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令和元年度裾野市総合計画等評価委員会 議事録 

 

日 時：令和元年７月 30日（火）15：35～17：45 

場 所：裾野市役所地下会議室 

出席者：＜評価委員８名＞ 

望月康男委員、山本睦委員、一之瀬徳博委員、市川加代子委員、藤井敬宏委員、

岩瀨光正委員、出口謙一郎委員、西野勝明委員 

＜関係部長等 10名＞ 

 芹澤行政経営監、西川企画部長、鈴木環境市民部長、小林健康福祉部長、 

影嶋建設部長、杉山教育部長、永田議会事務局長、水口市長戦略監、 

石井子育て支援監、細井水道事業管理監 

＜事務局４名＞ 

     企画政策課 加藤課長、渡瀬主幹、長田係長、勝間田主席主査 

≪内容≫ 

１ 開会 

氏名 内容 

事務局 

（渡瀬主幹） 

委員の皆様には引き続きの会議となりますけれども、お疲れのところ

大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから、令和元年度裾野市

総合計画等評価委員会を開会いたします。 

引き続き司会を務めさせていただきます、企画政策課の渡瀬です。よ

ろしくお願いいたします。 

皆様のお手元に委嘱状を置かせていただいております。委員の任期は

本日から令和３年３月末までの２年弱となっております。 

よろしくお願いいたします。 

委員の皆様にはあらかじめ本日の会議資料を送付させていただいて

おりますが、お持ちでない方はいらっしゃいますか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、本日の資料を改めて確認させていただきます。 

 次第、座席表、名簿 

 資料１－１ 平成 30年度第４次裾野市総合計画後期基本計画 

      の評価 

 資料１－２ 平成 30年度総合計画基本目標進捗状況評価書 

 資料２－１ 平成 30年度裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦   

略の評価 

 資料２－２ 平成 30年度総合戦略進捗状況評価書 

 資料２－３ 地方創生推進交付金事業【平成 30年度実施事業】    

達成状況評価書 

 資料２－４ 裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂方針  

 参考資料  裾野市総合計画等評価委員会設置要綱 
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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いたします。 

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。 

最初に、企画部長の西川から、御挨拶申し上げます。 

 

２ 挨拶 

氏名 内容 

西川企画部長 改めまして御挨拶申し上げます。 

本日は、先ほどの総合計画審議会に引き続き、大変お疲れのところ申

し訳ありませんけれども、御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

本評価委員会は、元号が平成から令和になって、また、委員の任期が

改まってからの初めての評価委員会となりまして、公私ともに御多忙

のところ申し訳ないですけれども、来年度末までの約２年間の任期、

是非ともよろしくお願いしたいと思います。 

この評価委員会につきましては、先ほどの総合計画、それから、裾野

市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の進捗状況につきまして、

委員の皆様から外部の視点、または経営的な視点から、客観的に評価

をしていただくことによりまして、効率的かつ効果的で質の高い行政

運営を図るために開催するものであります。 

昨年度までは、総合戦略の評価を「まち・ひと・しごと創生会議」に

て行っておりましたが、今年度からは本評価委員会において、総合計

画並びに総合戦略の平成 30 年度の実績に対する評価を行っていただ

くということになります。 

過日開催されました庁議メンバー、市長以下、部長職になるんですけ

ども、そこの総合計画推進本部にて、総合計画及び総合戦略における

取組の進捗状況の点検、自己評価を行っております。 

委員の皆様からの御意見に対しまして、今後対応方針をお示しすると

ともに、下半期の基本事業への反映ができるものにつきましては、必

要事項を担当課長に指示を出すという形を取りまして、一層の進捗を

図ってまいりたいと考えております。 

２時間という限られた時間ではございますが、皆様の御協力をお願い

いたします。 

 

３ 委員長選出 

氏名 内容 

事務局 

（渡瀬主幹） 

ありがとうございました。 

続きまして次第の３、委員長選出に移ります。 

本日の裾野市総合計画等評価委員会は、任期が改まってから初めての
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開催となりますので、議事に入る前に委員長の選出を行います。 

参考資料の「裾野市総合計画等評価委員会設置要綱」を御覧ください。

要綱第５条第１項により、委員長は委員の互選によって定めることと

なっておりますが、いかがいたしましょうか。 

差し支えなければ、事務局から提案させていただいてもよろしいでし

ょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

ありがとうございます。 

それでは、事務局からは、子育てや教育分野の専門家であり、これま

でにも本評価委員会の委員として携わっていただいております、常葉

大学保育学部教授の「山本委員」を推薦いたします。 

委員の皆様、いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

ありがとうございます。 

委員の皆様から、意義なしのお声をいただきましたが、山本委員いか

がでしょうか。 

（山本委員、応諾） 

山本委員から応諾をいただきましたので、本評価委員会の委員長は、

山本委員にお願いいたします。山本委員は、委員長席へ御移動をお願

いいたします。 

それでは、山本委員長から、一言御挨拶をお願いいたします。 

山本委員長 改めまして、こんにちは。 

常葉大学の山本睦です。 

今回はじめて「長」なるものをやらせていただきまして、西野先生の

ように上手に運営できるとは思っていませんが、委員の皆様に是非御

助力いただいて、何とか切り抜けたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

 

４ 議事 

氏名 内容 

事務局 

（渡瀬主幹） 

ありがとうございました。 

それでは、次第の４、議事に入ります。 

以後の進行は要綱第５条第２項の規定により、山本委員長にお願いし 

たいと思います。山本委員長よろしくお願いいたします。 

山本委員長 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。 

円滑な進行に御協力をお願いいたします。 

議事（1）「平成 30 年度第４次裾野市総合計画後期基本計画の評価」

について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（加藤課長） 

引き続き、企画政策課長の加藤から説明させていただきます。 

お手元の資料１－１を御覧ください。 
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平成 30 年度第４次裾野市総合計画後期基本計画の評価という資料に

なります。 

まず、１番の「総合計画の評価方法と基準」につきましては、総合計

画には、６つの施策の大綱がございますので、各大綱ごとに A～D の

評価をしていただきます。 

そのうえで全体評価をしていただきます。 

後ほど説明させていただきます資料１－２には、各施策の柱の進捗状

況を◎、○、△で表した定量評価と各部局の取組みによる定性評価を

記載してございますが、それらを組み合わせて総合的な評価をお願い

いたします。 

御審議いただいた結果につきましては、資料１－１の２「総合計画の

評価結果」の表の右端にある「評価」の欄に、それぞれ A～D の評価

結果を御記入いただき、最後に全体評価の結果を御記入いただきたい

と思います。 

後ほど、評価結果につきましては口頭でお伺いさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、次に資料１－２を御覧ください。 

こちらが第４次総合計画後期基本計画の達成目標進捗管理の結果と

なります。 

まず、１枚開いていただいて、裏側になりますけれども、１ページを

御覧ください。 

進捗状況の判定方法ですが、凡例にも書いてございますが、◎は、平

成 30年度の実績値が、期待値以上。「期待値以上」というのは、単年

度ごとに設定した目標値以上ということです。〇は、平成 30 年度の

実績値が、前年度の期待値に単年増分の７割を加算した値以上、△は、

実績値が一重丸未満の数値、というように、三段階で進捗評価をして

おります。 

－（バー）は現時点で実績値が確定していない指標となります。 

全体としましては、◎の割合が 46％、〇が 1.6％、△が 46％、－（バ

ー）が 6.4％と、目標の達成が見込まれるものと、より一層の推進を

要するものがちょうど半々ぐらいの結果となっております。 

それでは、２ページを御覧ください。 

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」」になります。 

定量評価としましては、９つの評価指標に対し、◎が４つ、△が５つ

となっております。 

定性評価につきましては、主に△のものについての補足の説明を入れ

てございます。 

全体としましては、一番上にあります、「健康であると答える人の割

合」や上から６個目の「医療の満足度」が△から◎になるなど、昨年
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度よりも数値が良くなっております。 

ただし、上から３番目の「０～４歳人口」につきましては、市としま

しても、産婦検診・産後ケア事業に力を入れているほか、こども医療

費助成なども行っておりますが、全国的な流れもあり、なかなかハー

ドルの高い指標となっております。 

続きまして１枚めくっていただいて、３ページを御覧ください。 

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」」になります。 

定量評価としましては、11の評価指標に対し、◎が５つ、△が６つと

なっております。 

昨年度と比較しますと、施策の柱の３番、「青少年健全育成に関する

事業の参加者数」が〇から△になっております。 

図書館につきましては、一番下の「入館者数」が昨年度よりも減少し

ておりますが、その上の「資料の貸出者数」については増加しており

ます。 

文化センターにつきましては、１階のスペースを無償で使用できるよ

うにしたことにより、利用者数が増加しております。 

引き続き、４ページを御覧ください。 

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」」になります。 

定量評価としましては、12の評価指標に対し、◎が６つ、〇が１つ、

△が５つとなっております。 

全体としましては、概ね順調に推移していると考えておりますが、施

策の柱５、６、８にあります、「犯罪発生件数」や「交通事故発生件

数」、「火災出火件数」などは、市の取組以外の要因によって結果が左

右されてしまう難しさがあると感じております。 

１ページめくっていただいて、５ページを御覧ください。 

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」」に

なります。 

定量評価としましては、12の評価指標に対し、◎が６つ、△が４つ、

－が２つとなっております。 

施策の柱の５番目にあります公共交通の関係では、「バスに対する満

足度」や施策の柱７番にあります「水道の有収率」、「水道に対する改

善要望件数」につきましては、△の結果となってはおりますが、昨年

度よりも数値に改善が見受けられます。 

続きまして、６ページを御覧ください。 

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」」になります。 

施策の柱２の「市民一人当たり所得」を差し替えさせていただいてお

ります。 
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定量評価としましては、８つの評価指標に対し、◎が５つ、△が３つ

