
第 1 回 須坂市行政改革推進委員会 会議録 

 

日時 平成 29年 6月 8日（木曜日）午後 2時 00分～午後 3時 35分 

 

場所 本庁舎 3階 305会議室 

 

出席者 

委員 

市川育雄委員、関正行委員、荻原公和委員、黒澤勝江委員、酒向邦明委員、 

羽生田ひさ江委員、半谷雅典委員、湯本真実子委員 

 

欠席した委員 

林靖人委員 

 

幹事および説明者 

総務部長、健康福祉部長、市民共創部長、環境部長、産業振興部長、まちづくり推進

部長（代理：まちづくり課長）、教育次長、消防長、政策推進課長、政策推進課政策秘

書係長、政策秘書係 荒井主査 

 

事務局 

総務課長、総務課行政改革推進係長、総務課行政改革推進係 池上主査 

 

配布資料 

・次第 

・改定案（別冊） 

・進捗管理表 

・質問表 

 

 

 

 



会議の概要 

1.開会（午後 2時 00分） 

西原総務課長： 

 本会議は非公開の会議には当たらないため公開としたい。会議録作成のため録音に

ご協力願いたい。 

 林委員については所用のため欠席。ながの農業協同組合様の人事異動により前任の

井ノ浦委員に代わって関委員に新たにご就任いただいたためご紹介させていただく。 

 幹事についても人事異動で変更になっているが、説明の中で逐一自己紹介を申し上

げることとしたい。 

2.委員長あいさつ 

事務局の資料作成、事前送付に感謝。 

時間に限りあるため委員各位の忌憚のないご意見をいただき有意義な議論となるよう

お願いしたい。 

3.議事（午後 2時 04分） 

（1）「須坂市人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略」改訂案の検証について 

議事内容担当課説明（担当課進行：政策秘書係長）  

総合戦略改訂の背景について（政策推進課長） 

・資料：別紙＜総合戦略改訂の背景＞ 

・総合戦略の策定目的 

・総合戦略改訂の目的 

・総合戦略改訂の主な流れ 

改訂内容が適切かどうかを皆様にご審議いただきたい。 

 

事前質問に対する回答について 

資料：別紙「質問票」  

 全体的な内容に関する質問 1回答 

客観的に見て誰もが分かりやすい資料となるよう、進捗度合いについて記号を用い

た視認しやすい表示方法について前向きに検討していきたい。 

 全体的な内容に関する質問 2回答 

内閣府で示された基準では KPI設定は成果指標での設定が好ましいが、これによる

設定が難しい場合は活動指標でも構わないとの記載がある。今後も可能な限り成果



指標で設定していきたい。 

後段については今後検討としたい。 

 全体的な内容に関する質問 3回答 

検証対象の限定については今回の改訂目的からすると総括的な検証が必要であり、

個別の事業をピックアップして検討する機会については今後検討をしたい。 

 

説明者： 

 ただ今の説明内容について質問等があればお出しいただきたい。 

 

委員： 

 進捗の順調性については、本日の会議で個々にコメントいただける解釈でよいか。 

 

説明者： 

 個別の成果を説明することは困難。改訂部分（資料赤字部分）を中心にご検証願い

たい。個々の事業の進捗について質問等があれば随時お答えしていきたい。  

 

【基本目標 1】産業振興部長説明  

資料訂正報告（資料「進捗管理表」の数値訂正） 

別冊 1ページ 

数値目標欄 就業支援センター利用者の就職率 （誤）26.7 パーセント （正）20.0 パ

ーセント 

施策 1 ナンバー10 企業誘致の推進 （誤）7件 （正）8件 

施策 2 ナンバー3 農業の担い手への支援 （誤）34件 （正）33件 

以上、資料内容を訂正させていただくとともに、お詫び申し上げる。 

 

資料説明（資料 1ページ～5ページの改訂部分について説明） 

 

事前質問への回答（施策 1番号 1に対する回答） 

 

説明者： 

 施策 1 番号 1 について、プロジェクト会議では関係団体の出席により意見集約を図



って事業実施を進めていくことが目的。施策 1 におけるナンバー2～4 の各項目に掲げ

た具体的な KPIを達成するための会議開催目標と捉えていただきたい。 

 施策 1 番号 5 について、初年度で開発・販売まで視野に入れているのではなく、マ

ーケティングや視察を通じて商品化の可能性や問題点を探っていきたい。販売につい

ても希望事業者がいれば支援をしてまいりたい。まずは普及をメインに考え、商品化

の可能性を探っていきたい。 

 

