
佐久市行政改革推進委員会  第１部会  

 

次      第  

 

平成 28 年 5 月 17 日（火）  

午前 10 時～  

佐久市役所  議会棟  第１委員会室  

 

１ 開 会  

 

 

 

２ 部会長の選出  

    

部会長：                    

 

 

 

３ 会議事項  

（１）審議の流れについて（資料１～３）  

 

 

（２）外部評価対象事業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  

 

 

（３）部会の評価について  

 

 

 

４ その他  

 

 

 

５ 閉 会  



 

 

平成 28年度外部評価 部会における審議の流れについて 

 

１ 審議の流れについて 

  審議の流れは以下のとおり、全ての所管課から説明を受け、評価の決定について審議

していただきます。 

 

① 個別の評価   ※時間は目安 

 

５分 所管課から事業内容、質問への回答を説明 

        ⇓ 

    ５分 質疑応答 

    ⇓                     事業毎に繰り返す 

５分 委員が評価シートを記入 

  ⇓ 

事務局がシートを回収し、集計 

        

     （全ての所管課からの説明終了後） 

 

 

② 部会の評価 

 

集計結果を委員に配布 

  ⇓ 

５分 部会長の進行により、評価について審議    事業毎に繰り返す 

  ⇓ 

部会としての評価を決定 

 

 

２ 評価の決定方法について（案） 

 評価の決定は、以下の方法（案）とさせていただきます。 

 

① ５つの評価区分の中で集計数がいちばん多いものを、部会の評価として決定 

② 評価区分が同数の場合は協議し決定（より事務事業の改善に向けた評価を採用する） 

③ 「事業の現状について」及び「現状を踏まえた評価（今後どのように取り組むべき

か）」に関するコメントは、決定した評価区分に関連するコメントについては、全て

記載し、委員会へ報告する。 
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平成28年度外部評価　第１部会（企画部・環境部・経済部・社会教育部（一部））

【日程】５月１７日（火）　　　【時間】10：00～16：00　　　【会場】議会棟 第１委員会室
1コマ　15分

外部評価
番号

事務事業名 所管課名 係名 時　　間

10：00～10：15

1-1 市民活動支援事業 企画部 広報情報課 市民活動係 10：15～10：30

1-2 地下水等水資源保全事業 環境部 環境政策課 環境保全係 10：30～10：45

1-3 新品目導入試験事業 10：45～11：00

1-4 養魚対策事業 11：00～11：15

1-5 森林整備事業 林務係 11：15～11：30

1-6 農業振興対策事業 農村整備係 11：30～11：45

1-7 工場等用地取得・設置補助事業 経済部 商工振興課 産業立地推進係 11：45～12：00

12：00～12：10

12：10～13：00

1-8 移住定住推進施設管理事業 交流推進係 13：00～13：15

1-9 あさしな温泉施設管理運営事業 13：15～13：30

1-10 望月地域温泉施設管理運営事業 13：30～13：45

1-11 公園維持管理事業 建設部 公園緑地課 公園管理係 13：45～14：00

1-12 体育団体等支援育成事業 社会教育部 体育課 体育振興係 14：00～14：15

14：15～14：25

14：25～        

休憩

全体評価審議

昼食

審議予備時間

開会・部会長の選出

農業生産振興係

観光施設係

経済部 農政課

経済部 耕地林務課

経済部 観光交流推進課
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第１部会

№ 事務事業名 所管課・係 所管施設名称等

1-1 市民活動支援事業 企画部　広報情報課　市民活動係 市民活動サポートセンター

1-2 地下水等水資源保全事業 環境部　環境政策課　環境保全係 -

1-3 新品目導入試験事業 （試験圃場）

1-4 養魚対策事業 -

1-5 森林整備事業 経済部　耕地林務課　林務係 -

1-6 農業振興対策事業 経済部　耕地林務課　農村整備係 -

1-7 工場等用地取得・設置補助事業 経済部　商工振興課　産業立地推進係 -

1-8 移住定住推進施設管理事業 経済部　観光交流推進課　交流推進係 移住体験住宅

1-9 あさしな温泉施設管理運営事業 穂の香乃湯

1-10 望月地域温泉施設管理運営事業 もちづき荘・ゆざわ荘・布施温泉

1-11 公園維持管理事業 建設部 公園緑地課 公園管理係 各公園

1-12 体育団体等支援育成事業 社会教育部　体育課　体育振興係 -

事業別　視察可能施設一覧

経済部　観光交流推進課　観光施設係

経済部　農政課　農業生産振興係
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事務事業評価シート （対象：H 年度実施事務事業）

