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令和元年度裾野市総合計画等評価委員会 意見対応表 

 

１ 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） 

「健康づくりへの支援の満足度」が△になっているが、これは若い人

たちを含む市民アンケートの結果を使用しているためで、全体的な満

足度はもっとあると思う。指標の捉え方を改善した方が良いのではな

いか。 

健康福祉部 市民意識調査では、市全体の「重要度」「満足度」を測っています

が、満足度については、年代や対象を絞った指標設定の検討が必要

と考えます。個別計画における調査なども参考にします。 
☐有 

☒無 

（1-4地域における福祉の推進） 

「民生委員・児童委員の相談指導件数」は、目標値 3,000に対して実

績値が 2,417ということで△になっているが、相談件数が減っている

方が良いのではないか。これについても、指標の捉え方を改善しても

らいたい。 

健康福祉部 地域における福祉の推進の最大の担い手である民生委員・児童委員

に着目した指標であると考えますが、ご意見のとおり、相談件数の

増減は、二面的な捉え方があることから、次期計画に向けて別の指

標を設定すべきと考えます。 

☐有 

☒無 

2 山本委員長 

（1-1健康づくりの推進） 

評価方法が市民に対する無作為抽出のサンプリングとなっているが、

利用者に評価してもらうなど、評価の方法を検討した方が良い。 

健康福祉部 ご意見のとおり、望月委員の１つ目の対応方針に記載のとおり検討

したいと考えます。 
☐有 

☒無 

【施策の大綱２】 

3 山本委員長 

（2-1学校教育の充実） 

「将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合」について、小学生は

期待値を上回っているが、中学生が期待値を下回っているというの

は、自分の将来や進路に対して、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っているということである。これは、子ども

自身に対して、本物のキャリ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。ここに関しては、教員研修を含め、

