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議 事 録（要旨）            

 会議名  

第２回 佐久市行政改革推進委員会 

 
 

  日 時 
平成 27年 10月 5日   

（月） 
開催場所 

佐久市役所 

議会棟 全員協議会室 
時 間 

10：00 

～ 

10：40 

  出席者 

委 員： 浅沼博、白井千尋、春日よし子、阿部眞一、髙橋優一、 

黒澤正幸、三石亜佐子、田嶋亜弥、田島弘、武者建一郎、 

油井佐智枝、工藤孝一、中澤朗、山口好古 

事務局： 企画部長 矢野光宏、企画課長 佐藤照明、 

行政改革係長 遠藤貴信、行政改革係 藤巻隆幸・高見澤繭 

委員 

出  14人 

欠   1人  

 提出資料  

・会議次第 

・平成 27年度外部評価 第１部会評価結果一覧 

・平成 27年度外部評価 第２部会評価結果一覧 

≪開会≫ 

 

≪あいさつ≫ 

 

≪会議事項≫ 

【会議事項に入る前に、事務局より報告】 

佐藤課長  本日は１名の委員から、都合により欠席させる旨のご連絡があった。ご出席は 14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。 

【10月 1日付人事異動により新たに事務局へ配属された職員より自己紹介】 

 

（１）事務事業外部評価における評価について 

 【報告方法等について事務局より説明】 

 【質問や意見等なし】 

 

●第１部会より評価結果を報告 

 【第１部会長より報告】 

 委  員  「1-7 企業誘致事業」の「手法の見直し」に「目標値の見直しを」とあるが、具体的

にはどのような目標値であるか。 

 遠藤係長  毎年目標値に変動がないため、部会の中で「もっとメリハリをつけ、目標値自体を毎
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年見直した方がよいのでは」といった主旨のご意見があった。現在の表現は端的で分

かりづらい面もあるかと思うので、部会の中でのご意見を踏まえて言葉を加えさせて

いただく。 

 委  員  「1-1 情報化推進事業」の「手法の見直し」の「小⇒イベント・広報、大⇒インフラ

など」という表現も、部会の中での議論を含めて、市民の皆様にも中身が分かりやす

いようもう少し補足を入れたほうがよいのではと感じる。 

 第１部会長 ここで言う「大小」とは費用のことである。情報化推進事業を進めている中で、イベ

ントの開催が主な継続事業であるとのことであるが、今回はマイナンバー制度のため

のインフラの費用も予算計上されており、これが多額である。しかし事業はイベント

開催がメインということで、どちらの内容について審議したらよいのかということが

不明瞭になってしまっている。むしろここは切り分けて、どちらが主の仕事なのかと

いうことを分かりやすくして欲しいという意見であった。 

 遠藤係長  どちらかといえば評価手法に関する事務局あて意見として分類されるように思うの

で、こちらも言葉を加えて分かりやすくした上で、再度整理をさせていただきたい。 

 委  員  市民向けの「インフラの活用推進」と、市としての「システムとしてのインフラ整備」

は異なる事業内容であるため、分けて考えた方がよい。 

 委  員  「1-1情報化推進事業」の「この事業の質疑にはもっと時間が必要」という評価と「1-5

園芸対策事業」の「事務事業評価シートに分かりやすい記載を。」という評価につい

ても、評価手法に関する意見といっても差し支えはないと思われるため、再分類が必

要では。第２部会評価結果一覧に「事務局宛て意見」という欄があるため、第１部会

についても欄を作成し、そこへの分類としてはどうか。 

委  員  第１部会の評価結果一覧と第２部会の評価結果一覧とで「評価手法に係る事務局宛て

意見」という欄の有無の違いがあるのは何故か。 

遠藤係長  皆様に記載コメントの確認をお願いした際、第２部会の委員より「コメントの分類を

明確に表した方がいい」とのご意見をいただき、このように欄を作成させていただい

た。第１部会についてもご意見をいただきながら修正させていただければと思う。 

 【その他に質問や意見等なし】 

 会  長  ただいまご意見いただいたいくつかのコメントについては修正を加えるとし、その他

ご意見がなければ、第１部会について、委員会としての評価はご報告いただいたとお

りとしてよろしいか。 

【全委員了承】 

 

