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議 事 録（要旨）            

 会議名  

  第３回 佐久市行政改革推進委員会 

  

  日 時 平成25年7月17日（水） 開催場所 佐久消防署３階 講堂 時 間 

13：00 

～ 

16：45  

  出席者 

委員：樫山幹男、齋藤由美子、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 

「健康教育事業」：健康づくり推進課長 工藤正子、課長補佐（兼）

健康増進係長 山崎ひろ子 

「保健対策事業」：健康づくり推進課長 工藤正子、課長補佐（兼）

健康増進係長 山崎ひろ子 

「友好都市等交流事業」：観光交流推進課長 畠山啓二、課長補佐（兼）

交流推進係長 竹花元也 

「観光宣伝事業」：観光交流推進課長 畠山啓二、課長補佐（兼）観

光係長 春山也寸志 

「観光施設管理運営事業」：観光交流推進課長 畠山啓二、課長補佐

（兼）観光施設係長 丸山善範 

「地籍調査事務事業」：耕地林務課長 丸山陽造、課長補佐（兼）長

田英典 

「不用品活用事業」：生活環境課長 荻原幸一、課長補佐（兼）環境

衛生係長 相良成信 

「佐久平スマートインターチェンジ推進事業」：公園緑地課長 上原

賢一、課長補佐（兼）公園整備係長 広瀬泰昭、公園整備係 田中進 

「森林セラピー事業」：健康づくり推進課長 工藤正子、課長補佐（兼）

保健事業係長 小林辰男、保健事業係 大井裕史 

「保健センター管理運営事業」：健康づくり推進課長 工藤正子、課

長補佐（兼）保健予防係長 丸山直子 

「医師当番制対策事業」：健康づくり推進課長 工藤正子、課長補佐

（兼）地域医療係長 佐々木和弘 

「建築確認指導事業」：建築住宅課長 高橋範仁、課長補佐（兼）建

築係長 神津康志 

委員 

出  8人 

欠   6人  
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「観音峯活性化センター運営事業」：望月支所長 吉澤隆、企画幹 上

野哲男 

「議会広報広聴事業」：議会事務局次長 大塚芳暢、次長補佐（兼）

庶務係長 柳澤広幸、議事調査係長 清水秀晃 

 

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、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） 

・訂正資料（保健対策事業） 

・訂正資料（友好都市等交流事業） 

・訂正資料（観光宣伝事業） 

・訂正資料（観光施設管理運営事業） 

≪開会≫ 

≪あいさつ≫ 

花里部長 本日の会議につきましては、６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８

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。なお、本日は、午後５時 00 分終了を目途ということで ご案内

してございますが、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。 

 

≪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 

【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４ 健康教育事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 ２、３質問したいが、まず、事務事業評価シート 25ページに結果報告会の参加者率とある

が、検診受診者と参加者の具体的人数は何人だったのか。２点目は、達成度の下から２行

目の「特定保健指導の終了率が 37.4%で前年度を上回った」とあるが、この部分をもう尐

し詳しく説明を頂きたい。３点目は、教育事業いう事業名になっているが、内容を見ると

保健指導や健康指導といったものであり、教育というよりは指導ということの方が適して

いるのではないか。健康診断の中の指導に含めても良いのではないか。改めて教育という

名称を掲げて事業として実施している理由を教えてほしい。 

工藤課長 １点目の結果報告会の参加人数ですが、集団検診を受診した人数は 1,744 人で結果報告会

は 1,078 人の方が結果報告会に出席しました。次に特定保健指導の終了率の関係は、H23

年度は 35.4%でありました。３点目の事業名の関係ですが、配布資料の事前質問の回答の
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資料の 12ページ目をご覧頂きたいのですが、この中で、保健対策事業と健康教育事業とを