何かしらの改善策が必要で、クラス全体で同じことをやるというやり

方はダメだと思う。 

教育部 「将来の夢や目標を持っている」中学生の割合が思うように伸びて

いない現状に対して、ご指摘のように指導する教師側の意識改革と

指導方法の工夫が必要です。折しも、来年度から、小中高校生にキ

ャリア・パスポートを持たせ、学習や学校生活の目標を設定し、達

成度を自己評価する教材が導入されます。このキャリア・パスポー

トをどのように活用するかの研修を進めることで、個々への対応を

どのようにしていくかが求められます。ほんものとふれあう学習事

業を、ただ体験させるだけであったり、一斉指導で終わらせたりす

ることなく、個々のキャリア形成や夢に結び付けた指導につなげら

れるように研修内容を工夫改善していきます。 

☒有 

☐無 

（2-3青少年の健全育成） 

「青少年健全育成に関する事業参加者数」の数値が下がっていること

について、１回１回のイベントでどうにかしようということではな

く、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展開

が必要ではないか。 

教育部 こちらで拾っている数字は市が主催する事業と助成している事業

に限定しているため、年度ごとの事業の実施状況により増減が大き

くなっています。実際にはほかにも様々な団体による青少年健全育

成に資する事業が行われています。現在の目標値の集計では、実際

に青少年健全育成に資する活動に参加している人がどれだけいる

か示せているとは言えないため、現在の一部事業参加者数の集計に

替わる数値を達成目標としたいと考えております。 

☐有 

☒無 
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【施策の大綱３】 

4 一之瀬委員 

（3-5防犯体制の充実、3-8広域連携による消防・救急体制の充実） 

「防犯体制の充実」という意味合いでは、同報無線やまもメール等に

より市民に周知するなど、持てるツールを有効に活用している。 

「消防団団員数」は定数に足りていない状況ではあるが、周辺市町と

比較すると充足率は高く、団員確保に向けて団員・行政・区長会が一

丸となって努力している。 

そういうことからも、この２つの指標に関しては、△ではなくもう少

し良い評価でも良かったのかなと思う。 

環境市民部 今後も、消防団員の確保に向け、消防団の支援をしていきます。 

☐有 

☒無 

5 市川委員 

（3-3環境負荷の少ないまちづくりの推進） 

「環境イベント・環境教育講座の開催回数」については、市役所の職

員が頑張ってやっていて、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。 

「市民１人１日当たりのごみの排出量」については、結構良いところ

まで数字が来ているので、今後は、事業系一般廃棄物の排出量を評価

の視点に入れても良いのではないか。 

環境市民部 今後もゴミ減量について市民に協力を呼び掛けていきます。 

事業系一般廃棄物排出量の削減については、事業所の廃棄物の捉え

方や景気及び経営状況に左右されるので、指標とするには検討が必

要であると考えます。 
☐有 

☒無 

【施策の大綱４】 

6 藤井委員 

（4-1 裾野らしいまちづくりの推進、4-2 活気に満ちた市街地整備の

推進） 

立地適正化計画、土地区画整理事業の事業計画の変更が着実に達成で

きたのは評価できる。これら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う。 

建設部 立地適正化計画による駅周辺の拠点性の向上と多様な世代の交流

に向け、商業施設と連携した子育て支援施設の充実や駅西土地区画

整理事業の推進などの活気に満ちた市街地整備のための施策を推

進していきます。計画推進に当たっては、各種施策事業の実施状況

とともに当該計画の目標指標である都市機能誘導施設の充足率の

達成状況を評価検証し、必要に応じ施策・事業の改善を行っていき

ます。 

☐有 

☒無 

（4-5持続可能な公共交通の確保） 

「バス路線や便数に満足している人の割合」が△になっているが、こ

れは頑張ってもなかなか難しい事情が社会的な背景としてあり、バス

事業者そのものが維持継続できない状況が裾野の場合には、一つの大

きな負担になっている。そういった中で直接的に市民の満足度を上げ

るというのは、行政が取り組んだとしてもなかなか難しいだろうと率

直に思う。 

企画部 裾野市地域公共交通網形成計画に基づき、市民・行政・交通事業者

との協働により、利便性が高い持続可能な公共交通システムの実現

を目指していきます。 
☐有 

☒無 
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（4-7 豊かで良質な水道の安定的確保、4-8 衛生的で快適な下水道の

整備） 

裾野の場合は、広域な市街化調整区域での水道といった問題を含めて

考えなければならないため、他の自治体が抱える整備計画よりも非常

に大きな負担を抱えているが、そういった中では、よく頑張れており、

「下水道整備面積の拡大」についても、目標には至っていないが着実

に進んでいるという傾向は見えている。 

環境市民部 施設の整備計画、水道事業においては裾野市新水道ビジョンを、下

水道事業においては裾野市汚水処理設備整備構想を策定し、計画的

に施設の整備や更新を行っています。 

また令和元年度に、水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るた

め、それぞれの経営戦略を策定する予定です。 

☐有 

☒無 

7 市川委員 

（4-8衛生的で快適な下水道の整備） 

「下水道整備面積の拡大」の他に、接続率という視点があった方が良

いのではないか。 

環境市民部 下水道は接続し、汚水処理がされることで、その価値が生まれます。

下水道整備済み地域で未接続の家庭等には、接続についての広報活

動を行っており、接続率という指標が有っても良いと思います。 

☐有 

☒無 

【施策の大綱５】 

8 岩瀨委員 

（5-4観光産業の振興） 

「観光施設の利用者数」については、そもそも観光施設が少ないとい

うこともあるが、富士山資料館など富士山に関する重要な施設もある

ので、認知度を上げるような PRを検討する必要があるのではないか。 

産業部 

 

平成 30 年度、令和元年度、令和２年度の３か年で静岡デスティネ

ーションキャンペーンを県内で展開しています。その中で、須山浅

間神社の特別拝観や須山御体内ガイドツアーなどを実施し、認知度

をあげるための新たな観光商品を企画しています。 

☐有 

☒無 

教育部 富士山資料館のＰＲについては、近隣施設や道の駅にパンフレット

や年間事業リーフレットを配架してもらい、イベントを企画するご

とに広報すそのや市公式ＷＥＢ、報道提供を行っているほか、市公

式フェイスブックでも積極的に発信し、H30 年度は合計 23 回富士

山資料館関係の記事をポストしています。しかし、現在のところ来

館者数の増加にまではつながっているとは言えない状況です。今後

も地道なＰＲを続けるとともに、富士山近隣の博物館系施設や観光

施設、富士山世界遺産市民協議会等との団体と連携を進め、アイデ

アをいただきながら、集客に努めていきたいと考えます。 

☐有 

☒無 

（5-5地域資源磨き・魅力発信の推進） 

一度、東京に出た学生が戻ってきたいと思えるような職の受け皿を創

っていく必要があるのではないか。 

産業部 

 