（ ）

その他 （ ）

H H

H H H

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

H H

H H H

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

27

事務事業名 事業開始年度 Ｈ

担当部 担当課 担当係

年度
事務事業コード

法定
根拠通常管理

実施方法（全てチェック）

事業の
性質

簡易管理

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 1.たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

（ 節 ） 1.豊かな人間性を育む文化の創造

（施策） 1.文化・芸術

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

事業内容
(手段、手法な

ど）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

報酬
委託料
需用費
役務費

事業費合計 0 0 0
人
件
費

常勤職員 人 0 人 0 人 0
非常勤職員等 時間 時間 時間

人件費合計 0 0 0
総事業費 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他特定財源
一般財源

財源合計
※前年度に実際に実施した活動の内容や量

0 0 0

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27 （実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

―

H 年度

―

H 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27 （実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

―

H 年度

―

H 年度

評価するうえでのポイント

H 27 年度

実施内容

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他

そもそもこの事業が必要か?

市民がこのような状態になる必要があるのか?

この事業がなくなると、どのような問題が生じるか?

めざす目的成果を達成するための手段になっているか?

他の手段があるのではないのか?

この事業を行うことによる効果はあるのか?

①

②

③

資料２
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（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞

市関与の
必要性

判定

＜説明＞

年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性
（期間：H 年度～H

千円

千円

今後の取組方針

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

千円

千円

千円

千円0計

千円

千円

27

27概　要団体名等 費　目

※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）
※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある
社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される

サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている

民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了
今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない

市が関与する必要があるのか?

税金を使って実施すべき事業なのか?

今後は別の方法で実施すべきではないのか?

引き続き実施するとしても、やり方は今のままで良いのか?

事業規模は今のままで良いのか?

⑤

⑦

行政が行うべきか?民間が行うべきか?

このような見直しの余地があるのではないか?⑥

この事業を行うことによる効果はあるのか?④
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事業手法、内容を見直すもの

一部でも縮小に伴う改善を行うもの

事業の全部を廃止するもの

拡充

現行どおり

手法等の見直し

縮小

廃止

一部でも拡充に伴う改善を行うもの

市民ニーズがなくなっている。

民間で実施しているため、行政で実施する必要
性がなくなっている。　　・・・など

※事業の全部を廃止するものは廃止とする。

廃止

　（記入例）
　①市民ニーズ（需要の縮小）や時代変化に
　　より、事業の必要性がなくなったため、廃止
　　すべき
　②民間で同様の事業を実施しているため、
　　廃止すべき
　③個人が自助努力・自己負担することが
　　適当である

現行の事業のめざす目的や成果は是認できる
が、さらに効率的な手法による実施が考えられ
る。

行政で実施する必要はあるが、市ではなく、別の
機関で実施することが可能である。　　・・・など

手法等の
見直し

　（記入例）
　事業手法（内容）を見直すべき
　①民間への事業の委託（一部委託も含む）
　②市民との協働により実施
　③他の公共的な実施主体（広域連合など）
　　での実施を検討
　④拡充、縮小、廃止のいずれにも該当しない
　　その他の見直し

現状の規模での事業実施の必要性は少ないも
のと考えられるため、対象範囲や実施回数を縮
小する必要がある。　　・・・など

※一部でも事業の縮小に伴う見直しとする場合
　は縮小とする。

縮小

　（記入例）
　①事業の対象範囲や実施回数を縮小
　②事業費の縮減
　③事業の部分的廃止

参加者数が少ないが、原因が実施回数が少な
いことにあることから、事業対象範囲や実施回数
を拡充し、多くの人に参加してもらう必要がある。

現行の取り組みは是認できるが、事業の目的達
成に向け、更に事業量を拡充する必要がある。
・・・など

※一部でも事業の拡充に伴う見直しとする場合
　は拡充とする。

拡充

　（記入例）
　①事業の対象範囲や実施回数を拡充
　②事業費の拡充
　③情報発信等による事業のPR活動の推進

現行の事業の方向性や取組内容は是認できる
ため、所管課で定めている今後の取組方針に
沿って、このまま事業を推進してほしい。
・・・など

現行
どおり

　（記入例）
　①現行の取り組みを継続していくべき
　②これまでどおり事業を推進すべき

　　○評価は以下の５つの区分から選択してください。

事務事業外部評価　評価区分について

　　○以下は、評価区分を判断する際の参考にご覧ください。
　　　まず、①事業の現状について分析し、②現状を踏まえたうえで、今後どのように取り組む
　　　べきか評価してください。