となっております。 

昨年度と比較しますと、「市民一人当たりの所得額」が△から◎にな

っている反面、一番下にあります「人口の転出者数」は◎から△とな

っております。 

続きまして、７ページを御覧ください。 

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」」になります。 

定量評価としましては、12の評価指標に対し、◎が３つ、△が７つ、

－が２つとなっております。 

施策の柱５の「職員の職務満足度」につきましては、年々低下傾向に

ありましたが、昨年度よりは若干数値が改善しております。 

施策の柱２にあります「データ利活用」につきましては、市としても

積極的に取り組んでいるのが結果に表れていると考えております。 

説明は以上になります。 

山本委員長 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、最後に計

画全体の評価をします。 

まず、それぞれの分野を担当する委員から御発言をお願いしたいと思

います。時間の都合上、御発言は３分程度でお願いします。その後は、

他の委員からも自由に御発言いただきますが、１分野、大体７分目安

で進めろということですので、是非、御協力のほどお願いします。 

それでは、資料１－２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」」です。 

まずは、望月委員から、施策の大綱１の進捗状況に対する御意見と個

人の評価結果についてお願いします。 

望月委員 それでは、大綱１の「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」」について、評価をさせていただきたいと思う

のですが、裾野市はお達者度、男子ナンバーワンでありますけども、

その前までは男子が９位で、女性が７位ということだったんで、大分

これだけ見ただけでも、評価できるのではないかと思うんですが、こ

の２番目にある△の「健康づくりの支援への満足度」につきましては、

上にも書いてありますけども、福祉保健会館の大規模改修、これはあ

まり関係ないとは思ってますけども、これは若い人と言いますか、市

民アンケートでやってるんですね。 

ですから、全体から見たら、満足度はもっとあるんですけど、市民ア

ンケートで 20代から 50代ぐらいの方もやってるんで、なかなか働き

盛りでこういうものに参加できないということから、こういう結果が

出たんだと思うんですが、全体から見るとですね、裾野は田舎なもん
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で、広いところが沢山ありましてね、高齢者が毎日、今朝もやってま

したけども、グラウンドゴルフだとかなんかで、そういうのがお達者

のトップになったのか分かりませんけど、そういう意味ではですね、

捉え方が疑問だなと。一生懸命色んなことをやっていただいて、寄り

道ウォーキングも今日火曜日だからやってまして、大体１回に 70～80

名ずつ出てるんですけれどもね、そういう意味では◎になってます

が、２番目の△というのが、捉え方を改善してもらった方が良いのか

なと思ってます。 

それから、あとは取組内容のところを見れば分かるんですけども、４

番目のですね、「民生委員・児童委員の相談指導件数」ですけども、

これはちょっとおかしいんじゃないかと。目標値が 3,000に対して、

2,417 ということなんで、△になってますけども、裾野市の民生委員

については、２人ほどまだ欠のところがあるんですが、非常に一生懸

命やっていただいておりまして、その相談件数が 3,000に対して減っ

てることについて、△と。減ってるのは◎じゃないかなと。思いませ

んかね。ということで、この捉え方と言いますか、目標値の設定がお

かしかったのかなと思ってます。 

あとは、◎のところについては、それなりに一生懸命やっている。今、

サロン活動なんかは、えらい積極的にやっていただいているんで、◎。

自立支援の方は、これも良くやってるんですよね。 

ということで、目標値の捉え方については、これは改善をしていただ

かないと。相談が減ってるということは、良い方向じゃないのかなと。

ところがこれは、そこまで行かないとダメだという捉え方なんで、こ

こは改善していただく、ということで、全体的に見ると、Ａというと

ころまでは行かないんで、私としてはまた同じくＢかなと思っていま

す。 

山本委員長 ありがとうございます。 

それでは、他に御意見ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

私自身も毎回言ってますけど、評価方法が市民に対する無作為抽出の

サンプリングをされていますが、今、望月委員が仰ったように、やっ

ぱり利用者に評価をしてもらうっていう評価の方法を少し検討され

てみてはどうかなと私自身も思っていますが、いかがでしょうか。 

小林健康福祉部長 健康福祉部長の小林です。ありがとうございます。 

意識調査で対象となっていない世代のところということで、御指摘を

いただいてますので、例えば個別計画の際に、毎年は取れないんです

けど、個別計画のアンケートですと、対象者は絞られてくるので、そ

ういったものの活用ですとか、最終の５年、前期計画であれば５年後

の目標値に向かっていくというようなことをメインに考えれば、そう

いったことが可能だと思っております。 
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それから、望月委員の方から御指摘のありました、この件数につきま

しては、全くそのとおりでございまして、相談の環境が変わってきた

ということで、色んな選択肢がある中で、民生委員さんの方で、その

場で解決ができていれば、その後の相談件数としては上がってこない

というケースもありますので、これら指標の捉え方につきましては、

第５次では違う方向で考えていきます。 

山本委員長 できれば、毎回言ってるんですけど、調査方法を検討する何かしらの

プロジェクトを立ち上げた方が良いかなというふうに思います。 

やっぱり実態を知るということの方がすごく大事で、定量的なものだ

けでは分からないことがすごく沢山あると思っているので、やはり定

性的なところがアプローチできるというところを踏まえて何かしら

考えていただければ良いかなというふうに思っております。 

これは全体にわたることです。ありがとうございます。 

他に大丈夫でしょうか。大綱１に関してはよろしいでしょうか。そう

しましたら、次に進めさせていただきます。 

資料１－２の３ページ目をお開きください。 

≪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」」です。 

施策の大綱２は、私が担当になっておりますので、まず、私から意見

と評価結果を申し上げます。 

先に評価結果からですと、やはりＢという形にさせていただきたいと

思います。 

評価のポイントとしましては、まず一番上の「将来の夢や目標を持っ

ている児童生徒の割合」というところで、これも定量的な調査なので、

何とも言えないんですけれども、これからの教育に関して、やはり、

60％以上の子どもが今は無い仕事に就かなきゃいけないという、非常

に不確定な未来を生きていかなきゃいけないので、この指標は以前に

も増してすごく重要なところを扱っている指標だなと私は考えてお

ります。 

小学生が期待値を上回っていたんだけど、中学生で期待値を下回って

いるというのは、多分、ほんものの学習という「本物」、オーセンテ

ィックというところが、うまく機能していないことの表れではないか

なと私自身は考えてます。 

小学生までは、みんな団体で連れられて、自分の知らない世界のとこ

ろへ出会わせてもらえるだけで OK なんですけど、基本的に発達の問

題で言いますと、11、12歳になると、客観的に自分が何が得意で何が

不得意かということについて、客観的に自分を見るということができ

るようになってきますので、自分の将来とか自分の進路ということに

対して、より現実味を持つようになってくる段階で、達成ができなく

なるということは、逆に言うと、子ども自身に対して、本来のキャリ
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ア教育という意味での本物との学習がうまく機能していないのでは

ないかというふうに思われます。 

ですので、ここに関しては、教員研修を含め、何かしらちょっと改善

策を考えないといけなくて、やはりクラス全体で同じことをやるって

いうやり方は、もうダメだと思っているんです。 

ですので、何かしたらこちらは手を打っていただきたいなと期待を込

めて、減点にさせていただきました。 

それから、図書館のことについてなんですけど、人数が減ってるけど、

貸出者数が増えているというのは、とても良いことだと私は思ってい

ます。それだけより深く図書館と関わるという人が増えたということ

なので、これは良い点だなと思っています。 

なぜＡ評価が付けられなかったかというところなんですけど、２点目

として、青少年の健全育成のところの数値が下がったということで、

これはやはりイベントでどうにかしようというところが問題だった

のかなというところもあり、イベントへの参加がマンネリ化してきて

しまっているのかなというのがあります。 

人口の減少の度合いから考えれば、これは当然のことながら減ってい

くものだと思いますし、期待値の修正を図らないといけないのかなと

いうふうに思いますが、それだけではなく、継続的に何かをするって

いう体制を取らないといけないのかな。１回１回イベントで打ち上げ

花火状態になっているのではないかなというところも含めて、何かし

ら継続して参加者がどんどん広がっていくような事業を展開してい

ただければなというふうに思いました。以上です。 

他に何かここの部分について御意見ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

では、ここのところはＢという形で評価の方を決めさせていただきた

いと思います。 

続いて、資料１－２の４ページ目をお開きください。 

≪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」」です。 

一之瀬委員と市川委員から、御意見を伺いたいと思います。 

それでは、まず、一之瀬委員からお願いします。 

一之瀬委員 それでは、まず、私の方から。私は消防行政をやらせていただいてい

る身でして、この評価をさせていただくということに関しては、どう

なのかなというところがございます。 

ただ、いただいた資料の中で、私なりに感じたことを今日ここでお話

させていただけたらと思います。この４ページの△だった５番から８

番について、自分なりに考えたんですけれども、私は今、構成市町に

いて、三島の方で勤務しておりますけれども、５番の「防犯体制の充

実」という意味合いでは、裾野市は私が見る限り、持てるツールを有
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効に活用して、同報無線であったり、メールであったりということで、

