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平成 30年度裾野市総合計画等評価委員会 意見対応表 

 

（総合戦略） 

No. 委員名 委員からの意見 関係部 対応方針 添付資料 

1 藤井委員 

【立地適正化計画】 

現在実施している「宅地分譲補助事業」や「東西地区の道路整備事業」

は、策定中の立地適正化計画の枠組みに入っているのか。居住誘導区

域に組み込まれていくのか。 

計画策定と事業実施の将来的な整合性について、齟齬のないように作

られると良い。 

建設部 【立地適正化計画】 

「宅地分譲補助事業」と「東西地区の道路整備事業」の対象となる

土地は、市街化区域内の土地であるため、策定中の立地適正化計画

では居住誘導区域となる予定の土地であり、現在も継続して事業を

進めています。 

☐有 

☒無 

2 望月委員 

【田園未来都市】 

田園未来都市というキャッチコピーが分かりにくい。裾野市は特徴が

ないのが特徴だと個人的には思っているが、分かりやすく言うとどう

いうものか。 

 

 

 

 

 

企画部 【田園未来都市】 

裾野市は、富士山の裾野に広がるまちで、水や空気がきれいなほか、

山林や緑地を身近に感じることができ、田畑が市内の至るところに

存在します。このように、豊かな自然を有した「田園」風景が広が

るまちである一方、東名裾野インター周辺には、グローバルに活躍

する企業の研究所や工場等が多数立地するなど、産業が集積する

「都市」として発展してきました。 

この裾野市という「田園都市」の持続的な発展のため、まちの個性

を磨き、共に「未来」を創っていこうという思いが、「田園未来都

市」というキャッチコピーに込められています。 

☐有 

☒無 

3 市川委員 

【産業基盤】 

小山町は「内陸フロンティア」の開発で、トータル 300haの工業団地

やそれに付随するスマートインターを作るなど、かなり大規模な開発

を進めているが、なぜ今しているかというと、今まで開発してこなか

ったからである。しかし、裾野市はインター周辺で既にやり終わって

おり、そういう意味では先進的にやってきたと言える。そのインフラ

がなくなっているわけではないので、やりようによっては素晴らしい

ところだと思う。捨ててはいけない。これから一生懸命誘致すれば大

丈夫かなと思う。 

 

【宅地分譲】 

宅地分譲について、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、ずっと持ち続けるのも難しい中で、もっ

と市がコンパクトシティのイメージを売り出すことで、売りますよ、

買いますよという形を作っていけば、土地の供給はもっと出てくるの

ではないか。 

小山町のわさび平では、町が生み出した住宅地があるが、集団の土地

産業部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設部 

【産業基盤】 

裾野インターチェンジ近郊には、工場誘致が推進できる土地があり

ません。今年度、工場誘致に向けた調査を委託していますので、工

場誘致の適地が設定できましたら推進していきたいと考えていま

す。 

 

 

 

 

 

【宅地分譲】 

現在、市街化区域内にある宅地としての未利用地は、接道する道路

が狭く住宅を建築することが難しい土地であったり、そもそも接道

する道路が無く、住宅を建築することができなかったりする土地が

多くを占めています。 

そのことを解消するため、現在、市では「宅地分譲補助事業」と「東

西地区の道路整備事業」を進め、市街化区域内に住宅を建築するこ

☐有 

☒無 
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に公園部分がある。市がもう少し積極的に組み込むと色々なことがで

きるのではないか。 

 

 

とができる土地の創出に努めています。 

その結果として、「宅地分譲補助事業」では、補助対象区画として

249区画（総区画数 270区画）が分譲されました。また、「東西地区

の道路整備事業」では、道路を新設することにより沿線が分譲され

るなど土地利用が進んでいます。 

4 山本委員 

【指標：婚姻件数、０～４歳人口】 

婚姻件数や０～４歳人口が減ったからマイナスの評価になるかとい

うとこれには根深い問題がある。 

生権力の問題と関わっていて、「裾野市」というローカル・オーソリテ

ィが個人のライフプランの決定に関わるようなことを何かの指標に

していいものなのかどうか。前回は増えたけど、今回は数字が減った

からダメなんだという発想自体を考え直さなきゃいけないのではな

いか。市民の意識や倫理、社会状況などが関わってくるが、安易に指

標として出して良いものなのかどうか。考える場を別に設けた方が良

いのではないか。 

 

【指標：将来の夢や目標を持つ児童生徒の割合】 

割合が徐々に減ってきているのは、しっかり調査・分析が必要。 

2011 年に小学校に入学した子の 65％は、今ない仕事に就かなきゃい

けないと言われている世界で、今ある仕事で、今ある世界観で夢が持

てないのか、それとも将来に対する不安から夢や目標を持てないの

か、子どもの将来を考える上でも、もうちょっと踏み込んだ調査が必

要なのではないか。 

 

