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議 事 録（要旨）            

 会議名  

 佐久市行政改革推進委員会第３部会 

  日 時 
平成 26年８月 26日   

（火） 
開催場所 

佐久市役所 

603会議室（第３委員会室） 
時 間 

13：30 

～ 

17：00 

  出席者 

委 員：浅沼博、武者忠彦、阿部眞一、黒澤正幸、工藤孝一 

 

説明者： 

・「３－１農業体験事業」：農政課長 篠原秀則、農政係長 依田誠 

・「３－２農作物等鳥獣害防止対策事業」：農政課長 篠原秀則 農業生産

振興係長 玉置和 

・「３－３地産地消推進事業」：農政課長 篠原秀則 農業生産振興係長 

玉置和 

・「３－４有害鳥獣駆除対策事業」：林務係長 土屋巧、主事補 佐塚洋紀 

・「３－５死獣処理事業」：林務係長 土屋巧、主事補 佐塚洋紀 

・「３－６外国人定住支援事業」：観光交流推進課長 畠山啓二、交流推進

係長 竹花元也 

・「３－７プラザ佐久管理運営事業」：観光交流推進課長 畠山啓二 

・「３－８アダプトシステム事業」：土木課長 日向一正、管理係長 春山

也寸志 

・「３－９土地区画整理啓発・情報収集事業」：都市計画課長 柳沢文弘 街

路区画整理係長 森泉稔 

 

事務局：企画部長 矢野光宏、企画課長 佐藤照明、行政改革係長 遠藤貴

信、行政改革係 小林誠之、佐藤由夏 

委員 

出   ３人 

欠   ２人  

 提出資料  

・資料１    平成 26年度外部評価 部会における審議の流れについて 

・資料２    評価するうえでのポイント 

・資料３    事務事業外部評価 評価区分について  

≪開会≫ 

【事務局から報告】 

  佐藤課長  本日は、２名の委員から、都合により欠席する旨の連絡がありましたので、ご報告

いたします。本日の委員の出席は３名で、半数の委員が出席していますので、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、会議が成立していること

をご報告いたします。欠席された２名の委員へは、本日の内容を後日ご報告いたし

ます。 

 

≪部会長の選出≫ 

  佐藤課長  部会長には会議の進行等をお願いする予定です。選出について、意見等ありますで

しょうか。 

  委  員  様々な事業にお詳しいということで、黒澤委員にお願いしたいと思いますが、いか

javascript:contents_go('s1630')
javascript:contents_go('y0445')
javascript:contents_go('s1630')
javascript:contents_go('t2022')
javascript:contents_go('s1630')
javascript:contents_go('t2022')
javascript:contents_go('t1341')
javascript:contents_go('s2674')
javascript:contents_go('t1341')
javascript:contents_go('s2674')
javascript:contents_go('h1040')
javascript:contents_go('t2036')
javascript:contents_go('h1040')
javascript:contents_go('h0623')
javascript:contents_go('h1905')
javascript:contents_go('h1905')
javascript:contents_go('y0920')
javascript:contents_go('m1884')


2 

 

がでしょうか。 

   佐藤課長  部会長を黒澤委員にお願いしたいとのご意見がありましたが、いかがでしょうか。 

 【全委員が承諾し、決定】 

   部会長   黒澤 正幸委員 

  佐藤課長  それでは、黒澤委員に部会長をお願いいたします。 

 【部会長席へ移動後、部会長よりあいさつ】 

 

≪会議事項≫ 

 【本日の審議の流れについて事務局より説明（資料１）】 

  委  員  委員会での決定が事業の最終的な評価になるということか。事業の評価にあたっ

て、市役所内部や議会等の行政改革推進委員会以外のからの意見は考慮されないの

か。 

  遠藤係長  部会や委員会の段階で評価を決めていただきますが、そこで最終的な評価の決定と

いうことではなく、ご意見としていただくかたちです。 

  委  員  評価の責任は重大だと思う。それに対して、一つの事業に対する時間配分の設定で、

説明を受けるのが４分、質疑応答が６分、評価シートに評価を記入するのが３分、

というのは無理が無いか。 

  佐藤課長  時間配分はあくまでも目安です。外部評価を行う以前、佐久市が構想日本に委託し

た事業仕分けがありましたが、大きな流れや時間配分は概ね当時と同じです。ただ、

当時は事前の質問は受け付けていませんでしたが、この外部評価では、事前にもご

質問いただき、視察もご希望があればしていただくかたちにしております。 

  委  員  そもそも各々の部会に属する委員が５人というのも少ないと思うが、本日は欠席者

がおり出席は３人である。これが果たして評価と言えるのか。 

  佐藤課長  欠席された委員にも、本日の内容をまとめたものや事前質問に対する回答資料をお

送りして、ご意見等あればいただきます。その後、委員会でもまた全員で同じよう

に評価いただく予定です。 

 【その他に意見等なく、事務局の提案のとおり実施していくことで委員了承】 

        

