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第３回佐久市行政改革推進委員会【7月31日（火）】

　外部評価対象事業への質問に対する回答資料

外部
評価
番号

事　務　事　業　名 所　管　課 時　間
該当
ページ

12 街路整備促進事業 建設部都市計画課 1：30～1：45 1～3

7 福祉会館管理運営事業
環境整備推進局
生活環境課

1：45～2：00 4～8

13
下水道使用料・受益者負担金賦課徴収事
業

生活排水部業務課 2：00～2：15 9～14

14 合併浄化槽普及促進事業
生活排水部下水道管理
課

2：15～2：30 15～18

2：30～2：40

15 臼田簡易水道管理事業 臼田支所市民福祉課 2：40～2：55 19

16 望月医師当番制事業 望月支所市民福祉課 2：55～3：10 20～21

17 望月土づくりセンター管理運営事業 望月支所経済建設課 3：10～3：25 22～25

18 奨学金貸与事業 学校教育部学校教育課 3：25～3：40 26～31

3：40～3：50

19 学校給食センター管理運営事業 学校教育部学校給食課 3：50～4：05 32～35

20 海の家開設事業 社会教育部体育課 4：05～4：20 36～38

21 政治・選挙に係る常時啓発事業 選挙管理委員会事務局 4：20～4：35 39～47

休憩

休憩

資料 １ 

（第3回委員会） 



外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 １２

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

2

１．事業概
要
【事業内
容】

12-1

3
４．今後の
方向性

12-2
今すぐ整備する必要な
路線はありますか。

　対象６路線のうち、５路線は既に整備を行っており、早
期完成を図っていくことが適当と考えています。また、事
業化されていない１路線（大沢太田部線）については、
今すぐ着手する必要があるかどうかも含めて検討してい
るところです。

事業化されている各路
線の進捗状況は、また、
各地元協議会の活動状
況について知りたい。

　各路線の進捗状況を平成23年度末までの事業費を全
体事業費で除したパーセンテージで表すと、堰端線
0.0％（今年度より新たな工区に事業着手したため。）、
富岡踏切84.7％、御代田佐久線6.7％、国道142号
80.4％、大沢太田部線0.0％（事業化になっていない。）、
跡部臼田線3.1％となっています。
　各協議会の活動として、事業計画に対する、地元住
民・関係者の意見、要望等の取りまとめ、事業主体と地
元との連絡調整、関係機関への事業推進の要望活動
や、道路が整備されると、どんな効果があるのか、地域
がどう変化するのかなどの理解を深めて事業を推進す
るため、勉強会や先進地視察などを行っています。
　また、整備路線の植栽の手入れをしている会もあり、
事業完了後に地元による植栽管理につながっている例
もあります。

　　　街路整備促進事業

　　　建設部都市計画課

質問内容 回答

1.都市計画道路建設促
進のための活動とは具
体的にどんな活動か。ど
のように使われている
か。

　具体的な活動として、事業計画に対する、地元住民・
関係者の意見、要望等の取りまとめ、事業主体と地元と
の連絡調整、関係機関への事業推進の要望活動や、道
路が整備されると、どんな効果があるのか、地域がどう
変化するのかなどの理解を深めて事業を推進するた
め、勉強会や先進地視察などを行っています。
　また、整備路線の植栽の手入れをしている会もあり、
事業完了後に地元による植栽管理につながっている例
もあります。
　支出の主な内容とすると、実際に経費として表れてこ
ない活動を除いた、総会・説明会を行うための会議費
や、勉強会・先進地視察を行うための事業費などとなっ
ています。
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協議会名 事業対象路線 事業主体 事業延長 事業期間
全体事業費
（百万円）

H23末までの
事業費

 （百万円）
進捗率  (%)

都市計画道路御代田
佐久線期成同盟会

主要地方道
佐久軽井沢線

県 Ｌ＝520ｍ 平成23年度～平成26年度 150 10 6.7

国道142号佐久南現道
拡幅推進対策協議会

国道１４２号 県 Ｌ＝3,650ｍ 平成11年度～平成27年度 6,300 5,063 80.4

堰端線拡幅対策協議会 県道上原猿久保線 県 Ｌ＝327ｍ 平成24年度～平成27年度 300 0 0

国道254号富岡踏切周辺
都市計画街路事業促進
同盟会

県道三分中込線 県 Ｌ＝165ｍ 平成20年度～平成24年度 550 466 84.7

大沢太田部線建設推進
協議会

都市計画道路
大沢太田部線

市 － － － － －

都市計画道路跡部臼田
線
拡幅対策協議会

都市計画道路
跡部臼田線

市 Ｌ＝500ｍ 平成23年度～平成27年度 321 10 3.1

【街路整備促進事業】

対象路線進捗状況表

追
加

資
料

番
号

 
１

２
―

１
 

2
 





外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 ７

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1
２．実施結
果【成果指
標】

7-1

2
２.実施結
果【成果指
標・指標】

7-1

3

３.事業分
析
「ニーズの
方向性」

4
３．事業の
見直しの余
地

5
４.今後の
方向性

クリーンセンターの焼却
炉の耐用年数はいつ頃
ですか。
他に新たに焼却施設が
できた場合にクリーンセ
ンターの熱利用による入
浴施設は維持できます
か。

利用者数はここ３年間で
は減少傾向にあるとされ
ておりますが、改善に何
らかの取り組みはされて
おりますでしょうか。また
ＰＲはされておりますか。

　利用者数は、平成１７年の市町村合併時から平成２１
年度まで順調に増加しておりましたが、平成２２年度か
らは減少傾向にあり、原因解明の一つの方法として、利
用者アンケートを実施し、苦情や要望がありました項目
についてできる限り対応をし、より良い利用環境になる
ようにしています。
　ＰＲにつきましては、今後、広報佐久等で周知を図って
いきたいと思います。

新クリーンｾﾝﾀｰ建設に
伴い、クリーンｾﾝﾀｰの廃
止も計画されているとい
うが、具体的な計画内容
はありますか。

　平成２２年の１０月に佐久市、軽井沢町、立科町でか
わされた「新ごみ焼却施設整備に関する基本合意書」の
なかで、新ごみ焼却施設の稼働目標年度を平成２９年
度とし、新ごみ焼却施設の稼働後佐久クリーンセンター
及び川西清掃センターを廃止するとされておりますが、
具体的なスケジュール等につきましては現在のところ未
定であります。

　一般的に焼却施設の耐用年数は１５年を目安とされて
おりますが、定期修繕等を行って機器類の整備をし、現
在まで大きな問題もなく稼働しております。
　福祉会館は、昭和５９年に佐久クリーンセンターが供
用開始するにあたり、余熱利用及び市民福祉の増進を
図るために設置した施設で、現在計画の進められてい
る、新クリーンセンターが稼働後、現在のクリーンセン
ターは解体される予定のため、余熱利用ができなくなり、
全てボイラー燃料で賄わなければならず大幅な経費の
増が見込まれるため、福祉会館のあり方についても今
後、地元の皆さんと協議しながら検討が必要となってき
ます。

利用者数は、研修室利
用者数と、入浴者数の合
計ですか？
研修室利用回数は？
公知されていないと思わ
れるが。
格安は民業圧迫になる
のでは？

　事業評価シートに記載の利用人数につきましては、入
浴者数の集計でありまして、研修室利用回数、人数につ
きましては追加資料7-１のとおりであります。
　福祉会館は、クリーンセンターの余熱を利用し、市民の
皆さんの福祉増進を図る目的で設置された施設であり、
浴室施設規模も比較的小規模のもので、民間事業を圧
迫するものではないと考えます。

　　　福祉会館管理運営事業

　　　環境整備推進局生活環境課

質問内容 回答

利用者数の内訳を浴室
と研修室別に教えてくだ
さい。

　利用者数の内訳につきましては、浴室利用者数を大人
と子供別、研修室を和室と洋室別に集計し、内容は追加
資料7-１のとおりです。
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外部評価番号 ７

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　　　福祉会館管理運営事業

　　　環境整備推進局生活環境課

質問内容 回答

6

平成２３年
度　委託・
指定管理・
補助対象
団体の概
要

7

平成２３年
度　委託・
指定管理・
補助対象
団体の概
要

シルバー人材センターに
対する委託料の算定基
準について説明くださ
い。

　平成２２年度から平成２７年度まで、指定管理者として
（社）佐久シルバー人材センターと委託契約しています。
委託料の算定基準は次のとおりです。
　人件費（作業時間単価×人数×時間×日数（回数））
　事務費（人件費の７％）

委託の内容について

　平成２２年度から平成２７年度まで、指定管理者として
（社）佐久シルバー人材センターと委託契約しています。
業務内容につきましては、
（１）会館使用者の許可に関すること（２）入浴券の販売
に関すること（３）会館使用料の徴収に関すること（４）会
館の清掃に関すること（５）機械室の管理等に関すること
（６）その他会館の管理及び運営上必要な業務

5









外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 １３

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

13-1

2
２．実施結
果
【コスト】

3

２．実施結
果
【成果指
標】

4

２．実施結
果
【成果指
標】

13-2
13-3

5

２．実施結
果
【成果指
標】

6

２．実施結
果
【成果指
標】

9％の未収納要因は何
か?

