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議 事 録（要旨）            

 会議名  

 平成 27年度 第１回 事務事業外部評価 第１部会 

  日 時 
平成 27年 8月 4日   

（火） 
開催場所 

佐久市役所 

議会棟 第１委員会室 
時 間 

10：00 

～ 

16：20 

  出席者 

委 員：阿部眞一、髙橋優一、黒澤正幸、田嶋亜弥、 

工藤孝一、中澤朗 

 

説明者： 

・[１-１情報化推進事業]（広報情報課） 

  企画幹 依田誠、情報政策係長 金井靖 

・[１-２生活・食品衛生事業]（環境政策課） 

  課長 高橋亨、環境政策係長 岩下紀仁 

・[１-３農村研修施設管理運営事業]（農政課） 

  課長 中山武幸、農政係長 武者新一 

・[１-４畜産対策事業]（農政課） 

  課長 中山武幸、農業生産振興係長 玉置和 

・[１-５園芸対策事業]（農政課） 

  課長 中山武幸、農業生産振興係長 玉置和 

・[１-６松くい虫防除対策事業]（耕地林務課） 

  課長 荻原万樹、林務係長 土屋巧、行政嘱託員 上原徹 

・[１-12市民会館管理運営事業]（公民館） 

  事務長 比田井毅、係長 宇羽野学 

・[１-８浅科道の駅施設管理運営事業]（観光交流推進課） 

  課長 畠山啓二、観光施設係長 丸山善範 

・[１-９除雪・凍結防止剤散布事業]（土木課） 

  維持第１係長 井上祐二、維持第２係長 山口哲、係員 中川惇 

・[１-10景観形成事業]（建築住宅課） 

  課長 大塚秀徳、建築係長 藤澤誠 

 

・[１-11望月の郷及び富貴の平飲料水供給事業]（望月支所） 

  企画幹 上野哲男、経済建設環境係長 櫻井眞治 

・[１-７企業誘致事業]（商工振興課） 

  課長 中澤幸二、産業立地推進係長 工藤基伸 

 

 

事務局：企画課長 佐藤照明、行政改革係長 遠藤貴信、 

行政改革係 小林誠之・高見澤繭 

委員 

出   6人 

欠   1人  

 提出資料  
・資料１-１ 部会における審議の流れについて 

・資料１-２ 第１部会事業説明スケジュール 
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・資料１-３ 事業別 視察可能施設一覧 

・資料２  評価するうえでのポイント 

・資料３  事務事業外部評価 評価区分について 

≪開会≫ 

【会議事項に入る前に、事務局より報告】 

  佐藤課長  本日のご出席は６名なので、佐久市行政改革推進委員会条例 第６条第２項の規定

を満たし、会議が成立していることをご報告する。 

≪部会長の選出≫ 

  佐藤課長  部会長にはこの後の会議の進行等をお願いさせていただく。選出についてどなたか

ご意見等あるか。 

  委  員  青年会議所の代表として、行政の様々な会議にも関わっていらっしゃることから、

髙橋委員ではいかがか。 

   佐藤課長  副会長は髙橋委員にお願いしたいとのご意見があったが、皆様いかがか。 

 【全委員が承諾し、決定】 

    ・部会長   髙橋 優一 委員 

  佐藤課長  それでは、部会長は髙橋委員ということでお願いさせていただく。 

 【部会長席へ移動】 

 

≪会議事項≫ 

「会議事項（１）審議の流れについて（資料１～資料３）」 

 【本日の審議の流れについて事務局より説明（資料１-１・１-２）】 

 【特に意見等なく、事務局の提案のとおり実施することで委員了承】 

 

【施設の視察について事務局より説明（資料１-３）】 

 【特に意見等なく、事務局の説明のとおり実施することで委員了承】 

 

【評価を行ううえでのポイント・評価区分について事務局より説明（資料２・３）】 

 【特に意見等なく、事務局の説明のとおり実施することで委員了承】 

 

「会議事項（２）所管課からの事業説明及び質問事項に対する回答について」 

○[１-１情報化推進事業]（広報情報課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員  事前の質問にもあったが、市民に ICT普及を図る事業、通信回線の整備というハー

ド面の事業、それに加えて今回のマイナンバーに係る事業、全てを一緒くたにする

のはおかしいように感じる。特にマイナンバーについては他の事業の片手間に行う

ものではないように思うが。 

依田企画幹 この事業を策定した平成 22年度当初においては「マイナンバー制度」というもの

が議論されていなかったが、平成 24年度の国会の閣議決定により平成 27年度 10

月より実施されることになった。そのシステム改修、制度見直し、条例改正など庁

内全体の調整をどこの事業内に組み込むのがよいのかという議論があった。システ

ム改修は事業を跨いで庁内全体に関わることであり、システムを使用している各所

管課に予算等を割振るのは難しい現状から、「情報化推進」という大枠の中で当事
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業に組み込むこととなった。 

