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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25年7月16日（火） 開催場所 佐久消防署３階 講堂 時 間 

13：00 

～ 

17：05  

  出席者 

委員：樫山幹男、柳澤陽、齋藤由美子、杉山初夫 

丸山紀八郎、春日よし子、佐藤正志、植松光明 

細井清人、松本芳美 

 

説明者 

「隣保館運営事業」：人権同和課長 高野清雄、隣保館係長 伊藤喜

代子 

「母子家庭等生活・自立支援事業」：子育て支援課長 上原長男、子

育て支援係長 中沢栄二 

「保育キーパー事業」：子育て支援課長 上原長男、保育所係長 菊

池秀一 

「老人福祉施設管理運営事業」：高齢者福祉課長 工藤享良、高齢者

事業係長 金井靖 

「病害虫防除対策事業」：農政課長 峯村厚良、課長補佐（兼）農業

生産振興係長 玉置和 

「水田農業構造改革対策事業」：農政課長 峯村厚良、課長補佐（兼）

農業生産振興係長 玉置和 

「雇用確保安定事業」：商工振興課長 片井昭彦、課長補佐（兼）雇

用企業支援係長 柳沢勲 

「配偶者暴力等対策事業」：福祉課長 高地利重、課長補佐（兼）庶

務係長 山口猛 

「障がい者地域生活支援事業」：福祉課長 高地利重、課長補佐（兼）

福祉係長 上野ひとみ 

「社会教育事業」：生涯学習課長 荻原万樹、課長補佐（兼）庶務係

長 日向浩 

「佐久の先人検討事業」：社会教育部参事（兼）文化振興課長 高橋

源氏郎、課長補佐（兼）文化振興係長 平林照義 

「生涯学習センター管理運営事業」：社会教育部参事（兼）文化振興

委員 

出  10 人 

欠   4人  
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課長 高橋源氏郎、課長補佐（兼）文化施設係長 市川賀朗 

「スポーツ尐年団運営事業」：体育課長 北原郁生、体育振興係 菊

原俊介 

「文化財保護事業」：文化財課長 三石宗一、課長補佐（兼）文化財

保護係長 羽毛田卓也 

「公民館自主活動支援事業」：公民館事務長 比田井毅、公民館係 宇

羽野学 

 

事務局：企画部長 花里英一、企画課行政改革係長 土屋孝、行政改

革係 小林誠之、行政改革係 畠山武尚 

 

 提出資料  
・ 平成 25年度 外部評価対象事業への質問に対する回答資料 

（第１回委員会で配布した「平成 25年度 事務事業外部評価対象事業シート」も使用） 

≪開会≫ 

≪あいさつ≫ 

花里部長 本日の会議につきましては、４名の委員から欠席される旨の連絡がありましたが、出席委員数は

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項の規定を満たし、会議が成立し

ておりますことをご報告申し上げます。本日は、午後５時 15 分終了を目途ということでご案内して

おりますが、状況によりましては、お時間の延長をお願いする場合もあるかと思いますが、よろしく

お願いします。また、この２日間の委員会につきましては、委員の皆様に正確に評価をしていただ

くために、各事務事業の不明な点を明確にしていただくことを趣旨とするものでございますので、

事業の今後の方向性についてのご提言やご意見等につきましては、委員の皆様それぞれお持ち

の評価シートへの記載や最終的な評価結果を審議する委員会において、ご発言をお願い申し上

げます。 

 

≪会議事項≫ 

（1）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等 

【事業説明の流れについて事務局説明】 

土屋係長 事業説明及び事前にいただいた質問への回答につきましては、事前に事務事業評価シートや回

答を委員の皆様へ配布させていただいておりますので、所管課からは、事務事業及び質問への

回答の主な事項（事業の経緯やＰＲしたい点、より具体的に説明する必要がある点、また補足説

明が必要な点）などについて５分程度で説明を行います。本日、お席に配布してございます、回

答資料につきましては、追加で質問をいただいたものであり、事前にお渡しすることができずに申

し訳ございませんでしたが、こちらも参考に評価をお願いいたします。その後、10 分程度質疑応

答の時間をとりますので、さらに質問等がございましたら、挙手により、ご発言をお願いいたしま

す。 
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 【事業説明の流れについて、委員了解】 

 

【所管課から事業説明及び質問事項に対する回答】 

●「外部評価番号１ 隣保館運営事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 人権啓発・地域交流促進事業の説明の中で同和地域と周辺地域との交流を深めているという話

