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議 事 録（要旨）            

 会議名  

 平成 27年度 第１回 事務事業外部評価 第２部会 

  日 時 
平成 27年 8月 6日   

（木） 
開催場所 

佐久市役所 

議会棟 第４委員会室 
時 間 

10：00 

～ 

15：30 

  出席者 

委 員：春日よし子、白井千尋、田島弘、三石亜佐子、 

武者建一郎、油井佐智枝、山口好古 

 

説明者： 

・[２-１住宅新築資金等貸付償還事業]（人権同和課） 

  課長 本田喜久利、人権同和係長 市川伊久代、係員 吉岡裕明 

・[２-２健康診査等事業]（健康づくり推進課） 

  課長 工藤絹子、保健事業係長 高橋良光 

・[２-３母子保健事業]（健康づくり推進課） 

  課長 工藤絹子、健康増進係長 吉江紀子 

・[２-４サングリモ中込管理運営事業]（健康づくり推進課） 

  課長 工藤絹子、口腔歯科保健係長 笹澤ゆみ子 

・[２-５障害者福祉事業]（福祉課） 

  課長 高地利重、障害福祉係長 加藤一枝 

・[２-６心身障がい児支援事業]（福祉課） 

  課長 高地利重、療育支援係長 伊藤喜代子 

・[２-９青少年補導事業]（生涯学習課） 

  課長 木次千治、青少年係長 秋山淳子 

・[２-７児童遊園遊具設置事業]（子育て支援課） 

  課長 小林秀治、施設整備係長 中沢栄二 

・[２-８保育料管理事業]（子育て支援課） 

  課長 小林秀治、保育係長 平林照義 

・[２-10コスモホール管理運営事業]（文化振興課） 

・[２-11鎌倉彫記念館管理運営事業]（文化振興課） 

・[２-12交流文化館浅科管理運営事業]（文化振興課） 

  課長 小林聖、文化施設係長 市川賀朗、各館長 奥村達夫 

文化事業団局長兼業務課長 浅川博、業務係長兼地域振興係長 篠原昭彦 

・[２-13体育大会等開催事業]（体育課） 

  課長 土屋孝、体育振興係長 清水はるみ 

 

事務局：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・高見澤繭 

委員 

出   7人 

欠   0人  

 提出資料  

・資料１-１ 部会における審議の流れについて 

・資料１-２ 第２部会事業説明スケジュール 

・資料１-３ 事業別 視察可能施設一覧 
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・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≫ 

【会議事項に入る前に、事務局より報告】 

  佐藤課長  本日のご出席は７名なので、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する。 

≪部会長の選出≫ 

  佐藤課長  部会長にはこの後の会議の進行等をお願いさせていただく。選出についてどなたか

ご意見等あるか。 

  委  員  民生児童委員の副会長として様々な行政の会議に関わっていらっしゃることから、

田島委員ではいかがか。 

   佐藤課長  副会長は田島委員にお願いしたいとのご意見があったが、皆様いかがか。 

 【全委員が承諾し、決定】 

    ・部会長   田島 弘 委員 

  佐藤課長  それでは、部会長は田島委員ということでお願いさせていただく。 

 【部会長席へ移動】 

 

≪会議事項≫ 

「会議事項（１）審議の流れについて（資料１～資料３）」 

 【本日の審議の流れについて事務局より説明（資料１-１・１-２）】 

 【特に意見等なく、事務局の提案のとおり実施することで委員了承】 

 

【施設の視察について事務局より説明（資料１-３）】 

 【特に意見等なく、事務局の説明のとおり実施することで委員了承】 

 

【評価を行ううえでのポイント・評価区分について事務局より説明（資料２・３）】 

 【特に意見等なく、事務局の説明のとおり実施することで委員了承】 

 

「会議事項（２）所管課からの事業説明及び質問事項に対する回答について」 

○[２-１住宅新築資金等貸付償還事業]（人権同和課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  催告書と残高通知の発送枚数が合わないのはなぜか。 

