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５ 閉 会  



第１部会

№ 事務事業名 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）

1-1
市民活動支
援事業

現行
どおり

・市民活動をサポートす
る、大事な事業だと考え
る。

・facebookでの情報発信に留まらず、具
体的なサポート事例や市民活動等につ
いてより一層の周知すべき。
・相談、コーディネートの充実等に努
め、利用者の増加や活発な市民交流の
持続に繋がっていくことを望む。
・利用料の精算についても、効率的な
対応を望む。

1-2
地下水等水
資源保全事
業

現行
どおり

・事務事業評価シート
「ニーズの方向性」にある
通り、水資源保全に対する
意識が希薄であるように感
じる。今後の佐久市の水資
源のためにも、調査・保全
は大切だと考える。

・事業の内容や結果の公表時期など、
是非周知してほしい。
・水資源は重要であるので、今後も地域
を越え、水資源保全活動のトップラン
ナーとしての政策を実施してほしい。
・もっと費用をかけても、汚染など水質
に影響を与える事項について、定期的
にモニタリングをするなどして水資源の
正しい保全管理を検討してはどうか。

1-3
新品目導入
試験事業

拡充
・収益性の高い転作作物
の調査研究、並びにブラン
ド化は重要と考える。

・新規就農支援にも力を入れるととも
に、農業者の高齢化等の問題解消のた
め「作りやすく」「需要のある」作物の普
及にも取り組んでほしい。
・今後の佐久市のためになる事業であ
ると思うので、市民や様々な方面へPR
してほしい。
・道沿いに分かりやすい看板を立てて
みてはどうか。
・収益性が高く、佐久市を代表する新た
なブランド品目の誕生のため、不足する
経営資源等を補うよう努めてはどうか。

1-4
養魚対策事
業

手法等
の見直

し

・佐久鯉の振興策を中心
に事業を行っているが、鯉
の消費量を拡大すること
は、非常にハードルが高
く、結果が出ていない。
・フナの支援が無いのが残
念

・伝統的な郷土料理としての調理方法
を中心とした消費に限らず、新しいレシ
ピ開発や外部と連携した効果的なPR方
法等を考え、消費拡大に繋げてほし
い。
・消費の拡大のみを目的とするのでは
なく、「佐久鯉文化の継承」という視点を
検討してはどうか。
・鯉だけではなく、フナにも注力してはど
うか。

平成２８年度外部評価　第１部会評価結果一覧
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第１部会

№ 事務事業名 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）

1-5
森林整備事
業

現行
どおり

・森林整備は行政に頼る
部分が大きいと考える。

・森林整備は非常に重要かつ専門的分
野であるため、今後も計画的に事業を
行ってほしい。

1-6
農業振興対
策事業

現行
どおり

・農業用インフラの整備は
必要と考える。

・水路の補修等、農業経営に影響する
ことについては、積極的な対応を望む。
・農業の産業競争力の強化を目的とし
た事業手法への切り替えも視野に入れ
てほしい。

1-7
工場等用地
取得・設置事
業

現行
どおり

・工業は地域の雇用を支
え、製造品は佐久市外か
らの外資を稼ぐ、重要な拠
点

・制度の積極的なPRに努めてほしい。
・新規雇用の場の創出のため、ニーズ
に合わせ、制度の工夫が望まれる。
・市外からの転入に加え、市内業者の
移転にも積極的な補助を検討してはど
うか。

1-8
移住定住推
進施設管理
事業

拡充

・空き家バンク視察者の宿
泊施設として活用すること
は有効であり、事業費が少
額でありながら効果も見
え、良好な事業であると考
える。
・移住経験者が管理や案
内等を担当していることは
現実的で、移住について
良く理解してもらうために
は大変良いと感じた。
・冬期利用が少ないと感じ
る。