があった。この事業の中で書道講座や古文書講座、手芸教室など様々な講座を行っているが、

昼間、夜間問わず隣保館職員は必ず常駐し、回答資料１に「人権意識の高揚を図るための学習

も合わせて行っている」と記載されているが、人権意識の高揚を図る事業を実施しているのか。

実施しているのであれば、具体的にどのようなことを行っているのか教えてほしい。 

高野課長 職員が３名しかおりませんので全ての講座等に常駐することはできません。夜間の講座の場合

は講師に任せられる部分については開催をお任せしております。 

例を挙げますと、浅科隣保館で実施している書道教室では、過去の実態として同和地区の児童

と地区外の児童が交流しないという実態がありました。そのような実態の中でも書道という共

通の項目の中で、地区内外の児童がお互いに交流していくことが人権啓発のひとつのきっかけ

になると考えております。また、隣保館内に人権啓発をＰＲするポスターを掲示することや、

人権啓発のビデオを見ていただくことも実施しております。人権問題の解決方法としては啓発

活動を行うことのみではなく、隣保館へ同和地区外の方が来館することもひとつの交流となり、

大きな意味での人権問題の解決につながると考えております。ただし、各講座等の中で人権啓

発活動は、実際のところあまり行っていない現状でありますが、市内全域の方に来ていただく

ような研修会等の際には、職員が人権啓発の啓発を行っているのが現状です。 

委  員 過去に、人権に関する研修会について、区で開催するよりも人権同和課で開催してほしい希望

があったことから、実際に講師派遣を依頼し研修会を開催ことがあった。しかし、地区の公民

館において研修会を行ったことから、内容は人権に関する研修会ではあったが、公民館活動と

とらえられてしまい、公民館活動と人権活動との区別が分かりにくいということがあった。 

高野課長 確かに非常に分りにくいことだと思います。部落問題、差別問題は捉え方の問題でありますが、

部落問題や差別問題の発生を避けるには何をするのかというと、同和地区内へ入ることもせず、

一切関わらないという誤った考え方があります。同じ内容の事業を同和地区内にある施設で行

う場合と同和地区外で行った場合に、同和地区外の施設では 200 人程度の大勢方が参加したの

ですが、同和地区内の施設で開催したところ 60 人程度の尐数の参加があるのみでした。また、

浅科隣保館で俳句を作成する講座を行った際に、参加された高齢者の方から「これまで浅科に

住んでいましたが初めて、この施設に来ました。」と話を伺うことがありました。隣保館には関

わりたくないという意識があったためと考えられます。公民館的要素のある事業を隣保館にお

いて行うことで、同和地区外の方が同和地区内に入ってくることがひとつの交流となり、差別

意識を解消されていくと考えております。それが隣保館事業であり、公民館事業と異なるとこ

ろであります。 

委  員 事務事業評価シート「成果指標」に相談件数が記載されており、実績が平成 23 年度 288 件、
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平成 24 年度 330 件とあるが、この件数のとらえかたが非常に難しいと思う。相談されたこと