●第２部会より評価結果を報告 

 【第２部会長より報告】 

 委  員  「2-2健康診査等事業」の「事業の現状について」に「受診率が低い。」とあるが、こ

れは「目標値に対する受診率」か、それとも「受診対象者全体に対する受診率」か。 
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 遠藤係長  「受診対象者全体に対する受診率」のことである。 

 委  員  目標値に対しては達成されているか。 

 遠藤係長  平成 26年度の結果は集計中であるため平成 25年度で見ると、目標値が 40％であるの

に対し、結果が 37.1％であった。目標値に対しても若干低いと言える。一応最終目標

として、平成 29年度には 65％を目指すこととなっている。 

 委  員  「事業の現状について」のこの指摘は「目標値をもっと上げ、受診率を上げるべき」

ということか。そのため評価が「拡充」であるか。 

 遠藤係長  おっしゃるとおり。 

 第２部会長 普段からかかりつけ医に定期受診している人は「わざわざ特定健診を受ける必要はな

い」と思っている人が多いのではということから、「広報などを通じて対象者に広く

周知されるように益々努力していただきたい」という主旨も含んでの評価である。 

 委  員  「みなし健診」という言葉があるが、どのような内容であるのか。 

 遠藤係長  日頃の定期受診において、通常の健診に特定健診項目を加えて受診することで、「特

定健診を受けた」とみなすことができるものである。ご本人から医師に相談し実施す

るものであるが、まだご存じない方が多いのが現状。担当課による事業説明の中でも、

もっと「みなし健診」を推奨していけば受診率も上がると思われるとの説明もあった。 

 会  長  先ほどの「受診率が低い」や、ただいまの「みなし健診」について、事務局のほうで

もう少し表現に工夫ができるようであればお願いする。 

 【その他に質問や意見等なし】 

 会  長  ただいまご質問いただいたいくつかのコメントについては補足を入れるとし、その他

ご意見がなければ、第２部会について、委員会としての評価はご報告いただいたとお

りとしてよろしいか。 

 【全委員了承】 

 

 会  長  全事業について、一覧のとおりの評価を委員会の評価として決定してよろしいか。 

 【全委員が了承し、全評価が決定】 

  ・№１-１ 情報化推進事業 「手法等の見直し」 

  ・№１-２ 生活・食品衛生事業 「現行どおり」 

  ・№１-３ 農村研修施設管理運営事業 「手法等の見直し」 

  ・№１-４ 畜産対策事業 「現行どおり」 

  ・№１-５ 園芸対策事業 「現行どおり」 

  ・№１-６ 松くい虫防除対策事業 「現行どおり」 

  ・№１-７ 企業誘致事業 「手法等の見直し」 

  ・№１-８ 浅科道の駅施設管理運営事業 「現行どおり」 

  ・№１-９ 除雪・凍結防止剤散布事業 「現行どおり」 

  ・№１-10 景観形成推進事業 「現行どおり」 
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  ・№１-11 望月の郷及び富貴の平飲料水供給事業「手法等の見直し」 

  ・№１-12 市民会館管理運営事業「現行どおり」 

  ・№２-１ 住宅新築資金等貸付償還事業 「手法等の見直し」 

  ・№２-２ 健康診査等事業 「拡充」 

  ・№２-３ 母子保健事業 「拡充」 

  ・№２-４ サングリモ中込管理運営事業 「現行どおり」 

  ・№２-５ 障害者福祉事業 「拡充」 

  ・№２-６ 心身障がい児支援事業 「拡充」 

・№２-７ 児童遊園遊具設置事業 「現行どおり」 

  ・№２-８ 保育料管理事業 「現行どおり」 

  ・№２-９ 青少年補導事業 「現行どおり」 

  ・№２-10 コスモホール管理運営事業 「現行どおり」 

  ・№２-11 鎌倉彫記念館管理運営事業 「手法等の見直し」 

  ・№２-12 交流文化館浅科管理運営事業 「現行どおり」 

  ・№２-13 体育大会等開催事業 「現行どおり」 

 

