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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２部会 

  日 時 
平成 26年８月 28日   

（木） 
開催場所 佐久市役所８階大会議室 時 間 

８：45 

～ 

11：30 

  出席者 

委 員：阿部博隆、田島弘、丸山紀八郎、油井佐智枝、山口好古 

 

説明者： 

・「２－１人権同和教育事業」：人権同和課長 本田喜久利、課長補佐兼人

権同和係長 市川伊久代 

・「２－２ぴんころ運動推進事業」：健康づくり推進課長 工藤正子 健康

増進係長 吉江紀子 

・「２－３こころの健康推進事業」：健康づくり推進課長 工藤正子 健康

増進係長 吉江紀子 

・「２－４地域医療事務事業」：健康づくり推進課長 工藤正子、地域医療

係長 佐々木和弘 

・「２－５在宅要介護者歯科保健推進事業」：健康づくり推進課長 工藤正

子、口腔歯科保健係長 笹澤ゆみ子 

・「２－６へき地内山診療所管理運営事業」：国保医療課長 重田善行、国

保係長 篠原孝子 

・「２－７ピアカウンセリング事業」：福祉課長 高地利重、生涯療育支援

係長滝澤紀子  

・「２－８つどいの広場事業」：子育て支援課長 小林秀治、子育て支援係

長 中沢栄二 

・「２－９公立保育所給食事業」：子育て支援課長 小林秀治、保育係長 平

林照義 

 

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 

委員 

出   ５人 

欠   ０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  本日の委員の出席は５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、会議が成立していることをご報告いたします。 

 

≪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。 
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  委  員  阿部委員は佐久青年会議所理事長として、様々な行政に関わる会議に出ていらっし

ゃることから適任かと思いますので推薦いたします。 

   佐藤課長  部会長を阿部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   阿部 博隆委員 

  佐藤課長  それでは、阿部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≫ 

（１）審議の流れについて 

 【本日の審議の流れについて事務局より説明（資料１）】 

【質問等なく、審議の流れについて全委員が承諾】 

        

【施設の視察について事務局より説明】 

 遠藤係長  事業の一覧をご覧いただき、視察が必要だと思う施設についてご意見ください。事

務局としましては、第２部会が評価する事業で視察可能であるのは、２－６へき地

内山診療所管理運営事業、２－８つどいの広場事業、２－９公立保育所給食事業か

と考えておりますが、必要な事業のご希望があれば、日程調整を行い、その他の事

業の現場も視察を行います。 

部会長   何かあれば意見してほしい。 

 佐藤課長  ご意見等無いようですので、一旦、視察対象は先程の３事業とさせていただき、本

日の事業説明後にご意見あればまた調整いたします。 

 部会長   では、本日の議論の中で視察の必要の有無等検討するということでお願いしたい。 

 【へき地内山診療所、つどいの広場、公立保育所の視察を行うことで決定】 

 

【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）】 

 【異議等なく、事務局の説明のとおり承認】 

 

（２）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について 

○２－１ 人権同和教育事業（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  人権同和教育は重要なことだと思うが、事務事業評価シートにある部落解放同盟と

いう組織は現在もあるのか。また、あまり金額は大きくないが、事務事業評価シー

トにある集会所指導事業運営委託料というのは、どういった活動のために支出して

いるのか。 

  本田課長  部落解放同盟は現在もあります。佐久市には部落解放同盟佐久地区協議会と、全日

本同和会佐久支部という二つの認定している解放団体があり、部落解放の完全実施

を目指して啓発活動等を行っています。その中で 10 支部に集会所指導事業運営の

委託をしております。活動内容は、同和地区内の皆さんの教養と文化の向上を図る

ことを目的に、身近な施設として皆さんが集まって情報交換する中で、生花教室や

料理教室、高齢者向け学習会や体操教室といったことを運営の中で行っていただい

ております。 
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  委  員  事業内容としては、公民館活動でも同様の知識が得られるものが多いと思うが、特

