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対応方針

令和元年度事務事業外部評価 事業名 佐久平交流センター管理運営事業（文化振興課）

◆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）

・市民の利用だけでなく、コワーキングスペースとして利用するとか、時代
にマッチした利用も検討してほしい。
・指定管理者への応募を増やすため、利用の自由度を拡げられたらいか
がでしょうか。
・サービス向上と利用拡大のために何をすべきか、一度アンケート調査
をしてみてはどうか。指定管理者の民間感覚に頼らず、入館者に聞くの
も一手。
・電話での予約に加えて、インターネットによる予約システムを導入すべ
き。
・職員研修などを行うなど、対応をしっかりしてもらいたい。
・住民による施設利用と魅力ある自主事業の実施が魅力ある文化交流
拠点として機能するための重要な要素と思います。利用者の要望等を踏
まえ、活動拠点との意識が市民に広がるよう施策の展開をお願いしま
す。

現行どおり

今後の方向性

引き続き、より多くの皆様にご利用いただ
き、満足いただける施設を目指します。

委員会としての評価 現状についての意見

現行どおり

・佐久平駅の近くにあり、大変良い立地条件にあり、もっと集客
が可能であると考えます。
・好立地が活かしきれていないと思われます。PR方法や利用方
法を再考されたい。
・トイレ使用　センター利用者に限る旨の掲示は適当か。（子供
が多いのでは。）
・イベントの紹介はホームページにあるが、玄関ホールにも掲示
すべき。
・新しいピアノの積極的活用を継続していって欲しい。
・入館者数の目標設定やサービス体制など見直し、検討すべき
課題がある。

◆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

・時代のニーズに合わせ、利用促進に資する施設の利用方法を検討します。
・他の貸館施設と足並みを合わせ、「ご意見箱」等の設置により、サービスの更なる
向上を図ります。
・窓口でのサービスが均一に提供できるよう、職員の接遇研修について充実を図り
ます。
・予約については、利用者のご要望を受けてインターネットで予約状況が確認できる
よう対応しました。インターネットによる予約システムや、その他の新たなサービスに
関しては、次期の指定管理期間を見据えつつ検討していきます。
・これまで指定管理期間（５か年）に合わせて定めていた、成果指標に係る目標につ
いては、今後は毎年度見直すこととします。

資料1-2
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現行どおり

今後の方向性

全国的な、人口減少や高齢化などにより、適
正な管理が行われないまま放置されている状
態の空き家が、様々な問題を生じさせ、地域
住民の生活環境に悪影響を及ぼすことから、
現行のとおり「佐久市無居住家屋等対策計
画」に基づき対策を進めて参ります。

委員会としての評価 現状についての意見

現行どおり

・国の方針に基づき、佐久市バージョンを進行中のようですの
で、強力に進めるべきである。助言等件数、是正等の件数の目
標値は必要ないのでは。むしろ件数がアップして、ランクDの様
な第三者へ危害を与える可能性のある建物が減少することがポ
イントではないか。
・基礎資料となる実態把握は十分に行われている。すぐにでも除
去すべき家屋が放置されている現状は、移住者を積極的に受け
入れようとする佐久市のイメージにそぐわない。
・改修、除去に対する補助金、空き家の相続特別控除、移住サ
ポートプランなどは評価できる。
・空き家の管理状況の調査把握を行う。
・無居住家屋の多さに心が痛みます。
・撤去が中心の施策のようですが、多くの空き家は放置されるこ
とでさらに状態が悪くなっていると思います。
・空き家になった段階で、対策を急ぐ必要があると思います。
・「空き家バンク」の現在の登録件数が少ないように思います。移
住希望者には有効と思われるので、「空き家バンク」活用を更に
周知する必要がある。

◆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

・現行どおり事業を進めていく中で「佐久市無居住家屋等対策計画」の、空き家対策に関す
る基本的な方針である「空家等化の予防」、「空き家の適正管理の促進」、「空き家の活用・
流通促進」、「特定空き家の予防」、「情報基盤の整備」の、５つの基本的な方針に基づき進
めていきます。

・第三者に危害を与える可能性のある建物については、空き家所有者等へ特定空家等にな
らないための方策や、特定空家等になった場合のデメリット等に関して周知し、また、特定空
家等が懸念される建物についても解体や売却等を呼びかけることにより、特定空家等にな
らないための予防を進めていきます。しかし、市民の生命・財産が侵害されるおそれのある
場合には、特定空家等に認定し、法律に基づき段階的に進めていきます。

・空き家所有者等の情報について、個人情報保護の観点から内部利用のみであるが、空き
家問題の解決促進を図るため、権利者の同意による、司法書士会や建設業協会、地域住
民、空き家バンク等に情報提供ができる制度を検討していきます。