委  員  情報化推進事業が始まった時は、市民への普及啓発が最初だったということか。 

依田企画幹 最初の大きな目的はそうであった。 

委  員  今回の改修はマイナンバー制度をスタートさせるための準備ということか。 

依田企画幹 おっしゃるとおり。 

委  員  マイナンバーが実際稼働し始めたあと、事業の運営はどうなるのか。 

依田企画幹 当事業に計上するのはあくまで改修に係る費用であり、改修が全て終われば、当事

業への計上はされない。各所管課において維持管理費として計上されていく。 

委  員  マイナンバー制度そのものが、取り扱いを少しでも間違えれば大変なことになる制

度。導入にあたっての準備がとても大切になる。改修のみで事業終了とはせず、そ

の後の運用についても安心安全に使用できるような事業が発生すべきでは。 

依田企画幹 「システム改修費」という形の計上となっているが、セキュリティに関する改修費

用なども含まれている。市のセキュリティポリシーもマイナンバーに対応したもの

に改修する。年金機構の情報漏えいは決して他人事ではなく、市として個人情報保

護についてはより一層万全な体制で運用していく。 

委  員  コスト面について、「役務費」と「その他」の内訳上位は？ 

依田企画幹 まず「役務費」6,800万円のうち、佐久ケーブル保守費用が 4,400万円、続いて庁

内で使用するケーブルの通信費が大きい費用となっている。次に「その他」2億 1,000

万円のうち、臼田支所改築に伴って支所内に設置してあるヘッドエンド（ケーブル

に関する設備機器）の移設費用が約 1億 4,000万円、中部電力や NTTの電柱使用料

が約 2,000万円、この２つが内訳の中では大きいものとなっている。 

委  員  移設の必要性の有無について、移設ありきではなく、別の方法の検討はされたのか。 

依田企画幹 ヘッドエンドを廃止すると光ケーブルの張り替え等が必要となり、移設よりも費用

がかかることが判明した。他の方法への変更も含めての検討し、一番費用のかから

ない方法として、ヘッドエンドの移設を決定した。 

委  員  事業内容に「市民へのテレビ映像の配信やインターネット通信の普及を図る」とあ

るが、市としては市民全員に佐久ケーブルテレビへ加入してもらいたいという考え

か。 

依田企画幹 議会中継、市からのお知らせ、市のイベント情報など、地域に根差した放送を行っ

ているので、是非加入していただきたい。 

委  員  光ファイバー網は佐久ケーブルテレビのみで使用されているのか。 

依田企画幹 本庁と各支所などの公共施設をつなぐ専用回線としても使用されている。 

委  員  各支所、関連機関といっても数は限定されている。実際佐久ケーブルテレビの加入

者率は 14％ほどと、お世辞にも高いとは言えない。光ファイバー網のほとんどがそ

の 14％ほどの加入者のためということであるならば、臼田支所のヘッドエンドを 1

億以上かけて保持する必要があるのかと思う。 

依田企画幹 臼田支所のヘッドエンドは平成 17年に臼田支所の地下に設置された。臼田支所は

借地であるため、改築中にそのまま地下に残しておくということができない。新た

な場所に新設することも考えたが、期間や技術的な問題により移設を取らざるをえ

なかった。 

委  員  ヘッドエンドを廃止するとした場合、ケーブルテレビが見られなくなる市民がどれ

ほどいるのか。 
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依田企画幹 現在手元に詳細資料がなく実数はお答えできないが、市内全域でおよそ 4,000世帯

が加入しているため、単純に４地区で割ればおよそ 1,000世帯に影響が出ると考え

られる。同じケーブルの中には市と公共施設をつなぐ専用回線も入っているため、

そこでも影響が出ることになる。市の方針として、移設はやむを得ない。 

委  員  市内に張り巡らせた光ファイバー網を有効活用するという意味では、佐久ケーブル

テレビの加入者を増やすことが一番いいということになるか。 

依田企画幹 市としてもそれが一番いいと考えている。テレビが地上デジタル化する際に、佐久

ケーブルテレビと連携し、加入促進を図るためフェスタ開催時に「加入相談会」も

開設した。相談者数も多かったと聞いている。昨年は開設していない。 

委  員  1億 4,000万円の事業を仮に 10人のために行うとした場合、１人あたりのコストは

1,400万円となる。こういう事業は民間では絶対にやらない。1,400万円は税金。

それを作ったことによりどれだけ加入率が上がるのかということを見ていかなけ

れば、事業仕分けの意味がない。逆に、何人加入者が増えれば１人あたり 100万円

や 200万円でケーブルが引ける、という考え方をした方が、1億 4,000万円かけて

移設するとするより妥当なのではないか。例えば下水道も、下水道に繋ぐより安い

として浄化槽を使っているところもある。臼田の人には申し訳ないが、どう判断す

べきか悩むところである。 

佐藤課長  そもそもの目的成果は、「ケーブルテレビのために光ケーブルを張り巡らせる」こ

とではなく、「市のインフラとして高度情報通信技術である光ケーブル網を張り巡

らすべき」というところにある。そして「光ケーブルを使い情報のやり取りをして

もらおう」というのがあり、その「情報のやりとり」というなかにテレビも入って

きた。佐久ケーブルテレビではブロードバンドも提供している。総務省の「高度通

信技術を早期に広める」という趣旨の補助金も使い、平成 17年度から光ケーブル

の整備を進めてきた。マイナンバー用に再び線を引くということになると 2重に投

資することになる。ケーブルの中には、ケーブルテレビ用の線と、市の業務専用の

線がある。この線同士は情報漏えいを防ぐために繋がってはいない。その市の専用

線を使ってマイナンバーデータのやりとりも行う予定である。ご指摘のあった「佐

久ケーブルテレビへの加入率」の低さは課題として認識しており、それを解決すべ

く担当始め全庁を挙げて取り組んでいる。佐久ケーブルテレビの経営についても、

今年度から専門の方に行っていただいている。臼田のヘッドエンドは、市の施設を

貸す形で佐久ケーブルテレビと協力のうえ整備している。今回の臼田支所の改築に

伴うヘッドエンドの移転は市の事情によるため、移転に係る費用は市でみるとして

予算計上している。ネットワークの整備はできたと考えているが、税金は無駄にし

てはいけないというのはもちろんある。そのため加入増と魅力的な番組作りのため

の努力をしている。 

委  員  この事務事業評価シートでは評価することができない。この事業のメインとなるべ

きは「敷設した光ファイバー網の管理」であり、フェスタがメインではない。市の

専用回線と、ケーブルテレビ用の回線とが混在しないように管理することも重要な

業務なのでは。実際の費用として、マイナンバー制度に関することは市の主要な業

務であり、評価の対象とはならないはずのものである。「役務費やその他の費用が

もう少し抑えられるのではないか」というところが、我々が評価すべきところなの

ではないのか。 
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佐藤課長  この事業のなかで大きく投資をしているのは「情報通信ネットワーク環境をいかに

確保していくか」「いかに安全に使用していくか」というところ。「どのように使用

しているか」にも注力しているため、そのような観点で見ていただきながら評価を

お願いできればと思う。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○[１-２生活・食品衛生事業]（環境政策課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  食品衛生協会へ補助金を交付しなくても、協会員からの会費で、FM佐久平や佐久ケ

ーブルテレビなどでの啓蒙活動が自分たちでできるのではないか。 

  高橋課長  食品の衛生管理をするために様々な食品関連業者が集まって協会を形成している

が、業者の中にも進んで啓蒙活動をしてくださる業者とそうでない業者がおり、協

会の中でも研修会を開くなどして盛り上げてくださっている。市としても注意喚起

の必要性をお願いしていることから、以前より補助を続けている。会員の変動など

もあるため、協会の活動に対しての応援という意味合いもある。検便検査も法的に

大事であるため、少しでも多くの実施を支援したい。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○[１-３農村研修施設管理運営事業]（農政課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  岸野にある農村環境改善センターと似たような使われ方だが、何が違うのか。 

  武者係長  岸野の施設の所管は耕地林務課となっている。 

  佐藤課長  農村環境改善センターは指定管理により地元の区長会が管理しており、区の方が主

として利用することを目的としている。 

  遠藤係長  所管が耕地林務課ということなので、土地改良事業などの補助金によって建てた経

過があると思われる。 

  委  員  人件費の常勤職員であるが、指定管理委託料が 38万円であるのに対し、平成 27年

度は 237万円 の常勤職員費となっている。指定管理を止めるのであれば、常勤職

員を減らすことはできないのか。 

  中山課長  この常勤職員は現在の農政課の職員であり、通常業務の一部として鍵の管理や書類

整理等を行っているものである。 

  委  員  マイナスのコストなのかプラスのコストなのかという視点で考えた場合に、今の業

務内容はマイナスのコストであると思う。多少経費が上乗せとなったとしても指定

管理として外部に任せた方が、担当職員がプラスになる仕事を行うことができるの

ではないかと考えるが、いかがか。 

  中山課長  あくまで計算上ではこうなるというというものであり、集中して何時間も拘束され

るなどするものではなく、他の仕事の合間でできる業務となっている。運営委員会

に引き受けていただけないとなると、同じ値段で引き受けていただけるところはな

いのではということもあり、直営とさせていただいた。 

  委  員  そうであるならば、常勤職員のコスト算出の方法が間違っているのではないか。

「0.40人」ということは、100％のうち 40％をこの業務に充てているということで

ある。どのように算出したものなのか。 
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  武者係長  担当職員からの聞き取りにより算出したものである。 