説明者： 

 ただ今の説明に対し、質問等があればお出しいただきたい。 

 

 （質疑なし） 

 

説明者： 

 基本目標 1全体について質問があればお出しいただきたい。 

 

委員： 

 目標値、フルーツ発泡酒推進事業について、産業創出や雇用創出が目的であれば新

規就労者の数値増などを指標とするほうが適切だと思うが。 

 

説明者： 

 加速化交付金事業申請の際に KPI 設定をし、事業化が図れるかという点で採択を受

けた。その中では 3つの KPIを設定。（1）新規雇用者の増加、（2）取扱店の増加、（3）

新規就農者の増加について指標として設定。この中でどれを今回の項目として設定す

るかは内部でも検討したが、取扱店舗の増加で就労者も増えていくという因果関係を

踏まえ、今回の KPIを設定した。 

 

委員： 

 店舗数増と雇用増の因果関係は分かる。ただ、具体的な施策で雇用創出を掲げなが

らも、取扱店舗増の裏で後からついてくるからという理由で雇用増を指標としないこ

とに違和感がある。 

 



説明者： 

 ご意見を踏まえ、内部で改めて指標の設定について検討したい。 

 

委員： 

 施策 1の全般について、平成 27年度以降現在までの進捗の状況について説明いただ

きたい。 

 

説明者： 

 別冊資料「進捗管理表」について説明。いずれの項目もほぼ順調に推移している事

業が多くあるという認識で捉えていただきたい。 

 

委員： 

 進捗管理表に記載の「現状値」と「目標値」の考え方をご説明いただきたい。 

 総合計画との数値の差異、現状値より平成 28年度末の数値が下がっていてそこから

目標値まで上げていくものの捉え方、目標値に記載のある「累計」の考え方について。 

 

説明者： 

 総合戦略と総合計画は一年度ずつずれた設定の仕方になっている。現状値は計画策

定時点の最新数値。基本目標 1の数値目標における「新規学卒の市内企業への就職率」

は雇用情勢の改善により大手企業への流出。その影響があり平成 28年度末での値は下

がっていると分析している。平成 31年度の目標値設定にあたっては、須坂創成高校に

創造工学科が新設された経緯もあり、市内企業での実習等を通じ地元就職率向上の可

能性が高まるのではないかという期待によるもの。 

 目標値欄の累計は 5年間の合計を示しているものと、平成 26年度数値＋5年間の数

値によるものの二通りがあるが、期間の取組みによる増加を反映した数値であると理

解いただきたい。  

 

【基本目標 2】総務部長説明  

資料説明（資料 6ページ～8ページの改訂部分について説明） 

 

説明者： 



 基本目標 2全体について質問があればお出しいただきたい。 

 

委員： 

 数値目標における移住者数について、第五次総合計画では平成 32 年度までに 60 人

とあるが。 

 

説明者： 

 総合計画は平成 32 年度まで、今回の総合戦略は平成 31 年度までの成果を目指すべ

きものとご理解いただきたい。 

 

【基本目標 3】教育次長説明  

資料説明（資料 10ページ～13ページの改訂部分について説明） 

 

進捗管理表の内容説明（教育委員会、健康福祉部、産業振興部、市民共創部、総務部

の該当分について各部等の長から説明。） 

 

説明者： 

 基本目標 3全体について質問があればお出しいただきたい。 

 

委員： 

 男女共同参画のイベントに参加した際の議題で挙げられたテーマで「自治会の役員

のなり手が少ない。自治会役員への女性登用率が低い。」というものがあった。町別学

習会への参加は義務感で参加している方も多い現実がある。男女共同参画の本質は学

習会の出席人数ではないと考える。本来であれば町や各種委員会での役員登用率、学

習会の開催回数などが数値目標として明確かつ重要なのではないか。 

 

説明者： 

 男女共同参画の推進には市民の意識改革と啓発が重要と考えている。指摘のあった

個別の問題については推進委員会等で検討や検証をすすめていきたい。 

 

