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第２回 湖西市行財政改革審議会 会議録 

開 催 日 時 平成 27 年 10 月２日（金）午前 10：00～午前 11：50 

開 催 場 所 湖西市役所 2階 市長公室 

委 員 (出席者) １０人   (事務局) ５人 

内  容 

 

西堀会長よりあいさつ 

 

  本日は 終答申案作成に向けた「行財政改革アクションプランの進行管理」につい

てと、もうひとつは市民にとって重要な問題になる公共施設のマネジメントについて

審議する。公共施設は、皆さんの生活に係ってくる非常に大事な地域の施設であるの

で、忌憚のない意見を出していただき、原案を充実させていくための議論ができれば

いいと考えている。   

  今、地域創生とか地域の活性化などは、都市の消滅を回避するという消極的なイメ

ージがあるのだが、日本の人口は、明治維新の頃 約4,000万人という程度であったこ

とから必ずしとも減っているものではなくて、当時に比べればかなり多いわけである。

一番大事なことは市民の地域が持続をして、市民の暮らしよりも地域をどう創ってい

くか、そういう視点で考えていかなければいけない。そのためには適切な行財政運営、

適切な公共施設の配置ということになると考えるので、ぜひ実りある議論を重ねてい

ただきたい。   

       

西堀会長 ：はじめにアクションプランの進行管理について審議する。前回の審議会で

はアクションプランの進捗と見直した取り組みについて、みなさんから多く

の意見をいただいた。そして、その後もメール等により市役所と意見交換を

行ってきた。 

      今回の審議会では、再度みなさんから意見を伺い集約し、 終答申として

まとめていきたい。次回審議会で 終答申（案）を提示できればと考えてい

る。それでは意見があれば、挙手をお願いしたい。 

 

白井聖委員：「事業№７ ひとり１改善提案運動の推進」について 

前回意見「提案に対する採用の意思決定を各所属以外で実施できない理

由」に対し、「実際に実施すれば、効果が上がることが期待できる提案であ

ったにしても、提案者は、相手先の所属において過去に検討がなされた結果

実施していない取り組みなのか、経費的な事情等により取り組めないものな
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のか。内情を熟知した上で提案するものでないため、各所属でないと判断で

きない」との回答だったが、この採用方法が提案の妨げとなっていないか。

 

事務局  ：取組件数1,150件のうち、提案件数は110件であった。（25年122件、24年50

件、）前年から減少したものの、24年以前に比べ大幅に増えており、提案の妨

げにはなっていないものと考えている。 

また、提案するにあたっては、事前に法制度や業務の内容を調査、検討し

た上で行うことになり、職員資質の向上にも繋がっていると考えている。 

 

白井聖委員：「事業№30 移住・定住に向けた魅力の発信について」当市の平成20年～平

成24年における合計特殊出生率は1.54と人口を維持するのに必要な合計特殊

出生率2.08には遠く及ばない現状である。なお、隣接市である浜松市は1.57、

豊橋市は1.59で当市を上回っている。現状、合計特殊出生率からは隣接市よ

り子どもを育てにくい環境であると評価される。自然減の歯止めとして、安

心した子育てと仕事を両立できる環境整備がより求められる。 

 

事務局  ：このことについては、今まさに総合戦略を国ですすめており、湖西市にお

いも有識者会議を立ち上げて取り組んでいるところだ。湖西市の特色は「子

育て支援手当」「保育園・幼稚園就園助成金」と、これまでも子育て中の世代、

世帯に対して厚く支援している。今後も人口増加に結びつくような効果的な

方策について、内部や有識者会議等で検討しており、今年度中にまとめる予

定である。 

 

山口委員 ：「10 人事評価精度の運用・改善」と「事業№11 人材育成計画の推進」に

ついて、自主研修に参加しない人の勤務評定は、どうなっているのか、実際

に昇給・昇格に反映しているのか。自主研修に参加する人が固定化している

とのことだが、 初はやる気のない職員がいて自主研修に参加をしないとい

うことかと思っていたが、研修に行くということは職場を離れるわけなので、

たくさんの研修に参加するということが果たしていいのかどうかということ

も感じている。忙しい人は研修になかなか参加できない。判断は難しいが、

行くのであれば市民に必要であるかが大事であるので、どうして参加したい

のか、なぜ参加しないのかという検証も必要であると考える。 

      また「事業№14 中期財政計画の作成」について、歳入予測は、確かに難

しいと思いますが、歳入が予測よりも増えた場合、市民満足度を向上させ得

る事業に使うようあらかじめ検討はされているのか。また、使う優先順位は
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策定してあるのか。 