①事業の現状について分析 ②現状を踏まえた評価（今後どのように取り組むべきか）

事業の方向性や取組内容、今後の取組方針に
ついて検討するため、事業の現状を分析

評　価　区　分

項目 内容・（記入例）

現行どおり実施するもの

資料３
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

コスト

活動指標

　センターの周知だけのため
の広報か。それとも、登録し
ている団体の周知活動もして
いるのか。

　サポートセンターの周知だけでなく、登録団体の活
動紹介や地域課題の解決を図る取り組み事例の紹
介、また、市民活動に役立つ情報等、市民活動に利
用できる情報をホームページ・メールマガジン・機関紙
等に掲載し発信しています。

　佐久平NPOセンターに対す
る委託料の内訳は。

平成27年度実績

○施設管理費

　・人件費　5,438,654円
　・手数料　40,308円
　・雑費　　44,100円

○事業費

　・人件費　5,756,188円
　・使用料（有料道路通行料等）　10,950円
　・企画事業費　1,055,028円
　・通信運搬費　148,088円
　・ホームページ維持管理費　545,140円

　合計　13,038,456円

　「市民活動」とは、具体的に
は何をさすのか。

　市では平成22年3月に「佐久市協働基本指針」を定
めています。この中で市民活動を「市民の自主的な参
加に基づき、あらゆる分野における社会的課題に対
し、営利を目的としないで取り組む自主的活動」と定
義しています。但し政治活動や宗教活動は含みませ
ん。

　具体的には

・コミュニティー活動（区・青少年育成団体等での活
動）
・ボランティア活動（個人・グループとして活動）
・NPO活動など（ボランティアよりも組織化された活動）

としています。

1-1

市民活動支援事業

広報情報課

質問内容 回答
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外部評価番号

対象事業名

所管課

1-1

市民活動支援事業

広報情報課

活動指標

達成度
　サポートセンター登録の163
団体に、何を支援しているの
か。

登録団体に対し次のような支援を行っています。

１　情報収集・提供・発信

・収集・・・地域課題に関する情報、市民活動に役立つ
情報、市民活動に利用できる情報、活動に参加したい
市民や協力できる市民の情報の収集
・提供・・・地域課題の解決を図る取り組み事例の情報
や地域課題に関する情報、市民活動に役立つ情報
（助成制度・指導者や講師等の情報等）の提供
・発信・・・ホームページ・メールマガジン・機関紙等に
よる発信

２　相談・コーディネート

収集した情報をもとに、活動主体、手助けを必要とす
る市民、活動に参加したい市民からの相談対応と活
動の支援

３　活動場所の提供

市民活動団体に必要なスペースの提供と調整（セン
ター内のフリースペース・印刷等の作業スペースの提
供等）

　このほかにも団体間の交流の機会の提供、各種講
座の開催、機材の貸し出しなどの支援を行っていま
す。

　「井戸端会議」とは、どのよ
うな方々と何人くらいで、どう
いった内容の会議なのか。

　「井戸端会議」及び「温泉で井戸端会議」は、誰でも
が気軽に参加し、自由に発言し、地域課題等の解決
のための知恵を出し合う座談会です。特に決まりはな
いようですが、「出された意見を否定しない」が唯一の
ルールとのことです。
　平成27年度は年11回開催し、122名の参加がありま
した。出された意見は、新たな組織の立ち上げや、
SAKU未来100人会議への参加など次につなげる橋渡
しをするほか、課題抽出や優良な取組みの発信など
につなげています。
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外部評価番号

対象事業名

所管課

1-1

市民活動支援事業

広報情報課

その他
（佐久平NPO
センターにつ
いて）

　何人規模の団体か。
・個人会員　３５名（男性　１８名・女性　１７名）
　うち正会員　１４名
　うち賛助会員　２１名

　【実施内容】に「公募により
選定された団体と市民活動
サポートセンター運営業務委
託契約を締結」とあるが、
「NPO法人佐久平NPOセン
ター」が公募で選定された団
体なのか？それとも「市民活
動サポートセンター」自体が
NPO法人なのか？
　選定された団体がNPO法
人だとしたならば、委託契約
終了後も単独でNPOとしての
事業をするのか？
　「公募により選定…」となっ
ているが、随契と思えてしま
う。

　市民活動サポートセンターの運営委託事業者は、毎
年公募していますが、平成24年度から現在まで応募し
た団体は、佐久平NPOセンターのみであります。
選定にあたっては、佐久市協働のまちづくり推進会議
において、プレゼンテーションによる審査を行い、その
結果、委託事業者として適格であるとの報告を受け、
法令に従い、随意契約としています。