別にこの事業を行う必要があるのか。公民館活動と事業を合流できないか。 

  本田課長  同和問題は現在でも差別事象が発生する等、残念ながらまだ解決されていません。

22年度に行った市民意識調査で、問題を解決するために必要なことを質問したとこ

ろ、「そっとしておけば差別が自然になくなる」という、いわゆる寝た子を起こす

なといった回答が上位を占めている状況です。委員のおっしゃったように、究極的

には分け隔てなく何も意識せず、すべての人が交流できる事業を行うのが理想です

が、こういった状況ですので、公民館活動として分け隔てなく一緒に集まる状態へ

は、まだたどり着けておりません。そのため、指導事業で同和地区の皆さんの生活

向上を図っていく必要から、今後も継続して実施していきたいと考えます。 

  委  員  事務事業評価シート「３．事業の分析 事業の見直し余地」で社会情勢やニーズの

変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地があるとされているが、見

直すというのは、量を増やすという意味か。また、シートの同じ部分で成果を高め

る工夫の余地があるとの記載について、例えば 25年度は学習会を 52回行ったにも

関わらず、逆に前年度から参加人数は減っている。参加人数を増やす工夫をしてい

るのか。以前、人権集会開催の要請にもとづき開催したことがあったが、尐人数し

か集まらなかった。現代は車の時代だから、旧町村の大きい単位で市民にそれぞれ

集まっていただく方がかえって集まるのでは、という話をしたが、あくまでも尐人

数単位で行ってもらいたいとの話があった。これはただの実績を作るためではない

のかという風にも考えられてしまう。参加人数を増やす工夫も必要ではないか。 

  本田課長  講座は２年かけて市内７地区で開催し、同じテーマを受講できることになっていま

すが、地区によっては参加者が減ってきていることも大きな原因です。講座内容は、

１日目は身近な人権に関わるもの、２日目は同和の問題について、そして３日目に

ハンセン病についてや犯罪被害者の支援についてを扱うため、身近には捉えにくい

部分もあります。しがしながら、事業目的はあらゆる人権について講座を開き市民

の皆さんに学習していただくことですので、なかなか人が集まらないのでそのテー

マをやめるということにはいきません。そのため、いかに工夫してテーマと参加者

をうまくマッチングさせていくかということが重要です。皆さんからその都度アン

ケートを取り、開催の時期や講師選定時にそれを勘案しながら参加者を増やしてい

く工夫をしていきたいと考えます。また、区単位での開催について、区によって参

加者の多い尐ないはありますが、市の用意したテーマではなく区ならではの聞きた

い事柄もあることから、細かいニーズに応えるため、ある程度細かい地区単位も設

定しております。 

  委  員  差別は現在もあるのか。 

  本田課長  数年前に市内で差別発言がされたという報告がされた他、県内では、その他にも同

和関係者を調査する差別ハガキが送り付けられたとか、インターネットで同和地区

の上空から街並みを撮影されたものが掲載され、一旦載ってしまうと消せないとい

うことが多く発生しています。細かいものはまだあるのですが、現在も皆さんの目

に触れないかたちで様々な事象が発生しています。 

 【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】 

 

○２－２ ぴんころ運動推進事業（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  健康食の普及ということで行っている、ぴんころ食の料理コンテストの状況は今年

度はどうか。 

 工藤課長  応募状況も良く、20件を超えております。特徴としては、市内からの応募はこれま

でもあったのですが、今年度は大阪や、長野市、上田市といった、佐久市から遠い

地域の方からも応募をいただいております。 

 委  員  努力が実って周知されてきているということだと思う。 

【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】 

 

○２－３ こころの健康推進事業（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  佐久市断酒会は、現在活動休止とのことだが、今後はどうか。 

 工藤課長  この会は断酒をしようという方々の自主組織ですが、やはり会があるから頑張れる

という方もいらっしゃり、非常に大きな位置づけがあると思います。市でも状況を

確認しながら、再開できるかたちで支援できればと考えております。 

【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】 

 

○２－４ 地域医療事務事業（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  市が支出している負担金等の金額が高いのか低いのか判断しにくのだが、どういっ