市内でこういった事件・事故が多発してますよということで、市民の

方に周知していると。大変ありがたいなと思っております。 

私も高齢者と一緒に生活しているものですから、オレオレ詐欺とかそ

ういったことがありますよということで御案内いただいていること

は心強いなと思っております。 

それから、定性の評価の中で、「交通事故」、それから「火災の件数」

については評価がしにくいということが書いてございますけれども、

特に私は消防職員ですので、火災の件数につきましては、皆さんしっ

かり防災意識を持っていただいて、昨年も確かに期待値は下がってお

りますので、これは消防行政を担うものとして、大変申し訳ないなと

思っておりますけれども、裾野市内で昨年は全焼火災が１件だけでし

た。 

他には、建物火災が全てボヤでございました。出火件数がこの評価指

標に入るということで、消防行政としては辛いところもあるんです

が、裾野はインターチェンジを抱えているということもございまし

て、上りの御殿場、下りの沼津インターまでは、裾野の火災というこ

とで、東京から 100km圏内にあるインターチェンジになりますけれど

も、ここから沼津インターまでの 20km 圏内まで、どうしても車両火

災等の他の要因、努力だけでは足りない要因で出火があります。 

そういうことでは、今後、消防行政に気をつけていかなきゃいけない

かなと思っております。 

あともう１点、消防団の関係は、実質私どもの業務ではございません

けれども、年々消防団員は減っておりまして、昨年の平成 30 年４月

１日現在では、前年に比べて全国で消防団員の方は 6,000名ちょっと

減っております。全国でそのぐらい減っているということですね。 

逆に常備の職員は 1,000人ぐらい、大きな災害等もありまして、1,000

人ぐらい増えているんですが、私の評価しては、消防団の持つ地域密

着性ですとか、何か事が起こった時の動員力ですとか、そういうこと

を持っている、備えている団体が減ってしまって、給料で動く消防職

員が 1,000人ぐらい増えたという意味では、全国的に消防力が落ちて

いるのかなと心配しているところがあります。 

そういった中で、裾野は定数 240に対して９人の減ということで、私

が今、勤めております消防組合の中の三島、長泉に比べたら、まだま

だ充足率は、実際、減で足りないわけですけれども、高い方かなと思

っております。団員の方、行政の方、一丸となって団員確保に向けて

は、区長会の方にも御尽力いただいて、努めていただいているという

ことでは、消防団員の団員数、それから先ほどお話ししました防犯体

制の充実というところは、△じゃなくてもう少し良い成績でも良かっ

たのかなと私は考えておりまして、評価するのはおかしいなと思いま
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すけれども、私はＢでも良いのかなというふうに考えております。私

の方は以上です。 

山本委員長 ありがとうございます、では、市川委員、お願いします。 

市川委員 はい。専門とするとなかなか難しいところはあるんですが、「環境負

荷の少ないまちづくりの推進」というところについては、ずっとやっ

てきた仕事なので。 

上の方の「環境イベント・環境教育講座の開催回数」というところは、

これは市役所の職員が頑張ってやっていて、やっぱりやればやっただ

け盛り上げることができるので、◎というのは非常に良いと思いま

す。 

それから、「市民１人１日当たりのごみの排出量」、これが基本的に、

環境意識が高いか低いかのバロメーターに確実になっていると思い

ます。 

ただここで、それだけじゃないというところは、事業者からの一般廃

棄物、これが一緒に割り算されるので、ここが少ない多いというのを

判断の中に入れてきても良いのかなと。今はこういう出し方で決まっ

てますから良いんですけど。それからあと、割る人数なんですけれど

も、なぜか今、外国人を抜いているんですね。そうしますと、外国人

がいっぱいいるところは、よく浜松市が言うんですけど、うちはそれ

が抜かれなければ凄く少ないんだけどなと言うんですけど。 

そういったところもあるので、もう結構良いところまで数字が来てい

るので、そういうところも段々気にして、これがあるからかもしれな

いねという認識もあっても良いのかなと思います。 

ですから、ここのところについては、Ａで良いと思ってます。それか

らあと上の方なんですけど、ごみ拾いとかは、自治会の力、区の力が

ないと協力が得られないので、この辺の数がしっかり出ているのは良

いことだと思います。以上です。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

他の委員の方、何かございますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

そうしましたら、今お２人の中で、ＢとＡと分かれているんですけど、

どうしましょうかね、この大綱については。 

市川委員 Ｂでもしょうがないですかね。 

山本委員長 はい、総括していただいてＢということで。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、今度、続いて大綱４、資料１－２の５ページ目をお

開きください。 

≪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」」

です。 

藤井委員から、御意見と評価結果をお願いします。 

藤井委員 まず結論的に言うと、評価ですが、今年ぐらいじゃないとＡが付けら

れないなという気がしておりますので、Ａを付けたいと思います。 
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というのは、期待値を込めたＡということで、今、丸が付いている中

身として、「計画を策定した」というところがあって、計画どおりに

物がきちんと作られたと。 

あと、これがどう実現できてくるかというところに、まだ難しさがあ

ると思っていますが、やはり、立地適正化計画あるいは土地区画整理

事業の事業計画の変更、こういったものが着実に期間内に達成できた

ということで、裾野の将来のまちづくりの枠組みといったところが、

しっかり計画的に見えたなといったところで、これはかなり念願のと

ころだったかなと思いますので、達成できたんだろうと。 

それから、真ん中の方に△のところで、「バス路線」といったところ

があるんですが、これは何と言いましょうか、頑張ってもなかなか難

しい事情が社会的な背景としてバックボーンにあるということで、や

はりバスの事業者、交通事業者そのものが維持継続できない状況が、

この裾野の場合には、一つ大きな負担になっていると。 

そういった中で、計画変更あるいは計画作りをしていっても、なかな

か直接的に市民の方の満足度を上げるっていうことは、現状では行政

側が取り組んだとしても、なかなか難しいだろうというのは、率直に

思います。 

ですので、△といったところは、私は△以上の取組を取り組んでいる

という思いを持っておりますので、ここは見飛ばした形の中でという

形になっております。 

その他、下のところの△の水道、こちらはやはり水道の整備事業の面

積比率を上げていくというのは、なかなか地道な作業で、時間のかか

るもので、目標には至ってないんですが、着実に進んでいるという傾

向は見えています。 

特に、裾野の場合には、都市計画区域といった中で、市街化区域に住

まわれているところの整備率を上げていくというところは、確実に全

く問題ないかなと。それができていくのは良いんですが、広域の調整

区域なんかもある中で、そういったところの水道といったような問題

も含めて考えなくちゃいけないと。そうなってくると、他の自治体が

抱えている整備計画よりも、非常に大きな負担をそもそも裾野は抱え

ているというふうに私は認識しておりますので、そういった中では、

よく頑張れているんだろうと。 

ですので、今年度は是非とも期待値を込めたＡを付けたいというふう

に思っております。以上です。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

期待値を込めたＡということで、評価をいただきましたけれども、他

に何かございますでしょうか。 

市川委員 一ついいですか。一番下なんですけども、下水道整備はある程度進ん

でいると思うんですけど、そろそろこの、発想的には環境になってし
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まうんですけど、接続率とかその辺で、繋がないと市の方にお金が入

ってこないということもありますので、その辺があると良いかなと思

うんですけど。それは整備側からすれば整備具合になるんだとは思う

んですけど、いかがでしょうか。 

山本委員長 では、担当の方からお願いします。 

細井水道事業管理監 

 

水道事業管理監の細井と言います。 

市川委員からの御指摘のとおり、下水道で一番大切なのは接続率とい

うのがもう１つありまして、どうしても多額の費用がかかりますの

で、新しい浄化槽を入れたばっかりだとなかなか接続してもらえない

といったところがあるんですけど、ここには書いてないんですけど、

接続率を上げるために、未接続の家に関しては啓蒙活動なんかをやっ

ておりまして、常に接続していただけるような形では活動はしており

ます。私の方からは以上です。 

山本委員長 

 

先ほどの３のところでも出てきたんですけど、やっぱり評価指標の問

題って凄く大きいなというふうに思いますので、改めて、評価指標の

ところに関しては、全体としてプロジェクトを立ち上げないとダメじ

ゃないかなという気がしております。 

他の委員の方は大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、都市基盤に関する４番のところは、Ａということで

評価をまとめさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、続きまして、大綱の５ですね。資料の６ページ目をお開きくだ

さい。 

≪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」」です。 

岩瀨委員と出口委員から、御意見と評価結果をお願いします。 

まず、岩瀨委員からお願いします。 

岩瀨委員 お疲れ様です。 

「今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」」という

ことで、ちょっと気になっているのが４番の「観光施設の利用者数」

のところなんですけれども、ここはイベントの開催支援とか取組が書

かれているんですけども、そもそも観光施設が少ないと。 

今ある富士山資料館とか、そういう富士山に関する重要な施設もある

んですけど、そこはまだ宣伝というか、認知度があまりないというと

ころで、もっと検討していかなきゃいけないのかなというふうに感じ

ます。 

また、夏祭りとかはですね、かなり他地域からもみんな集まってきて

くれるということで、これは相当な盛り上がりをしてるんじゃないか

なと。私も毎年、シャトルバスの警備をやってるんですけど、それは

もう年々盛り上がりが、どんどんできてきてるんじゃないかなという

ふうに感じております。 
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それから、「住み続けたいと答える市民の割合」というところも、こ