・良い事業であるため、さらに定住者が
増えるよう、ファミリー層をはじめとした
幅広い方々に体験や利用をしてもらえ
るような工夫を期待する。
・建物や室内が老朽化した場合には、
適切な改修を望む。
・体験者をより多くするため、この制度
のPRを強化してほしい。
・冬期利用を多くするための工夫が必
要と考える。
・仕事の相談など、関連部署へ繋げる
対応も検討してはどうか。

1-9
あさしな温泉
施設管理運
営事業

手法等
の見直

し

・施設設備の維持が大切
・市民サービスの一部とし
て、比較的安価に温泉施
設が提供されており、良い
と考える。

・老朽化に対し、適正なメンテナンスに
努めてほしい。
・収入に見合った運営の範囲内で、集
客力の向上や運営改善について、一層
工夫を重ねることが重要である。
・市としても、ＰＲ等の集客に繋がる発
信に注力すべき。
・現在行っている他団体との共同のイベ
ントは、今後も継続してほしい。
・早朝営業に今以上の工夫を期待す
る。
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第１部会

№ 事務事業名 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）

1-10
望月地域温
泉施設管理
運営事業

手法等
の見直

し

・市民サービスの向上や観
光客誘致の一助となって
いるものと考えるが、建て
替えが必要な際には大き
な出費が想定される事業
であると考える。

・老朽化の改善や施設の修繕等に費用
がかかるのはやむを得ない部分ではあ
るが、集客力向上、運営改善などに加
え、建替も視野に入れた経営戦略が必
要と考える。
・施設設備等のハード面と、イベントや
企画等のソフト面、どちらで集客をする
かのバランスを考えながら、PRや魅力
ある施設づくりについてより一層の工夫
をお願いしたい。
・市としても、ＰＲ等の集客に繋がる発
信に注力すべき。

1-11
公園維持管
理事業

現行
どおり

・アダプトシステム等を活
用した維持管理を進めて
いる。

・引き続き、アダプトシステム等も有効
に活用して、良好な管理の維持に努め
てほしい。

1-12
体育団体等
支援育成事
業

手法等
の見直

し

・組織体制整備にも補助し
ている。

・体育協会のＮＰＯ法人化により、組織
としての自立が図られ、市から協会に
行われている各種支援が精査され、奨
励交付金での支援にシフトすることが望
ましいと考える。
・体制の強化に伴い、市民スポーツが
一層充実されるよう、取り組みについて
も強化してほしい。

集計数

拡充 現行どおり
手法等の

見直し
縮小 廃止

2 6 4 0 0
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第２部会

№ 事務事業名 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）

2-1
人権同和対
策事業

手法等
の見直

し

・事業内容がわかりにく
い。

・あらゆる差別の解消に向け、今後も継
続してほしい。
・市の相談窓口と、人権擁護委員との
情報交換の機会を設ければ、より充実
した相談窓口になるのではないか。
・市民への分かりやすい説明と広報が
必要と感じる。
・事業目的達成のため、補助金のより
有効な活用が望まれる。

2-2
コウノトリ支
援事業

現行
どおり

・少子高齢化である現在、
少子化対策に繋がるとても
良い取り組みである。
・制度の周知方法の見直し
が必要と感じる。

・「子どもが欲しい」という切実な願いに
対し、今後も時代のニーズを踏まえ、必
要とされる助成が継続されることを願
う。
・出産の確立が高まるような助成方法を
考えることも必要ではないだろうか。
・沢山の方に周知できるよう、積極的に
制度のPRをして欲しい。

2-3
ヘルスアップ
推進事業

現行
どおり

・とても良い事業である。

・ウォーキングについて、市民の自主的
な参加や周知を図れるよう、保健補導
員だけではなく、市民向けの研修会や
講座などを企画してはどうか。
・保健補導員に区でもっと活躍してもら
えるような工夫が必要ではないか。
・市民への周知が図られるべき。