　特定非営利活動法人　佐久平NPOセンターは、平成
23年に設立された法人です。平成27年度のＮＰＯとし
ての活動は、「子ども服のリサイクル市」を年２回開
催、常総市鬼怒川水害の直後には、ストックしてあっ
た子ども服を常総市への被災地支援等を行っていま
す。また、研修活動や情報活動等も行っています。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

実施結果

その他

1-2

地下水等水資源保全事業

環境政策課

質問内容 回答

　地下水や湧水の水源地の
保全は、具体的に実施してい
るのか。

　長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づ
き、水源保全地域として平成27年度に望月地区の川
獺水源及寺久保水源の２水源を指定し、本年度も数
水源を指定する予定である。

　地下水賦存調査について、
実質調査員１名への調査業
務委託のための事業のよう
だが、調査結果等の公表・公
開はどうなっているのか？

　本調査業務は、信州大学工学部に委託している。
　また、調査結果等の公表・公開に関しては、関係者
によって内容を確認中のため、現段階では公表等をし
ていない。最終的な結果がまとまり次第公表する予定
である。

　賦存量調査を毎年行ってい
るが、調査結果をどのように
活用しているのか。

　最終的な調査結果がまとまっていないため、現段階
では活用していない。なお、佐久地域にどれくらいの
地下水が存在しているのか等最終的な調査結果を知
ることで、「どの程度地下水を活用できるのか」、また、
「地下水の取水を規制するのか、また、緩和するの
か」等、今後の水資源行政対策に反映していく予定で
ある。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

活動指標

成果指標

業務委託の
概要

その他

1-3

新品目導入試験事業

農政課

質問内容 回答

　「佐久市営農センター」とは
どのような団体なのか？事
業報告などは市民に公開さ
れているのか？

　佐久市営農支援センターは、効率的で安定した農業
経営の確立や、活力ある地域農業の推進を図ること
を目的として佐久市・JA佐久浅間・市農業委員会など
の農業関係団体により組織された団体です。
　事業内容等については広報紙や佐久市ホームペー
ジ等で公開しております。

　佐久市としてどのようなブラ
ンド品目を考えているのか？

①カモミールの栽培を推奨し
ているようだが、収穫しかり、
加工・販売までの講習・指導
をしているのか。

②どういった製品にしていく
計画か。

①営農支援センターにおいて一般向けの講習会を
行っています。また、生産者につきましてはJA佐久浅
間「カモミール研究会」が発足しており、ここで生産出
荷の講習や指導を行っています。なお、カモミールは
全量契約出荷となっており、加工販売は取引先のカミ
ツレ研究所が行っております。

②市内産のカモミールは全量取引先業者が入浴剤・
化粧品等に加工し、商品化しています。

　佐久市の気候風土に合い、なおかつ収益性の高い
転作作物や、地域の特性に合う品目として「カモミー
ル」「冬至かぼちゃ」伝統野菜「佐久古太きゅうり」や
「イタリアトマト」などの他、地域の有力品目である「ミ
ニトマト」「ズッキーニ」の優良品種選定を実施しており
ます。

　新品目に関して、市民から
の意見を調査しているか？

　佐久市営農支援センターにおいて、新品目導入試
験事業の栽培品目や導入すべき技術について関係
団体の技術担当者による検討会を開催し、専門的な
意見聴取を行っているほか、広報紙での意見募集
や、試験を実施しているほ場での野菜栽培講習会に
おいて、一般市民の皆様からいただいた意見を取入
れながら実施しています。

　試験対象品種の継続・入替
はどのようになっているか。

　佐久市営農支援センターでは、新品目導入試験事
業の栽培品目や導入すべき技術について関係団体
の技術担当者による検討会を開催し、品種や技術等
の継続や入れ替えについての決定をしております。

　【普及した品目数】におい
て、H28の目標値が最終目標
年度欄（H28）の数値と一致し
ない理由は何か。

　表内の（H28）の数値が間違いで、最終目標の10が
正しい数値です。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

その他

事業の分析

　フナは農産物ではないので、農業施策の対象には
なりません。ただし、水稲を栽培しながら水田養魚とし
てフナを飼うような場合、水田や水稲に対しては農業
施設の対象になり得ます。なお、フナそのものに対し
ては内水面漁業の一環としてとらえており、行政として
必要性が認められれば、所用の支援事業等を検討す
ることとなります。

