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様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附属機関等

の 名 称 
平成２９年度 第１回みよし市行政評価委員会 

開 催 日 時 平成２９年６月１９日(月) 午後１時３０分から午後２時３０分 

開 催 場 所 みよし市役所 特別会議室 

出 席 者 

(会長) 村松幸廣 

(副会長)望月恒男 

(委員)後藤眞治、鈴木豊實、野々山幸隆、冨田義親 

※敬称略 

 

(みよし市)小野田市長 

 

(事務局)増岡政策推進部長、佐藤政策推進部参事、溝口政策推進部次長、

竹内企画政策課長、近藤副主幹、押領司主査、森下主査、成田主事 

次回開催予

定 日 
平成２９年７月３１日(月) 

問 合 せ 先 

政策推進部企画政策課  担当 成田 

電話番号 0561-32-8005 

ファックス番号 0561-76-5021 

メールアドレス kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載

す る も の 

・議事録全文 

・議事録要約 要約した理由   

審 議 経 過 

【事務局】定刻になりましたので、ただいまから第１回行政評価委員会を

開催します。本日、会議の傍聴者はおりませんが、本会議はみよし市附属

機関の設置及び運営に関する要綱に基づき公開対象の会議となっていま

すのであらかじめ委員の皆さんにはご了解いただきたいと思います。それ

では会議に先立ちまして、小野田市長よりあいさつをいただきます。 

 

○市長あいさつ 

 

【市長】それでは皆様、改めましてこんにちは。本日は公私ともご多用の

中、お集まりいただきありがとうございます。平成２２年度に導入した行

政評価の外部評価は、今年で８年目を迎えます。皆様のおかげで軌道に

乗ってきたと強く思っております。心より感謝申し上げます。職員の中で

はなかなか見えない、目を光らせていますが視野が狭くなって見えないと

いうことに陥りやすく、皆様にお力添えいただき、本当に心より感謝を申

し上げる次第であります。できるだけ切り刻んでいただき、厳しいご指導

いただけると嬉しいと思っております。これが市の発展や市民ファースト

につながると考えております。 

本日は缶バッジを配らせていただき、私もつけています。これは柿バー

ジョンでございます。みよし特産の柿です。特産の柿、梨、葡萄のうち、

柿は去年、香港に５６箱、約３００キロ持っていったという経緯がござい

ます。色々な特産物を地産地消、市民の皆様に食べてもらうとともに、で
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きるだけ積極的に海外にＰＲしていきたいです。その１つが缶バッジで

す。これと並行して今年の２月８日、シティプロモーション動画を配信さ

せていただきました。全１２話です。みよしですから３分４４秒というこ

とでみよし劇場ということです。参加いただいているのは、銀シャリさん、

笑い飯さん、宮川大輔・花子さんでございます。 

それから、第２次みよし市総合計画の予定に向けて、平成２８年度の後

半からアンケート調査等は始まっていましたが、市民の皆様にご意見、ご

提言をいただくということで昨日は２つのコミュニティ、天王地区と南部

地区でご意見、ご提言をいただきました。７月中旬までに８つのコミュニ

ティに出向きまして、それを参考に総合計画を策定していきます。策定終

了は来年度末になります。３１年度から新計画ということになります。是

非そういった面で市民の皆さんの考えをしっかり受ける中でみよし市の

将来に向けて良いスタートを切っていきたいと思っています。 

本日は、本市といたしましては委員の皆様からの報告を尊重しまして事

業の推進に役立て、より効果的かつ効率的な行政運営を行ってまいりたい

と考えています。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】ありがとうございました。なお、小野田市長におかれましては

他の公務がございますのでここで退席させていただきます。それでは、こ

こで当委員会の会長である村松会長よりごあいさつをいただきます。 

 

○村松会長あいさつ 

 

【村松会長】本日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。今年

度も外部評価がまたスタートするということになりました。今日は皆様の

忌憚ないご意見をいただき、評価対象事業を選定したいです。よろしくお

願いします。 

 

【事務局】ありがとうございました。それでは、本日の議題に入ります。

会議の議長につきましては、みよし市行政委員会要綱第５条第１項に基づ

き村松会長にお願いすることといたします。会長、議事進行をよろしくお

願いします。 

 