      また「事業№20 公共施設の適正管理」について、借地の物件が多いと聞

いている。更新時期を迎えた施設など、合併によって増えた市有地を利用し

借地料を削減することを考えてみたらいかがか。 

 

事務局  ：研修については総務課でとりまとめをしている。研修には職員研修と、自

分でやりたいという自主研修がある。自主研修には通信教育講座などのほか

業務のスキル向上のための研修参加に補助制度がある。仕事の都合で出られ

ないケースもあるが、全庁的に周知し取り組むべき事案などについて職員研

修を行っている。人事評価は、あくまで日常の業務に対しての評価であり、

研修に参加するだけで評価に繋がるとか資格を取得したからといって評価を

するということはない。 

      中期財政計画の主な事業費は、総合計画の実施計画と連携させている。実

施計画については３年ごとに見直しすることとしていたが、昨年度見直し、

実施計画の事業は毎年ローリングすることとし、公表もしている。 

      公共施設の借地の件については、市が保有する土地の活用を優先しながら

借地の削減、抑制をする方針であり、可能なところから借地を削減していく

取り組みを行っている。 

 

西堀会長 ：歳入の余剰が出た場合には補正予算として議会にあげ、議論を経て計上す

るという手続きもあるので、その前提が実施計画のローリングということに

なるということ。 

 

藤田委員 ：「事業№20 公共施設の適正管理」について、公共施設白書の中の基本方針

案では30年間で公共施設の延べ床面積20％の縮減目標としており、どのよう

な施設をイメージしているのかと質問をさせていただいた。用途別の公共施

設の方向性を整理して、第三者的な視点から個別施設の縮減イメージがある

ということですが、行財政改革審議会などの市民意見を聞いてまとめていく

との回答であったが、市民意見を聞いて、いつくらいまでにまとめていくの

か伺いたい。 

       

事務局  ：今年度中に公共施設等総合管理計画を作成する。昨年はハコモノだけを対

象として公共施設白書を作成した。今回は道路、橋りょうなどを含め公共施

設等ということでまとめていくが、その中でそれぞれ基本方針をまとめる。

総論となるがそこで方向性などを示していく。道路、橋りょうというのは、
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なかなか削減や廃止というようなことは大変難しいものである。審議会で考

えていただきたいのは、主にハコモノをこれからどうしていくのかというと

ころである。今年度はハコモノの基本方針(案)を基本方針として今後の方向

性とともにまとめていく。施設の再配置計画については28年度に検討してい

くこととなり、それ以降に個別の施設計画についてすすめていく予定だ。再

配置の計画をできるだけ早く作りたいが、個別の各論の部分になると、市民

や地域の方の意見も反映していかなければならないと考えているので、審議

会の方にもご意見をお伺いしたいと考えている。 

 

藤田委員：ふるさと納税は、前回の審議会の時に６月末現在で7,477件、126,944,011円

というすごい額であったが、湖西市の特産品をすばらしい記念品として用意

されている成果だと思うが、その半面、湖西市から出て行っているのはどの

くらいなのかということと、寄附するときに用途を指定するというのがある

ようだが、使途について希望を反映して使われているのかどうか伺いたい。

 

事務局  ：ふるさと納税については前回の審議会でも出て行く部分について質問があ

ったが、それについてはなかなか調査が難しいのが実情である。８月末の集

計では、13,725件で224,183,671円と、この２ヶ月間に約１億円のふるさと納

税をいただいた。この内、特産品、手数料等を除く４割程度が市の収入とな

る。使途については、申込の時に記入いただいている。使途を限定される方

もいるが、多くは市政に任せるといったところが多いと聞いている。 

 

西堀会長 ：出ていく分には納税部門でわかるのではないか。収めてくださる方は県内

の方か県外の方かというのはわかるのか。 

 

事務局  ：そこの部分については確認できると思うので、後日お知らせする。 

 

山口委員 ：「№38 下水道受益者負担金の収納率の向上」について、受益者負担金を払

わないという方がいらっしゃるのか。下水道が通った段階で払わなければい

けないものだという認識で、払わなければならないものの収納率の向上とい

うのは普通のことではないか。 

 

事務局  ：おっしゃるとおり税金等と同じで当然払わなければいけないものではある

が、100パーセントの収納率というのはなかなか難しいことであり、前年度を

上回る目標としている。 
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山口委員 ：プランの目標として掲げるにしては、あまりにも消極的な目標であるよう