に対し対策を講じ、効果があったことにより相談件数が減尐したと判断するのか、または相談

しても解決しないため意味がないと考えることから相談自体を行わなくなった結果、相談件数

が減尐したということで判断するのか。逆に相談件数が増えた場合、どのように判断するのか。

成果指標を設定する上で、この判断が難しいと思うが、どう考えるか。 

高野課長 相談件数が 100 件 200 件と増えたことで成果が上がるといったものではなく、ここでいう相談

は、相談に来た方の自立意識を高めることが基本的な目的であり、成果と考えております。ま

た、そういった自立した人間を育成していくことが目的です。成果指標に記載のものは、あく

まで目標であり、相談件数が増えたからといって、成果があるとは考えておりません。また、

相談内容は直接人権に関係する問題だけではなく、様々な相談があり、仕事の問題や高齢者の

就職先の問題、人間ドックに受診できなかったため保健師に相談したいといった内容もありま

す。また、電話相談もあり、深刻な相談に対しては隣保館職員だけでは対応せず、社会福祉協

議会や公共職業安定所、高等学校等と連携しながら継続した相談を行っております。 

委  員 人権問題を解決し結果を出していくことは難しいことだが、隣保館事業、同和事業を行い、効

果をあげ浸透させていくことが重要であるので、事業の推進をお願いしたい。 

委  員 現在の差別問題は大分解消してきていると思う。公民館活動と隣保館活動とを分けてしまうと、

参加者がそれぞれの活動に分かれ、どちらかにしか参加しないという懸念もあるので、公民館

と隣保館の交流をさらに深める必要があると考える。また、補助金額が相当減額したと聞いた。

事業の縮小や目的が達成された等、どのような理由で減額したのか、減額した予算でどのよう

に事業を展開していくのか、或いはどのような方向性で目標に対し事業を展開していくのか聞

きたい。 

高野課長 考えなくてはいけないのはトラウマの問題です。阪神・淡路大震災が発生したのは 10 年以上前

のことですが、地震の被害に遭ったことによるトラウマで未だにホテルで寝巻に着替えられな

いという方もいます。3.11 東日本大震災でも多くのトラウマを持ち苦しい体験をしている方が

大勢いると思います。同和地区内の高齢者のトラウマとしては、子どもの頃に同級生にいじめ

られ差別された経験からくるものがありますが、その同級生が公民館活動に参加しているため、

公民館活動に参加できない高齢者もおります。参加しようと促しても参加できないため、尐し

ずつ参加することに馴れていくことや同和地区外の方と交流していくことが重要であると考え

ます。本来は同和地区内の高齢者全員が公民館事業等に出て行けるような強い人間になってい

くことが目的であり、公民館と連携しながらも、公民館ではできない地域に合わせた事業を職

員が工夫しながら行っているのが現状です。また、全国に隣保館は約 1,000 館ありますが、補

助金減額が行われたのは長野県のみです。国は県の事業に対し補助金を交付していますが、長

野県は要綱を改正し出来るだけ予算を消化しないようにしたところ、国からの補助金が減額す

るという結果となりました。正確な数字は把握しておりませんが、佐久市でも１館約 200 万円

の減額がされております。 

【他に質問等なく終了】 
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●「外部評価番号 10 母子家庭等生活・自立支援事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、

質疑応答 

委  員 ひとり親家庭への支援に対するコストや財源についての説明をお願いしたい。 

中沢係長 事務事業評価シート内「２．実施結果 コスト」をご覧いただくと、平成 23 年度から徐々に総

事業費や財源は減ってきております。理由としては、ニーズの減尐により高等技能訓練促進費

を受給するひとり親家庭が減尐しているためです。 

委  員 高等技能訓練促進費等事業により資格を取得しているということか。 

上原課長 そのとおりです。 

委  員 ひとり親家庭は市内に何世帯あるのか。 

上原課長 平成 24 年度の数値で母子家庭は 1,016 世帯、父子家庭は 103 世帯です。 

委  員 ひとり親家庭の方で生活保護を受給している方もいるが、生活保護受給者数は何人か。また、

仕事があるにも関わらず生活保護を受給している方の確認はどのように行っているのか。 

上原課長 生活保護受給者数については福祉課が担当しておりますので、数値を把握しておらずお答えで

きません。また、仕事があるにも関わらず受給している方の確認につきましても、福祉課のケ

ースワーカーが担当し、就労支援等を行っているため把握しておりません。ただし、生活保護

受給者であっても必要であれば子育て支援課が窓口となっております、県母子寡婦福祉資金貸

付事業への相談が可能ですので、対応しております。 

委  員 生活保護受給者は生活保護制度による援助で生活が可能ということか。 

上原課長 そのとおりです。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 11 保育キーパー事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 保育キーパー事業は非常に評判が良いため、増員することは出来ないのか。ボランティアで小

学生の通学時に交通整理を行っている方もいるし、孫の世代である保育園児に何かを教えたい

という高齢者もいるかと思う。また、保育園児も祖父母世代から様々なことを教わることがで

きる。 

菊池係長 今年度当初、新たに保育キーパーを雇用しましたが、新しい保育キーパーを探すことは非常に

大変でしたので、ご紹介いただける方がいらっしゃれば大変ありがたいです。また、増員でき

るかどうかは予算関係担当部署へ予算要求する必要がありますので、検討します。ただし、費

用対効果の関係で市内 19 園全てに保育キーパーを配置しても、果たしてそれだけの業務がある

のかどうか考えていかなくてはなりません。ひとり４～５園を担当することは、負担であると

感じてはおりますので、１人増員するだけでもだいぶ担当する園が減りますので、検討出来れ

ばと思います。 

委  員 ボランティアで実施し、経費はかかっていないのではないか。 

菊池係長 時給 870 円の給与及び通勤費による人件費がありますので、経費は必要となります。 

委  員 大変良い事業だとは思うが、保育キーパーは男性４人であり女性はいない。作業を行う上で男
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性が多くなるかと思うが、なぜ、女性を雇用しないのか。 

上原課長 高齢者との触れ合いという場面においては女性の保育キーパーの方でもよいとは考えますが、

保育所には女性保育士が多いことや、保育所内の小規模修繕や畑の手入れ等もお願いしている

ので、男性の方にお願いすることが良いと考えております。 

委  員 例えばボランティアを募集すると、おばあちゃんというのは子どもたちと触れ合うのが好きな

ので、応募してくると思うがどうか。 

上原課長 そのような事業については別の事業である地域間交流事業の中で実施しております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 12 老人福祉施設管理運営事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑

