
外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

１．事業内容

２．実施結果
【コスト】
人件費

２．実施結果
【財源内訳】

２．実施結果

同じ制度資金で交付要綱等
が同じものであるのに、事業
を区分しているのはなぜか。

交付対象経費の２分の１でな
く、８０％とか９０％の交付額
にしたらどうか。
当然審査を現状より厳しく行
い、本当に行う価値があるか
チェックする必要あり。

　「佐久市補助金交付基準」の補助金の交付の条件に、
「市民提案型協働事業補助金」の補助額は、２分の１以
下と定められているため、上限を２分の１としております。

「佐久っと支援金」と一本化し
て進めたらどうか。

　駒の里過疎対策プロジェクト支援金と佐久っと支援金
は、「佐久市まちづくり活動支援金交付要綱」に基づき交
付しておりますが、駒の里過疎対策プロジェクト支援金
事業は過疎債を活用しており、佐久っと支援金とは財源
が異なることから、事業を区分しております。

佐久っと支援金と別にして事
業を行っている理由は何か。

1

駒の里過疎対策プロジェクト支援事業

望月支所　総務税務係

質問内容 回答

平成３０年度の交付金申請・
交付実績一覧によると３団体
３件の実績あり。
積極的なＰＲの結果と捉えて
良いか。

　昨年度の広報活動の結果、前年度までは見られなかっ
た「区」が主体となって行う活動の申請につながったと考
えています。

特定財源の内容
Ｈ２８・・・１，２００千円
Ｈ２９・・・１０千円

財源は過疎債です。

常勤職員が０．５人となって
いるが、年間稼働が２３０日
とすれば、１プロジェクト２０
日掛ったとしてもせいぜい６０
日。０．５人は多いのではな
いか。

　業務内容としまして、支援金の対象となったプロジェクト
への対応の他、支援金の広報活動、説明会及び審査会
への参加、支援金の対象とならなかったプロジェクトへの
相談対応、また、財源である過疎債に関する書類作成も
行っています。

質問回答№1-1



シート内
該当箇所

追加資
料番号

質問内容 回答

２．実施結果

３．事業の分
析
【達成状況】

３．事業の分
析

事業の課題

４．今後の方
向性
【今後の取
組方針】

４．今後の方
向性

積極的ＰＲの方法とは。今ま
での方法ではダメでは。

　現在、ホームページ、広報、望月有線放送や回覧板を
活用しＰＲを行っています。更に市の公共施設などにチラ
シを置くなど今までと方向を変えた方法も行っていきま
す。

この支援を受けた事業が、過
疎対策にどのような成果をあ
げているのか。

平成２３年度から実施した過
去の事業の現在までの継続
の状況が分かったら知りた
い。

　佐久ＪＣ以外の団体は、「観音寺区」と「望月小唄保存
会」であり、「観音寺区」は行政区で、「望月小唄保存会」
は望月小唄の保存継承と普及を目的に設立された団体
です。これらは、市民活動団体に位置付けられます。平
成23年度から平成29年度までに補助金を交付した団体
も望月地区で活動している市民活動団体です。

　駒の里過疎対策プロジェクト支援金と佐久っと支援金
は、佐久市まちづくり活動支援金交付要綱に基づき交付
しておりますが、駒の里過疎対策プロジェクト支援金事
業は、望月地区を対象としているため、望月支所にて対
応しております。

それぞれの団体で継続して活動をしています。
＜例＞
平成23年度から25年度で支援をしています天来書学普
及事業では天来公園の整備・保護事業を行っており現在
も天来公園の保全や天来祭を実行しています。
平成24年度に支援をしました望月城跡整備事業では案
内板の整備や歩道の整備を行っており、現在も城跡を訪
れる人のためにNPO法人望月まちづくり研究会により草
刈り等の整備が続けられています。

平成３０年度「廃校活用プロ
ジェクト」（実施団体　佐久Ｊ
Ｃ）以外は、望月地区のまち
づくり団体によるものなの
か。

佐久市協働のまちづくり推進
会議の活動状況

　佐久市協働のまちづくり推進会議設置要綱に基づき、
協働のまちづくりの施策の推進に関する事項や、佐久市
まちづくり活動支援金事業の審査及び評価を行っており
ます。
　また、佐久市協働のまちづくり計画に基づき、佐久市市
民活動サポートセンター受託団体の審査及び評価を行っ
ております。（市民活動係）