 

 

【指標：授業が分かると答える児童生徒の割合】 

授業が分かるの「分かる」の意味が、学習指導要領の改定で変わって

くる。それが子どもに対する学習結果として表れてくるのは 10年、20

年というスパンが必要だが、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、教育委員会や担当部署でしっかり把握し

て、啓蒙しないといけないのではないか。 

 

企画部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部 

【指標：婚姻件数、０～４歳人口】 

御指摘のとおり、多様なライフスタイルが尊重されている中で、行

政が設定する指標の意味合いについては、慎重な検討が必要である

と考えます。 

また、単純に量だけ増えれば良いのか、という問題もありますので、

次期計画の策定の際には、指標の妥当性について、市民や事業者の

ほか、有識者の意見をお聞きし、議論を重ねていきたいと考えます。 

 

 

 

 

【指標：将来の夢や目標を持つ児童生徒の割合】 

目標達成に向けて、キャリア教育を系統的に進めたり「ほんものと

ふれあう学習事業」を進めたりしています。 

中学校段階では、職業体験などを行い、体験的な学習の中から、個々

の夢や目標につながるように指導していますが、このような取組が

将来の夢や目標を育成することにつながっているのかどうか検証

が必要であると考えます。 

各取組の実施後に、夢や目標を持つことに結びついているかの振り

返りを位置付けたいと考えています。 

 

【指標：授業が分かると答える児童生徒の割合】 

学習指導要領改訂に伴う各種研修は、伝達講習会、県教育委員会指

導主事等による指導訪問、市研修支援を担う「学びの森」指導員等

により、継続的かつ計画的に行われています。教員の意識の変化は

あるものと把握しています。ただ、実際に、どのように授業を変え

ていくか、子どもの「分かる」をどのように捉えていくかなどの評

価については、今後も機会あるごとに研修を重ねていく必要がある

と考えています。 

☐有 

☒無 

  



- 3 - 
 

（総合計画） 

No. 委員名 委員からの意見 関係部 対応方針 添付資料 

【施策の大綱１】 

1 望月委員 

（1-1健康づくりの推進） 

健康マイレージや寄り道ウォーキングなど、細かく事業展開している

ところは評価しているが、参加者が固定している。足の問題とか参加

できない理由があるのだと思うが、参加できない人への配慮・対応は

できないか。 

 

 

 

（1-2子育て支援の推進） 

西地区で計画している幼保一元化は、もっと早く実現できないか。ま

た、待機児童は本当にゼロなのか。定義が分からないので教えてほし

い。 

 

 

 

 

（1-4地域における福祉の推進） 

地域共生社会を具体的にどのように進めていったら良いか。サロン活

動は良い。介護にならないような予防をもう少し進めていっていただ

きたい。男性のお達者度が１位ということで、裾野市でも健康づくり

に対する意識が高まってきたのではないかと感じている。 

 

（1-5障がい福祉の推進） 

特別支援学校の卒業式に出たが、答辞が普通の学校の子より立派で素

晴らしかった。昔と違って、子どもに適した道を進ませることができ

ていると実感した。 

健康福祉部 （1-1健康づくりの推進） 

寄り道ウォーキングは、福祉保健会館を発着点として実施していま

すが、30年度から、東西地区向けに市内ショッピングセンターを発

着点としたウォーキングを実施しています。歩く機会が作れない方

には、出前講座等により運動の機会を提供していきたいと考えま

す。また、高齢者については、地区サロンへの参加を呼び掛けるな

ど、機能維持の機会を提供していきたいと考えます。 

 

（1-2子育て支援の推進） 

保護者等の理解を得るため、西地区に限定せず、こども園化を中心

に説明会を行うなど、実現に向けて取り組んでいきます。 

毎年、４月１日を基準として、保育所を希望する方が入所できない

場合を待機児童としています。希望園を限定するなどの場合で、希

望する園に入所できない潜在的な待機児童や年度途中で入所でき

ないケースは含まれていません。 

 

（1-4地域における福祉の推進） 

当市には地域共生社会の素地があり、日々の活動においては成り立

っています。地域福祉の担い手である社会福祉協議会を中心に、地

域による自立したサロン運営の仕組み、モデルケースの提供などに

取り組んでいきたいと考えます。 

 