  中山課長  この人件費については農村女性グループの育成や活動支援などといった業務も含

まれており、施設管理のみに掛かっているものではないと考えている。 

  委  員  事務事業評価シートのどこに明記されているのか。 

  中山課長  「事業内容」に記載している「農村女性の地位向上、生活改善技術の研修及び福利

増進といった活動」という部分である。 

  委  員  そこをもう少し掘り下げて記載していただかなければ、ただの鍵の管理に留まるも

のとの解釈となる。中身が見えてこなければ「0.40人」と相対関係にならない。職

員は運営から外れて、もっと管理委託料を上げて指定管理に出し、地元優先・地元

主導型の施設とすれば、地元の人間の愛着も湧きもっといいものになっていくので

はないか。職員も手が離れた分のエネルギーを他のところに回したほうがもっとよ

くなるのでは。 

  中山課長  岸野の農村環境改善センターはある程度地域を特定したものとなる。この農村婦人

の家は、旧佐久全体もしくはそれ以外、といった方々も対象としているため、地区

の方に管理をお願いすることは難しい。その点も踏まえながら各委員のご意見も参

考に、今後の対応を考えて参りたい。 

  委  員  事務事業評価シートの「今後の方向性」の中で、他施設との統合も視野に入れてい

るとのこと。「質問に対する回答」のなかで、施設の情報をオープンにすることで

現在の利用者が利用しにくくなるおそれがあるとの回答であったが、他施設と統合

することで、その辺りに問題が出ることはないか。 

  武者係長  この８月に公民館の施設である「佐久市創錬センター」が近くにできた。農村婦人

の家も築 34年となり老朽化している。「将来的」には公共施設マネジメントの観点

で視野にいれていく、ということである。 

  委  員  「利用区域は佐久市全体」と言いつつ「どなたでもご利用ください」というわけで

もなく、実質特定の方達のみが利用しているように見受けられる。平成 26年度ま

であった管理委託料 38万円は、その特定の方達のためだけの経費であったように

見えてしまう。様々な方法を使って利用促進を図るなどしたほうが、経費が無駄に

ならないのではと。自分自身も今回初めて存在を知ったように、存在を知らない人

は多いように思う。それではもったいないと思う。 

  中山課長  ご指摘の通り、農政課として今まで積極的に PRしてこなかったというのは事実で

ある。「広く市民に広めた方がよいのでは」ということであれば、決してそれを拒

む意図があってご質問にも回答したわけではないため、今後はホームページなどに

掲載していくことに関して検討させていただきたいと考える。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

   

○[１-４畜産対策事業]（農政課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

 【意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

   

○[１-５園芸対策事業]（農政課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  「農業掛金の 2/10を補助」とのことであるが、平成 26年度の補助額はいくらか。 
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  中山課長  事務事業評価シート「平成 26年度 補助等対象団体の概要」に記載の、東信農業共

済組合への 288,000円が、平成 26年度の農業共済掛金に対する補助額である。 

  委  員  事務事業評価シート「今後の方向性」に記載されている「市の推奨する園芸品目」

にはどのようなものがあるか。 

  玉置係長  プルーンであれば「サンプルーン」や「オータムキュート」など、りんごであれば

「シナノ三兄弟」と呼ばれる「シナノゴールド」「シナノスイート」「秋映（あきば

え）」といったものがある。 

  委  員  およそ 700万円が補助金として支出されているが、一番大きなものは何か。 

  中山課長  事務事業評価シート「平成 26年度 補助等対象団体の概要」に記載の、ＪＡ佐久浅

間に対する「農業経営安定対策事業補助金」が 600万円で一番大きなものとなって

いる。野菜や花の価格安定事業に使われるものである。 

  委  員  これは市が直接ＪＡに支払い、ＪＡから農家に支給されるということか。 

  中山課長  県の「価格安定基金」という団体に基金が積まれており、市の補助金は農家負担分

の一部に充てられている。農家は市からの補助分を抜いた金額を拠出し、市からの

補助金と農家負担分を合わせて「佐久市分」としてＪＡが基金に支払っている。 

  委  員  経営状況により掛金の額が農家にとって重くなってしまうため、市として補助して

いるということか。 

  中山課長  基金への加入促進という目的もある。 

  委  員  果樹共済について、全農家にご理解いただいているのか。 

  玉置係長  加入の推進を図っているところである。 

  委  員  どのような方法で推進を図るのか、計画はあるか。 

  玉置係長  加入はあくまでも東信農業共済組合が行うものであり、部会や地区ごとに栽培者に

説明をし、加入をお願いしているところである。 

  委  員  ２割の補助は税金。個人は受益者負担であるのでよいとして、税金がそこに投入さ

れるとなると「公益」という観点から「全員がそのことを理解して加入の有無を判

断しているのか」が重要となる。金額の問題ではなく、「聞いてなかった」という

ような方が１人でもいると公平性に欠けるのではと思う。推進の方法が非常に重要

になるので、質問させていただいた。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

 【予定時間を超過していたため、スケジュール調整の結果、 

「1-６ 松くい虫防除対策事業」を午後に回し、先に 

「1-12 市民会館管理運営事業」の評価を行う旨、事務局より連絡】 

 

○[１-12市民会館管理運営事業]（公民館） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  中込会館の耐震や建て替えなどはどうなっているか。 

  宇羽野係長 中込駅前に社会医療法人が建設する病院等複合施設の一角をお借りし、そこに中込

会館を移すということで現在進めている。立地としても恵まれた場所であり、限ら

れた敷地内で建て替えを行うより、複合施設の中に入ることで様々な相乗効果も得

られると考えている。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 
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【昼休憩１時間】 

 

○[１-６松くい虫防除対策事業]（耕地林務課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  伐倒くん蒸の委託は入札でということだが、今年度はいつ行われたのか。 