【施設の視察について事務局より説明】 

 佐藤課長  本日検討いただく事業の中で、定まった場所として建物があるのは外部評価番号３

－７プラザ佐久管理運営事業だけですが、ご希望があれば、日程調整を行い、その

他の事業の現場も視察を行います。 

  委  員  実際に見てみたいものを挙げると、３－１農業体験事業は、実際に体験を行ってい

る田畑を見たり、事業実施団体に話を聞いたりしたいし、３－２農作物鳥獣害防止

対策事業についても、防護柵が実際どのような場所にどのように設置されているの

かを見てみたい。また、３－３地産地消推進事業についても、米粉販売がどういっ

た店舗でどのように販売されているのかを見てみたい。３－８アダプトシステム事

業は、実際に事業として行われたものを見てみたい。 

  遠藤係長  では、ご意見いただいた４事業について、日程等調整し、後日連絡いたします。 

 【その他に質問や意見等なし】 

 

【評価を行う上でのポイントについて事務局より説明（資料２、３）】 
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 【異議等なく、事務局の説明のとおり承認】 

 

○３－１農業体験事業（農政課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  事務事業評価シート「２．実施結果 故郷ふれあい交流事業補助金の交付件数」と

は何を示しているのか。 

  篠原課長  24年度に交付した１件というのが、農業体験事業参加者の受け入れをしている５団

体のうち、最後に申請のあった団体に交付したもので、それ以降は交付が無い状態

です。なお、こちらの補助金の予算は農政課ではなく観光交流推進課の事業費とさ

れております。 

  委  員  26年度に５団体が農業体験事業参加者の受け入れをしたということか。 

  篠原課長  そうです。 

委  員  ３年間事業を継続することを条件に、団体に対して事業実施の初年度に補助金を 20

万円ずつ交付し、その後は５団体に対しての補助金交付はないということだが、４

年目以降も団体は継続して活動してくれるのか。３年間の事業継続の条件を満たし

た団体は既にあるのか。 

  篠原課長  ５団体すべてが３年間継続の条件を満たしています。また、受け入れを止めるとい

うお話はまだありませんが、高齢のため活動が大変だというお話はありますので、

それが課題です。 

  委  員  新しく 20万円を交付する団体は現状では無いのか。 

  篠原課長  ありません。市が一方的に働きかけをしてお願いしても、なかなか活動が長続きし

ませんので、やはり農家の中でリーダーシップをとっていただく方を中心に、仲間

とやっていくのだという思いを共有していただくことが一番です。加えて、体験参

加者の負担金を２年度目から取っておりますので、団体自立へ向け、費用対効果を

団体主体で考えていくことが重要です。多くの方にたくさん来ていただけるよう、

おもてなしの気持ちを持って取り組みたいと思います。 

  委  員  事前に委員が質問した内容への回答として、事業目的は地域の活性化や交流人口の

創出であるとあるが、何をもってそう言えるのかがあいまいだと思う。佐久市への

移住希望者が増えたり、農地を借りて住みたいという人が現れたり、農業体験事業

以外でも佐久市が気に入って遊びに来たというような方が現れてきているのか。 

  篠原課長  活性化について定量的に評価するのは非常に難しいことですが、例えば、親子がこ

の事業をきっかけに、軽井沢へ来られた際に佐久市まで足を延ばしていただけた

り、農業体験に限らない様々なイベントを通して来てくださったりしているのでは

ないかと推測します。その点をアンケート調査し、そういった方が延べ人数で増え

ていくことがあれば評価ができると考えます。また、25年度の事業への参加者数が

1,127名であり、24年度の約３倍近い伸びを示していることも、体験会を多くした

ことの成果だと思います。 

  委  員  趣旨としては、農業体験型観光なのか。 

  篠原課長  受け入れてくださる団体を育成するという意味で農業者が中心ですので、農政課の

主管です。 

  委  員  農政課ではなく観光課の方で観光農業のようなものはやっているのか。それで果樹

のもぎ取り等の事業が定着し、観光農園が自立、発展していくとなると農政課で結
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果が出るが、ただ観光客が増えるだけでは農政課としての成果は計れない。 