れは問題というか、今、駅前もそうですけど、夜になると殆どお店が

やってない。岩波のあたりが少しお店もあるんですけど、22 時 24 時

を過ぎると全ての店が閉まってしまう。 

また、１回、学生がですね、東京に出て戻ってきたいと思える受け皿

になる企業が市内には少ないのではないかなというふうに考えてお

ります。 

中小企業がもっともっと、外に出た優秀な学生を受け入れる受け皿に

なれるように、私も含めて自助努力をしていかなきゃいけないのかな

というふうに感じております。 

全体的に見ては、私はＡで良いんじゃないかなというふうに考えてお

ります。以上です。 

山本委員長 ありがとうございました。 

では、出口委員、お願いします。 

出口委員 私もですね、質問とかもさせていただきたいんですけれども、岩瀨さ

んが言わなかったところで、２番の「市民一人あたりの所得額」が今

回上がっているということで、◎になっているんですけれども、この

原因というのは、行政としてはどのように考えられておりますか。 

事務局 

（勝間田主席主査） 

出口委員からいただいた「市民一人当たりの所得額」ということで、

こちらは税務課が持っている調査の資料の中から、市民の所得の種類

と納税義務者数で割った数字で、一人当たりの所得額を出しておりま

す。これが平成 29年度と変わって大きく上がった原因としましては、

株等の分離所得に関するもの、土地の売買ですとか、株の取引き、そ

ういったものの所得が平成 29年度よりも上がっていた。 

そこに対して、一人当たりの所得が上がっていたというふうになって

おりまして、なぜ株の取引きや売買が盛んに行われたのかというとこ

ろまでは、申し訳ないですが分析には至っていないというところが現

状です。 

出口委員 はい、ありがとうございます。 

ということは、要は、所得水準自体も一過性のものと言いますか、い

わゆる会社の給料が上がったとか、そういうわけではないということ

ですね。KPI の指標とすると上がったからということで◎というふう

なことなんですけれども、それを元に◎と見て良いのでしょうか。 

そこのところを教えていただきたいです。 

事務局 

（加藤課長） 

先ほどからも、委員長からも御意見をいただいておりますように、こ

の設定をした当時、所得は当時はおそらく給与とか、そういう恒常的

なものが中心だったものですから、株等は念頭になかったと思いま

す。 

そういうようなことで、単純に指標を設定したという事情があったと

推察されますので、数値から見ると◎なんだけど、その中身を見てみ
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ると評価には相応しくないということでしたら、そういうことで評価

をしていただければ結構です。 

出口委員 こちらの方で感じておりますのは、例えば、個人の融資の審査なんか

をしますと、経年で見てますと年収自体は下がっていると。 

裾野市の中でのいわゆる核になる収入ですよね、給与収入とか事業所

得とか、そういったものについては、下がってるんじゃないかという

ふうにこちらの方は考えています。 

一方、例えば、スソビズの相談件数につきましても、件数的には上が

っておりますけれども、ここでどのぐらい起業したのかということに

なると、資料によりますと年間で数件だというふうに拝見したと思い

ますけど、そういったところでもまだまだ商工業の振興という意味で

は、◎までいくのかなと。私としては、どうなのかなというふうには

考えています。 

最後に、５番のところは、いわゆるアンケート調査になるんですかね、

市民の方からの意見として出てるんだと思いますけど、「住み続けた

いと答える市民の割合」というのも、現状ですと年々減っているよう

な状況。また今回については、社会移動については転出側に移行した

ということになりますよね。そういったことを考えると、なかなかこ

の産業のところについては厳しいかなというふうなことを私として

は思っております。 

ということで、評価とするとＢまでにはなかなか難しいかなというこ

とで、私としてはＣで評価をさせていただきました。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

そうしますと、岩瀨委員の方がＡで、出口委員の方がＣということに

なっていますが、どうしましょう、ここの評価は。 

出口委員 間を取ります。 

山本委員長 間をとりますか、はい。 

では、ということで、施策の５番に関してはＢということで、最終的

には評価をさせていただきたいというふうに思います。 

西野委員 １点、意見と言いましょうか、５番のところですけれども、この社会

減がですね、どういう原因によってマイナスになったかというのを、

やはり十分調べておいていただいた方が良いと思います。 

これは、総合計画審議会の関係でも、工場等の移転で、自動車関係で

宮城県へとかですね、その原因なのか、あるいは新卒と言いますか、

高校生がですね、大学進学だとか、そういうところ、あるいは就職時

に地域外へ出たのが原因なのか、その辺によって政策的な評価が全く

変わってきます。 

つまり、大学に地域外へ出て、Ｕターン率が今４割を切ってますので、

それでかなり減っちゃったというのは、地域にとっては大きなダメー

ジになります。 
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というのは、私が計算したところによると、１人の子どもを育てて、

大学を卒業させるまでに、国公立と私立とで違うんですけど、3,900

万～5,500万ぐらいのコストを地域はかけています。 

税金が 1,500万ぐらい、これは県だけですけどね、市町のは入れてま

せんけど。あと残りが、家計が扶養から教育費使って。そうした学生

が地域に戻らないと、学生がそのあと一生懸命働いて、税金だとかの

形で地域に還元というのが殆どないという形になりますので、そうい

う意味では地域にとっては物凄く非効率な投資になる人材投資にな

ってしまいます。 

ですから、地域を支える人材が出て、戻ってくれる、あるいは地域で

そのまま就職するという形で、支える人材がないと本当に地域は今後

厳しくなってしまいますので、ここを分析してですね、社会減対策を

自治体として真剣にやらなければいけないと思います。 

これは県も市町村もそこの認識が殆どないんです。教育投資に対する

リターンが殆ど失われるということはですね、物凄い金額ですので、

そこは是非、今後十分に注意してですね、対策を講じていただきたい

と思います。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

事務局 

（加藤課長） 

事務局の方からお答えさせていただきます。 

前年と比べまして、700人ほど裾野市の人口が減ってたものですから、

少し地区別に人口の減少の数を調べてみたところ、企業団地、社宅地

区ですね、そこで 400名、１年間で減っていったということで、今回

につきましては、やはり大規模な事業所の配置転換等があって、そう

いう結果になったのかなというふうに理解をしているところであり

ます。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

Ｕターンが減っているのもあるんですけど、やはり東部で、私どもの

大学も富士から草薙に移ってしまった関係がありまして、来週、免許

の更新があるんですけど、東部の人たちは受け皿がない状態なんです

ね。 

教育機関等の数を見ましても、裾野の場合は高等学校も１つですし、

アカデミックなところと接続する機会が少ないなと思っていて、この

地域は東京に近いということもありますし、首都圏に出て行ってしま

うと。首都圏に出て行って、近いがゆえに、Ｕターンしないという地

域でもありますので、何とか県内でうまく高等教育機関とつながれ

て、そこから就職ということまで一貫してできるキャリアのルートみ

たいなものがあればいいなと私も常々考えています。 

是非、その辺のことも施策の中で検討いただければと思います。よろ

しいでしょうか。 

では、最終的な評価はＢというところでよろしいですか。 
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はい、では、最後になります。７ページですね。 

≪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」」です。 

西野委員から、御意見と評価結果をお願いします。 

西野委員 指標の◎〇△を見ますと、30年度はかなり悪化したというふうに言え

ます。△が非常に増えてしまいまして、広報・広聴で２つ、それから、

改善活動記録件数ですね、それから５番、６番、７番とですね、△が

続きまして、この〇△の評価でいくと、これはＣということになって

しまいます。 

ただ、裾野市さんの場合は、行政改革と言いますか、これに相当昔か

ら一生懸命取り組んでらっしゃると思います。 

行政評価、提案、様々な手法で取り組んでらっしゃいまして、昨年度

来以前のそういう書類なんかもきちんと作っていて、凄いなと思って

おったんですけど、昨年度も申し上げましたが、職員満足度がかなり

落ち込んだということで、この辺を問題視してきたわけでございます

が、ただ、私もかつて公務員でございまして、行政改革にも取り組ん

だ経験からしますと、なかなか辛いんですよね。 

行政改革というのは、色んなフォーマットを使ってやりますし、間接

業務になるもんですから、これの負担感と言いましょうか、疲労感と

いうのもとても厳しくて、そういう意味で昨年度、小林部長さんが仰

ったと思うんですが、職員は疲れているというふうなことでございま

して、そういう経緯からすると、指標は確かに形式的には落ち込んで

います。 

ただ、指標を見ると、誤差の範囲か、あるいはちょっと幅を持って見

ればですね、△にしなくてもいいんじゃないかというようなものもい

くつかあるんですね。 

３番だとか、あるいは６番の上の方だとかですね、それから満足度が

若干上がったということで、この辺も誤差の範囲と言えばそうなんで

すけど。 

ですから、実質的に〇を３つぐらい私は増やしてるんですけど。 

そういう意味で、昨年度と一緒でですね、Ｂプラスマイナスというの

があれば、Ｂマイナスぐらいに私はしてあげたいんですけど。 

あれだけ頑張ってきて、Ｃということですとモチベーションが落ちて

しまいますので。 

ということで、私はＢにしたいと思っております。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

他の委員の方、何か御意見ございますでしょうか。 

昨年も職員の職務満足度のところが問題としてクローズアップされ

た記憶がありますが、職務満足度を上げるために何か市役所の中で取

り組まれているのでしょうか。 
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西川企画部長 ここの職務満足度のところについては、今日は総務部長がいないの

