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対応方針

令和２年度事務事業外部評価 事業名 プレイスメイキング推進事業（都市計画課）

◆行政改革推進委員会における評価結果
現状を踏まえた評価

（今後どのように取り組むべきか）

・ＰＤＣＡに基づきまとめられておりますが、やはり新しいプロジェクトには、ＰＤＣ
Ａの後にもう一度Ｃ（チェック）を入れ検討することを希望します。そしてやはり、
いつまでに完了するのかマイルストーンをきちんと市民に公表すべきです。そう
すれば一般市民からも色々なアイデアが出ることも考えられます。
・引き続き事業を実施する中で、できるだけ多くの市民に佐久市のまちづくりに
関心を持ってもらえるようにして欲しいと思います。
・民間事業者が活用したくなる仕掛けが重要だと思います。かつて、佐久平駅
蓼科口で飲食店の屋台が出店していたことがありましたが、そういう催し等と
ジョイントさせて行うことも如何かと思います。
・できる限り民間に委ねるべきだと思います。
・出されたアイデアは検討の上、いつまでに何をやるかの時間軸を決め、早い
実現を目指して欲しいと思います。
・ワークショップで出されたアイデア等は公共施設の指定管理者に提供し、その
採択は指定管理者に委ねるべきです。
・新しい分野の事業で成果が出るまで時間が必要と思うが、色々とアイデアを
出しながら、今後とも努力して欲しいと思います。

手法等の
見直し

今後の方向性

民間事業者が自ら継続して事業を実施していけ
るような仕組みづくりや、協力体制を構築するこ
とで、市としての関わり方を見直します。

委員会としての評価 事業の現状について

手法等の
見直し

・ワークショップ参加者のアイデアをもとに、複数の社会実験を実施し
ていると認識しています。
・このプロジェクトは、今後の市民生活にとって必要なものになりうる
と考えます。まだ始まったばかりであるので試行錯誤の状況にあると
思いますが、引き続き推進して下さい。
・現在は、社会実験等が自粛になっていますが、今後も引き続き実施
する必要があると思います。
・条件的に大都市と異なり難しい事業と思いますが、目指す目的、成
果は是認できます。
・現行の事業の方向性については理解できるが、目的達成のための
意欲が見えてきません。社会実験をやってみること自体が目的化し
ているように思われます。
・いつまでに何をするかといった、時間軸が不透明です。
・事業の終了年度を明確にし、集中して行うべきです。
・ワークショップはプレイスメイキングの研修会、講習会のように見受
けられます。市民生活の向上に繋がるか疑問があります。
・まだまだ市民に知らされていない事業なので、多くの市民に、まず
知ってもらうことを考えるべきです。

◆評価結果を受けて現時点で考える、今後の対応方針

具体的に実施する内容等

・前年度の状況を振り返り、改善点を踏まえ、民間事業者が自ら継続して事業を実施していけるよう
な仕組みづくりや、協力体制の構築に向けたスケジュールの検討及び調整を進めていきます。
・過去に事業を実施した民間事業者の意見を収集し、ワークショップ等で共有することで、公共施設
の利活用について、民間事業者の自発的な活動へとつなげていきます。
・社会実験等を行うことで、市民の方のまちづくりへの関心を高めると共に、民間事業者が将来的
なビジョンを持ち、主体的に事業を実施して行けるよう働きかけます。
・ワークショップでいただいた意見等を周知することで、公共施設の指定管理者をはじめとする方々
が参考に事業を実施して行けるよう支援します。

資料1-2
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現行どおり
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、東京
2020大会の開催は不透明な部分がありますが、
開催を前提にホストタウン交流計画に基づく事業
を進めてまいります。

・東京2020大会終了後は、交流事業規模は縮小しますが、オリンピアン・パラリンピアンと市民との
交流事業や障がい者スポーツ体験学習などは、今後も関係団体のイベント事業などを取り入れな
がら積極的な取組みをしていきます。
・庁内関係各課と連携し、スポーツ交流や子ども交流等を通じて、エストニア共和国との更なる友好
関係の構築に努めてまいります。
・プロスポーツの試合や全国規模のスポーツ大会、高校・大学のスポーツ合宿など、市内体育施設
を活用したイベント等を積極的に誘致・開催してまいります。
・競技技術の向上を目的としたスポーツ教室の開催やトップアスリートのプレーに触れる機会など
の充実を図り、指導者の育成と競技力の向上に努めてまいります。