に感じる。接続率の向上を目標として掲げるのであれば、積極的であると思

う。 

 

西堀会長 ：次回の審議会で、 終答申の素案を提示するので、それを 終答申として

まとめたいと考えている。答申時期は、予算編成に間に合う来年１月中旬ま

でに確定して市長に提出をしたい。これまでも活発な意見が出されているが、

その他の意見があれば、今後も意見票やメールで意見いただければと考える。

 

「No.20 公共施設の適正管理」については、これまでも多くの質問があった。

前回、公共施設白書の概要説明があったが、現在、「公共施設等総合管理計

画」の策定に取り組んでいる中で、公共施設のあり方について委員のご意見

を聞きたい。 

審議会でもこの問題を取り上げていくこととしており、これは 終答申の

中にも入ってくる市の大きな課題であろうと思う。 

 

【事務局より「公共施設の 適化」について説明】 

 

 

西堀会長 ：非常に大きな話ではあるが、大きな話から入ると非常に抽象化するので委

員のみなさんには自分の中に具体的なイメージを持っていただいて、小さな

ところから大きな話をしていくことも大事だと考えるので、いろいろな率直

な意見を出していただければと考える。 

 

金原委員 ： 適化の話を聞かせていただいたが、一般的な市に関してはこれでいいの

ではと思う。総論賛成各論反対という極論を言ってしまえば、自分の母校は

無くさないでほしいという思いはある。ニュースであるのが、とある学校に

は生徒が３人しかいなくて新入生がいないからこの分校を廃校にしますよと

いうようなニュース。だったらもう学校は残しましょう。ただしそこに機能

を集約しましょうという逆転の発想、廃校にすべきところを廃校にせず、  

活用して地域を盛り上げていく。小さな地域ごとの活性化、そういう計画で

もいいのではと考える。学校の施設としては残すという理解でいいか。子ど

もがいなくなるということは過疎化するということになるので、子どもがい

る間は残すならその施設は活用する、延命化するにしても建替の際は複合化
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を進めていく。学校施設、幼・小・中が一緒になるだけではなくて、市川市

の例のようにデイサービスも一緒になるとか図書館と一緒にしたりとか、い

ろいろな施設を学校にまとめていくというのが良いのではないかと考える。

極端な意見ではあるが、施設を残すのであればその方法が考えられる。やめ

るとなると、すごく反発があるのではないか。学校の施設という意味で、5つ

の中学校区の中に残していくということ。 

 

西堀会長 ：学校を残すということは、そこに生徒はいるということでいいのか。 

 

金原委員 ：生徒はいるが、そこを活用していくということ。 

 

西堀会長 ：学校は残して、そこに機能を集めていくということでよいか。 

 

金原委員 ：施設をいろいろな系列に分けていたが、それをまとめてしまえばよいので

はということ。 

 

西堀会長 ：極論ではあるが、問題は金原委員の言うとおり、総論賛成・各論反対とい

うこと。そういう問題をいろいろ出して、どういう戦略を立てるかという意

見であった。学校というものは地域にとって特別な価値があり、思い入れも

ある。 

 

金原委員 ：住民の思い入れというのは、お金がかかるからやめてしまいましょうとい

うのは、では何人になったらやめるのか統廃合するのかというところ。 

 

西堀会長 ：学校は、明治21年だったと思うが、市制・町村制のときに小学校は当時の

村のお金で造っている。政府のお金ではない。山を売ったりしてみんなの汗

で造ったので学校には地域のシンボル的な位置づけもあり、思い入れがある。

そういう施設のことを地域施設と言うのだが、地域施設を公共施設としてど

のように考えていくのか。非常に難しい問題ではあるとは思うが、そのあた

りをうまく仕分けされて、人口減少に対応していくかというようなものであ

れば良い。個別議題でも意見として出してもらえればよい。 

 

山口委員 ：図書館のことだが、現在図書館が２つ存在するという状況にあるが、実際

に図書が借りられるのは、西部公民館と北部多目的センターを含めば４箇所

であり、それなりに地域の中心である場所にそれぞれ配置されている。図書
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館のいくつかを無くしてしまうことで借地であれば統合してもいいと思う

が、新居図書館は借地ではないと認識している。新居地域センターがもうす

ぐ寿命を迎えるということで、そこを建替えるタイミングで統廃合を検討し

ていけばよい。湖西市に向いているのかどうかはわからないが、都会ではシ

ョッピングセンターと役所機能の複合施設とし、さらに上の階にはマンショ

ンとう施設もある、そういうのは湖西市では考えられないのか。 

 