で、どういう形でこういう数字になったのかということについての分

析は御説明はできないんですけど、先ほど西野先生からも話がありま

したように、行政改革、特に、昨年から行財政構造改革というところ

で、財源を抑えながら、でも仕事は一生懸命やりましょうねというと

ころで、職員が大変な思いをしてるなというのは感じております。 

ただ、それを自分が仕事をやっていく中で、満足と見れるか見れない

かといったところは、やはり上司のマネジメントにかかってくるのか

なという話は度々出てくるものですから、そういった部分でここにい

るメンバーがもうちょっと頑張るというところが大きくなってくる

のではないのかなと個人的には思っております。 

具体的にこれをやっているというのは無いんですけど、職員はみんな

頑張っているものですから、そういったものをどういった形で評価す

るのか、表してあげるのかというところを我々が少し考えなければい

けないのかなというふに思っております。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

小林健康福祉部長さん、どうですか。 

小林健康福祉部長 御発言する機会を与えていただいてありがとうございます。 

私ども健康とか福祉の部門の者は、非常に出かけていくことと対人関

係が多いところですので、非常にストレスを抱えながら、努めて、困

っている人がいたら明るく接するようにしています。 

そういったことが、日頃から発散していないとですね、抱え込んでし

まって、メンタルでトラブルを抱えてしまうことが多いものですか

ら、そういったことを少しでも減らしていく、そのために、私たちに

何ができるかということを日常の中で意識するようにしてますし、考

え方を変えるようにというのは、先ほど予算の話が出ましたけれど

も、予算は人に切られているのではなくて、自分たちが最終的に判断

したというふうに思っていかないとマイナスの思考になっていくよ

ということを、そういった考え方、取り組み方を自分の中で切り替え

ていくようにということを日頃から語り掛けています。 

芹澤行政経営監 すいません、行政経営監と言いまして、私、民間から来てるんで、皆

さんと感覚が違うんですが、よく聞く言葉が「公務員ってやって当た

り前」というふうによく聞くんですよ。 

だから、そういう意味で、今、自分のところで改善の発表会とかやっ

て、審査して、それを褒める。褒めることを積極的にやって、そうい

う場面になると職員の方もやりがいを感じるんじゃないかなと思っ

てるんで、そういうふうに持っていきたいなというようなことも少し

影響があるんじゃないのかなと考えています。 

今後、そういう形で進めていきたいと思います。 

山本委員長 ありがとうございました。 
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管理職の方、頑張ってくださいと言うしかないかもしれませんが、私、

今、学習支援センターのセンター長も兼務させていただいているんで

すね、今年度から。 

そうしますと、今の学生もそうですけど、とにかくメンタルが弱いん

ですね。すぐに様々な問題がありまして、本当に精神科に罹っている

子たちが多くなってきていて、そういう人たちがこれからの社会で新

卒として入ってくる時代になりまして、特に、学生にもいつも言って

るんですけど、自己の肥大化というのが非常に問題になっていて、多

分、優しい保育の結果だと思うんですけど、客観的に自分のことを見

るということができない人たち、自分の世界も他の人が見ている世界

も全部同じだと思っている人たちが、これから社会に出て行くわけ

で、管理職の方自身も大変な時代を迎えるだろうなというふうに考え

ております。 

その中でやっぱり職務満足度というのは、私自身キャリアの研究をし

ていて思うんですけど、すごくシステムの影響を受けます。 

例えばですね、女性の就業継続を図るときには、給料が安いって保育

の仕事ではよく言うんですけど、給料を改善してもキャリア継続には

繋がらなくて、それよりも欧米のようにパートタイムでも正規職とい

うような形で、発想を変えていくと、それが就業継続に結びついたり、

職務満足に結びついたりということがあるんですね。 

ですので、やっぱりシステムが、働いているシステムが硬直化してい

るのかどうかというところも、１個視点を入れて考えないと、多分、

みんな朝から晩まで働くっていうことに、今の若者たちは特にそうで

すけど、耐えきれないと思います。 

やっぱりそういう業務の形態とかも、在宅勤務ができるようになれば

とか、色んなことがありますけど、そういうことも考えて職務満足の

改善というのを皆さんで考えていかれると良いと思いますし、管理職

の方自身のメンタルヘルス等もケアされて、皆さんが楽しく仕事がで

きるような職場環境作りを頑張っていただきたいなというふうに思

います。 

では、このところは、Ｂマイナスでよろしいでしょうか。では、皆さ

んよろしいでしょうか。 

ということで、一応全部終わったんですけども、大綱の１から各部門

の評価をもう一度おさらいしますと、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ａ、Ｂ、Ｂマイナ

スということになったんですが、どうでしょう、全体的な評価を決め

ないといけないんですが、圧倒的多数でＢということでよろしいでし

ょうか。はい、ありがとうございます。 

では、全体的な評価はＢということで。 

西野委員 Ｂプラスマイナスというのは、これには出てこないんで、Ｂというこ

とで。 
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山本委員長 はい、ありがとうございます。 

では、次の議事、「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 

（加藤課長） 

それでは説明をさせていただきます。 

資料はお手元の２－１になります。 

総合戦略と地方創生交付金事業の評価方法と基準ですが、まち・ひ

と・しごとの基本目標ごと、２つの交付金事業ごとに A～D の評価を

していただき、そのうえで、全体評価をしていただきます。 

それでは、資料２－２を御覧ください。 

こちらは、まち・ひと・しごと創生総合戦略の平成 30 年度進捗評価

となります。 

１、２、３と大きく３つの柱がございます。 

１の「「住みたいまち裾野」のまちづくり共生」の進捗状況は、９つ

の指標に対し、◎が２つ、○が４つ、△が２つ、－が１つとなってお

ります。 

定量評価としましては、◎と○が合わせて合計で６つで半数以上とな

りますので、取組は順調に推移していると考えます。 

定住施策としまして、市街化区域内での優良宅地の創出、宅地造成に

よる市内への定住者数が順調に推移しておりますが、重要な指標であ

る「人口の社会移動による転出の抑制」がやはりここでも△となって

おります。これは当市独自の事情である大手企業の撤退や、企業の転

勤等が数字に影響していると考えられます。 

２番目の「すべての起点となるひとづくり共育」の進捗状況は、11の

指標に対し、◎が４つ、△が６つ、－が１つとなっております。 

定量評価としては、◎が４つ、△が６つと二極化しており、ここ３年

間の結果がほぼ変わらない状況で、事業の実施や参加等が◎となって

おりますが、評価の対象が相手に委ねられている指標の多くが△とな

っております。 

△の中でも、「授業が分かると答える児童生徒の割合」は、小学生の

みで見ると、順調に伸びておりますので、一部の成果は出ているとも

評価できます。 

また、婚姻件数や０～4 歳人口については、国全体の動向や、大手企

業の撤退等、社会動向に影響を受け、成果が伸びていないと考えられ

ます。 

２－１の一番最後にあります「裾野の魅力サイトへのアクセス件数」

は、数のカウントの仕方が、「すそのの魅力千」という特定のサイト

へのアクセス件数のみを設定していることが、件数が伸びない原因の

一つだと考えております。 

３の「まちやひとを豊かにする産業づくり 共栄」の進捗状況は、６

つの指標に対し、◎が４つ、△が１つ、－が１つとなっております。 
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社会移動における転入の創出は、社会的影響もあり、数字が伸び悩ん

でおりますが、産業面での取り組みは、すべて想定以上の数値となっ

ております。中小企業相談支援事業における相談件数のアウトカム指

標として追加設定した起業件数も順調に推移しております。 

総合戦略全体の評価としましては、上の方の表にもございますけれど

も、◎と○が 53.9％と半数以上が順調に推移している一方で、△が

34.6％と取組に遅れが生じている指標があります。 

人口に関する部分は全国的に減少傾向であることから、当市のみが上

向きになることはなかなか難しいと考えます。 

取組みを評価していく中で、昨年度に新規 KPI として設定したアウト

カム指標の「宅地造成による市内への定住者」、「市が行う起業支援に

よって創出された起業件数」が順調に推移していることは、大きく評

価できる内容だと考えます。 

続きまして、資料２－３を御覧ください。 

こちらは、地方創生推進交付金事業の達成状況になります。 

交付金事業につきましては２事業ございます。そのうちの一つ目が、

屋上緑化推進事業になります。こちらについては、４つの指標に対し、

△が１つ、×が３つとなっております。KPI だけを見ますと厳しい評

価になると考えます。 

指標同士の関係を見ますと、④の売り上げが上がると、事業規模拡大

により、③の遊休地の再利用や①、②の新規就農者、苗木生産の経営

体への参画が見込こまれるという関係性がありますので、僅かではあ

りますが、売上が上がったことは評価すべき事項だと考えます。 

次の産業連携地域プラットフォーム展開事業につきましては、◎が３

つ、△が１つとなっております。 

雇用者数は△ではありますが、事業の売上や事業参画者数、新規事業

数が順調に推移しており、かつ、一般社団法人が自主事業を実施して

おり、プラットフォームの自立へ向けた支援が進んでいることから、

全体としては目標を概ね達成している状況にあります。 

交付金事業全体の評価としては、◎が 37.5％、△が 25％、×が 37.5%

となっております。 

説明は以上になります。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

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

をもとに、「まちづくり」・「ひとづくり」・「産業づくり」、それぞれの

分野について、A,B,C,Dの評価をしていきます。 

まず、「「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”」について、市川

委員と藤井委員から評価結果をお願いします。 

まず、市川委員、お願いします。 
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市川委員 Ｂでいきたいと思います。 

もう一歩、魅力をアピールできる売り出しを市民が求めているような

気がします。以上です。 

山本委員長 藤井委員、お願いします。 

藤井委員 なかなか評価のところというのは、先ほどから出てきておりますけ

ど、難しいですよね。指標が適切かどうかというところ。 

住みたいまちといったところを評価する項目かどうかというと、なか

なか難しいんですが、私はこう設定されたのであれば、それを読んだ

ときに結果としてどうだろうということを単純に考えると、転出抑

制、これは先ほど外部要因と言いますかね、市としてどうにもならな

い事態、そこを招いた結果が△といったところに繋がってきてると。

これは新たな今後の期待値といったところに、計画と実施がつながっ

てくれば、ある意味フォローできるところだろうと。 

それ以外のとこで見てみると、基本的に◎〇といったところで、計画

どおり進んで来ていると。 

そういった観点からいくと、必要条件、十分条件、これが満足された

質問項目と目標かと言われると、ちょっと首を傾げますけども、この

目標達成度から考えますと、私はＡをあげてもいいかなという気がし

ています。 

山本委員長 ありがとうございます。 

他の委員の方はいかがですか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、市川委員がＢ、藤井委員がＡということで、どうし