応答 

委  員 市内に 10 ヶ所の施設がある中で望月地区に５ヶ所もの施設がるため、福祉施設が充実し高齢者

にとっては良いことであるかと思うが、利用者が尐ない中で、この５ヶ所の施設について統廃

合を行う計画があるかどうか聞きたい。また、利用者のいない高齢者共同リビングについては、

事務事業評価シートの今後の取組方針にも記載はあるが、用途転換をお願いしたい。 

工藤課長 望月地域は広く、開所当時は各地区に必要であるという事でそれぞれ使用してきました。確か

に春日交流センターにつきましては、利用頻度が低い状況にあります。ただし、すぐにこれら

の施設について統廃合を行うより、むしろその地域に住んでいる方の意見を聞き、これからど

うしていくのか考える必要があると考えます。浅科地域にある高齢者共同リビングについては、

４年間利用実績がない状況となっております。行政としても有効活用したいという事で過去に

国の補助事業を活用し設置した施設ですが、設置から 10 年以上経過し、目的を十分果たしたと

いうことで用途の変更につきまして現在、県と協議を行い違う形で運営していくことを検討し

ているところです。 

委  員 望月地区に５施設あり、設置数が多いが、新たに設置要望の出ている地域はあるか。 

工藤課長 本事業で設置しております老人福祉施設につきましては、他地域からの要望はありません。た

だし、建物が古くなったための改修工事の要望やエレベーターを設置し便利に利用したいとい

った要望はあります。 

委  員 高齢者共同リビングはグループホームのような施設と解釈してよいのか。 

工藤課長 事業形態からみればグループホームと類似する部分もありますが、グループホームは介護保険

法に基づき県の指定を受ける必要がある施設であり、そういった意味では違う施設です。高齢者

共同リビングは、元気な高齢者が一時的に利用し過ごす施設であります。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 13 病害虫防除対策事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 害虫、特にアメリカシロヒトリが発生した場合の駆除方法としては焼却方法があるかと思うが、

実際に発生そのものを減尐させることはできないか。また、実際に過去 10 年間でアメリカシロ
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ヒトリの被害の増減はどうなっているか。減尐しているならどうしてか、または増加している

ならどうしてかについて分析しているか。 

峯村課長 アメリカシロヒトリの発生状況をみますと、その年の気象条件で発生の多尐が異なるため、市

が事前に発生予測をする事は難しいのが現状です。市民の方に目で見ていただいて、今年は多

いと判断した時は早めに駆除をお願いし、実際に多く発生した際には消毒による防除を行って

います。また、桜や白樺等、特にアメリカシロヒトリの付きやすい樹木がありますが、発生す

る前に防除は行っていないのが現状であり、発生した段階で消毒しています。よって、その年

による増減については把握していないのが現状です。 

委  員 消毒による害虫駆除は有効かもしれないが環境には良くないため、環境によい焼却駆除を行う

ことを検討していただきたい。また、限られた予算、人数、組織の中で事業を行っているが、

アメリカシロヒトリの駆除は市が主として行わず、各市民が行うものであり、市はそれに対し

手伝いをするという位置付けでよいのではないか。 

峯村課長 市が主となり駆除を行っているのは公共施設のみであり、民地等で発生した場合は、区に防除

機を貸出し、区が主となり駆除を行っていただいております。 

委  員 アメリカシロヒトリについは、市が対応しているが、私が今一番心配しているのは松くい虫の

被害である。一時は農政課が力を入れ駆除を行っていたが、現在は予算の関係なのか放置され

被害が拡大している。もう尐し関心を持ち真剣に対応してほしい。 

峯村課長 私共の目から見ても松が赤色になっていることは確認できます。耕地林務課でも市の単独事業

ですとなかなかできない部分もあるので、補助事業により事業を行っており、順に対策してお

ります。 

委  員 防除機の貸し出しをシルバー人材センター等に委託し、農政課では行わず、事業を将来的には

廃止してもよいかと思うが。 

峯村課長 防除機の貸出しや管理について、シルバー人材センターへの委託が可能であれば、私共もその

ような形で対応したいと考えております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 14 水田農業構造改革対策事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑

応答 

委  員 佐久市の米は良質である。ある地域では、良質米を海外に輸出しようという動きもある。佐久

市でも、そのような動きに対し、応援していこうという考えはあるか。 

峯村課長 ＪＡを通しての系統出荷以外でも、佐久市産の米については五郎兵衛米を含め、良質米という

ことで、国内のみで消費されており、海外へ輸出するまでの量はないと聞いております。 

委  員 農業者戸別所得補償制度等による生産調整を行っており、佐久市の事業を評価している。また、

今年度は全国的に、過剰作付けにより米が余り、米の価格が下落すると聞いているので、これ

まで以上に佐久市でも補助制度等を積極的に取り入れていただきたい。 

峯村課長 ＴＰＰとの関係もありますので、状況等を注視しながら、佐久市の農業振興に努めてまいりま
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す。 

委  員 国の制度である水田農業構造改革対策事業について、実績的には減反を行う形式の事業である

と思う。長野県の他地域ではこの減反事業を進めているが、佐久市ではあまり進んでおらず、

さらに生産するという動向が過去からあり、この減反制度は無意味であると感じている。しか

し、市民に対し市側から強制的に減反や転作をお願いできない部分や各補助制度によって農業

者を保護する部分はあるが、今後、減反目標をどのように達成し、減反や転作を行っていくの

か、ＪＡと協力していただきたい。 

峯村課長 佐久市の農業再生協議会には市とＪＡも含まれており、推進は協働で行っておりますが、なか

なか結果が得られない状況であります。なお一層、目標達成に向け推進していきたいと考えて

おります。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 16 雇用確保安定事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 質問に対する回答資料 36 ページに記載されているが、「負担金、補助金及び交付金」について、

平成 24 年度予算額 31,430 千円で決算額 18,912 千円とあり、不要額が 12,518 千円もある。こ

の不要額は国庫返納したのか、繰り越し翌年度の財源としたのか。 

片井課長 全て市の単独事業として行っており、国庫返納等はなく、不要額としてみております。 

委  員 交付税や負担金ではなく、補助金として支出しているのか。 

片井課長 補助金として、申請されたものに対し交付しております。補助金額が増えることも予想してお

りましたが、申請が尐なかったため不要額が多い結果となりました。 

委  員 佐久市における雇用確保安定事業は非常に大切な事業だと思う。一昨年から 300 人程度の失業

者が発生したことや企業撤退等あり、企業誘致を積極的に行わなければならない。太平洋側の

大手企業が内陸部に移転しているという話を聞く中で、佐久市は自然災害も尐なく、新幹線や

高速道路等の高速幹線網も発展しているため、移転には最適な環境だと思う。早急に実現でき

るわけではないが、企業誘致を積極的に行うという方針で予算措置を行わないと佐久市に移転

はしてもらえない。将来を考えるうえ重要である。 

片井課長 産業立地推進員が県の東京事務所や不動産業者等と連絡を取りながら月30企業ほど企業誘致に

向け訪問しておりますが、誘致には結びついておりません。企業誘致に向けた良い話があれば、

市から出向きますのでご紹介いただきたいです。 

委  員 産業立地推進員は企業について詳しく、活発な人か。 

片井課長 そうです。 

委  員 活発な人が積極的に企業誘致を行わないと他地域へ移転してしまう。 

片井課長 それが問題ですが、良い話があれば産業立地推進員がすぐ企業を訪問し、話をする対応をとっ

ております。 

【他に質問等なく終了】 

 



9 

 

●「外部評価番号８ 配偶者暴力等対策事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 配偶者暴力を未然に防ぎ早期発見することは非常に困難なことだと思うが、具体的にどのよう