　「佐久市下水道条例」
他条例の開示指導をお
願いできますか。
受益者負担は当然です
が、節水対策についての
広報活動（佐久水道新
聞等）ＰＲ等の実施。

　収納率は、現年度分98％、滞納繰越分30％、全体で
96％を目標としています。
　現年度分の収納率を100％と出来ない理由は、公営企
業会計のため、毎月の納期限が月末であり、本年度で
すと年度締めが3月31日の日曜日であることから、３月
請求分が4月1日の納期限となります。会計口座に入金
されていないと未納扱いになりその分2％として見込んで
います。

  役務費は平成22年度は郵便料金が9,784,180円でほぼ
9割を占めており、内訳として、下水道使用料の料金の
納入通知書が毎月で、納付書が23,556件、口座振替通
知が132,494件、口座再振替通知が4,627件で、この他
に、督促状が10,834件、催告状の2,876件などでありま
す。また、電話料金として、2回線分の211,994円です。平
成23年度は、それぞれの帳票が増えております。

未納者となっている状況は、失業などの経済的理由が
ほとんどですが、転出などによる請求先不明者、経営不
振、財産なしなど滞納処分する財産がない場合、また
は、滞納処分することにより、生活が著しく窮迫させる生
活保護者等、所得が少なく安定した収入が得られない等
による要因です。

下水道使用料・受益者負担金賦課徴収事業

生活排水部業務課

質問内容 回答

　使用料の滞納件数は、平成19年度14,381件、平成20
年度15,526件、平成21年度18,279件、平成22年度23,226
件、平成23年度は現在決算審査中でありますが減の見
込みです。
また、詳細については追加資料１３－２、１３－３のとおり
です。

収納率の目標は、100％
ではないか。

　佐久市のホームページから、「市政情報」・〈例規集検
索〉で佐久市の例規集が検索できます。この、第9編建
設の第5章第1節が下水道条例です。今回の追加資料に
は、下水道条例及び施行規則の抜粋を添付しておりま
す。
　平成24年４月より下水道使用料金が改定することか
ら、広報佐久２月号、市ホームページや納入通知でお知
らせする中、水の節約が下水道料金の低減につながる
ことについて説明させていただいています。

役務費の詳細

滞納件数はそれぞれ何
件か過去5年間の年度
別件数と累計件数は。

受益者負担金の収納率
が低いのはなぜか。
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外部評価番号 １３

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

下水道使用料・受益者負担金賦課徴収事業

生活排水部業務課

質問内容 回答

7

２．実施結
果
【成果指
標】

13-2
13-3

8

２．実施結
果
【Ｈ23実施
内容】

9

２．実施結
果
【Ｈ23実施
内容】

10
３．事業の
　　分析

11

12

４．今後の
方向性【今
後の取組
方針】

13
４．今後の
　　方向性

　平成22年度の不納欠損額は使用料では11,693,706
円、1,462件で、受益者負担金では28,936,141円、124件
でありました。
　平成23年度につきましては、決算審査中であります
が、使用料は増、受益者負担金は減の見込みです。
　また、詳細については追加資料１３－２、１３－３のとお
りです。

　収納率向上のための４
回の滞納整理とフレック
ス勤務による成果

　下水道処理施設の統
廃合計画の開示指導を
お願いできますか。
〈施設の老朽化に対する
対策等〉

　生活排水処理施設の統廃合は、処理施設の老朽化に
よる改築更新の財源確保など、安定した事業運営が図
られるための統廃合計画に基づき、計画決定区域の変
更と、事業認可の更新手続きを実施しております。
なお、統廃合計画については、紙ベースの閲覧になりま
すが、生活排水部で行います。

　滞納者の内訳で、企
業、個人での割合はど
の位か。

　使用料等徴収事務は
民間委託せず市で行っ
た方法がよいのでは。民
間のノウハウより市で考
えて行動してはいかがで
すか。

　使用料徴収の委託内容につきましては、調定、賦課及
び徴収まででのすべてを委託しております。この委託先
の決定につきましては、数社より業務委託内容について
の提案を頂き、収納率の確保、経費削減などの財政効
果などの点から選定いたしました。
民間のノウハウを活かした提案内容で、今までの実績に
基づいたものでもあります、市職員では異動などによる
継続性が途切れることもありますが、安定した業務が期
待できます。

　民間委託の具体的な
内容はどんなものか。

　使用料の滞納件数は、平成22年度では3,806件です、
この内訳として、法人（企業等）が181件で4.8％、個人が
3,625件で95.2％の割合になっております。平成23年度
は、全体件数が増で、法人（企業）の割合が減、個人の
割合が増の見込みです。

不納欠損処分の件数と
金額

　平成23年度までは、公共下水道事業は公営企業会計
で、特定環境保全公共下水道事業は特定環境保全公
共下水道事業特別会計で、農業集落排水事業は農業
集落排水事業特別会計で、生活排水処理事業は生活
排水処理事業特別会計の4事業4会計でした。平成24年
度より上記4会計が「下水道事業特別会計」として公営
企業会計へ一本化となります。

　平成23年度の部内一斉滞納整理は、受益者負担金を
中心に年4回実施いたしました。
成果としては、
8月　　依頼額　10,582,900円　収入額　238,830円
10月　依頼額　 9,513,679円　 収入額　445,140円
11月　依頼額　　7,719,869円　収入額　108,940円
2月　　依頼額　14,936,849円　収入額　543,570円
でありました。
フレックス勤務による成果ですが、専任徴収員が勤務体
系を組み、3,472件で、30,916,765円の収納額でありまし
た。

　４事業の特別会計を一
本化するとあるが４会計
の一本化ですか。

10



11 

 

 
 
佐久市下水道条例 抜粋 
 
 
（使用開始等の届出） 

第 24条 使用者が公共下水道等の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に
休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところ
により、その事実の発生と同時に、その旨を市長に届け出なければならない。 

 
（使用料の徴収） 

第 25条 市長は、公共下水道等の使用について、使用者から使用料を徴収する。 
２ 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月に徴収する。ただし、市長が
認めたときは、毎月徴収することができる。 

３ 使用料は、前項の月の末日までに納入しなければならない。 
４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、使用休止、使用廃止等があったときは、使用
料をその都度徴収するものとする。 

５ 前３項の規定にかかわらず、市長は、公共下水道等を一時使用させる場合におい
て必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、
使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道等の使用を
廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。 

 
（使用料の算定方法） 

第 26条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水又は生活排水の量
に応じ、次の表に定めるところによる。 

種別 
基本使用料 従量使用料（１ｍ３につき） 

料金 汚水又は生活排水の量 料金 

一般用 1,260円 

０ｍ３を超え５ｍ３まで 126円 
５ｍ３を超え 10ｍ３まで 147円 
10ｍ３を超え 20ｍ３まで 168円 
20ｍ３を超え 30ｍ３まで 231円 
30ｍ３を超え 50ｍ３まで 252円 
50ｍ３を超え 100ｍ３まで 273円 
100ｍ３を超え 300ｍ３まで 294円 
300ｍ３を超え 500ｍ３まで 315円 
500ｍ３を超えるもの 336円 

公衆浴場用 1,260円 １ｍ３につき 
 

２ 使用者が、排除した汚水又は生活排水の量の算定は、次に定めるところによる。 
(１) 水道水を排除した場合は、佐久水道企業団水道条例（昭和 48年佐久水道企業団
条例第２号）の規定により計量し、又は認定した水道の使用水量とする。ただし、２以
上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の
使用水量を定める必要があるときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市
長が認定する。 

(２) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者
の使用の態様を勘案して市長が認定する。 

(３) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共
下水道等に排除する汚水又は生活排水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規
則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道等に排除した汚水又
は生活排水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から
起算して７日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前２号の
規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚
水又は生活排水の量を認定するものとする。ただし、規則で定めるところにより、量水
器を取り付けて計量するときは、この限りでない。 

３ 使用者が使用月の中途において公共下水道等の使用を開始し、休止し、若しくは廃
止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、使用日数が 15日未満のも
のについては、基本使用料を２分の１とする。 
 

追加資料番号 １３－１ 
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佐久市下水道条例施行規則 抜粋 
 
 

第２条 条例第２条第 15号に規定する１使用月の始期及び終期は、佐久水道企業団
水道条例（昭和 48年佐久水道事業団条例第２号）に定める定例日（水道料金算定の
基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいい、定例日が２か月以上にわたるとき
は、その間の各１か月を経過した日）に始まり、次の定例日に終わるものとする。 

２ 水道水以外の水を使用した場合の１使用月の始期及び終期は、前項の規定に準ず
るものとする。 

 
（使用料の納入通知等） 

第 15条 市長は、使用料の納入通知をしようとするときは、下水道使用料納入通知書
（様式第 11号）を作成し、遅くとも納期限の 10日前までに使用者又は総代人（以下
「使用者等」という。）に交付しなければならない。ただし、使用料を口座振替の方法に
より納付するものについては、下水道使用料納入通知書兼口座振替額のお知らせ
（様式第 12号）でこれに代えることができる。 

 
（使用料の納付方法） 

第 16条 使用者等は、使用料を納付する場合においては、前条の規定による納入通
知書により、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関等に払い込まなければならな
い。 

２ 使用者等が使用料を口座振替の方法により納付しようとするときは、佐久市税等口
座振替納付制度実施要綱（平成 17年佐久市告示第７号）の例によるものとする。 

 
（使用料の直接収納） 

第 17条 出納員又は現金取扱員は、使用料を直接収納したときは、佐久市財務規則
（平成 17年佐久市規則第 39号）の例によるものとする。 

 
（過誤納金の取扱い） 

第 18条 市長は、使用料等の過誤納に係る徴収金（以下「過誤納金」という。）があると
きは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者等に係る徴収金があるときは、
過誤納金を充当することができる。 

２ 前項の規定により過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、遅
滞なく当該使用者等に通知するものとする。 

 
（使用料の算定期間及び汚水又は生活排水の量） 

第 19条 条例第 26条に規定する使用料の算定は、佐久水道企業団水道条例第 36条
の２に定める期間及び水量の例による。 
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下水道使用料収納内訳

調定額（円） 調定件数（件） 収納額（円） 収納件数（件） 未納額（円） 未納件数（件） 収納率（％） 欠損額（円） 欠損件数（件）
年度

計

滞納繰越分
Ｈ20年度

現年度分

計

滞納繰越分
Ｈ19年度

現年度分

滞納繰越分
Ｈ21年度

現年度分

計

滞納繰越分
Ｈ23年度

現年度分

計

滞納繰越分
Ｈ22年度

現年度分

計

966

6,996,052 966

11,663,706 1,462

11,663,706 1,462

不納欠損

8,719,422 879

8,719,422 879

6,996,052

5,827,538130,424,735 92.8014,381 815

96.805,780

8,961 5,827,538 81510,348 33,218,159 1,387 76,279,081 30.34

収納内訳

1,701,623,316 158,549 1,647,477,662 153,129 54,145,654 96.825,420

109,497,240

1,791,686,017 147,235 1,734,280,642 141,455 57,405,375

1,811,120,556 158,549 1,680,695,821 153,129

1,916,283,214 147,429 1,767,069,480 146,090 149,213,734 92.2115,526

124,597,197 13,566 32,788,838 4,635 91,808,359 26.329,746

142,217,682 14,560 37,314,667 3,282 104,903,015 26.2412,244

1,830,759,591 154,150 1,771,921,255 148,115 58,838,336 96.796,035

1,885,937,607 159,037 1,825,414,930 152,929 60,522,677 96.796,108

1,972,977,273 154,323 1,809,235,922 151,397 163,741,351 91.7018,279

2,040,964,696 159,271 1,867,051,187 154,090 173,913,509 91.4823,226

155,027,089 17,400 41,636,257 1,161 113,390,832 26.8617,118

決算審査中のため掲載なし

追
加
資
料
番
号

 
１
３
―
２

 