首都圏へのアクセスの利便性や、地盤の強さ・地下水が豊富といっ

た裾野市の強みを生かし、企業支援や企業誘致の促進を図っていま

す。また、働く環境を整えていくことが必要だと考えています。 

☐有 

☒無 
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9 出口委員 

（5-1商工業の振興） 

「スソビズの相談件数」は、件数的には上がっているが、どのぐらい

起業したのかということになると、まだまだ商工業の振興というよう

なところにまで結びついていないのではないか。 

産業部 スソビズ自体は中小企業支援相談と創業支援相談を合わせた形で

取り組んでおり、ご指摘通り、相談件数全体（H30実績：452回）に

対して創業数（創業相談 39件、起業者数９件、うち法人化２件）が

割合として少ないように見えます。 

その中でスソビズの役割としては、新たに事業を立ち上げる人に寄

り添い、順調に事業継続できるようアドバイスしていくことです。

起業したばかりの事業者は収益も少なく、なかなか商工業の振興へ

とつながりません。スソビズで相談を行い、地域での商工業振興に

結び付くような事業者に成長していくためには 10 年程度かかると

考えています。 

☐有 

☒無 

10 西野委員 

（5-5地域資源磨き・魅力発信の推進） 

人口の社会減に関して、地域を支える人材が外に出て、戻ってきてく

れる、あるいは地域でそのまま就職するという形で、支える人材がい

ないと地域は今後ますます厳しくなるため、ここを分析して、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う。 

産業部 首都圏へのアクセスの利便性や、地盤の強さ・地下水が豊富といっ

た裾野市の強みを生かし、企業支援や企業誘致の促進を図っていま

す。また、働く環境を整えていくことが必要だと考えています。 

☐有 

☒無 

企画部 人口の社会減対策として、子育て世帯の転出を抑制するためにも、

子育て世帯に選ばれるために必要な施策を検討していきます。 

☐有 

☒無 

【施策の大綱６】 

11 西野委員 

（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） 

これまで職員の職務満足度の低下を問題視してきたが、行政改革とい

うのは色んなフォーマットを使ってやるし、間接業務になるため、こ

れの負担感、疲労感というのがとても厳しく、そういう意味でも職員

の疲れが見られるのではないか。 

総務部 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。集中改革プランによる職員数

の削減や多種多様で複雑化する行政ニーズへの対応や権限移譲に

よる業務量の増加や業務内容が複雑化する傾向であります。満足度

は、個々の様々な要因があるため一概に分析するのは難しいです

が、これら背景もあると推測しております。 

満足度に関しては、業務改善による生産性の向上や行財政構造改革

における事務事業の見直しによる事業量の削減、コミュニケーショ

ンの活性化により、風通しの良い職場環境づくりを行っていきたい

と考えております。 

☐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） 

職務満足度というのは、システムの影響をすごく受けるものである。

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、一

つ視点を入れて考えないと、朝から晩まで働くということに、特に若

者は耐えきれないと思う。 

在宅勤務など業務の形態も考えて職務満足の改善を考える必要があ

るほか、管理職の方も自身のメンタルヘルスをケアしながら、皆さん

が楽しく仕事ができるような職場環境づくりを頑張ってほしい。 

総務部 業務の平準化や業務改善などの取組による属人化や硬直化の解消

に努めるとともに、時差出勤制度によるワークライフバランスや時

間外縮減を進めているところであり、これからも継続していきたい

と考えています。 

職員へのメンタルヘルスチェックを行うとともに、職員相談の実施

を継続していきます。また、日頃から一緒に仕事をする所属内での

コミュニケーションを活性化し風通しの良い職場づくりが必要で

あるため、所属長を中心として職場意見交換会などを進めていきた

いと考えています。 

☐有 

☒無 
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【その他】 

13 山本委員長 
（全体を通して） 

調査方法や評価指標を検討するプロジェクトを立ち上げた方が良い。 

企画部 第５次総合計画の策定プロセスの中で、取組の評価方法や成果指標

の妥当性の検討を行う「成果指標戦略会議」を開催することにより、

計画と評価が連動するようにしたいと考えています。 

☐有 

☒無 

 