「佐久っと支援金」とのつなが
りは具体的にどのようなこと
か。

　「駒の里過疎対策プロジェクト支援金事業」、「佐久っと
支援金事業」ともに佐久市まちづくり活動支援金交付要
綱に基づき実施しています。また、審査につきましては、
両事業とも佐久市協働のまちづくり推進会議の審査を経
るものとされています。

事業内容が同じであるなら、
広報情報課で実施できない
か。

　交流人口の創出により望月地域の活性化、人口減少
により困難になりつつある世代間交流の場を提供し伝統
文化の継承等、望月地域の課題解決につながっている
と考えています。

質問回答№1-2



シート内
該当箇所

追加資
料番号

質問内容 回答

資料９ページ

このプロジェクト支援事業で
は、それぞれ３年で打ち切っ
ているが、活動資金交付要
綱では特に期限を設けてい
ない様である。そうであれ
ば、そのプロジェクトを定着さ
せて、まちづくりに必要であ
れば継続しても良いのではな
いか。

　佐久市まちづくり活動支援金交付要綱第４条２項（６）
で、「既に３回本支援金の交付を受けたことがあるもの」
は交付対象事業としないとしているので、本支援金の交
付は３回までとしております。また、一事業につき３年と
することで団体の自立を促進しています。

活動支援金交付要綱第１２
条は「規則１２条に規定する
実績報告書は佐久市まちづ
くり活動実績報告書（様式第
３号）とする」とあるが、「要綱
の活動資金の支援を受け者
（団体）は、活動実績報告書
を提出しなければならない」
とした方が良いのではない
か。

　規則とは佐久市補助金等交付規則をさしています。規
則に定めている実績報告書を具体的に「佐久市まちづく
り活動実績報告書」と決めている内容です。実績報告書
を提出しなければならないことは規則で決められていま
す。

質問回答№1-3



外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

１．事業内容

４．今後の方
向性
【今後の取
組方針】

小学生の心（精神面）の健康
管理はどうみているのか。

心（精神面）の健康管理につきましては、学級担任、養護
教諭により状況を把握いたします。その後、学級担任な
どからスクールメンタルアドバイザー及び地域ごとに定め
ている担当保健師に相談を行い支援方法を検討しており
ます。また、事後措置につきましても、学校、学校教育
課、担当保健師と情報共有を図り連携しているところで
ございます。
また、児童・生徒の相談窓口として、教育委員会のス
クールメンタルアドバイザーや健康づくり推進課での「心
のほっとライン・佐久」、子育て支援課での家庭児童相談
員・子ども特別対策推進員による相談窓口がございま
す。このほか、国、県などでは、子どもの人権110番、佐
久児童相談所、チャイルドラインなど相談窓口が設けら
れております。

国保会計ではなく、一般の健
康づくり事業として取組めな
いか。

この事業は、一般会計で実施をしております。
事業は、先ほども申し上げましたが、新しい視点による
保健活動を行うことにより、望ましい生活習慣が身につ
き、将来には医療費の縮減にもつながるものと考え国保
医療課において実施をしております。
しかしながら、健康相談事業は、学校血液検査からの対
象者を抽出し勧奨することから、学校教育課での取組
み、また、健康相談後の事後措置を適切に行う上で、専
門的見地から健康づくり推進課保健師の関わりは、重要
であると考えております。
このことから、学校教育課、健康づくり推進課と連携によ
り事業の集約を図り、より効果的、一体的に取組む体制
が必要があると考えております。

県教育委員会の類似事業は
あるか。

県教育員会での類似事業は、市学校教育課へ確認いた
しましたが、ございませんでした。
他の地域での類似事業といたしまして、佐久穂町では教
育委員会学校教育係において、また、松本市では健康
づくり課において、大北地域では、保健福祉事務所が中
心となり、子どもの生活習慣病予防対策ガイドラインを作
成し、大北地域管内の全市町村全小中学校で取組んで
おります。

3

小中学生の健康管理事業

国保医療課　医療給付係

質問内容 回答

質問回答№3-1



外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

２．実施結果
【コスト】

リース期間満了後は物件は
どうなるのか。いずれ使用不
能になった場合、処分費はど
のくらいかかるのか。

リース期間満了後も使用が可能であれば、続けて使用
する可能性もありますが、状況により判断いたします。
また、処分費用については、リース会社の負担とする契
約となっております。

