっても、少し大きな

課の連動した形の中で動いていないと、将来的な整合性が取りにくく

なってくるということがあるので、その辺の状況についてお伺いした

いということです。 

どのような形で計画策定と実施が担保されているのかということで

ございます。 

西野委員長 いかがでしょうか。担当部長の方。 

酒井建設部長 建設部長の酒井です。よろしくお願いいたします。 

今、藤井先生の方から話がありました立地適正化計画ですけども、こ
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ちらにつきましては、29 年―30 年という形で、今年度末に策定とい

う形で進めていただいております。 

その中で、藤井先生から話がありましたように、立地適正化計画、こ

ちらは市街化区域への緩やかな誘導という形になります。 

そういう形でですね、調整区域を何かしないということではないんで

すけども、今後、人口が減っていく中で、市街区域に誘導してですね、

そしてコンパクトに市の色々なことをやっていこうと、そういう計画

になります。 

ですので、立地適正化計画の中では、裾野駅と岩波駅を拠点という形

で、その周りに誘導していこうという形になります。 

そして、先ほど話が出ました宅地分譲促進事業になりますけども、こ

ちらにつきましても、あくまでも市街化区域内の未利用地を宅地化し

ていくという形になりますので、立地適正化計画の中では、市街区域

の中に人を誘導していくという形になります。 

こちらも同じような形で市街化区域内の宅地以外のところですね、そ

こを宅地化していこうという形になりますので、色々なところに住ん

でらっしゃる方、または市外に住んでらっしゃる方もこちらの方に誘

導したいという考えがございます。 

そして、東西地区の道路整備計画、こちらにつきましても、市街化区

域以内の道路の狭いところ、道路の全然ないところにですね、新たに

６メートルもしくはどうしても６メートルいかないところは、狭隘道

路という形になりますので、そちらは最低でも４メートルの道路を入

れて、宅地化を誘導していきたいと、そのような事業になりますので、

立地適正化計画の中に、取り込めるような形にはなっていると考えて

います。そのような形でよろしいでしょうか。 

藤井委員 ゆくゆくは宅地分譲促進事業で含まれているところが、居住誘導区域

といった形の中に、きちんと組み込まれていくのかどうか。 

これから立適を年度末に向けて作られていくと思いますので、その辺

の齟齬がないようなものとして、計画として作られていくといいなと

思います。 

西野委員長 ありがとうございました。続きまして、他にいかがでしょうか。 

望月委員 宅地分譲の関係と立地適正化計画の関連ですね。 

私も思うんですけど、調整区域を対象としてないということになる

と、本当にそういう誘導する土地がですね、地主さんから放してもら

えるのかと。裾野はですね、今こう散らばっている５ヶ村の問題もあ

りますけど、土地の提供がなかなかなされないんで、山間部とか半日

は日が当たらないような場所にですね、家を建てて今困ってるわけで

すよ。 

若い時は車を運転するからどこでもいいんですけど、年を取って免許

証を返納するような高齢化社会の中で一番困っているのは、そういう
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ところが散乱しているわけです。 

それを誘導してくるといっても、それはなかなか、頭を切り替えても

らえるかどうか。やってる立地適正化計画はいいなと思うんですよ。

時間はかかると思いますが。そのようなことを今考えておりました。 

それから、私の方の話ですけども、裾野のキャッチコピー「富士山の

裾野 田園未来都市 すその」。 

このキャッチコピーというのは、私だけかな、なんか分かりにくいと

思う。これで分かるのかなと、目指すところがね。それで、何人かに

聞いてみたんですよ。 

こういうキャッチコピーで裾野はいるけど、分かるか、と。みんな分

かんないですよ。分かりにくいと。 

例えば、御殿場なんかの場合は、緑のキラキラした交流の都市にして

いきたいとか、三島は湧水なんかを中心にして、沼津は東部の拠点都

市を目指していると、何となく分かるんですけど。 

田園都市というのはね、ここに少し書いてありますけどね、富士山と

水、これはもう立派なあれですけど、世界遺産の富士山と、かんがい

施設遺産の深良用水がある。 

私、ちょっとネガティヴな考え方かもしれませんけど、特徴のないの

が特徴かなという都市だと思ったんですよ。 

商業都市でもないし、農業都市でもないしね。工業都市、研究施設が

ありますけど、工業都市でもないし、産業都市でもないしね。 

特徴がなくて、東京と 100キロ離れた田舎町。 

これが現実で、特徴がないのが特徴だというのが、私が考えていたこ

となんですけども。田園未来都市ですか、これ分かりやすくね、言う

とどうですか。ちょっとお聞きしたいんですけど。 

西野委員長 はい、企画部長さん。 

西川企画部長 企画部長の西川です。 

確かにこのキャッチフレーズ「富士山の裾野 田園未来都市 すそ

の」の挑戦ということで、パッと見て何を言ってるんだろうなという

イメージを持たれる方が多いというのは聞いております。 

このキャッチフレーズを決めるときに、色々皆さんから御意見を伺っ

た上での作成となっておりますので、行政側から押し付けたようなイ

メージではございません。実際、先ほど話にありましたように、富士

山の眺めというのは、非常に素晴らしいものがあります。 

そういった富士山を中心に、特別なものがない裾野なんだけれども、

首都圏から 100キロ圏内で、すぐに行って帰ってこれるし、色々な可

能性を持っているまちなんだよと、そういった意味では、ほど良い田

舎の中で色々な可能性を見つけることができる、そういった力を持っ

ているまちなんだよと。 

だから、これから色んなことに挑戦できる、挑戦して持続可能な行政
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運営ができるような、良いまちを作りましょうというようなイメージ