  吉岡係員  残高通知書については償還が残っている方にお送りしている。催告書については現

在滞納されている方の中でも連絡が取れない方や最近の納付がない方等を対象と

しているため、催告書の送付枚数のほうが少なくなっている。 

  委  員  事務事業評価シートに記載の催告書発送数が「128通」、「質問に対する回答」の中

の滞納者の実数が「123名」となっている。５名の差について伺いたい。 

  本田課長  事務事業評価シート作成から質問への回答までの間で、５名の償還が終了したこと

による。 

  委  員  連帯保証人になっているのはやはり同じ地区の方なのか。 

  本田課長  連帯保証人は２名必要であったが、同和地区の方が多額の貸し付けを受けるに当た

っては、地区以外の方に連帯保証人になっていただくのは当時難しい状況であっ
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た。そのため、ほとんどの方が地区の中で互いに連帯保証人になる形で貸し付けを

受けている。 

  委  員  債務者が死亡された場合、償還金額が残っていた場合はその相続人が引き続き償還

を続けていくのか。 

  本田課長  債務者が亡くなられた場合はその家族に償還を求めるが、相続放棄をされているこ

ともあるため、そうした場合には連帯保証人に償還を求めている。 

  委  員  先ほどの説明の中で「催告書は連絡の取れない方など」とあったが、「連絡が取れ

ない」というのはどういう状況であるか。 

  吉岡係員  電話が無かったり、電話機はあっても生活の困窮から止められていたりすることが

ある。そういった滞納者には直接自宅へ伺うようにしているが、時間が合わずに会

えないこともある。様々な事情から折衝ができないことを「連絡が取れない」とし

ている。 

  委  員  ご高齢になると返済も大変だと思うが、そういう方に対してはご家族に連絡を取る

などしているか。 

  本田課長  ご高齢であったり、ご病気で施設に入られていたり、生活保護を受けていたりとい

う方もおり、ご家族がご面倒を見られている場合にはご家族とお話ししている。そ

れ以外では、成年後見人を立てられている場合には成年後見人の方と、施設に入ら

れている場合には施設と連絡を取るなど、生活を支えている方と連携を取り、償還

を進めるようにしている。 

  委  員  職員の皆様のご苦労が伺える。現在は貸付事業が終了し、償還を求めるのが事業の

主となっているわけであるが、同じ職員が同じ滞納者に折衝するだけでは、相手に

流されてしまうように思う。その辺りの対策はされているか。 

  本田課長  一定の職員だけでは難しさがあるため、部落解放同盟の役員の方と折衝に行った

り、職員の中でも地域と馴染みの深い職員が行ったりと、まずその方と「話をする」

ことが大事であるため、できる手立てを講じながら取り組んでいる。 

  委  員  事務事業評価シートの「今後の取組方針」に「法的対応」とあるが、これは不納欠

損も含めての対応か。 

  本田課長  裁判所を通して本人との話し合いの場を設け、「今までは月 10万円の返済額だった

けれども、それが厳しいようであれば２万円ずつに」といった話をしている。なる

べく時効や不納欠損にならない手立てを講じている。 

  委  員  事務事業評価シートの「事業の見直し余地」の中で「成果を高める工夫の余地があ

る」とあるが、なかなか難しい問題であると思う。事務担当部署として、今のとこ

ろどのような見直しが考えられるか、案があれば伺いたい。 

  本田課長  法的な部分について、職員が人事異動になると知識も折衝もゼロから始めなければ

ならないため、弁護士への相談件数を増やし、対応に継続性を持たせることが必要

であると考える。人権同和課の職員を総動員し、夜間も含めた徴収体制の継続の工

夫をしていくことも重要である。可能な限りの対応は試みているため、新たな何か

を、ということではなく、細かいところを工夫しながら取り組んでいきたい。 

【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】 

 