篠原課長  観光課の方ではパンフレットで果樹園等の紹介を行っておりますが、直接的な呼び

込み等はやっておりません。 

  委  員  補助金 20 万円の用途は定めがあるのか。また、補助金を使用した後の報告は団体

から提出されているか。 

  依田係長  組織発足時にある程度の金額がかかるということで補助金を使われているようで

すが、団体運営のための費用としておりますので、用途の明文化はしておりません。

実績の報告については、補助金の交付要綱で定められており、交付した年度が終了

した段階で、収支計算書を添付して提出していただいております。 

  委  員  既存の団体が申込みをしたというよりも、新規に立ち上げた団体が多いのか。 

  依田係長  そうです。ほとんどは地域の農家の方が集まって組織したものです。 

  委  員  新しい団体を作っていきたいということだが、それは農業を活性化していこうとい

う意味合いか。 

  依田係長  そうです。地域の農業は個別にやっている方がほとんどですので、団体を作ること

によって、団結力が強まっていきます。例えば臼田にある団体は、会合の日に集落

の女性の方も出てきてくださる等のまとまりがあり、こちらも驚くほど、おもてな

しをしっかりやっていらっしゃいます。ただ、全体的に話をお聞きする中で、今年

は病気をしてしまい活動が大変だという声もあります。団体の中心となる方が立ち

行かなくなると、どうしても組織は自然消滅的になってしまいます。構成員の年齢

構成も高いので、若い人に参加していただいて、継続的にやっていく仕組みを考え

ていかなければならないと考えております。 

  委  員  そういった意味で、初年度に 20 万円の補助を行い次年度以降は補助が無いという

よりは、次年度にもう一度補助金等を出す等、事業の途中でサポートがあるともう

少し団体が楽になると思うので、拡充をお願いしたい。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－２ 農作物等鳥獣害防止対策事業（農政課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

 委  員  有害鳥獣防護柵に対する補助金執行率が 100％ではないのはなぜか。  

  玉置係長  １件当たりの補助上限額が 10万円なのですが、最近は 10万円未満の申請も多くあ

るためです。 

  篠原課長  補助金交付見込額は 200万円ですが、年によって申請数が上下することが想定され

ますので、ある程度余裕をもった予算としております。 

  委  員  同じ畑や田は１回補助を受ければそれ以降は補助が無いということか。 

  篠原課長  そのとおりです。 

  委  員  費用はどれくらいかかるのか。    

  玉置係長  ほとんどの柵はそれより電気柵でメーターあたり 500円か 600円ほどです。 

  委  員  事務事業評価シート「４．今後の方向性 事業の方向性」で現状のまま継続とある

が、それは予算 200万円のことを示しているのか。 

  篠原課長  そのとおりです。25年度の補助金等の執行率 83％を一つの指標としております。 

  委  員  例えば、予算で 200 万円が用意された場合、庁内の仕組みとしてそれを 100％使わ

なければいけないということではなく、鳥獣害に遭うことが幸いにして減ったた
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め、予算も使わないで済んだということか。 

  玉置係長  そうです。 

  委  員  逆に申込者が殺到すると、早い者順で終わりということか。 

  玉置係長  そうです。 

  委  員  年中受付しているのか。 

  玉置係長  そうです。冬場になると防護柵も必要無くなってきます。設置されるのは早くて３

月頃ですが、大体は夏頃です。 

  委  員  市の広報誌と FM さくだいらで制度周知をしているということだが、まだ補助につ

いて知らずに困っている人がたくさんいるのではないか。もう少し広報の方法を工

夫するという考えは無いか。 

  篠原課長  市のホームページでの広報ですと、高齢等で見られない方もいらっしゃいますの

で、一番有効な手段は市の広報誌だと考えます。また、有害鳥獣の被害が多発して

いる地域の場合、すべての地域が加入しているわけではありませんが、有線放送を

活用できます。それから、地域の集会へ説明に来てほしいという要望もありますの

で、そこへ参加された方が防護柵を設置すると、周りの方も関心を持ち、申請に広

がりを見せることもありますので、そういった情報交換の場も必要です。 

  委  員  公会場に広報のチラシを貼るのも有効かと思う。 

  委  員  補助金申請は 100ｍ以上の規模のものという条件だが、100ｍ未満の規模の申請は無

いのか。 

  篠原課長  個人の農地等で 100ｍ無い場合は、隣接する農地の所有者と合わせて 100ｍ以上に

なれば申請可能ということで説明しております。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－３ 地産地消推進事業（農政課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  事務事業評価シートの最後に米粉利活用推進研究会への負担金とあるが、米粉以外