な対応により早期発見しているのか教えてほしい。 

高地課長 実際は配偶者暴力が発生してから、あるいは警察が発見してから確認しており、早期に発見す

ることは困難な現状です。県や国と協働で対応することや、人権問題や暴力を許さない社会を

実現するための啓発活動を行うことは重要と考えております。 

委  員 一般的に家庭内のトラブル等は、なるべく公にしたくないことかと思う。配偶者暴力は女性が

被害者になる場合が多いが、公にすることに対して抵抗があるため、被害がある程度拡大しな

いと発見できない部分がある。そのため、早期発見は非常に難しい。秘密を遵守することを被

害者に伝え、早めに相談に来ていただける体制となるよう地道に進めていくしかない。 

高地課長 市が事前に発見することは尐なく、相談に来ていただくことにより確認することが多い状況で

す。高齢者、障がい者、児童に対しての虐待防止法に虐待を発見した場合の通報義務がありま

すので、近隣住民の方にご協力いただく必要があると考えております。また、匿名で若干では

ありますが、通報はあります。 

委  員 相談員の確保は非常に重要であると思う。事務事業評価シート「２．実施結果」に記載されて

いるが、女性相談員に対し寄せられた相談は、平成 24 年度 354 件で、その内ＤＶに係る相談件

数は実件数で 54 件とある。この件数は非常に多く、女性相談員一人では対応しきれないと思う

ので、早急に複数の相談員を確保するよう検討いただきたい。 

高地課長 様々な機関と連携できる、知識を持っている、相談しやすい人材ということを加味すると、な

かなか見つからないのが現状です。市としても相談員を確保することの必要性は十分に理解し

ておりますので、県と相談しながら検討していきたいと考えております。 

委  員 虐待に対し、民生児童委員の協力は得ているのか。 

高地課長 虐待に関する相談を除き、その地域に暮らしている民生児童委員の協力を得ていることは多い

です。また、保健師や障がい者関係の相談員、保護施設、入所施設、医療機関等と連携し対応

している方もおります。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号９ 障がい者地域生活支援事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応

答 

委  員 障害程度区分認定調査は１年おきに実施しているのか。 

高地課長 障害程度区分は 36 カ月（約３年）間が有効期間となっております。ただし、障がいの程度が変

化しましたら、障害程度区分の変更申請を受け、３年以内であったとしても調査を行っており

ます。昨年度が、その更新年度であり障害程度区分の更新を行いました。 

委  員 各種の制度を利用していない方もいると思うが、そのような方に対して、１年おきに訪問する

ことはないか。または、ほとんどの方が制度を利用しているのか。 

上野係長 利用していない方への訪問はしておりませんが、別件で保健師等が訪問する際に、情報を得る
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ことやサービス内容を伝えることは行っております。また、３年に１度の障害程度区分認定調

査時には、制度を利用していない方へも有効期間の更新について通知しております。 

委  員 障がい者自らは各種制度を利用したいのにその保護者が利用を拒んでいるという事例が非常に

多く見受けられる。障がい者自らが利用したいということを発信することは難しいと思うが、

３年に１度の障害程度区分更新時の通知や窓口での手帳交付時のみではなく、実際に足を運び

訪問することで各種制度を利用していただけるよう努力していただきたい。 

高地課長 必要な制度を必要な時に利用できるよう、保健師や民生児童委員、地域包括支援センター等と

連携しながら進めていきたいと考えております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 23 社会教育事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 本事業が外部評価の対象となった理由が分からない。評価のしようがなく、非常に分かりづら

い事業である。 

荻原課長 本事業は、社会教育法に基づき社会教育委員会を設置し行っている事業であり、外部評価対象

事業の選定つきましては事務局である企画課行政改革係が行っております。 

委  員 社会教育関係に対する指導や助言を行うといった事業に対し、評価のしようがない。事務局は

なぜこの事業を選定したのか説明してほしい。 

土屋係長 対象事業につきましては、各担当課から対象候補として上がった事業を確認し、その後、行政

改革推進本部幹事会及び行政改革推進本部に諮り選定しております。事業内容が法的に定めら

れている場合であっても、一部でも見直しが可能な事業につきましては、今後の方向性を示し

ていただく上で、本委員会に諮り、評価を頂くこととしております。本事業は社会教育法で定

められており、その部分についての評価は出来ませんが、予算増減や事業量増減、今後の方向

性等については評価を頂ける部分と考えております。 

委  員 社会教育事業で中学生の各種研修は行っていないのか。 

荻原課長 ジュニアリーダーや海外研修等、小中学生が対象の研修に関する事業については、青尐年育成

事業で実施しております。 

委  員 事業の選定については再度、事務局にて検討していただきたい。 

土屋係長 わかりました。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 24 佐久の先人検討事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 佐久の先人の選定基準を教えていただきたい。また、事務事業評価シート「２．実施結果」に

記載の平成 25 年度活動指標が空欄になっているが、平成 25 年度以降はどのような展開をして

いくのか。 

高橋課長 選定基準は、江戸時代以降に佐久市の歴史や風土、生活を支えた人などの物故者の中から後世

へ語り継いでもらいたい先人を先人検討委員と市民から推薦いただき、先人検討委員会に諮り
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決定しており、具体的な選定基準はありません。平成 25 年度の事業につきましては平成 24 年

度に広報別冊を２冊発行しており、その２冊を平成 25 年度中に１冊の冊子にまとめることとな

っております。本年７月６日の先人検討委員会においてその冊子の体裁がほぼ決定し、今後、

掲載内容の最終確認を行い完成する予定となっております。冊子完成後の平成 25 年度の予定と

しては第３次選定の検討を予定しており、先人検討委員会の経費と印刷代を予算計上しており

ます。 

委  員 選定された先人 36 名を含め、選定候補者数は 164 名おり、中には生存している方との繋がりが

確認できない先人もいると説明がありましたが、選定候補者の中で対象外となる方は何人程い

るのか。 

高橋課長 選定候補者の中には、あまり知られておらず、実際の功績、業績を確認してからでないと検討

委員会へ諮れない方もおりますので、調査を行ってからでないと正確な人数はお答えできませ

ん。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 25 生涯学習センター管理運営事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、