２ 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 

まちづくり“共生” 

1 望月委員 

（裾野駅前整備等まちづくり） 

全体的に遅い。駅前を見ても、もう少し気合いを入れていけないのだ

ろうか。長泉等、あまり余所と比較してはいけないが、やはり寂しい

限り。 

建設部 昨年度見直しを行った事業計画の着実な推進に向け、地権者や国・

県・ＪＲなどの関係機関と調整を行い、早期に効果を発現できる移

転計画・整備に努めます。当該事業は既に長期間に渡り実施してい

るため、積極的な情報提供により、市民の理解を得られるよう広報

していきます。 

☐有 

☒無 

ひとづくり“共育” 

2 望月委員 

（共生社会の実現） 

地域の絆が非常に希薄化してきている。富岡地区では、老人クラブの

リーダーがいないからということで、老人クラブを解散してしまった

例がある。昔は、リーダー育成養成講座みたいなものをやって、そこ

から区長が出たりした時代があったので、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らなければいけないのではない

か。 

教育部 地域リーダー養成講座(旧区民セミナー・H16改称)は、区民活動や

地域の教育力の向上のため、区民の中心となって区民のための学習

機会の創出や、地域コミュニティの活性化を推進する人材を養成す

るため、平成の初めころから行われていましたが、平成 22 年度に

終了しました。また、市民協働によるまちづくりを推進するため、

組織の基盤となる人材育成を行う事業として、平成 29～30 年度は

生涯学習課市民協働室において、本年度は戦略広報課シビックプラ

イド推進室において、新しい公共を担う活動主体育成事業を行って

います。今後については、教育部としては、生涯学習センターで行

っている生涯学習教養講座の中で、講座生向けのアンケート等を通

じ市民のニーズをつかみながら、地域活動に資する人材を育成でき

るような講座の開催も検討していきたいと考えます。 

☐有 

☒無 

 

企画部 戦略広報課シビックプライド推進室では、「持続可能な地域コミュ

ニティづくり」を目的として、平成 30 年度から自治組織の課題解

決力の向上や、担い手不足の解消をするために「元気な地域づくり

研究会」を実施し、地域課題の意見交換や情報共有の場を提供して

います。 

また、市民活動センターにおいては、地域課題に関わる人材の育成

を目的として、市民自らが課題解決に取り組むきっかけづくりや意

識の啓発につながる機会として広く一般市民を対象として「市民ま

ちづくり講座」を実施しています。 

☐有 

☒無 
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しごとづくり“共栄” 