○[２-２健康診査等事業]（健康づくり推進課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 
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  委  員  「特定健診」とあるが、いわゆる国で推奨しているメタボ対策の健診を指している

のか。それとも市で特定の項目を設けたものを指しているのか。 

  工藤課長  おっしゃるとおり、「特定健診」は一般的には「メタボ健診」を指す。病気の危険

因子の判定を行い、必要な方には生活習慣に対しての指導を行う。そこに繋げるた

めの健診であり、厚労省の方で推奨されているものとなる。市では特定健診に「保

険者に行わなくてはならない」と規定されている他の検査も加えて実施している。 

  委  員  事務事業評価シートの「実施内容」に「医療機関に通院中の方」とあるが、月に１

度または２か月に１度通院している場合、特定健診は受けなくとも定期的な検査の

内容が市の方へ集約されるよう医療機関から報告は行くのか。 

  工藤課長  定期的に医療機関にかかっている方の診査結果は、あくまでご本人のものであるた

め、ご本人の申し出と了解なく自動的に市に情報が集約される仕組みにはなってい

ない。医師の皆さんに、日ごろの診察をもって特定健診とする「みなし健診」とい

うものがあるというお知らせはしているが、書類作成等の手間があるため、「みな

し健診」の実績数はまだまだ少ない。 

  委  員  実際には、事務事業評価シートの統計に出ている以上に特定健診の受診率は高い可

能性があるということか。 

  工藤課長  定期的に検査を受けている方でも、「特定健診」の基本項目の検査を受けていなけ

れば、「特定健診」の該当とはならない。もし「特定健診」とする場合には、日ご

ろの検査項目に不足項目を加える必要がある。そのためには主治医に「今回は特定

健診としたいため、不足項目を加えて検査していただきたい」と依頼をする必要が

ある。 

  委  員  緑の封筒で来る特定健診の通知内容を見ると、「レントゲンや放射線治療を行って

いる方は、数か月空けなければ健診が受けられません」とあったように思う。毎月

の受診でレントゲン検査等受けている場合に、「自分は受けられない」と判断し、

健診を受けたくても受けられない方もいると思うが、どうか。 

  工藤課長  中には、前の週にレントゲン検査を受けて、次の週には特定健診を受ける、という

方もいる。定期受診時に市からの受診券を持参し、主治医に特定健診を実施できる

かどうかを確認していただきたい。担当課としては「受診率」に重きを置くのでは

なく、ご自身で定期的に検査を受け、早期に病気が発見できる、早期治療に繋げる、

ということが目的であるため、市で実施している特定健診を受けていなくても、定

期的に主治医に相談し、ご自身の健康をご自身でしっかり管理していただいている

のであれば、問題ないと考える。 

  委  員  自分が定期的に受けている検査以外の項目について検査を受けたいと思ったとき

に、現在の通知の文言では「定期受診でレントゲン検査を行っているから、市の特

定健診は受けられない」と思ってしまう。ただいまの説明によって理解はできたが、

その辺りの明記がないため、結局主治医に相談する前に諦めている方も多いように

思う。 

  工藤課長  今後もし特定健診に関してご不明・ご不安な点があれば、健康づくり推進課もしく

は主治医にご相談いただきたい。 

 【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】 

 

○[２-３母子保健事業]（健康づくり推進課） 
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 【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「実施内容」の実施件数について、本庁分と市内全体という

