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議 事 録（要旨）      公開可      

 配布先  

  

 主催   No. 

 企画課   

 議事録名  事務局 記録者 

 部長 課長 係長 係 

  

  
第３回 佐久市行政改革推進委員会 

作成日 平成 30 年 10 月 24 日 

  日 時 
平成 30 年 10 月 5 日

（金） 
開催場所 

佐久市役所 

８階 大会議室 
時 間 

13：00 

～ 

16：55 

  出席者 

委 員： 依田健一、上野雄司、春日よし子、工藤正則（会議のみ） 

佐藤佳苗、田島 弘、武田 香（視察のみ）、元吉純子 

秋山元治、井出正好、平井美矢子 

 

説明者：以下、説明順（番号は資料番号） 

【１０ オールマイティ１年生事業】（子育て支援課） 

課長 高橋 亨、子育て支援係長 山浦洋昭 

子育て支援係 佐藤加維 

【２ 公共施設マネジメント事業】（企画課） 

部長 佐藤照明、課長 土屋 孝 

公共施設適正化推進係長 遠藤貴信 

 

事務局： 企画部長 佐藤照明、企画課長 土屋 孝 

行政改革係長 遠藤貴信、行政改革係 小林 陸、竹内美貴 

視察 

出 １０人 

欠   ５人 

 

会議 

出 １０人 

欠   ５人 

 提出資料  

・会議次第 

・平成３０年度事務事業外部評価対象事業シート 

・外部評価対象事業への質問に対する回答 

≪会議前に事務事業外部評価の関連施設の視察を実施≫ 

視察先：佐久市メガソーラー発電所【佐久市メガソーラー発電事業（環境政策課）】 

    中込交流センター【商業振興事業＜商業施設管理運営事業＞（商工振興課）】 

    浅科地区館、浅科支所、浅科福祉センター【公共施設マネジメント事業（企画課）】 

 

≪開会≫ 

【会議事項に入る前に、事務局より報告】 

土屋課長    本日のご出席は１０名ですので、佐久市行政改革推進委員会条例第６条第２項の規
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定を満たし、会議が成立していることをご報告します。 

 

≪あいさつ≫ 

 

≪会議事項≫ 

（１）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 

○【１０ オールマイティ１年生事業】（子育て支援課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

 委  員  １年生に絞った理由は何ですか。２年生はだめなのでしょうか。 

       この１年と２年の違い、だから１年生に絞ったという理由について教えてください。 

 高橋課長  まず、小学校に入学されて、いちばん好奇心が涌くのが１年生ではないかということ

があります。加えて、１年生だけに特別感を与えることによって、この制度が熟成でき

る、という考えから１年生に絞りました。 

 委  員  この事業の趣旨はとても良いことだと思います。今は、利用されている方が非常に少

なく、１０００人前後ということで、お願いになりますが、「小学校低学年オールマイ

ティなんとか」というように名前を少し変えたりして、対象は１年と２年というように

できないでしょうか。保育園や幼稚園から上がってきて、初めて小学校に来るとその差

はとても大きいと感じます。また、２年生に上がる時に、若干のプラスアルファをつけ

ていただいても良いのではないかな、という気もします。 

せっかく良い事業なので、もう少し拡大していただいて、いろいろＰＲすることもも

ちろんですが、そういうところもご検討していただきたいと思います。 

 委  員  １０００人ちょっとということは、市外からも入ってきているから１０００人超えて

いる、ということになるわけですよね。そういう意味では、１年生が２年生になっても

結局ほとんど全員がもらっているかなという感じがしますけど、どうなのでしょう。 

 高橋課長  ２９年度の実績で、市内の１年生９０６名に差し上げています。市外の１年生は、１

３５名です。 

 委  員  市内の１年生が１３５名ですか。 

 高橋課長  いえ、９０６名です、佐久市以外の方が１３５名です。 

 委  員  活動指標のオールマイティパス発給件数を１５００件としたのは、結局、市外からも

っと、６００人ぐらい入ってきてもらいたいということですね。そうすると結局ＰＲが

どうかという話になるかと思いますが。 

 高橋課長  先程も説明させていただいた課題の中で、ＰＲが課題になっていて、大手の雑誌やツ
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イッターを使いながらやっているのですが、まだ方法があるだろうということで、いつ