の品目での地産地消は取り組んでいるか。 

  玉置係長  まず、研究会は市と JA と商工会の三者が６万円ずつ出し合って連携している組織

で、米のさらなる普及を図るというのが一番の目的です。米粉だけの宣伝では推進

がなかなか図れませんので、規約を改正し、昨年からイベント代にも補助ができる

ことにいたしました。また、佐久の古太きゅうりの加工研究について、委託料の中

から研究開発費として支出しております。 

  委  員  そういった独自産業化への活動をさらに行って、成果を PR したほうが良い。地産

地消推進事業で何をやっているのか意外と知らない人が多いと思う。 

  篠原課長  農業祭の地産地消フェア等活用して、そういった研究成果を知らせていく必要はあ

ると考えます。   

  委  員  食べ物以外の地産地消にも力を入れてもらいたい。 

  篠原課長  林業では特にキノコについて、現在は放射性物質の関係で国から出荷制限要請があ

り条件として難しいのですが、地産地消の一つとして考えております。 

  委  員  事務事業評価シート「２．実施結果 H25 事業内容」で佐久市庁内及び関係機関と

連絡し合いというのはどういったことか。 

  篠原課長   庁内の各担当課で、地産地消の事業を行った場合は当課で報告を受けております。
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例えば、市は直接関与ではありませんが、安養寺味噌につきましても推進協議会の

中にはメンバーとして加わっており、安養寺味噌発祥の地ということで、地元産大

豆の味噌を使ったラーメン等の消費拡大を目指しております。 

  委  員  事務事業評価シート「４．今後の方向性 今後の取組方針」で学校給食関係者や生

産者との意見交換会を開催していくとあるが、具体的にこの後の予定は決まってい

るのか。 

  篠原課長  学校給食関係者については学校給食課が窓口となって取り組んでおり、学校給食セ

ンターの栄養士さんや担当者から話を聞いているところですし、全体の会議や、個

別に状況を聞くことで、現在抱えている問題点について把握していきます。 

  委  員  農政課としては、地元農家の農作物が地元で消費されることで、農業全体の活性化

につながることから、農業の立場として地産地消を推し進めようということか。 

  篠原課長  そうです。他にも、高齢農業者が作った作物を子どもたちに食べてもらうことによ

って、高齢者が生きがいを感じたり、子どもたちが感謝の気持ちを持つことで食育

につながったりするものと考えます。 

 【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－４ 有害鳥獣駆除対策事業（耕地林務課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  現在、佐久市内で狩猟免許を持っているのは何人くらいか。 

  土屋係長  猟友会会員としてですが、25 年度は 231 名です。そのうち有害鳥獣駆除従事者が

208名です。 

  委  員  出動は多いのか。また、会員数は年々減ってきているのか。 

  土屋係長  出動は多いです。また、会員数は 17 年度に 320 名でしたが、25 年度では 231 名で

すので、８年間で 90名程度減少しています。 

  委  員  人的被害はあるのか。 

  土屋係長  過去には猪による被害もありましたが、ここ３年間はありません。  

  委  員  獲った鳥獣は、その後、焼いて処理するしかないのか。   

  土屋係長  鹿をジビエ料理に活用ということも方法としてはありますが、24年度に軽井沢町で

捕獲された鹿から 140ベクレルの放射能が検出されたことから、隣接する佐久市や

御代田町は県から出荷等自粛の要請がされています。ただ、何千頭という鹿が捕獲

されておりますので、自粛解除後のことも考え、調理方法の調査は進めていきたい

と考えております。 

  委  員  委託料は、獲った頭数に応じた金額なのか。 

  土屋係長  一頭あたり１万円を獲れた頭数に応じて支払っております。 

  委  員  捕獲頭数は目標値より実績値が多くなっている。予算に達した時点で猟友会に今年

度はこれで終わりということで対応するのか。 

  土屋係長  補正予算の時期に間に合えば、予算を補正することも検討しますが、今までは予算

の範囲内で行ってきました。 

  委  員  今後の方向性として事業費を拡大していくというのは、できるだけ捕獲していきた

いということか。 

  土屋係長  そうです。 

  委  員  山の中で未使用の散弾が落ちていることがたまにある。猟友会に一括して委託して
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いるとしても、注意事項として伝えていただけるとありがたい。 

  土屋係長  猟友会の事務局で話をいたします。 

  委  員  新規狩猟免許取得のための啓もう活動は行っているか。 

  土屋係長  農業委員会の広報時に行っていただいております。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－５ 死獣処理事業（耕地林務課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  犬や猫の場合は野生鳥獣とは法律が異なるのか。 

  土屋係長  そうです。 

  委  員  獣道となっている個所へ侵入防止策の設置等の予防策を取っているということか。 

  土屋係長  今後検討していく予定です。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－６ 外国人定住支援事業（観光交流推進課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員    定住外国人への通訳は、行政の手続きに関することは行政で説明すべきだが、