形で分けて記載されているが、これは理由があるのか。 

  吉江係長  今回の外部評価については本庁に係る母子保健事業が対象となっているため、この

ような記載となっている。３支所についても同じ体制で事業を行っているため、本

庁分と市内全体の比較ができるよう併記させていただいた。 

  委  員  本来的には本庁だけではなく市全体で見るべきものでは。 

  遠藤係長  合併時の経過で旧市町村との区分けを行うという話があり、事務事業評価シートを

作成するにあたっても各支所分を分けさせていただいた経過がある。今回は本庁の

担当課が対象となったことによる表現であるとご理解いただきたい。 

  委  員  管理としては一体的に管理していると考えてよいか。 

  遠藤係長  おっしゃるとおり。 

  委  員  この事業についてのみか。 

  遠藤係長  本庁と支所とで分けているものは他にもある。管理は一体的に行っているが、行政

評価のシステムからみて、それぞれの事務担当で行うべきものと考え、事務事業評

価シートを分けている。 

  委  員  未受診者への対応について、受診率は目標 100％を目指す中で、平成 25年度は 98％、

平成 26年度は 97％となっている。残りの 2～3％をなくすには大変な努力が必要か

と思うが、全国各地で虐待などの問題も起きている中で、未受診者は単に健診を受

けない家庭ということに留まらず、孤立など様々な面でリスクの可能性もある家庭

という判断もできるのではないかと思う。このことについて、福祉部門との連携を

強化していく等の対策は講じているか。 

  吉江係長  受診率は 100％に満たないが、佐久市全体として乳幼児の把握率は 100％である。

乳幼児健診未受診者に対しては、健診の受付時間内に１度電話をし、健診が終了し

た夕方にも電話を入れている。連絡が取れない場合はその日のうちにハガキを投函

し、2～3日経っても連絡がなければ、再度こちらから電話している。どうしても連

絡が取れない場合、「お子さんが入院中である」といったケースを除いて、保護者

の都合である場合には、福祉や子育て部門と連携し、療育支援センターや保育園・

幼稚園の通園を確認し、「園にお子さんを迎えに来るタイミングで保育士が保護者

と接触する」「家庭訪問を行う」など、乳幼児の安否確認・健康状態確認は徹底的

に行っている。 

  委  員  保護者から面会拒否・訪問拒否などはないか。 

  吉江係長  一部にはある。その場合には「外出の機会を窺う」「保育園や幼稚園と連携する」

など、申し訳ないぐらいのアプローチをしている。乳幼児の安否確認だけに留まら

ず、保護者が問題を抱えている場合もあるため、親と子の両方に支援する気持ちで

接するよう、スタッフも気をつけて対応している。 

 【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】 

   

○[２-４サングリモ中込管理運営事業]（健康づくり推進課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  複合型公共施設ということだが、周知が十分にされていないような気がする。事務

事業評価シートの「ニーズの方向性」の中で「サングリモ中込の存在がより認知さ
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れることにより」とあるが、広報などを通じて認知されるための努力を今後もして

いかなければならないと感じるが、いかがか。 

  工藤課長  事務事業評価シートの「事業内容」にあるそれぞれの管理施設の中で、それぞれの

所管課がその都度事業の周知を行っている。 

  委  員  当該施設についてよく存じ上げないが、中込地区近辺の方が対象であるか。対象は

限定されていないが、実際には周辺住民が利用するに留まっている、ということは

あるか。 

  笹澤係長  各事業の各所管がそれぞれで周知を行っている。健康づくり推進課では口腔歯科に

関連した事業について周知を図っている。周知は全市対象となっている。 

  委  員  カム 21の跡地であるか。 

  笹澤係長  パラス市川の跡地である。   

 【意見等なく、委員がそれぞれの評価シートに評価を記載】 

   

○[２-５障害者福祉事業]（福祉課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  事務事業評価事業の 71ページに「自立生活体験事業」とあるが、体験をしていた