統合できないかという質問がありますが、健康教育事業は、生活習慣病予防について検診

を受診した方に個別に情報提供を行うものと、健康講話などにより市民全体へ情報の提供

をしているものがあります。保健対策事業は、保健補導員を対象に実施していますが、健

康教育事業は検診受診者個別への指導と市民全体へ情報提供を実施しているものであり、

保健対策事業より幅広い対象者に啓発活動をしており、保健対策事業の中でというよりは

健康教育という位置付けで行うことが良いと考えております。また、法の中でも健康教育

事業ということで位置づけられております。一部数字の訂正をお願いしたいのですが、結

果報告会の人数は平成 23年度が 77％で 1,342名であり、平成 24年度が 75％で 1,550人で

あります。平成 24、25年度の参加対象者は増加しております。 

委  員 教育について、27ページに載っている市民一般を対象とした講座や健康づくり佐久市民つ

どい等、一般に広く集めるようなものを教育というイメージとしてもっているが、ここで

言っているのは検診受診者で異常値があった者に指導したりアドバイスをしたりというも

のであり、このような部分は教育というものとは分けた方が良いのではないかと思う。健

康教育事業という名称は馴染まないような気がするので検討してほしい。 

工藤課長 健康づくり推進課健康増進係で行っている事業と国保医療課で行っている事業があります

が、事業名は検討したいと思います。 

委  員 特定保健指導の終了率は 37.4%とあるが、これは特定保健検診を受けた人に対しての割合

か。 

工藤課長 そうです。 

委  員 説明の中で健康に対する取組みが二極化しているとのことあったが、健康に関心が無い人

達に対する対応が課題ではないかと考える。特定健診の対象者で受けていない人というの

はどれくらいいるのか。１、２年間で健康診断を全く受けていない人や、受診して重大な

問題があるにも関わらず、改善しようとしない人などに対する対策は行っているのか。 

工藤課長 特定健診の受診対象者は国保加入者の 40～74 歳の被保険者を対象としており、平成 24 年

度は 17,510人の対象者がおり、それに対して受診率が 36.9%で 6,455人が受診しており、

約１万人の方が未受診であります。これは、国の施策で平成 20年度から始まったもので、

国が受診率の向上を目指すことを掲げる中で、市でも危機感を持って向上を目指して取り

組んでおり、保健補導員に依頼し、特定健診受診率の向上アップのキャンペーンの実施や

地域での呼び掛け、街頭で呼び掛けを行う等しているが、なかなか難しい状況であります。

医師会とも相談し、受診率の向上を検討していきたいと考えております。平成 20年度に始

まった当初は 30.1%でありましたが、平成 24年度で 37％近くまで上昇したのが、現状であ

ります。 

委  員 全国平均はどれくらいか。 

工藤課長 全国平均の数値は手元にありませんが、県の平均が約 40％であります。 

委  員 県の平均よりも下回っているという現状ということで、平成 20年度に比べれば尐しずつ向
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上しているが、10人の内 6人が受けないというのは、個人の意思でなかなか難しい部分も

あると思うが、なんとか改善していかなければいけないと思う。他の自治体で受診率が高

い所もあるかと思うが、そういうモデルとなる自治体へ視察や意見を聞くなどして改善し

ていって頂きたい。 

工藤課長 貴重なご意見として参考にして検討していきたいと思います。 

委  員 これからは選択と集中の中で、ある程度絞り込みを行い、コスト管理の目標を持って取り

組んでいく必要があると思う。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号５ 保健対策事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 数字の質問ですが、事務事業評価シート 32ページに保健補導員会の事業報告の調査対象者

が 1,050 人で有効回答数が 1,047 人となっており、回収率が 87.3%なっているが誤りでは

ないか。 

工藤課長 間違っています。 

委  員 保健補導員の方に区の事業に協力して頂き感謝している。自主事業の内容を見ると、検診

の時のお手伝いなどしており、活発に活動していることが見受けられるが、市からの保健

予防事業の協力手数料が 1,979 千円ということだが、240 ある区の予算としては尐ないの

でないかと思うので検討して頂きたい。 

工藤課長 保健補導員の方には市の事業にも協力して頂いており、地域での活躍も期待されているの

で予算増額は検討していきたいと思います。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 17 友好都市等交流事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 事業費の説明の中で平成 24 年度はエストニアやフランスのアバロン市へ訪問するという