（1-5障がい福祉の推進） 

引き続き、児童の特性を踏まえた就学先の情報を保護者に提供し、

相談することによって、児童への周囲の理解を深めるとともに、児

童の可能性を最大限引き出す教育の場の提供に取り組んでいきた

いと考えます。 

☐有 

☒無 

2 山本委員 

（1-2子育て支援の推進） 

待機児童については、この辺の地域はすべて待機児童ゼロである。待

機児童ゼロを指標にするよりも質の問題が大事。 

幼保一元化については、行政としては保育料や助成金の問題を考える

とメリットが大きいが、人がついていくのかということがどこの市町

でも問題になっている。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である。行政主導でやるべきではない

のかもしれないと最近考えている。 

健康福祉部 （1-2子育て支援の推進） 

当市の場合、私立園の積極的な動きがありませんが、効率的な保育

基盤を整備するためには、こども園化も一つの方策と考えていま

す。 

御意見にあるとおり、現状においても人材確保の課題はあります

が、モデル的に公立園のこども園化を進めていきたいと考えていま

す。 

☐有 

☒無 
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【施策の大綱２】 

3 山本委員 

（2-5文化の振興・保存） 

図書館がすごく頑張っている。 

 

 

（2-2生涯学習の充実） 

人口減少で人手不足が色々なところで出ている。生涯学習で高齢者の

再雇用が一番注目されている。そこに関わるところだけが△になって

しまっているので、そこのところを改善するカリキュラムが必要では

ないか。資格取得や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、そこへの改善に期待する。 

教育部 

健康福祉部 

（2-5文化の振興・保存） 

幼児を対象とした取り組みが活発になっていますので、子育て支援

事業との連携を進めていきたいと考えています。(健康福祉部) 

 

（2-2生涯学習の充実） 

現状では、趣味、教養、健康づくりを中心とした講座を実施してい

ます。雇用につながる職業訓練的な講座の開設は難しいと考えま

す。しかしながら、永年つちかってきたスキルを講師として活かせ

るような講座、伝統を継承できるような講座の開設については検討

しているところです。また、企業人として得た技能・技術、その他

職などを通じて高い専門性を得た方が、自らの能力を登録でき、そ

の能力を活用したい方が検索し、広く活躍できる場につなげられる

よう、現在団体向けに運用している「市民活動マッチングシステム」

の改良に向けて検討しているところです。（教育部） 

シルバー人材センターなどの活用により、技術の習得や資格取得を

図ることは、高齢者の雇用、就労を進めるうえで、労使双方に有益

であり、「お達者度」を高めていくことにつながると考えます。（健

康福祉部） 

☐有 

☒無 

【施策の大綱３】 

4 市川委員 

（3-3環境負荷の少ないまちづくりの推進） 

29年度の市民１人１日あたりのごみの排出量が 800ｇまで来たのは、

かなりの努力が見られる。県下でも良いところにいったのではない

か。 

環境市民部 （3-3環境負荷の少ないまちづくりの推進） 

今後も、分別の徹底と再資源化の推進に取り組んでいきます。 ☐有 

☒無 

5 奥野氏 

（3-5防犯体制の充実） 

以下、情報提供。 

平成 30年上半期の裾野警察署管内の刑法犯の被害認知件数は 227件。

前年同期と比べるとマイナス 19件。刑法犯の認知件数は減少傾向。裾

野市は 113件。前年同期と比べるとマイナス 18件。 

裾野警察署管内のオレオレ詐欺等、特殊詐欺は増加傾向。上半期で 10

件、前年より４件増えている。自転車盗も 25件発生、前年より５件増

えている。裾野駅、下土狩駅等、ＪＲ御殿場線沿線の駅の駐輪場での

被害が多い。 
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6 藤井委員 

（3-6交通安全対策の充実） 

次の評価に向けてという話であるが、交通事故発生件数という指標

は、死亡件数として扱うか事故件数として扱うか、是非検討していた

だきたい。裾野市の場合には、市街化調整区域に住まわれている方が

多いので、なかなか車を手放さない高齢者が増えてくるというところ

が特徴となってくるかもしれない。そうすると高齢者が起こす事故

が、「暮らし」や「安全」といったキーワードに影響してくるかもれし

ないので、次の計画見直しの際に、どういう指標を設定するかよく御

検討いただくと良い。 

環境市民部 

 

 

（3-6交通安全対策の充実） 

現在の目標指標は、人身事故としての交通事故発生件数でとらえて

います。次の計画見直しの際には、御指摘のような高齢者の事故対

策など、細かな部分についての検討を加えることは必要だと考えま

す。なお、指標としての設定については、他事業との指標設定レベ

ルのバランスも考慮し、検討したいと思います。 

☐有 

☒無 

【施策の大綱４】 

7 藤井委員 

（指標のバランス） 

利便性を上げるような評価、市民の満足・不満足といったものが評価

軸になっているもの、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、というように、評価項目の中のウェイトが違うも