だいて次のサービスに繋がっていくケースは多いのか。それとも体験だけで終わっ

てしまうことが多いのか。 

  加藤係長  実際には繋げていければいいが、体験して終わってしまう利用者が多い。 

  委  員  原因は何によると考えるか。 

  高地課長  期間によるものであると思う。障害の程度に寄っても違ってくるが、利用日数が少

ないため、例えば入院をした後、退院してから作業センターに行くまでの期間に、

繋ぎとして体験してみるという方が多い。次のステップに行くということはなかな

か難しいように思う。 

  委  員  事務局への提案となってしまうが、非常にたくさんの事業が一括して「障害者福祉

事業」に含まれている。例えば「団体に対する補助」「イベント開催」「個々の障害

者支援」など、様々な性格のものがひとくくりになっているため、まとめての評価

は無理があるように思う。昨年も違う部会で「評価する事業を分けるべきではない

か」と発言させていただいた。外部評価の開始時でこのような区分ができてしまっ

ているためこのままいくしかないと思うが、次の評価サイクルでは分割した方がよ

いように思う。 

  遠藤係長  ご意見としていただく。 

 【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】 

 

○[２-６心身障がい児支援事業]（福祉課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  心身障がい児を持たれているご家族はストレスなど抱えているのではと思うが、そ

ういったご家族のケアなどについては行っているか。 

  高地課長  心身障がい児を持つ家族の会へ市の保健師や療育支援センター職員が赴いて悩み

を聞くなどしている。保護者の体調不良により「子を預けたい」という要望があっ

た場合には、様々な事業所等に連絡を取り保護者にアドバイスするなど、なるべく

預けられるように対応を行っている。「なかなか保護者の気が休まらない」という
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意見は日頃から寄せられており、心身障がい児を持つ保護者への支援は重要な課題

であると考えている。 

  委  員  保育園・幼稚園での支援が行われており、小学校・中学校においても支援員が配置

されていると思う。高校は佐久近辺では小諸養護学校があり、全ての方が進学する

わけではないにしろ、佐久からもそれなりの人数が小諸養護学校へ通っている。PTA

でも「養護学校の人員はかなり厳しい」という話が出ている中で、佐久市として養

護学校を建設するという話はないか。 

  高地課長  小諸養護学校は県の施設であるが、市として現段階でそういう話はない。 

  委  員  今後心身障がい児の数が増えるということも考えられる。それに伴って議題にあが

るかどうかということか。 

  高地課長  そのように思う。 

 【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】 

 

 【予定時間を超過したため、スケジュールを変更し、 

「２-９ 青少年補導事業」を午後に回す旨、事務局より連絡】 

 

【昼休憩１時間】 

 

○[２-９青少年補導事業]（生涯学習課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  警察の関係で「少年警察ボランティア」というものがあり補導活動をしているが、

そういう方々との交流や懇談という機会はあるか。 

  秋山係長  少年警察ボランティアは県警に委嘱された方々である。佐久市の「少年センター運

営協議会」の中には少年警察ボランティアで活動されている方も１人所属いただい

ており、協議会の中でも「交流してはどうか」というご意見もいただいた。道です

れ違うことはあってもなかなか意見交換できないため「実施したい」という声もあ

り、実際昨年度の岩村田祇園祭において、補導経路等確認しながら初めて合同で夜

間補導活動を行った。日程を合わせることが容易にはいかないことから、今年の祇

園祭では実施ができなかったが、今後も合同の活動は続けていきたい。 

  委  員  同じ目的で活動しているので、是非連携を取って活動していただければ効果も上が

るのではと期待する。 

  委  員  「質問に対する回答」の追加資料である「少年非行の状況」について、表にある「ぐ

犯少年」とはどういう意味か。 

  木次課長  「将来犯罪を起こすおそれのある少年」のことである。 

  委  員  同じく、「少年補導センター活動報告書」の「その他」というのはどのようなもの

があるか。 

  秋山係長  主に「自転車の二人乗り」「スケートボードの公道走行」となっている。 

  委  員  補導活動は主に佐久平駅周辺で実施されているということだが、臼田や浅科、望月

での実施はどうなっているか。 

  秋山係長  80名で 20班を編成し、佐久平駅周辺だけではなく旧町村地区でも実施している。

一番問題行動を見かけるのは佐久平駅周辺であるが、子供たちへの声掛けが主な仕

事であるので、学校から帰宅する子供たちへの声掛けなども行っている。旧町村地
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区では佐久平駅周辺ほど声掛け内容に種類がないため、補導委員の経験のため、日