  土屋係長  今年度は４月中旬に入札を実施した。広範囲に渡り業者発注しているため、場所に

寄って工期にばらつきが出る。 

  荻原課長  現時点で既に処理が終わった地域もあれば、これからのところもある。職員立会い

のもと被害状況を確認し、効率よく伐倒くん蒸できるよう業者と協議しながら進め

ている。 

  委  員  一つ一つの範囲を狭くし、より多くの業者に発注できれば、もう少し早いペースで

作業が済むのでは。７月ともなれば松枯れの原因となる虫が飛び立ってしまうた

め、遅いのではと思う。 

  荻原課長  単独で予算を確保しているものについては４月に発注をしている。県の補助金で行

う事業については、内示をいただいた段階で速やかに入札を行い、伐倒くん蒸を実

施できるよう努めている。 

  委  員  区から要望があったところのみ実施しているということか。 

  土屋係長  基本はその通りであるが、標高 900メートル付近の最先端地域については市でも調

査を行っており、境界や所有者など市で判断できない場合は地元の区へ呼びかけ、

要望書をご提出いただき対応している。 

  荻原課長  様々な相談が寄せられる中で、権利関係もあるため区長にも立ち会いをお願いし、

最終的には「区要望」という形を取らせていただいている。 

  委  員  「撲滅は不可能」と仰っているように、対処しても広がるばかりで留める事さえも

現実的には難しいと感じているし、理解もしている。中にはもう諦めて何の対処も

していないという市町村もあろうかと思うが、佐久市としては、広がることを止め

ることは無理だと承知しつつも、平成 27年度も 2,400万円の予算を充てて事業を

実施するということか。 

  土屋係長  標高 900メートル以上進ませないよう抑制する上でも、標高 900メートルを最優先

にしつつ、地元の要望にも応えながら、実施していかなければいけない事業だと思

っている。県の方でもアカマツの品種改良などの研究をしているが、木が育つには

時間が必要ということもあり、実証するまでには至っていないのが現状である。ア

カマツは急こう配な場所など多少厳しい場所でも根付きやすいという特性がある。

山から水の流出を防ぐという面からも、撲滅は不可能であったとしても木への被害

を抑制する意味で、この事業は必要と感じている。 

  荻原課長  伐倒くん蒸は平成 15年度までは県主導で行われてきた。有効な手段とすれは空中

散布があるが、現実的に健康被害など周辺に及ぼす影響に対する様々な不安要素も

あり、全県を上げて集中的に防除を行うことはなかなか難しい状況である。しかし、

抑制することで、アカマツをある程度有効に活用することも可能になる。且つ災害

の面においても、生育のよいアカマツにより山の機能の一つである「治水」も果た

されている。市内の 62％は山林であり、最も多いのはカラマツ、その次に多いのは

アカマツである。ただ手をこまねいているだけでなく、抑制する意識で事業には取
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り組んでいる。 

  委  員  毎年数千万円をかけて事業を続けるなかで、処理量の報告は上がっているが、例え

ば「何千万円かけて何百立方メートル処理したため、今年は標高何メートルで食い

止められた」というような効果の検証などはされているか。 

  土屋係長  一昨年 900メートル付近で松くいが発見され伐倒くん蒸を行い、翌年はその先への

被害は見当たらなかった、というような確認ができている部分も一部ある。 

  荻原課長  被害木の推計・累計について、春先から現地を回る中で「昨年から被害は大きく拡

大していないな」と確認することはできても、明確な成果を個々に割り出すことは

難しい。 

  委  員  決して安い事業ではないと思うので、成果を意識し、市としての方針を市民に対し

て明らかにした上で取り組んでいっていただきたい。 

  荻原課長  佐久地方事務所の林務課が主となり、「佐久地区松くい虫防除対策会議」で佐久地

区の被害状況の把握を行っている。佐久市だけではなく、佐久地域全体の中でどう

していくかという課題も考えながら進めていきたい。 

  委  員  事務事業評価シート「今後の取組方針」に、「事業量が拡大することが想定される

ため、新たな財源確保に取り組む。」と明記されているが、平成 25年度から平成 27

年度の３年間金額はほぼ固定。決められた金額の中で精いっぱい取り組まれている

ことは理解できるが、市の半数以上を占める山林に係る林業を市の強みとして捉

え、地方創生の一環として、「県が」「国が」ではなく市として積極的に発展させて

いくという考え方はできないか。県外の来訪者から、「よい木がたくさんあるが、

全く活用されていない」という声をいただくことがある。国や県からの補助金あり

きではなく、地方分権・地域主権の中で市が自立し、優先順位をつけ、他のコスト

は削っても松くい虫と戦う、という判断は現場では難しいか。被害拡大の抑制を目

的とするならば、防除が必要な箇所に応じて予算が組まれ、申請・承認・実施され

るべきではと考える。しかしコストは毎年ほぼ固定であるため、補助金ありきにな

っているように見える。本当はもっと安くすむかもしれない、逆にもっと必要かも

しれない、というような余地が見え隠れするため、質問させていただいた。もっと

予算を変動させて組むものなのではないかと思う。そして、佐久の林業を強みとし

て出していく際には、松くい虫対策に関する費用も連動して上がっていくのではと

考えるが、いかがか。 

  荻原課長  松くい虫対策のみではなく、全体の森林の整備についても事業を行っているなか

で、現在のところ集中的に松くい虫対策に予算をつけて実施するという方向にはな

っていない。一年を通じて処理する面積は限られ、数字では毎年同程度のコストと

見えてしまうが、現状を把握しながらなるべく多く処理できるよう取り組んでいる

状況である。 

  委  員  委託業者の裁量で自由に処理作業のスピードアップやスピードダウンを決定でき

てしまうという面はないか。 

  荻原課長  入札により一定の範囲の指定をしており、伐倒くん蒸処理した量をもって実施成果

としている。「このエリア」ではなく、「このエリアの何立方メートル」を処理して

欲しいという形での発注である。そして、発注と処理結果が違っていた、というこ

とは現在まで確認されていない。 

  委  員  県と同じ轍は踏まないよう、市ではしっかりと実施していただきたい。 
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  委  員  処理した後の木は山に積み上げて放置されることになる。場合によってはその木が

斜面を転げ落ちる、木にかけたブルーシートが風に飛ばされる、ということもある

と考えられる。くん蒸した薬剤等の空容器が、山中にそのまま捨てられていること

もある。今後、事業が増えることも予想される中で、そのような問題についてはど

のように考えているか。 

  土屋係長  容器やシートは、経年により自然に還る素材を使用している。処理した木について

は、中には薪として使用する人もおり、所有者以外からの問い合わせもある。処理

した木はあくまで所有者のものであるので、問い合わせがあった場合には、こちら

から所有者に連絡してご案内している。上田市では木材チッパーという機械を使

い、処理木を細かくしてその場に撒いたり、作業道に撒いたりして利用しているよ

うである。また材木として利用ということについては、薬品により素材の色が様々

になってしまっている等であるため難しく、材木より燃料として使われる場合が多

い。「崩れて転がる」という懸念については、発注の際の仕様に「崩れて転がらな

いように」という指定をしており、業者に工夫と対策をお願いしている。 

  委  員  これから事業を拡大することがあれば、積み上げられる処理木がどんどん増えてい

くことになるため、処理後の利活用等を含めて対策をお願いしたい。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