ごみの出し方等、普段の生活のものは、活動している民間団体等を把握する調

査は必要になるが、民間でもできるのではないか。 

畠山課長   現在は市人口 10 万人のうち 1,000 人の外国人登録者がいらっしゃる中で、要望

があった際にお一人ずつ対応している状況です。実際、定住外国人の方のお知り

合いが対応されているケースもあるとは思いますので、そういった方を市でも把

握する調査を行うのも一つの方法かとは思います。ただ、無報酬でずっとお願い

するという場合、例えば病院の診察結果を伝える際に、翻訳してくださる方の日

程の都合が悪いというようなことも想定されますので、市として要望の高い４か

国語の方々を外国籍臨時職員としてお願いすることが必要と考えます。  

委  員   用意されている予算は、その通訳する方への報酬か。 

畠山課長   そうです。 

委  員   事務事業評価シート「２．実施結果」で、通訳者である非常勤職員の人件費が時

間単位の記載だが、常駐なのか。 

畠山課長   常駐ではありません。原則は定住外国人の方に事前にご連絡をいただき、日程調

整をした上で当日お越しいただきます。もちろん、緊急性の高いものはそれに応

じた対応をしております。 

委  員   日程調整をするためのやりとりは、通訳者がいなくても大丈夫なのか。   

畠山課長   市の外国籍臨時職員は日本語が話せますし、定住外国人の方も日本で暮らしては

いますので、全く日本語が通じないという方は少ないです。あるいは、日本人の

方が、その外国人の方の言葉はよく分からないけれど、お困りだからということ

で一緒に市役所へ付いてきていただけることもあります。 

委  員   事務事業評価シート「４．今後の方向性 今後の取り組み方針」で、国際交流サ

ロン事務局の民間団体への移行を検討しているということだが、その場合の  

委託料の目安はどれくらいか。 

畠山課長   事前に団体の方々とご相談しますので、具体的に金額を決めているわけではあり
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ませんが、使用する会場を押さえたり、飲み物を手配したりすることが内容のた

め、現在かかっている費用に人件費を加えた範囲内では収めていかなければいけ

ないと考えております。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－７ プラザ佐久管理運営事業 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員   佐久平駅での自主事業の事業主体は、佐久市振興公社の他に市や民間等、どこで

も良いのか。現状はどうなのか。 

  畠山課長   事前に協議も必要になりますが、民間団体でも条件に合致すれば問題ありませ

ん。現状では振興公社以外の団体は行っておらず、振興公社が JR さんと協力し

て行っています。道の駅も同じ振興公社が行っていることから、その商品を振興

公社の自主事業として駅の自由通路で売ることはされています。 

  委  員   プラザ佐久管理運営業務における収支の差額が 1,500万円とのことだが、それを

委託料として市が支出しているのか。 

  畠山課長   そうです。市内の商品を振興公社がお預かりして、決められた上限 25％までの手

数料を上乗せして販売しています。プラザ佐久自体で商品を作っての販売はして

いないことに加えまして、365日朝８時からの 12時間営業をして駅の施設として

対応することと決めておりますので、現状ではどうしても商品を売った手数料収

入では人件費や光熱水費を賄えない状態です。それを委託料と同じ意味で指定管

理料と言っておりますが、市が支出しております。 

  委  員   事務事業評価シート「３．事業の分析」にある黒字に結びついているというのは

どういったことか。  

  畠山課長   昨年、市からの支出 1,500万円を含めて 80万円の黒字になったということです。   

委  員   実質は 1,420万の赤字ということか。 

畠山課長   そうです。 

  委  員   商品にはわずかな手数料を加算しての販売しかできないのか。 

  畠山課長   できないことはないのですが、指定管理を受けた法人等が、売れるかどうかのリ

スクを背負って自分で商品を開発することになりますので、振興公社の指定管理

者の立場として、現在はそういった事業展開は図っていないということです。ま

た、光熱水費についてはエスカレーターや照明等、すべて含めた金額での公社と

市の負担が 2,900万円程になりますので、かなり経費の多くを占めております。 

  委  員   佐久平駅建物の 1階のコーヒーが飲めるお店もプラザ佐久なのか。 

  畠山課長   プラザ佐久ではなく、振興公社に賃料を払ってカフェが入っています。指定管理

の中の約束で、業者の決定は市と公社で協議し、公社が勝手に業者の決定はでき

ないことになっております。 

  委  員   カフェでは、自分のところで値段を決めて飲食を提供できるのか。 

  畠山課長   そうです。 

  委  員   プラザ佐久の目的としては、佐久市や佐久広域の地酒等の売り込みや、地域の PR

が最大の目的か。 

  畠山課長   そうです。 

  委  員   実際の成果は測りにくいだろうが、市が 1,500万円を投入する価値があるのか。 
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  畠山課長   特産品や酒等に様々な種類があるということを、駅利用者がお土産を買われるこ