程を変えて合同で佐久平駅周辺での補導の実施をすることもある。 

  委  員  「少年補導センター活動状況報告書」の数値は「警察で補導されたもの」は含まれ

ないのか。 

  秋山係長  市で実施している「補導活動」は「犯罪を起こしたことによる補導」とは別のもの

である。 

  木次課長  「補導」という言葉が紛らわしいが、「声掛け・注意をした件数」である。 

 【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】 

   

○[２-７児童遊園遊具設置事業]（子育て支援課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  「児童遊園」は市内にいくつあるか。 

  中沢係長  113か所である。内訳は佐久地区 70か所、臼田地区 18か所、浅科地区 17か所、望

月地区 8か所となっている。 

 【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】 

 

○[２-８保育料管理事業]（子育て支援課） 

 【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「年度別保育料収納・未納状況資料」について、現年度分の

徴収率が上がっているのもすごいことだが、過年度の徴収率も上がっている。過年

度分は増加の一途が一般的である中で、減少しているという事実に驚いている。大

変な努力の結果であると思うが、どのような努力をしたのか。 

  小林課長  担当者を中心として、夜間訪問などで該当者との接触を重ねて納入に対するご理解

をいただき、納入計画を立てていただいている。それに合わせ、平成 24年度の児

童手当法の改正により、児童手当を滞納分に充てる方が増えている。担当者の努力

と児童手当からの特別徴収の推進によるものであると考えている。 

  委  員  児童手当からの特別徴収について、必ずご本人の了解を得なければならないか。 

  小林課長  おっしゃるとおり。平成 23年度以前については「一旦は必ず受給者の手元へ」と

いうのが原則であったが、平成 24年度からは「保育料」「給食費」「その他学校関

係の実費」については、受給者本人から「申出書」の提出があれば、直接差し引い

てよいとなった。滞納や未納を理由に市が勝手に差し引くことはできない。 

  委  員  事務事業評価シートの「達成度」に「滞納者の収入状況」とあるが、どういう意味

か。 

  小林課長  前年度所得により保育料が算定されるが、収入があっても事情により他の支払いが

優先され、結果保育料の納入ができないという場合がある。その後収入が下がって

しまうと、納入はさらに厳しくなる。毎年変動する収入を鑑みながら、納めていた

だけるよう納入相談等を行っているという意味である。 

 【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】 

 

○[２-10コスモホール管理運営事業]（文化振興課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  直接この事業に関係することではないが、文化振興目的で総合的な文化会館的なも
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のはコスモホールのみか。 

  小林課長  この後に評価いただく「交流文化館浅科」が該当する。その他には公民館の所管で

ある望月の「駒の郷ふれあいセンター」と、以前は県の所管であり現在は市の経済

部に移管された「佐久平交流センター（旧：勤労者福祉センター）」である。 

  委  員  駐車場は大きいイベントがあると窮屈で、道を挟んだグラウンドに停める、それで

も駄目なら近所の知り合いの家に、ということもある。この先駐車場を広げること

はあるか。 

  小林課長  駐車場の不足については以前から課題となっており、道向かいの多目的グラウンド

や、民間商業施設跡地などを借りている。個別に具体的な話はできないが、確保す

る方向で検討を進めている。 

  委  員  今は使われていないが、２階に厨房もついた喫茶スペースがある。ホール利用者か

ら休憩スペースの要望等はないか。 

  浅川局長  最初の頃は業者が入っていたが、現在は採算がとれないという状況から空きスペー

スとなっている。大きなイベントの際には１階ロビーの奥に喫茶コーナーを設け、

その時のみ出店していただいている。 

  委  員  中部横断自動車道の臼田インターからコスモホールへアクセスする道路の拡幅等

の計画はあるか。 

  小林課長  臼田インターからの敷設道路について、メインは雨宮病院に隣接する道路になる

が、現在国道 141号線からコスモホールへ続く道路についてもインターへのアクセ

ス道路として延長・拡幅される計画があると聞いている。そのため、コスモホール

前の道路の通過台数も今後増えると予想される。 

 【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】 

 