で捉えていただければよろしいのかなというふうに私は考えており

ます。 

西野委員長 他の部長さん、もしよろしかったら。 

小林健康福祉部長 分かりにくいかもしれないんですけど、田園の部分というのは、先ほ

ど委員からお話があった水であったり、皆さんよく仰りますのは、山

林の緑がすぐにあるというところで、見たところは本当に田舎町だな

というのが一つあると思います。 

それとインター周辺を中心とした工業地域はあって、そこには研究機

関があって、そこでは先端技術を研究・開発しているまちであると。

この両極端のものが、同時に存在するまち、これをまちづくりの中で

も一緒に考えていくことができたらというのが、皆さんのお考えでは

なかったかと思います。 

ですから、実際のまちづくりに取り入れることができれば、尚よろし

いんですが、そういった方向を目指してまちづくりをしていこうとい

うのが、この田園と未来という両極にあるような、そういったまちの

キャッチコピーでつながっているということで、お考えをいただけれ

ばよろしいのかなと思います。 

西野委員長 ありがとうございました。 

私もちょっと参画してたので、一つ付け加えさせていただきます。 

富士山の裾野ということで、緑も非常に豊かで、そういうところに、

今までは産業都市というのは、煙突がある、工場みたいなとこなんで

すが、近代的な産業都市というのは、そういうインダストリアル・パ

ークという形でですね、研究施設だとかそういう生産機能が緑の中に

点在するというような、ノースカロライナなんかがそうなんですけど

も、そういうイメージを会議では皆さん持っていたのだと思います。 

それが具体的な事業としていかに実現するかというのが課題である

と思いますが、こういう緑地化なんかもその取り組みの一つかなと思

います。 

あと、いかがでしょうか。市川さんどうぞ。 

市川委員 環境というジャンルがあまり指標として位置付けているところがな

いものですから、そうじゃないところで少しお話をさせていただけれ

ばと思います。 

今の話をしますと、産業がこれから発展するかどうかということで言

うと、私、今、小山町に勤めております。小山町というのは、実際に

内陸フロンティアの開発で、300 ヘクタールの工業団地、これ具体的

に 300ではないんですが、30とかいくつかの開発をして、トータルで

300なんですが、そんなことをやってます。 

そして、それに付随して、スマートインターとか無茶苦茶開発をして

います。これは、何で今しているかというと、今までしてこなかった
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からです。人が集まらなかったです。 

地震の話があって、内陸に行きましょうという話が出た段階で、非常

に小山町として、海から離れていて良いところだぞということで、県

も乗って開発をしています。これが非常に町の規模からいくとなかな

か大変な事業になっています。 

でも、裾野市どうかって言うと、既にそのことは、やり終わってるん

ですね。インターは作ってある、内陸でもある、大企業がいっぱい来

た。ところが、トヨタが地震の関係で去るんですけども、やはりそこ

のところというのは、私たちがトヨタと話をする時には、最初は東京

と話をした、今は完全に東北に行かないと、担当者すら来ない、そん

な状態になってます。向こうからも、やはり良い場所なんですね。 

開発のところを残したいと思っていても、そのためにはテストコー

ス、学生の頃から見に行きたいと思ってたんですけど、絶対覗けない

テストコースを作って、今ではそこで完璧にやっている。西の方では、

スズキはやっぱり海辺にテストコースはできないということで、山の

方に浜松の奥地に作ったんです。 

という意味では、裾野って非常に先進的にやってたんだなと。 

そのインフラがなくなっているわけではないので、非常にやりように

よっては素晴らしいところかなと思います。 

そして、ちょっと前の小山や他の市町から言わせれば、こんな良いと

ころはないと。東名は止まるし、降りられるしということで、捨てち

ゃいけないなと。これから一生懸命誘致すれば大丈夫かなというふう

に思います。 

それから先ほど、もう一つ、宅地分譲の話です。 

宅地分譲、市街化区域に土地を持っている市民は非常に高い税金を払

わなければならず、ずっと持ち続けられるほど金が上がるということ

はない。 

もっと、今やってる 25 区画が一つの区画、一団の土地なのか、それ

とももっと細かくなっている土地か分かりませんが、もっと市民にコ

ンパクトシティのイメージを売って、土地の供給というか、売れます

よ、買いますよという形を作っていけば、もっと出てくるのではない

かなというふうに思ってます。 

実際に三島なんかでも、知事が家・庭一体といって、100 坪とかの区

画にして、ちょっと田舎だけど、そのくらいの大きな区画で子どもを

育てて、あとは集合住宅を町場に集めましょうと、それがあると思う

んですけど、やっぱりですね、買う土地は 50 坪であっても、周りに

ゆとりがある土地。 

例えば、小山ですと、わさび平というところを町で売り出しているん

ですけども、集団の土地で、公園部分が非常にあるんです。 

やはり、市がもうちょっと積極的に組み込むと非常に色んなことがで
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きるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと環境のとこ

ろがなかったので、感想みたいなことを言わせていただきました。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

御意見という形で、励ましの内容だったと思いますが、もし他にあれ

ば。山本先生お願いします。 

山本委員 

 

私は特に、ひとづくりの指標がちょっと気になったというか、総括の

ところでですね、婚姻件数であるとか、未就学児の人口が減少しちゃ

ったよ、だからマイナス評価だよというのが見えるんですけど、これ

って実は、根が深い問題がありまして、一つはですね、いわゆる生き

る方の生権力の問題と関わってきていて、「裾野市」という、要はロ

ーカル・オーソリティと呼ばれるところが、個人のライフプランの決

定に関わるようなことを支援して、じゃあ効果が出なかったからとい

って、何かの指標にしていいものなのかどうなのかという、ちょっと

根本的なところが、昨年までは増えた増えたといって、支援の実りが

あった。でも、今回も事業はやっている。だけど逆に減っちゃった。

だからダメなんだという発想自体がちょっと考え直さなきゃいけな

いんじゃないかなというふうに思うんですね。 

中国の一人っ子政策が一番、生権力の話でよく出てくるんですけど、

そういうところまで、行政が介入していって、結婚することが良いこ

とですよ、それから子どもを産んでくださいねということをサポート

する必要は、人的資源の開発という面では必要なんですけど、じゃあ

それで、これは市役所の方はもちろんですが、それから市民も巻き込

んでやった結果として、そこを指標として良いのかなと、ちょっと私

は今回、下がったということで気が付いて、そういうことを議論する

というか、市民の人たちの意識と、当然そういう倫理系のこととかも

絡んできますし、社会状況のこととかも絡んできますけれども、そう

いうところでしっかり考えなきゃいけないので、別に考える場を設け

ないといけないんじゃないか。 

安易に指標として出して良いものなのかどうなのかというところに、

私はちょっと抵抗を覚えました。 

それからもう一つ。児童の学習成果がすごく残念なところなんです

が、例えば、夢や目標を持っている児童生徒の割合というのが、徐々

に徐々に減ってってるという話がありますが、これは調査をして、し

っかり分析をしないといけないと思うんですけど、今、現状の世界観

に則って言っているのか、よくＡＩの話で、昨日、うちの大学だけじ

ゃなくて、法人全体の研修があって、そこで話が出たんですけど、2011

年に小学校に入学した子どものうち 65％は、今はない仕事に就くんで

すよね。今、現状していない仕事に就くと言われていて。 

ですから、今の小学校６年生ぐらいですよね。その子たちは、65％の

比率で今はない職業に就かなきゃいけないというこの世界で、果たし
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て、子どもが夢を持っているかいないかという数値が、今ある仕事で、