とで知っていただけますし、観光パンフレットの設置や観光案内も、プラザ佐久

の指定管理業務の中で行っていただいております。その関連で、年間２、３千人

を対応しておりまして、まだ十分ではありませんが一定の成果は出ていると考え

ます。 

  矢野部長   建物が駅と直結した駅ビルのような構造ではありませんので、どうしても構造的

な面は否めないかと思います。 

  委  員   新幹線の改札を通って、浅間口や蓼科口の出口まで、プラザ佐久の店舗を通らな

くても行ける。何か方法を取ることで、委託料の 1,500万円をより小さくできた

り、何より佐久市の物産が PR できたりするのではないか。ただ駅通路の脇に店

舗を構えているだけでは、よく言われる民間ならこういう工夫をやって、という

ことが 1,500万円の支出に対しては薄く感じる。 

  畠山課長   おっしゃるとおりです。プラザ佐久へは、自由通路の改札から出たところから階

段で５、６段下がる構造になっており、大抵の駅のような、歩いていてすぐ商品

を手に取れるかたちでの販売はされておりません。駅開業から 10 数年経過しま

したので、建物構造を直すにはかなり費用がかかりますが、改修が可能かどうか

考えているところです。先ほどの自主事業については、現在は自由通路にワゴン

を出して利用客を引き込んでいますが、やはり 365日続けてできないということ

ですので、常設のワゴンを何台か設置することを具体的に検討しております。 

  委  員   駅利用客とは別に、佐久市に住む方が例えば地酒を買う場所として、プラザ佐久

で買うと地元の酒屋より安く買えるとか、そういったことはないか。 

  畠山課長   あくまでもアンテナショップのような位置づけですので、振興公社が交渉の中で

原価を下げて入荷できれば、市内の店舗で購入するよりも、手数料分丸々25％高

いことは無いかと思いますが、プラザ佐久の方が安いことはおそらくないです。

その他の商品も振興公社が工夫して入荷していますので、実際にプラザ佐久に行

ってみると他の店舗に無い商品もあります。一つ一つの商品を比べると、市内店

舗の方が安いのですが、市内の商品が一つのお店で網羅的に見られるというメリ

ットもあります。 

  委  員   プラザ佐久がオープンした頃、実際に買いに行ったのだが、普通の商店街で例え

ば 100 円で売る場合にプラザ佐久では 95 円で売っている商品があったように思

う。仕入れ値を安くしていたのだと思う。 

  畠山課長   手数料を上乗せしないと、基本的にその商品自体では振興公社は利益が出ません

ので、例えば値段交渉として、A 店からの仕入れ時に原価を下げてもらい目玉商

品を作り、安く売るということも作戦としては有り得るとは思いますが、現在は

ある程度手数料を上乗せしています。 

  委  員   税金を 1,500万円も投入しているのなら、いっそのこと利益も度外視して佐久平

駅なら美味しい地酒が安く買えるようにするのも一つの方法かと思う。その結

果、市内店舗の商品が売れなくなっても困るが。 

  委  員   事務事業評価シート「４．今後の方向性 今後の取組方針」で北陸新幹線の延伸

に伴い施設設備の見直しを図るというのは、具体的にどのようなことか。 

  畠山課長   開業から 10 数年経過した中で、駅の１階から２階を通って改札へ行かれるよう

な、プラザ佐久に関する人の動線について、例えば大型バス駐車スペースを工夫
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して乗降客数を増やす施策と合わせ、駅広場の改修と合わせた見直しの検討をし

ております。今年度、調査費が付いているのはその流れです。 

  委  員   よく新幹線の座席ポケットに各地域や駅の名産品カタログ等が置いてあるが、あ

のようなかたちの宣伝はしているか。 

  畠山課長   観光名所や市内飲食店のパンフレットはプラザ佐久に設置してありますし、情報

提供をしてもらっています。改札を入ったところは JR さんに依頼して観光パン

フレットを置いていただいています。ただ、新幹線の中に設置するのは JR さん

の専売特許ですので、難しいかと思います。   

  委  員   旅行雑誌に掲載するのはどうか。 

  畠山課長   掲載依頼にも結構な金額が必要ですので、観光協会の観光宣伝としてですが、機

会を絞って行っております。 

  委  員   金沢延伸での利用者状況の変化は、具体的に何が考えられるのか。 

  畠山課長   佐久に金沢から来られた方が降りるのかという点が課題ですので、金沢でバルー

ンに搭乗していただく等の努力をしております。例えば、お知り合いの方がいら

っしゃれば、プラザ佐久で何かお土産を買っていただくことはチャンスとしてあ

りますので、利用客が増える前提で業務を進めていきます。 

  委  員   最近、佐久平駅周辺にマンションがたくさん建ち、そこから東京等へ通勤するた

めに駅を利用する方もいると思う。観光とは少し違うが、ネクタイやハンカチと

いった、出張や出勤時に役立つような物は置いてあるか。 

  畠山課長   筆記用具等やビジネス用のハンカチやネクタイは置いていなかったと思います。

その点、今後公社と相談させていただきます。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－８ アダプトシステム事業 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員   事務事業評価シート「４．今後の方向性 事業費」で「拡大」となっているとお

