
：

現行どおり

今後の方向性

市民の皆様に、より多く活用していただけ
るよう、積極的にPRを行うとともに、広報
情報課と連携しながら支援金が活用しや
すいように検討します。

委員会としての評価 事業の現状について

現行どおり

・事業の方向性や取組内容は良いと思う。
・所管課で定めている今後の取組み方針に沿い、このまま事業
推進してほしい。
・同一プロジェクトで３回まで申請できることは大変良い。
・「過疎債」とは言え、債務であることに変わりはないため、支援
金交付に関する審査は慎重であるべきだと考えますが、もし、手
続き的に申請を躊躇するような部分があるとするなら、改善が必
要と考えます。

◆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

・チラシやポスターを作成したり、公民館活動グループや県シニア大学などで広報す
るなど周知方法を工夫します。

・支援金に関する説明会や募集期間を早めるなど、支援金をより活用されるような
運用方法を検討します。

対応方針

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №１　駒の里過疎対策プロジェクト支援事業

◆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）

・現行の取組を継続してほしい。
・区などの団体に対し、活用を促進するための更なるPRに努めてほし
い。
・多くの事業を展開しているので、それらの事業が連携しお互いの事業
が盛り上がると良い。
・市民提案型協働事業補助金は上限が２分の１とのことであるが、見直
しすることを検討してほしい。
・申請方法、支援金執行手続き、活動報告の方法等については、より活
用しやすくなるよう再度検討していただきたい。

資料3-2



：平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №２　公共施設マネジメント事業

◆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）

拡充
佐久市の人口動態や財政状況、市民
ニーズを踏まえて、最適化の観点から、
公共施設を効果的かつ効率的に管理、運
営できるよう、取組を進めます。

・平成３２年度までに、各所管課が作成する「個別施設計画」について、平成２８年度
に策定した「佐久市公共施設等総合管理計画」と整合させるとともに、策定に向けて
情報収集を進めていきます。

・公共施設マネジメントに関する取組において、市民との合意形成が図られるよう、
検討委員会やワークショップの開催など、多様な意見聴取の方法を検討し、取り入
れていきます。

・必要に応じて、プロジェクトチームの立ち上げや関係課等での協議を行い、関係部
署が連携して取り組んでいきます。

・公共施設の最適化に向けた事業の進捗に合わせ「最適化推進方針」を５年ごとに
見直します。

拡充

・課題認識、方向性は良いが、具体的かつ実効性あるものにし
ていく必要性がある。
・対象施設の最適化実現のため、何をどのように進めるべきか、
たたき台を示す必要があるのではないか。
・少子高齢化が進む中、不要であったり、利用度が下がった施
設が多くなる中で、一生懸命取り組まなければならない事業だと
思う。

・市と市民が課題を共有し、互いに協力して取り組むため、参画できる場
を設け、市民との意見交換を細やかに行いながら取り組んでほしい。
・努力目標で終わらせないよう、推進を図るためには市民と議会の合意
形成が必要であり、その上で実行あるチェック体制を、今後も拡充された
い。
・縦割りだと各論で行き詰まる可能性大。市役所内に「組織横断的」なプ
ロジェクトチームを組成するなどして、取組むことは出来ないか。その上
で有識者、民間委員などから意見聴取するようにする。
・佐久市のリーダーシップが”全体目標”達成のためには大前提として必
要。
・施設の統合などにより、残された施設の活用の方向性を明確化していく
こと。

◆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

子どものころからの健康意識の向上を図
るため、より効果的な事業の実施体制を
検証しつつ、効率的に事業を推進する。

・「健康調査相談」、「生活点検表」、「共同事業」は、保健師等の技術専門職員がい
る健康づくり推進課と、養護教諭からの勧奨も必要なことから、その関係部署とも連
携しつつ、より効果的かつ効率的な事業の実施方法について、検証、改善を図って
いきます。

・「歩く教室」につきましては、他の足育の取組との歩調を合わせ、ライフステージに
応じた「足育」の普及啓発を図ることが可能となるよう、佐久市足育推進協議会と連
携した実施体制の構築を検討していきます。

・以上のような実施体制について関係部署で協議しつつ、事業のあり方についても
適宜、見直しを行っていきます。

縮小

・事業自体は、大変有意義で継続すべきものと考える。
・現行どおりのやり方だと実績や内容、そして予算がとてももった
いないと思う。
・子どもの健康は、家庭での取組も大切だと思う。
・小中学生の健康管理に関して一番は親の意識だと感じる。
・生活習慣を見直す啓発活動は良いことなので、続けて欲しい。
・健康相談対象者には学校の保健室を利用して保護者と本人に
指導を行っていくようすすめていく。
・学校行事との兼ね合いもあり、教育委員会との連携が必要。