今ある同じ仕事、親と同じ仕事はできないという状況は、多分子ども

たちも薄々感じていると思うので、その中で感じている不安なのかと

いうのは、一回ちょっと子どもの将来を考える上でも、踏み込んだ調

査が必要なのではないかなというふうに思います。 

それから、同じことなんですけど、授業が分かるの「分かる」の意味

が、学習指導要領の改定で大きく変わります。 

なので、それが子どもに対する学習成果として表れてくるのは 10年、

20年というスパンが必要なんですけど、少なくとも教員の意識が変わ

っているのかどうかというところは、しっかり教育委員会の方でもそ

うですし、担当部署のところでしっかり把握して、啓蒙しないといけ

ないのではないかなというふうに感じています。 

ここのところ、私、色んな市町とか大きい社会福祉法人とかで、新し

い学力観に基づく教育の話の研修をずっとしているんですけど、やっ

ぱり先生たちは全然意識が変わりますね。 

今までと同じではないということにまず気づくということから始め

ないといけないので、そういうところの取り組みについて、しっかり

やった上で、この指標が一体何を表しているのかというところを明確

にしていく必要があるのではないかなというふうに思いました。 

あと、先ほどの田園未来都市の話で、確か市役所の方の説明で、イギ

リスの田園都市の話が写真で出てきた記憶を私は持っていて、住宅地

の裏がすぐ森になっていてっていう話が多分あったと思うんですね。

だから、やっぱり、隣の家と近くて、声が聞こえるような区画での住

宅の設計とは違うのかなという気が、私も先ほど市川先生の話とかを

伺ってて、ちょっと感じました。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

時間がございまして、地方創生の総合戦略につきましては、ちょっと

まとめたいと思いますが、御指摘としては、立地適正化計画の策定と

整合性の取れた実際の施策の執行というものが求められますという

ことで、御確認があったと思います。 

それから、田園未来都市というキャッチフレーズが非常に分かりづら

いということが、御意見としてありました。それから、環境、エコの

問題が言及がないということで、本来、コンパクトシティ化というこ

とで、立地適正化計画もそうでございますが、そうした面から見ると、

裾野の場合はですね、かなり恵まれた条件にもあるんで、先進的にや

ってきたところがあるんですけれども、そうしたものを総合的に進め

る必要があるのではないかということでございます。 

それから、教育関係、ひとづくりの問題につきましては、短期的な評

価で一喜一憂するということではなくて、やはり、市民との対話の中

でもですね、腰を据えた議論が必要で、あるいは、教育に携わる教員
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の方もですね、将来の新しい技術変化に対応した仕事が大きく変わっ

てくるということもありまして、教員の意識の改革というのも今後必

要ではないかというようなことであったかと思います。 

非常にネガティヴよりも前向きな御意見が沢山出たと思います。 

そして、総括という評価が出ておりますので、付け加えて今のような

評価があったということで、留めていただければと思います。 

このあとの総合計画ともオーバーラップする部分がありますので、そ

ういうところでも御意見をいただけたら、大変ありがたく思います。 

では、一番メインの方にですね、いきたいと思います。 

山本先生から色々ありましたように、指標については遅れてる部分も

あるんですけど、着実な長期的な視点でですね、そうしたものの達成

にですね、御努力をしていただきたいというふうに思います。 

それでは、議事(2)の方に移りたいと思います。第４次裾野市総合計

画後期基本計画の評価ということでございます。 

では、事務局から御説明をお願いします。 

事務局 

（服部企画政策課長） 

 

（資料 3-1） 

第４次裾野市総合計画後期基本計画の評価について御説明します。 

資料 3-1を御覧ください。 

総合計画の評価方法は、施策の柱ごとに設定している達成目標に対

し、６本の施策の大綱ごと評価をしていただきます。 

また、施策の大綱の評価をもとに、最終的には全体の取組についての

総合評価もしていただきます。 

なお、評価の中で、改善方策などの御意見を併せていただけると幸い

です。 

具体的には資料 3-2を使って評価を実施していただきますが、最後に、

資料 3-1の下段の表に結果のとりまとめをお願いいたします。 

評価区分は、Ａが「順調に進捗」、Ｂが「一部遅れはあるものの達成

が見込まれる」、Ｃが「より一層の推進を要する」となっておりまし

て、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階での評価をお願いいたします。 

（資料 3-2） 

続きまして、資料 3-2を御覧ください。 

こちらが平成 29 年度の第４次総合計画後期基本計画の進捗状況とな

ります。 

１枚めくっていただきますと、平成 29 年度末時点の進捗状況を表で

まとめております。 

進捗状況の区分は、総合戦略と同様に◎○△ー（バー）の４種類とな

っております。◎と○を合わせた約半分の評価指標が順調に進捗して

いる一方、△となっている残り半分の指標につきましては、より一層

の推進を要する結果となっております。 

１枚めくっていただいた２ページ目からは、施策の大綱ごとに評価指
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標の進捗状況をまとめております。 

２ページの施策の大綱１では、９つの指標のうち、1-2 の「保育所待

機児童数」及び 1-4の「介護を必要としない高齢者の割合」の２つの

指標が◎ですが、その他７つの指標が△となっております。 

３ページから４ページの施策の大綱２では、11の指標のうち、2-1の

「指導内容等について近隣の小中学校と連携している学校の割合」、

2-4 の「スポーツ・レクリエーションの振興」に関する２つの指標、

2-5 の「図書館の入館者数」の４つの指標が◎、2-3 の「青少年健全

育成に関する事業参加者数」及び 2-5の「図書館資料の貸出者数」の

２つの指標が○、その他５つの指標が△となっております。 

４ページから５ページの施策の大綱３では、12の指標を設定しており

ますが、１点、訂正があります。 

3-3の「市民１人１日あたりのごみの排出量」のＨ29年度実績値が委

員の皆様のお手元の資料では、829.2 となっていると思いますが、正

しくは 800となりますので、訂正をお願いします。 

施策の大綱３の 12の指標のうち、3-1の「自治会参加率」、3-2の「多

様なライフスタイル関連事業の参加者数」、3-3の「環境負荷の少ない

まちづくりの推進」に関する２つの指標、3-4の「防災訓練参加者数」、

3-7の「消費生活に関する相談件数」の６つの指標が◎、3-2の「「ワ

ーク・ライフ・バランス」という用語と内容を認知している人の割合」

が○、その他５つの指標が△となっております。 

５ページから６ページの施策の大綱４では、12の指標のうち、4-4の

「利便性の高い道路網の整備・保全」に関する２つの指標、4-6の「治

山治水の推進」に関する２つの指標の合計４つの指標が◎、4-5の「持

続可能な公共交通」に関する２つの指標、4-7 の「豊かで良質な水道

の安定的確保」に関する２つの指標、2-8の「下水道整備面積の拡大」

の合計５つの指標が△。その他、4-1、4-2、4-3 の３つの指標がバー

となっています。 

６ページから７ページの施策の大綱５では、８つの指標のうち、5-1

の「中小企業相談事業の相談件数」、5-3の「農林業の振興」に関する

２つの指標、5-4の「夏祭り、五竜みどりまつりの集客者数」、5-5の

「人口の社会移動における転出者数」の５つの指標が◎、その他３つ

の指標が△となっています。 

７ページから９ページの施策の大綱６では、6-6 の「後期基本計画の

目標達成率」を除くと 11の指標が設定されております。 

このうち、6-1 の「広報・広聴の充実」に関する２つの指標、6-2 の

「ＩＣＴの活用による地域情報化の推進」に関する２つの指標、6-4

の「将来負担比率」及び「実質公債費比率」の６つの指標が◎、6-3

の「改善活動シートの職員一人あたりの記録件数」、6-4の「市税徴収

率」、6-6の「まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成率」の３つ
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の指標が○、その他２つの指標が△となっております。 