も同じパターンではなく、パスポートもリニューアルしながら、１５００件に近づける

ように周知の仕方を検討し始めているところです。 

委  員  ９０６人というのは佐久市全体の小学生の人数ですか。 

      １年生全員に配布されているのですか。 

高橋課長  全員です。 

 委  員  この事業は学校教育課ではなく、子育て支援課が担当されていますよね。その意味合

いを教えていただけますか。 

 高橋課長  経済効果もあるので、実質は商工振興課でやっても良いのかなという部分もあります

が、やはり子育ての一部を応援するという意味では担当課は子育て支援課かと思いま

す。 

委  員  そうしますと学年が上がる問題というのはないのかと思いますけれども。 

高橋課長  繰り返しになってしまいますが、１年生の好奇心や育みで、市内のいろいろな施設を

見てもらうのに、まばらに出すよりは、最初に１年生の段階で市内の教育や学習の場、

文化施設などを見ていただいたほうが、次に繋がり熟成できるかなという意味合いで１

年生に絞っています。 

 委  員  子供の意欲と感動の支援というところで。 

 委  員  １年間で色々な施設を全部見てほしいということですね。 

高橋課長  そういうところもあります。多くの施設が無償ですので。 

 委  員  実施内容で、オールマイティパス発給件数が１０４１件、対象利用者数が１６８６人、

協賛店舗利用者数が６３４人で、発券している数でいけば問題ないと思いますが、スタ

ンプラリーをやっていますよね。その応募者数が、この人数に対して１０人で、その景

品がギフト券とか、もちづき荘の宿泊券とか出ていますが、正直なところ小学校１年生

で、スタンプラリーをするのかどうか。ご家族と一緒に行けるから自由に応募したのだ

ろうけれども、小学校１年生に対してスタンプラリーではなくて、もう少し子供の目線

でできるものにしたらどうでしょうか。何件分のスタンプを集めるのか分からないけれ

ども、かなりの数を集めないとだめなのでしょうか。  

高橋課長  応募する商品によりますが、２つか３つです。 

委  員  そのくらいの数ですか。それなら、もう少し増えても良いかなという気がします。 

もうちょっと子供の目線で別の企画もされたらいかがかと思います。 
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高橋課長  ありがとうございます。検討させていただきます 