   

○[１-８浅科道の駅施設管理運営事業]（観光交流推進課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  事務事業評価シートの「市関与の必要性」で、「市により設置された公共施設であ

るから」とあるが、こういうものは民間で運営した方が活性化すると思う。完全に

民間に移管するということは検討されていないか。 

  畠山課長  現在、お手洗いや駐車場の管理以外については、民間がそれぞれの特色を生かして

収益を上げていただくようになっている。もし民間に完全にお任せするということ

になれば、「道の駅」という休息施設としての性質上、お手洗いや駐車場の管理も

当然含まれてくる。例えばこれから何十年先、財産を含めて完全に民間へ売り渡す

ということが全くないかといえば「ない」と言い切ることはできないが、今の段階

では「道の駅」として設置された「公共施設」という位置づけであるため、市の関

与が必要であると考える。 

  委  員  お手洗いの補修は委託先が行うのか、それとも市か。 

  畠山課長  お手洗いの補修等は県の主管である。 

  委  員  委託料の基準は？収益が出なければ委託料もゼロか。 

  畠山課長  「赤字が出る施設」なのか「黒字が出せる施設」なのかにより判断を行っている。

浅科道の駅については「黒字が出せるであろう施設」という位置づけであり、いわ

ゆる指定管理料というものは支出されていない。仮に赤字になっても市からの補て

んはなく、あらかじめそういう条件で指定管理を受けていただいている。昨年まで

佐久市振興公社に引き受けていただいていたが、この施設の採算は赤字であった。 

  委  員  バスの規制が厳しくなり、さらに南インターができれば流れも変わってくる。そし

て施設自体も老朽化してくる。負の遺産となるグループに入っているということは

明らか。そこでどのような連携を取っていくのかという具体案が必要になってくる

と思う。 
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  畠山課長  難しい課題であると感じる。例えば浅科地区の郷土料理の提供などを特色として活

かし、五郎兵衛米や凍み豆腐など特産品の販売で特化できるのでは。南インターの

施設の指定管理を受ける方との協議も必要になると思うが、同じ物品を扱うのでは

なく、品ぞろえにより差別化を図ることで対応していくしかないではという気はし

ている。また、絶対量を増やすということもひとつではある。 

  委  員  売れる商品があれば新しい施設でも売らせてもらいたいということになり、結果的

に扱う商品がバッティングして管理者同士が揉めてしまうという話をよく聞く。そ

れぞれの指定管理者の間で行政から住み分けの指定ができるものなのか。 

  畠山課長  少なくとも今の段階であれば可能だと思う。 

  丸山係長  道の駅は簡単になくせる施設ではない。南インターができるというのも行政主体で

始まったが、道の駅の指定管理者にご迷惑をかけないようきちんと協議し、住み分

けを図っていきたいと考える。 

  委  員  事情は分かるが、できれば簡単になくせる施設にしていただきたい。「簡単にはな

くせないから」と延々と引っ張り続けることは民間ではしない。なくせるものはす

ぐになくし、新しくしていかなければ、鉛を足につけて歩いていくようなもの。公

共施設は税金を使って維持運営していくのだから、事業計画が非常に大切になって

くる。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○[１-９除雪・凍結防止剤散布事業]（土木課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  除雪の際にマンホールや消火栓などを壊してしまうと、全て業者の負担で直さなけ

ればならないという話を聞いたことがあるが、実際はどうか。 

  井上係長  基本的には前年度と同じ場所の実施していただいており、事前に現場を確認して把

握していただくようにお願いしている。業者によっては、危険箇所には事前に棒を

立てる等の目印をつけておき、破損することのないよう対策しているところもあ

る。昨年度は県と委託業者の間で破損物についてのトラブルがあったように記憶し

ているが、市ではそのような話は聞いていない。除雪シーズンが終わった後、危険

箇所については業者に照会を行い、なるべく破損等をなくすよう次回のシーズンに

向けた対応検討している。説明会の際には、危険な箇所等についての資料を各業者

へお渡しするようにしている。 

  委  員  破損したものを修繕する際、市の補助等はないのか。 

  井上係長  実際そこまでの事象がない。これまでに把握している話としては、破損というより

も、「物にぶつかった衝撃で胸を打った」などである。 

  委  員  すごく大雪になったとき、他地区へ応援にいくこともなきにしもあらずと思う。い

つもの道と違って状況などが分からないので、破損する可能性もあると思うが、そ

の際にせめて修理費の３分の１等を補助するといったような制度があれば、業者と

しても安心だと思うが。 

  井上係長  現在の基準では「路面が出るまで除雪」となっているが、そうするとどうしても歯

を下まで付けなければならない。例えば「路面から２～３センチは残してもよい」

ということになれば事故も減ると業者からも言われている。土木課としてはまだ方

向が決まっていない状況であるので、今シーズンまでに検討したい。 
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  委  員  除雪人員等も年々減っていく中で、市民としては委託業者に頼るしかない面もある