以上で、総合計画後期基本計画の評価についての説明を終わります。 

西野委員長 ただいま事務局から説明のあったとおり、総合計画は施策の大綱が６

つに分かれておりますので、施策の大綱ごとに評価を行い、最終的に

全体としての平成 29年度の進捗状況を評価していきます。 

委員の皆様は、施策の大綱の分野ごとの有識者として御出席いただい

ておりますので、それぞれの分野に精通している方に最初に御発言を

お願いしたいと思います。その後は、他の委員からも自由に御発言い

ただきます。 

資料 3-2の２ページ目から進めさせていただきます。 

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」」、健康・福祉の分野です。 

望月さんから、御意見と評価結果についてお願いします。 

望月委員 これで出席して２回目になるんですけど、前回は分からなかったんで

すが、今回は周りを見てきましたので、少し掴んできたつもりなんで

すが、特に市長の方針で子育て世帯の環境づくり、これに力を入れて

いるということで、その場面での進捗状況については概ね努力されて

いることを評価しているんですけど、「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」」ということでは、福祉とい

うことになると、生活の全てに絡む非常に広いものですので、全体的

に見れば目標値に向けて努力していると評価しているんですけど、課

題がありますのでその点についてお話をさせていただきます。 

まず、健康推進の関係なんですけど、非常に細かく展開をされてまし

て、特に健康マイレージについては、市民が非常に関心を持っている

ことが分かりました。 

寄り道ウォーキングなどもやっておりますけども、参加している人

が、同じ方がこっちもこっちもということでですね、健康な方が、も

ちろん健康だから参加できるんでしょうけど、同じような方が多く参

加されている傾向にあるように見えます。 

どうしても参加したくても参加できないという、参加できない理由に

ついて、よく把握して対応していただけないかと。 

例えば、なぜ参加しないのかとアンケートを取られても構わないと思

いますけど、足の問題だとかですね、色々ありまして、１ヶ所でやる

ときには参加しにくいということもあって、有線で今日は何がありま

す何がありますと積極的にやられてるんで、そのことについては評価

しますけども、参加できない方も多くおられますので、その方たちへ

の配慮といいますかね、それも一つ考えていただけたらどうかなと思

っております。 

子ども保育関係なんですけども、幼保の一体化ということで、民営化

についてはもう実施をされました、１ヶ所。 
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そういうことで、民間でできることは民間でやればいいわけなんで、

幼保一体化について、認定こども園化を今、研究段階でやっておられ

るようですけども、西にですね、こども園の幼保一体化の計画がある

ようなんですが、なかなかこれが具体化されておりませんので、ちょ

っとお話しさせていただきますと、須山地区とかですね、千福が丘、

こういうところにもこども園化の要望があるんですね。 

それで、千福が丘ひかり幼稚園は、幼稚園ですけど時間をオーバーし

ても預かっているというような現状がありまして、西だけじゃなくて

富２小あたりにですね、こども園という形であれば、須山地区とか、

ああいうところにも利用可能なんだなと思いますので、研究の段階な

んですけど、一歩前に進めていただいて、もっと早く実現できるよう

な形にならないだろうかと感じております。 

それから、待機児童ゼロなんですが、待機児童ゼロについては、４月

１日現在ではゼロなんですけども、途中でですね、待機児童になる。

そのために、そうならないように、うまくいくようにと母親が途中で

やめてですね、準備してるなんていうこともあるんですけども、そう

いうことで随時入園ということについては検討されているようなん

ですけど、本当に待機児童っていうのはゼロなのかなと。 

周りを見てもですね、そのために、母親が仕事してたのをやめて、そ

の対応をしていて、４月１日入れてもらう準備をしているというの

は、待機児童の中に入るんじゃないかなとか、取り方が分からなかっ

たものですから、できたらその辺をお聞きしておきたいなと思ってお

ります。 

それから、社会福祉の方についてですけども、高齢者の生きがいづく

りについては、お達者度もそうなんですけども、非常に健康寿命のこ

とについては良いんですけども、地域の中で今、厚生労働省が出して

いる地域共生社会、これは県もそれを取り上げて、市に投げかけてき

てますけども、具体的にどのように進めていったら良いかということ

で、昨日もお話しさせていただいてたりしたんですけど、一番良いの

は地域の中で福祉も含めた、今、区長制度がありますので、区長さん

にと思うのですが、区長は大変忙しいということで、また、なり手が

ないという現状がありますので、そこら辺を加味して、私は老人クラ

ブみたいなものがあると高齢者の介護は一番良いんですけど、これが

またリーダーになる人がいない、大変だということで、また色んなと

ころに集まる時には足がないので、今どんどん減っていってるんです

よ。それをカバーするために、今、サロン活動を重点的にしていただ

いているんですが、これはまた良いんですよね。 

介護にならないように、その事前の色々な対応ということで、あじさ

いというところでやってるんですが、これは評判が良いんですが、20

人ぐらいしか対応できないということで、そういう介護にならないよ
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うな予防をもう少し進めていけたらということで。 

今は国とか県が来てるのは、第２層の中で、そういう協議体みたいな

ものを作りなさいと言ってますけど、私個人の考えとしては、今、区

の単位がありますので、86区ですかね、そういう中できめ細かな対応

をしていくことによって、よりですね、高齢者の生きがいづくりとか、

健康づくりとか、そういうものにも生きるんじゃないかなと期待をし

てるんですけどね。 

お達者度が１位になっちゃったもんですから、昨日、老人クラブの開

会式に出たんですけど、男性万歳、女性は 12位だか 13位なんですけ

ど、女性の方はどこもお達者度すごいですから、男性が１位というこ

とは、裾野は大分、意識が高まってきたかなと思っているところであ

ります。 

それから、最後ですけど、障がい福祉の関係なんですけど、これは評

価ということではないかもしれませんけど、特別支援学校の入学式と

か卒業式に出させてもらうことがありまして、今まで色んな卒業式、

普通学校のなんかも出ましたけど、特別支援学校の卒業生の答辞がで

すね、普通の学校の子よりすごいんですよ。立派で。立派すぎて、な

ぜこの子がここにいるのかということが分からないぐらいだったん

ですが、そういうグレー系の方もね、いるんですよ。 

昔はそういうところには行かせないようにというのがあったのかも

しれませんけど、今はその子に合うというね、親も分かりきってやっ

ているおかげで、特別支援学校といってもですね、本当にそういう子

もいるんだなと、これは実感しましたんで、ここら辺についての対応

の仕方というのは、なかなか良いねと。昔と違うなぁ。子どもに適し

た道を進ませることができているんだなと、これは実感として受けた

ところです。 

ランクも言うんですかね。 

西野委員長 評価結果についてもお願いします。 

望月委員 前回は端からＢという形でやったんですが、Ａに近いＢなんですよ

ね。今度はＡに近いＢの評価で私は考えています。 

西野委員長 これは一応Ａ、Ｂ、Ｃということで、中間はないということですよね。 

事務局 

（服部企画政策課長） 

はい。 

西野委員長 それはコメントとして書けるようにしておいてください。 

Ａに近いＢということでございますが、各部長さん出ていらっしゃい

ますが、特にコメント、回答が必要な場合にはお願いしたいと思いま

すが、いかがですか。 

このままでよろしいですか。 

それでは、その他の委員の皆様から御意見をお願いしたいと思いま

す。山本先生。 
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山本委員 

 