のがかなり組み合わさっている。 

 

 

（4-5持続可能な公共交通の確保） 

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、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に満足し

ている人の割合がなかなか上がらないということがあるが、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態、バスの運

転手が確保できないから撤退といった動きがあったりする。お金をか

けてもどうにもならない中で施策展開している。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、具体的な事業、数値としては

展開してきていると言える。 

企画部 （指標のバランス） 

現行の計画では、アウトプット指標とアウトカム指標が混在してい

るほか、評価項目のレベル感が合っていないところがありますの

で、次期計画の策定にあたっては、指標設定の目的や根拠を明確に

し、ＰＤＣＡサイクルを回す上でも、より評価・改善につなげやす

いものにしたいと考えています。 

 

（4-5持続可能な公共交通の確保） 

バス交通につきましては、これまでも赤字路線に対する補助や自主

運行バスの運行など、公共交通の維持と利便性の向上に努めてまい

りましたが、人口減少や少子高齢化の影響により、運転手不足とい

った公共交通の根幹を揺るがしかねない新たな課題が生じてきて

おり、採算の難しい路線に対する大幅な減便の提案を受けている状

況にあります。このように、公共交通の確保はますます厳しい状況

を迎えていますが、既存バス路線の再編や自主運行路線の見直し等

を行い、「バス路線や便数」の満足度の向上を目指していきます。 

☐有 

☒無 

【施策の大綱５】 

8 鈴木委員 

（5-1商工業の振興） 

平成 29 年度の企業立地補助件数が３件、６千８百万円はちょっと少

ないかなと思う。伸び代はまだあるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部 （5-1商工業の振興） 

企業立地補助金は、様々な要件があります。企業立地促進事業に係

る設備投資に要する経費が５億円以上、研究所又は取得する用地の

面積が1,000平方メートル以上１万平方メートル未満の工場若しく

は物流施設にあっては１億円以上などです。そのため大規模な設備

投資や新規の工場立地などに限定されます。補助件数は少ないです

が補助金額は大きくなります。 

 

 

 

 

☐有 

☒無 
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（5-3農林業の振興） 

地域特産作物活性化支援事業はＨ28 からＨ29 で約１ha そばの部分が

増えたということで、ＫＰＩもそうだが、効果が表れてくるともう少

し評価がしやすい。屋上緑化のように目に見えるような形にしてもら

いたい。 

 

（5-1商工業の振興） 

産業連携地域プラットフォームは素晴らしい結果を出していると思

うが、中小企業相談については、まち・ひと・しごと創生会議で評価

基準を見直すべきではないかという意見が出ている。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

人的に考えている。 

このプラットフォームは有効利用されているが、ＰＲが下手糞という

か勿体ない。 

ＴＭＥＪの東北への流出については、危機感が足りなかったというこ

とがあるだろうし、大企業とのコミュニケーション不足もあると思う

が、私の周りにいるＴＭＥＪで働いている人は、移転が決まった時点

で４人ともやめることにした。そこで、地元で再就職しようとして、

もう動いているので、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、中小企業は人材不足で困っているの

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。 

（5-3農林業の振興） 

生産されたそば粉は、五竜庵をはじめ、裾野市内の蕎麦屋や、ふれ

あい市でも使用・販売されておりますので、今後は、ＪＡとも連携

し、情報発信が出来るよう努力していきます。 

 

 

（5-1商工業の振興） 

平成 30 年４月から産業連携地域プラットフォームの運営主体が市

内事業者で立ち上げた一般社団法人南富士山シティに変更となり

ました。今後は、民間活力の導入と共に広報等を充実させて市民へ

の周知を図っていきます。 

また、ＴＭＥＪを退職し、地元で再就職を考えている社員につきま

しては、産業連携地域プラットフォームを含め、ハローワークや産

業雇用安定センター、近隣市町とも連携して対応していくことを検

討しています。 

9 西野委員長 

（5-4観光産業の振興） 

観光ということで言えば、里山サイクリングツアーなどが外国人に人

気を呼んでいる。裾野市は一見何もないように感じるかもしれない

が、これだけの条件があるところなので、そういうものにチャレンジ

していただけたらなと思う。 

産業部 （5-4観光産業の振興） 

サイクリング人口は、ここ数年で数倍に増えています。また、オリ

ンピック・パラリンピックを目指したアスリートも裾野市を走行し

ています。今後、スポーツツーリズム事業とあわせてサイクリング

関係に取り組んでいきたいと考えています。 

☐有 

☒無 

10 市川委員 

（5-4観光産業の振興） 

特急「あさぎり」の列車名が「ふじさん」に変わった。小山町にはゴ

ルフ場があるが、「ふじさん」から降りてきたレベルの高そうな方々

が、迎えのバスに乗ってゴルフ場に行っている。裾野市も立派なゴル

フ場があるのだから、行政はそういうことはやらないと言わずに、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