○議題１ 

《事務事業外部評価の対象事業の選定について》 
 

【村松会長】それでは議題に入ります。対象事業の選定を行いたいと思い

ます。５つ選定するということでございます。資料等はあらかじめ委員の

皆様には配布させていただいているので目を通していただいていると思

います。事務局から資料等の説明をいただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

【事務局】説明させていただきます。みよし市の事務事業評価体系は、総

合計画の体系に合わせた２２の施策とその他一般管理事務に分けられて

います。昨年度におきましては、前半の１１施策の中から外部評価の対象

事業を選定していただき、評価をしていただきました。本年度におきまし

ては、資料にあります後半１１施策「６３効率的で安定的な農業を育むま

ち」から「７３健全で安定した財政運営の推進」までの中から合計で５事

業程度の評価をお願いしたいと思います。 

 

【村松会長】別添の資料等についてはご説明いただかなくてよろしいで

しょうか。 
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【事務局】それは外部事業選定後に行いたいと思います。 

 

【村松会長】それでは選定に入りたいと思います。よろしくお願いします。

皆様の対象にすべきというご意見の多い事業を取り上げていきたいと思

います。基本的にできるだけ全分野にバラけるようにお願いしたいと思い

ます。とりわけ各課集中しないようにしてほしいと思います。それぞれ意

見をいただいて、多い方、総合的にこうすべきというご意見もあると思い

ます。望月副会長から順番にどうでしょうか。 

 

【望月副会長】資料の確認をよろしいですか。資料の１ですが、既に評価

済みのところは済と入っていますが、平成２５年以前はやっていませんで

したか。 

 

【事務局】過去４年間に実績のあるものは外していただくという形で、そ

れ以前のものはまた評価に挙げていただいても大丈夫となっております。 

 

【望月副会長】分かりました。今回評価の対象にしたいと思いながらもこ

れは以前行ったのかと思ったものが何個かあったものですからその確認

です。全般的に対象とした方が良いと思いますので、その確認をしたかっ

たということです。 

 

【村松会長】どうでしょうか。 

 

【鈴木委員】１つ挙げさせてもらっても良いでしょうか。私が１個提案し

たいと思いますのは、６３―１１「有害鳥獣捕獲事業」です。三好カント

リークラブのある黒笹と福谷の一番北の方に最近イノシシとかハクビシ

ンとかヌートリアなどが出て、なかなかみんなが耕作できないということ

をよく聞きますからこの事業について入れたいと思います。 

 

【野々山委員】私も意見です。 

 

【村松会長】これをやるべきだという方は他にございますか。 

 

【野々山委員】私も同じ意見です。最近、カラスやムクドリとかが非常に

多い。どのような捕獲をしているのか興味を持っています。 

 

【村松会長】実施して効果がどうなのかということも含めてですが、他の

委員の方はいかがですか。これは決定でよろしいですか。ご賛成の向きが

あればこれは候補に挙げておきましょう。いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 

＜同意＞ 

 

【村松会長】これを候補に挙げたいと思います。最終的にはもう一度確認

させていただきます。他にございますか。順番にいきますか。どうします

か。他にございますか。 

 

【冨田委員】事前に資料をいただいたときに１人１つと予備を１つという

ことで挙がってきておりましたので、私は６４番です。「企業立地推進事

業」がメインで、予備で「中小企業事業資金預託事業」です。 

 

【村松会長】預託事業ですね。 
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【冨田委員】これが予備でメインは「企業立地推進事業」になります。 

 

【村松会長】「企業立地推進事業」。他にございますか。重複しているかた

お見えですか。よろしいですか。他の委員さん申し訳ないですが随時あげ

ていただけますか。 

 

【野々山委員】６５―３「駅周辺整備事業」です。 

 

【村松会長】はい。 

 

【野々山委員】昨年、一昨年から必ずこれが他の事業のところで出ていま

した。 

 

【村松会長】はい。 

 

【野々山会長】やはり駅は街の入り口ですから関心の高いところだと思い

ます。 

 

【村松会長】その他はいかがでしょうか。 

 