現行どおり

・ホストタウン交流計画に基づく事業を実施していると認識していま
す。
・小中学校における講演、交流イベントの実施や、エストニア国と事
前合宿に関する協定を締結し、同国柔道チームの事前合宿を受け入
れていると認識しています。
・東京オリンピックが一年延長になったことから、少し不透明な部分
が発生していると思いますが、引き続き進めるべきだと思います。
・現行事業の取組内容は是認できますが、事業が様々な分野に及ぶ
ため、将来的には担当部署を再検討すべきだと思います。
・現行の事業の内容や方向性は、大いに理解でき、また賛同できるも
のだと考えます。所管課の定める今後の取組方針をより充実させ
て、事業を推進して欲しいと思います。
・外国との交流は、新型コロナウイルスの関係もあり、事業実現性が
不透明です。
・オリンピック開催が未定であり、難しいところですが、オリンピック中
止と同時にやめるのは少し寂しいので、国側との連携を取りながら考
えるべきだと思います。

・エストニア共和国との交流を更に進めるべきと考えます。
・子供たちに夢を与えるため、オリンピアン・パラリンピアンとの交流に積極的に
取り組んで欲しい。未来ある子供たちのため、トップアスリートとの交流を継続
して欲しいと思います。
・東京オリンピック終了後は、事業を部分的に廃止すべきです。
・これまで以上に充実した取り組みにより、事業を継続して欲しいと思います。
・東京オリンピック終了後も、名称変更等により事業を継続して欲しいと思いま
す。
・立派な運動施設（野球場、トラック等）、武道館のある佐久市は、これらを活用
したイベントを積極的に実施して行くことが望ましいと思います。
・子供たちのみならず、多くの市民がいろんな方々とスポーツ交流を通じて視野
が広くなることは望ましい限りです。
・東京オリンピック・パラリンピック競技大会の終了を契機に所期の目的が達成
したとして廃止すべきです。
・スポーツで結果を出すのには、とても時間がかかります。焦らず新手法を取り
入れながらコツコツ続けることが大切なので、頑張って欲しいと思います。

◆評価結果を受けて現時点で考える、今後の対応方針

対応方針 今後の方向性 具体的に実施する内容等

令和２年度事務事業外部評価 事業名 ホストタウン交流等事業（スポーツ課）

◆行政改革推進委員会における評価結果

委員会としての評価 事業の現状について 現状を踏まえた評価
（今後どのように取り組むべきか）
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◆評価結果を受けて現時点で考える、今後の対応方針

対応方針 今後の方向性 具体的に実施する内容等

現行どおり
市民をはじめとする利用者に親しまれる施設を
目指し、経営改善による業績向上に努めること
で、市民福祉の一層の向上に努めます。

・長期委託による運営、維持管理のノウハウの蓄積などによる利用者増、経費節減等により財務体
質の向上を図り、市民の入浴料金割引等を含めたサービス水準向上に努めます。
・基本協定書に基づき、大規模修繕についても指定管理者負担を堅持します。
・施設名のとおり「みはらし」や地理的優位性など恵まれた条件を生かしつつ、社会情勢、利用者
ニーズを把握し、より良いサービスを提供することで、市民に親しまれる施設運営に取り組みます。

◆行政改革推進委員会における評価結果

委員会としての評価 事業の現状について 現状を踏まえた評価
（今後どのように取り組むべきか）

現行どおり

・市民の健康増進、安らぎの場として活用されていると認識していま
す。
・現状、割引券を使用しても650円は高すぎます。佐久市民であれ
ば、500円位が相場と考えます。やはりもう一度ＰＬ（損益計算書）を
見直すべきと考えます。
・目指す目的、成果は是認できます。
・収支がマイナスとなっており、市内の他の温泉施設と競合している
可能性があります。（佐久振興公社の受託施設など）
・温泉施設はごみ焼却施設の条件整備に因るとしており、高速道路
のハイウェイオアシスにあるパラダに隣接して、ＤＢＯ方式で建設さ
れていますが、実態からごみ焼却施設の条件整備に因るものなのか
疑問です。ＤＢＯ方式という名の下で、民間への利益供与のため建
設した感があります。
・市内には他に公営の温泉施設あり、平尾温泉施設を建設する必要
があったのか疑問です。
・ごみ焼却場建設地問題が出発点だと思います。利益追求だけでは
く、地元の市民の気持ちを大切にしながら経営して欲しいと思いま
す。