委  員  市内の小学生は９００人、市外があって、利用者が延べ１６９６人で、市内が約１３

００人ですよね、そうすると、１人１．５施設ぐらいしか利用していないといことです

よね。目標を見ると２０００人とありますが、２０００人ということは、ここでオール

マイティパスの発給目標は１５００件だけれども、市内の小学校１年生が９００人しか

いないので、６００人が市外からということですよね。そうすると市外からの人達は、

ただそれを持っているだけじゃなくて、必ず利用するために申請する訳ですから、最低

１回は行きますよね。そうすると、２０００人の内の６００人というのは少なくとも市

外の方で、市内は１４００人ということは、１人に対してやっぱり１．５施設ぐらいし

か利用を目標としていない。指標の目標値はもちろん未達成ですけれども、事業の方向

性としては現行通りというのが、この事業は本当にやる気があるのでしょうか、という

感じがします。こんなにたくさん施設があるのに、１人１施設、１年で１回ぐらいしか

行かないというようなあり方は、現行通りではなく、もう少し問題意識を持たれたほう

が良いのではないかなと感じます。 

高橋課長  ありがとうございます。課題が多いことはだいぶ感じております。それを含めて総合

的に、見づらいなど、いろいろなことがあるのかなと思いますので、リニューアルを考

えながら、使いやすいかたちづくりを大手の会社に委託して進めていきたいと考えてお

ります。 

 委  員  一般財源から３３４万円ということですが、これは市の税金からということですけれ

ども、経済効果という話が先程ありましたが、市のお金を投入するということで、市内

全体の経済効果をどういうふうに算出するのか。この事業は子育て支援課が担当という

ことですから、目的と経済効果ということになれば、もっと違う部分があると。 

もし、本当に経済効果や、市のメリットがあるのであれば、もっと積極的にＰＲをし

て、観光部門などで取組むことは可能だと思いますけれども、一般財源から３００万円

投入している中で、今の経済効果はどういった算定をしているのかをお聞きしたい。 

 高橋課長  １点目の経済効果の確認ですが、実際どのくらいの経済効果が生まれたかということ

は、うまく計算できておりません。しかし、先程ご説明したとおり、子どもたちが使用

するには、同伴者が必要で、同伴者が買ったり、飲食等をしたりといった部分につきま

しては、子ども達の倍の人数が使っていますので、経済効果が生まれているのだろうと

思います。 

また、このカードを渡さなければ、子ども達が１年生の時に様々な施設を見に行かな

い家族が多いと思います。渡したことによって、経済がひとつ生まれて、これに同伴者

がつくことによって経済効果が生まれるといった考え方になります。 
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委  員  経済効果をきちんと算定をする中で、市の税金を投入するということについて、市と

すれば、あまり予算以上増えてしまっては困るとかそういうことはあるのですか。 

山浦係長  先程の評価シートの中の事業費の関係ですけれども、委託料を含む事業費として２２

１万を出しております。コストということでは、人件費が１１３万９０００円で合計３

３４万ということで算定をしております。事業の委託料とすれば２２０万を上限として

います。 

 委  員  ３６００人ぐらいの同伴者がいて、彼らも施設を使ったりするため、子育て支援課で

経済効果の計算は無理だと思うので、専門家に計算していただいた方が良いと思いま

す。 

また、しつこいようですが、１年生と２年生の違いは何なのか、経済効果がしおれな

いようにということで、２年生も良いということにしてはいかがですか。 

 委  員  事業の課題にサービス内容の充実とありますが、今まで皆さんで気づいている点があ

りましたら教えていただきたいと思います。 

今日、望月のメガソーラーを視察してきました。その時に委員の皆様から学校教育課

と連携してでも、小学生に見せるべきだという話もでました。佐久市の良いところを網

羅してありますけれども、それが抜けているということで、内容の充実についての考え

を教えてください。 

 高橋課長  市の施設については再度見直しを検討する予定でいます。また、地域の子ども達の夢

ということで、地域の方にどこまで賛同していただけるかということですね。現段階で

やってもだぶってしまうので、我々がどのくらいでどのように進めていくかが課題にな

ります。 

 委  員  メガソーラーなどは、無料で見られるところです。先程おっしゃった子育ての観点か

らいくと、１年生にこんなところを見ておいてもらうと科学についての意欲がもっとわ

くのかなと。 

 高橋課長  メガソーラーは、小学校４年生から授業で使われているのですが、今後とも検討して

まいります。 

 委  員  今の方向性から行くと、１年生になると使えるという喜びをＰＲしていただければ良

いのかなと。そういうところを取組んでいただいているのかどうか。１年生だからとい

う意味合いも持たせるには、１年生になったら使えるということを、子育て支援という

視点からいけば、そちらのほうをふりだしていただくほうが良いのかなと思います。 

 山浦係長  おっしゃるとおりだと思います。これが当時始まったきっかけは、ドラえもんの漫画

から市長が考えた事業であり、のび太がひみつ道具の「オールマイティパス」でどこに
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でも自由に出入りしていたように、１年生になれば「オールマイティパス」でいろいろ

な施設に入れることが、委員さんがおっしゃるところの優越感、特別感になるのかなと

思いますので、今後十分検討しながらＰＲしていきたいと思います。 

○【２ 公共施設マネジメント事業】（企画課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員   資料２１ページ、保有数量と、目につく削減というのは４０年までには今の点から