 【全体を通して】 

 会  長  全体を通して意見等あるか。 

 委  員  コメントを見ると「拡充」でもよいのではと思うものも「手法等の見直し」となって

いる。例えば「1-1情報化推進事業」について、「拡充」ではなく「手法等の見直し」

とした経緯を聞きたい。 

 遠藤係長  集計表を用いて適当と思われる評価区分に票を入れていただいた結果、「拡充」より

「手法等の見直し」への票が多かったものである。また、「1-1情報化推進事業」のコ

メントの内容についても事業の拡大を目的とするものではなく、「現在の事業を整理

する」「内容の見直しをする」といった視点でのご意見であるため、「拡充」より「手

法等の見直し」が適当であるとの部会のご判断であったと考えている。 

 委  員  「拡充」というご意見もあったか。 

 遠藤係長  「1-1情報化推進事業」については「拡充」のご意見はなく、「手法等の見直し」か「縮

小」というご意見であった。金額が大きいため、もう少し費用の縮小ができるのでは

との意味合いからの「縮小」のご意見であったと思う。 

 委  員  「事業の現状について」に「この事業の質疑にはもっと時間が必要」とあることから、

相当な議論がなされたことが伺われる。 

 【その他に質問、意見等なし】 

 

≪その他≫ 

遠藤係長  本日いただいた意見を元に表現の修正等を行い、修正後の資料を皆様へ郵送させてい
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ただくので、再度お目通しをお願いしたい。今後の予定は、本日ご審議いただいた評

価結果を基に、各所管課が今後の対応方針について各関係機関との調整や予算の関係

も含めて検討・決定し、委員会へ報告させていただくこととしている。現在、公共施

設マネジメントについての作業も行っており、そのご報告とあわせて次の委員会を開

催させていただければと考えている。下水道事業や病院事業等の公営企業に係る施設

白書がほぼでき上がってきており、以前ご意見をいただいた公共施設白書と同様、内

部で検証を行った上で委員の皆様にもご意見をいただければと考えている。次回委員

会の開催時期については 11月初旬以降でご予定いただくようよろしくお願いしたい。

詳細が決まり次第またご連絡させていただく。 

委  員  今日の意見を元に再度修正を行うとのことだが、修正後のものが所管課へ伝わるの

か。 

遠藤係長  おっしゃるとおり。 

委  員  所管課からの対応方針を受けて、また修正が入ることはあるか。 

遠藤係長  委員会のご意見は今回の修正をもって最終とし、対応方針を受けてまた委員会のご意

見を修正していただくということはない。市民の皆様には「委員会からこういう意見

が出た」「それに対する市の対応方針はこう」という形で公表することとなる。 

委  員  その対応方針に基づいて市では行動していくということか。 

遠藤係長  おっしゃるとおり。 

委  員  市の対応方針で、委員会の意見とは全く逆の方向性が示されてしまった場合はどうな

るか。 

遠藤係長  そこまで大きく変わるものはないとは思うが、いただいたご意見をそのまま事業に反

映できるかどうかの検証は当然必要となる。法的な理由等により必ずしもご意見どお

りには実施できない部分も出てくることが考えられるので、その辺りは内部で調整さ

せていただく。全て言われたとおりに実施するというよりは、いただいたご意見に対

して現実的に市としてできることをお示ししていく、という形でご理解をいただけれ

ばと思う。 

佐藤課長  いただいたご意見と違う対応方針になるようであれば、当然その理由を明確にした上

でご報告し、市民の皆様に公表したいと考えている。 

会  長  昨年も１件、委員会の評価の「廃止」に対して、市の担当部署では「現行どおり」と

したものがあった。今回も様々な提案があるが、それぞれの担当部署でしっかり検討

していただければよいと考える。 

 

≪閉会≫ 

 