　市内の鯉の出荷量・出荷額
の推移はどのようになってい
るか。

追加資料１のとおりです。

1-4

養魚対策事業

農政課

質問内容 回答

　フナをやっている人に「フナ
は作物ではないので何の助
成もない」と聞いたが、本当
なのか？

事業内容

　市が県水産試験場等の土
地の賃貸借契約の代行をす
ることによるメリットは何か。

　土地の賃貸借を市が仲介することにより、地主は身
近な市役所で手続き等が出来ること、県等は個々の
地主との折衝に煩わされず、安定的に業務を継続で
きること等のメリットがあります。
　また、当該地において水産試験場や養殖漁協が事
業を継続することにより、当市の主要な地場産業であ
る養殖漁業の発展に寄与するものと考えています。

　信州サーモン・シナノユキ
マスと鯉は、同じ淡水魚と
いっても調理方法など大分違
うような気がするが、県とも、
鯉の今後の長野県のブラン
ド化の話は持ち上がっている
のか。
　ただ「同じ淡水魚だから」と
いう理由でニーズが高まると
考えているか。

　佐久鯉については、県が積極的にブランド化していく
と言う話はない状況です。
　また、鯉は地域ならではの特色ある食文化であり、
観光や帰省時などに味わいたいといった、ニーズの発
掘を図りたいと考えています。

　市内での消費増加も大切
だが、ブランド化を考えてい
るなら、他県・他市町村への
PRが不可欠だと思う。そう
いった対外的な活動に、より
一層力を入れる計画はある
か。

　現在まで、市外では銀座NAGANOで調理師による
料理の実演や試食などの活動を行ってきております
が、今後はご指摘を踏まえ、ターゲットを明確にした
PR活動等の展開を図りたいと考えております。

　内水面漁業とは何か？

　内水面漁業（ないすいめんぎょぎょう）は、河川・池・
沼など淡水における漁業のことで、佐久市では、千曲
川水系のアユ・ウグイ等や養殖鯉や信州サーモン等
が対象となっています
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 内水面養殖魚の出荷状況 （単位：㎏，千円）

数量 出荷額 数量 出荷額 数量 出荷額

106,700 60,250 20,200 28,880 124,366 75,623

126,200 72,180 18,798 22,308 114,100 77,820

100,403 61,890 17,950 21,540 116,380 71,794

77,900 54,530 19,000 23,750 111,000 68,000

89,300 62,510 19,967 24,959 115,000 74,750

100,000 80,000 18,000 22,500 100,000 65,000

110,000 88,000 19,500 24,375 110,000 71,500

113,000 90,400 19,000 23,750 107,000 69,550

115,000 92,000 14,000 17,500 105,000 68,250

110,000 88,000 14,000 17,500 90,000 63,000

110,000 88,000 15,000 18,750 120,000 105,000

99,000 79,200 12,000 15,000 96,000 84,000

99,000 79,200 12,000 15,000 96,000 84,000

90,000 72,000 *  6000 8,000 50,000 45,000

＊平成26年「ふな」に関して

　 平成26年は水温が高く、ふなの餌であるプランクトンが減少したため、数量・出荷額が大きく落ち込んでいる。

資料：農政課

にじます

23

17

18

こい
年次

平成13年

24

22

15

16

14

ふな

19

20

25

21

26
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

今後の取組
方針

1-5

森林整備事業

耕地林務課

質問内容 回答

　「林業専門技術員」につい
て、現在も長野県林業士を取
得しているのか？他業種以
上に専門職の強い分野なの
で、より高度な技術と知識が
必要となる。
　故に他部署よりも異動のス
パンを長くしてもらわないと市
民が困るのだが、森林の適
切な維持管理の観点からも、
どう考えているのか。

　「林業専門技術員」については、長野県林業士を取
得していません。ご指摘のように林業については、専
門職の強い分野と考えております。そのため、現場で
の施業や長期的に先を見据えた計画の立案など高度
な技術と知識が必要となっています。更に、森林経営
計画などの策定にあたり国、県の制度の熟知や補助
制度の活用が不可欠となっています。そこで、これら
の専門的知識と経験を持った、県職員ＯＢを嘱託職員
として配置し業務を担って頂いています。

　「森林組合や民間事業者と
協議する中で取組等も検討
していく」とあるが、佐久市と
しての森林のあり方や、資源
の活用等のビジョンはあるの
か？

　森林のあり方や資源の活用等につきましては、佐久
市森林整備計画に基づき、伐採、造林、保育の計画
が適正であるか森林組合や民間事業者と協議し助言
指導をしております。
　また、伐期を迎えているカラマツの更新、森林を活
用した交流や公共施設への地域材の活用を図ると共
に、佐久林業連絡会議において、佐久地域の森林資
源の有効活用について検討しております。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