順調に進んでいるようである
が、発電パネルの経年劣化
はどのように予想されるか。

現在、初期契約から４年が経過しておりますが、発電パ
ネルの耐用年数は２０年～３０年といわれており、リース
契約期間以上の使用が可能となっております。
また、発電パネル自体の発電効率についても２０年間で
１０～２０％程度の低下予想となっております。

基金及び一般会計に繰り入
れた累計額も表示する必要
があるのではないか。

今後表示します。
なお、基金の現在高はH２９年度末で１６５,９３２,０００円、
H２９年度までの一般会計繰入累計額は５２,４８０,０００
円となっております。

メガソーラーの耐用年数があ
ると思うが、リース期間の２０
年間は大丈夫なのか。

耐用年数は２０年～３０年が目安となっており、リース期
間中でのパネル交換や整備点検等は受託業者で行う契
約となっております。

一般財源は必要か。すべて
売電益で充当できないか。

職員の人件費のみ一般財源として計上し、その他の事
業・運営に係る費用については売電益でまかなっており
ます。

大変結構な事業であるが、
中・長期的（１０年スパン）を
ご教授下さい。

リース期間中については、安定した発電事業に努め、
リース期間終了後については、状況により判断いたしま
す。

4

佐久市メガソーラー発電事業

環境政策課　環境政策係

質問内容 回答

質問回答 №4-1



シート内
該当箇所

追加資
料番号

質問内容 回答

１．事業概要
【事業内容】

１．事業概要
【事業内容】

４．今後の方
向性

１．事業概要
【事業内容】

「有限責任事業組合　佐久咲
くひまわり」とはどんな事業者
か。

１４の企業、１つの大学、商工会議所で構成される自然
エネルギーを利用したCO₂削減を目指す有限責任事業
組合（LLP）であります。

コストと売電の今後の見通し
は。

維持・保守経費等を含めたリース契約となっているため、
コストの増減については基本的には発生しないものと考
えております。
また、発電設備の定期的なメンテナンスを行っているた
め発電量が著しく低下する事態は考えにくく、安定した発
電を行うことで、毎年５千万円程度の売電益が得られる
ものと考えております。

リース料はこれが適正なの
か。

必要経費ごとに見積もりを算出した結果のリース料金と
なっているため、適正な金額であると考えております。
なお、維持・保守経費を含めた契約となっております。

普及啓発を進めていく上で、
どのような計画、企画が予定
されているのか。

高齢者大学や「自然エネルギー佐久地域協議会　夏休
みエコキッズツアー」、市内小学４年生並びに小諸養護
学校４年生に対して委嘱している「わが家のエコ課長」の
フォローアップ事業等において見学会を開催しておりま
すが、今後も継続して見学会を開催し、自然エネルギー
の普及啓発に努めてまいります。

稼働してまだ４年弱なので、
発電設備そのものには要補
修等の事象はまだ発生して
いないということでよろしいで
しょうか。
将来、要補修となった際は、
基金取崩で対応するのでしょ
うか。

発電設備自体には要補修等の事象は発生しておりませ
ん。
また、要補修となりうる事態は基本的にリース会社が加
入している保険での対応となります。

質問回答 №4-2



外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

資料３４ペー
ジ
５（３）実績

２．実施結果
【成果指標】

２．実施結果
【成果指標】

３年計画等の中期事業計画
を作り目標を明確にした方が
よいのでは。

　本事業を進めるにあたっては、まず、地元産の農産物が安定
的に生産供給される仕組みづくりを目指して、市内全域に学校
給食応援団を設立するとともに、応援団と学校給食センターと
の連携体制の構築を重点的に進めて参りました。
　学校給食応援団が市内全域に設立されてから２年が経過し
一定の体制が整ったことから、今後は、学校教育関係者と連携
した食育活動をより一層重視していくことを含めて、各学校給
食応援団の皆様と共に中長期的な視点に立って事業内容や方
向性について明確化し、継続的に取り組んでまいりたいと考え
ております。

団員の増加策はあるか。

　現在、市の広報誌や公式ホームページへの掲載や、年2回発
行の「学校給食応援団だより」（毎回9,000部発行）において、募
集を図っているところです。また、全国的に知名度の高い賞を
受賞し、取り組みが評価されることで学校給食応援団の認知
度を高め、団員数の増加につなげたいと考えております。

5

農業生産振興事業（学校給食応援団）

農政課　農業生産振興係

質問内容 回答

最終ゴールはどこですか。

　本事業は、学校給食による子供たちと農家とが互いに顔の見
える関係づくりと、農産物の提供による農業振興を目的として
おり、子供たちにとっては給食を食べることで農家の姿を自然
と意識できる状況となり、また、農家にとっては子供たちに思い
をはせながら持続的に農業経営が行える状況となることを期待
して取組んでいます。将来的には、行政の支援がなくてもこの
ような状況が継続されていくことを目指しています。