そうしたいということですよね。 

この中で、産業系施設に堆肥センターがありますが、１１，６９７㎡が２，３３９

㎡と５分の１にしたいということで、今１１，６９７㎡は有効利用されているのでし

ょうか。堆肥や作ったものを置く場所があるのかどうか、センターの建物自体はそん

なに大きくないと思うのですが、５分の１に削減できる余裕があるのかどうかをお聞

かせ下さい。 

土屋課長   産業系施設だと、臼田の堆肥センターだけではなく、望月土づくりセンターなどい

ろいろな産業施設がありまして、使っていない部分もやはりあります。そういったも

のは取り壊しをするなりして、当然使わないところは残さない、と機能として必要と

なりますので、そういったことは考えておりません。 

委  員   ありがとうございます。臼田の堆肥センターが頭に浮かんだもので。 

       今、臼田は生ごみと分別しているわけですけれども、高齢化社会でお年寄りが分別

出来なくなってきています。今のこの施設をこのままずっと最後まで手直ししないで

使うのか、あるいは立派な焼却施設ができるので、将来的にそこに持ち込むように考

えなければいけないのかと思っていますが、その辺はどうなのでしょうか。 

土屋課長   臼田の皆様にはごみの減量を図っていただいて、非常に感謝しております。ごみを

減量していくことは非常に大切な事で、望月では家畜の糞尿を堆肥化して、それを畑

に戻してというリサイクルをかけているのが現状です。焼却施設になりますと、それ

だけお金がかかるので、やはり再利用化というのは必要かと思います。ただ、市民の

皆様の現状において、高齢化も進んだ中でうまくいかなくなってきた場合について

は、他の手法も考えていかなければならないと思います。現状では堆肥の方でなんと

かやっていただいておりますので、それは続けたいと思います。 

委  員   減量化、分別はとても大切なことだと理解しているのですが、高齢化社会を迎える

中で、分別が大変で、自分でできず、やってくれ、だしてくれとお願いされることも

あり、民生委員も大変です。それぞれやってくれる人がいれば良いのですが、だんだ

ん高齢者が多くなる現状の中でもっと考えていただければありがたいと思います。 

土屋課長   ありがとうございます。 
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委  員   ３２年度までに所管がそれぞれの目標数の計画を作っていくわけですよね。その場

