
勝俣大紀議員 

第１標題「若者会議について」 

１回目の質問 

 令和元年 12 月定例議会において、次の通り一般質問をさせていただきます。 

 第１標題「若者会議について」、第２標題「事務事業評価について」となりますので、

宜しくお願いいたします。 

 第１標題「若者会議について」、先日、若い方からこんな体験談を聞きました。勝俣

さん、会議に出席して意見を述べると、目上の方から「それ無理だね」とすぐに結論

を出され、「一向に人の話を聞いてくれないんです、どうにかしてくださいよ」という

内容でした。実際にそこに居合わせたのではないので、状況はよくわかりませんが、

このようなシチュエーションは、若い方ならいろいろな場面で苦い体験をされた方は、

少なくはないはずです。次世代を担う方が、希望を持てないような環境は、街自体に

活気が無くなってしまいます。もっと次世代の方が思い描く世の中にするにはどうし

たらいいのか、常日頃から私は考えています。 

 そんな中、４年前になりますが、甲府にある iira という学生が企画運営している店

で興味深いイベントがあったので、参加してきました。次世代の方を中心にこれから

の未来について、みんなでワイワイしながらワークショップを行いました。本市にも

こんな場所があればいいなと感じました。 

 参加された方の中で、学生でありながら政治番組にも出演されている方もいました。

そんな彼から、「勝俣さん、若者会議をぜひ、富士吉田でやりませんか」と声をかけて

いただきました。その後、若者会議について、いろいろ調べることになりました。 

 すでに全国では、新城市、燕市、小布施町等ではじまっています。それぞれの地区

では、工夫を凝らした独自の事業展開をしています。概ね若者会議を実施する目的は、

若者が活躍できるまちにするため、若者を取り巻くさまざまな問題を考え、話し合う

とともに若者の力を活かすまちづくり政策を検討し、若者の視点で考え、若者が活躍

できるまちを目指すために、行政がサポートしていくというものです。 

それは、若い世代が仮に都内に行ってしまっている場合、ＵターンやⅠターンをす

る場所の選択肢のひとつとして効果があるのではないか、移住定住を考えるとき、わ

れわれの意見を尊重してくれる地域であるかどうかと、考えてくれる材料のひとつと

なるからであり、他地域と比べて差別化できる絶好のセールスポイントになると思い



ます。 

 そこで本題に入る前に、今現在本市で実施されている若者に対する事業について、

考えてみたいと思います。 

 今年度の予算に計上されております国の地方創生推進交付金事業の中で、郷土愛醸

成を核とした若者チャレンジプロジェクトがあり、若者の本市への回帰意識を高揚さ

せる事業として展開しています。 

 今現在高校生を中心に活動している事業だと思いますが、例えば、火祭りの時に旧

浅間坊の建物をリニューアルして、これまでの成果を発表していたことを思い出しま

す。今の風景を切り取ったり、昔の風情を思い起こさせるような写真であったり、懐

かしいやら、新たな魅力がそこにありました。高校生の視点だと富士吉田市がこんな

風に映って見えているんだなぁと感じました。 

 このように、高校生を中心に展開している事業ですが、卒業後もこのようなノウハ

ウを使って、もっと若者が活躍できる場を提供できないのか、できれば、20 代 30 代

の方にも加わっていただけるような事業内容に変更できないかと考えています。 

 そこで、このチャレンジプロジェクト事業がどのような形で進められているのか、

またその目的は、どういったものなのか、そして、どのようなことを期待して行われ

ている事業なのか、教えてください。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 勝俣大紀議員の若者会議についての御質問にお答えいたします。 