1
3

 



下水道受益者負担金収納内訳

調定額（円） 調定件数（件） 収納額（円） 収納件数（件） 未納額（円） 未納件数（件） 収納率（％） 欠損額（円） 欠損件数（件）
年度

Ｈ21年度

現年度分

計

滞納繰越分

91.99

計

滞納繰越分
Ｈ20年度

現年度分

計

Ｈ19年度

現年度分

Ｈ22年度

現年度分

計

145,243,020 3,650 133,611,240 3,049 11,631,780

計

滞納繰越分

滞納繰越分

256,591,276

Ｈ23年度

現年度分

28,936,141 124

28,936,141 124

収納内訳

222,813,600 16,731 211,143,490 15,974 11,670,110 94.76

滞納繰越分

不納欠損

601

6,779

708

325,853,226 22,234 221,214,863 16,191 99,184,626 67.896,046

11.255,851

754

96,704,015 5,503 9,189,499 217 87,514,516 9.775,292

928

99,184,626 6,045 11,156,373 195 88,028,253

246,532,720 12,189 15,294,370 94.16

207,280,500 14,562 192,678,230 13,634 14,602,270 92.96

306,465,126 20,607 203,834,603 13,829 102,630,523 66.51

261,827,090 12,892

19,519 253,109,357 12,402 111,348,256 69.457,128

6.425,536

102,630,523 6,627 6,576,637 213 96,053,886 6.416,420

364,457,613

54.866,137

111,348,256 7,128 7,146,666 1,592 104,201,590

10,778 140,757,906 4,641 115,833,370

決算審査中のため掲載なし

追
加
資
料
番
号

 
１
３
―
３

 

1
4

 



外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 １４

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

14-1

2

１．事業概
要
【事業内
容】

3

２．実施結
果
【活動指
標】

4

２．実施結
果
【活動指
標】

5

２．実施結
果
【活動指
標】

6
２．実施結
果【コスト】

浄化槽協会で行っている
管理点検と環境衛生組
合で行っている管理点検
の違いがよくわからな
い。
全て環境衛生組合にま
かせたら支障は。

　環境衛生組合では、汚泥の受入れ処理を行うのみで、
合併浄化槽の保守点検や清掃は行っていません。
　佐久市浄化槽協会では、浄化槽管理士や廃棄物処理
の資格を持った専門の業者が会員となり、協会員の浄
化槽の保守点検や清掃を行っています。

本来必要な浄化槽設置
数に対する実績件数の
割合を管理指標としたら
どうか？

　浄化槽の整備区域は、下水道の整備計画区域以外と
なるため、下水道の整備計画区域が見直される度に変
わってきます。また、住宅の増改築のほかに新築に合わ
せた浄化槽設置が相当数あるため、浄化槽設置の必要
数の把握が難しい状況にあります。
　そこで、浄化槽の必要設置数が流動的であったり、既
存住宅の建て替えと新築の把握が困難であることから、
管理指標については補助金交付によって設置された浄
化槽により、どれだけ水洗化が図られたかという考え方
で累計数値を管理指標としているところですが、事業達
成度を把握する上では達成割合を表示することが望まし
いと思いますので、来年度に向けて検討させていただき
ます。

対象世帯、地域はどの
程度あるのか。
実績を累計とした理由
は。

浄化槽設置基数　3,802
浄化槽協会加入　2,815
（【事業内容】に記載）
この差、約1,000基の維
持管理はどのようにして
いるか。

　佐久市浄化槽協会に未加入の浄化槽は、使用者個人
が維持管理していることになります。
　なお、佐久市浄化槽協会では、適正な維持管理のお
手伝いをしていますので、広報佐久９月号において、佐
久市浄化槽協会への加入案内を掲載予定です。

24年度（予算）の需用費
が、22年度（決算）と23年
度（決算）よりかなり多額
ですが、理由は何です
か。

　　　合併浄化槽普及促進事業

　　　生活排水部下水道管理課

質問内容 回答

浄化槽設置の対象範囲
と未設置対象戸数は。

　佐久市の生活排水処理方法は、下水道と浄化槽の２
つに区分されるため、浄化槽の整備区域は、下水道の
整備計画区域以外となります。（下水道と浄化槽の整備
区域は追加資料１４－１のとおりです。）
　また、平成23年度末の浄化槽整備区域内の未設置戸
数は、786戸となっています。

　浄化槽事業は、これまで下水道等の事業とともに特別
会計で経理されていましたが、平成24年度から一般会
計に移行しました。これにより、下水道と浄化槽の経費
区分を見直す中で、車両経費を浄化槽事業の経費とし
て予算化したことから、需用費の燃料費4万円と修繕料
13万円が増額となったものであります。
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外部評価番号 １４

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　　　合併浄化槽普及促進事業

　　　生活排水部下水道管理課

質問内容 回答

7

8 14-2

9

10

11

佐久市浄
化槽設置
整備事業
補助金交
付要綱（抜
粋）の別表

　佐久市浄化槽協会への関わり方は、市職員が協会事
務局の事務を行い、併せて、補助金を交付しています。
　ここで見直しの検討対象となっているのは、①市職員
が団体等の事務局事務を行っていること、②補助金交
付要綱では、当該年度の運営事業に要する経費を補助
対象としていますが、実際には協会が浄化槽設置者に
交付する清掃費補助金8,000円を対象経費としているこ
と、の２点です。

補助金の推移をご提示く
ださい。（佐久市浄化槽
協会運営事業補助金に
ついて）

佐久市浄化槽協会運営事業補助金の推移については、
追加資料１４－２のとおりです。

佐久市浄化槽協会の運
営事業は平成２２・２３年
度はどんな事業が実施
されましたか？

　浄化槽は個人が設置し、個人が管理を行うものです
が、浄化槽の設置目的である公共用水域の水質を保全
するためには、適正な維持管理が欠かせません。
　そこで、佐久市浄化槽協会では、加入者から会費を徴
収し、浄化槽の保守点検を年４回、水質検査を年１回、
清掃を原則年１回実施することで、水環境の保全に寄与
しているところです。

昭和５３年からの事業で
すが、老朽化した浄化槽
の取り換え費用について
も補助金があるのです
か？

　水洗化を促進するための補助制度ですので、浄化槽
の新設のみが補助対象となります。

別表の補助金の根拠
は。

　佐久市では、浄化槽の設置を行う者に対し、設置費用
の一部を助成しています。
　この助成をするに当たっては、国、県の補助制度を活
用しているため、国が定める補助基準額を基に補助金
額を設定しています。

３．事業の
分析【市関
与の必要
性・事業の
見直し余
地】

４．今後の
方向性【今
後の取組
方針】

佐久市浄化槽協会への
運営への関わり方と補
助金額の見直しについ
て、検討するとあります
が、具体的に説明くださ
い。
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佐久市浄化槽協会運営事業補助金の推移

（単位：円）

年度 市補助金額 総事業費 備考

H６ 0 7,630,377 設立

H７ 1,240,000 24,974,021 総事業費の5％以内

H８ 1,850,000 38,112,633

H９ 2,600,000 52,806,275

H１０ 3,050,000 62,330,526

H１１ 3,650,000 74,552,885

H１２ 4,400,000 88,089,103

H１３ 4,500,000 92,693,868

H１４ 4,000,000 94,262,691

H１５ 3,000,000 78,191,013

H１６ 2,500,000 79,884,262

H１７ 2,500,000 85,880,836

H１８ 2,500,000 88,513,923

H１９ 2,450,000 92,277,124

H２０ 2,450,000 95,237,898

H２１ 2,450,000 100,891,082

H２２ 2,450,000 100,601,348

H２３ 2,450,000 102,602,025

18
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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 １５

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1
1．事業概
要【事業内
容】

 

2

２．実施結
果【活動指
標　成果指
標】

 

3
４．今後の
方向性

使用料金を定額制に設
定した根拠は。

　旧臼田町の簡易給水施設事業は、馬坂簡易給水施設
（昭和59年3月26日竣工）からスタートしており、当時は
水道料金を無料としていたが、その後の社会情勢の変
化により、無料とはいかなくなり、平成12年4月に一口
1,000円＋消費税5%＝1.050円/月ということになりまし
た。（臼田町給水条例第22条）　当時の検討としては、馬
坂簡水は、口径φ 13ミリを使用しており、高齢者世帯が
多いため、10㎥を基準とする現在の佐久水道企業団の
料金表からみても口径φ 13ミリ10㎥では1,155円/月（税
込）となっており、課金を開始した時点の単価は適正
だったと思われます。メーターを設置した場合、馬坂簡
易給水施設のある地域の検針に係る費用及び料金徴
収等事務的業務に係る費用を検討すると、メーターを設
置しても費用対効果が得られないと判断、臼田町給水
条例に基づいて、事業管理されるため、他の簡易水道も
同一の考え方とされました。

水質基準（規格？）に対
する種々の数値や、点
検結果としての不具合件
数に対する改善件数等
を管理指標にした方がよ
いように思う。点検回数
や検査回数は本事業の
目的に対する管理指標
として妥当といえるの
か？

　定期点検や水質検査については、全て適正であり、問
題のない結果として、活動及び成果指標に載せてありま
す。今年度から成果指標の指標説明の内容を「定期点
検や水質検査に異常の無い施設から供給された日数」
と改めたいと思います。水道事業はそこに住む地域住民
に直結した重要なライフラインであり、給水の停止はあっ
てはならない事態である事から給水施設の点検整備を
しっかり行い、故障等の早期発見に努め、年間を通じた
正常稼働に心掛けます。

本久保簡易給水施設に
ついて以前、佐久水道
企業団に移管を断られ
た理由は。そして今後臼
田地区４箇所の移管先
はどのように検討するの
ですか。

　本久保及び３箇所の簡水の佐久水道企業団移管につ
いては、合併前に事務員レベルで検討し打診してみた
が、旧臼田町条例で管理され、一律1,050円の定額使用
料とされており、佐久水道企業団管理とするには、メー
ターの設置や検針、料金徴収のスタイルに変える必要
があり、その費用を捻出することが出来ず、佐久水道企
業団への移管を断念したとの事です。現在もその状況
に変わりありませんが、4施設とも25年以上経過している
事から突発的に起こる故障や修繕にスピーディで的確な
対応及び指示が出せるため、施設管理に長じた技術者
の居る移管先を再度、佐久水道企業団も含め検討した
いと考えています。