○[２-11鎌倉彫記念館管理運営事業]（文化振興課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  鎌倉彫記念館の入館人数が、平成 25年度で 1,091名、平成 26年度で 576名と大幅

に減少しているが、原因は何か。 

  篠原係長  平成 25年度については企画展を５回開催した。平成 26年度については３回の企画

展となったため、人数が減少したと思われる。今年度については現在３回目の企画

展が開催中であり、今後あと２回の企画展を開催する予定であるため、入館者の増

を図っていきたい。 

  委  員  記念館の中に入るととても雰囲気がいいが、駐車場や場所などが分かりづらく、入

りづらいように思う。入館者に対してアンケートなどは行っているか。 

  篠原係長  アンケートの実施はないが、職員が来館者に対して聞き取りを行い、次に繋げてい

る。 

  委  員  良い作品を展示しているが、利用者がとても少ない。説明にあったような様々な企

画展があったことを知らなかった。どのように広報を行っているか。 

  篠原係長  ご近所かわら版や情報誌に記載をお願いしている。 

  委  員  記念館の維持費はどのくらいかかっているか。 

  市川係長  事務事業評価シート 98ページの「コスト」に記載した 3,217千円が指定管理料と

なっている。光熱水費や記念館に駐在する職員の賃金等も含まれている。 

  委  員  鎌倉彫記念館に行かれた方から「お土産や鎌倉彫などが買えたら嬉しい」というお
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話を聞くことがある。お土産を販売することは難しいか。 

  浅川局長  現在の用意はないが、ご意見を窺いながら検討していきたい。 

  委  員  本家の鎌倉市では鎌倉彫に力を入れているのか。こちらにせっかく記念館があるの

で、上手くタイアップして鎌倉彫の知名度を上げるなど、鎌倉市からのアプローチ

はあるか。 

  浅川局長  鎌倉市からの接触は今のところないが、木内翠岳氏の長女であり鎌倉で鎌倉彫を続

けていらっしゃる木内小夜子さんを窓口とし、鎌倉市の観光協会とも話をさせてい

ただき、これから接点を持って取り組めるよう提案をしていきたい。 

 【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】 

 

○[２-12交流文化館浅科管理運営事業]（文化振興課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  浅科は立地的に不便だと思うが、イベントがあった際、車で行くことのできない方

のために、バスを出すなどは行っているか。 

  小林課長  現在バスの運行は行っていない。例えば学校の催し物であれば学校がバスを手配す

るなど、主催者側が工夫をして来館いただいている。 

  委  員  市で行うイベントも多いと思うが、駐車場がやはり限られていると感じる。その点

での今後の方向性を伺いたい。 

  小林課長  駐車場についてはこの施設も十分にあるとは言えない。イベント開催の際には、隣

接する浅科温泉の第２駐車場をお借りしたり、民間企業の駐車場をお借りしたり等

で対応している。なるべく乗り合わせをお願いする声掛けも行っている中で、新た

に駐車場を新設することは特別考えていない。 

 【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】 

 

○[２-13体育大会等開催事業]（体育課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

  委  員  大会実施数や教室実施数などに大きな変動はないが、中身の入れ替えはあるか。 

  土屋課長  教室については、参加者数やニーズを見ながら毎年新たに一定数の教室を入れ替え

て実施している。大会については伝統的な面があるため、入れ替えは難しい。種目

についても、小学生は学校として取り組んでいるスポーツにもなるため、入れ替え

は難しいところである。 

  委  員  「360歳野球」というものがあるが、今は高齢化が進み、各地区での参加者が減っ

ている状況である。参加条件や年齢等の規定は体育協会が定めているのか。 

  土屋課長  「競技規則」を作成する際には、ある程度緩和していかなければ大会として成立し

ないことがあるため、体育協会と相談しながら決定している。現在「壮年ソフトボ

ール大会」が盛んであるが、下は 40代から上は 70代といったように年齢層の幅広

い大会となっている。 

 【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】 

 