 郷土愛醸成を核とした若者チャレンジプロジェクトにつきましては、地域を舞台と

した課題解決型の教育プログラムを展開するＮＰＯ法人が事業主体となり進めている

事業であります。この事業では、自身の進路を考え始める時期である高校生に対して、

富士吉田市の伝統ある地場産業の織物を使った商品や富士山の伏流水を使った甘酒の

開発等、様々な職場体験をする郷土愛醸成プログラムを通じ「働く場」としてのまち

の魅力を認識することで、地域に対し関心の高い人材を育成することを目的としてお

ります。また、本事業を拡大する形で、教育委員会と産業観光部の連携による、キャ

リア教育の一環として中学生に対しても地元で働くことの素晴らしさを学ぶワークシ

ョップを実施しております。 



 地元に定着及び回帰させるための下地を作ることで、進学等により転出したとして

も将来的なＵターンが期待できる事業であり、定住施策として有効であると考えてお

ります。 

 また、国の施策である「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」において地方の人

材育成の指針が示されており、この事業はこの指針の先駆的なものであると自負して

おります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 答弁の中でも、この事業は国の施策として先駆的なものだと話されていますが、た

しかに近隣の市町村の総合計画には載っていない人材育成事業を展開しているのは、

十分承知しています。 

 この先統計的にも若者流出が加速する中で、いかにして流出を抑えていくのか、ま

た将来キャリアを積んで戻ってきてもらえるようにどう仕掛けていくのかということ

も、大変苦慮されていることも十分承知しています。我々議員としてもいろいろなア

イデアを出し合っているような状況です。 

 さて、本市の若者に対する取組について、紹介していただきましたが、私は、高校

を卒業したあと、そのノウハウを生かしていくには、どうしたらいいのか考えてみま

した。 

 彼らが学んできたことは、みずから進んで課題を見つけ、どう解決したらいいのか

という教育がベースとなっています。我々の時代は、カリキュラムに従い、詰め込ん

で学んだ教育でした。つまり、若者は、私たちにない自由な発想で考えることができ

ます。 

 その彼らが、高校を卒業した後、数年後にその経験を生かしてまちづくりをしてみ

たら、面白くなるのではないかと楽しみにしています。また、周りの皆さんから若い

人が元気がないとか、地域のコミュニティーに入らないとか愚痴をこぼされているこ

とも事実です。このことを踏まえると、先に述べた通り、若者の視点で考え、若者が

活躍できるまちを目指すことも必要であると感じます。いま本市で実施している事業

の延長線上の位置づけとして、若者主体の会議を創設してもいいのではないとか思い

ます。 



 そこで、全国でも先進地として事業展開している新城市の取組ついて、検討してい

きたいと思います。新城市では、平成 26 年に若者条例を設置し、それにもとづきメン

バーを募集し、所信表明、政策検討会議、中間発表、再度検討会議を実施し、市長へ

の答申を経て、市の内部で検討し、予算化し、実行していくというものです。このメ

ンバーには、公募はもちろん、メンターとして、若手職員も加わっております。分科

会を設け、観光、産業等に対し、若者たちが目的意識をもってみずから行動し、市の

発展に寄与している状況がうかがえます。大変素晴らしい取組であり、本市において

もこのような若者施策が必要はないかと思います。 

 第２回目の質問になりますが、このような地域の活性化にむすびつける若者会議に

は、大変魅力を感じており、この若者会議について、十分に検討していく価値はある

と思います。 

 次世代の皆さんが、みずからの視点で考え、みずからが活躍できるまちづくりを考

えていく若者会議について、市長の率直なご意見をお聞かせください。 

 以上、２回目に質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 勝俣大紀議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 郷土愛醸成を核とした若者チャレンジプロジェクトは本年で４年目を迎え、これま

で多くの若者が参画し、後輩に対するキャリア教育への協力や成人式の実行委員を務

めるなど、それぞれの形で地域活動の実践者として活躍し始めております。さらに、

進学した若者も富士吉田市への就職を希望したり、県外に就職したが、富士吉田市に

戻り再就職をするなど、事業の成果が確実に芽を出し始めております。 

 私も常日頃から、勝俣大紀議員御発言のとおり「若者が自ら地域を考え行動する」

ことが地域の活性化につながるものであると認識しております。 

 したがいまして、若者会議の創設については、若者の主体性や積極性を尊重し、自

主的な活動等に対して必要な支援を行って参りたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「事務事業評価について」 