ため、少しでも委託業者がやりやすいように整備していただけるとありがたい。 

  委  員  重機の貸し出しを今年度から始めるということだが、今までは何故実施していなか

ったのか。 

  井上係長  今までは１台だけ望月の業者に貸しており、それもただ雪を寄せるためだけのもの

だった。しかし一昨年度の豪雪のように１メートル積もってしまうと、寄せる機械

ではどうにもならない。そのため、市で雪をすくうことのできる機械をリースし、

まずは幹線道路を担当する業者に貸し付けるということで予定している。 

  委  員  委託業者が増えたということだが、浅科・望月・臼田など、山が多いところでも除

雪を行う業者数は確保されているか。 

  井上係長  望月のある業者からは「距離を減らして欲しい」という話をされている。旧佐久の

業者は多いが、望月の除雪は引き受けていただけないのが現状である。望月の業者

は現在参加していただいている業者以外にもまだ数社あるため、そちらに声をかけ

てご協力をお願いする予定である。 

  委  員  小型除雪機について、購入に際して補助するということだが、１台についてのみか。 

  井上係長  補助金交付要領に「一団体に対する同一年度内における補助金の金額は 30万円を

限度とする」とうたっている。小型除雪機は安くても 40～50万円はするため、実

質、年度で１台に対しての補助が限度という形になると思う。 

  委  員  事務事業評価シートの「今後の取組方針」のなかで「地域住民が主体となった除雪

を行う必要がある」とある。補助金を使って購入した区は、十分除雪機を活用して

いるか。「買ってよかった」などのご意見はあるか。 

  井上係長  いただいている。昨年度は降雪が少なかったためあまり活躍する場面もなかった

が、一昨年度前の豪雪の際には「とても助かった」という話を聞いている。 

  委  員  資金の問題はあるが、区に 1台ずつ配るという取り組みなどはどうか。 

  井上係長  以前この補助金を策定する段階でそのような話もあった。しかし「誰が管理するの

か」「誰が雪かきを行うのか」というところで二の足を踏む区もあったようで、実

現しなかった。 

  委  員  現場の人たちからは手段等の改善についての話をよく聞くが、「文句を言うと市か

ら仕事がもらえなくなるのでは」と思っている様子である。業者自身の反省会やミ

ーティングのなかで、手段等の改善に関する意見をたくさん持っている。実施した

後、結果を業者から聞く機会などはあるのか。現場からの意見を吸い上げる場など

を設けることはできないか。「PDCAサイクル」というもののなかで、P（プラン）は

土木課、D（ドゥー）は業者、そして C（チェック）が行われて A（アクション）と

して次の計画につなげているのか、その Cができているのかという確認。コストを

有効的・効率的に活用するためにはとても重要であるので、事務事業評価シートを

このような様式で作っていると思う。現時点で実施後の意見を吸い上げることはし

ていないにしろ、今後はしていったほうがいいのではないか。 

  井上係長  平成 26年度については実施していないが、平成 25年度以前は業者を集めて結果の

報告等していただいている。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○[１-10景観形成事業]（建築住宅課） 
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 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  そこに電柱があるだけで景観が壊れる部分もある。ある自治体では電柱を全て地中

に入れて綺麗にしたところもあるが、佐久市として電柱をどうするかなどの検討は

されているか。 

  大塚課長  この事業のなかではそういった取り組みはされていない。都市計画など、もっと大

きな「まちづくり」のハード事業のなかで検討はされているところではある。しか

し、電気供給事業者との兼ね合いや巨額な費用が必要となってくることから、なか

なか進んでいないのが現状であると思う。 

  委  員  事務事業評価シートの「活動指標」の「審議回数」がゼロということだが、これは

対象となる案件が無かったからか。 

  藤澤係長  案件が出てきた際には、審議会にかける必要のあるものかどうかを事前に判断させ

ていただいている。昨年度についても案件は出てきていたが、審議会にかける必要

のあるものが無かったため、ゼロとなっている。 

  大塚課長  新たな規制地域の指定等の検討については審議会の意見をお伺いする中で検討し

ていく形になるため、今後会議の開催が必要となってくる場面もある。 

  委  員  審議会のメンバーはどのような方々か。 

  藤澤係長  条例の中で、業界団体等、ある程度の関連知識を持っている方々を委員にと定めら

れているが、これまで審議会が必要な場面がなかったため、今現在メンバーとして

指定されている方々はいない。 

  委  員  平成 27年度から予算に「報酬」が含まれてくるが、これは審議会メンバーへの報

酬ということか。 

  藤澤係長  おっしゃるとおり。例えば建築物等の届け出が出てきた際に、それが景観計画に反

して景観に大きな影響を及ぼすものであった場合、是正するよう勧告措置を行って

いくとすると審議が必要となる。そのような案件が出てくることも想定して予算は

計上してある。 

  委  員  平成 25年度も平成 26年度も実施がなかったので報酬に係るコストもゼロである

が、予算の計上自体はしてあったということか。 

  藤澤係長  おっしゃるとおり。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○[１-11望月の郷及び富貴の平飲料水供給事業]（望月支所） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  使用料金と事業費との兼ね合いはどうなっているか。 

  上野企画幹 利用料金については水道メーターが無いため、年額を決め徴収している。メーター

のあるふもとに比べて、別荘地の方が料金は高い形になっている。夏のときだけ主

に使用されているが、年額でいただいている。 

  櫻井係長  収入と支出のバランスとしては、料金に対して修繕の部分が増えるためどうしても

基金を取り崩しての補修となっている。 

  委  員  この水道を利用しているのは何人か。 

  上野企画幹 年間延べ人数ではあるが、平成 26年 10月 1日現在、望月の郷がおよそ 1,800人、

富貴の平がおよそ 1,500人となっている。戸数としては望月の郷がおよそ 130戸、

富貴の平がおよそ 40戸となっている。 
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  委  員  別荘地を市が管理しているのは珍しい。元々その別荘地を開発した民間業者が行っ

ているのが一般的である。この事業の別荘地は最初から行政が関わっていたのか。 

  上野企画幹 富貴の平の別荘地はおっしゃるとおり当初は業者が開発したものである。途中で旧

望月町の方に移管された。富貴の平は 11月になれば雪が積もり、６月頃まで残雪

があるため、夏の短い期間のみしか利用ができない。 

  委  員  極力支出と収入の差を埋めるように考えなくてはならない。開発されて年数が経過

しているため、代替わり等で連絡の取れなくなった所有者が結構な割合でいるので

はないか。 

  上野企画幹 開発当初はよく通っていた所有者が多かったと思うが、代が替わり使用されなくな

れ、朽ち果ててしまっているような別荘もある。給水停止についてはこちらから連

絡をし、確認のうえで行っている。連絡が全く取れなくなってしまった所有者につ

いてはこちらの判断で止めることもある。 

  委  員  旧望月町の行っていたものを市が引き継いだ形になっていると思うが、先程の収入

収支の説明の中で「基金取り崩して」とあったが、その基金がなくなってしまった

らどうなるのか。今後の想定はされているか。 

  櫻井係長  現在、望月の郷に関しては望月サニーカントリークラブが指定管理料ゼロとして水

道使用料により管理していただいている。ある程度施設が安定したところで、可能

であれば望月サニーカントリークラブへの移管ができればと考えているが、検討中

である。富貴の平水源については、佐久水道企業団と相談をし、結果として引き受

けていただくことはできなかったが、計画的な修繕を加え、管理ができる状態に持

ち込めたら、佐久水道企業団への移管ができればと模索しているところである。 

  委  員  私有の井戸水も一定量以上は有料に、というようなものを数年前に策定したかと思

うが、それらも関わってくるか。 

  櫻井係長  関連性自体はないと思われる。 

  佐藤課長  両給水事業については条例策定前に行っているものであるため、水資源保全に係る

条例の対象とはならない。そもそも別荘地開発自体を町が引き継いだ経過である

が、これまでも返還について開発業者に交渉している経過もある。ただ事業者から

してみたら相当な年月が経っているので、難しいといったようなことは実際ある。 

  委  員  水道メーターを設置するのは不可能な状態なのか。佐久水道企業団が引き取らない

一つの原因としてもそれがあると思うが。 

  上野企画幹 メーターをつけて規定の料金と一緒にすると、かなり利用料が安くなるということ

があり、維持が難しいものになるという意見も聞いている。メーターをつけようと

思えばつけられると思うが、料金が一番問題となってくる。所有者に対して料金の

変更についてご納得いただければよいが、なかなか難しいのかなと感じている。 

  委  員  メーターが付いていないので、使用していないところは単価として高くなるかもし

れないが、使用しているところは年額以上に使っている可能性もある。使用割合と

いうところまで踏み込んで分析することは難しいのか。「採算」という点で佐久ケ

ーブルテレビは突き抜けて整備してきた面がある。それと同じではないかと思う。 

  櫻井係長  料金設定については課題となっている。望月の郷については、料金は全て指定管理

者である望月サニーカントリーの収入となり、実際の使用量についても市では把握

していない。 

  委  員  指定管理だから把握できない、していないとなると「治外法権」ということになる
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のではないか。そこを指摘するのがこの外部評価であり行政改革である。管理の仕