「会議事項（３）部会の評価について」 

○[２-１住宅新築資金等貸付償還事業]（人権同和課） 

 【部会の評価について審議】 
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  委  員  集計の一番多い「手法等の見直し」以外に書かれた「現状を踏まえた評価」につい

ても、意見として重要であるため、合わせて記載していただいたほうがよいと思う。 

【「手法等の見直し」を部会の評価とし、コメントは一部削除・統合して掲載することで決定】 

 

○[２-２健康診査等事業]（健康づくり推進課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  「内容の周知」という意見が重複している。これについても全ての意見を取り入れ

ていただいたほうがよいのでは。 

  遠藤係長  事務局で内容を整理した上で掲載させていただく。 

 【全委員了承】 

【「拡充」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-３母子保健事業]（健康づくり推進課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  コメントの取捨選択や重複内容の校正等は事務局に一任としたいが、いかがか。 

 【全委員了承】 

【「拡充」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-４サングリモ中込管理運営事業]（健康づくり推進課） 

 【部会の評価について審議】 

【視察対応とし、視察後に評価を決定とすることで了承】 

 

○[２-５障害者支援事業]（福祉課） 

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「拡充」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-６心身障がい児支援事業]（福祉課） 

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「拡充」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-７児童遊園遊具設置事業]（子育て支援課） 

 【部会の評価について審議】 

  委  員  遊具を撤去するにあたっては、上限４万円という補助で足りるのかという疑問があ

る。たくさん遊具を保有している遊園などは特に困るのでは。 

  遠藤係長  「児童遊園」という位置づけのものに対しての補助ということで、ある程度の目安

をもって補助率や上限を設定しているものと思われる。「児童遊園」は小規模のも

のであると考えられるため、普通の公園とは少し扱いが変わるのでは。 

  委  員  「児童遊園」とは区が手を上げて作った公園のことを指すのであれば、そこには滑

り台やメリーゴーランドや鉄棒などがある。コンクリートの基礎等含めて撤去・処

分、ということになると、１つ撤去するだけで現在の補助費では賄えないのでは。 

  遠藤係長  補助金額が現実的でないとするのであれば、ご意見をいただき、検討する意義のあ

るものだと考える。区が管理運営するものとして「受益者負担」ということもある
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ため、市の基準や諸々の兼ね合いの中で全額補助は難しいと思うが、撤去を行えな

いような金額では意味がないため、適正な補助率についての見直しもありだと考え

られる。どのような設計で補助金額を出しているのか担当課に訊く必要がある。 

  委  員  区長会で話を出してはどうか。 

  遠藤係長  こちらからもご意見があったことを担当課に伝えさせていただきたい。 

【「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-８保育料管理事業]（子育て支援課） 

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-９青少年補導事業]（生涯学習課） 

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

○[２-10コスモホール管理運営事業]（文化振興課） 

 【部会の評価について審議】 

【視察対応とし、視察後に評価を決定とすることで了承】 

 

○[２-11鎌倉彫記念館管理運営事業]（文化振興課） 

 【部会の評価について審議】 

【視察対応とし、視察後に評価を決定とすることで了承】 

 

○[２-12交流文化館浅科管理運営事業]（文化振興課）   

 【部会の評価について審議】 

【視察対応とし、視察後に評価を決定とすることで了承】 

 

○[２-13体育大会等開催事業]（体育課）   

 【部会の評価について審議】 

【意見等なく「現行どおり」を部会の評価とし、コメントは事務局が整理することで了承】 

 

≪その他≫ 

 【事務局より、視察を含めた今後の予定について再確認】 

  

≪閉会≫ 

 

 