対応方針

令和元年度事務事業外部評価 事業名 無居住家屋等対策推進事業（建築住宅課）

◆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）

・これからますます空き家は増加することが考えられる。まずは、ランクD
の様な空き家の数が減少することを強力にスピードを上げて対応すべき
と考えます。この数値目標は良いと考えます。
・法律の面、課題の面、両方を考えてより踏み込んだ施策を考え、変えな
がら進めるべきと考えます。他部門との交渉により改革してほしいと願っ
ています。持ち主の心を動かすようなアイデアを考えて欲しい。
・空き家となった段階で、空き家バンクに登録する仕組みを策定されたら
いかがでしょうか。
・建物を処分することと流通させること、双方の体制を充実させていただ
きたい。
・現行の取り組みを継続するとともに、「空き家バンク」事業との連携、強
化を図るべき。
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対応方針

令和元年度事務事業外部評価 事業名 チャイルドライン推進事業（子育て支援課）

◆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）

・事業費の拡充
・情報発信等による事業のPR活動の推進
・まずは、受け手を増加させ、対応すべきと考えます。方法論的には色々
あると思いますが、受け手の更なる増加をお願いします。
・受け手が増えるようにがんばってください。
・青少年の健全な育成のためにはとても大切な事業。相談員の質を高め
ながら、粘り強く進めて欲しい。
・受け手の人材確保、事業周知を積極的に行う。
・難しい業務であるにも関わらず、受け手をやりたいと受講を希望する方
から受講料を徴収している。講座を全て受けたからといって適応性の観
点から受け手になれる保証はない。これら、受講者の受講料についての
補助を加えてはどうでしょうか。

現行どおり

今後の方向性

子ども達の声に耳を傾け、子ども達の心
の拠りどころとなる居場所の提供を行う
チャイルドライン佐久の事業について、運
営補助はもとより、事業周知等、情報発
信の方法など工夫を行います。

委員会としての評価 現状についての意見

現行どおり

・事業の目標達成に向け、さらに事業費の拡充が必要である。
・子どもたちは様々な問題を抱えて相談されるようです。受け手
のメンバーが大変重要と考えます。現状の人数で良いということ
は無いと考えます。
・広報の絞り込みが必要だと思います。
・関連団体への周知をお願いします。
・悩める青少年が多い現代です。とてもありがたい制度です。
・行政でないと出来ない事業だと考えます。
・活動内容が市民に周知されていない。
・同様の相談を市役所内でも「健康づくり推進課」「学校教育委
員会」で、その他、佐久児童相談所、文部科学省では「２４時間
子どもSOSダイヤル」で受け付けている。市役所内だけでも統合
できるのではないでしょうか。

◆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

・各相談窓口をまとめて掲載した印刷物を作成するなど、子ども達が利用し易く一目
で分かるような方法を検討します。
・受け手養成講座やチャイルドラインの活動が分かるような情報発信を市の関係団
体などを通じて行えるかなど、事業者とともに検討します。
・子どもに寄り添った事業を更に推進するための運営方法等について、事業者ととも
に研究します。
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対応方針

令和元年度事務事業外部評価 事業名 環境普及啓発事業（緑の環境調査を除く）（環境政策課）

◆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）

【全般】
・太陽光発電、ペレットストーブ以外のCO2削減についても検討してもらい

たい。
【太陽光発電関係】
・他の市町村のように太陽光発電設備と蓄電池のセットでの補助金を導
入してはどうか。
・自分の家の屋根に太陽光発電設備を設置するのは収益を得るため、儲
けるためではないことをもっと広報すべきである。
・佐久市は全国的に見ても日照時間の大変良い地域。太陽のエネルギー
を今まで以上に有効に使用するよう更なるアップを行うべきである。
・国の家庭用太陽光発電の固定価格買取制度が順次終了する中で、市
独自の補助金制度を検討し、「電力の地産地消」事業の推進をする。
・将来、太陽光発電の設備老朽化が待っています。その処理についても
考えておく必要があります。売電価格の値下がりや山地の景観悪化も心
配。先を見た取組を。
・普及促進の所期の目的は達成されている。
・個人が自己負担することが適当である。

現行どおり

今後の方向性

市民ニーズをとらえながら、各種啓発事
業をはじめとし、地球温暖化防止に関す
る施策を進めていきます。

委員会としての評価 現状についての意見

現行どおり

【全般】
・地球温暖化防止に関する市民の意識向上に寄与している。
・大変に重要な事業である。今までの状況からみると、良くやって
きたなという感じである。
・再生可能エネルギーの普及事業を継続して実施していく。
・化石燃料を使う発電は心が痛みます。
【太陽光発電関係】
・設備単価も下がってきている状況もあり、補助金額を下げて数
多くに補助することには賛成である。
・平成１７年に事業を開始して既に１３年経過しており、普及促進
の所期の目的は十分に達成されている。
・太陽光発電に関しては、個人が収益を得るために個人の意思
で設置している。