ことで、大幅に予算が増加したということであった。平成 25年度も予算額が多いが同じ所

へ訪問するということか。 

畠山課長 毎年訪問するという訳ではありません。平成 25年度についてはモンゴルとの提携 5周年記

念であることと、国内では愛知県岡崎市とのゆかりのまち提携 30周年ということで予算額

が多くなっております。ただし、実際は、モンゴル国内の政権が変わったことから、予定

していた 5 周年記念事業は相手方の受け入れ体制が整わないとのことで延期となっており

ます。数字的には当初予算の金額となっており、そのまま事務事業評価シートに計上して

いるという状況であります。 

委  員 91ページに市民レベルの交流が活発化しているとあるが、この増加しているという人数は

どのように把握しているのか。 

畠山課長 友好都市等とのスポーツ交流大会や農業体験等の交流がありますが、そのような交流会に

ついては参加者の実数を把握しております。このような交流は年々増加しており、市民交
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流が活発化していると考えられます。 

委  員 活動指標についてだが、平成 24 年度の実績は、目標の３倍程度となっている。平成 25 年

度の目標値は平成 23、24 年度と同じになっているが、それを踏まえると平成 25 年度の目

標値は変更するべきではないか。 

畠山課長 平成 24 年度については、周年事業が大きく影響していると考えられることから、平成 25

年度の目標値はそのままとしております。 

委  員 見通しとしては、平成 25 年度の実績は平成 23 年度同じ程度の数字となる可能性もあると

いうことか。 

畠山課長 そのように考えております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 18 観光宣伝事業」・・・事業説明及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の 38ページ「佐久市を訪れた観光客に対する満足度の把握」につい

てだが、「アンケート結果に基づいて改善している」となっているが、具体例な事例はどの

ようなものがあるか。 

畠山課長 資料が手元に無いので、覚えている範囲の例で申し上げますと、温泉施設である穂の香乃

湯や布施温泉、もちづき荘では時期によってはお客が多すぎるという内容や下駄箱の乱れ、

また、トイレの清掃が行き届いていないというアンケート内容もありました。お客が多す

ぎるというのは如何ともできませんが、下駄箱やトイレに関する改善はアンケート結果を

受けた時点ですぐに対応しております。実際には、指定管理者制度により佐久市振興公社

が管理しておりますが、そのように心掛けて対応しております。中には、修繕工事等が伴

うような要望もありますが、そのような内容についても、できる限り早急に対応をしてお

ります。 

委  員 観光事業は非常に大切な事業であると思っているが、これと並行して企業誘致や、空き家

バンクなどの事業と連携して佐久市をアピールしていく必要がある。企業誘致に対しても

観光としてのＰＲは非常に大事になっていると思うが、どんな将来構想で事業を実施して

いるのか。 

畠山課長 委員ご指摘のとおりと考えます。当課において、交流人口の創出を図る中で、空き家バン

ク事業を行い、佐久市への移住促進を図っておりますが、まず、佐久市を知ってもらうと

いうことが大事でありまして、善光寺や松本城などといった有名な観光名所があるわけで

もなく、軽井沢の隣といった説明をする場合も未だある中で、まず観光を通じて佐久市に

訪れて頂くということが第一歩であります。空き家バンクなどの取り組みがマスコミに取

り上げられることなどにより、認知度を上げることは企業誘致の一助に繋がる場合もある

ことから、総合的に施策展開を図り事業を実施していく必要があると考えております。 

委  員 現在、佐久市観光協会が市の内部にあるような状況だが、全国的な状況を見てもやはり独

立してあるべきものだと思う。どのように考えているか。 
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畠山課長 委員ご指摘のとおりと考えます。一方で、言い訳のようになってしまいますが、市内に核

となる観光地が無いということで、収益事業に繋がりにくいという現状があります。法人

になるとやはり収益を上げていくということが必要であります。現在、サクマ製菓にサク

ドロップスを作ってもらい、イベントなどで販売しておりますが、法人でないため収益と

して計上できないというのが現実であります。最初からすぐに独立していくというわけに

はいかないと思いますが、そういったものを積み上げていき、法人化して独立いくという

方向性は、観光協会も市も同じ考えであります。 

委  員 ひとつ例を挙げると、知り合いで日本赤十字に勤めていた人から龍岡城の城主が日本赤十

字の創設者だというのを知らないという話を聞いた。そういう点では観光のＰＲが足りて

いないのではと感じる。参考までにお話した。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 19 観光施設管理運営事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 観光案内看板というのはどのようなものを作っているのか。 