合、この施設が必要だからと住民から要望があって作った施設だけだと思いますが、

これを縮小していくのは並大抵のことじゃないと思います。所管に任せるということ

ではなく、企画課あたりできちんとした目標を作ってリーダーシップをとって進めて

いかないと、これからの少子化もそうですが、行政負担が増えてくると思います。目

標の設定年が先なので、行政でやるとどうしても先延ばしにしてしまうので、ある程

度の削減計画をきちんとやっていっていただきたい。 

土屋課長   ４０年の目標の中で２０％削減という予定なので、住民の皆様から残してほしいと

いう要望があれば、相応のご負担をいただいて残していくという方向はあると思いま

す。更新をしないという場合は、事務局が説明をして、住民の皆様と話し合いをしな

がら進めていくというのが肝心なことだと思います。 

委  員   この件は、去年目一杯やりましたが、今日いただいた資料の中で、６７８施設、４

５万㎡が佐久市の施設としてあると。これを統廃合していきましょうと。６７８施設

もある中で、少子高齢化も含めて、いろいろな施設を統廃合していって、どんどん減

らしていくと。金額的には数値目標は出ていますよね。 

その中で、統廃合されて、浅科の所を例にとると、３つが１つになるわけですよね。

そうすると、浅科支所はその場所で建替えるので、２施設余りますよね。余った施設

をどのように処分して、どのようにやっていくか、これは重要なことだと思います。

３施設が１施設になって良かった、で終わりにするのではなく、残った公共施設の処

理のコントロールをきちんとしていかないといけないと思います。 

土屋課長   浅科支所については３施設を複合化することになります。統合し、残った施設を次

にどうするか、例えば、民間で使いますという話になれば貸す、古すぎてだめなもの

は壊す、壊した後の更地については、市で必要なければ売る、それは持っていなけれ

ばならないということになれば貸す、また、統合した施設以外に必要な施設が出来れ

ばそれに使う、といったように、その時々で、いろいろなものを広く見て、様々な可

能性に使っていかなければならないと思います。広い土地が余れば企業誘致というこ

とも考えられます。当然、都市計画の決定がありますので、住宅専用地には工場は建

てられませんけれども、そういったところも見ながらいろいろなことで有効活用して

いかないといけないと思っています。 

委  員   そうでしょうね。今やっている中で、管理上のコントロールしているものは何かあ

るのですか。 

佐藤部長   今、委員さんがおっしゃられたことは、非常に大きな課題になっておりまして、施

設の統廃合を進めましょうということで、積極的にしております。後利用をどうする
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かということは大きな課題となっていまして、基本的に整備する段階で、例えば、消

防署がありますが、消防署を建てる前は研修センターでした。研修センターが古くな

っているからどうしようか、消防署が古くなっているからどうしようかということ

で、消防署を研修センターの場所に移して、研修センターの代わりに創錬センターを

造りました。総合体育館の横にある市民武道館をそのまま建て直すのではもったいな

いので、県に県立武道館はできないかということで誘致をし、土地を用意して、そち

らに移す。そうすると、市民武道館の場所が空き、そこは隣が消防署であり、訓練機

能が必要なので、今度は訓練センターを造る。ということを最初の段階で想定をしな

がら進めているということが現実にはございます。 

ただ、それだけでは足りないので、今年からですけれども、公共施設適正化推進係

という新しい係を設け、行革担当と兼務させて、そこでコントロールしていくように

するということで、先程の浅科支所等についても、一緒に関わりながら、そういうも

のを進めましょうということで取組んでいるところです。 

委  員   統合して１つにしたということは良いのですが、残った施設をどうするのかという

のが。 

佐藤部長   浅科も統合するのですが、じゃあどうしようかと。民間に売りましょうか、という

活動もしてはおりますが、なかなか売れないというところもあります。 

委  員   そこなんですよ。すぐに結論が出る問題ではないけれども、こういう状態で今こう

なっていますということを誰が見てもわかるような状態にしておいたほうが良いの

ではないでしょうか。 

佐藤部長   公共施設マネジメントの計画は４０年先に向けた計画ということで、行政がこれま

で持ってこなかったような長期計画でありますので、組織を作ったのはひとつの解決

策になるのかなというところなのですが、様々な方法を見つけて検討していきたいと

思います。 

委  員   分かりました。お願いします。 

委  員   ちょっとお尋ねしますが、駒場公園の近くに武道館が予定されていますね。その総

工費用が約４０億円という数字を聞いていますが、その数字が大きいのか小さいの

か、素人判断ではわかりませんけれども。 

あと、子供達が使用している体育館ですが、今、災害が起きている時代なので、避

難場所として体育館を利用するというケースも出てくると思います。現実問題、体育

館にはエアコンが入っていない所が非常に多いです。武道館に大きな金額を使う分

を、少しは体育館のほうに回してエアコンを付けていただきたい。猛暑の時代になっ

てきているので、何かあった時にそこに避難してきた人たちが、体育館にいること自



9 

 