ましょう。 

市川委員 １つ目のことろが外部要因だとすれば、◎と〇ですのでＡで良いかな

と思います。 

山本委員長 はい。ということで、まず一番目の“共生”については、Ａというこ

とでいきたいと思います。他にはよろしいでしょうか。 

望月委員 ここに書いてあるものができたかできなかったかと言えばそうかも

しれませんけど、やっぱり周りがね、長泉があれだけのことをやり出

して、道路は良いわ、企業や店がどんどん張り付いてきていて、ゴー

ゴーで行ってるんですよ、子どもの関係もまちづくりも。 

このところでいけばＡと言っても良いけど、全体が遅いな、とにかく。

駅前を見ても、もう少し気合いを入れて行けないんだろうかというの

が本音ですよ、市民から見れば。あんまり余所と比較しちゃいけない

けど、やっぱり寂しい限りですよ。 

山本委員長 どうでしょう、それを受けて。 

進展する長泉との比較がありましたけれども。それはよく言われるこ

とではありますが。 

藤井委員 まぁ、評価の視点ですよね。 
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今回、総合戦略として何をベースにして評価するかということの枠組

みを決めたところで考えるのか、もしくは全体像として目指すものは

何かといったところで、達成しているかというところと、やっぱりそ

れは分けて考えなきゃいけないのかなと。 

今、ひと、まちで組んだ計画事項に対しての進捗状況、それはこの、

ひと、まちの中で達成できないといった目標はなかなか立てづらいと

いうことがあったと思いますので、それが市全体で見たときに、他の

都市と比べた時のレベルが、ある意味水準が低かったかもしれないで

すね、それはね。ただやはり、着実に上げていかなければいけないと

いうことは間違いないので、評価者によってその視点をプラスするの

か、考えないのか、その辺のところが分かれるところかと思います。 

山本委員長 どうでしょう、西野先生。 

KPIだけじゃない方がよろしいでしょうかね。 

藤井委員 そうすると、なかなか評価しにくいですよね。 

西野委員 後者の方はですね、全体のところで少し意見を出し合ったら良いんじ

ゃないでしょうかね。普通においては、評価という客観性を入れたい

ので、ちょっと分けてもらった方が良いと思います。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

では、ここは純粋に KPIに沿ってという形での評価でよろしいでしょ

うか。 

ということで、今、専門の両委員からＡ、Ａという意見が出されまし

たので、ここはＡということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

そうしましたら、続きまして、「すべての起点となるひとづくり“共

育”」について、望月委員と一之瀬委員から評価結果をお願いします。

まず、望月委員、いかがでしょうか。 

望月委員 もうこのとおりですよね。 

先ほどの話じゃないですけども、これだけを見てけば、Ｂぐらいやっ

てもいいのかなと思いますけど、人と人との関係というのは、人を大

切にして、国もやってますけど、共生社会の実現というのをやってる

んですけど、裾野市を見たときに、非常に希薄化してるんですよ。 

昔で言う「地域の絆」というのがね。そういうのがえらい薄れてきて

しまっているということ。 

例えば、老人クラブのリーダーがいないから、その地区は老人クラブ

が解散しちゃった。富岡なんかはそうなんですけど。何でそうなっち

ゃうのかなと思うんですけど、希薄化の問題とやはり人づくりの問題

というのは、ある程度そういう目的を持ってやっていかなきゃいけな

いんじゃないかな。 

リーダー育成講座みたいなのをやって、そこから区長さんが出たりな

んかやってた時代があるんですよ。平成 14、5年かな。そういうこと
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をやった方が良いんじゃないかとか色々市長にも提言はしたんです

が、やっぱりそこは自助、共助とか。自助のところをもう少しやらな

いといけないなと。人との関係というのは。 

それから、この評価というのは、Ｂぐらいなんだね。市としても、子

どもたちは夢を。少し暗いね。裾野暗い。全体が暗い。もっと何て言

うのかな、明るい面を出さないと潰れちゃうよ、これ、ほんとに。 

というような感じをね、ちょっと言いたいことを言っていいと言うか

ら言いました。すいません。 

山本委員長 ありがとうございました。 

では、一之瀬委員、お願いします。 

一之瀬委員 私の方は、先程来、山本先生の方からお話のあった評価の指標のとこ

ろというんですかね、婚姻の件数とか、０歳から４歳の人口というの

は、どうなのかなと。行政としてどうなのかなというところはありま

す。 

そして、「子ども達の生きる力を育むまち」という中では、この成果

指標を見ますと、子どもたちに自立性を求めるのか、もっと多様性を

求めて育てるのか、色んな取組をしている中で、この数値は△なのか

な、〇ぐらいでも良いんじゃないかなとか思います。 

多分、色んな捉え方をしているんだと思いますけど、先ほど望月委員

が仰ったように、関係性の希薄化が見られることも確かにあると思い

ますし、子どもたち暗いと言っても元気に挨拶してくれる子どもも沢

山おります。そういう中で、良い子が育っていくと良いなとか、裾野

市も明るくなっていくと良いなと思いますけども、成果指標のところ

をこれだけ見ると、先程来、皆さんが仰っているように、この評価に

対してはどうなんだ、ということを考えますと、自分なりに思うとこ

ろは、２－３のところは〇で良いのかなと思いますので、私はＢでも

良いのかなと考えています。 
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山本委員長 ありがとうございます。 

それでは、私自身も意見を述べさせていただきたいと思うんですけ

ど、私は、この様々な市民提案型事業であるとか、様々な事業の事例

数が増えてきたというのは、すごく大きく評価をすべきだろうと思っ

ております。 

それに対して、この真ん中の三角形は、ちょっと個人の問題が大きい

ので、基本的に行政としてどうこうというのはあまりよろしくないと

思っているので、ここの△はあまり気にしていません。 

それよりもやはり、先ほども言いましたけど、小学生で効果があるも

のが、中学校になって効果が消えていくというのは、逆だったら良い

んですけど、これが私の中ではすごく大きく引っ掛かっているところ

です。 

従って、私自身は、ＡマイナスかＢプラスで良いかなというふうに思

っているんですけど。私もそうですね、Ｂプラスという形で考えたい

と思います。 

ここで専門３名の意見はＢという形で揃っているんですが、他の委員

の方はどうでしょう。大丈夫ですか。よろしいですか。 

では、ここの部分、“共育”のところはＢという形で評価を決めさせ

ていただきたいと思います。 

それでは、続いて、「まちやひとを豊かにする産業づくり“共栄”」に

ついて、岩瀨委員、出口委員、西野委員から評価結果をお願いしたい

と思います。まず、岩瀨委員からお願いします。 

岩瀨委員 お疲れ様です。 

産業の盛り上がりと人口というのは比例すると思うんですけど、これ

の中でちょっと気になるのが、３－２の中で「地域資源を活用した新

商品・サービスの創出件数」というのが、58件というふうに出てるん

ですけど、これは裾野ブランドとかいうもののことなんでしょうか。

すいません、質問です。 

山本委員長 担当の方は。事務局の方でお願いできますか。 

事務局 

（勝間田主席主査） 

こちらについてはですね、産業部で農林振興課が行っている補助制度

の中の景観作物促進事業、特産作物助成事業、地域戦略作物活性化事

業ということで、特定のものに対しての補助件数といったものの件数

の総計となっております。 

岩瀨委員 ありがとうございます。 

なんかあんまり、そこがすごい盛り上がっているという感じがしない

というか、以前、モロヘイヤとか色々、裾野市で盛り上げようという

ところがあったんですけど、それも下火になったというか、もう無く

なってしまったんですかね、あまりちょっと僕もよく分からないです

けど。 

ちょっとここの評価は難しいのかなと。本当に◎なのかなといいうと
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ころと、裾野ブランドとかも出てるんですけど、あんまり外に認知さ

れてないというところ。市内に住んでいる人たちの中でも、裾野ブラ

ンドのものかどうかというのは、あんまり浸透していないというとこ

ろもありますし。 

それから、企業、人口もそうなんですけど、青年会議所という団体で

外に、全国に出ていく中で、「裾野です」という挨拶をしても、どこ

にあるかというのを殆どの人に分かってもらえない。静岡の裾野です

というところ、まぁちょっとそういうところで、富士山と絡めてもっ

ともっと色々なプロモーションができるんじゃないかなというとこ

ろを懸念していますけど今の段階では。 

ただ、人口のところはこれから大いに取り組んでいかなきゃいけない

ところだと思うんですけど、現段階では、これだけ◎が付いていると

いうところで、Ａと言いたいところですが、私はＢではないかなとい

うふうに判断させていただきます。以上です。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

では次に、出口委員、お願いします。 

出口委員 先ほど話したとおりですけど、社会移動に伴う転入については、色々、

外部環境もあるということですが、転入についても減少しているとい

うこと。 

就業者数もこちらに記載は無いですけど、おそらく減少しているだろ

うと。 

それから、先ほど申し上げたように、新規指標の起業件数もまだ一桁

ということで、KPI の中ではハマってるかもしれませんけども、廃業

とかＭ＆Ａに伴う事業譲渡とか、そちらの方が非常に活発に進んでい

るような状況です。 

そういうふうな状況を考えると、おそらく従業者数も減少に転じてい

るだろうなというような状況を踏まえて、ここの表題に掲げる「まち

やひとを豊かにする産業づくり」とまでは言い難いのではないかなと

考えます。 

ということで、先ほどと同じようにＣで私は評価させてもらいまし

た。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

では、西野委員、お願いします。 

西野委員 私の場合はちょっと優しすぎるのかもしれないんですが、裾野市さん

は S-bizでかなり頑張ってきて、体制作りをしてきていると思います。

富士市の方式ですけども、そういう意味で起業件数が９件ということ

で、初めて成果が若干出てきたのかなというふうに思っているわけで

ございます。 

県内の起業件数のかなりの部分は、美容院でございまして、のれん分

けみたいな形もあるんですけど、そういう中で中身を見ないとアレな
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んですけど、起業政策は本当にうまくいってないんですけど。一応成