畠山課長 歴史の里であいの館を例に挙げると、入り口の部分に、まちの駅という意味合いで看板を

設置しています。その他の一般的な看板は、道路の標識の所に設置しています。 

委  員 固定した形があるわけではないということか。 

畠山課長 道路に接する場合は、基準に沿って設置しなければならないが、敷地内に設置するものは

特に決まった形があるわけではありません。 

委  員 事務事業評価シートの活動指標に看板設置済数が平成 24年度実績で 199本とあるが、年間

199本も設置したということか。 

畠山課長 この数字は、昨年度のみ設置した数値ではなく、これまでに設置してきた延本数でありま

す。 

委  員 前に説明のあった観光宣伝事業に戻ってしまうが、平成 24年度の非常勤職員等の人件費が

2,100 時間で 1,045 千円となっているが、これだと最低賃金より低い金額になってしまう

のではないか。確認してほしい。 

畠山課長 基本的には市の基準単価で支払っておりますのでそのようなことはございませんが、確認

しておきます。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 15 地籍調査事務事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 成果指標について、地権者説明会の出席者数が指標になっているが、この説明会というの

はどのようなことを説明しているのか。 

丸山課長 85ページにある資料をお配りして、立ち合いが必要になる場合等の調査の進め方を説明し

ております。 

委  員 出席者数は非常に尐ないということだが、それで大きな支障が無いのであれば、説明会実
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施についても見直しを検討していった方が良いのではないか。 

丸山課長 この調査は、字界で細かく区切って行っているので、既に調査を経験されていて説明会に

出る必要が無いという方が多い現状です。対象者としては地権者全員ということになりま

すが、平成 24 年度の説明会では調査対象者が 160 名で、そのうちの 84 名は前年度に調査

を経験しており、実際に説明会に出席した人数は 19 名でありました。また、市内に在住.

していない方もそのうち 31名いるということもあり、出席者数は尐ない状況でした。ただ

し、出席者数は尐ないですが、関心があることについては出席者から活発な質問が出され

るので、出席率が悪くても説明会自体は開催する必要があると考えております。 

委  員 説明会の出席者が０名という場合もあるが、出席者ということ以外にこの事業の指標がな

いのであれば、関心があるものに的をしぼったような方法など説明会のやり方を見直した

方が良いのではないか。 

丸山課長 検討していきます。 

委  員 この事業についても、国土調査法に基づいて行う事業であって、我々が意見を述べて評価

するようなものではないのではないか。外部評価の事業としてはなじまいと思う。 

土屋係長 国の補助金を活用して実施する事業ではあるが、事業を実施するかどうかについては自治

体で判断するものとなっております。実施していない自治体もあり、事業を実施するかど

うかについても選択はできるものであるため、外部評価の対象としております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号７ 不用品活用事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 民間のリサイクルショップも増えており、この事業は市で実施する必要性はなくなってい

るのではないか。この事業が無くなっても市民サービスが低下するということはないので

は。 

荻原課長 この事業は 30年以上続いている事業であり、当時はこのような不用品を扱う機会は尐なく

好評だったということでありますが、現在は民間のリサイクルショップ等で不用品を扱う

機会は増えており、市が積極的に関わっていく必要はなくなってきていると感じておりま

す。ただし、民間で行っているものは有償での取引のみで、無償での取引という部分にお

いては現在も必要とされている部分はあるかと思われますので、事業縮小という方向で考

えていきます。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 20 佐久平スマートインターチェンジ推進事業」・・・事業説明及質問事項に対する

回答後、質疑応答 

委  員 この事業について何を評価すれば良いのか。スマートインターチェンジの利用者数も固定

化しており、スマートインターチェンジを辞めろということでもないので評価に困るとこ

ろがある。もう一点は、お願いになるのだが、茨城牧場長野支場近くにある信号の北方向



8 

 