委員： 



 学習会は何町で開催したのか。 

 

説明者： 

 10年間かけて 69町全町で実施。平成 28年度から 2サイクル目がスタートする。 

 

委員： 

 数値目標の合計特殊出生率は大変良い数値推移と認識している。今後の推移につい

てはどう分析しているか。人口ビジョンを考える際に合計特殊出生率は重要な数字だ

と認識しており、年度ごとに大きなぶれが無いのであれば、もう少し高い目標を設定

しても良いと考えるが。 

 

説明者： 

 平成 28年度末時点の数値は全国的にも高値であった。一方、合計特殊出生率は景気

などの社会情勢にも左右される。人口増減しない水準値である 2.07 を 2035 年時点の

目標にする中、平成 31 年度時点で 1.65 を達成したいという考え方に基づく目標設定

である。長期ビジョンの中での一時点目標であるため現時点で変更は考えていない。 

 

委員： 

 施策 4 にいう「学校に行くのは楽しい」と思う児童の割合は何に基づいて算出して

いるのか。 

 

説明者： 

 全国一斉学力テスト実施時におけるアンケートでの内容である。小学校 6 年生と中

学 3 年生を対象にしたアンケート結果である。したがってある程度確証のある数値と

認識している。一方、アンケートに答える児童生徒は年によって異なるが、長期視点

で見て数値向上が図られるよう一定の目標と位置付け取り組んでいきたい。 

 副読本である「私たちの須坂市」（小学校 4 年生用）は 10 年ごと改訂しており本年

度改訂時期を迎える。この副読本も副読本も活用しながら須坂を好きになる児童の割

合を高めていきたい。 

 

委員： 



 目標 100 パーセント達成としている趣旨は理解できるが、学校は楽しくないと思う

児童生徒の具体的分析はできているか。 

 

説明者： 

 勉強内容はもちろんあるが、それ以外にクラスや学校の雰囲気、いじめ、体罰がな

く喜んで学校に行けるような雰囲気を作ることが重要。不登校対策は学校単位ではな

く小学校間や中学校間、小中学校間で連携し対策を進めてきた。平成 28年度以降、特

に小学校では不登校の状況が若干改善傾向。チームを組んで総合的に取り組んでいく

ことが大切と考えている。 

 

【基本目標 4】環境部長説明  

資料説明（資料 14ページ～17ページの改訂部分について説明） 

 

説明者： 

 基本目標 4全体について質問があればお出しいただきたい。 

 

委員： 

 施策 2項目 7（ゴミの減量）について、市長はゴミの搬出量によりゴミ処理広域化に

かかる負担金は変わると説明しているが、具体的にどの程度のゴミ搬出量だと市民負

担金（ゴミ袋代）が変わるなど数値の目安はあるのか。 

 

説明者： 

 市長が説明している内容は広域ゴミ処理における負担金であって、市民負担金（ゴ

ミ袋第）とは直接関係はない。ゴミ袋有料化は市民のゴミ減量の意識付けのため多く

の自治体が行う施策である。なかなかゴミ搬出量は横ばい状態。袋代の総額は市民の

意識付けと併せ施策上の問題。 

 施策 2 項目 7 における目標値はゴミ搬出量を年間 9,700 トンに収めたいとの目標が

あり、市民の数で割り返すとこの数値になる。今後も各市町村で工夫した取組みが必

要となる。ゴミ袋は今後の施策として一つの検討課題ではなるが、ゴミ減量について

は総量の減量を数値目標に掲げ引き続き取り組んでいきたい。 

 



（2）その他 

委員： 

 全体を通しての質問事項等あるか。（なし） 

 

委員： 

 今後の委員会招集予定はあるか。 

 

事務局： 

 年間 3 回程度の開催を予定しているが、現段階で具体的な予定はない。改めて審議

いただく案件が出た際に召集とし、その都度通知としたい。 

 

委員： 

 今回検証した結果などの取りまとめとフィードバック、公表は考えているか。 

 

事務局： 

 今後も進捗管理や時代に沿った見直しを引き続き進めていく。時期は明示できない

が、平成 31年度終了時点で何らかのフィードバックは実施したいと考えている。 

 

4.閉会（午後 3時 35分） 

 