事業の見直
し余地

添付資料 1

　「企業が求めるニーズを常
に把握し…」とあるが、佐久
市の将来像を考えた上での
「佐久市として来てもらいた
い業種（企業）」などは考えて
いるのか？

　国内での企業誘致は依然として厳しい状況が続い
ている中、一部の業種に特化することによって佐久市
への立地のハードルを高くしてしまうことになります。
佐久市では、業種を絞った企業誘致を進めるのでは
なく、幅広い業種の企業の集積を目指していきたいと
考えています。

　リスク回避・国内回帰を目
的とした立地の実績はある
か。

　リスク回避は平成24年度、国内回帰は平成27年度
から制度を創設しました。
　これまでにリスク回避を目的として立地した企業は４
社、事業認定まで行っている企業も４社あり、合計で８
社となっています。
　なお、国内回帰を目的とした企業の立地について
は、現在のところ実績はありません。

1-7

工業等用地取得・設置補助事業

商工振興課

質問内容 回答

　「事業認定」と「補助金支
払」はどのような関係にある
のか。

　「事業認定」については、補助金の交付を受けようと
する者が市長に対して事業実施計画書を提出し、市
長は補助金の交付基準に適合しているかどうかを審
査し、適合すると認める時に補助事業として認定し、
申請者に通知します。補助事業の認定を受けた者
は、追加資料番号１のフローにより補助金が支払わ
れます。
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≪補助事業認定通知受理後≫

◆事業実施

　事業完了・操業開始

①補助金交付申請書作成 　②補助金交付申請 　

③審査

　④交付決定通知 ※1

⑤固定資産税完納 ※2

　事業完了報告書作成 　⑥事業完了報告

⑦審査

　⑧補助金の額の確定通知 ※3

⑨補助金請求書作成

　⑩補助金請求

⑪支払処理

　⑫補助金の支払い ※4

※1　用地取得事業は分割交付分を一括して決定

※2　設置事業（固定資産税相当額補助）の場合のみ 

※3　用地取得事業は分割交付分を一括して確定

※4　分割支払いの場合は単年度ごとに請求

事業者 佐久市

工場等用地取得・設置事業補助金交付フロー
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

コスト

添付資料

その他

1-8

移住定住推進施設管理事業

観光交流推進課

質問内容

　平成26年度事業費予算は2,480千円、平成27年度
事業費予算は2,303千円、平成28年度事業費予算は
2,063千円と徐々にコスト削減を行い、利用状況の結
果により最終専決予算で減額をしています。
　稼動率の伸びしろが見込まれるので、事業費予算
がなくなり、利用できなくなることを避けるため、予算
要求をしています。

回答

　下記のような統計はある
か。

①4日、8日、15日のうち、ど
の期間の利用が多いか。

②定住を決めた方は、どの
期間を利用した方が多いか。

①利用期間について、平成28年1月に変更を行いまし
た。変更以前の利用期間は、7日間もしくは14日間の
どちらかであり、ほとんどの方が7日間を選択されてい
ました。変更後は、8日間を選択される方が多い状況
であります。

②定住を決めた方は、7日間の利用をされた方です。

　利用者のアンケート調査を
実施しているか。しているとし
たら、その結果はどうなって
いるか。

　28年度の【事業費】が3倍以
上ＵＰしているが、内容は？

　利用者のアンケート調査は実施しています。アン
ケート調査の結果として佐久市に興味を持ったきっか
けは首都圏から近い、交通アクセスが良いがほぼ４
割を占め、次に医療の充実、自然環境の順となってい
ます。また、体験住宅を利用した結果、佐久市への興
味が強くなったなどは８割以上、印象が良くなったは９
割以上の回答をいただいています。

①資料P37パンフレットの【注
意事項】に「利用開始日、終
了日は平日のみ」となってい
るが、その為に利用を躊躇し
ている人がいるのでは？

②同項目「お車で…」となって
いるが、「便利な田舎暮らし」
を提唱するならば、車が無く
ても生活できる場所での体験
施設も必要なのではない
か？

①休日の問合せもありますが、土曜日・日曜日は「空
き家バンク」の物件案内対応をしているため、現体制
では体験住宅までの対応ができない状況であります。
ただし、働いている人のニーズに合わせるため、７日
間若しくは１４日間の利用日数を、平成28年1月から４
日間から利用できるよう利用条件の緩和を行っていま
す。