・入浴料、利用料金等が高額であるので、料金割引等の検討が必要だと思い
ます。
・市民に更に親しまれる施設となるよう、市民ニーズに応える一層の取組をお
願いします。
・利用料が高いとの評価を耳にします。高いと感じさせない施設運営を目指し
て欲しいと思います。
・収支マイナスの改善を進めて欲しい。収益計画の見直しを行うべきだと思い
ます。
・観光業は非常に厳しい状況にあることは認識していますが、事業損失の補填
は考えていないという市の姿勢を維持していただきたいと思います。また、万が
一災害等により大規模修繕が必要となった場合でも、基本協定書のとおり指定
管理者が修繕費の負担を維持して、税金投入はしないでいただきたいと思いま
す。
・市民に対しては利用割引等の還元があってしかるべきだと思います。
・数多い温泉施設の中でも色々な面で恵まれていると思う。景色も地理的な便
利さも、将来もっと伸びると思います。

令和２年度事務事業外部評価 事業名 平尾温泉施設管理運営事業（観光課）
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現行どおり

佐久市の玄関口として地域内外の人、モノ、情報
をつなぎ合わせる「ゲートウェイ」の役割を果たす
べく、「健康長寿」をキーワードとした事業計画に
基づき運営をし、通年訪れてみたくなる魅力ある
施設を目指します。

・冬季における農産物については、施設園芸による葉物野菜、貯蔵した根菜類や穀物等の出荷者
を増やすことに努めます。
・当駅の限定商品開発や佐久地域の質の高い郷土食等を提供をすることで、集客を増加させ、安
定的な経営を図ります。
・地域内外の人、モノ、情報をつなぎ合わせる「ゲートウェイ型」道の駅として、最新情報発信、観光
案内人等による親切な情報提供など、より質の高い観光情報等を提供することで、佐久地域の情
報発信拠点としての役割を果たしていきます。
・社会情勢、利用者ニーズを把握し、営業時間の再検討を行う等、より良いサービスを提供すること
で、市民に親しまれる施設運営に取り組みます。

現行どおり

・交流人口創出と地域活性化のための施設として機能していると認
識しています。
・多品目の農産物を取り揃えて販売したり、佐久の農産物を活用し、
伝統食を提供すると共に、料理教室を開催している等、地産地消の
ために役立っていると思います。
・開業４年目となりますが、色々と試行錯誤しながら進めてきたと思
います。引き続きできることから着実に進めてください。
・目指す目的、成果は是認できます。
・冬期間の農産物の充実を図る工夫が必要だと思います。
・平成３０年度と令和元年度を比較し、増収基調です。
・レストランは不振だと思う。野菜の種類、量、共にまだ少ない状況で
す。
・来客者が多く、国道からの進入道路（市道）の幅がせまいため、危
険との声が地元から強く聞かれます。
・他の道の駅と違い、蓼科牛、お米、野菜、花など他県から来た人も
買いたいと思えるものが沢山あり、地元の人、観光客等、全体に気
配りされているので、これからも続けて発展して欲しいと思います。

・冬季の集客がポイントであると思います。費用対効果を考慮し、過去３年間の
実績をよく分析して対応して下さい。
・冬の農産物について、農家と協力し出荷量の増加に取組んで欲しいと思いま
す。
・市民に魅力的な施設となるため、冬場を含む年間を通じた商品の充実が重要
だと思います。市民ニーズに応える一層の取組をお願いします。
・現在はコロナ禍にあり難しいと思うが、営業時間の再検討も必要だと思いま
す。
・現行の取組を継続。売店収入を着実に上げていって欲しいと思います。
・本来は交流人口の創出と地域経済の活性化を図るための拠点施設であると
ころ、広報等、観光産業に対する事業展開が手薄です。
・ヘルシーテラスに行けば、佐久市の農産物が購入でき、佐久市の物が食べら
れ、佐久市内の観光情報が得られる（ボード、パンフレットを置くだけでなく、毎
日でなくとも、情報提供者を配置する）等、「ヘルシーテラスは充実している」「テ
ラスへ行こう」といわれるような施設になって欲しいと思います。
・将来高速道が全線開通した場合どうなるか、多少の不安もある。店舗の品揃
え、食堂部門における質の向上を図るべきだと思います。
・地元住民の為にも役立っている必要な施設だと思います。