た方法で金額を算出しているのか。 

  工藤課長  それぞれの負担金ごとに算出のルールが決まっているものがあります。例えば、川

西保健衛生施設組合への負担金は、佐久市が 66％負担し、それ以外は東御市と立科

町で負担すると決まっておりますし、佐久広域連合への負担金はそれぞれの市町村

の人口に比例した人口割で算出されます。 

  佐藤課長  補足として、例えば、佐久広域連合で病院等へお金を払う場合、どの経費をどの割

合で市が負担するかということは概ねルールがあります。また、川西保健衛生施設

組合であれば、施設整備の一定額を負担しておりますし、浅間総合病院への負担金

は、総務省の基準で経費のどの部分を負担するかが決まっており、その中で支出し

ております。仮に、病院の方で大きな整備があるような場合は、一時的に支出が増

えることはありますが、基本的にはルールに沿って算出されます。 

 【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】 

 

○２－５ 在宅要介護者歯科保健推進事業（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】 

【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 へき地内山診療所管理運営事業（国保医療課） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

 委  員   診療所を利用している患者は１人ということで、診療所を開設しておくよりも、

デマンドタクシー等で近くの医院へ送迎する方がかかる経費は安いのではない

か。設置しておいた方が国保として得なのか。 
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 重田課長   患者さんはお一人ですが、不特定多数を対象としておりますので、診療所を開設

しておけば地域の方はいつでも受診ができます。また、行政としてタクシーをお

一人のために運行するのはどうしても難しく、そういった場合に他の方の利用

や、内山だけではなく佐久市全体の利用についても検討する必要が出てきます。  

へき地内山ということで医療確保する意味で、利用者がいらっしゃる場合には開

設しておくという状況です。 

【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】 

 

○２－７ ピアカウンセリング事業（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】 

 佐藤課長   補足として、この事業は市から佐久広域連合へ同じ内容で事業が移管されてお

り、佐久広域連合も事業を今後も続けるとのことです。３年前に事業を拾い出し

した時点では市で行われておりましたので、本日は内容についてご紹介したもの

です。評価は特に行わず、内容についてご承知いただければと思います。 

【質問等なし】 

 

○２－８ つどいの広場事業（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   母子通園施設というのもあったかと思うが、それとは違うのか。 

 小林課長   母子通園施設は過去にあり、障がい等のある方が主に通われていました。現在、

その事業は療育支援センターに移行しており、もちろん障がいをお持ちのお子さ

んも対象になります。また、通う中でいただいたご相談が、市の他の事業メニュ

ーに該当すればそちらに引き継ぐといった、子育て支援や母子保健等に対応する

ための一番の窓口になる事業として捉えております。 

  委  員   例えば臼田地区の場合、どの施設に行けば良いのか。   

  小林課長   特にこの地区ということでの利用は制限しておりませんので、市内３か所あるう

ちの最寄り施設を利用していただければと思います。また、窓口的な意味合いで

はこの事業の他にも、各児童館で実施している子育てサロンという事業もありま

すし、児童館の午前中開放もありますので、それぞれのレベルに即してご利用い

ただけるようになっております。 

【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】 

 

○２－９ 公立保育所給食事業（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「３．事業の分析 事業の見直し余地」で給食調理業務の委

託が可能とされたとあるが、例えば、市で直営している調理を民間へ委託するよ

うなことになる場合、目標年度はあるのか。 

  小林課長   委託実施を目指した検討ではまだない状況です。まずは、利用者のご意向を伺っ

て、委託実施をすべきか否かということについての検討を今年度から進めていき

たいと考えております。全国的に例が尐ないため、内部検証や保護者や市民の皆

さんのご意見を伺いながら、実施の方向に位置づけるのか、それとも現行どおり

なのか検討していきます。 
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  委  員   子どもを持つ保護者としては、定期的に栄養士が保育園で献立の説明や食育指導