質疑応答 

委  員 公民館本館（研修センター）が建て替え工事中のため利用できない状況にあり、そこを利用し

ていた学習グループ等が生涯学習センターを利用するために流れてきていると思うが、利用希

望者の増加による支障はないか。 

高橋課長 確かに建て替え工事により、利用者は増加しておりますが、対応できております。 

委  員 様々な団体が生涯学習センター内に設置されているが、新たに団体を設置する場合に、既にそ

の場所を利用していた学習グループ等と問題は起こらないのか。 

高橋課長 その場合は学習グループ等に他の場所を利用してもらうことになりますが、特に問題は起こっ

ておりません。 

委  員 管理運営を指定管理者制度により行っているが、市の直営の方が経費は尐なくて済むのではな

いか。 

高橋課長 指定管理者制度の方が、人件費等の削減等により経費はかからないと考えております。 

委  員 指定管理者制度を行う上での事務に必要な人員ということで、事務事業評価シートに常勤職員

が 0.3 人と記載されており、尚且つ人件費を含んだ指定管理委託料を支払っているが、それで

も指定管理者制度を利用したほうが、経費はかからずに済むのか。 

高橋課長 年末年始に休む以外は開館しており、朝から夜間に及ぶ長時間勤務も考えると、市の職員より

指定管理者の職員が対応したほうが経費もかからず、効率が良いと考えております。 

委  員 借地料に 5,000 万円以上支払っているが、これから先何十年も借地料を支払い続けていくこと

を考えると、土地の購入を検討しないのか。 

高橋課長 借用を始めた当時のことは分からないが、土地の購入について検討した経過が無いため、それ

についてはお答えできません。 
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委  員 サングリモ中込の管理はどこが行っているか。 

土屋係長 健康づくり推進課が行っております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 26 スポーツ尐年団運営事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応

答 

委  員 事務事業評価シートに各スポーツ尐年団への補助金交付が 48 団体で 480 千円、１団体に 10 千

円とあるが、尐ないのではないか。区で補助金を交付していることもある。具体的な補助金交

付基準を作成する必要もあるが、共有で使用する用具等については補助金を交付して欲しいと

いう要望もあるので、検討していただきたい。 

北原課長 確かに１団体に 10 千円の補助額では尐ないと思いますし、度々このようなご相談も受けます。

スポーツ尐年団の構成員数も多い団体は 50 人程、尐ない団体は 10 人程でありますが、補助金

の交付を開始した当初は 10 千円の中で、スポーツ尐年団運営に係る事務的な部分で活用してい

ただくことで理解を得ておりました。 

委  員 スポーツ尐年団の指導者の中には、非常に熱心に指導している方もいるが、そのような方に対

し何か恩恵はあるのか。また、現在、武道館の取り壊しを行っているが、新たに建設される武

道館については、県が運営する方向性としてみてはどうか。また、佐久総合公園陸上競技場は

全天候型日本陸上競技連盟第２種公認競技場となりましたが、１種公認競技場としなかった理

由は。 

北原課長 まず、恩恵については、長年の指導実績がある方に対しては日本スポーツ尐年団（公益財団法

人日本体育協会）から感謝状が贈呈されています。武道館については、現在、佐久市で創錬の

森の建設計画があり、そこに新たな武道館を建設する予定となっておりますが、その新たな武

道館が完成してから取り壊す予定となっています。また、新たな武道館については、長野県武

道連絡行議会と協議していることや合併特例債による起業となっており、今後市民の皆様から

意見を聞きながら計画していきます。また、佐久総合運動公園については、市の規模に合わせ

２種公認競技場としており、長野県内に２種公認競技場は２箇所あるのみとなっております。 

委  員 １種公認競技場と２種公認競技場はどこが違うのか。 

北原課長 照明、競技用設備、収容人員の関係で違いがあります。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 27 文化財保護事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 先ほどの社会教育事業の中で、埋蔵文化財出土品の展示を行ったと説明があったが、展示場所、

保存場所はどこにあるのか。 

三石課長 旧佐久市、旧臼田町、旧浅科村の出土品につきましては、旧志賀小学校にあります文化財課事

務所内に保存され、事務所内に設置した展示室に展示しております。旧望月町につきましては

望月歴史民俗資料館で保存し、展示しております。施設については文化振興課が所管し、出土



13 

 