　　　臼田簡易水道管理事業

　　　臼田支所市民福祉課

質問内容 回答
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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 １６

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

2

１．事業概
要
【事業内
容】

3

２．実施結
果
【活動指
標】

4

４．今後の
方向性【今
後の取組
方針】

5

３．事業の
分析【ニー
ズの方向
性】

湯沢無医地区出張診療
所
週１回午後２時～４時の
診療業務で４４２千円の
委託料

布施出張診療所
週１回午後１時～４時の
診療業務で１，３２３千円
の負担金

この違いは。

　湯沢無医地区出張診療所の委託料の算定は、　平成
１８年度まで適用されていた県の無医地区出張診療所
運営費補助金交付要綱に基づいた申請書の金額を準
用しています。
１回９，４００円×４７回＝４４１，８００円
　布施出張診療所の負担金の算定は、協議書に基づい
た金額によります。
（１回２６，１００円+旅費８８８円）×４９日＝１，３２２，４１
２円

布施の人／日が尐ない
理由は。

受診者数が毎年ほぼ同
数の状態であることか
ら、維持する。とされてお
りますが、布施出張診療
所の受診者数の１日平
均が尐ないように思いま
すが、この状態は平均的
でしょうか。

徒歩通院者の最長距離
は　　対象地域の高齢化
率は他地区と比較してど
うか。

　徒歩通院者の最長距離は、春日出張診療所０.８０㎞。
湯沢無医地区出張診療所１.０６㎞。布施出張診療所１.
７９㎞です。
　また、望月地区４地区（本牧・布施・春日・協和）の内、
対象地域の高齢化率は、春日地区３２.０%、布施地区３
３.５%であり、医療機関のある他地域の高齢化率は、本
牧地区３３.７%、協和地区２９.８%となります。なお、望月
地区全体の高齢化率は３２.０％です。したがって、対象
地域は高齢化率は高い傾向にあると思われます。

　診療所利用者のほとんどが６５歳以上の高齢者であ
る。平成２３年度の布施地区の高齢者は５１７人、春日
地区の高齢者は７６７人です。このことから、特に布施地
区は他地区に比べて６５歳以上の高齢者となる受診対
象者が尐ないことが要因と思われます。

　　　望月医師当番制事業

　　　望月支所市民福祉課

質問内容 回答

長者原を休止した根拠
は。

　長者原無医地区出張診療所については、旧布施診療
所の甘利医師に委託して行っていましたが、平成１９年
９月に甘利医師が急死された以降は、小川クリニックの
小川医師により、平成２０年４月から月１回（第４木曜日)
の診療業務を再開しましたが、受診者数が４ヶ月で３名
と尐なく、小川医師より診療業務の継続は難しいとの相
談があり、同年１０月よりやむなく休診となりました。な
お、平成２１年には地元の６地区区長及び民生児童委
員・保健補導員との協議でしばらくの間、休止とすること
となりました。
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外部評価番号 １６

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　　　望月医師当番制事業

　　　望月支所市民福祉課

質問内容 回答

6

４．今後の
方向性【今
後の取組
方針】

長者原地区は受診者減
のため休止しているが、
今後のあり方は、地元の
関係者と検討でよいので
すか。

　長者原無医地区出張診療所については、昭和３９年に
地元の要望により、　無医地区出張診療所の定義(医療
機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点と
して、概ね半径４㎞の区域内に人口５０人以上が居住し
ている地域であって、かつ、容易に医療機関を利用する
ことができない地区）に基づき、設置されたものです。
従って、地元住民との関わりの深い区長、保健補導員、
民生児童委員等と検討していくことが妥当と考えます。
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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 １７

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1
１．事業概
要【事業内
容】

2
1．事業概
要【事業内
容】

3 1.事業概要

4

２．実施結
果【Ｈ23年
度実施内
容】

17-1

5
2．実施結
果【事業
費】

6
2．実施結
果【事業
費】

17-2
　追加資料１７－２「佐久市望月土づくりセンター　利用
料、堆肥販売料　年度別決算額」「佐久市望月土づくり
センター利用料金の推移｣のとおりです。

市職員の事業内容
　・望月土づくりセンター運営協議会会議
　・望月土づくりセンターから月例報告による管理運営状
　　況の把握及び、指導・相談
　・地元住民、畜産農家、耕種農家の要望、取りまとめ
　・大規模な修繕
　・望月土づくりセンター使用車両管理
　・指定管理に関する契約、報告
一般市民への販売量
　（区分けが難しいので、自家用野菜用のための購入と
　　想定される袋詰の量）
　H２３販売実績　２４４㌧（１６，２７３袋）

委託料の算定基準につ
いて説明ください。

　過去４ヵ年の実績を平均した利用料、堆肥販売料の収
入と施設維持管理費の支出との差額により算定してい
ます。

完熟堆肥が作物の生育
環境改善や、循環型農
家への目的達成には、
他に何をリンクすればよ
いと思いますか。

　安定的に高品質な野菜生産のためには、地元の原料
による良質な堆肥の有機質施用は欠かせない生産資材
です。有機質の施用は一定量を継続的に施用すること
で効果が継続します。
　農家の高齢化や遊休荒廃地も増加しており、農業活性
化が問題となっています。循環型農業の再生のために
はこの遊休農地を活用することが必要と考えます。

利用料金・販売代金の
推移をご提示ください。

過去５年間の望月地区
の家畜数の推移は。

　追加資料１７－１の「過去５年間　望月地区家畜数の
推移」のとおりです。

　望月土づくりセンター管理運営事業

　望月支所経済建設課

質問内容 回答

センターの処理能力は。

　当初は、加圧混練粉砕装置を使用し、３５㌧／日の処
理能力となっていますが、機械の故障や経費節減（消費
電力が大きい）のため、使用不可となっています。修繕
の予定ありません。

　現在の処理量は、１９㌧／日（年間稼動313日）となっ
ております。

全般的に指定管理者の
元で運営されております
が、市職員の方の事業
内容をお聞かせくださ
い。
一般市民への販売量は
どのくらいですか。
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外部評価番号 １７

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　望月土づくりセンター管理運営事業

　望月支所経済建設課

質問内容 回答

7
2．実施結
果【財源内
訳】

8

2．実施結
果
【Ｈ23年度
実施内容】

9

3．事業の
分析【ニー
ズの方向
性】

4．今後の
方向性【今
後の取組
方針】

10
4．今後の
方向性

11
4．今後の
方向性

12

全体事業費はどのくらい
か。
採算ベースに乗っている
のであれば移管は。

　平成２３年度の収入３６，３２１千円、支出３５，２３７千
円であります。収入には指定管理料１０，０００千円が含
まれているため、採算ベースにあるとはいいがたい状況
です。

一般市販品との差異を
図り、市内全域に広く提
供出来る体制整備はで
きますか。
（コスト・利用効果提示・
パンフレット・JA活用等）

　現在、ＪＡ佐久浅間管内の営農センター、ＪＡ各支所経
済課、JAファーム（駒場）などにおいて販売されており、
市町村別では佐久市、小諸市、軽井沢町、御代田町、
佐久穂町、立科町、東御市北御牧地区において販売し
ています。
　ＪＡにおいても、ＪＡの肥料注文書への記載、地元産有
機堆肥の安全性を提示し各講習会で商品の提案、遊休
地を借受け有機質施用を実施し翌年の作付け圃場の土
づくりの実践、管理運営方法の見直しによるコスト削減
の取組みを行っています。
　今後も市及びＪＡの連携により、多くの市民の方に利
用していただけるようPRに工夫していきます。

畜糞処理の要望が減尐
すると認識されています
が、施設の大規模改修
を実施計画する点の説
明をしてください。

　現状では、利用可能農家が限られているため、畜ふん
処理の要望は減尐していくと思われますが、利用者拡大
のために地元との協定書の内容について今後も協議を
行うにあたり、臭気対策等の改修が必要となっているた
めです。
　また、施設設備はすでに耐用年数を経過し、修理・更
新時期を向かえた機器が多く、施設全体のリニューアル
の必要があるためです。

利用できる畜産農家の
拡大が必要と思います
が、具体的な地元との協
議はどのようになります
か。

　建設時の地元大谷地区との協定書で「望月地区以外
の畜産排泄物の搬入は行わない」として締結しておりま
す。
　利用者拡大のために、今後も地元区との協議をしてい
きますが、臭気対策、周辺道路改良など、多くの課題が
あります。

棚卸１，６１９㌧の処理
は。

　平成２２年度(1,015㌧）と平成２３年度の棚卸量を比較
するとプラス６０４㌧であり、東日本大震災　原発事故に
より販売自粛したことからの影響を受けたと考えられま
す。
　通常は、春と秋に土づくりのため大量に消費されるの
で、秋にはほとんどが出荷され、在庫は無い状況です。

平成２２年度国庫支出金
が平成２３年度になく
なった理由を教えてくだ
さい。

　平成２２年度に堆肥運搬車(1台)更新の購入の財源と
して国庫補助金３，０００千円を活用しました。
　平成２３年度はありません。
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（頭または羽）

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
H19との
対比

◎乳用牛 520 623 619 560 382 73%

肉用牛 1,012 886 959 904 865 85%

養豚 2,655 2,405 2,252 2,455 1,591 60%

採卵鶏 3,000 2,500 3,000 2,500 1,940 65%

◎ブロイラー 60,000 60,000 60,000 52,000 56,000 93%

馬（観光用） 31 31 31 22 20 65%

馬（肥育用） 0 0 0 0 0 -　

めん羊 2 2 15 21 15 750%

山羊 62 62 25 30 80 129%

　　（注）◎は原料となる畜ふん

過去５年間　望月地区家畜数の推移
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追加資料番号 １７－１ 