◆評価結果を受けて現時点で考える、今後の対応方針

対応方針 今後の方向性 具体的に実施する内容等

令和２年度事務事業外部評価 事業名 佐久南交流拠点施設管理運営事業（観光課）

◆行政改革推進委員会における評価結果

委員会としての評価 事業の現状について 現状を踏まえた評価
（今後どのように取り組むべきか）
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令和２年度事務事業外部評価 事業名 ：

・健康づくり活動の先進的モデルとして実施されていると認識してい
ます。
・足育推進事業について、歩行計測調査等を実施しており、これを踏
まえて、高齢者事業の歩行改善指導やフットケアの実施等を進めて
いくものと認識しています。
・健康長寿都市を掲げる佐久市にとって、看板的なものとなりうる大
変すばらしいプロジェクトだと思います。益々拡大していって欲しいと
思います。
・目指す目的、成果は是認できます。
・足育・海外視察研修受け入れ、共に事業の方向性や取組内容には
賛同できるが、足育は民間に、海外視察研修受け入れは医療機関
等へ委託が可能でないかと考えます。
・認知度まだ浅い。広報強化の余地があると思います。
・足育は、健康長寿のスローガンであると思います。
・医療介護費の削減に繋がると思います。
・健康推進事業については板についてきていると思うので、強力に進
めて欲しいと思います。

◆評価結果を受けて現時点で考える、今後の対応方針
対応方針 今後の方向性 具体的に実施する内容等

手法等の
見直し

・足育について、これまでは広報等によるPRと歩
行調査を主としていましたが、将来的に健診項目
への追加を見据え基本健診等事業との再編を進
めます。
・海外視察の受入れについて、市が主体となって
いる現在の体制を見直します。

・足育の認知度が低いとの意見をいただいていますので、今後も機会があるごとに積極的な周知を
行うとともに、市民の皆様に足育による健康づくりを広げるため、市民へのアプローチ方法や実施
形態等の検討を重ね、定期健診への導入を目標に事業を推進していきます。
・保護者向けには、乳幼児健診等に正しいファーストシューズの選び方などをチラシで周知し、幼少
期から足の疾病予防に繋げる働きかけをします。
・民間への委託については、海外視察の受入れで民間委託が可能な業務について洗出しを行い、
業務の切分けを検討していきます。
・海外視察の受入事業は、新型コロナウイルス感染症の世界的なまん延により、現在は視察の要
請がない状況です。まずは視察の受入れ時に対応できる通訳の体制（会員登録・紹介等）を整備し
つつ、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えて、市が主体となっている現在の体制を見直し
ます。

・行政、大学、病院が連携して、さらにステップアップをして欲しい。また、佐久
市発のすばらしいプロジェクトとして強く海外にも発信して欲しいと思います。
・足育推進事業について、市民への広報に積極的に取り組むべきです。
・「足育」は聞きなれない言葉ですが、これまでの取組を活かし、市民に「足育」
からの健康づくりが浸透するよう民間と連携し進めて欲しいと思います。
・事業は民間委託し補助金等の資金支援で関わる方が良いと思います。
・玄人向けの動作解析等のアプローチ（例えば佐久長聖の運動部、市内理学
療法士と協力した取組）や、一般向けのアプローチも強化して欲しいと思いま
す。
・親が子供を学校に送っている家庭が多いため、足育の授業は、保護者への
指導も検討して欲しいと思います。高齢者は、地域包括支援センター、保健
師、民生児童委員の３者懇談等から、支援につなげる方法もあると思います。
・評価シートにあげられている「事業の課題」について、重点的に取り組んで欲
しい。また、市が行う業務と民間委託した方がよい業務を精査し、業務の切り分
けは是非行って欲しいと思います。
・海外からの視察受け入れも結構だが、まずは市民への講習や健診を充実さ
せるべきです。歩行改善プログラムの定期健診への導入が待たれます。
・佐久の健康長寿は県外でも有名であり、必要な事業であると思います。

現行どおり

健康長寿ブランド化推進事業（健康づくり推進課）

◆行政改革推進委員会における評価結果

委員会としての評価 事業の現状について 現状を踏まえた評価
（今後どのように取り組むべきか）
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