事務局  ：現状ではない。 

 

西堀会長 ：一宮市では駅舎に図書館がある。豊橋市が今企画しているまちなか活性化

施策にある施設は１階がスーパーマーケットで、２階３階が図書館、４階以

上が分譲マンションと、今は何でもありな状況である。ただそれが湖西市に

いいかどうかというところではあるが。 

 

山口委員 ：タイミング的にはある施設を壊さなければいけない、それを建替えるとき

に統廃合を考える。 

 

小出委員 ：図書館の関連だと、官から民への移譲の中で借りるのを優先順位でランク

付けをして、昔の重要な資料とか借りられる数が少ないので廃棄をしてしま

っているということがあるような話しを聞いて、図書館がそのような経営的

な観点から行くと、優先順位というのは重要であるのだろうが、歴史的資料

の保管場所という観点も重要であると考える。 

 

藤田委員 ：市民会館が耐震の機能に問題があるということで、新たに建設するのかと

いうことが検討されている段階であると思うが、現状はどのような感じにな

っているか。 

 

西堀会長 ：今は総論の部分の話し合いで、市民会館の話は各論部分の話になってくる

と思うが、事務局は回答できるか。 

 

事務局  ：市民会館についてはいろいろなご意見がある。先般の議会において市長は、

今後の公共施設の再配置計画を見据えた中で検討し、専門的な組織を来年度

４月から設置することも考えていると答弁している。現在の公共施設の計画

等、全体の調整については、企画政策課が業務を担当しているが、個別の施

設は各課で維持管理している。今後は、施設をより効率よく一元的に維持管
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理していくことが考えるが、今のところ県内自治体においては、そのような

専門の課を設置している市はほとんどない。また、市民会館のあり方につい

てもその組織の中で考えていきたいという、そのような状況である。 

 

藤田委員 ：学校施設について地域の子どもたちは地域でというのが市の考え方だろう

が、やはり現状、子どもたちの減少などを考えると施設の統廃合もやむを得

ないという考え方もあるのではないか。ただし地元としては総論賛成各論反

対というようなことになるとは思う。これを土地政策の面から考えてもっと

住宅地を増やして子どもたちを増やすとか考えた方がよいのではないかと思

う。 

今、東小学校や知波田小学校、白須賀小学校では学年１クラスという状況で、

そういうのが家庭的でいいのかどうかわからないが。 

 

西堀会長 ：豊根村では合併後、地元の奮闘むなしく学校の統廃合を実施したが、128人

いた地域が統廃合後、急速に集落の人数が減っていった。限界集落から消滅

になっているので小学校の威力というのはなかなかのものであるなと実感し

た。小学生を増やす方法は何かないのか。 

 

藤田委員 ：やはり土地政策というところではないか。 

 

西堀会長 ：人口を増やして一度廃校してしまった学校を復活させたというところもあ

る。離島では特にそのような問題がある。  

 

藤田委員 ：調整区域が多いところが結局人口が少なくなっている。 

 

小出委員 ：知波田も結構多いと聞いていて、それが50年計画、70年計画、100年計画み

たいなのがあって、残り何年あるから手が付けられない、という話は聴いた

ことがある。土地改良をできない。農地転用できないということ。向こう2・

30年はいじれないと聞いている。 

 

近藤委員 ：白須賀も同じような状況で、白地で家を建てられないから、地元の大企業

に若い人たちが多く来るのに、独身で寮には入るけど結局定住することがで

きないから白須賀地区に子どもが増えるという状況にはない。 
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西堀会長 ：都市計画の見直しと言う作業をしないとそれが解決できない。都市計画の

見直しは都道府県知事の同意が必要になるので、そう簡単に市だけで決めら

れるものではない。なかなか難しい。 

 

白井聖委員：今の話の続きで、公共施設白書の概要版で「20％の縮減が目標」とあるが、

人口が20％減るから施設も20％減らすという捉えでいいのか。 

 

事務局  ：施設の更新割合に応じた年間更新費用の不足分と、更新割合に応じた年間

管理運営費用の縮減額の２つのグラフの交わる点が17％縮減のところとなる

ため、目標値として20％をお示ししている。 

 