体が苦痛になっては、何のための避難かわかりません。武道館に４０億円というのは、

そんなに立派な施設が必要なのかなとちょっと疑問に思いましたので。まず、避難場

所が先ではないかと思いましたのでお聞きしました。 

土屋課長   武道館については、県立になりますので、市でも一部を負担させていただきますが、

県の事業になります。防災機能を備えるということで、県立武道館には空調は入りま

す。市の体育館にはエアコンが今のところないということで、市内で一番大きな体育

館である総合体育館では、避難所となった場合に備え、空調を入れるということで、

今年度設計をやっているところです。最近、猛暑となる日が多く、特に雨水の災害に

ついては夏場が多いということで、そうしたことを始めております。 

委  員   統廃合して、残された施設をどう使うというところまで、企画があって、だから統

合してこの施設はこういうふうに利用されます、というところも示していただける

と、市民としてはとても納得がいくところです。やはり、残されたところがどうなる

のだろうとか、言ってみれば使うのに不便だったりすることもあるので、その活用を、

こんなかたちで考えているというところまでお示ししていただければ、市民としては

とてもありがたいなと思いますがいかがでしょうか。 

土屋課長   非常に難しい理想ではありますが、先程の消防署のように全部回す施設が決まって

いる状態で、そこを移していくということが決まっていれば良いのですが、中には、

その時には決まりきらないものもあります。その辺までお示しできれば一番良いので

すが、なかなか難しい部分もありますので、その時々に出せるところまでは、企画と

しても係わっていきますので、ご理解いただければと思います。 

       機能としては、一旦は新しいものに移りますので、そうすると距離が遠くなるとい

うことはあるかもしれませんが、機能的には使いづらくならないようには考えますの

で、そういったことだけはご理解をいただければと思います。 

委  員   ありがとうございました。難しいことは重々承知で挙げさせていただきました。 

       例えば、浅科のように同じところに建つのであれば良いのですが、新たに購入して

建てるということになると、残された建物、土地はどうなるのだろう、というところ

は市民としては不安なところであるわけです。あるものを活かすかたちをできるだけ

考えて進んでいただけたらありがたいと思っております。よろしくお願いします。 

委  員   公共施設マネジメントの計画はどのような位置づけなのかということと、それから

一番は市民合意、それからあと議会もあると思いますけれども、市民合意は当然して

いかなければならないですけれども、議会も無視は出来ない訳でありまして、議会の

中でもただ報告しただけなのか、ちゃんとした議案として何か決議されているのかと

いうことと、それから、計画は往々にして、言ってみれば努力目標で終わってしまう

ということがある場合もあるのですけれども、やはり市民や議会の同意、庁内の中で



10 

 