に進む道は、途中から細くなっており、県道に突き当たるところでミラーや塀を壊すなど

の被害が出ている。茨城牧場長野支場の信号の標識にも分かりやすく表示してほしい。小

さな立て看板ではなかなか目に入りづらいので、改善して頂きたい。佐久市運動公園陸上

競技場に観戦に来た人たちにもスマートインターチェンジが分かりやすいように工夫をし

てほしい。佐久リサーチパークからの物流のための大型トラックも多いので検討頂きたい。 

土屋係長 評価が難しいという意見でありますが、この事業に関しても市から佐久平スマートＩＣ地

区協議会へ負担金を支払っており、その負担金で看板設置などを行っている。その負担金

の使い道などについて、市として意見を述べることが出来るので、そのようなことで評価

を頂ければと思います。 

上原課長 話にありましたように看板設置について負担金で実施することは可能ですので、そういっ

た意見を踏まえて対応していきたいと思います。茨城牧場長野支場の敷地や市所有の敷地

の中ということもあり、立て看板は小さなものとなっておりますが、ご意見を踏まえて検

討したいと思います。 

委  員 道路上の標識に併設すると公安委員会の許可を得なければならず、約 2 年かかると聞いた

ことがあるが、地区の住民としては壁を壊されたりと被害があるのでなんとかお願いした

い。 

委  員 スマートインターチェンジが出来たとき、平尾山公園が中心としてあったわけだが、軽井

沢の年間 800 万人といわれる観光客をもう尐し引っ張ってくることはできないか。また、

中部横断自動車道が完成していくわけであるが、そういったことをうまく活用して佐久市

への観光客を増やしていく検討をお願いしたい。今、東京などから佐久平カントリーにゴ

ルフに来るという人も多いということなので、ホテル一萬里などと宿泊をセットにするな

ど工夫をしていくなど発想を転換して取り組んでいってほしい。 

上原課長 スマートインターチェンジの利用者の人数も固定化している中で利用者を増やしていくに

はおっしゃる通り発想を変えていかないと難しいので、これまでとは違う方法も考えてい

きたいと思います。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号２ 森林セラピー事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 私も実際に森林セラピーの参加し、とても気持ちが良く、良い事業であると思ったが、こ

の事業が市民を対象とした事業なのか、それとも市外からの観光客を対象とした事業なの

かどちらか。 

工藤課長 市外の方はもちろん市民の方にも体験して頂きたい事業です。無料体験ツアーも実施しま

したが、市民の参加者数は尐ない状況であり、もう尐し情報発信が必要であると考えてお

ります。 

委  員 広報佐久で無料体験の案内を見たが、誌面だけでは一体どんなことを行うのか内容が分か

らなかった。実際参加して良い事業だというのが分かった。ただし、一人 5,000 円を払っ
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ていくかというと高くて行かないのではないかという気がする。やはり、市民の健康増進