 

私はちょっと違う見方をしてしまって申し訳ないんですけど、この印

の付け方をパッと見て気づいたのが、ある意味、市民個人の能力や資

質に負うものに関しては高い得点が出ていて、逆に、行政主導で支援

が必要なものについては殆ど△なんですね。ということは、行政の施

策としての評価なので、私自身はＣだなと申し訳ないけど思いまし

た。 

待機児童の問題については、ここら辺の地域全部が待機児童ゼロなの

で、基本的にはあまりそれを指標にするというよりは、それよりも質

の問題。先ほども仰いましたけども、一元化の問題ですよね。 

その方が大きい問題になっているかなと思うんですけど、一元化に関

しても、最近、私は浜松の方の主要教が文部科学省の事業を取得して、

調査をやっているんですけど、そこに参加させていただいて思ったの

が、私立幼稚園の園長先生たちというのは、幼稚園であることをどう

やって維持するかということに、今、必死なんですね。 

行政として一元化した方が保育料の問題とか助成金の問題とかを考

えると、メリットは確かに大きいんですけど、それに人がついていく

のかどうかという問題がどこの市町でも問題になっていまして、富士

も公立の方は徐々にしかなっていなくて、民間の私立幼稚園の方が危

機感が高くて、どんどん子ども園化しているという状況なんですね。 

だから、もしかしたらそれは行政主導でやるべきではないのかなと最

近考えてきたんです。 

なので、また、そこはそこで次の計画の時とかに、計画作成のための

話し合いの過程をしっかり通るということの方が大事かなというふ

うに思います。以上です。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

指標に全部、これだけで評価ということではないと思いますので、事

業の実際の他の状況等でですね、評価をお願いできればと思います

が、他に御意見いかがでしょうか。 

それでは、あと５項目ございますので、特に御意見がなければ、大綱

１の皆様方の評価結果、3-1 の資料を見ていただいて、Ａ、Ｂ、Ｃど

れにするかということでございますが、いかがでございましょうか。

今の議論では、望月さんの方はＡに近いＢということでしたけども、

山本先生からはＣということで。となると、何となくＢという感じに

なりますけど、そんなとこはいかがでしょうか。 

市川委員 

 

すいません、これで評価するわけですよね、基本的には。 

これで評価ということになると、はっきり言って、Ａが非常にパーセ

ンテージが低い。 

そうすると、◎が２、△が７となっていて、他と比較すると無茶苦茶

一番低い状況ですね。 

評価しなさいと表で渡されたら、これで評価すべきかなと。 
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西野委員長 

 

ただですね、評価の場合はＫＰＩだけで評価するのではなくて、実際

これから上向くよという準備ができているようなものは評価すべき

ですし、そういうのを実態として、評価していただけるとありがたい

んですけど。 

山本委員 

 

実績値が全部、昨年に比べて落ちているところがすごく多くてです

ね、支援の満足度とかも昨年に比べて約半分ですよね。 

西野委員長 

 

 

これは事務局からも少し答弁があるかもしれませんが、色んなアンケ

ート調査といいましょうか、そういうのはですね、かなり他の市町で

も年度によって物凄くこう変動しちゃうんですね。 

ですから、そういうバイアスもあるんですけども、確かに大きく落ち

ているような場合には課題だということになりますので、その辺も含

めて少し御了解いただけたらと思います。 

でも、何となく大勢としては少し厳しめになりますかね。 

望月委員 

 

より一層の推進を要するものが多いですけど、現実の項目がね、努力

しているところが非常に見えてきまして、前向きに捉えても良いので

はないかと思います。 

西野委員長 分かりました。 

他の委員さん、よろしいですかね、他に御意見があれば。 

では、一応ですね、指標的にはかなり厳しい、他の大綱の項目と比べ

てですね、ございますので、より努力はされているということではご

ざいますが、Ｂになっちゃうんですけど、Ｃの項目もあるよというこ

とで、より一層頑張ってくださいという感じで、いかがでございまし

ょうか。 

山本委員 29年度の指標をベースにして考えればということでした。 

西野委員長 分かりました。 

ということで、いきたいと思いますがよろしいでしょうかね。 

それでは、次に大綱２の方「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」」ということで、教育・文化の関係を山本

先生から御意見と評価をお願いします。 

山本委員 

 

ここは学校教育、スポーツ・レクリエーションの振興と、それから図

書館がすごく頑張ってるなというところなんですけど、特に今、人口

減少で、現実に人手不足が色々なところで出てきていて、生涯学習で

高齢者の再雇用が一番注目されているところで、そこに関わるところ

だけが△になってしまっているので、そこの部分を改善するカリキュ

ラムというか、色んなものを用意すれば良いということではなくて、

むしろ資格取得であるとか、それに直結した職業訓練とかを入れてい

くと、市が抱える問題に対してもアプローチできる、すごく重要な柱

になると思うので、そこへの改善の期待を込めて、ここの部分を差し

引いて、Ｂかなという感じがしました。 

西野委員長 ありがとうございました。 
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 他の委員の皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは、山本先生からはＢ評価ということでございますけど、Ｂ評

価ということでよろしいですか。 

特に御異議がなければＢ評価としたいと思います。ありがとうござい

ました。では、大綱２はＢということでございます。 

続きまして、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」」ということで、お二人の委員に絡むものであり

ますが、生活・環境、市川さんと奥野さん。奥野さんにつきましては、

御意見をということのようですが。 

御意見と評価をお願いします。 

市川委員 

 

 

29年度の市民１人１日あたりのごみの排出量が 800ｇまで来たと。こ

れはかなりの努力だなと思います。県下でもかなり良いところにいっ

たのではないか思いますし、他の指標も良いので、Ａでいかがでしょ

うか。 

西野委員長 それでは、奥野さんから御意見をいただければと思います。 

奥野氏 

 