・学校や健康づくり推進課の事業の中で、一般健康づくり事業として実施
すべき。
・市の担当課を適切な課に割り振るべき。
・子供の頃から健康意識を持つことはとても大切。
・保護者への周知徹底を図るべき。
・教育委員会との連携が必要。

◆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

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №３　小中学生の健康管理事業

◆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）



：

対応方針

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №４　佐久市メガソーラー発電事業

◆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）

・交流人口の創出、自然エネルギーの普及の目的に向けての事業促進
が必要。
・自然エネルギー普及を引き続き図ってほしい。
・リース期間が終了した後の、パネルなどの撤退はどうなるのか等詰め
ておくべきと考えます。
・毎年5000万円位の利益が出るようなので契約20年で完了で良いと思
う。
・リース料が適当であるのかは検討の余地があると考えます。
・リース事業者負担とならない部分（例えば台風による土地の崩壊等）に
関する備えを充実させる必要はあると考えます。

現行どおり

今後の方向性

・太陽光エネルギーによる発電事業の実
績を活用し、自然エネルギーへの関心を
集めるとともに、地球温暖化防止に対す
る意識の高揚を引き続き図っていきます。
・太陽光エネルギーによる発電事業を、安
全に継続して行っていきます。

委員会としての評価 事業の現状について

現行どおり

・売電に関しては順調に利益を上げており、安定的な収入源と
なっている。
・リース方式は初期投資少、民間ノウハウの活用
・発電所見学受入については、全国的な普及が進む中、減少は
やむを得ない。
・佐久市の日照時間の長さを全国に発信すること。
・自然エネルギーを広く広め、市民にも良く知られることが大事。

◆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

・自然エネルギーの普及を図ってほしいという意見をいただいていますので、わが家
のエコ課長フォローアップ事業や自然エネルギー佐久地域協議会の開催事業等の
ＰＲに努め、自然エネルギーへの関心を集めるとともに、地球温暖化防止に対する
意識の高揚を図っていきます。

・リース終了後のパネル撤去について詰めておくべきとの意見をいただいています
が、契約においてリース業者が撤去することとしていることから、リース終了時に確
実な履行を求めていきます。

・リース料が適当であるか検討すべきとの意見をいただいていますので、今後見直
しが必要なタイミングにおいて検討を行います。

・リース事業者負担とならない部分に関する備えを充実させる必要があるとの意見
をいただいていますので、引き続き売電収入を基金に積立て、非常時に備えるととも
に、安全な施設管理を継続して行っていきます。



：

対応方針

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №５　農業生産振興事業（学校給食応援団）

◆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）

・食育、地産地消、交流の一層の促進
・給食センター、学校、民間との連携を密に取っていく必要がある。
・子供達が農業にふれて、食物のありがたみや、生産する事の大変さを
学ぶことで、給食を残さずにしていってほしい。
・他の直売所などで行っている栽培日記や農薬に関してどうなっている
のかを把握しておくべき。
・応援団農家が増えることを期待する。
・現状どおり実施すると共に、応援団への未加入理由を分析し、組織そ
のものの問題なのか、支援の仕方が問題なのか、充分検討する必要が
あると感じます。

現行どおり

今後の方向性

今後も、地域農業者と子供たちの顔の見
える関係を大事にしながら、地域農業の
活性化や食育の推進を図ってまいりま
す。

委員会としての評価 事業の現状について

現行どおり

・現行の事業の方向性や取組内容は是認できるため所管課で
定めている今後の取組方針に沿って、このまま事業を推進して
ほしい。
・地元の野菜を食べることはとても良いことだと感じます。
・作る方の顔、話を子供に聞かせてください。
・安定供給が一番大事
・給食を通じて農家とのつながり及び地域の活性化を目指すプ
ロジェクトということで良い活動と思います。
・地元農家と学校給食でつなぐ”幸福のサイクル”の創出。
・応援団に加入せず、個別に納入する地元農家の方々が、応援
団に加入しない理由が気になります。