【望月副会長】後で要望を出そうと思っていたのですが、毎年一通り終

わった後に次期の要望等を出しているのですが、その段階で忘れているこ

とがありまして、採択のところで先ほどの質問も同じことだと思うのです

が、事業名だけで中身がわからないものがあります。次年度以降ですが、

事業の概略を評価ワークシートの上には入っていますが、１行とか２行で

構いませんのでその事業の概要、概略についてあれば事前にいただけれ

ば、非常にこの場でありがたいと思います。一般市民の目に届くというこ

とですから、そういうものが必要ではないかと思います。全て終わった後

にこの提案を出すのを忘れてしまっています。その流れで教えていただき

たいのが、６９―１０「教育支援事業」はどういう事業ですか。 

 

【政策推進部長】目的評価表でいきますと事業の概要としまして、児童の

小学校入学前に身体的知能面を検査し、客観的資料を基に１人１人を把握

し、適正な就学、教育支援を図ります。２８年度から健康診断と知能検査

を同時に就学予定の学校で行います。本市在住の肢体不自由児、豊田市立

豊田養護学校へ就学するための応募の負担金を払います。これが事業の概

要になります。 

 

【後藤委員】そうなると今度１５番が「小学校就学援助事業」とあります。

字面を見ると、今のおっしゃった中身が１５番かなと思ったわけです。 

 

【政策推進部長】１５番はこの字のとおり、経済的理由で就学困難な人に

要保護、準要保護ということです。 

 

【後藤委員】こちらは普通に小学校に入る人ですか。 

 

【政策推進部長】そうです。 

 

【後藤委員】中身が分からないです。 

 

【村松会長】簡単な表でも良いですし、１行か２行、別途でも結構です。

分かりにくい事業については、内容を若干でいいので入れてほしいです。 
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【政策推進部長】これとリンクできるものがあるのか。確かに体系を見た

だけで中身がどんな事業かは分かりにくい部分があります。 

 

【望月副会長】備考でもいいです。 

 

【委員】「教育センター事業」は、これもよく関連しているのですか。 

 

【政策推進部長】教育センター事業は今年からできたもので、昔の青少年

ホームの跡地で心理指導員等を配置して相談事業を行う、先生の研修事業

を行うという目的で新しくこの４月にオープンしましたので、それに必要

な経費などが載っている事業になります。 

 

【村松会長】実は私この実態に興味があります。９「みよし市教育センター

事業」。教育は人ですので先生方の研修などがどの様になっているのか知

りたいです。よろしいでしょうか。私が僭越ですけど本当は言ってはいけ

ないかもしれないですが、候補として入れておいていただきたいです。そ

の他ございますか。 

 

【後藤委員】６８―１２「子育て支援センター」も今の関連で何をやって

いるのですか。 

 

【村松会長】「子育て支援センター運営事業」はいかがいたしましょうか。

確認ですけれども、６３―１１「有害鳥獣捕獲事業」、６４の環境と調和

した活気あふれる工業が盛んなまちの６番「企業立地推進事業」。それか

らもう１つあえて挙げるなら４番の「中小企業資金預託事業」。これも挙

げられておりますが、これはあえて挙げるか。どちらかと言えば６番の方

が主でよろしいですか。それから６５―３「駅周辺整備事業」を挙げてい

ます。それから６８―１４「子育て支援センター運営事業」が候補に挙がっ

ております。それから６９―９「みよし市教育センター事業」。新規事業

ということですけれどもこれも候補ということで、この中からということ

でよろしいでしょうか。６４の４番と６番について両方挙げますがよろし

いでしょうか。６番の「企業立地推進事業」でよろしいでしょうか。 

 

＜同意＞ 

 

【村松会長】そうしますと数がちょうど５つになります。それでよろしい

ですか。 

 

＜同意＞ 

 

【村松会長】もう一度事務局の確認をお願いします。事務局はよろしいで

すか。 

 

【事務局】「６３―１１有害鳥獣捕獲事業」が１つ。「６４―６企業立地推

進事業」。いずれも産業課でした。「６５―３駅周辺整備事業」、道路河川

課。「６８―１２子育て支援センター運営事業」、こちらは子育て支援課。

「６９―９みよし市教育センター事業」、学校教育課。以上、５事業でよ

ろしいでしょうか。 

 