り、さらに拡大した方が良い。協定を結んだのが 16 団体というのは少なすぎる

と思う。 

  日向課長   やはり民間企業でボランティアをやる余裕がないという意識もあると思います

し、関心がまだ低いのだと思います。通学路や農道、通勤路等は市がシルバー人

材センターに委託をして作業していただいていますので、企業はその周りをやる

ということになり、なかなか定着していません。  

  委  員   街中の幹線道路への移植を頼んでみてはどうか。  

  日向課長   どうしても仕事をする上で制約がありますから、ある程度社員数の多い会社等で

ないとできないというのが、なかなか団体数が増加しない要因の一つだと思いま

す。 

  委  員   作業量の最低限の目安はあるのか。また、行う内容は、例えば植栽はせずにゴミ

拾いだけ、といったことでも良いのか。 

  日向課長   作業量の目安はありませんし、参加人数や頻度も関係ありません。また、内容も

植栽や草刈り、ゴミ拾いでも何でも構いません。 

  委  員   だから、作業がされているように見えないのだろうか。 

  春山係長   市のこの事業は 22 年度から始まっており、アダプトシステムの協定をしていな
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くても、区や自治会、小学校でしっかり行っていただいている場合もあります。

アダプトには里親という言葉の意味がありますので、愛着を持っていただけるよ

う、アダプトシステム事業としてお願いしたいということで言っていかなければ

ならないと考えております。 

  委  員   お金がかかるから事業を内緒にしているのではないか。 

  日向課長   予算もありますので、そうではありません。燃料費や道具の補助もしております。 

  委  員   作業内容にあった道具の補助をするということだと思うが、グループで作業頻度

が違っていても同じ支援になってしまうのか。 

  春山係長   実施の頻度で補助の度合いを決めているわけではなく、実施日や不足している物

をあらかじめその都度ご連絡いただき、道具の準備や刈っていただいた草や剪定

された枝等の回収をしております。 

  委  員   たしか公民館の活動で公園の整備をする際に、補助を年間 20 万円程出していた

と思う。この事業でお金は出さなくても、その活動をアダプトシステムに登録す

れば、もっと把握件数は多いのではないか。 

  日向課長   本日議論いただいているのは土木課主管の部分で、それ以外に公園は公園でアダ

プトシステムをやっております。そちらは面積が 11万３千平米程で 28公園、協

定締結を行ったのは 32 団体です。土木課の方では、佐久平駅前広場や道路を含

めて 28か所、17団体です。公園の関係を含めますと、49団体延べ 500人以上の

方にご参加いただいています。   

  委  員   アダプトシステムという言葉の意味が分からない方も多いと思う。 

  春山係長   県と合同で行ったり、他の自治体も行ったりしておりますが、認知度が低い部分

は活動内容や名前も含めて周知しなければというのはあります。 

  委  員   国や県等の、他との整合性を図るためにアダプトシステムの言葉が残っているの

は良いのだが、もっと市民にわかりやすい名称の事業に変えて、「何とか事業（ア

ダプトシステム）」くらいにしないと理解してもらえないのではないか。 

  日向課長   横文字でなかなか定着しないというのもあると思うのですが、里親のボランティ

ア清掃や活動といった意味を広報していかなければいけないと考えます。 

  委  員   事務事業評価シート「１．事業概要 めざす目的成果」にある、道路愛護意識を

向上させたいということなら、子どもたちにこそ積極的に参加してもらえると、

将来的に効果があるのではないか。学校等で PRはしているか。   

  春山係長   小中学校のほとんどの活動では、国県道の方をやっています。また、私立保育園

はまだ実施していてないこともありますので、広報していければと思います。 

  委  員   市道は道幅が国道より小さいが、その路肩での清掃や植栽を行う上で、事故はあ

ったか。 

  春山係長   ありませんでした。作業については、二車線の幹線道路で必ず歩道があるところ

をお願いしております。ただ、やはり作業には危険を伴いますので、今年度から

作業中である旨を記載した看板を出していただいています。 

  委  員   もし事故や怪我をした場合の保険対応は団体が負うのか。 

  日向課長   事前に入っていただいております。    

  委  員   市ではなくて参加団体の方で入ってもらうということで、その保険料は団体が払

うのですか。 

  日向課長   そうです。  
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【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

○３－９ 土地区画整理啓発・情報取集事業 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員   事務事業評価シート「３．事業の分析 達成度」で目標とする成果が得られなか