方がおかしいのではないかと感じる。 

  委  員  水道メーターを各戸につけるのは諸々の事情により難しいとして、せめて水源に設

置し、トータルでの使用量を把握することはできるのではないか。場合によっては

「この程度の使用量にこれだけのコストをかけるのはおかしいのでは」といったよ

うな検討もできるのでは。 

  委  員  別荘地１戸当たり何日の利用で水をどのくらい使用しているかというデータを揃

える、もしくは「２割を調べれば８割の使用量が導き出せる」という「二八（には

ち）の原理」を用いて算出すれば、おおよそのデータができるのではと思う。それ

を基準として、根拠を明確にして分析していかなければ、先程からの説明のように

「前からそうなのでこのままです」ということになってしまう。 

  委  員  水源の利用は別荘利用者のみか。佐久市民はいないのか。 

  上野企画幹 富貴の平にはいないが、望月の郷の中には数件ある。 

  委  員  「この事業により提供している水の利用者の中には、別荘利用者のみならず佐久市

民もいる」ということか。 

  上野企画幹 おっしゃるとおり。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○[１-７企業誘致事業]（商工振興課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  企業を訪問する産業立地推進員のコストはどこに含まれているか。 

  中澤課長  「人件費」の「非常勤職員等」に含まれている。１日 11,100円で月払いである。 

  委  員  昨年度の実績として、三河田工業団地内の１区画をシチズンが購入したということ

だが、これは推進員が東京本社等を訪問して勧誘した結果か。 

  中澤課長  これは推進員が直接かかわったものではない。シチズンの方から問い合わせがあ

り、当課職員が対応した。 

  委  員  市民の雇用拡大は大きな目的かと思うが、実際は元々の職員がそのまま新しい工場

へ移るだけであると思う。そうなると新たな雇用というのは難しいのでは。 

  委  員  現在の御代田の工場では約 260名の職員が働いているが、佐久市に新設される工場

については、最大限の人数として 400名規模の工場を作ることが検討されている。

具体的に「どこかの工場を閉鎖して統合」という話は聞いていないが、単純に 400

名の雇用ということになれば 140名の新規雇用が生まれるのではと考えている。 

  委  員  できるだけ佐久市内から雇用を検討していただくという話はしているのか。 

  中澤課長  今現在御代田の工場に勤めている７割が佐久市から通っている従業員である。南佐

久も含めた佐久地域で雇用が生まれることが予想される。 

  委  員  シチズンは災害等からのリスク回避に関する市の補助金である「リスク分散型企業

立地補助金」で、用地費の半分ほどが補助されると聞いた。実質地理上の直線距離

で 10キロから 11キロほどしか離れていなくても、その補助金が適用されるのか。 

  中澤課長  国の出しているハザードマップによると、浅間山の噴火による影響がある場所とな

っている。 

  委  員  その補助金はどの企業にも適用されるのか。 

  中澤課長  まず「会社としてどのようなリスクを回避するのか」ということをお聞かせいただ
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く。ハザードマップや元の地域の状況なども調査し、補助の対象となるかどうかを

判断する。 

  委  員  誘致をする上で、企業に対して「こういう諸々の制度がありますよ」ということは

その都度知らせているのか。 

  中澤課長  各補助金等をまとめたものを、企業訪問の際パンフレットとともに配布している。 

  委  員  誘致するはいいが、実際きてもらう土地は市内にいくつかあるのか。 

  中澤課長  ここ数年順調に誘致が進んでおり、臼田の離山（はなれやま）工業団地は平成 20

年に造成を行い、翌年平成 21年から分譲を開始、4区画あったところ昨年全て売却

となった。市内にある工業団地としては１区画が空いているのみとなっている。そ

れ以外に、民間企業が持っているが現在使われておらず、工場の建築が可能な場所

がある。２か所、所有者の許可を得て企業に情報提供している。決してたくさんの

場所があるわけではないため、今後企業を誘致していくに当たっては、土地の確保

ということも必要と思っている。 

  委  員  遠隔地の会社に所属しながら、ITを活用して遠く離れた自宅で仕事をする、という

ことを徳島県神山町が実施している。佐久市としてはどう考えているか。 

  中澤課長  市内の空き家や空き工場をサテライトオフィスとして活用していただくのも誘致

の一つと考えている。新年度に向け、そこに特化した補助制度を現在検討している。 

  委  員  合併して「10万都市」をうたっていた佐久市も、あっという間に 10万人を切って

しまった。人口流出を止め、可能であれば増やしていきたいという中で、企業誘致

ももちろんよいと思うが、大学などで佐久を離れる若者が佐久に戻ってきて仕事が

できるような環境整備を、是非、市の事業として進めていただきたい。 

  委  員  地方創生の総合戦略のなかで、企業誘致はどこの自治体でも取り組んでいる。地方

自治体間競争になる中で、他の自治体には負けないという佐久市の強みはどこにあ

ると考えているか。 

  中澤課長  先ほどもリスク回避に関する補助金の話をさせていただいたが、東日本大震災など

いつどこで災害が起こるか分からない状況で、現在公表されている中では「市内に

は活断層はない」とされている。過去の例から見て特段大きな災害もなく、「災害

の少ない街」であるということを第１の PRポイントとしている。そして、高速交

通網が充実しており、上信越自動車道や長野新幹線、中部横断道が伸びて東海方面

へ繋がれば、交通の要所として大いに活用いただけると考える。また、業種によっ

ては不純物の少ない八ヶ岳山麓の地下水を取り入れた上水道を魅力として感じ、立

地した企業もいる。以上の部分を PRして企業誘致を進めている。 

  委  員  わたしも中小企業の審議会等にも出ているが、そういった PRには企業は全く食い

ついてこない。明らかに企業側のニーズとはズレが生じているため、修正が必要。

ほとんどの企業は、支援策など「どのように行政が面倒をみてくれるのか」という

ところを見ている。震災が少ないことはマイナスではないが、優先順位はずっと下。

交通の便にしても飛行場が近くにある自治体のほうが、比較的強い。戦術・戦略を

もう一度考え直さなければ、各地方自治体が一斉に取り組んでいる中で出遅れてし

まうと思う。国の持っている情報をどれだけ掴んでいるかも非常に大切。どのよう

な企業が外へ出たいと思っているか、国の経済産業省や中小企業庁では婚活のよう

に情報を出している。相手の求めるものと全く別のアプローチではうまくいかな

い。ニーズをきちんと把握すれば、佐久市の土地や環境アプローチも生きてくるの
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ではないかと思う。「他の自治体と比べ佐久市は補助率や優遇施策が厚い」と判断