佐久市望月土づくりセンター　利用料、堆肥販売料　年度別決算額
（円）

１９年度
決算額

２０年度
決算額

２１年度
決算額

２２年度
決算額

２３年度
決算額

利用料 4,669,129 4,462,322 3,193,750 3,318,139 3,379,266

堆肥販売料 15,229,066 13,656,577 13,558,169 15,597,639 11,764,435

佐久市望月土づくりセンター利用料金の推移

使用料金 （円）

1ｋｇあたり
運搬器具料金
1回あたり

1ｋｇあたり
運搬器具料金
1回あたり

水分率70以下 0.20 0.30

水分率71～80 0.30 0.40

水分率81～90 0.40 0.50

水分率91以上 0.60 0.70

1ｋｇあたり Ｈ14.7～現在

0

331

1,063

販売料金 （円、税込）

Ｈ14.7～Ｈ17.8.31 Ｈ17.9.1～現在

10台以下（㌧） 5,775 5,775

11台～30台（㌧） 5,250 5,250

31台以上（㌧） 4,725 4,725

10袋以下（袋） 3,675 3,675

11袋以上（袋） 3,150 3,150

袋詰（40㍑） 1袋以上（袋） 315 336 （袋詰のみ価格改定）

散布料金 （㌧） 1,050 1,050

運搬料金 （㌧） 1,050 1,050

Ｈ14.7～H18.2.28

家畜尿
1.05

運搬器具料金
1回あたり

自己所有バキュームカーで
自分が搬入した場合

センター所有バキュームカーで
自分が搬入した場合

センター所有バキュームカーで
センターが搬入した場合
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Ｈ18.3.1～現在

400400
家畜ふん

バラ

フレコン（1000㍑）

追加資料番号 １７－２ 



外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 １８

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

2

１．事業概
要
【事業内
容】

3

２．実施結
果
【活動指
標】

4

２．実施結
果
【活動指
標】

5

２．実施結
果
【Ｈ23年度
実施内容】

滞納整理回数とあるが、
滞納件数の推移と累計。

滞納状況について

滞納整理回数が増えて
いますが、滞納者が増え
ていると言うことでしょう
か。
滞納されている件数を教
えてください。

　佐久市では、「将来の佐久市に有益な人材の育成を図
る」ということを基底に、就学の意思と能力がありなが
ら、経済的な理由で修学が困難な者に奨学金を貸与し
て、経済的支援を行っています。
　一方、日本学生支援機構や民間等の中には、貸与額
が当市よりも高額であったり、一定の条件を付して給付
型で行っているものや、当市より償還期間が長いものも
あります。
　これら民間等の奨学金制度を活用し、勉学に励んでい
ただく道は幾つかあるわけですが、当市の奨学金制度
は、就学の意思を第一に考えており、無利子の奨学金と
なっています。さらに、例えば年度途中、家庭の経済的
事情等により、奨学金制度を活用しなければ、勉学を断
念しなければならない事態になった場合でも、当市の奨
学金は、年度当初だけでなく、随時受付けていますの
で、お申込みいただくことが可能です。
  このように佐久市では、就学の意思と意欲がありなが
ら、経済的理由により就学困難な方について、奨学金制
度の活用により、一人でも多くの方が勉学の機会を享受
できるよう、今後も継続実施していく必要があると考えま
す。
　しかしながら、近年では、利用者数が減少傾向にある
ことも事実であり、改善すべき点を確認し、有効な制度
になるよう努めます。

回答

　　　学校教育部学校教育課

　　　奨学金貸与事業

本事業の目的から、他に
（国、民間、等）これに勝
る内容の制度があるの
であれば事業見直し、他
に資金を充てることも検
討すべきではないか。

質問内容

滞納繰越件数及び金額については、
平成２０年度は１０件で2,074,000円
平成２１年度は１０件で1,903,000円
平成２２年度は　８件で1,593,000円
平成２３年度は　７件で1,338,000円です。
滞納者と滞納額は減っていますが、それぞれの減少に
努めているため滞納整理回数が増加しています。

奨学金の償還期間は貸
与期間の２倍以内とあり
ますが、この期間の設定
に至った基準をご提示く
ださい。

　現佐久市になる合併前の４市町村における事務事業
のすり合わせにおいて、新市における調整案として３市
町が実施している償還期間（貸与を受けた２倍の期間
内）を用いることとしたため、貸与期間の２倍内となって
います。
  なお、平成２２年の調査結果ではありますが、県内の
大学等高等教育機関に在籍する学生に対して貸与制度
を設けている市１２市のうち、9市が当市と同じ取扱をし
ています。
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外部評価番号 １８

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

回答

　　　学校教育部学校教育課

　　　奨学金貸与事業

質問内容

6
２．実施結
果【成果指
標】

7
２．実施結
果【成果指
標】

8
２．実施結
果【成果指
標】

9

３．事業の
分析
【ニーズの
方向性】

10

３．事業の
分析
【ニーズの
方向性】

11

３．事業の
分析
【市関与の
必要性】

奨学金の返済に当たっては、親権者が連帯保証人と
なっており、本人が返済できない場合には、連帯保証人
に返済をお願いしています。
償還金の督促をしても収納率が上がらない主な理由とし
て、奨学生であった者や連帯保証人の経済的理由が挙
げられます。（奨学生であった者から、償還開始前に「償
還計画」を提出していただきますが、償還月額等の納入
が困難で、償還月額を減らして償還したい旨の相談が
あったりします。）

収納率８８％は低い。
貸与には、両親等の保
証があるのではないかと
思うが。

「平成24年度事務事業
外部評価対象事業シー
ト」の60ページによると貸
与実績及びＨ２４年度貸
与予定は、Ｈ２０年度以
降件数が減少している
のは何故か。ニーズの
方向性の分析と異なって
いないか。

平成２４年度は６月末現
在の利用者数は増えて
いますか？

償還金の督促をしても率
が上がらない理由は。

基金の金額、金額の推
移をご提示ください。基
金の運用についても教
えてください。

２２．２３年度の指標は単
年度か累積か。

単年度の指標を示しています。

　貸与者数については、平成２０年度をピークに新規貸
与者、継続貸与者ともに減少傾向にあります。
　平成２０年度の佐久市内生徒の大学等進学状況を１０
０とした場合、翌年度以降８９．５、　８８．５、　９５．２とい
う動きが見られますことから、進学者数に比例しているこ
とも要因の１つと考えられます。
　平成２３年度から、利用できる学校の枠を、専門学校
にまで拡大したこともありますが、平成２４年度の新規貸
与者数は前年度の新規貸与者と比較して増加している
ことなどから、「ニーズは今後も増える、増えることが予
想される」と考えます。

　新規貸与決定者（随時申請）が１名増加しています。
　このことにより、本年度の新規貸与決定者は８名となり
ました。（昨年度の新規貸与決定者実績は４名）

　基金の残高については
平成２０年度末で106,305,000円
平成２１年度末で107,547,000円
平成２２年度末で113,122,000円
平成２３年度末で114,282,000円です。
　また、基金の運用については、会計局を中心に、公金
管理審査委員会を設置する中、原則として、決済用預金
で管理し、定期預金等により運用しています。その際、
金融機関の民間格付け情報等による安全性を最重視す
るとともに、効率性に配慮して行っています。
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外部評価番号 １８

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

回答

　　　学校教育部学校教育課

　　　奨学金貸与事業

質問内容

12

３．事業の
分析
【市関与の
必要性】

13

３．事業の
分析
【事業の見
直し余地】

18-1

14

３．事業の
分析
【事業の見
直し余地】

18-2
18-3

15

４．今後の
方向性
【今後の取
組方針】

16

４．今後の
方向性
【今後の取
組方針】

　滞納原因の主な理由として、奨学生であった者や連帯
保証人の経済的理由が挙げられます。
　滞納者からは、償還が困難であることを理由に、１回
当たり償還額を少なくして（返納期間の延長）償還したい
旨の相談もあり、事情を把握する中、償還の相談を受け
ています。

　当市の奨学金制度が、多くの市民の皆さんに利用しや
すいよう、今後の奨学金のあり方について検討していき
たいと考えています。

　県内の自治体及び企業等の貸与金額を把握する中に
おいて、貸与金額を検討していきたいと考えています。
また、貸与契約の雛型については、別紙資料１８－２．３
をご覧ください。

県内並びに地域内企業
財団等でこの制度を実
施している団体等があり
ますか。若しあれば企業
財団等との差異は何で
すか。

奨学金の貸与金額の増
額と償還期間の延長と
確実な償還方法で、就
学を希望する家庭に多く
利用されるとよいと思い
ますが。

「新たな滞納者を増やさ
ない」とありますが、滞納
原因は主にどんなことで
しょうか？
滞納者に返納期間延長
等をなされていますか？

「無利子で利用しやすく」
とありますが、無利子＝
利用しやすいとは違うと
思います。この制度の利
用しやすさはなんです
か？

「貸与金額の見直し」に
ついて具体的に検討す
べき事項をご提示くださ
い。
貸与契約の雛型をご提
示ください。

　県内企業においては㈱ツルヤ、長野労働金庫などに
おいて独自の奨学金制度があります。
　当市との差異は、貸与者区分と貸与月額等が挙げら
れます。
　詳細は追加資料１８－１のとおりです。

民間や日本学生支援機構と比較し、
①申請に係る添付書類数が少なく記載事項の簡易さ
②申請期限がなく、随時でも申請できる
③随時申請の場合でも、スピーディーに審査を行うの
　で、年度途中で急に奨学金を必要とする事情になっ
　た場合でも、日数をかけずに対応できる。
④他の無利子の奨学金と比較すると枠が大きい。
といったことなどがあげられます。
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国公立 円

私立 円

円

国公立 円

私立 円

国公立 円

私立 円

国公立 円

私立 円

国公立

私立

※ただし４年間のみ

円

30,000 円

概要　＼　組織

内容

採用枠 予算の範囲内

円

30,000 円

貸与・給与期間

30,000 円

─

その学校における正規の
修業期間（貸与）

30,000

正規の修業期間（貸与）

償還期間
貸与を受けた期間の２倍
の期間内

40,000

─

対象者
及び

貸与等の
月額

─

正規の最短修業年限の
終期まで（給与）

短大

大学

大学
院

奨学生が終了して６ヵ月

利子 なし ─ なし

償還なし 貸与した期間

償還の猶予 奨学生が終了して６ヵ月 ─

高専 国公立

専門
学校

30,000

40,000

35名以内

170名以内

若干名

専修学校生

短大生

若干名

5名程度

10,000 円

30,000

5名程度

5名程度

専門学校

大学生・短大生

佐久市

貸与（返済義務あり）

─

40,000

10,000

高校

15,000

大学生 大学院生

30,000

長野県出身者あるいは長
野県下で食品及びその関
連分野（農業、畜産業、水
産業、食品衛生、栄養、
調理等）に学ぶ大学生、
短大生、専修学校生に対
して奨学金を給与する