というよりは観光事業というような気がするので、健康づくり推進課でやるべき事業なの

かというのは疑問がある。 

工藤課長 ご指摘のとおり、全国に森林セラピーの基地というのは 53カ所あり、その中で健康づくり

部門が担当しているのは２ヶ所で、その他は観光部門が担当しております。 

委  員 私もこの事業の目的や活かし方には疑問がある。森林セラピーということだが、これは平

尾山という自然の資源を活かしたものであり、都会では体験できない佐久市独自の重要な

財産であると思っている。健康づくり推進課で行うよりは、市としてこの事業を今後どの

ように展開したら一番有効なのかということを考えた方が良いのではないかと思う。今の

状況は物足りなさを感じるので、もう尐し上手に展開できないものかと思う。こんな良い

財産があるのだから活かさない手はないので、観光という話が出ているが、森林セラピー

に係るアンケートでは良い評価を得られているようなので、健康づくり推進課と観光部署

でそれぞれ相乗効果得られるように事業を展開していけるよう考えてほしい。 

工藤課長 市として森林セラピーの事業を通じて様々な相乗効果が得られるような事業展開を検討し

ていきたいと思います。 

委  員 健康だけの事業に限定している健康づくり推進課では無理があるので、観光交流推進課と

タッグを組んで市民の健康と観光での交流人口の創出も含めた事業展開を検討した方が良

いと思う。 

委  員 森林セラピーに 30～40人の団体で４回程参加したことがあるが、もう１回行こうとは思わ

ない。それは何回行っても変化がないからである。もう尐し子どもが楽しめるようなもの

など工夫が必要ではないかと思う。そうでないと１回行けば十分というようになってしま

う。料金が高いとは思わないが、都会の方は様々な所へ出掛けて色々見ているので、市で

も様々な施設を視察するなどして工夫を凝らしてほしい。 

工藤課長 工夫という面では、今年度はピクニック形式で事業を行ったり、樹木医が同行するなどの

新たな試みを考えているところであります。良いということは分かってもらっております

が、なかなかリピーターになってもらえないということがあるので、もう一度来ていただ

くための工夫を考えていきたいと思います。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号３ 保健センター管理運営事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 ２点質問があるが、１点目は成果指標が適切なのかどうかということである。稼働日数や

貸出回数という活動指標に対して成果指標が事故の発生件数や苦情の件数というのが指標

となっているがどうなのか。もう１点は、説明の中で臼田保健センターが指定管理制度を

活用しており、高齢者福祉課で建物を管理しているということだが、健康づくり推進課で

所管している部屋などがあるとは思うが、同じような事業を高齢者福祉課でも行っている

のであれば、どちらかの課に統合すれば良いのではないかと思うのだが。 
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工藤課長 １点目の指標が適当かどうかということですが、維持管理といった部分で利用された方か

ら苦情がないということや事故がないということは重要なことであると考え、指標としま

した。２点目の臼田保健センターの関係ですが、場所はあいとぴあ臼田の中にあり、そこ

に社会福祉協議会臼田支所、地域包括支援センター、障がい者施設等が入っている複合的

な施設となっており、健康づくり推進課の関係事業としては、各種検診や教室で使用して

おります。建物は高齢者福祉課が社会福祉協議会に一括で指定管理制度を利用し管理を行

っている状況であります。 

委  員 私なりに今の話を解釈すると、事故件数や苦情件数を活動指標としている意味は、健康づ

くり推進課として、保健センター管理運営事業の中で、事故が起こらないことが一番重要

で、次にそれに繋がる苦情ということが管理する上での指標として重要と考えているので

成果指標としているということで良いか。 

工藤課長 その通りです。 

委  員 本事業は保健センターの施設管理を行うことが目的の事業であり、他にも観光施設管理運

営事業や老人福祉施設管理運営事業など施設の管理を行うことを目的とした事業がたくさ

んあるようだが、市には管財課という市の財産を管理する部署があるのでそちらで一括し

て管理することはできないのか。この質問は今、回答しなくても良いので提案ということ

で聞いておいてほしい。 

土屋係長 市としては、現在、公共施設マネジメント関係の事業の中で効率的な施設管理をどう行う

かの検討について、取り組みを始めております。今後、本委員会でも審議して頂くことに

なるのでよろしくお願いします。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号６ 医師当番制対策事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 休日の小児の急病診療については、午前８時 30 分から午後０時 30 分の間で行っていると

あるが、それ以外の時間帯は救急で対応しているということか。 

工藤課長 佐久地域では４カ所の医療機関が救急医療機関となっており、対応しております。 

委  員 料金は支払うのか。 

工藤課長 通常の診療報酬ということでお支払いいただいております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 21 建築確認指導事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 事務局への意見になるが、本事業についても建築基準法に基づいて行っている事業のため、

外部評価に馴染まないと思うが。 

土屋係長 建築確認指導のみだと行政内部の指導事業となるが、本事業には、市で独自に行っている

補助金を活用した耐震性の向上、高断熱の住宅の増加という内容の制度も含まれているの

でそのことについて意見をいただければと思います。 
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委  員 法に基づかない、そういった部分のみ抜き出して評価するよう提示されれば判断できるが、