白井聖委員：財政面の視点からということで、なるほどなと理解したが、市の今後の総

合計画の中でも、将来人口をどう予測してその中で各地区で 低必要な施設

というものが必ず出てくる。それをどのようにしていくのか考えていかない

と20％という目標がもっと減らさないといけないものというのがあるかもし

れない。まずそういった将来人口の予測というものを、都市計画といったも

のも考慮しないと、湖西市の20年後、30年後の将来像を考えていかないとこ

の話には踏み込んでいけないのではと考える。地域によってはコンパクトシ

ティというか限界の、言葉は悪いが建てられない地域として人口を集約して

いく地区として、そういうところには公共施設は建てない、建てられない、

そういうところまで踏み込むのか、そのような視点も重要かと考える。 

 

西堀会長 ：この話は基本方針とかそちらの方に係ってくる問題である。このあたりの

基本的な考え方をいろいろ出していただきたい。各論でも構わない。 

 

白井幸委員：20％の縮減目標だが、少子化が進んでいく中で子どもたちが利用する施設

から減らすという判断をしてしまうと、子どもたちが通いやすい小学校の周

りに家がたくさん建ち、湖西市の一部の地域にひとが集まってくるのかもし

れないが、湖西市全体としては特に学校から離れた場所は徐々に廃れて全体

的な人口の増加ができにくくなってしまう。その中で多機能化とか多目的化

により、施設の数を減らしていくのではなくて、エリア、面積を減らして、

教育施設の数は維持していくというような、卒業生としての「母校は残した

い」という思い入れという部分と今後の課題である人口減少に繋がらないよ

うな、取り組みを進めていければと考える。 
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西堀会長 ：20％削減というのは面積の削減のことであるので、いま伺った考え方もひ

とつではある。 

 

白井幸委員：まだまだ子どもから大人を考えれば、体育館や公民館など稼働率や利用者

数を上げればよほど維持できるかと考える。小学校や中学校をなくしていく

ということは、その周りからもひとは減っていくことに繋がってしまう。 

 

西堀会長 ：「 適化」とはどのような状況にすることを 適化とするのか。 

 

事務局  ：基本方針(案)に３つ掲げている。施設の量では、どの程度の施設を持つの

が一番いいのか。質では施設の機能はどうするか、運営では維持管理費が多

くかっている施設もあるので、湖西市としての 適化を考えていく。他の自

治体と比べることも必要かと思うが、湖西市民の方は、どのように考えてい

るのか。施設の優先度の考え方や老朽化が進んでいる施設は廃止を含めどう

するのか客観的に優先順位を付けるほか、広域的に使える施設、地区ごとに

必要な施設はなにかなど、検討していく必要がある。 

 

西堀委員 ： 適化というのは、基本方針に３つあるが、何に対して 適化をするとい

うことなのか。つまりある状態に対して 適にするということだが、ある状

態というのをどこに見据えるのか。たとえば市民へのサービス水準に対して

適であるとか、市民の需要に対して 適なのか、湖西市の将来的に発展に

するということに対して 適なのか、ある目的に対して 適であるという水

準が決められて、そこに対してどのようにやっていくかという到達目標が設

定されるのではないかというのがひとつ、もうひとつは基本方針の中に審議

会で作った中間答申で、「限られた財源を効果的に使うためのコスト縮減につ

いて」という方針を出している。その中で議論になったのは「統廃合に際し

ては、市民や利用者に対して丁寧な説明を行い、その意見を吸い上げ慎重に

検討することはもちろん大切であるが、今後の財政状況を鑑みるとスピード

感を持って決断することが必要である。」いろいろ話は聴くのだが 後は決断

をせよという意味にも取れるのだが、決断をするにしてもその前提が大事で

あると読むことができる。そういうことは一種の手法ではあるのだが、基本

方針の中に我々の視点をどこかに入れておく必要があると考える。そういう

意味ではこの３つの基本方針には出てこないのだが、市民の声を聞くという
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「今後の公共施設マネジメントの方向性」の４番目にその点に触れられてお

り、基本方針の中で 適化に対する概念を分解していくとこうだと言ってい

るので、その進め方について協議を進めていく必要があるのではないか。 

 

【事務局より「 適化に向けた優先度の考え方」について説明】 

 

藤田委員 ：湖西中学校は岡崎中学校ができて空き室が多いようだが、一般のひとがそ

こに入って使用しようというのはなかなか難しいと聞いている。複合的な施

設に整備されればいいと考えるが、どのように考えているのか。 

 