3 岩瀨委員 

（裾野ブランド） 

裾野ブランドが市外の人たちに認知されていない。また、市内に住ん

でいる人たちの中でも、あまり浸透していない。 

産業部 今年の４月から市役所１階で裾野ブランドを展示しており、市民や

裾野市役所に訪れる方にＰＲを行っています。展示ケースのそれぞ

れの商品にはＱＲコードをつけ各店舗または商工会のすそのブラ

ンドホームページで商品を閲覧できるようにしました。 

また、ふるさと納税品に協力していただける事業者には、裾野ブラ

ンドとして全国へ発信しています。 

☐有 

☒無 

（裾野市の認知度） 

県外に行くと、裾野から来たと言っても分かってもらえない。富士山

と絡めてもっとプロモーションができるのではないか。 

企画部 首都圏からのアクセスの良さや暮らしやすい環境、世界的に誇れる

富士山がありますが、近隣市町と比較すると、県外の方々への「裾

野市」の認知度は低いと感じています。そのような中で、昨年度は、

映画「キングダム」の日本唯一のロケ地として撮影が行われるなど、

映画やドラマ等のロケの誘致や活動の支援をし、フイルム・コミッ

ションによるシティプロモーションを行っています。また、地域資

源を活用して、市内に眠る埋もれた魅力や隠れた資源を発掘し、画

像等を市ウェブサイトで発信しています。その他、裾野市マスコッ

トキャラクター「すそのん」を活用したＰＲや、ふるさと納税によ

り、裾野ブランドを発信していくなど、少しずつではありますが認

知度は上がっているのではないかと考えます。今後も効果的に情報

発信し、市の知名度や認知度を高めるよう進めていきます。 

☐有 

☒無 

4 市川委員 

（「地域資源を活用した新商品・サービス創出件数」の捉え方） 

ここの指標は本来、新商品・サービスの「創出件数」であって、「補助

対象の件数」ではないのではないか。 

産業部 当初の指標を「補助対象件数」として設定しており、途中で捉え方

を変更すると、これまでの成果や達成状況との整合性が取れなくな

る恐れがあります。第４次裾野市総合計画後期基本計画の期間中は

現在の考え方を継続し、次期改定時に改めて指標設定の考え方につ

いて検討していきたいと考えています。 

☐有 

☒無 

5 西野委員 

（大手事業所との協調） 

裾野市は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「フラワーポット型産業構造」であるため、今ある大手事

業所をいかに留め置き、地域コミュニティに溶け込んでもらい、根を

張ってもらうかといった対策が必要ではないかとこれまで申し上げ

てきたわけだが、大手事業所と協調するような政策を地方創生でもっ

と進めて行くために、その辺をどのように考えているか。 

産業部 これまでフラワーポット型産業構造を改革すべく、大手事業所に市

内中小企業を算入できないか模索しましたが、大手事業所の主流へ

入り込んでいくことは、納品ロット数・単価・技術力など壁が高く

達成できませんでした。 

しかしながら、大手事業所が新たに試みようとする事業やＣＳＲ事

業などでは市内事業者と連携して実施している事業も出てきてい

ます。 

☐有 

☒無 

企画部 今年度から官民連携まちづくりを担当する職員を配置し、今までよ

り以上に、大手事業所との連携を密にすることにより、時代の変化

に対応したまちづくりを推進していきます。 
☐有 

☒無 
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地方創生推進交付金事業 

6 出口委員 

（産業連携地域プラットフォーム展開事業） 

いわなみキッチンの事業費（運営費）の内訳はどんなふうになってい

るのか。 

産業部 ■平成 30年度（実績） 

週１回の中小企業創業支援事業 Suso-biz の運営（f-biz モデル採

用委託）10,000 千円、いわなみキッチン（施設運営賃借料等）費

3,362千円、産業連携事業に関する費用（事業費・人件費等）11,662

千円。（差額事業費収入等） 

■令和元年度（実施中） 

週１回の中小企業創業支援事業 Suso-biz の運営（f-biz モデル採

用委託）9,000千円、いわなみキッチン（施設運営賃借料等）費 3,000

千円、産業連携事業に関する費用（事業費・人件費等）10,000 千

円。 

☐有 

☒無 

 

３ 総合戦略の改訂方針 

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 

（KPIの考え方） 

総合戦略を改訂していく上で、次の総合計画につなげる意味でも、ど

ういう KPI で将来的に考えていったら良いかということを検討して

ほしい。 

企画部 現行の総合戦略は、延長する期間が１年間のみですので、現在の数

値目標に５分の６を掛け合わせた数値を最終年度の目標値とした

いと考えておりますが、現在策定中の第５次裾野市総合計画におい

ては、目的・目標の達成度を測るのに相応しい指標を設定したいと

考えています。 

☐有 

☒無 

2 市川委員 

（国の第２期総合戦略における新たな視点） 

新たな視点として加わった「SDGs」は扱う範囲がとても広いので、こ

れがどのように市の総合戦略あるいは総合計画に入ってくるのか、と

ても心配である。 

企画部 仰るとおり SDGsがカバーする範囲は広いですが、17のゴールのう

ち、次の 10 年間で特に力を入れて行くゴールについては、総合計

画の中でも明示していきたいと考えています。 

☐有 

☒無 

3 西野委員 

（産官学連携による取組） 

地域としてできることは何かといった根本的な部分を１年間考え、地

域の金融機関と一体となって、産官学で取り組んでいただき、是非こ

ういう場で対策を講じてほしい。 

企画部 今年度の評価委員会から、静岡銀行の出口委員にも参画いただいて

おりますので、今後の裾野市の方向性や取組について、評価委員の

皆様からご助言をいただくとともに、産官学金等の連携により対策

を講じていきたいと考えます。 

☐有 

☒無 

 