【村松会長】はい。よろしいでしょうか。産業課が２つありますが、この

点はどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

【事務局】はい、大丈夫です。 
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【村松会長】この５事業ということでよろしいですか。 

 

＜同意＞ 

 

【村松会長】事務局から何かありますか。 

 

【事務局】今の５事業について、次回第２回のときにヒアリングを行いま

すので、資料等を準備してまた第２回の実施を行いたいと思います。お願

いいたします。 

 

【村松会長】資料２についてはよろしいですか。 

 

【事務局】はい。 

 

【鈴木委員】質問よろしいですか。事業選定とは関係ないが、ここに挙がっ

ているので聞きたいのですが、給食センターの運営ですが、６９の４０の

ところに、給食センター運営補助事業があるが、給食の運営そのものが直

営ではなく委託して行っているのか。 

 

【政策推進部長】給食協会という任意の組織です。 

 

【鈴木委員】市の直営ではないのですか。 

 

【政策推進部長】はい、委託するという格好です。 

 

【鈴木委員】そうなのですね、そこのパートさんは給食協会で雇っている

のですか。 

 

【政策推進部長】はい。 

 

○議題２ 

《みよし市まち・ひと・しごと総合戦略の検証について》 

 

【村松会長】事務局から資料の説明をお願いします。 

 

【事務局】それでは議題の２つ目、みよし市まち・ひと・しごと総合戦

略の検証について説明をさせていただきます。まち・ひと・しごと総

合戦略というものが国、県、そしてみよし市にございます。今回の委

員会は、みよし市の総合戦略の概略を説明させていただき、この総合

戦略に係る国からの交付金をみよし市は受けているということから今

後の本委員会に情報を提示させていただき、施策や事務事業の体系の

検証に関連付けていただくものとして挙げさせていただいておりま

す。資料２ですが、簡単にその経緯を説明させていただきます。総合

戦略の概略です。全国的には人口減少や東京への一極集中ということ

が課題になっておりまして、そういったことの解決のために、国でま

ち・ひと・しごとの創生法ができました。これによって２０１５年か

ら２０１９年までの５ヶ年のビジョンとしての国の総合戦略ができて

おります。地方においても課題を克服するために、地域の人口動向や

将来人口を推計した中で、関連する施策などを地方版の総合戦略とし

てみよし市も策定しております。流れとしては、項目２のところであ

りますようにこういったことでございますが、国や県の総合戦略を踏
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まえて平成２７年にみよしのまち・ひと・しごとの創生会議を開催し