形式

高校

30,000

貸与（返済義務あり）

25,000 円

20,000

給与（返済義務なし）

29

財団法人誠志ツルヤ奨学会

長野県労働金庫の会員、構成
員の子弟であり、大学院、大
学、短大、専門学校及び高等
学校に在学または入学見込
者に対し奨学金を貸与する

ろうきん奨学会

県内並びに地域内企業財団等が実施している奨学金制度との比較

30,000

15,000 円

円

佐久市に生活の本拠を有
している者（親権者に市税
等の滞納がない）の子弟
であり、高校、高専、専門
学校、短大、大学生に在
学または入学見込者に対
し、奨学金を貸与する

追加資料番号 １８－１ 
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様式第10号（第16条関係） 

  収 入 

奨 学 金 借 用 証 書                

  印 紙 

平成  年  月  日   

 

   （提出先）佐久市教育委員会 

 

本        人 
住 所

氏 名
           ○印    

 （貸与番号 第    ―    号） 

 

連 帯 保 証 人           住 所               

（親権者又は後見人） 氏 名           ○印    

 

  佐久市奨学生として下記のとおり奨学金の貸与を受けましたが、この度卒業（退学・

辞退）することになりました。 

  ついては、規定に従い、別紙奨学金償還計画書のとおり滞りなく償還します。 

  万一正当な理由なく償還が遅延したときは、その金額につき年14.6％の延滞利息を納

めます。 

     借用金額合計          円  

  保証人は、上記の本人又は連帯保証人が償還義務の履行を怠ったときは、その義務の

一切を継続して履行の責任を負います。 

 

保 証 人 
住 所

氏 名
           ○印    

    

追加資料番号 １８－２ 
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様式第11号（第16条関係） 

奨 学 金 償 還 計 画 書                

 

平成  年  月  日   

 

   （提出先）佐久市教育委員会 

 

住 所            

氏 名           ○印    

  （貸与番号 第   ―    号）  

 

  奨学金の償還は、下記の方法により行います。 

 

 １ 償還額        円 

 

 ２ 償還方法 

  ア 一括払い 

  イ 月 賦   毎回       円ずつ     回 

  ウ 半年賦   毎回       円ずつ     回 

  エ 年 賦   毎回       円ずつ     回 

  （千円未満の金額は、初回に充当します。） 

 

 ３ 償還開始の時期 

    平成   年  月より 

 

 ４ 半年賦又は年賦の場合の償還予定時期 

    ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月 

    10月  11月  12月  １月  ２月  ３月 

   （償還する月に〇印をつけてください。） 

  

追加資料番号 １８－３ 



外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 １９

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

2

１．事業概
要
【事業内
容】

3

１．事業概
要
【事業内
容】

4
２．実施結
果
【コスト】

5

１．事業概
要
【事業内
容】

6
４．今後の
方向性

細菌検査…、消防設備
…、維持管理業務は業
者委託とされています
が、コスト部分（委託料）
に提示されておりません
がどの事業費になります
か。

需用費、役務費の詳細

　ご質問の業者委託業務は予算区分上役務費になって
います。したがいまして事務事業評価シートの「２．実施
結果」のコストの表中、役務費の区分にカウントされてい
ます。
なお、詳細は追加資料１９－１のとおりです。

　他の施設同様、給食ｾﾝﾀーにおきましても施設の老朽
化は避けられず、施設の計画的な改築が大きな課題に
なってきます。その際、ご指摘のように児童生徒数の推
移をはじめとする長期的な見通しの上に立った適切な対
応が必要であると考えます。施設改築までの間の投資
についての基本的な考え方は、施設の修繕時期、機械
備品の更新時期の見極めによる計画的な投資により長
期的なスパンでのコスト節減を基本とし、特に機械備品
類については、汎用性のある機械備品を導入すること
で、改築施設への移設による経費節減を検討していきま
す。
　次に、アレルギー対応食の提供について、南部セン
ター及び臼田センターは、調理スペース等の設備がない
ことから現在提供ができておりません。南部センターに
つきましては、本年度６月議会において、アレルギー調
理室増築の設計委託料に係る補正予算が可決しました
ことから、本年度実施設計、来年度増築工事、工事竣工
後(概ね10月位)からのアレルギー対応食提供を予定し
ています。臼田センターにつきましては、現在牛乳にア
レルギーのある児童生徒に対して代替品としてお茶を提
供していますが、さらに現状の施設の中で、可能な範囲
でアレルギー食対応ができるよう改善を図る努力をして
います。
なお、センター別のアレルギー対応食提供の推移は追
加資料１９－２のとおりです。

19-2
児童数の動向と、各セン
ターの老朽化により、統
廃合が余儀なくされ、検
討を要する時期が来ると
思われるが、その間コス
ト面の節減等で如何なる
方向付けが計画されて
いますか。
＜南部・臼田センターに
アレルギー対応食提供
がない理由、対応食に
付きセンター別の推移提
示＞

アレルギー対応食の提
供を行う。とありますが、
南部センターと臼田セン
ターを除く。とあります。
子供と保護者の気持ち
を思うといかがなもので
しょうか。その理由と改
善方法はどのようです
か。

　　学校給食センター管理運営事業

　　学校教育部学校給食課

質問内容 回答

19-1

佐久市の給食事業の全
体像、将来像は。

共同調理場方式を基本に、下記４点に重点を置いた学
校給食の提供を実施していきます。
①安全で安心な給食の提供
②食物アレルギーへの対応
③地産地消を含む食育の推進
④文部科学省の「学校給食衛生管理の基準」に適合し
た施設整備

城山小学校は今後どう
するのか。

　現在の城山給食施設については、当面の間使用して
いきます。
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外部評価番号 １９

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　　学校給食センター管理運営事業

　　学校教育部学校給食課

質問内容 回答

7

給食費の取り扱いは？
児童家庭での負担であ
れば、その回収率は問
題ないのか？

　給食費は学校長が保護者から徴収する私会計です。
本年５月現在、平成２３年度の給食費の収納率は、
９９．７１％です。
　未納に対しましては、学校長が請求者となり、未納者
への働きかけをするとともに、場合によっては教育委員
会事務局職員も一緒に対応し、滞納整理に努めていま
す。　また、経済困窮者への就学援助費の支給、保護者
の同意を得た上での、子ども手当、児童手当から学校
給食費への充当など、学校、教育委員会の連携により
収納率１００％を目指して取り組んでいます。
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Ｈ２３ 学校各給食センター需用費・役務費決算集計表 単位：千円

項　　　　目 計

◎ 需用費　　計 82,022

消耗品費 14,748

燃料費 24,216

電気料 17,320

上水道料 7,375

その他光熱水費 10,292 都市ガス

修繕料 8,071

◎　役務費　　計 44,052

郵便料 20

電話料 616

主食別輸送料 1,868

給食配送料 21,299

消防設備点検料 125

車体検査料 106

自動ドア保守点検料 252

無人化警備料 680

排水処理施設維持管理料 5,551

施設内消毒防除料 1,425

電気設備保守点検料 816

空調設備保守点検料 3,155

ﾎﾞｲﾗｰ設備保守点検料 1,421

給水設備保守管理料 100

給湯設備保守管理料 273

簡易水道検査料 33

厨房機器等維持管理料 1,074

残滓処理手数料 1,310

ストレージタンク検査料 150

圧力容器検査料 41

小荷物専用昇降機維持管理料 88

テーブルリフト維持管理料 84

エアシャワー保守点検料 254

受水槽維持管理料 117

給食管理ｼｽﾃﾑ保守点検料 450

地下タンク検査料 21

ガラス等清掃料 135

計量器検査料 1

検便料 1,138

衛生検査料他 1,124

タイヤ脱着料 72

自動車損害保険料 253

備　　　　考

内
　
　
　
訳

内
　
　
　
　
　
　
　
訳
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追加資料番号 １９－１ 



  食物アレルギー対応食提供状況

平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度

南部センター ― ― ― ― ―

北部センター 20 15 ― ― ―

臼田センター ― ― ― ― ―

浅科センター 11 14 14 12 5

望月センター 9 9 6 8 6

合計 40 38 20 20 11
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追加資料番号 １９－２ 



外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 ２０

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1
１．事業の
概要【事業
の内容】

20-1

2
１．事業の
概要【事業
の内容】

3

２．実施結
果【Ｈ２３年
度実施内
容】

20-2

4

３．事業の
分析【事業
の見直しの
余地】

5

４．今後の
方向性【今
後の取組
方針】

個人ニーズが多様化し
ていることもふまえ、海
の家だけに補助している
のはどんなものか。　高
速が開通する前から続
いており、そろそろ見切
り時では

　個人のニーズは多様化してきておりますが、海の家開
設事業は『海から一番遠い地点』のある、佐久市民にと
りまして、海水浴や浜辺の自然観察など夏の海への根
強い憧れがあります。海の家は忙しい時代に家族の憩
いの場、浜辺を通した市民との交流の場、周辺の散策
の拠点ともなり、長年、海の家を開設していることから、
市民にとりましては安心して利用できると所と考えており
ます。　次世代の子供たちのためにも『佐久市海の家』
は継続していきたいと思います。

利用金額をもう少し下げ
ていただけると利用者も
増えると思いますが。

　利用金額は、平成８年より据え置きとなっております。
料金の値下げはいそや旅館への賃借料との関係になり
ますので、現状では見直しは考えておりません。

７月１日より８月３１日ま
でとされておりますが、７
月の始め（７月１日～１５
日ごろ）（８月１５日～３１
日）までの利用者はどれ
くらいいるのか。

　宿泊者件数につきましては、７月１日～７月15日はH21
年９人・H22年0人・H23年０人、８月１５日～８月３１日Ｈ
21年２０人・Ｈ22年１７人・Ｈ23年２４人となっております。
浜茶屋利用件数については、集計がありません。