品は文化財課が所管しており、管理所管課が分かれている状態となっておりますので、これか

ら調整が必要になると考えております。 

委  員 文化財としての指定審査は教育委員会で行っているのか。 

三石課長 文化財指定につきましては、まず所有者の方から詳細な資料を添付した文化財指定の申請書を

提出していただき、それを受けた教育委員会が文化財保護審議会に諮問をします。文化財保護

審議会で指定の妥当性について審議し、指定について教育委員会へ答申されます。その答申を

受けて教育委員会定例会において承認していただき、指定されることになります。 

委  員 市内に３ヶ所、江戸時代の算額がありますが文化財になる可能性はあるのか。 

三石課長 文化財の中にも有形文化財、無形文化財、天然記念物、史跡等、様々なものがあり、その算額

が指定されるとすれば、有形文化財となります。指定に当たっては、佐久市の歴史や文化を知

るうえで必要であり歴史上・学術上・芸術上重要なものか、地域として特色があるものか等様々

な内容を文化財保護審議会で審議し、決定していくことになります。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 28 公民館自主活動支援事業」・・・事業説明及び質問事項に対する回答後、質疑応

答 

委  員 学習グループが高齢化し、解散等もあるようだが、若い人が入るための対策はとっているのか。 

比田井事務長 若い人が加入するための対策としては、まず、貸し館事業を推進することがあげられます。

学習グループの一番のメリットとしては、公民館を使用する際、使用料が免除されることです。

本来の公民館事業としての主旨は交流による人づくり、地域づくりでありますが、現在の学習

グループは、ギターの演奏等個々の趣味を伸ばしていく活動が多い状況で、若い人へ交流によ

る人づくり地域づくりをアプローチしていくことは難しいのが現実です。学習グループの代表

者の話し合いの中でも良い意見は出てこず、今後どのように学習グループを運営し、施設管理

していけばよいかが、課題と考えております。 

委  員 学習グループには何人以上の人員が必要等の基準があるかと思うが、その基準の人員を割って

いるグループもあり、様々な問題があるのではないかと思う。また、現在ある学習グループに

対し、若い人たちがどのようなことを望んでいるのか、将来のことを考えると非常に難しい問

題だと思う。 

比田井事務長 学習グループの内容について、若い人がどういったものを望んでいるのか調査していく必

要があると考えております。また、実際に各地域においてより良い活動をしている学習グルー

プは、小中高生を取り込んで地域の活動を承継しているグループであるので、特に小中高生が

どのようなことを行いたいか明確にし、公民館としてどのように取り組んでいかなければなら

ないか、検討する必要もあると考えております。 

委  員 市内13地区のモデル地域館に年間50千円ずつの公民館活動に対する委託料を支出しているが、

この委託料は本当に必要なのか。説明の中で、この委託料を交付することにより地域住民の交

流を促進し、地域の絆や地域力を向上させるとあったが、実際はモデル地域館を毎年順番で選
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んでいるのみで、申請等を受けての交付ではないように思う。今後は、順番でモデル地域とし

て選定するのではなく、別の選定方法について検討してほしい。 

比田井事務長 確かにそのようなご意見を受けることもあります。昨年度はモデル地域館として 7 地区 14

地域公民館に交付していましたが、今年度はこれまで以上に厳しい確認等を行い、１地区尐な

い 13 地域公民館に交付しました。地域公民館の中でも、芸能祭や文化祭等を開催し、本交付金

を活用して他の地域公民館の模範となるような活動をしているところもあります。ご意見のと

おり、順番で選ぶのではなく、当該地域公民館の活動内容を十分精査し、モデル地区館を選考

したいと思います。 

委  員 公民館で行っている各講座が広報で紹介されていますが、そのほとんどが平日の昼間に開催し

ており、平日仕事をしている人は、参加したくても参加できない状況。そのような人も参加で

きるよう、開催日や開催時間についてもう尐し工夫してほしい。 

比田井事務長 現在、公民館本館で 10 講座、７地区にある公民館で計 157 講座を開催しております。その

講座に参加していただいた方からご意見をお聞きする中で、講座によっては、土・日曜日に開

催してほしいという希望もあり、実際に土、日曜日に開催している講座もあります。様々な事

情で参加できる曜日や時間帯等にばらつきもありますが、土、日曜日も含め、なるべく大勢の

方に参加していただけるような講座となるよう、開催時期について検討しきたいと考えており

ます。 

【他に質問等なく終了】 

 

≪その他≫ 

土屋係長 明日につきましても、午後１時 00 分より所管課からの説明を開始しますので、よろしくお願いしま

す。 

 

≪閉会≫ 

 