裾野警察署生活安全課長の奥野でございます。 

今日はですね、評価する立場ではないんですけど、オブザーバーとい

うことで、一つ数字を持ってまいりました。 

私は交通安全ではなくて、防犯関係をやっているものですから、防犯

体制の充実というところに加味してお話しさせていただきますと、平

成 30 年の１月から６月まで、上半期の裾野警察署管内の刑法犯の認

知件数は 227件です。これは前年同期と比べるとマイナス 19件。 

平成 28年から 29年にかけて、刑法犯認知件数がグッと減ったんです

よね。 

要因は色々あると思うんですけど、今年上半期ではマイナス 19 件と

いうことで、刑法犯の認知件数は減少傾向というところであります。

また、市町別で言いますと、裾野市は 113件。前年同期と比べるとマ

イナス 18件。 

因みに長泉町は 114件で、前年同期でマイナス２件ということで、裾

野と長泉は大体同じぐらいの犯罪が発生しているということが言え

ます。 

この数字というのは、評価するしないは別として、一定の指標になる

ということは間違いなくてですね、県警としても、例えば、平成 30

年は刑法犯認知件数を何件以内にしますといった形でもやっており

ますので、当然、施策として目指す数値ということではありますけど、

先ほどどなたか仰ったんですけど、数値に捉われるとなかなか大変な

ところもありますので、前年の件数よりもどれだけ減ったというとこ

ろをしっかり分析をして、次の年にその都度その都度対策を取ってい

くということが大切なのかなと思います。 

そして、この目標値についてですね、私自身、これを達成しますとい
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うことも言えないし、達成できませんというのも言えない。 

要は、達成できるように頑張りますと警察としてはそういった形にな

ると思います。 

それについては、警察だけでは為しえないものでありますので、行政

だとか地域の皆様の御協力があってこそだと思っております。 

警察としては、昨年多かった犯罪、例えばオレオレ詐欺等の特殊詐欺、

これはですね、裾野警察署管内では増加傾向で、すでに上半期で 10

件発生しておりまして、前年より４件増えております。 

また、自転車盗も 25件発生。 

これは裾野市だけではなくてですね、長泉町も含めた数字なんですけ

ど、前年同期と比べるとプラス５件ということで、自転車盗でいえば、

主に裾野駅と下土狩駅等、ＪＲ御殿場線駅の駐輪場から盗られてるの

が多いよということでですね、やっぱり鍵をかけていないと、そうい

ったものもあってですね、今は駅の駐輪場も警戒とかですね、鍵をか

けましょうという通学指導をやっていただいております。 

そういったものはですね、どの程度浸透していくかということについ

ては、地道な活動になっていくものですから、すぐに形として出るも

のではないと思うんですけど、一番良いのは、駅なんかだとみんな停

めてますけど、自転車の鍵をしないと駅の駐輪場から出られないとか

ですね、そういうような絶対に盗まれないような、お金とヒトをかけ

ればすぐにできると思うんですけど、なかなかそうではなくて、本来、

犯罪未然予防というのは、一人ひとりが防犯意識を高めていっていた

だくという形になると思いますので、そのような活動もしっかりやっ

ていって、犯罪が発生すれば警察の方でしっかり捜査をして、犯人を

検挙していくという活動になっていくと思います。 

警察としては、生活安全課もそうなんですけど、地域防犯ボランティ

アさん、地域安全推進員さんていうんですけど、行政と防犯協会とい

うものを作りまして、警察としては、防犯協会の中に、地域安全推進

員がいてですね、裾野市では 40 名程度の方に推進員さんになってい

ただいて、普段から青色回転灯ですね、通称「青パト」と呼んでます

けど、青パトで市内を回ってもらったりですとか、今であれば、２学

期が始まって小学校や中学校のですね、登下校中の見守りなんかもや

っていただいております。 

そういった意味では、警察も行政も当然、人が限られている中でやら

なければいけないところをですね、どれだけ裾野を広げていくことが

できるかというのが大切なのかなと思っています。 

それで、裾野はそういった意味では、非常に意識の高い方が多いとい

うところであるんですけども、オレオレ詐欺に引っかかる、良い人が

住んでいるというところでもありますので、そういったところをしっ

かり広報・啓発活動していってですね、そういったところは警察だけ
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ではできませんので、皆さんの御協力をいただいていっていければと

思いますので、よろしくお願いしたいなと思っております。 

特に私の方は評価はしませんけども、防犯の取り組みということで一

つ御紹介させていただきました。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

それでは、他の委員から御意見がございましたらよろしくお願いしま

す。藤井先生、どうぞ。 

藤井委員 この評価自体を言うことではなくて、次の評価に向けてということの

話なんですが、交通安全対策の充実といったところで、交通事故発生

件数といったものが取り扱われているんですが、どちらかというと死

亡事故の件数として扱うか、あるいは事故件数として扱うか、そこを

よく御検討していただきたい。 

死亡事故件数自体は、全国的にも減ってはきているんですが、その中

で高齢者に絡む事故も出てきます。 

特に裾野市の場合には、市街化調整区域にかなり住まわれている方が

多いと。４割ぐらい住まわれているというところで、特に市街調整区

域に住まわれてると、なかなか車を手放さない高齢者が増えてくると

いうのが裾野の特徴的なことになるかもしれない。 

そうなってくると、高齢者が起こす事故といった側面が、「暮らし」

であるとか、あるいは「安心」といったキーワードに影響してくるか

なという気もしないでもないので、次の計画のときに、どういう指標

を具体的に設定するかよく御検討いただくと良いかなというふうに

思います。以上です。 

西野委員長 

 

次のときのアドバイスといいますか、御指導といった内容でありまし

たけども。 

他になければ、事務局の方でも何かありましたら。よろしいですか。 

では、評価の方にいきたいと思います。非常に指標も向上していると

いうことで、市川さんはＡ評価ということでございますが、いかがで

ございましょうか。犯罪件数も大分減りましたですからね。 

Ａ評価でよろしいですかね。ではＡ評価ということでございます。 

その次ですけども、大綱の４に入りたいと思います。 

大綱４は「豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」」、都市基

盤ということで、藤井先生から御意見と評価をお願いします。 

藤井委員 

 

まず、結論からいうと評価はＢということで付けさせていただきたい

と思います。 

ただ、この評価の中身が非常に難しくて、と言いますのは、利便性を

上げるような評価。それから、市民自らの満足あるいは不満足という

ものが評価軸になっているもの。それから、絶対起きてしまったら人

災としてとても大きな損害となってくるもの。 

ということで、かなり評価項目の中のウェイトが違うものが組み合わ
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さっているんですが、例えば「自然」と「暮らし」というキーワード