事務局  ：一番大きいのは管理上の問題。複合施設にするということは常時オープン

にしているということで、学校サイドとしては施設を分類できるような機能

を持っていればいいと思うのだが、いつでも自由に誰もが出入りできてしま

うような施設は難しい。今の校舎の構造では現状のまま複合施設として活用

していくのは困難であるというのが現状。湖西中学校でも空いている部屋が

あって、そこをどのように活用していくかという議論もあるが、やはりそこ

が議論の中心となっている。学校の空き教室を使って何かをやっていくとい

うのは、いいアイデアではあると思うが、実施するとなればそこにはかなり

の予算を投入することになる。それでも効果があるのかどうかという検証は

必要になる。 

 

近藤委員 ：学校は体育施設が一般開放されている関係で、駐車場だとか敷地内への出

入りはできる状況であるのでは。 必ずしも昼間に閉鎖されているという状況

にはないのではないか。 

 

事務局  ：入り口という意味ではなくて、建物の中を自由に出入りできる状況に対し

てということ。複合施設にした場合に、生徒のいる教室へ自由に行き来でき

てしまうとか、一般の区画との境をどうしていくかということが難しい。 

 

金原委員 ：システムを作っていけば、必ずしもできない話ではないと思う。警備面で

は校門で警備員とかがチェックすればいいし、間仕切りの管理体制を考えれ

ばできない話ではない。前向きに検討を進めるべきであると考える。「３階層

マネジメント」については良い考え方であると思うが、「広域化」ということ

について、このことは 初の方の基本方針や今後の方向性の中で触れられて

いない。これで行くと必ずしも湖西市になければいけないという施設はない、
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という理解でいいのか。浜松市と豊橋市に挟まれていて、そちらで利用でき

る施設があればそこを使えばいい、ただし、浜松市民や豊橋市民と同じ料金

で利用できるシステムを作ればいい。ホールや図書館とかはそういうところ

と連携していけばいい。広域化を検討するということであれば、冒頭のとこ

ろで文字として入れてもいいと考える。実際にごみ焼却施設は稼動していな

くて、浜松にごみを持っていっている。なくていい施設があるというのなら

ばもっと広域化というものを全面に押してもいいのでは。 

 

山口委員 ：市民会館というのはアメニティプラザと新居地域センターがあるので、無

くても間に合うのではないかと思うし浜松市にもアクトシティがあるので間

に合ってるかと考えるが、図書館を浜松市のものを使いましょうとなると、

それは難しいことかと考える。遠くまで借りたり返しに行くのはどうかと思

う。今、市内に４箇所ある図書館の機能を１つに集約するとなると、利用者

にとっては受け入れがたい話ではないか。 

 

金原委員 ：大きな施設は他のところを借りればよくて、図書館の話では今のネットワ

ークでは新居の人が新居の図書館で貸出し出してくださいと言えば他の市町

の図書が借りられるネットワークがある。場所がありさえすれば広域的な図

書の貸し借りができる。大きなものがひとつあればそれでいいということを

推進するものでもない。そのような地域的に存在する施設があってでもいい

のではないか。 

 

山口委員 ：本を借りるのはほとんどが予約で、棚を見ながら借りるというのはほとん

どない。貸してもらえる場所が近くに無いというのは厳しい。 

 

西堀会長 ：基本方針を今この場で決めてしまいたいということか。  

 

事務局  ：今回の審議会以降、また意見票というかたちで、委員からの意見をうかが

う。 

 

白井幸委員：優先度を判断するというところで、それぞれ利用者・市民の意見の反映さ

れる指標はどの項目も例えば同じ１点というような同一の配点になるという

イメージでよいのか。 

 

事務局  ：配点については今年度の取り組みの中で検討を進めていく。その中でどこ
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に重きを置くかという検討も必要になる。決して同一の配点になるというも

のではない。 

 

西堀会長 ：方向性を判断する表はわかりやすいのだが、優先度評価の指標例との関連

がわかりにくい。 ３階層との関連もわかりやすくしたほうがいいと思う。基

本的な方向は人口縮減に対してどのように住民のサービスを低下させずに、

市民の合意を得つつ、湖西市の財政を鑑みてやっていきましょうということ

は間違いないわけで、いろいろな意見を出していただいたので、整合性など

を市の方でも検討していただきたい。 

       

事務局  ：３回目の審議会については12月の上旬を目途に開催する予定。 

 

西堀会長 ：非常に難しい問題であるとは思うが、湖西市の長期的な発展ということに

ついて多くのご意見をいただきたい。 

閉会 11時50分 

 