佐久給食応援団だけ軽トラッ
クのリース料を出しているの
は不公平ではないか。

　「学校給食応援団活動支援事業補助金」は、農産物を納入す
る学校給食センター１か所あたり10万円を上限として応援団に
助成しており、佐久学校給食応援団は、北部給食センター及び
南部給食センターの２か所に納入していることから、20万円を
上限として補助金を交付しています。
　補助金の使途は各学校給食応援団の要望を踏まえたもので
あり、軽トラックのリース料についても補助要件を満たしている
ことから助成対象としています。

農産物の供給実績のパーセ
ンテージのベースは数量・金
額・カロリーのいずれか。

　学校給食応援団による食材提供量については、「重量」を
ベースとしてパーセンテージを算出しています。

学校給食で地産地消はとて
も良い事と思うが、食材提供
量が思ったより少なかった。
個人（就農者ではなく）から提
供してもらう事はできないか。

　市内の学校給食センターでは、市内全域の公立の小中学校
を対象として毎日約8,500食の給食が調理され、大変多くの食
材が必要となります。季節によっては地元産農産物が少なくな
る時期もありますが、応援団の農家の皆さんのご尽力により、
供給量は徐々に増加していますが、より多くの地元産の農産
物を提供していくことが求められています。
　学校給食用の農産物は、予め決められた献立にあわせて計
画的に栽培し、確実に納品する必要がありますが、応援団員
の栽培規模などの要件はありません。新たな団員を随時募集
しておりますので、趣旨にご賛同いただける多くの皆様のご参
加をお待ちしております

質問回答№5-1



外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

２．実施結果
【活動指標】

今後の取組
方針

１．事業概要
【総合計画
上の位置付
け】

２．実施結果
【成果指標】

　平成26年度より、市独自の補助制度として「佐久市空
き店舗対策事業補助金」を創設し、空き店舗を活用して
開業する際の改修費及び賃借料に対する補助を行い、
空き店舗の解消と新規開業等の支援に努めております。
　その結果、現在までに、中込商店街周辺においては9
件の利用実績があり、中込商店街の振興の一助になっ
ていると考えております。
　また、平成28年度より、長野県と中込商店街と連携し、
中込商店街において、新規開業を目指す方向けに空き
店舗見学会を実施しております。
　空き店舗の存在は商店街の弱体化をもたらすことや、
景観を損ね商店街全体のイメージダウンにつながること
などから、今後も空き店舗の解消に向けて各種取り組み
を行ってまいりたいと考えております。

回答

商業施設でありながら稼働
日数が年間半分以下なのは
なぜなのか。

休館日は年末・年始の４日間
ですが（３６１日はオープン）、
１７０～１８０日位の利用では
やはり少なすぎると思いま
す。
やはりどのように利用率のＵ
Ｐが問題ですね。

※臼田駅前いこいの広場
「広場」は商業施設か。他の
類似施設（駅前広場・公園
等）との系統的管理が合理
的と思われるが。

　他の類似施設管理者と管理について協議して参りま
す。

　中込交流センターが構成施設の一つとなっている佐久
市複合型公共施設サングリモ中込は、地元からの要望
を受け、撤退した商業施設の跡地に建設されました。そ
の際、地元商店街からの要望もあり、中込交流センター
は、商工振興課所管の施設となっているため、商業施設
として位置付けておりますが、条例にあるとおり、地域の
活性化を図るために市民に交流等の場を提供することを
目的とした施設であります。
　このように、貸館用の施設でありますが、所期の目的で
ある地域の活性化のためからすると、約50％の利用率
は低いと考えられるため、今後、中込商店街など地元の
商工団体と連携し、イベント等で当施設を利用していた
だくなどにより、市民への認知度向上と施設利用を促し
ていきたいと考えております。

中込会館移転後の利用者数
を教えてほしい。

　2．実施結果 「Do（実施）」の成果指標「中込交流セン
ター延べ利用者数」に記載のとおり、平成29年度の利用
者数は10,663人であり、平成28年度（7,328人）よりも増加
しております。
　中込会館は、平成29年4月に移転オープンとなっており
ますが、中込交流センターの利用者数には影響が無いと
考えております。
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商業振興事業（商業施設管理運営事業）