◆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

・現行どおり事業を進めていく中で、太陽光発電、ペレットストーブ以外のCO2削減に
ついても検討してもらいたいというご意見をいただいていますので、再生可能エネル
ギーの普及促進にとどまらず、「佐久市COOL CHOICE宣言」をスローガンに地球温
暖化対策の推進や、市内小学校及び小諸養護学校への環境学習機会の提供のほ
か、市民意識の高揚につながる各種啓発事業の実施に取り組みます。

・他の市町村のように太陽光発電設備と蓄電池のセットでの補助金を導入してはど
うかとのご意見をいただいていますので、今後蓄電池の価格低下、または性能向上
による長寿命化が図られ、補助金が需要に結びつくと考えられた際には、施策の実
施を検討していきます。

・太陽光発電の普及について、広報の促進や補助事業の拡充を求めるご意見があ
る一方で、景観の悪化や所期の目的は達成済、また個人負担が適当であるとのご
意見もいただいていますので、現行どおり事業を進めていく中で、今後のエネルギー
事情や国の制度の変化に応じ、方向性を検討していきます。
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対応方針

令和元年度事務事業外部評価 事業名 臼田健康活動サポートセンター管理運営事業（臼田支所）

◆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）

・新しいイベントをお考えのようですので、さらに進めてください。
・現状にこだわらず、施設内の「つどいの広場」「運動ルーム」「ふれあい
広場」を利用してもらい、「まちかど健康相談室」にも積極的に健康相談
に訪れられるような雰囲気づくりも考えていただきたい。
・地域住民の趣味グループ等への無料開放は出来ないものですか。
・様々な自主事業を実施し、参加者の確保をする。
・健康をとおした「まちづくり」を目指す。
・利用者の少ない事業について、その原因を究明、分析し、新たな事業
や情報の発信方法を検討すべき。
・より魅力ある方策を考えて欲しい。

現行どおり

今後の方向性

市民の皆様により多く参加していただける
よう、今後も健康を通じたまちづくりを目
指し、事業の企画・運営を行います。

委員会としての評価 現状についての意見

現行どおり

・地域住民の健康維持、交流等に一定の成果がある。
・現地説明を受けて、健康に力を入れていることが良く分かりま
した。
・指定管理者が積極的に自主事業を行っている。
・参加者が伸びない事業について見直し、新たな事業を検討す
る必要がある。

◆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

・利用者が何度でも来館したくなるような、場の雰囲気づくりと自主事業を計画してい
きます。
・参加者の継続的な利用が増えるよう事業内容の見直し、充実を図ります。
・多世代交流を通じ、さまざまな年代の方が気楽に集う場の提供や、健康促進を目
指した活動を実施していきます。
・地域住民の趣味グループ等への無料開放についてご意見をいただいております
が、利用料については条例で定められて実施しておりますので、施設を利用する方
が居心地良く利用できる場の提供を行っていきます。
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現行どおり

今後の方向性

市民の皆様により多く利用していただける
よう、マイナンバーカードの取得促進とコ
ンビニ交付の利便性について周知しま
す。

委員会としての評価 現状についての意見

現行どおり

・マイナンバーカードの利用の一環であり、同カードの取得が進
まない現状からはやむを得ない数字と思われる。
・他市・他県からも、また、昼間のみならず早朝・夕方・夜間にも
取得があることから、今後も活用されるものと思料される。
・内閣府が広報している様々な手続きの中の一つであり、自治
体の考えで縮小・廃止は出来ないものと考えられる。
・特に問題も無く良い制度。
・今まで地道にコツコツやってこられたと考えます。
・マイナンバーカードの取得が進まない。
・利便性について、一層の周知を図る必要がある。

◆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

・マイナンバーカードの交付時に行っている、コンビニ交付の説明を継続します。
・コンビニ交付の件数は、マイナンバーカードを持っている人の数に大きく影響される
ため、各種イベントや商業施設でのマイナンバーカードの出張申請窓口を継続しま
す。
・スマートフォンや郵送でマイナンバーカードを取得する方法を、市ホームページや
広報誌で周知します。

対応方針

令和元年度事務事業外部評価 事業名 証明書コンビニ交付事業（市民課）

◆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）

・マイナンバーカードを取得していなくとも生活していく上で支障がない現
状から、急激に取得が進むとは考えづらいが、今後も根気よく、時宜を得
た広報を行い、少しでも増加するよう取組むべきと思料する。
・身近なところで簡単に取得できる制度はありがたい。ただ、不正利用が
発生しないように希望します。
・事業評価シートに書かれているように、いかにマイナンバーカードを増
加させるかがポイントです。更なる取り組みに期待します。
・取得するメリットを増す。広報をもっと積極的に行う。
・現行の取り組みを継続するとともに、マイナンバーカードの取得率の向
上を図る工夫をすべき。