もそうだと思うのですけれども、個別計画についてはこれから立てるということです

が、個別計画ということになると、これは市民の皆さんかなり議論があるところだと

思います。この個別計画については、公表と言いますか、どこかで、例えば担当が２

０％削減だとか、機械的にこのようにしましたよということでは済まないという気が

します。合併によって合理的になって、本当に無駄な施設があるとすれば、市民の皆

さんにとってはそれぞれが必要で、便利な施設ということになれば、非常に難しい話

ですけれども、先程の前段の上位計画の問題と、それから個別施設計画について、公

表されてこれから具体的に議論がされた上で決まるのか、庁内のあくまでもこの計画

を基にした、言ってみれば公表できないような計画になるのか、経過と今後の進め方

についてお聞きしたい。 

 遠藤係長   公共施設等総合管理計画につきましては、議会へ報告をさせていただくというかた

ちとしています。議決まではいただいていない状況ですけれども、全員協議会で報告

させていただき、ご質問、ご意見等をいただき、そちらも含めたうえで策定を行った

という経過があります。個別計画については、総合管理計画で設定した目標を基に、

それぞれの施設がどのようにしていくかというようなかたちになっています。実際の

ところ、既に浅科支所建替えの関係につきましては、個別施設計画の策定をしており、

公表する予定です。国からの通知により、個別施設計画についても公表することにな

っていますので、公表できるかたちを想定しなければいけないと考えています。その

ため、この施設をいつまでに絶対潰すといったような表現になるかというと、それは

なかなか難しいのではないかと考えています。個別施設計画の策定については、県の

市町村課の担当と話し合いをしながら、進めていくことになりますが、表現としまし

ては、総合管理計画と同じように少し柔らかな表現、施設を特定することなく、他の

施設と統合していくとか、指定する目標値を達成するための手法的なものを提示して

いき、その内容に沿って行われた場合についての経済的効果をお示しすることが個別

施設計画の中ではメインになってくるかと考えています。 

個別施設計画そのもの自体の中では、あまり具体的なかたちを示すのではなく、方

向としては減らしていきますよということを示していくべきと考えています。個別施

設については、それぞれの特性があるので、その施設が対応できるようなかたち、例

えば、学校等では面積を減らすことが不可能だった場合については長寿命化などの手

法があります。すべてを企画課で決められるかというと、そこまでのノウハウはあり

ませんし、施設の特性を考慮していかなければいけないので、担当課に考えてもらう

ということも大事だと考えております。あえて個別施設計画を担当課に作らせるとい

うものは、市の施設を減らしていかなければいけない、今まで右肩上がりの中で、ど

んどん担当課のほうで施設を増やしていって、機能を充実していきなさいという時代

でしたが、今はそれとは真逆で、増えすぎた施設を適正なかたちにしていこうという

ことを、担当課自体が考えなくてはいけないと。そういった発想の転換をしていただ
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きながら、市民の皆さんにご納得いただけるようなものをお示ししなければいけな

い。説明する義務とスキルを高めるという意味合いを含めて、担当課のほうでやって

いただきたいと考えています。しかし、ただやって下さい、というのではなく、その

道筋を企画課のほうでも、庁内でどのような体制で作っていったら良いか、通知等と

して担当課のほうに投げかけるように、試行錯誤しながらつくっているところです。

それができましたら、庁内に通知し全庁的に対応していきたいと考えております。 

土屋課長   議員さんのほうでも、議会で公共施設マネジメント特別委員会が昨年立ち上がりま

して、議会でもこちらとは別に検討を進めるというようになっています。特別委員会

ですからいろいろな提案もございますし、そういったかたちでやっております。 

委  員   公共施設適正化推進係というのは４０年間ずっと残っているのでしょうか。時期が

過ぎ、計画が過ぎたら、あとはどうなるのでしょうか。 

土屋課長   組織ですので、その時代によってできたり、不必要になったりする場合もあるかも

しれません。他市の例ですと、財産管理課に技師が所属し、財産を管理しながら、建

物についてはそこの承認をとらないとできないということがでてきていますので、ど

ういう課の形態になっていくかというのはまだはっきりしていません。 

佐藤部長   市の組織ですので、係が残るというところは何ともいえないところですけれども、

公共施設に関するマネジメントの業務を明確に打ち出しましたので、その係になるの

か室なのか、もしくは行革係の中にその業務を入れるのか、いろいろな考え方がある

と思いますけれども、これを担当する業務というのは明確に打ち出していますので、

それは残っていくと思います。それが４０年なのか２０年なのかはここでは何とも言

えませんけれども。 

委  員   ２９年度の実施内容で、研修を行ったということですが、この「策定について理解

を深めるとともに意識の共有」とは、具体的にどういうことなのか、簡単に教えてい

ただきたいと思います。というのは、申し訳ありませんが私は途中から委員の委嘱を

受けたため、去年の状況を全く踏まえていないのですけれど、公共建築物の削減目標

というのが２０％というので、もちろん国の指導というか方針といったものがあるの

でしょうけれども、２０％というものをあまり前面に出して、職員全体に２０％削減

する、というような意識の共有をされるということは、ものすごく危険な事だと思い

ます。公共施設が６７８施設もあるということで、その一つ一つきめ細やかにという

のは難しいことかもしれませんけれど、一つ一つの施設は先程も委員さんがおっしゃ

ったように、その施設が造られた時には、やはり必要があって、地域の方々の利便性

のために造られた施設であったはずで、今現在、確かに将来に負担を残さないという

ことで、削減しなければならないということは分かりますけれども、それはやはり一

つ一つきめ細やかにやるべきもので、２０％というものをあまり表に出してしまう
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と、全く削減しなくても良いものに、無理してどこまで削減しようとか、逆にこれは