アンケート等を実施し市
民ニーズ等を把握して公
表して頂きたい。

　利用促進をめざし、利用者アンケートを実施しニーズ
等の把握に努め、今後のPR、集客方法を市民と一緒に
考えていきたいと思っております。

7月1日から8月末までの
日による利用者数の推
移を知りたいです。２か
月必要でしょうか。

 浜茶屋利用については、天候に左右されるため、集計
はございません。宿泊者につきましては、別紙追加資料
２０－２のとおりとなります。

　　　海の家開設事業

　　　社会教育部体育課

質問内容 回答
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利用者計

(人）
料金 大人＠３，５００

子供＠３，２００

料金 大人＠４，０００

子供＠３，７００

料金 大人＠４，２００

子供＠３，９００

料金 大人＠４，３００

子供＠４，０００

料金 大人＠４，５００

子供＠４，０００

料金 大人＠５，０００

子供＠４，５００

料金 大人＠５，０００

子供＠４，５００

料金 大人＠５，０００

子供＠４，５００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００

料金 大人＠５，５００

子供＠５，０００
23

316
972 1,288 浜茶屋＠４５０

221 95

22
365

1,365 1,730 浜茶屋＠４５０

244 121

21
307

1,085 1,392 浜茶屋＠４５０

218 89

20
265

1,121 1,386 浜茶屋＠４５０

173 92

19
267

651 918 浜茶屋＠４５０

189 78

18
267

1,001 1,268 浜茶屋＠４５０

188 79

17
321

1,052 1,373 浜茶屋＠４５０

220 101

16
269

964 1,233 浜茶屋＠４５０

179 90

15
234

661 895 浜茶屋＠４５０

155 79

14
283

668 951 浜茶屋＠４５０

200 83

13
303

660 963 浜茶屋＠４５０

207 96

12
356

700 1,056 浜茶屋＠４５０

240 116

11
263

396 659 浜茶屋＠４５０

163 100

10
341

398 739 浜茶屋＠４５０

230 111

9
111

171 282 浜茶屋＠４５０

76 35

8
247

374 621 浜茶屋＠４５０

157 90

7
181

244 425 浜茶屋＠４５０

118 63

6
227

361 588 浜茶屋＠４５０

157 70

5
271

310 581 浜茶屋＠４００

172 99

4
354

357 711 浜茶屋＠４００

211 143

3
330

390 720 浜茶屋＠４００

200 130

2
346

423 769 浜茶屋＠４００

211 134

1
264

397 661 浜茶屋＠４００

171 93

63
301

378 679 浜茶屋＠４００

202 99

佐久市海の家　利用者数の推移

年度
民宿（人） 浜茶屋

（人）
備　考　（料金）

大人（人） 子供（人）

追加資料番号 ２０－１ 



単位：人 大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供 単位：人 大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供

7月1日 8月1日 2 2 2 2

7月2日 8月2日 10 3

7月3日 8月3日 9 2

7月4日 8月4日 2 1 2 1

7月5日 8月5日 8 5

7月6日 8月6日 23 6 4 2

7月7日 8月7日 5 2

7月8日 8月8日 12 3

7月9日 8月9日 5 4

7月10日 8月10日

7月11日 8月11日 4 1

7月12日 8月12日 2 2

7月13日 8月13日 2 1 1 1

7月14日 8月14日 8 1

7月15日 8月15日 8 6

7月16日 8月16日 4 2

7月17日 26 9 8月17日

7月18日 8月18日 2 2

7月19日 8月19日

7月20日 8月20日

7月21日 8月21日

7月22日 2 8月22日

7月23日 5 2 8月23日

7月24日 4 8月24日

7月25日 8月25日

7月26日 8月26日

7月27日 8 5 8 4 8月27日

7月28日 11 5 8月28日

7月29日 5 3 8月29日

7月30日 11 3 3 3 3 1 8月30日

7月31日 14 9 6 2 8月31日

小計 86 36 17 9 3 1 0 0 0 0 小計 104 41 6 4 0 0 5 4 0 0

施設計 施設計

合計 合計

総合計 316

H23年宿泊状況
総合体育館 望月 浅科 臼田支所 臼田運動公園 総合体育館 臼田運動公園

122 26 4 10 0 90 0 145

38

望月 浅科 臼田支所

0

152 164

追加資料番号 ２０－２ 



外部評価対象事業への質問に対する回答

外部評価番号 ２１

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

1

１．事業概
要
【事業内
容】

2

１．事業概
要
【事業内
容】

　政治・選挙に係る常時啓発事業

　選挙管理委員会事務局

質問内容 回答

選挙権のない小中学校
にアンケートや冊子を配
布する意味がわからな
い。

　近年、全国的な傾向として若年層の政治に対する無関
心等を背景に、特に20歳代の投票率の低下が顕著であ
り、佐久市においても深刻な問題となっております。【追
加資料21-1、2参照】　さらには、世代別の人口構成にお
いても、若年層の人口は減尐しています。これらの要因
から、今後若年層の声はますます政治に届きにくくなる
ことが予想され、そのことがいっそうの政治離れを増長
する悪循環が危惧されます。　　そのような状況を踏まえ
て佐久市では、将来の有権者である子どもたちの意識
の醸成を図ることが最重点施策と考えました。そして、そ
の効果が表れるまでに時間がかかるため、早期着手が
必要と判断し、新たな本年度事業として佐久市若年層選
挙啓発事業計画【追加資料21-3、4参照】を昨年１０月に
策定し、平成２４年度の予算計上を行いました。おりしも
総務省の常時啓発のあり方等研究会が本年１月に公表
した最終報告【追加資料21-5参照】でも、近い将来の有
権者である子供たちにも、早い段階から、社会の一員、
主権者という自覚を持たせることが緊急に必要であり、
啓発が必要とされ、これからの常時啓発の柱の一つとさ
れております。
（アンケートについて）
　本年度事業の一つであるアンケートについては、子ど
ものうちから社会を観察し政治や選挙に関心を持つため
には、学校教育の中に政治や選挙に関する題材を提供
して、啓発を図ることが効果的と考え、学校におけるニー
ズ、受け入れの余地などを把握するために実施しまし
た。　６月末締切で実施しましたので、本格的な分析はこ
れからですが、これまで行っていた生徒会長選挙への実
物の投票箱、記載台の貸し出しや選挙啓発ポスターへ
の取り組みについては、潜在的なニーズがあることがわ
かりました。また、今後ニーズがあれば実施を検討しよう
と考えていた出前講座についても、若干ですが受け入れ
の余地はあると考えております。今後、来年度の予算要
求に間に合うスケジュールでさらに分析を進め、来年度
事業に反映したいと考えております。
（冊子の配布について）【追加資料21-6参照】
　これまで、選挙啓発ポスターの募集は、国から県、県
から市町村へとトップダウンで行われており、佐久市とし
てもそれを受ける形で実施しておりました。 しかしなが
ら、子どもたちの意識の醸成の手段としてポスター作り
は、有効な方法であると考え、佐久市として主体性をもっ
て、事業のやり方を工夫しました。これまでポスター募集
は、学校の事務室へ募集要領と画用紙を配布し協力を
依頼していましたが、本年度は、市内小中学校の教頭
先生の会議に、選挙管理員会委員長が出席し口頭で依
頼するとともに、各学校への配布物に啓発冊子を加え、
先生方が授業でポスター作製の取り組みの際に、この
冊子を使って子どもたちの関心を呼び起こしていただく
ような使い方をお願いしたところです。

21-1
21-2
21-3
21-4
21-5
21-6

小中学校にアンケートを
実施するとされておりま
すが、アンケートの活用
方法はどのようにされて
おりますか。小中学校選
挙啓発冊子を配布とされ
ておりますが、必要性の
意味をお聞かせくださ
い。
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外部評価番号 ２１

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　政治・選挙に係る常時啓発事業

　選挙管理委員会事務局

質問内容 回答

3
２．実施結
果
【コスト】

21-6

4

２．実施結
果
【Ｈ２３年度
実施内容】

5

２．実施結
果
【成果指
標】

目標と指標があわない。
あくまで投票率をあげ政
治および選挙に関心を
もってもらうことではない
か。講演会の回数やポ
スターの応募者数は指
標ではない。

　本事業は、公職選挙法第６条により国及び選挙管理
委員会は「常時啓発」することを責務とされ、選挙時だけ
でなく常日頃からあらゆる機会を通じて、政治・選挙に関
する国民の意識の醸成、向上を図っていくことが重要と
位置付けられていることから、選挙のない年でも通年
「常時啓発」を行うために取り組んでいるものでありま
す。また、国政選挙・地方選挙等様々な種類の選挙があ
る中で、投票率は各種選挙毎の争点や候補者の顔ぶれ
などの様々な要素が総合的に影響するものと考えられ
ることから、投票率の低迷をもって常時啓発事業の成果
がなかったと判断することはできない現状であるため、
投票率を「めざす目的成果」と「成果指標」にはしており
ません。むしろ、講演会の実施、啓発ポスターの募集な
ど恒常的に実施し、かつ、結果が年度内に数字として表
れるものを当面の指標として「常時啓発」を続ける事によ
り、最終的に「市民が政治や選挙に対し、高い関心を
持っている」状態になる事を目指しております。

大学生の募集は良い案
です。今後障がい者の
参加も考えてください。

　投票立会人につきましては、１日１３時間の業務となり
ますので、複数で分担し合うなどの、身体的・精神的負
担を軽減できる方法を含め、今後導入が可能かどうか
検討してまいります。

２４年度（予算）の需用費
が、２２年度（決算）と２３
年度（決算）よりかなり多
額ですが、理由は何です
か。

平成２４年度（予算）増額につきましては、本年度新たに
取り組む、近い将来有権者となる子供たちへの啓発活
動の一つである実施する、小中学校に配布する児童生
徒向け選挙啓発冊子の購入費用（＠２００円×２５００
人）です。【追加資料21-6参照】この冊子は、各学校にお
いて授業で啓発ポスター作製の取り組みの際、先生方
がこの冊子を使って子供たちの関心を呼び起こしていた
だくような使い方をお願いしたところです。
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外部評価番号 ２１