１回目の質問 



 この事務事業評価については、人口減少・少子高齢化など社会経済情勢が大きく変

化している中で、地方自治体においては、厳しい財政状況の中でも安全かつ良質な公

共サービスが確実、効率的に実施されるよう地域の実情に応じ、自主的な行政改革に

取り組んでいる事業です。1996（平成８）年に三重県の北川知事が提唱した「さわや

か運動」が発端となり，数年のうちに都道府県に行き渡ることとなり、市区町村にお

いても順次導入が進んでおり、全国では約 80％以上の市区町村で実施されています。

本市でも、よりよい行政サービスを行うため行財政の健全化を目指し、また主権者で

ある市民の皆さんに説明責任を果たすため実施しているわけです。 

 今現在、富士吉田市のホームページ等で公開されておりますが、平成 26 年度から平

成 30 年度まで見ることができます。 

 また、富士吉田市では、事務事業評価の評価指針として、市民に向け説明責任を果

たすこと、わかりやすく簡潔であること、職員への負担の少ないこと、評価内容と予

算が連動することをうたっています。事務事業評価というものが、翌年度の予算に反

映されるもっとも重要なチェック事項であることは、間違いありません。 

 この事業については、よりよい市民サービスを提供できるように長年実施してきま

したが、平成 30 年度において、事務事業評価を変更することとなり、その結果をホー

ムページ上で公開しています。 

 その変更で大きく変わったところは、従来の評価５項目から将来の成果とコストと

いう視点に立って評価すること、また評価結果と予算とを連動させることを挙げてい

ます。そして、今後の事務事業評価については、行政活動に対し、各事業が真に必要

か、市民への説明責任を果たすうえで欠くことができないので、これからも実施して

いくとされています。 

 まず、私が疑問に思ったことは、ホームページ上で事務事業評価を公開しています

が、平成 30 年度について、あまりに情報量は少ないという印象を受けました。この公

開している情報量で市民に対して、説明責任が果たしているのかどうなのか、判断出

来なかったので一般質問に及びました。 

 この事務事業評価の目的は、限られた財源をより効率的、効果的に行うためには、

真に必要な事業であるのかということであり、実際に税金を納めている主権者である

市民の皆さんに事務事業評価を公開することは重要なことであり、必要な責務である

と思います。 



 この事務事業評価を実施している地方公共団体においては、その評価方法は大きく

二分されます。ひとつは、行政内部の評価（内部評価）、もう一つは、専門性の活用、

自治体運営への住民参画を進め、客観性や透明性を高める目的で外部有識者や住民等

が評価する外部評価となりますが、本市においては、内部評価を採用している状況で

す。どちらが正解であるという答えはありませんが、各地方自治体とも独自で運営さ

れており、よりよい市民サービスを実施するため、切磋琢磨している状況に変わりは

ありません。 

 そこで、質問に入りますが、平成 30 年度における事務事業評価の公開しているうえ

で、あまりに情報が少なすぎると感じています。 

 事務事業評価の本来の目的は、限られた財政のなかで、いかにして市民サービスを

よりよいものしていくのかであります。 

 平成 30 年度の公表されている事務事業評価では、予算額、決算額、そして、なによ

りも重要であるその事業の目的、また、評価した内容について、修正点はなかったの

か、今後の展開等についての記載がないため、この評価に携わった職員の努力、労働

時間等が無駄なものに見えてしまいます。実際には、評価シートが存在し、細かく記

載し、評価しているにも関わらず、それが一切公開されていないのは、大変残念に思

います。 

 また、事務事業評価は、総合計画に基づき、毎年ＰＤＣＡサイクルを実施する中で、

一つ一つの事業を実施し、その実績を検証し、見直し、そして、総合計画に照らし合

わせていく中で行政運営がなされており、このサイクルの中で最も重要なポジション

をしめています。その事務事業評価について、公開された資料があまりにも少なすぎ

ます。 

 平成 30 年度の事務事業評価について、このようになぜ情報量が少ないのか、公開し

ている内容で、主権者である市民のみなさんに対して、説明責任をはたしているのか

どうかについて、伺います。 

 以上、1 回目の質問となります。 

 