◆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

・現行の４つの学校給食応援団による地元食材の供給体制を継続し、より多くの食
材が給食として提供できるようにしてまいります。

・学校給食応援団員が栽培する農産物については、現在も栽培日誌（農薬使用に
関する記録も含む）の記帳を義務付けているとともに、マネージャーによる現物の検
品が行なわれており、引き続き「安心安全」な農産物を提供してまいります。

・応援団員の増加については、この取組みが10月3日にグッドデザイン賞を受賞した
こと等を含め、市が利用可能な媒体を活用し活動をＰＲするとともに、農産物の栽培
のほか運搬や検品、事務など農業者以外にもご協力いただける内容であることか
ら、多くの市民の皆様が学校給食応援団に参加できるようなＰＲにも努めてまいりま
す。

・学校給食応援団の活動内容については関係者が連携して検討を重ねることで常
意により良いものとなるよう随時見直しつつ取り組みを進めてまいります。



：

対応方針

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №６　商業振興事業（商業施設管理運営事業）

◆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）

・施設の設置目的を明確にし、目的に沿って地域の活性化が図れるよ
う、地元商工会や地域住民の声を取り入れ、協力を得ること。
・利用者の利便性を向上させるよう、駐車場などについて改善が必要。
・中込、臼田ともに地域の取組との更なる連携・支援の強化が必要。
・臼田いこいの広場は、管理を他団体に移すなど、管理方法の検討が必
要。

手法等の
見直し

今後の方向性

　多くの市民の皆様に利用していただくた
めに、施設について広報をしていきます。
　また、小学生、中学生、高校生向けの施
設利用がなされるよう、地域の商店街等
の団体と連携して、地域イベント等での利
用を促してまいります。

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

・利用者は増加しているが、利用日数の増加が出来ていない。
・近隣に公民館が新設された影響ないとのことだが、中長期的
に見ていく必要がある。
・小学生、中学生、高校生向けの施設利用方法が企画されると
良い。

◆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

・地元商店街等との意見交換の場において、地元の声を聞き入れ、施設の管理運
営に生かしてまいります。

・中込交流センター利用者の駐車については、付属駐車場の4時間の減免措置が可
能であることをしっかりと周知する掲示等を行ってまいります。

・地元商店街等において、例年開催されるイベントにおける施設の利活用を提案し
てまいります。

・臼田いこいの広場については、引き続き関係団体と協議し、管理業務の他団体へ
の委託など検討してまいります。



：

現行どおり
現行通り事業を進め、国の制度見直し等
があった際には速やかに市の制度の見
直しを検討します。

・効果的な広報に努め、耐震診断、耐震改修の必要性と補助制度の周知を図り、耐
震改修を促進します。

・空き家についても、まちの安全対策や今後の活用、除却の参考にしていただくため
に、現行通り耐震診断の対象とします。

・国の動向を注視し、国、県が制度を見直す際には、速やかに補助制度の見直しを
検討します。

現行どおり

・所管課で定めている今後の取組方針に沿って、このまま事業
を推進してほしい。
・市民の方は自宅が耐震性が有るか無いか大半は分かってい
るのではないか。
・国、県、市の建物より現状進行しているようなので、このまま進
めること。
・耐震診断を広めていく活動は大切なことであり、空き家に対し
ても診断を広めていくことは大事。

・安全な場所は日本にはないといって過言ではない中、現行の取組を更
に進めてほしい。
・住宅の耐震化率について、平成３２年度目標の９０％は厳守してくださ
い。
・国の制度見直しを待って対応すべき。
・改修までに至るには高齢化などの問題はあるが、安全、安心のための
意識付けを促進していくこと。
・高齢独居等が多い中、所有者等からの申し出はなかなか進まないとと
考えられる。
・固定資産税の納税通知書での勧奨を強力に。
・補助制度等の見直しを検討すること。

◆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

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №７　とうかい防止事業

◆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）



：

対応方針

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №８　文化振興推進企画事業

◆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）

・文化、芸術の推進施設の充実。
・企画のPRの充実に取組む。
・施設規模が小さい中、鑑賞型事業をどう振興していくか。
・文化的な今行ってるものを自立した事業にしていき、次の一手を考える
ことも必要になってくる。
・国債収入（利子）の運用もよくできている。今後、国債売却まではうまく
運用すること。
・市民の芸術に対する関心も高くなっていることは素晴らしいと思う。