対象事業名

所管課

質問
番号

シート内
該当箇所

追加資
料番号

　政治・選挙に係る常時啓発事業

　選挙管理委員会事務局

質問内容 回答

４．今後の
方向性

若者・壮年層を問わず、
継続的な参画を促すに
は如何なる手立てがあ
り、また改善すべき項目
は何を計画されています
か。＜情報の共有化・定
期的なＰＲなどは？＞

　世代を問わず、継続的に政治への参画を促すことは必
要ですが、世代別の投票率から若年層への働きかけを
特に重点的に行う必要性を感じております。
　本年度は、これからの常時啓発の柱として、近い将来
有権者となる子どもたちへ主権者としての自覚を持たせ
る啓発活動を実施するための足掛かりとして、学校に向
けたアンケートを実施しました。子どものうちから社会を
観察し政治や選挙に関心を持つためには、学校教育の
中に政治や選挙に関する題材を提供して、啓発を図るこ
とが効果的と考え、学校におけるニーズ、受け入れの余
地などを把握するためです。
　６月末締切で実施しましたので、本格的な分析はこれ
からですが、これまで行っていた生徒会長選挙への実物
の投票箱、記載台の貸し出しや選挙啓発ポスターへの
取り組みについては、潜在的なニーズがあることがわか
りました。また、今後ニーズがあれば実施を検討しようと
考えていた出前講座についても、若干ですが受け入れ
の余地はあると考えておりますので、取り上げる題材や
方法など実施に向けて具体的な検討をしようと考えてお
ります。
　また、選挙啓発ポスターの募集は、子どもたちの意識
の醸成の手段として、有効な方法であると考え、佐久市
として主体性をもって、事業のやり方を工夫しました。こ
れまでポスター募集は、学校の事務室へ募集要領と画
用紙を配布し協力を依頼していましたが、本年度は、市
内小中学校の教頭先生の会議に、選挙管理員会委員
長が出席し口頭で依頼するとともに、各学校への配布物
に啓発冊子を加え、先生方が授業でポスター作製の取
り組みの際に、この冊子を使って子どもたちの関心を呼
び起こしていただくような使い方をお願いしたところで
す。
　このほかに、若年有権者である大学生を期日前投票
所の投票立会人に選定し、選挙を執行する側に入って
選挙の雰囲気を感じていただき、選挙を身近に感じてい
ただくことを行っております。今後は、明るい選挙推進協
議会の委員を委嘱し、若い世代の発案で選挙啓発事業
を企画するなどの改善案が考えられます。
　情報の共有化、定期的なPR については、市広報、
ホームページの活用を行っておりますが、今後は、ホー
ムページの充実や若年層に普及しているSNSの活用の
可能性を検討します。

6
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男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20 5,460 5,074 10,534 2,456 2,622 5,078 3,004 2,452 5,456 44.98 51.68 48.21

30 6,454 6,063 12,517 4,038 4,151 8,189 2,416 1,912 4,328 62.57 68.46 65.42

40 6,260 5,924 12,184 4,696 4,697 9,393 1,564 1,227 2,791 75.02 79.29 77.09

50 7,281 6,911 14,192 5,774 5,680 11,454 1,507 1,231 2,738 79.30 82.19 80.71

60 5,731 5,919 11,650 4,903 5,088 9,991 828 831 1,659 85.55 85.96 85.76

70 5,010 6,095 11,105 4,241 4,821 9,062 769 1,274 2,043 84.65 79.10 81.60

80 2,130 4,015 6,145 1,516 2,268 3,784 614 1,747 2,361 71.17 56.49 61.58

90 360 931 1,291 164 220 384 196 711 907 45.56 23.63 29.74

１００以上 5 33 38 2 3 5 3 30 33 40.00 9.09 13.16

年代計 38,691 40,965 79,656 27,790 29,550 57,340 10,901 11,415 22,316 71.83 72.13 71.98

注）1.投票率は小数点以下第２位までとし、第３位を四捨五入してある。

投票率　(％）

平成１７年９月１１日執行　第４４回衆議院議員総選挙（佐久市結果）
 年　代　別　投　票　状　況（小選挙区）

年代
有権者（人） 投票者（人） 棄権者（人）
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男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

20 4,996 4,689 9,685 2,508 2,585 5,093 2,488 2,104 4,592 50.20 55.13 52.59

30 6,552 6,060 12,612 4,425 4,339 8,764 2,127 1,721 3,848 67.54 71.60 69.49

40 6,149 5,869 12,018 4,777 4,660 9,437 1,372 1,209 2,581 77.69 79.40 78.52

50 6,920 6,699 13,619 5,761 5,674 11,435 1,159 1,025 2,184 83.25 84.70 83.96

60 6,392 6,347 12,739 5,628 5,556 11,184 764 791 1,555 88.05 87.54 87.79

70 4,859 5,780 10,639 4,195 4,753 8,948 664 1,027 1,691 86.33 82.23 84.11

80 2,666 4,598 7,264 2,005 2,766 4,771 661 1,832 2,493 75.21 60.16 65.68

90 378 1,122 1,500 172 296 468 206 826 1,032 45.50 26.38 31.20

１００以上 5 38 43 2 5 7 3 33 36 40.00 13.16 16.28

年代計 38,917 41,202 80,119 29,473 30,634 60,107 9,444 10,568 20,012 75.73 74.35 75.02

注）1.投票率は小数点第２位までとし、第３位を四捨五入してある。

投票率　(％）

平成２１年８月３０日執行　第４５回衆議院議員総選挙（佐久市結果）
 年　代　別　投　票　状　況（小選挙区）
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平成２４年度佐久市若年層選挙啓発事業計画 

１．事業方針 

民主主義の基盤である選挙が、明るく正しく行われるためには、有権者が政治や選挙に高い関心を

持ち、主権者としての自覚と政治常識、選挙のルールを守るという意識を身に付けることが必要であ

ることから、佐久市としてもこれまで、国、県、民間団体とが一体となって協力し啓発事業を推進す

るなかで、選挙が選挙人の自由意思により公正かつ適正に行われるよう政治意識の向上に努め、明る

い選挙推進運動を力強く展開してきたところである。 

しかしながら、近年の選挙において、全国的な若年層の政治に対する無関心等を背景に、特に２０

代の投票率の低下が社会的にも深刻な問題となってきており、このままでは日本の選挙制度が危ぶま

れ、ひいては民主主義の根幹をも揺るがす事態にもなりかねない状況である。この傾向は佐久市も例

外ではなく、前回の長野県議会議員一般選挙における全体投票率５５．８９％に対し、２０代の投票

率は２８．９９％と、かなり低い数値となっており、下降の一途をたどっている。 

このため、特に若年層の政治離れを食い止め、選挙に無関心な若者に働きかける啓発活動として、

将来有権者となる若年層に働きかけ、選挙権を得た時に選挙に主体的に参加できる若者を育てる必要

性が急務であることから、緊急に若年層に対する政治意識の高揚を図る対策が必要である。 

以上を踏まえて、平成２４年度から総合的な佐久市若年層選挙啓発事業を展開する。 

 

２．主な事業内容 

①明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集 

市内の児童、生徒の皆さんから明るくきれいな選挙の推進に役立つポスターを募集し、参加者の

政治・選挙への関心を持ってもらうきっかけを作るとともに、入賞作品を選挙啓発に利用すること

により明るい選挙実現の一助とする。（対象：市内小学校６年生と中学１年生の約２，５００名に

応募用画用紙と啓発パンフレットを配布）入賞作品は県審査に提出し、最終的に全国審査を目指す。

（募集期間：平成２４年５月上旬から８月下旬まで） 

 

 ②投票箱・記載台の貸出し 

市内の小学校、中学校、高校の児童会・生徒会の会長等選挙に際して、実物の投票箱・記載台を

貸出し、使用してもらうことにより実際の選挙の雰囲気を感じ取らせるとともに、近い将来に自分

達も有権者になることを自覚させることにより、児童、生徒に政治・選挙への関心を高めてもらう。

（各学校へ選挙啓発に関するアンケートを実施し、投票箱等の貸出しを促進し、希望があれば選挙

に関する出前講座等も実施する） 

 

 ③大学生期日前投票所立会人の募集 

選挙時に市内の大学に対し、期日前投票所の立会人を募集し、若者に実際の投票事務に参加する

立会人当事者としての実体験を通して、選挙の現場の雰囲気を肌で感じてもらうことにより、政

治・選挙への関心を高めてもらう。 

 

 ④成人式に選挙啓発冊子の配布 

成人式の会場で選挙啓発冊子を配布し、成人したと同時に有権者となったことを自覚してもらう

ことにより、若者の政治・選挙への関心を高める。 

 

 ⑤「出前講座」・「選挙啓発ＤＶＤ等の貸出し」 

随時希望があれば「出前講座」「選挙啓発ＤＶＤ等の貸出し」を実施する 
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月別 事　　　　　　業 事業内容

５月
・明るい選挙啓発ポスターコン
クールの作品募集

５月上旬
市内小・中・高等学校へ依頼
小学校１６校６年生
中学校８校（公立７校、私立１校）１年生
高等学校７校（公立６校、私立１校）
応募画用紙と啓発パンフレット２５００部配布

７月 ・佐久市明るい選挙推進協議会総会 事業計画承認

・明るい選挙啓発ポスター応募作
品の審査及び入賞者決定

８月下旬
佐久市近代美術館館長及び学芸員の協力により
入選入賞作品４０点を決定し、県審査に提出す
る。県審査で上位入賞したものは全国中央審査
に提出する。

・市内小中学校・高校へアンケー
トを実施

市内小中学校・高校へ選挙啓発に関するアン
ケートを実施（出前講座等の来年度実施希望を
集約）

・政治選挙講演会の開催
（明るい選挙啓発ポスター入賞者
の表彰式）

１１月下旬予定
講演の前に明るい選挙啓発ポスター入賞者の表
彰式
と上位入選入賞者に記念品贈呈（後日応募者全
員には参加賞贈呈）

・投票箱・記載台の貸出し
市内の小学校、中学校、高校の児童会・生徒会
の会長等選挙に際して、実物の投票箱・記載台
を貸出す

・新成人に選挙啓発冊子配布 成人式（佐久創造館）

・選挙啓発ポスター入賞作品展示 佐久市役所本庁市民ホール及び各支所

３月
・大学生期日前投票所立会人の募
集

平成２５年４月２３日任期満了に伴う、佐久市
議会議員一般選挙・佐久市長選挙の期日前投票
所立会人を市内大学生から募集する

随時

・｢広報佐久」「佐久市ホームペー
ジ」等に明るい選挙啓発啓発ポス
ター入選作品を随時掲載
・出前講座の実施
・明るい選挙推進啓発ＤＶＤ等の
貸出し

平成２４年度　佐久市若年層選挙啓発年間計画

８月

１１月
～

１２月

１月
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