②佐久市で生活をする中で車がないと生活できないと
ころが多く、その実態を知っていただいたうえで、佐久
市を選び、終の棲家として定住していただきたいた
め、現在の体験住宅を管理しています。

11 



外部評価番号

対象事業名

所管課

1-8

移住定住推進施設管理事業

観光交流推進課

その他

その他

　施設が利用される季節
は？（やはり夏季？）佐久市
の場合、厳しい冬季の体験を
してもらったほうが現実的で
はないか？

　利用状況は春先から秋口にかけてが多く、真冬の1
月、２月は利用者が少なくなります。理由は車の運転
がネックとなり、スタッドレスタイヤやチェーンを所有し
ている方が少ないため、利用できない状況が出てきて
います。しかし、佐久市で生活するためには寒さを体
験いただいたうえで佐久市への移住を考えていただき
たく、首都圏での移住セミナーにおいて周知をしてい
ます。

シニア層の方が半分以上を占めています。

　どのような利用者なのか？
（年代、現住所、職業etc）

　体験住宅の利用者はシニア層が多く、交通のアクセ
スが良いこともあり、首都圏近郊からの利用者が多い
です。数は少ないですが、東海地方や関西地方から
の利用者もあります。

　定住を決めた方の年代は
どのくらいの方か。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　利用料金制のため、指定管理者が管理運営に係る
収支予算を執行しています。
　ただし、協定書に基づき修繕費等は佐久市で負担し
ています。

1-9

あさしな温泉施設管理運営事業

観光交流推進課

質問内容 回答

コスト

　指定管理者制度（利用料金
制）の場合、指定管理者への
委託料は予算に計上されな
いのか。

　利用料金制の場合、指定管理者は入館料を管理運
営経費に充てるため、佐久市の本会計に委託料を予
算計上していません。

　修繕費を除いた運営費の
収支はどうなっているか。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

その他

1-10

望月地域温泉施設管理運営事業

観光交流推進課

質問内容 回答

①もちづき荘、ゆざわ荘、布
施温泉の3施設を1つの団体
が一括して管理しているの
か？

②それぞれ別の指定管理者
にできないのか？

①平成26年度に指定管理者の募集を行った際、宿泊
施設「もちづき荘」「ゆざわ荘」を一括、日帰り温泉施
設「布施温泉」「穂の香乃湯」を一括し、別々に募集を
行い、結果として佐久市振興公社が指定管理者とな
る。

②今後において、別々に募集をかけることにより別の
指定管理者になることは考えられます。

　利用者のターゲットは市
民？それとも観光客？

　宿泊施設の主な利用者については、日帰り宴会は
佐久地域の方、宿泊者は観光客の利用と考えていま
す。

　指定管理者制度（利用料金
制）の場合、指定管理者への
委託料は予算に計上されな
いのか。

　利用料金制の場合、指定管理者は入館料、宿泊料
等を管理運営経費に充てるため、佐久市の本会計に
委託料を予算計上していません。

コスト

　修繕費を除いた運営費の
収支はどうなっているか。

　利用料金制のため、指定管理者が管理運営に係る
収支予算を執行しています。
　ただし、協定書に基づき修繕費等は佐久市で負担し
ています。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

業務委託の
概要

1-11

公園維持管理事業

公園緑地課

質問内容 回答

　平尾山開発への委託料が
突出しているのはなぜか？

　平尾山公園は、約２７haという広大な面積の公園で
す。上信越自動車道より直接アクセスできるハイウェ
イオアシスであり観光拠点施設として、市内外より訪
れた皆様が気持ちよく過ごしていただくために、園内
清掃やトイレ清掃等をこまめに行っているほか、急傾
斜地も多くありますことから、草刈りや、雑木処理等他
の公園施設より維持管理に経費がかかるものです。

　維持管理作業などをシル
バー人材センターばかりに委
託するのは問題ではない
か？

　公園の維持管理については、シルバー人材センター
のみならず指定管理者、障害者福祉施設等にも委託
を行っています。アダプトシステムによる地元業者、地
元区への委託も推進しており今後参加団体の増加し
ていくことが望ましいと考えています。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

活動指標

1-12

体育団体等支援育成事業

体育課

質問内容 回答

①なぜ体育協会のＮＰＯ法人
化が必要なのか？

②体育協会はもともと民間団
体？それとも市の組織の一
部なのか？
 民間団体だったならば、専
従職員の人件費を市税で交
付するのには疑問を感じる。

①佐久市の将来に向けての様々な市民のニーズへ
の対応や佐久市に合ったスポーツ振興を図るため、
同協会の組織体制整備が必要でした。
　同協会の法人化が必要であった訳ではなく、同協会
内で検討、協議の結果として、法人格を持つことが体
制整備や社会的信用の確保に繋がると判断され、そ
の中で、比較検討した結果NPO法人となりました。