１回目の市長答弁 

 事務事業評価についての御質問にお答えいたします。 

 勝俣大紀議員御質問のとおり、本市の事務事業評価については、実績や現状、実施



の妥当性や効率性等を掘り下げて確認し、限られた財源の重点的・効率的・効果的な

配分に努めることを目的とし、これまでも必要に応じて見直し等を行う中で、毎年度、

実施をして参りました。 

 この事務事業評価の結果につきましては、評価の後、庁内にて共有するとともに、

市民の皆様に対し御説明するため、評価内容等について本市ホームページ上にて、公

表しているところであります。 

 次に、昨年度の事務事業評価の結果についての情報量と市民の皆様への説明責任に

ついてでありますが、本市の事務事業評価については、国・県からの事務移譲や社会

的要請などにより新たな事務負担が近年大きく増加している中で、運用開始以降の継

続した評価により事業内容の精査が進み、開始当初のような成果が得られなくなって

きたこと、また、評価結果と予算との連動性に欠ける場合が生じるなど、本市の事務

事業評価制度自体を見直し、再構築を図るべき時期となっておりました。 

 このため、昨年度におきましては、本市の評価制度自体が抱える課題を踏まえ、制

度の意義や考え方、またその方法について再構築を図ったことから、公表する内容に

これまでとの差異が生じたものであります。情報量の多寡については、このような取

組の結果によるものであり、市民の皆様に対しては、必要な情報を公表しているもの

と認識しております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 では、答弁のことを踏まえて、公開されている情報をもとに分析をしてみたいと思