７０％無くていいよね、というようなものでも、削減２０％だからこれだけやってお

けばいいよ、みたいなかたちになり兼ねないと思うので、もう少し丁寧に、もちろん

時間のかかることだし、職員の皆さんの手間もかかれば、費用もかかることかもしれ

ませんけれども、十把一絡げに市内５か所で説明致します、のようにアリバイ証明み

たいな、ただ行って、ほんとにわずかばかりの人達、しかも市内の５か所とかいう、

これで良いのでしょうか、というようなところでおおまかなところだけ説明して、は

い、これで説明会しました、というようなことでは、特に個別ということになると、

済まないことだと思います。やっぱりひとつひとつの施設に、利用者がたとえ１００

人いれば、５０人は将来のことを考えれば無くてもしょうがないよね、と思う人、ま

た５０人は無ければ困るよね、という人もいるわけですから、そこの中の調整という

のは、きめ細かにやるべきで、そのためにはそれぞれの施設の地域ごとに、議員さん

が皆さんにいろいろ説明をして、一緒になって一つ一つに対して、反対の人にきちん

とした説得ができるようなことをやっていただきたいなと思います。 

土屋課長   ありがとうございます。市も利用者がどのように考えていらっしゃるのか大事だと

思っております。公民館などは、検討委員会を必ず立ち上げて、利用者の方が使いや

すいものにしたいということで、説明会を何度も行っています。浅科の件はもちろん、

それ以外の公民館も建替えが進んでいますが、それについても地元の方、使用者の方

たちのご意見をすり合わせながらやってきておりますので、やはりそういったやり方

というのが一番大事ではないかと思っています。 

委  員   とにかく、説明会をもうちょっときめ細やかにやっていただきたいです。佐久市で

４、５箇所だけというのはあまりにもお粗末だと思います。 

佐藤部長   委員さんがおっしゃられたとおり、建物を建てた時の必要性と、今の必要性とこれ

から先の必要性、社会情勢も違ってくると思います。４０年前に絶対必要だと思って

建てたものが、もしかしたら今１００人の人しか使わないかもしれない、その時にど

うしたらいいのだろう、というのは、使っている１００人の方と、相談して、意見交

換しなくてはいけないでしょうし、使わない市民の方とも意見交換しなくてはいけな

いと思います。それが、５箇所が良いのか１００箇所で良いのか、色々なやり方があ

ると思いますので、大事なのは今の時代の必要なところで、この先必要なのかどうな

のかということを十分意見交換して、対応していくということが大事だと思っていま

す。色々なやり方がある中で、基本計画を作って、ただ廃止するのではなくて、民間

にやってもらうといったことも考えに入れながら、どういった手法をとりましょうと

いったことをしていますので、またそういう目でご意見をいただければ、大変ありが

たいと思っていますので、よろしくお願いします。 
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会  長   その他に何かございますか。 

【委員から意見等なし】 

 

（２）委員会としての評価について 

 【評価の決定方法について事務局から説明】 

 【委員から質問等はなし。事務局の説明のとおり決定することで了承。】 

 

○【１ 駒の里過疎対策プロジェクト支援事業】（望月支所） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「現行どおり」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【３ 小中学生の健康管理事業】（国保医療課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「縮小」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【４ 佐久市メガソーラー発電事業】（環境政策課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「現行どおり」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【５ 農業生産振興事業（学校給食応援団）】（農政課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「現行どおり」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【６ 商業振興事業（商業施設管理運営事業）】（商工振興課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「手法等の見直し」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【７ とうかい防止事業】（建築住宅課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「現行どおり」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【８ 文化振興推進企画事業】（文化振興課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「現行どおり」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 
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○【９ 市民創錬センター管理運営事業】（中央公民館） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「現行どおり」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【１０ オールマイティ１年生事業】（子育て支援課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「手法等の見直し」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

○【２ 公共施設マネジメント事業】（企画課） 

 【委員会の評価について審議】 

 【「拡充」を委員会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承。】 

 

 会  長   事務局から説明がありましたが、何かご意見等がありましたらお願いします。 

 【委員からの意見等は特になし】 

 

≪その他≫ 

【事務局から、事務事業外部評価の今後の予定として、市の対応方針を決定後、委員の皆様に報告の

うえ、公表することを報告】 

【企画部長より、委員任期満了にあたりあいさつ】 

 会  長   何かご質問等はありますでしょうか。 

 【委員からの意見等は特になし】 

 会  長    本日の会議事項はすべて終了しました。委員の皆さん、大変ご苦労様でした。 

  

≪閉会≫ 

 

 