た中で意見を伺い、みよしの人口ビジョンと総合戦略を策定しました。

人口ビジョンの視点を踏まえた中で左の方の大きく３つの項目、それ

に対して総合戦略ということで基本目標の１から３を設定していま

す。実際に基本目標を設定するまでの考え方と具体的な施策を記載し

たのが別冊のみよし市のまち・ひと・しごと創生人口ビジョン、総合

戦略という冊子になっております。 

総合戦略、人口ビジョンの流れですけれども、初めに人口ビジョン

ですが、国においても人口が減っていく中で合計特殊出生率等の推移

がございますが、若い人口構造となっているみよし市においては、合

計特殊出生率は１人の女性が生涯に産む子供の数の平均値として資料

３ページにありますように１．８１となっております。全国的にも高

い水準ではありますけれども、今後において人口減少が進んでいくこ

とを想定しますと将来的にはみよし市でも低下すると考えるところで

すが、１．８１という数字を何とか維持していきたいという人口ビジョ

ンの考えとしてみよし市は数字として掲げております。その辺のとこ

ろが前段としての人口ビジョンの大きいくくりとなっておりまして、

それに基づいてその人口を維持するためにはどうしたら良いかという

ことで、後段の総合戦略を定めております。この中では国が示してい

る自主性や将来性、地域性、直接性、結果重視に基づいて、総合戦略

の考えの項目を掲げておりますが、これは平成２７年から３１年の５

年間の計画として位置づけています。総合戦略は市の総合計画と連携

しているものですから先ほど市長から話がありましたが、新しい総合

計画を策定しようとしていますが、ある程度関連を持たせた中で総合

計画を策定していきたいと考えています。冊子の１８ページからは基

本目標とその目標を達成するための基本的な施策やＫＰＩ、施策など

に対しての重要な業績評価指標が記載されています。資料２に戻りま

して、みよし市の行政評価委員会とひと・まち・しごとの関わりでご

ざいます。先ほど説明させていただきました基本目標を達成するため

に総合戦略に定めた施策を実施しています。また、総合戦略に位置付

けられた施策を実施するものについては、国から交付金を受けている

事業もあります。こうした施策や交付金との関わりの中で、基本的な

施策や数値目標となる重要業績評価、ＫＰＩについて具体的な事務事

業が最終的に関連するため、本行政評価の委員会の中で取組の現状を

報告させていただくものであります。それをまとめたものが資料２の

２ページ、３ページが総合戦略の数値目標として示されております。

実際には事務事業が寄せ集まった中で総合戦略の内容や交付金の対象

事業となっております。 

資料４ページ、５ページでは、総合戦略、総合計画との関わりを整

理させていただいた資料となっております。総合戦略推進については、

国の地方創生の各種交付金があり、それらを活用した事業を展開して

いるわけでございます。本市としても市の施策の実現を目指すという

ことは当然の責務があります。併せて地方創生の波に乗って国からの

財源を確保した中で各種事業を展開していくことが重要と考えてお

り、こうしたことを踏まえて、先ほどの資料２ページ、３ページにあ

りますように、それらの交付金等の事業の最善策を見出していきたい

と考えています。この中で行政評価の委員の皆様に進捗状況について

説明した中での今後の方策などについてご意見があればということで

報告、説明をさせていただきました。以上といたします。 
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【事務局（課長）】補足説明をさせていただきます。資料２でまとめさ

せていただいたもの、別冊で皆様にお送りしましたみよし市まち・ひ

と・しごと人口ビジョン、総合戦略ですけれど、国の方が地方創生を

推進しております。地方創生の目的としましては、説明の中にもあり

ましたように、東京への一極集中、人口集中と各地域で減少が進む人

口減少に歯止めをかけるためです。それを地方でも対策を考えてほし

いということで国が地方創生を進めております。その中でみよし市は

平成２７年度にみよし市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、総合

戦略を定めております。 

みよし市まち・ひと・しごと総合戦略の中でどんなことをやってい

くのかというと、主に資料の２に書きましたように総合戦略での基本

目標、３つ基本目標を定めて総合戦略を進めております。基本目標１

は安心して子育てできる環境づくり、基本目標２は暮らしたいと思え

る環境づくり、基本目標３は誰もが健康に暮らせる健康づくり、以上

の３つの基本目標に基づいてその下に各それぞれ基本目標を達成する

ために必要な施策を進めております。その施策の達成状況を推し量る

指針としましては、ＫＰＩという数値目標を定めています。資料２の

２ページ、３ページ両面のところに定めてあるＫＰＩという数値目標

が定めてあります。これを策定から５年後の平成３１年度が目標の達

成年度という形で定めておりまして、それぞれ毎年度進捗状況を管理

しております。内部の組織である総合戦略推進本部で進捗状況を管理

していますが、外部評価委員であります行政評価委員の皆様にも同じ

ように総合戦略で定めた数値目標、進捗状況をご確認ご検証いただけ

たらと思いまして情報提供させていただいております。また、資料２

の４ページ、５ページにありますのが、総合戦略の中で定めてある実

施すべき主な取組の一覧になります。列の左から４つ目、右から２つ

目の列の上のところの「主な取組み」のところで、■印と□印付いた

ものがありますが、■印が付いた取組みは現総合計画と連携を図って

いる現総合計画の中でもすでに示してある、取り組んでいく施策とし

て総合計画の中でもすでに実施している取組になります。□印が付い

た取組みは今回総合戦略を定めた時に盛り込みました新しい取組に

なっております。こういった取組事業も総合計画とは別に新たに作り

ました総合戦略で取り組む施策として決めておりますので、この主な

取組のところをご覧いただきながら今後、また、来年度以降でも、行

政評価の外部評価をするべき事業の選定の参考にしていただけたらと

思いまして一覧表も付けさせていただきました。 

 