生まれると思う。 

自転車が裾野を含めてオリンピックのコースになっているので、そう

いう使い方もある。 

小山町はモータースポーツのまちということを発表しているが、負け

ちゃいけない。内容はいくらでもある気がする。 

産業部 （5-4観光産業の振興） 

オリンピックコースになったことをチャンスと捉え、サイクリング

を含め、裾野市の強みである準高地（600m～1,500ｍ）を活用した準

高地トレーニングのを始めました。 

首都圏からも近く、景観も良いため、自転車を含め多くのアスリー

トに利用していただいていますので、準高地トレーニングを推進し

ていきたいと考えています。 

☐有 

☒無 
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【施策の大綱６】 

11 西野委員長 

（6-5行政経営の確立に向けた人材の育成と組織体制の強化） 

職員の職務満足度がＶ字回復していない。 

 

 

総務部 （6-5行政経営の確立に向けた人材の育成と組織体制の強化） 

職員の満足度は、現在の仕事の状況を職員が５段階で自己評価をす

る自己申告書により把握しています。満足度は個々に様々な要因が

あるので、傾向として分析することは難しい状況ですが、一つには

所属長とのコミュニケーションが不足しているのではないかと考

えています。 

当市における人事育成型の人事評価制度を通じて、職員のモチベー

ションを図るとともに、職場意見交換会によりコミュニケーション

を図り、風通しの良い職場環境作りを目指しています。 

☐有 

☒無 

12 山本委員 

（6-5行政経営の確立に向けた人材の育成と組織体制の強化） 

職務満足の問題は大きいと思っている。 

裾野市は他と比べて手当の比率や初任給が高いと思うが、そのような

中で満足度が下がっていることを考えると、給与面ではないところ、

システムのことを考えないといけないのかもしれない。 

市の幹部に圧倒的に女性がいない。他の市町の会議では最近あまりこ

ういう比率はない。就業支援に関する支援とかを見直す必要があるの

ではないか。 

 

（6-1広報・広聴の充実） 

広報が下手という話があったが、磐田市では天気予報のバックに「住

みやすいまち」といったコマーシャルをやっている。 

外国人のＡＬＴの活用なんかも、保育料に上乗せしてやっているわけ

ではない。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。 

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もの

のアイデアを出せる場があると良いのではないか。 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画部 

（6-5行政経営の確立に向けた人材の育成と組織体制の強化） 

仕事の満足度については、個々に様々な要因があり傾向として分析

するのは難しい状況ですが、風通しの良い職場環境作りを通じて職

員のモチベーションの向上を図る取り組みを進めていきたいと考

えています。 

職員の管理職への登用は、経験や能力などにより行っています。女

性職員のみならず、職員への研修を通じでキャリアアップ、能力向

上を図っています。 

 

（6-1広報・広聴の充実） 

シティーセールスの手法については、TVコマーシャルや新聞広告な

ど様々なものがあり、何が効果的なのか判断が難しい中、多額の費

用を投入することに関しては研究が必要と考えます。 

また、広報誌・WEB・SNS・タウン誌など、年代により情報の取り方

が多様化している中、年代に応じた情報をタイムリーに発信してい

けるよう研究していきます。 

☐有 

☒無 

【その他】 

13 藤井委員 

（資料１に関連して） 

シビックプライドが基盤となって、田園未来都市に向かって、まち・

ひと・しごとをするんだという軸に見えるが、シビックプライドを市

としてどういう形で評価しているのか。それがあれば伺いたい。ない

のであれば、シビックプライドのような、基盤となっているものをど

う評価していくのか検討していただきたい。 

企画部 （資料１に関連して） 

自分自身がまちづくりに関わっているという当事者意識からの誇

りや自負心（シビックプライド）を市民が持ち、「裾野市に住み続

けたい」、「裾野市が好き」という意識を醸成するため、行政は各事

業を実施しています。また行政だけでなく市民と連携して事業を実

施していくことで、市民の参画意識を促すことを目的としていま

す。シビックプライドは概念であるため、評価方法は難しいですが、

各事業への市民参加率や、市民意識調査やみらい会議など、直接市

民の意見を伺う機会により評価する方法を検討していきます。 

☐有 

☒無 

 