金額もすべて一括になってしまっているので、分かりづらい。 

土屋係長 事務事業単位での記載となってしまうので、分からずらくなっており、その点は申し訳な

いと考えております。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 22 観音峯活性化センター運営事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質

疑応答 

委  員 私も利用したことがあり、設備は良いが、活用ということでは検討の余地があるように思

えた。あの辺りは佐久クラインガルテン望月ができて活性化したと思うので、さらに利用

者数を増やせればと思う。佐久クラインガルテン望月との接点を大事にして行っていくと

いうことを念頭において事業を進めてほしい。 

上野企画幹  おっしゃる通りであり、佐久クラインガルテン望月の交流会でも多数利用しているが、

更なる有効活用を検討していきたいと思います。 

【他に質問等なく終了】 

 

●「外部評価番号 29 議会広報広聴事業」・・・事業説明及質問事項に対する回答後、質疑応答 

委  員 市議会があるたびに傍聴に行っているが、傍聴者が非常に尐ない。ケーブルテレビで放送

されているということもあるが、やはりその場に来て見ると全く違う。議員の問題という

こともあるが、もう尐し市民が関心を持つような議会にしていかなければいけないと思う。

議会報告会でも議員は全員揃っているのに市民は 12 名しか来ていないということもあっ

た。セレモニーのような議会になってしまっているように感じる。市民が傍聴していれば

議員も下手な質問はできず、質も向上してくるはずである。 

大塚次長 傍聴者数が尐ないことに関しては、やはりケーブルテレビで放送しているということや議

員の質問の内容が関係していると思います。事務局で、議会の傍聴に関する周知は実施し

ておりますが、やはり、議会において、良い議論ができることが重要だと考えております。

事務局としては、議員の資質向上のための研修や補助、支援を行うことと、傍聴者数を増

加させるための広報を工夫するなど考えていきます。 

委  員 今の意見は、本来なら議会事務局に言ってもしょうがないことで、議員が自ら考えないと

いけないことであり、市民もさらに関心を持たなければいけない。質問に移るが、質問に

対する回答資料の 55ページに「市民からの意見・要望を取りまとめ資料を作成とあるが、

その内容をどのように生かしたか。」とあるが、議会改革に関する市民からの意見はどのよ

うなものがあったか教えていただきたい。 

大塚次長 議会の報告会・意見交換会で出された意見で、議会改革ということではありませんが、「も

っと自由な議論の時間がほしかった」、「出席した議員が何に一番力を入れているのか発言

してほしかった」など報告会の内容についての意見が多くありました。他には、「質問の形
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式として一問一答形式ではなく、一対一での受け答えの方が良いのではないか」という意

見もありました。そういったことは議会基本条例に反映しております。「議員の資質向上」

という意見もありましたが、それは各議員が受け止めていると思っております。 

委  員 議長へ伝えていただきたい要望になるが、今の議会説明会はあまり意味がないと思ってい

る。実際に何度か参加しているが、決められたことしか回答していない。それぞれの地区

で抱えている課題を自由に討議し、意見を吸収する場となればもっと住民も参加すると思

う。その場では即答できないこともあると思うが、受け止めるということは議員として必

要であると思う。そのような意見交換ができる会にしてほしい。 

【他に質問等なく終了】 

 

≪その他≫ 

土屋係長 評価シートにつきましては、７月 29 日（月）までに事務局へ提出していただくこととさせていただき

ますので、よろしくお願いします。本日提出される委員さんがいらっしゃいましたら、委員会終了

後、事務局へお声掛けをいただければと思います。次回の委員会は８月下旬を予定しておりまし

て、委員会としての最終的な評価をしていただくこととなっております。委員会としての最終的な評

価につきましては、委員の皆様から提出していただきます評価を、事務局でとりまとめ、たたき台を

作成させていただきますので、それを基にご審議いただきますようお願いします。開催通知及び

当日の資料は後日、送付させていただきますので、お忙しいところ大変恐縮ですが、ご出席をい

ただきますようお願いします。 

 

≪閉会≫ 

 