います。 

 まず、Ｃとされている事業です。若手職員人材育成事業についてですが、公開され

ている表を見る限り、二次評価の対象とされ、一次評価、二次評価、最終評価までい

ずれもＣとなっています。Ｃとは、成果の方向性の評価については、縮小・廃統合で

あり、コスト面では、縮小となっています。この資料では、成果の方向性が縮小され、

それに伴いコスト面も縮小されているということであると認識できます。 

 成果が期待したほど上がっていなかったとか、初期投資が一段落ついて、コストが

かからなくなったのか、どうなのか全くわかりません。この事業については、初年度

だったと思いますが、はじめてのケースであり、たったひとりで２回目の質問年間と



いう長い時間を費やしているわけです。 

 つぎに、子育て支援センター管理運営事業ですが、三次評価対象事業となっていま

す。一次評価、二次評価、三次評価、最終評価とすべてＢ３となっています。平成 29

年度においても評価していたので、比較することができました。平成 29 年度において

は、子育て支援センター事業は、子育て中の保護者がいつでも情報を得られ、妊娠か

ら子育てまで切れ目のない支援を行う子育て支援の拠点施設として機能している。 し

かし、開設から半年後に開館時間の変更があるなど、安定した住民サービスの提供と

いう面において改善すべき点が見受けられる。現状における課題を整理した上で今後

の事業展開を図ることが、より子育てしやすい環境整備につながると判断し、Ｂ評価

とした、とされており、継続していく事業であることから、平成 30 年度も継続してい

るということになります。平成 30 年度の評価はＢ３となっているため、コスト面が縮

小されることとなっています。なぜ、コスト面をカットしなければいけないのか、内

訳は人件費なのか、光熱費なのかどうなのかわかりません。 

 つまり、このように公開されている情報だけでは、主権者たる市民のみなさんに説

明責任がなされていると思えないというのが、私の率直な感想です。 

 先ほどの答弁の中で、本市の事務事業評価については、国・県からの事務移譲や社

会的要請などにより新たな事務負担が近年大きく増加している中で、運用開始以降の

継続した評価により事業内容の精査が進み、開始当初のような成果が得られなくなっ

てきたこと、また、評価結果と予算との連動性に欠ける場合が生じるなど、本市の事

務事業評価制度自体を見直し、再構築を図るべき時期となっておりましたとされてい

るように、その中でも注意すべき点は、職員の負担があまりにも大きすぎるというこ

とだと思います。 

 この事業自体、あくまで自主的な事業となっているため、全国では地方交付税等と

の関係性から評価方法の変更等をしている自治体も現われてきています。各自治体が

切磋琢磨して、歳出を切り詰める中で詳細なデータを作成し、ヒヤリングをしていく

中で膨大な時間と労力が必要とされ、これに携わる職員の負担が大きくなりすぎてい

るという大きな課題を抱えています。この課題に対し考察されている渡辺智裕氏の研

究ノート、事務事業評価の有効性に関する考察－地方自治体職員の職務遂行の視点か

ら－によりますと、行政評価の実施にあたっては、職員の負担感を解消することが求

められていると指摘しています。 



 しかしながら、ＰＤＣＡサイクルの中で、事業内容を的確に判断し、予算と連動し

ていくわけであるので、何らかの方法で評価し、予算に結び付けていかなければなり

ません。 

 では、重要課題である職員の負担軽減について、考えてみました。先行研究により

ますと、現役の大学生が臨時職員となって一定期間作業の補助をすることや、外部評

価方法を取り入れている自治体もあり、どの程度負担軽減につながっているのかにつ

いて、いまだ明確な答えがないようですが、外部評価については、一定の評価をされ

ている自治体もあるようです。さきにも紹介してありますが、専門性の活用、自治体

運営への住民参画を進め、客観性や透明性を高める目的で外部有識者や住民等が評価

する方法となります。この評価方法については、検討材料に値するのではないかと思

います。なぜならば、内部評価だけでは、客観性に欠ける恐れがあるからです。 

 いま、本市では、評価方法について模索している状況であるのであれば、その事業

に対する客観性をどう担保していくのかについても検討をしていくべきだと思います。 

 ２回目の質問になりますが、今後の評価方法について抜本的な見直しが必要である

と感じています。まずは、平成 30 年度に公開されている情報について、先に述べた通

り、公開されている事業内容の分析を試みましたが、あまりよくわからないので、こ

れでは市民に対して、説明責任がはたされていないと感じますので、せめて主な事業

の詳細なデータを公開していただけるのか、次に職員の負担軽減をどう解消していく

のか、また、ＰＤＣＡサイクルの中で、事業内容を的確に判断し、予算と連動してい

くうえで内部評価だけでは、客観性に欠けるのでないかという恐れがあるかと思いま

すので、この３点について、伺います。 

 以上２回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 勝俣大紀議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の昨年度における主な事業の詳細なデータが公開可能かについてであ

りますが、先ほど答弁申し上げましたとおり、市民の皆様には必要な情報を公表して

いるものと認識しております。 

 次に、２点目の職員の負担軽減についてでありますが、事務事業評価制度について

は、必要に応じて見直しを図って参りました。この見直しにおいては、職員の負担軽



減も重要な要素として捉え、管理しているシステム入力の省力化や評価における視点

の集約化等により、職員の負担軽減を図ってきたところであります。 

 次に、３点目の内部評価による客観性の欠如についてでありますが、本市事務事業

評価においては、１次評価において、事業を実施している所管課にて主観的な評価を

行い、これに続く２次評価においては、事業を所管する部を除いた次長・課長で構成

する評価グループを組織し、客観的な視点を確保した中で評価を行って参りました。

また、３次評価においては、主観的評価となる１次評価と客観的評価となる２次評価

の結果を踏まえ、事業を総合的に評価するため、私を含め、市幹部職員による評価を

行うことで、客観性の確保を行ってきたところであります。 

 事務負担と制度運用に伴う成果の不均衡、予算との連動性の欠如といった課題に対

し、必要に応じて制度に見直しを加えることで運用を図って参りましたが、昨年度の

試行的な取組の検証も踏まえ、評価制度の抱えるこれらの課題解消には至らなかった

ところであります。 

 このため、本年度におきましては、これまでの「事務事業評価制度」を抜本的に見

直し、事業を総点検し、長期的な視点による取組が必要である事業について検討する

等、各事務事業を根本的な視点から見つめ直す「事務事業の見直し制度」に移行した

ところであります。この取組の結果につきましては、今後、改めて市民の皆様に対し

公表をさせていただく予定であります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 限られた財源の中で、行政運営をしていく時代です。これからますます厳しくなっ

ていくと思います。 

 その中で、何が一番大切なのかを改めて考えさせられた質問でした。貴重な税収を

もとに運営しているからこそもっと、市民に寄り添った行政とはなにかということを

念頭におき、これからも主権者である市民へのサービスの向上がはかれるように精進

してまいります。 

ご清聴まことにありがとうございました。 