されれば、その次に初めて交通網や災害環境が魅力としてくる。そのようにアピー

ルして営業に回れば、推進員の人件費も生きてくるのではないか。 

  委  員  市としての工業団地整備プランや受け入れ態勢を、ある程度明確に企業側へ示した

ほうがよい。また、関東中京と限定した地域の企業を回るのではなく、情報が集中

しているところへ行くなど、もう少し効率よい方法があるのではないかと感じた。 

  委  員  事務事業評価シートの「成果指標」によると、昨年の操業開始件数が２件というこ

とだが、雇用はどのくらい生まれたのか。 

  中澤課長  18名の新たな雇用が生まれた。 

  委  員  この事業だけではないが、目標数値が毎年同じ。民間では毎年目標数値を変える。

「２件」で固定すると極端に言えば「２件やればいいや」という考えにもなりかね

ない。毎年、目標値は上に向かって設定していただきたい。 

  委  員  新規雇用者が 18名ということだが、補助金交付要件としての、市民の雇用の数は、

操業開始時の数が条件なのか、その年から一定期間内で毎年何名、という条件なの

か。 

  中澤課長  操業開始時の条件である。 

  委  員  翌年からは条件はないということか。 

  中澤課長  おっしゃるとおり。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

 

「会議事項（３）部会の評価について」 

  遠藤係長  部会の評価として決定となる評価区分以外にご記載いただいたコメントについて

も、事業に対するご意見としてなるべく全てを取り上げさせていただきたい。 

 【全委員了承】 

 

○[１-１情報化推進事業]（広報情報課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  担当者が事業の目的の明確化と優先順位の把握が重要。そうでなければ説明もわけ

の分からないものになってしまう。説明では「マイナンバーの実施」も含まれてい

るように感じてしまったが、この事業としてはあくまで「マイナンバー用のインフ

ラの整備」に留まるものとの考え方でよいか。 

  佐藤課長  おっしゃるとおり。 

【「手法等の見直し」を部会の評価とし、コメントは一部修正し記載することで決定】 

 

○[１-２生活・食品衛生事業]（環境政策課） 

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初のものを記載することで決定】 

 

○[１-３農村研修施設管理運営事業]（農政課） 

 【部会の評価について審議】 

【視察対応とし、視察後に評価を決定とすることで了承】 
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○[１-４畜産対策事業]（農政課） 

 【部会の評価について審議】 

【「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは一部修正し記載することで決定】 

 

○[１-５園芸対策事業]（農政課） 

 【部会の評価について審議】 

【「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは一部修正し記載することで決定】 

 

○[１-６松くい虫防除対策事業]（耕地林務課） 

 【部会の評価について審議】 

 委  員  「現行どおり」に「効果を数字的に把握することを目指す。」とあるが、「効果的な

駆除方法の検討」といった追記をお願いしたい。 

 委  員  「人的被害」といったところでも、防除しなければならない場所をもっと明確にし

てから入札に入るなどをお願いしたい。 

【「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは一部修正・追記することで決定】 

 

○[１-７企業誘致事業]（商工振興課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  市の職員では荷が重い。企業誘致アドバイザーなどという形で専門家を置いたほう

がよいのでは。力を入れている自治体はそういう専門家を置いている。 

  佐藤課長  民間企業をご退職された方々を産業立地推進員としてお願いして企業を回っては

いただいている。以前県全体の企業誘致を進めていた専門家の方で、今は佐久市の

推進員になっていただいている方もいる。 

  委  員  相手企業の興味度合等をランクで分け、「いくつ企業を回った中で Cランクが何社、

Bランクが何社、Aランクが何社」といったように情報を示してもらわないと、た

だ回っているだけの状態になってしまう。専門家を置いていても、本当に成果を上

げているかどうかわからない。専門家を厚くし、計画を立て進捗管理を把握するこ

とが大事。 

  委  員  本当は営業方法についても評価しなければならないところを、ある意味丸投げして

いて、成果が出ないまま来てしまっているのでは。誘致できた２件のうち１件が近

所のシチズンということだと、成果としては実質１件となる。一般企業では営業の

度に「営業報告書」を作成し、効果や引き合いの可能性の有無なども報告している。

市の現状は結果ありきでありながら結果が付いてきていない状態では。 

  委  員  以前いた会社では、営業報告書は会社のサーバーに載せ、社員は誰でも「どこを回

り結果はどうだったか」ということを閲覧できた。営業会議も月１会開催され、営

業部長が報告し、各事業部課長が今後の方向性の検討などを行っていた。そういう

ことも有効では。 

  委  員  一番新しい情報を誰が扱うかを定めて実施していくべきでは。誘致に関して、製造

業ありきという考え方もどうか。大企業を呼ぶことだけではなく、１人で事業をし

たい人も定着・定住できるようなメニューも必要では。 

  委  員  農業の第６次産業も着目点であると思う。宿舎を整備し、地元高校生とも共同で事
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業を行うなどし、以前に比べ若者の流出が抑えられている事例などもある。 

【「手法等の見直し」を部会の評価とし、コメントは一部修正・追記することで決定】 

 

○[１-８浅科道の駅施設管理運営事業]（観光交流推進課） 

 【部会の評価について審議】 

【視察対応とし、視察後に評価を決定とすることで了承】 

 

○[１-９除雪・凍結防止剤散布事業]（土木課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  実施結果についての意見を業者から吸い上げる、ということを追記してはどうか。 

  委  員  効果の把握のためには事業に対する市民からの声を聴くことも大事。 

  委  員  １億以上の投資があるので、もっと実施後の評価を。 

【「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは一部修正・追記することで決定】 

 

○[１-10景観形成事業]（建築住宅課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  「景観」について県外の来訪者から一番聞かれる意見が、伸び放題になっている草

のことである。ネオン等ばかりではない。この事業と直接関係はないとしても「景

観」全体として考える取り組みをお願いしたい。事が起きてから審議会を発足して

招集して開催、ではなく、日ごろから景観に関しての意見をもらえるようにした方

がよいのでは。 

  委  員  環境政策課や都市計画課など、関係する部署と協力し、「景観」を核とした横断的

な対応を取ることはできないか。 

【「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは一部修正・追記することで決定】 

 

○[１-11望月の郷及び富貴の平飲料水供給事業]（望月支所） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  まずは量を把握するためメーターの設置及び使用料の試算などをしっかり行って

いただく必要があるのでは。業者に移管するにも移管できない。 

【「手法等の見直し」を部会の評価とし、コメントは一部修正・追記することで決定】 

 

○[１-12市民会館管理運営事業]（公民館）   

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初のものを記載することで決定】 

 

≪その他≫ 

 【事務局より、視察を含めた今後の予定について再確認】 

  

≪閉会≫ 

 

 