果的には出ているかなと。 

今後 S-bizが小出さんに頑張っていただいて、出てくると少し期待が

どうかなというふうに思っております。 

先程来、裾野市さん、厳しい御意見もあるんですが、他の自治体も私、

色々委員をやってるんですけど、もっと厳しいと言いますか、シャッ

ター通り、シャッター街が静岡市の中心街ですらありまして、暗澹た

る気持ちになっておりまして、他の郊外の商店街なんかはもう殆ど絶

望的な状況でございます。 

そういう意味で、裾野市さんの場合は全国的な大手企業の動向如何に

よって左右されてしまうという構造的な課題がありますので、こうい

うのも指標上は社会減とかそうなんですけど。 

ですから、そういう中では、S-biz さんで頑張っているかなというと

ころがありますので、私は Bプラスぐらいは付けてあげたいなと思い

ます。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

他の委員の方、御意見ございますでしょうか。ここの部分について。

大丈夫ですか。では、今、お三方の評価がＢ、Ｃ、Ｂプラスというこ

とで分かれておりますが、ここの分野の評価については如何いたしま

しょうか。 

ＢかＣプラス。Ｂでよろしいですかね。 

市川委員 １つ質問よろしいですか。 

さっきの補助金の件数ですけど、創出件数と書いてあって、さっきお

答えいただいたのが、補助金の対象件数ということで、誰一人、それ

は合ってないと思いますよね。それって、ここに合った答えを書かな

いとまずくないですか。新商品・サービスの創出件数とあるので。 

小林健康福祉部長 そばと薬草と特産作物の対象になっているのはいくつかあります。 

先ほどの 58 件の捉えは、交付金対象となっている作物の、交付金を

受けた人単位でカウントしてるでしょ。 

山本委員長 それの成果報告はどういう形で確認されているんですか。 

鈴木環境市民部長 補助金を取れているということは、それなりの事業をやっているとい

うことですね。 

市川委員の言われることも分かるんですけど、もともとの目標値の設

定が、そういった件数で目標値も謳っちゃっているもんですから、今

言った補助対象の件数といったもので、目標値と比べるときには比べ

ないと、実際それが世に出てバンバン売れているというものの件数に

すると、最初から目標値の設定が年間５とか４とかになったと思うん

です。なので、そこの最初の設定がそれでいったもんですから、毎年

の実績もそれで見ていかないと合わなくなってしまうと。 
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山本委員長 これは基準値の設定の問題なので、先ほどから何回も出てますが、そ

このところはやっぱり、全体に関わることですので、別の形でプロジ

ェクトを作っていただいて、評価方法と基準値の妥当性に関すること

は検証が必要かなという形でまとめさせていただきたいと思います。 

どうでしょう。 

市川委員 合えばいいんです。質問と答えが合っていないので。 

こちらの補助金の件数として何件ということならそれはそれで良い

んです。ただ、合わないなと思っただけです。 

山本委員長 事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（勝間田主席主査） 

今日、資料は配布していないんですけれども、資料２－２の一番右側

の実施事業番号というところですね。こちらが総合戦略のアクション

プランという、各事業を記載したものになっていまして、その事業番

号になっております。 

その中で、景観作物促進事業ということで、コスモスに対して補助件

数が１件、特産作物奨励助成事業ということで、水田において市で奨

励する特定作物の生産や販売をする農業者への助成ということで、件

数が 35 件、それと地域戦略作物活性化事業ということで、そばや薬

草作物、そういったものに対して、そば 21件、薬草１件の計で 58件

となっております。 

山本委員長 では、こちらのところの評価は、どうしましょうか。 

一応、Ｂという形でよろしいですか。では、そのように評価の方を決

めさせていただきます。 

ということで、“共生”の部分がＡ、“共育”の部分がＢ、“共栄”の

部分がＢとなりました。全体としての進捗評価というのを審議したい

と思います。 

先ほど、西野委員からもお話がありましたとおり、望月委員が仰った

ように、実態というか、KPI だけではなくて、実態を含めて全体の評

価というのを議論したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

西野委員 裾野市さんの場合は、地方創生の取組は市がやれることにも限りがあ

るという実感を持っておりまして、やはり大手事業所がどのように対

応するかによって、大きく影響されてしまうというフラワーポット型

産業構造というふうに私は言ってるんですけど。 

ですから、条件が悪くなると、大手事業所が逃げてしまうという、逃

げるという言い方は良くないですけど、移ってしまうというのもあり

まして、トヨタさんの場合は、もっとバランスと言いますか、リスク

分散もあると思いますが、そういう観点からすると、総審のときのア

レで、出て行ったときにどういうふうに利用するかとかですね、ある

いは代わりの企業を誘致するとか、これは短期的には非常に重要なフ

ァクターになると思います。 

ですから、その辺の努力を一番重視せざるを得ないのではないかなと
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いうふうに思っております。 

ですから、その辺のコメントがもしありましたら教えていただきた

い。 

７～８年前から申し上げているのは、今ある大手事業所をいかに留め

おくか。そのためには、地域のコミュニティに溶け込んでもらう、根

を張ってもらう。そして、退職者が老後は裾野に住みたいみたいな、

そんな対策を講じたらどうかということを申し上げていたんですけ

ど。 

そうした大手事業所との協調と言いましょうか、そこの政策を地方創

生でもっと進めないといけないんじゃないかななんていうふうに思

っております。 

ですから、産業面ではやはりその点がキーポイントで、一度コメント

をお聞きしたいと思います。独自のやれる産業政策は、かなりこの状

況の中では頑張っているのかなというふうには思っております。 

西川企画部長 産業面だけを見てしまいますと、なかなか難しいところがあるんです

けれども、やはりこれからのまちづくりをしていく中での企業の位置

づけというものは、行政としても考えていかなきゃいけないなという

ことは十分認識しております。 

今年度からなんですけど、ここに座ってます長田が官民連携の担当者

ということで、産業面も福祉の面も地域振興の面も全て含めて、彼を

窓口にしてやっていこうという体制を今作っておりますので、そうい

った窓口を中心に各部署の方にしっかりとした情報を伝えて行って、

施策の進捗を図ってまいりたいというふうに考えております。 

以上になります。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

どうでしょう、西野委員、何かありますでしょうか。 

西野委員 ということで、今後に期待するということで、私はＢプラスぐらいで

差し上げたいというふうに思っております。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

今、Ｂプラスという御意見が出ましたが。実際のところ、Ａ、Ｂ、Ｂ

ということで付きましたので、Ｂということで、いかがでしょうか。

よろしいですか。 

ということで、全体の評価に関してはＢということで決定というふう

にさせていただきたいと思います。 

そうしましたら、次に、先ほど事務局から説明のあった、地方創生推

進交付金事業の評価について、資料２－３の達成状況評価をもとに、

「屋上緑化推進事業」、「産業連携地域プラットフォーム展開事業」の

２つの事業について、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価をしていきます。 

まず、「屋上緑化推進事業」の評価については、いかがいたしましょ

うか。 
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市川委員 これはＣということで。 

山本委員長 他の委員の方、いかがですか。よろしいですか。 

では、こちらの評価についてはＣということで。今年度からＤという

のもあるんですけど。 

市川委員 ゼロでもないのでＣで。 

山本委員長 はい、それではＣということで、評価をさせていただきたいと思いま

す。続いて、「産業連携地域プラットフォーム展開事業」の評価につ

いては、いかがでしょうか。 

西野委員 これについてはＡで。 

山本委員長 出口委員、岩瀨委員はいかがでしょうか。 

出口委員 2,900万円の事業費はどんなことに使っているのでしょうか。 

西川企画部長 前産業部長、いかがでしょうか。 

鈴木環境市民部長 29年度はプラットフォームということで、いわなみキッチンというス

ペース、場所を改造して、ハード的な部分での支出をしています。 

ちょっとそれ以降は、私、直接関わっておりませんが、南富士山シテ

ィという法人を立ち上げて、職員の人件費だったり、中の運営費等に

充てているというふうに間接的には聞いておりますけれども。 

詳しい部分が今は分かりませんけど。 

出口委員 主にはいわなみキッチンの運営費ということですね。内訳はどんなふ

うになっているんですか。 

事務局 

（加藤課長） 

今、担当部長が申し訳ないんですけどおりませんので、内訳につきま

しては後ほど調べて各委員へお伝えするという形にさせてください。 

西野委員 もう少しプラットフォームの内容を説明したらどうですか。 

鈴木環境市民部長 スタート時点はもちろん、ソフト事業、プラットフォームですよね、

地域の産業連携をする。場所も兼ねているんですけど、そこで事業の

場での研修会、あるいは地域との交流会、それから産業分野の人が集

まっての勉強会というところから、もしそこでうまくいけば新たなも

のが生まれるし、今やっている産業の拡大であるとか、という産業連

携のプラットフォームですね。 

私がやった 28 年度のときには、スタートのための場所の確保である

とか、人の手配というところで、初期投資のみで細かい事業はまだ動

いていなかったと。 

それが 29、30 で先ほど言いました法人の立ち上げをして、そこに専

従の事務を置いて、その場所を使っての勉強会だったり交流会という

ものが、定期的に開催されてるとは思うんですけど、ちょっとそこの

辺は詳しくないので。そういうことで、動き出してはいるということ

です。 

西野委員 専門的な相談員、小出さんとね、ネットワークで。それが定期的に開

催されて、中小企業が相談に来てですね、新規事業を開設したり、ど

ういうふうに事業を改善したらいいかといったように。そして、これ
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が裾野以外からも中小企業が相談に来て、やっているわけです。それ