②体育協会は公益的な民間団体でした。
　同協会は佐久市におけるスポーツの普及・振興を担
う唯一の総合体育団体であり、佐久市内の各種ス
ポーツ競技大会の開催・主管や各種競技の指導、競
技団体の育成、市の各種教室の講師等を行っていま
す。スポーツの普及・振興には同協会と市との強い連
携が必要であり、早急な組織体制の整備と運営の安
定化を目指し、市として財政的支援をしています。

　H27に体育協会加入者数
（競技人口）が減少している
理由は何か。

各競技団体（３７団体）から体育協会への報告数とな
りますが、体制整備を進める中で、加入者数について
も各加盟競技団体で精査がされ誤謬については、訂
正がされたとうかがっています。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

補助対象団
体

　表現の変更については、その用語でないと表現でき
ない人権問題もあり、表現を変更することは困難と考
えます。
　また、寝た子を起こさないという考え方については、
表面的には解決したように捉えられますが、根本的な
解決とはならないことから、地道な人権同和教育・啓
発活動を実施していきます。

　隣保館を利用して、イベント
等を開催してはどうか。（収
益があれば対策事業としても
良いのではないか）

　佐久市隣保館条例第８条第２項第２号により、営利
を目的とする場合には、使用を許可しないものとされ
ています。
　しかし、補助金団体が独自で、他の会場を利用し、
イベント等により収益を得て活動費とすることは必要
なことであると考えますので、検討のうえ提案します。

その他

2-1

人権同和対策事業

人権同和課

質問内容 回答

①シートに記載されている両
補助団体の、事業内容・活動
内容を教えてほしい。

②両団体の会員に、重複は
ないか。

①会議出席などの同和問題についての活動や、同和
問題以外の人権問題についても活動を行っていま
す。
また、人権・男女共生フェスティバルなどにも協力して
いただき、その他に隣保館等で生活相談なども行って
います。

②重複はありません。

　寝た子を起こさないような
表現に変更・工夫するのはど
うか。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

2-2

コウノトリ支援事業

健康づくり推進課

質問内容 回答

　【周知方法等】に記載の「す
こやか相談室」の所管部署
はどどこか。

　所管部署は、市民健康部　健康づくり推進課です。

　保健センターと、各支所に「母と子のすこやか相談
室」があります。「母子手帳」や出生時の「赤ちゃん手
帳」の交付、育児相談、乳幼児の身体測定等、保護者
の心配事や、赤ちゃんの発育や病気、栄養など何でも
お気軽にご相談いただいております。そこで不妊症、
不育症の相談ができることについては、各戸に配布す
る健康カレンダー等で周知しております。また、その健
康カレンダーには、より専門的な相談が出来る「長野
県不妊専門相談センター」についても周知させていた
だいております。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

事業内容

2-3

ヘルスアップ推進事業

健康づくり推進課

質問内容 回答

　めざす成果を得る為に保健
補導員・保健補導員会の重
要性が読み取れるが、どの
ように組織されているか（各
区には保健指導委員がいる
と思うが）

保健補導員は、各地区の区長より、性別、年齢を問わ
ず、30～50世帯に1名の割合で推薦されます。そのた
め、推薦される人数は区により異なります。
区長からの推薦を受け、市から2年の任期の委嘱をし
ます。現在（平成27・28年度任期）の保健補導員は、
702名です。
市内を14ブロックに分け、それぞれから選出された理
事23名で組織されています。
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外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　厚生員は館長の職務を補佐する立場として各館に１
人ずつ合計１９人を配置しています。
　厚生員は、保育士・社会福祉士・教員などの有資格
者を採用し、子どもの自主性や創造性・社会性の育成
など児童館運営に努めています。

2-7

児童館管理運営事業

子育て支援課

質問内容 回答

事業内容

　「児童館に集まれ事業」は、
市内全児童館で行われてい
るのか。

　「児童館に集まれ事業」は、各児童館から日程や行
事内容等の希望を取り、地域バランスや日程調整を
考え年6回程度行っています。

（Ｈ27.9月臼田、10月高瀬、11月泉、12月切原
　1月あさしな、2月平根）

　館長と共に運営に携わる
「厚生員」とはなにか。また、
人数は何人いるのか。
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