【村松会長】何かご意見ございますか。 

 

【冨田委員】地方創生はもう何１０年もやっていて今回この法律がで

きたということでやるのですが、何が言いたいのですか。子どもを早

く作るということですか。一極集中がずっと続いています。だけど、

国そのものがずっと眺めていても絶対一極集中は続き、地方にばらま

かないと思う。このままずっといってもそうだと思います。正直国は

ごまかしていると思います。地方創生加速化交付金などで金をばらま

いています。まちづくりをやれと言っても交付金はたかが知れていま

す。すずめの涙だと思います。これをまともに県が本気でやっている

のかは知らないですが。特に愛知県の場合は製造業だし、若者が多い。 

 

【政策推進部長】たった今おっしゃった背景もありますし、数年前に
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消滅自治体という衝撃的な話があり、そこから人口減少が進んでいっ

て人口が少なくなるというのが出ていて、結局総合戦略の一番の目的

は人口をどういうビジョンで考えていくのかだと思います。みよし市

は、資料の８ページにあるように平成５２年６９,４９０人がピークで

そこから減っていくという人口推計です。みよし市としては合計特殊

出生率が平成２２年の調査では１．８１という高い数字でした。この

数字を維持するのと異動率を現状維持することによって、平成５７年

の６６,１９０人のピークまでもっていこうと考えています。人口がい

ずれ減っていくことは間違いないです。そういうことを目標にやって

いく中で合計特殊出生率１．８１から異動率を現状維持していくため

に子育て支援や若い世代の定住移住の促進、お年寄りも元気に歳を

とってもらう、長生きしてもらうという健康寿命の延伸というのをこ

の施策で大きな目標に挙げて、今現在、具体的な取組を始めています。

流れはどこの市町も基本同じで、この総合戦略の基本的な考え方です。

国ではこれの事業とマッチングするのは地方創生の交付金という形で

交付され、今年度は事業費ベースで２,０００億円、国庫の交付金ベー

スでは１,０００億円という規模の予算が確保してあります。今年度は

地方創生推進交付金４３０万円の交付決定を受けています。 

 

【後藤委員】２０年から２４年で１．８１を算出しているが、２５年

から２８年の３年間はどういう実績になりますか。 

 

【政策推進部長】手元に持っていないですが、国勢調査の平成２２年

のデータで算出しており、この間全国規模でやったものは１．５５か

ら１．４４になり０．１ポイント下がりました。まだ市町村単位まで

は発表されていないのですが、例えばみよし市自体は単年単年では出

るのですが、亡くなった人、生まれた人は年の差によってかなり出て

きますので、なかなか単年度だけの比較では難しいです。実際問題は

１年１年いくと下がる傾向にあると思っています。１つはみよしの人

口が増えた時に３０代の方が４０代、５０代手前になっているという

この合計特殊出生率が１５歳から４９歳の方が一生の間で産むお子さ

んの数が１．８１ということです。年齢層が４０歳を過ぎた女性が多

くなってくるということは、生まれてくるお子さんの数が少なくなる

と考えられます。 

 

【後藤委員】後の計画が非常に苦しくなると思います。１．８という

数字が実際になればいいけれど、それより下となると以後の計画が非

常に苦しくなると思います。 

 

【政策推進部長】平成２８年の３月にみよし市としては１．８１で継

続して最終的に６６,１９０人まで人口をしっかり維持していきたい

という計画を作っています。 

 

【冨田委員】行政にも限度はあるので、１．８１とはいえ産め産めと

は言えない。 

 

【政策推進部長】なかなか難しいところです。 

 

【冨田委員】ここは難しいところです。 
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【政策推進部長】短絡的に言えば、三好ヶ丘などで昔みたいな大規模な住

宅開発をやると３０代前半くらいの方が入っていただいて、また増えま

す。ただ２０年後には同じ傾向になります。世代循環の仕組み等が大事に

なってくると思います。 

 

【冨田委員】循環ができるようなまちづくりをやっていかなければいけな

いです。 

 

【政策推進部長】そうです。 

 