ったように記載があるが、土地区画整理事業の新規事業認可のことか。 

柳沢課長   そうです。目標としては、１箇所くらい新規土地区画整理の事業認可を目指して

いたのですが、そこまでいかなかったということです。 

委  員   用途地域内でまだ土地が使用されていないところはあるか。 

柳沢課長   あります。そういったものの洗い出しをしておりますが、土地区画整備事業では

地権者の協力が必要であったり、膨大な事業費がかかるケースもあったりします

ので、順次実施しております。道路を引くだけで地域の活性化を図れるケースも

ありますので、手法を使い分けしながら進めていきます。 

委  員   例えば、一本柳の西側は昔から検討されてきているかと思うので、駄目でもとも

とで、地元へ行って話しかけをすることが必要ではないか。 

柳沢課長   必要ですね。原東１号線の関係で土地利用が大分進みまして、あの辺りを改めて

実施するのはなかなか難しいかと思いますが、浅間病院へ抜ける側のデイツーの

横の道路の東側あたりは比較的まだ空いているかと思います。 

委  員   ３点質問したいのだが、まず１点目として、都市計画課や土地区画整理啓発・情

報取集事業は何の目的でどういったことをやっているのか。２点目として、長土

呂西部土地区画整理推進委員会というのは地元の方達で組織している団体に思

えるのだが、そこに対して税金で 10 万円支出しているということか。それから

３点目として、情報収集事業という名目で月刉の専門誌を購読していることにつ

いて、部署として購入するのなら分かるのだが、一つの事業として得られた予算

から本を購入するのか。 

柳沢課長   まず、１点目のご質問ですが、都市計画課では都市計画の用途地域といった、土

地によって今後の土地利用の方向性を決める用務を行っております。それから、

都市計画道路のように、将来的な道路建設をあらかじめお伝えすることで、ある

程度の土地利用の規制も行っております。そういった将来的な都市の理想形を決

める計画を立てたり、それを順次実施したりしている課です。また、一般的に土

地区画整理事業とは、直接買収した土地に公共施設を建てる際、買った土地の周

辺の土地の形が悪かったり、あまり加工ができなくなったりしまうのを避けるた

め、周りの土地も含めて減歩というかたちで面的な整備をし、公共施設の土地を

生み出すという考え方です。お金を払うわけではなくて、そのかわりに土地の形

が良くなり、使い勝手が良くなることで、土地の価値自体が上がります。土地区

画整理事業の目的は公共施設の整備と宅地の利用増進を進めることと土地区画

整理法に定義されておりまして、事業を行うことでより良い街づくりが進められ

るというメリットをご理解いただくことを啓発しております。２点目のご質問に

つきましては、地元組織に対して補助をして事業が推進されることによって、公

共施設の整備が進むということです。例えば区画整理で幹線道路が整備される

と、そこにお住いの方だけではなく、市民全員の利益になります。   

委  員   これまでもこういった委員会は各地にあり、たまたま現在は長土呂地区のみに組
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織があるということか。 

柳沢課長   そうです。事業を実施している組織に対し補助をいたします。 

矢野部長   土地区画整理推進委員会は、住民と行政で意見のキャッチボールをする上で、区

長さんが先頭に立って全体の意見をまとめていただくことで、市がそこで意見の

把握ができる仕組みです。 

柳沢課長   ３点目の情報収集につきましては、区画整理を進める上で情報取集は重要な手法

と考えておりますので、お金を出して本の購入をしております。 

委  員   行政のお金の流れがよく分からないのだが、課としての予算は無いのか。 

柳沢課長   あります。課の予算の中で事業としてお金を切り出しているだけですので、課の

予算で行っているということです。 

委  員   この専門誌はこの事業でしか使い道がないのか。 

柳沢課長   そうではありません。他の事業でも使える専門誌なのですが、この事業自体が、

「土地区画整理啓発・情報収集事業」ですので、情報収集事業の一環として図書

を購入しております。 

委  員   必要な情報収集があるのは当然だが、事業費から支出するのはどうなのか。 

柳沢課長   元々は、同じ事業の中で研修会参加費用を予算化していたのですが、現在は職員

課で研修費用を一括して支出をしておりますので、それが減った分、情報収集事

業が浮き上がっているのだと思います。 

佐藤課長   今回は啓発と情報収集で事業立てしたので、この単位の事業で評価いただいてお

ります。どこの課でも情報収集はしておりますが、それぞれの事業レベルの整理

は事務局の課題です。今回の外部評価は、数年前に対象事業を発表してあります

ので、評価はこれでお願いします。 

矢野部長   事業の区分けの仕方は今後検討させていただきます。 

【その他に意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

 

≪その他≫ 

  遠藤係長   本日、ご意見をいただいた視察については、改めて日程を調整し、ご連絡させて

いただきます。その視察後に、本日の評価結果に基づき、部会の評価の最終決定

についてご審議いただく予定です。その後、全ての部会が終了したところで、委

員会を開催し、委員会としての評価をご審議いただく予定です。 

 

≪閉会≫ 

 

 