2-4
障がい者虐
待防止対策
支援事業

現行
どおり

・虐待防止法について、十
分な周知がなされているか
疑問

・障がい者及びその家族への制度周知
がもっと必要である。
・虐待防止法について、市民全体が認
識するとともに、理解が深まるような周
知方法の工夫をお願いしたい。

2-5
療育支援セ
ンター管理運
営事業

現行
どおり

・保護者勉強会等の開催
日数、参加者数が目標に
達していない。

・子どもへの支援だけではなく、今後も
保護者への支援や勉強会は必要であ
るため、活動や成果の指標として設定
した目標数値の達成を目指して、保護
者勉強会に取り組む必要がある。

2-6
子育て支援
事業

現行
どおり

・保護者の相談に適切に対応できるよ
う、職員の研修等を充実させてほしい。
・保護者が子ども達に向き合い、子ども
達がのびのび育つ。その助けとなる事
業であってほしい。

平成２８年度外部評価　第２部会評価結果一覧
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第２部会

№ 事務事業名 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）

2-7
児童館管理
運営事業

現行
どおり

・保護者の共働きの増加とともに利用
者も増加することが考えられるが、「児
童主体の児童館」であることを徹底し、
児童が安心して過ごせるように取り組
んでほしい。
・学校から遠いところに児童館があるも
のに関して、早い段階での考慮を望
む。
・児童と地域住民が触れ合う機会を作
ることで、住民の意識が児童に向くきっ
かけとなり、お互いに良い影響が得ら
れるのではと考える。

2-8
通園費補助
事業

現行
どおり

・不公平感が生じぬよう、条件等の見直
しも適宜行っていくべき。

2-9
浅科診療所
管理運営事
業

現行
どおり

・近くに病院機能があるこ
とで、近隣住民にとっては
利便が良いと考える。

・コストに見合った成果となるよう、診療
所内にある歯科同様、開業希望者に機
器を含めた貸し出しをしてはどうか。ほ
ぼ毎日診療してもらえるので、患者さん
にとって良いのではないか。

2-10
ふるさと創生
人材育成事
業

現行
どおり

・アメリカ研修が中止となっ
たことは残念だが、仕方の
ないことである思った。
・人財育成として素晴らし
い事業であると思う。

・多感な時期に海外を経験することは大
変意義のあることなので、事前研修を
充実させるなどし、より内容の濃い研修
にするとともに、今後も子ども達が進ん
で参加できるようお願いしたい。
・友好都市の関連も理解できるが、少人
数でも多様な研修場所の選択が可能と
なるように工夫してほしい。
・研修後の子ども達の変化などを知る
機会があれば良いと思った。また、研修
の報告もより広範囲へ周知するように
工夫してはどうか。

2-11
伝統文化保
存・宣伝事業

現行
どおり

・もっと宣伝が必要である。

・次世代へ継承していくために、「佐久
凧クラブ」等を作り、子ども達に指導を
行うのはどうか。
・佐久凧の講習会や凧上げ等の情報
を、多くの市民に周知できるような宣伝
方法の検討が必要である。
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第２部会

№ 事務事業名 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）

2-12
臼田文化セ
ンター管理運
営事業

現行
どおり

・このままではもったいな
い、とても良い施設だと思
う。この大きな財産をもっと
多くの方々に見てほしい。
・充実した展示内容である
ので、広くPRし、小中学生
の勉強にも繋がれば良い
と改めて感じた。

・地元を知る貴重な資料であるので、
「五稜郭への観光者にも案内する」「市
内施設見学の見学コースに加える」等、
市内外を対象とした周知方法も検討し、
来館者を増やす工夫を望む。
・学びに活用してもらうため、小中学校
に協力を得る必要があると考える。
・分かりやすい展示説明が必要と感じ
た。

2-13
文化財調査
事業

現行
どおり

・法に基づき調査が実施さ
れている。

・文化財保護における調査の必要性に
ついて、HP以外の周知方法も検討し、
業者だけでなく市民個人への周知も徹
底してほしい。
・デジタルデータ化の推進に期待する。

集計数

拡充 現行どおり
手法等の

見直し
縮小 廃止

0 12 1 0 0
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