【冨田委員】やはりベッドタウンを作れば、当然２０年、３０年でゴース

トタウンになってしまいます。農地ばかりになってしまいます。循環させ

るような施策を総合計画でうっていかなければならない。 

 

【政策推進部長】やはり２世帯、３世帯の同居、近居施策等だと思います。 

 

【冨田委員】そうしないとそういう問題が出てきてしまいます。どんどん

開発を進めればいいが、ベットタウンを作っていくということで、構わず

トントントンといければある程度は維持できるけれど、いつかは限界がき

ます。 

 

【事務局（課長）】最近のトレンドでは、今みよしで育った子供たちが大

人になって大学や就職で外に出て行った後、将来またみよしに戻ってきて

もらう。そういうふうに思ってもらえるようにしていきたいというのがあ

ります。 

 

【村松会長】もう１つは魅力があれば、よその街からみよしに来ます。そ

ういう吸引力もつけていってもらいたいです。結局、行政区は魅力があれ

ばそこの街に来られる。 

 

【政策推進部長】地方創生は本当に都市間競争を激化させているだけのこ

とですね、結局。 

 

【村松会長】ただ、足腰を強くしておかないと今打てる施策を打っておか

ないといけないです。 

 

【政策推進部長】そうです。 

 

【村松会長】こうなってきたときに打っても遅いです。結局、交付金とい

うのは従来のばらまきではなく、やっているところには餌をやるけれど

も、やらないところは知らないということです。広域合併もそうです。将

来的に今のままではやっていけないです。借金まみれだから将来的には交

付金も出せないです。産まれたら１,０００万円の借金です。亡くなった

ら１,０００万円の借金はなくなりますが、生まれてきたら１,０００万円

の借金を背負うわけです。そうなると将来的にどうなるかという話は暗い

話になりますけれども、足腰強くしておかないといけないという話です。

やれるべきところはやる。２０年、３０年先を見ながらやっていくという

ことです。 

 

【冨田委員】ここで安心して止めたら終わりです。市長はどう思っていま

すか。 

 

【政策推進部長】そう思っています。 
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【冨田委員】前進しかないです。 

 

【政策推進部長】そういう意味でみよしは働く場所があって、良い住環境、

今だとどんどん来ていただける環境があります。これを続けていけるよう

な、選んでいただけるような施策の継続が必要だと思います。 

 

【村松会長】魅力のあるまちづくりをしていくということです。 

 

【政策推進部長】そうです。 

 

【村松会長】魅力です。 

 

【政策推進部長】この創生事業に総合戦略で国の交付金をいただいていま

すので、交付金の事業としてもＫＰＩというものをもっていますので、そ

の辺について今後委員の皆さんにご意見をいただくようなことでお願い

したいと思っています。 

 

【村松会長】以上でご意見もいろいろといただいております。他に何かご

意見ございますか。 

 

【望月副会長】ＫＰＩに関して確認したいですが、企業のＫＰＩをテーマ

としてずっとやってきているのですけれども、今回の総合戦略のＫＰＩは

誰が設定したのですか。国あるいはみよし市でＫＰＩは設定しています

か。 

 

【事務局（課長）】市で設定しました。 

 

【望月副会長】そうですか、分かりました。それであれば良いです。あと、

事業の評価で毎年行っているわけですけれども、評価シートの中にもＫＰ

Ｉが入っていますよね。適切でないものが結構あると思います。ただ、市

で設定されていることでしたら大丈夫だと思います。上から降ってくるも

のをそのまま使うのではなく、各事業体の責任者にインタビューだとかし

てＫＰＩを出してもらう、そういう刷り合わせをやっておいた方が良いと

思います。必ずずれてきますのでそういうところが必要ではないかと思い

ます。 

 

【村松会長】ありがとうございます。よろしいでしょうか。では事務局か

らよろしくお願いします。 

 

【事務局】次回、第２回の行政評価委員会ですが、日程の方は調整をさせ

ていただきながらご連絡をさせていただきたいと思います。今のところ、

７月３１日（月）を候補日として予定をさせていただきたいと思い計画さ

せていただきます。また日程をご連絡させていただきたいと思います。 

 

【村松会長】何かご意見はございますか。それでは以上をもちまして第１

回政評価委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

（一同、ありがとうございました） 

 