現行どおり

今後の方向性

更なる文化振興に資するため、事業内
容・PRの手法などを工夫し、芸術に対す
る関心をより一層高められるよう事業を推
進します。

委員会としての評価 事業の現状について

現行どおり

・当面は安定した財源が確保されており、文化振興の観点から
も当分はこのまま事業を推進して良いと考える。
・安定した財源があるため、市民全てに行き渡る用途も必要で
は。
・通常の約半額でチケットが購入できることは、市民のために有
益で素晴らしい。
・市民先行販売や他より安い料金設定、芸術を広めていく活動
に力を入れていること、ホールの適切な活用は良いことと思う。
・活動指標、成果指標ともに二年連続で目標を達成しているにも
関わらず、今年度の目標値が昨年度の実績値よりも低く設定さ
れており、この目標設定で良いのか疑問。

◆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

・財源の有効活用のため、文化振興推進企画委員会において事業内容等の充分な
議論を行います。

・通常行っているPRのほか、更に多くの方に情報が行きわたる周知方法について検
討していきます。

・現状の施設に合った事業の精査に努めるとともに、より多くの市民が芸術文化に
触れることができる事業の実施を検討していきます。

・現在実施している事業だけではなく、新たな事業の実施についても検討していきま
す。

・事業実績を踏まえた上で、適切な目標値を設定できるように努めます。



：平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №９　市民創錬センター管理運営事業

◆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
　中央公民館としての役割を生かすととも
に、市民の主体性を重視する各種講座の
開設や使いやすい施設の運用に努めま
す。

・中央公民館に社会教育主事を配置していることから、235地域公民館及び７地区
館の学習活動に対して、それぞれの地域の特性を生かした事業を推進するために
必要な指導や助言を行っていきます。

・地域課題を解消し人づくりや地域づくりを進めるため、市民の主体性や「参加した
い・学びたい」と思える各種講座の開設や内容の充実を図ります。

・市民が利用しやすい施設にするための貸館については、公共施設として適正な管
理運営を図る中で、より使いやすく親しんでいただける施設となるよう、常に意識を
もち、施設運営に取り組んでいきます。また、インターネットを介した予約システムに
つきましては、市内関連施設との連携を図りながら構築に向けた取り組みを進めて
いきます。

現行どおり
・中央公民館としての役割の明確化。
・利用者を増やすことが今後の課題。
・施設の使いやすさを検討する必要がある。
・ルールの徹底はとても大切だと思うので、続けて欲しい。

・利用者数の目標値は既に達成しているため、見直しし、更なる利用者
数増を目指すこと。
・インターネット予約等、利用しやすい方法を検討、実施すること。
・開館時間の要望等、利用者の声を聞き、出来ることは行って欲しい。
・使いやすい施設としてのイメージのPRが必要。
・県立武道館完成後の利用動向は留意すべき。

◆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

・事業内容・PRの手法などを工夫し、施設
等の利用者・同伴者数を増やします。
・事業推進業務受託業者と当事業の効果
を分析し、今後のよりよい事業実施につ
なげていきます。

・事業推進にあたっては、現行の課題を整理し、利用者へのアンケートや聞き取り調
査を行い、事業内容に反映させます。

・より多くの子育て家庭に利用、認知されるよう内容の充実を図るとともに、多くの方
に情報が行きわたる周知方法を検討します。

・青年会議所、商工会議所、商工会等との連携を図り、新規協賛店舗の開拓、事業
の周知拡大を目指します。

・事業実績を踏まえたうえで、適切な目標値を設定します。

手法等の
見直し

・施設等の利用者はやや減少し、地域経済活性化や交流人口
の創出に繋がっているという分析が何をもって言えるのか不明
確。
・子育て支援課が担当する意味、特徴が出されているのか、施
設利用と子どもの意欲がどう結びついているのか不明。
・同伴者数が増えていることで活性化につながっていると考えら
れる。
・PR不足が感じられる。
・費用対効果を専門家に計算してもらい、数字化した方が良いと
思う。

・マンネリ化に陥ることが無いよう斬新な発想で取組むのが望ましい。
・成果（効果）を図る指標が明確でなく、感覚的なところを見直すべき。
・1年生を対象とするならば、6～7歳の目線で、まず見直ししてみては。
・PR方法を工夫し、積極的に行うこと。
・各々の施設担当部署と連携し、利用拡大を図るべきだと考える。
・佐久青年会議所、商工会議所等との連携が可能であるか検討するこ
と。
・民間企業に働きかけ、更なるサービスの向上をしていくことが必要。

◆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

平成３０年度事務事業外部評価 事業名 №10　オールマイティ１年生事業

◆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）