とすると、河川あるいは山地災害発生件数といったところがゼロだっ

たということが、市民の安全な暮らしをきちんと担保できたのか。 

風水害等ある中で、特に裾野の場合には、河川氾濫した場合に、水に

浸かってしまう住宅等、非常に多くある中で、それが担保できたとい

うことではＡ評価をあげたいところなんですが、その他の指標がまだ

これから頑張らなきゃいけないものがあると。 

ただ、一つは市の取り組みとして、できなかったというキーワードで

はなくて、例えば、持続可能な公共交通といったところでは、バス路

線の便数とか、その住民の不満足といったところ、これが上がってき

ている状況があるんですが、これは行政側がお金を投じても路線とし

て運行できないという事情が出てきたと。 

バスの運転手が確保できないということで撤退といったような動き

があって、お金をかけてもどうにもならない状況の中で、今、施策展

開をしていると。 

そういった面では、外部要因によって遅れは生じたものの、そういっ

た中で新たな取り組みとして展開しているといった位置づけがいい

かなというところで、Ｂという評価をさせていただきました。 

あとは、具体的な事業、数値としては展開してきているかなと思いま

す。以上です。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

非常に重要な御指摘がありまして、評価の場合ですね、市の施策評価

ということになろうと思いますが、市の力が及ぶところと及ばないと

ころ、外部環境の大きな変化とかですね、そういうものもございます

ので、指標だけで評価してしまうと難しいとこがあろうかと思いま

す。Ｂ評価ということでございますが、他の委員の方、御意見いかが

でしょうか。よろしいですか。それでは、御異議がなければＢという

ことで。 

では、大綱の４はＢ評価ということでお願いしたいと思います。 

続きまして、大綱５にまいりたいと思います。「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・経済ということで、鈴

木さんの方から、御意見と評価結果をお願いします。 

鈴木委員 

 

評価の方はＡという形で私は付けさせていただきましたが、先ほど話

がありました企業立地促進事業、これが３件で、補助金額が 6,840万

円はちょっと少ないかなと思うところで、まだ伸び代は十分にあるの

ではないかなと。 

そして、地域特産作物活性化支援事業、こちらですね、28 年度から

29年度に 1.1haそばの部分が増えたということで、こちらに関しては

ＫＰＩもそうなんですけれども、効果なんかが表れてくるともう少し

評価がしやすいのかなと。屋上緑化のように目に見える形にしてもら
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えたらなと感じました。 

そして、産業連携地域プラットフォーム、こちらは素晴らしい結果を

出していると思うんですけれども、中小企業相談に関しては、他の協

議会、会議の方でですね、評価基準を見直すべきではないかという意

見が出ていますので、私は見直すのではなくて、新しい評価基準を１

つ増やした方が良いのではないかと個人的に思います。 

そしてこのプラットフォーム、非常に有効利用されておりますが、Ｐ

Ｒの部分が、非常に、何て言うんでしょう、下手糞というか、勿体な

いという感じがあります。 

あとは、ＴＭＥＪの東北への流出ですか、これは、危機感が足りなか

ったということもきっとあるでしょうし、大企業とのコミュニケーシ

ョン不足もあると思いますが、実は私の周りにいるＴＭＥＪで働いて

いる方、４人ともやめます。移転が決まった時点で。 

そこで、地元で中小企業でも大企業でもいいんで、再就職しようとし

て、もう動いているんですね。 

なので、この産業連携地域プラットフォームのいわなみキッチンだと

かをうまく利用して、中小企業は非常に人材不足で困ってますので、

新たな活用場所として開拓していくとより良いのではないかなと思

いました。 

悪い点というか、課題もありますが、結果としてはＡ評価でいけたら

なと私は思いました。以上です。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

他の委員の方の御意見はいかがでしょうか。一応、私も産業関係、若

干御意見を。 

一つは、今、厳しいトヨタ自動車東日本の関係でですね、厳しい環境

になったんですが、前々から担当者を決めてですね、企業をウォッチ

してですね、あるいはトップセールスとか、色んな御用聞きをやって

たと思いますが、なかなか大企業の意思決定というのは、本社機能が

ないと難しいというのがあるのかなと思いますが、今、本当に良い御

意見をいただいて、鈴木さんから。そこからスピンアウトする人材を

いかに活用するかというのは、大きな宿題になろうかと思います。 

それから、欲を言えばですね、観光もですね、ここは一見何もないよ

うなイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、実は先ほど

田園都市というのもありまして、最近は里山サイクリングツアーなど

が外国人に人気を呼んでるんですよね。 

ですから、これだけの条件があるところなので、そういうものを観光

商品に作れる可能性があるんですよね。 

なので、是非そういうものにチャレンジしていただけたらなというふ

うに思います。私からは以上でございます。 

担当の部長さんから御意見ありますか。部長さん、よろしいですか。 
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倉澤産業部長 はい。 

西野委員長 分かりました。それでは市川さん。 

市川委員 

 

観光について言うと、「あさぎり」が「ふじさん」に名前を変えて、

御殿場まではずっと来続けています。 

そうすると、私は御殿場線で駿河小山に通ってるんですけど、小山町

というのは、無茶苦茶ゴルフ場があるんです。営業で会社によって

色々レベルがあるんですが、その一台は「ふじさん」が止まると、ち

ょっと服も、レベルの高そうな方々が 20 人ぐらい降りてきて、その

まま迎えのバスに乗るんです。 

他のゴルフ場は一人、二人みたいなんですけど、20人ぐらい、女性も

ミニスカートを履いたりして。 

だから、そういうふうに裾野も立派なゴルフ場があったりするわけで

すから、行政はそういうことはやらないと言わないで、ちょっとやり

過ぎぐらいのことをどんどんやっていくと新たな魅力ができるのか

なと。 

それから、自転車の話出ましたけど、裾野も含めて五輪のコースにな

っているわけですから、そういう使い方もあるかなと。 

そして、小山町はモータースポーツのまちになっちゃって、この間発

表してましたけど、負けちゃいけない。内容はいくらでもある気がし

ます。 

ちょっと情報だけなんですけど、以上です。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

他に御意見がないようでしたら、ここの評価へいきたいと思います

が、鈴木さんからはＡということで、今後の期待の含めてということ

ですが。よろしいですか。 

では、大綱５のところはＡということでお願いしたいと思います。 

大綱６でございますが、「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」」、行政経営ということで、私が分野の担当に

なっていまして、指標を見ると非常に◎が多くて、○が多くて、二つ

だけ△があるんですけど、指標を見るとＡにしたいところなんです

が、昨年度も同じように申し上げましたが、△の中で気になるのは、

職員の職務満足度がですね、下がっていてですね、それがＶ字回復し

ていないというのがですね、職務の量が多少減ったと思いますが、２

回を１回にして。 

この辺がですね、総務部長になるんでしょうか。 

ちょっと御意見いただけたらと思います。 

湯山総務部長 

 

総務部長の湯山と申します。よろしくお願いします。 

今、委員長から御指摘のありました職務満足度が減ったということで

して、これ自身の評価の元というのがですね、毎年、年末、10月とか

11月ぐらいにですね、自己申告書というものを職員からいただいてお
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ります。 