してくださることや、顔が見えるところで食を作ってくれることがとてもありが

たかった。また、地域の物を使った給食は保護者としてはありがたいことなので

続けてもらいたい。 

  小林課長   おっしゃるとおりの視点で考える方も多いと思います。考えられる委託の形態は

様々で、いわゆる丸投げ的で市が全く関与せずに業者から給食を提供するのでは

なく、栄養士が献立を作るけれども、調理のみ委託する方法もあります。現在、

市の保育所給食は１人の栄養士がメニューの対応をしておりますので、捉え方と

して、業者に委託することにより、それぞれの園に沿ってきめ細かに対応できる

ということもメリットとして出てくる可能性があります。地域の食材を使ってほ

しいといった要望や、見えるところで調理するという視点が生かされる工夫かど

うか、総合的にふまえて検討する中で実施の可否を検討しますので、また検討の

中でご意見いただければと思います。 

  佐藤課長   外部委託には様々な方法があります。方法も含めて、何がベスト、ベターなのか

これから探っていきます。その中で、例えば調理だけ外部に委託することも一つ

の方法として今後の取り扱いを決めていくということでとらえていただければ

と思います。 

  委  員   コスト面から出てくる議論なのか。  

  佐藤課長   市では、例えば浅間病院では栄養士さんが病院の職員としておりますが、調理の

み調理員に委託して作ってもらっている一方、学校であればメニューから調理ま

ですべて市の職員が行っております。加えて、私立も含めたすべての保育園でも

統一したメニューを作って渡しております。様々なかたちがあると思いますの

で、一番良い方法で対応していきます。コストだけ求めるわけではなく、安全・

安心を最優先で取り組んでいきます。 

  部会長    今の点も含めて、検討してもらいたいと思う。 

【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】 

 

（３）部会の評価について 

 【部会の評価決定方法について事務局より説明】 

  遠藤係長   先日の委員会で、基本的には委員の評価で一番集計数が多い評価結果を部会の評

価として採択するということでお伝えしております。 

  佐藤課長   この後の委員会へは、評価結果以外に、集計した評価区分結果やコメント等、す

べて報告いたします。また、内容を公開しますので、コメントの体裁等は趣旨が

変わらないようにしながら整えさせていただくことがあります。 

部会長    それでは、進めていく中で何かあれば、コメントについて事務局と意思疎通しな

がら文言等ふまえた確認をしてもらうことにしたい。  

【その他に質問等なく、部会の評価決定方法について全委員が承諾】 

 

○２－１ 人権同和教育事業 

 【部会の評価について委員で検討】 

 【意見等無く、「拡充」を部会の評価とし、コメントも当初の記載することで決定】 

 



7 

 

○２－２ ぴんころ運動推進事業 

【部会の評価について委員で検討】 

  委  員   全国的にもめずらしい運動であると評価シートに記載した趣旨は、他の自治体で

も同様の事業はやっているが、事業名称に特徴があるという意味のため補足す

る。 

  矢野部長   名称を含め特色がある事業であるということですね。そのあたりを文言等調整さ

せていただきます。 

【その他に意見等無く、「拡充」を部会の評価とすることで決定】 

 

○２－３ こころの健康推進事業 

【部会の評価について委員で検討】 

【意見等無く、「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初の記載することで決定】 

 

○２－４ 地域医療事務事業 

【部会の評価について委員で検討】 

 委  員   現行どおりという評価区分は、今のままで良いという意味か。 

 佐藤課長   現行継続で良いという思いは表現されていますが、その他の思いもあるかと思い

ますので、それを委員会で報告していただければと思います。 

 遠藤係長   現状をふまえた評価の中で工夫と研究を進めてほしいということを行政側でふ

まえる意味でも報告していただければと思います。 

【その他に意見等無く、「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初の記載することで決定】 

 

○２－５ 在宅要介護者歯科保健推進事業 

【部会の評価について委員で検討】 

【意見等無く、「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初の記載することで決定】 

 

○２－６ へき地内山診療所管理運営事業 

【事務局から視察について説明】 

 遠藤係長   へき地内山診療所、つどいの広場、公立保育所の視察について、視察の日程を調

整します。そのため、本日の段階では評価結果の決定は保留とし、見学後にあら

ためて部会の評価として取りまとめますので、本日の評価結果は傾向として見て

いただきたいと思います。 

 部会長    それでは、本日の評価をふまえながらも、決定自体は保留とし、視察後にまた再

度調整することにしたい。 

【部会の評価について委員で検討】 

【意見等なし】 

 

○２－７ ピアカウンセリング事業 ※現在、市の事業ではないため評価は行わない。 

  

○２－８ つどいの広場事業 

【部会の評価について委員で検討】 

【意見等無く、「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初の記載することで決定】 
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○２－９ 公立保育所給食事業 

【部会の評価について委員で検討】 

【意見等無く、「現行どおり」を部会の評価とし、コメントも当初の記載することで決定】 

 

≪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≫ 

 

 