がようやく稼働し始めたということですね。 

山本委員長 はい。岩瀨委員、いかがですか。 

岩瀨委員 そうですね、一般社団法人の代表をやっている方は私の先輩ですし、

すごい取組をされているな、頑張っているなというのがあって。空家

とか空き店舗とか、もともとあったところが空いてしまったところと

かで、色々な活動をされているので、すごく良いんじゃないかなと思

います。僕はＡで良いと思います。 

山本委員長 はい。ということなんですが、どうでしょうか、出口委員は。 

出口委員 私はＢで。 

山本委員長 Ｂという判断基準を教えてもらえますか。 

出口委員 スソビズの活動内容については概ね理解しています。 

いわなみキッチンのフェイスブックも拝見しておりまして、活動内容

については頑張ってるなと思いますけど、ただし、如何せん実績だけ

で申し上げるとまだこれからといったところかなと。 

という意味でＢ。 

山本委員長 どうでしょうか。ここの事業に対して、やっぱり KPIというか到達す

る指標に対しての評価という形で考えていただきたいなというふう

に思うんですけれども。 

Ａがお二人、Ｂがお一人ということで、どうでしょう。 

他の委員の方は。藤井先生。 

藤井委員 Ａで良いと思います。 

山本委員長 はい。ということで、では、よろしいですか。 

そうしましたら、産業連携地域プラットフォーム展開事業については

Ａということにさせていただきたいと思います。 

最後に、地方創生推進交付金事業全体としての進捗評価について審議

をしたいと思います。 

今の段階では、屋上緑化推進事業がＣ、産業連携地域プラットフォー

ム展開事業がＡということなんですけれども、最後に総合評価はいか

がいたしましょうか。違う事業で総合評価を出すっていう意味が私も

よく分からないんですけれども。 

西野委員 このプラットフォーム事業は、出口さんが仰るとおり、アウトカムは

まだ出ていないんでＡを付けちゃうと満足しちゃうんで、総合評価と

しては両方足してＢというのもおかしいんですけど、まだ今後の努力

が必要だということで、Ｂぐらいかなと思います。 

山本委員長 どうでしょう、他の委員の方。よろしいですか。 

そうしましたら、ここのところの総合評価はＢという形で決めさせて

いただきたいというふうに思います。 

そうしましたら、最後に議事の３番目、「裾野市まち・ひと・しごと
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創生総合戦略の改訂方針」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（加藤課長） 

それでは、お手元の資料の２－４になります。こちらを御覧ください。 

概要なんですけど、平成 27 年度に策定したまち・ひと・しごと創生

総合戦略の計画期間は５年間となっておりますので、本来ですと今年

度末で計画期間が終了することになります。 

ただし、現在、策定作業を進めている「第５次総合計画」に総合戦略

を統合したいと考えております。そのため、総合戦略の計画期間を１

年延長し、総合計画の開始時期と合わせるため、総合戦略の改訂を行

いたいと考えております。 

３の改訂の内容なんですけど、②にあります KPI、指標の改訂なんで

すが、5 年の計画を 6 年にしますので、基本的には現在の目標値に５

分の６を掛けた数値を目標値にしたいと考えております。 

それからもう一つ、国の方では、次期の総合戦略の方針として、こち

らの６つの視点が新たに位置づけられております。 

これらを踏まえて、市の総合戦略の改訂も行ってまいりたいと考えて

おります。 

改訂手続きにつきましては、本評価委員会にて書面協議をさせていた

だくことを考えております。 

説明は以上となります。 

山本委員長 はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありました、総合戦略の改訂方針につい

て、質疑や意見等がある委員は挙手をお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

藤井委員 特段というわけではないんですが、事務的に考えると５分の６という

形で１つずらすのが良いんですけれども、ですので、この改訂方針に

対してノーと言うつもりはないんですが、やはり先程来出てきている

ような、実際、目標を設定した時に適切な対応が取れるか。 

あとはやはり、総合評価をやる時に、全てが正しい結果が出るように

導く指標があるかって、なかなか難しいんですよね。 

アウトカムというのを国交省含めて色んなところで求めて来るんで

すが、なかなかそれに見合う数字が本当に適正な形で、評価指標とし

て選択できるかって、それは難しいということは分かってまして、私

もできるだけそれを避けたいなって思うところがあるんですが、ただ

やはり議論していく中で、プラスで見て良いものとマイナスになる方

が良いものとかですね、今日も議論の中に出てきているところありま

す。 

そういった面では、この改訂をしていく上で、次の総合計画につなげ

る意味もあって、方針として是非事務局の中で、どういう KPIで将来

的に考えたら良いかということを検討していただけるようにしてい

ただければ良いなと。 
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極端に単年度で KPIの数字をゴチャゴチャいじってしまうと、何がど

う全体像が変わったのか分からないので、そういった面では、単純に

５分の６といったところで、意味合いを理解していくっていう、やむ

を得ないかなっていうふうには判断しています。 

西川企画部長 ありがとうございます。 

あと１年間というのは、藤井先生が仰った形で評価をさせていただき

たいと思ってはおるんですが、第５次の総合計画の策定に当たりまし

ては、成果指標戦略会議というのを設ける予定でおります。 

この中で評価方法ですとか、基準値、成果指標ですね、そういうこと

についてしっかりと協議をした結果、しっかりとした位置づけの中で

の事業展開を図っていくというふうな考えでおりますので、またその

ことについての御意見をもらう可能性はあるかもしれませんが、一応

そういう予定でおるということだけ、この場で報告をさせていただき

ます。 

山本委員長 はい、ありがとうございます。 

その他、改訂手続きを書面協議という形で進めて行く点を含めまし

て、いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

そうしましたら、総合戦略の改訂方針は了承いただけますでしょう

か。 

市川委員 ちょっといいですか。 

③なんですけど、無茶苦茶これってよく分からないことが書いてあっ

て、国が言っているといっても、具体的にさっきの SDGｓなんかも組

織を変えてる事例しかないし、本当にどうやって変えていくのか、市

町に下りたときに何をしたら良いのかっていうのも分からないのに、

世界と一緒に歩こう、ダンスを呼ぼうなんて静岡市みたいに言ってま

すけど。ダンスじゃないか、ガールズコレクションか。 

そんな感じでやってましたけど、本当にこれって幅広いし、今までの

指標と比べたら無茶苦茶広いので、③がどう入るのかということに対

してはとても心配を感じてしまいます、という感想だけですけど、よ

ろしくお願いいたします。 

西野委員 一応、地方創生はある意味、専門でやってきているんですけど、国の

地方創生戦略はですね、とても良い部分もあるんですけど、一番構造

的な部分に国は手を付けてないんですよ。 

上場企業の半分、50％はですね、東京にあるんです。首都圏入れると

もう 70％近い。そういう原因はですね、やはり日本の場合はですね、

中央政府が非常に権限が強いところもあります。 

そういう所得がですね、本社があるところにみんな行ってしまうわけ

です。そういう部分を直すのはものすごい大変なんですけれども、手

を付けてなくてしかも、地方創生戦略は大体 6,000億から 8,000億あ

るんですけど、東京オリンピックだけで１兆 6,000億ぐらいあります。
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今、東京の再開発でですね、2,000 億から 3,000 億ぐらいの工事が６

つぐらい集中してるんですよ。 

ということはですね、投資が首都圏に物凄い額で投じられていて、し

かもそういう中央集権というと反体制のように聞こえるかもしれま

せんけれど、やはりアメリカやドイツなんかと比べてですね、そうい

う意味では、本社も、あるいは色んな団体の本部も全部東京に集まる

構造になっちゃっているわけです。 

ですから、人口全体が減っているときに、社会移動でですね、どんど

ん地域から出てしまうということはですね、本当に地域にとってはも

う追い込まれてきているわけです。 

ですから、そういうものに対する地方創生戦略の対策をしてないの

で、これはですね、本当に、今回の改訂方針見ても、関係人口を増や

すとかですね、高校の教育をもっと地域志向にするっていうのは、後

者のものについてはもう既に色々やってるんですけど、あまりにマイ

ナーなんですね。 

ですから、あんまり１年とにかく手を付けずにですね、やって、根本

的な部分を、その中で地域としてできることは何かということをです

ね、１年考えていただいて、裾野の場合はまた違った構造になってま

すから、地域の静岡銀行さんとか金融機関と一体となって、産官学で

取り組まないとですね。裾野の場合は本当に恵まれている方です。 

他の自治体は本当に追い込まれています。 

ですから、そういう形で、是非こういう場でですね、対策を講じてい

ただきたいなと思います、以上です。 

山本委員長 では、意見の方は総合戦略の改訂方針だけではなく、第５次の方の策

定の方にも是非反映させていただきたいなというふうに思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、本日の議事は全て終了しましたので、進行を事務局へお返

します。円滑な議事進行に御協力いただきありがとうございました。 

事務局 

（渡瀬主幹） 

委員長、進行ありがとうございました。 

 

５ その他 

氏名 内容 

事務局 

（渡瀬主幹） 

それでは、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。よろしいでしょうか。 

それでは、事務局からお知らせがございます。 

本日、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。 

また、総合戦略の改訂につきましては、国県の動きを勘案しながら、

然るべき時に書面協議させていただきますので御承知おきください。 



35 

 

６ 閉会 

氏名 内容 

事務局 

（渡瀬主幹） 

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。それでは、これをもちまして、令和元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。 

 