異動履歴とか、現在の仕事の状況という中でですね、仕事の量とか、

やりがいとか、満足度、興味、あと、その質問の次にですね、異動希

望とかある中の一つに、満足度ということを取り上げております。 

項目は５つありまして、１として「満足」、２は「やや満足」、３が「普

通」、４が「やや不満」、５が「不満」という５段階で評価をいただい

ております。 

「満足」、「やや満足」というのを満足度の指標にしてですね、パーセ

ンテージを挙げております。 

数字上、なぞ落ちたかという部分ですけど、「不満」が上がったので

はなくて、「満足の」エリアから「普通」のエリアに 10人程度動いて

いる。分母数が 300ちょっとなものですから、３パーセントぐらい動

いていることになります。 

中身の分析は難しいんですけど、色々分析する中でですね、一つ私ど

もが感じているのは、上司と部下とのコミュニケーションが不足して

るんじゃないのかなというような感じを持っています。 

その辺は特定の部署ということではないんですけども、そういうイメ

ージがあったりするものですから、職員の仕事のモチベーションを上

げるには、職員の満足度を上げる必要がありますので、今後の対策と

しまして、職場内の意見交換とかで、まずはコミュニケーションを取

っていただいてですね、そういうことをより強く進めていくことが大

事かなと考えております。以上です。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

大変厳しい環境の中での仕事ということでございますけども、数字に

一喜一憂ということではないんですけど、やはり対策、福利厚生とか

は随分頑張ってらっしゃるようですけど、是非頑張っていただけたら

なというふうに思います。 

他の委員の皆様、はい、山本先生。 

山本委員 

 

私も職務満足の問題は、すごく大きいなと思っていて、裾野市は他の

行政よりも手当の比率というか、それが高いんですよね。 

うちも公立の園の子たちの初任給とかを見てましても、他の市町より

は高いんですね。 

そうすると、給与面ではないところの問題ということになると、シス

テムのことを考えないといけないのかなと思ってます。 

就業継続の支援というのが、今、どこの役所も取り組まなきゃいけな

い状況になっているという話を聞いてます。特に女性の雇用は、比率

的にも目標値が出されていたりして、ここはいつも思うんですけど、

市のトップの方々がいて、圧倒的に女性がいないんですよね。 

他の市町のこういう会議でこういう比率はあんまり最近ないという

か、富士市なんかも課長さんとか部長さんクラスに女性がいらっしゃ
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るので、なんかちょっと就業支援に関するシステムとか、そういうと

ころをもう一回見直す必要があるのかなと感じているのが１点です。 

それからもう一つなんですけど、先ほど、鈴木委員から広報が下手と

いう話があったんですけど、天気予報のバックに流れるやつで、今、

磐田市がやってますよね。御覧になったことありますか。 

うちの常葉大学も今度やりますけど、天気予報のバックで磐田市がコ

マーシャルを作ってやってるんですよ。「住みやすいまち」って言っ

て、施策を紹介したりとか、テレビＣＭに乗せるような時代になって

きていて、やっぱりその売り方がちょっと下手だなと思っていて、例

えば、私の領域ですと先ほど外国人のＡＬＴの活用の話なんですけ

ど、例えば今、民間園さんでも英語教育に力を入れてますよと言って、

ネイティヴの人を入れますって言うと、保育料にプラスアルファで別

料金で取ってるわけですよ。 

だけど、これは公立でやってるから別料金じゃないじゃないですか。

でも、こういうのを前面に売り出していくと、若いお母さんたちは相

当刺激されると思うんですよ。だったら裾野の公立に通わせましょう

ってなると思うんですね。 

だから、もうちょっとマーケティングを視野に入れた広報の政策とい

うのをもうちょっとこうアイデアを出せる場があると良いのかなと

いうふうに私は感じています。 

西野委員長 

 

ありがとうございました。 

そうですね、マーケティングの手法を使って市を売り出すというか、

一生懸命士気の向上をですね、含めて対策を講じるということで、御

提言がありましたので。それでは、評価の方にいきたいと思います。 

本当にＡにしたいところなんですが、１点、引っかかりましてＢにし

ておりますが、いかがでしょうか全体としては。 

では、少し厳しめではあるんですがＢということでよろしいでしょう

か。では、大綱の６はＢということでございます。 

では、全体の評価をしたいと思いますが、もう一度確認しますと、大

綱１、健康・福祉がＢで、教育・文化もＢ、生活・環境がＡ、都市基

盤、Ｂ、産業経済、Ａ、行政経営、Ｂということでございます。 

最後にですね、全体の評価へいきたいと思いますが、これはいかがで

しょう、御意見。 

藤井委員 Ｂでしょうね。 

西野委員長 

 

 

 

 

 

そうですね。分かりました。 

一応、昨年度よりは良くなりましたが、やはりまだＢということでご

ざいます。是非、今年度頑張っていただきたいと思います。 

では、全体はＢということで、評価になりました。以上でございます。

積極的な御意見をいただきまして、参考になるのではないかというふ

うに思います。 
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では、私の方の議事は終わりましてですね、進行を事務局へお返しし

たいと思います。 

事務局 

（坂田課長代理） 

西野委員長、ありがとうございました。 

 

４ その他 

氏名 内容 

事務局 

（坂田課長代理） 

次第の４、その他としまして、委員の皆様から他に何かございますで

しょうか。 

藤井委員 

 

 

資料１のパワーポイントの２ページといったところで、先ほど田園未

来都市のお話をされたところのベーシックな部門のシビックプライ

ドというキーワード、ここのところなんですけども、市民の誇りです

よね。どちらかというと、地域の愛着という言葉にもつながる内容で

んすが、矢印から見ると、シビックプライドをベースとして、市民が

協働あるいは広域でつながって、まち・ひと・しごとをするんだと、

そういった方向軸に見えるんですね。そのときのシビックプライドと

いったものを市としてどういう形で評価されているのか。 

それがもしもあればお伺いしたいし、もしもなければ、何かそういっ

た基盤となっているものの現状をどう評価していくのか。是非、御検

討いただきたい。 

首都圏の方でも、このシビックプライドをやっているところがござい

まして、大体、市民満足度調査とかから数字で出すんですけど、その

中で見ると、色んな自治体ベースでバラバラなんですね。 

裾野が胸を張って出せるシビックプライドって一体どれぐらいかと

期待するところもあるので、今すぐお答えいただくことはないので、

一度御検討いただきたいなと思います。 

事務局 

（坂田課長代理） 

他に御意見ございますでしょうか。 

そうしましたら、事務局から１点お知らせがあります。 

今年度の評価委員会の開催は、本日の１回のみとなりますので、委員

の皆様からいただいた御意見につきましては、対応方針を庁内で取り

まとめ、後日、委員の皆様へ送付させていただきますので御承知おき

ください。 

 

５ 閉会 

氏名 内容 

事務局 

（坂田課長代理） 

皆さま、長時間に渡り活発な議論をいただき、誠にありがとうござい

ました。これをもちまして、平成 30年度裾野市総合計画等評価委員

会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 