商工振興課　商工業支援係

質問内容

空き店舗が目立つがこれら
の活用、開店を増やすことが
活性化につながると思う。
市はどのような計画を持って
いるのか。

質問回答№6-1



シート内
該当箇所

追加資
料番号

回答質問内容

１．事業概要
臼田いこいの広場の稼働日
数、業務委託の日数は。

　稼働日数は、公共の広場でありますので、通年の使用
できます。
　業務の委託の日数はシルバー人材センターへ委託して
植栽の剪定等を行う作業１日です。

質問回答№6-2



外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

３．事業の分
析

２．実施結果
　　活動指標
　　成果指標

活動指標
成果指標

４．今後の方
向性
【今後の取
組方針】

４．今後の方
向性
【今後の取
組方針】

目標戸数の少ない理由は。

事務事業評価シートの目標設定は各年度の当初に設定
することになっております。その為、予算の範囲内かつ、
国、県からの補助金の配分状況に合わせた数値となっ
ております。

補助制度等の見直し内容を
教えてほしい。

旧耐震基準（Ｓ５６年５月３１
日以前着工）の木造住宅は
市内に何戸現存するのか。

見直しのスケジュールはある
か。

・国が示す新たな取組みを実施する自治体については、
交付対象限度額は据え置かれているが、従前1/2であっ
た補助率を4/5へと拡充できるとともに、優先的な配分等
がなされることとなった。
・前述の見直しについて佐久市は対応済みです。また、
今後も国、県の動向を注視し、制度の変更等に対応して
いきたいと考えております。

・対象となる住宅※Aは、平成２５年時点で８千棟余り※Bと
推計されております。
（※A：旧耐震基準の木造戸建て専用住宅で耐震性のな
いもの）
（※B：５年に一度行われる「住宅・土地統計調査」（最新
平成２５年）からの推計）
・耐震診断、耐震改修に係る年度別計画はございません
が、佐久市耐震改修促進計画で住宅の耐震化率を平成
32年度末に90％とする目標を設定しております。

対象となる住宅はＨ３０年度
はどの位あるのですか。年度
別の計画はありますか。

耐震診断が県よりの内示件
数を下回ったことは問題と思
います。対策は。
耐震改修を実施するかどう
かは費用の問題もあるので、
耐震診断は早く行うことが必
要と考えます。

県からの内示については、耐震診断と耐震改修に係る
補助額の総額が内示され、その内示額の内訳として、耐
震診断何件分、耐震改修何件分と示されます。平成２９
年度につきましては、改修を希望される方の増加に伴
い、耐震診断分から耐震改修分に振り替え、更に要望を
重ね、当初内示額の約１．７倍の額を配分していただき
ました。しかし、ご指摘の通り更に耐震診断を促進する
必要がありますことから、広報等に努め、希望者の増加
を図りたいと考えます。

目標値はどのような基準で
決定されているのか？
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とうかい防止事業

建築住宅課　建築係

質問内容 回答



外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

№8-1
№8‐2
№8‐3

２．実施結果
【平成２９年
度実施内
容】

文化振興基金運用益を活用
した事業の申請要項は有り
ますか。

文化振興基金運用益を活用する事業には、〈キッズ・
サーキット in 佐久〉、コンサート、演劇などの「鑑賞型」、
アウトリーチ、パフォーミング・アーツ・スタジオ（PAS)の
「体験・参加型」、佐久市芸術文化活動事業補助金、佐
久アーティストバンクの「支援型」があります。
鑑賞型および体験・参加型については、市または佐久市
文化事業団が主催する事業であり、昨年度開催した各
事業の入場者（参加者）数は先にお配りした資料のとお
りです。
また、支援型につきましては、佐久市芸術文化活動事業
補助金の応募要項は追加資料1および2のとおり、佐久
アーティストバンクの登録要件は追加資料3のとおりであ
ります。

文化活動１２件の補助金事
業内容を教えてほしい。

平成29年度の事業実績としては、音楽関係の発表会が7
件、絵画展が2件のほか、ダンスの発表会・書道展・水墨
画展がそれぞれ1件ありました。

文化振興基金の財政状況
は。

収入につきましては、国債等の利子収入が毎年
33,264,000円あるほか、平成26年度からは「文化振興の
ため」としての寄附金を毎年150,000円程度いただいてお
ります。
支出につきましては、文化振興事業の開催経費の財源
となっております。
なお、平成29年度の収支は次のとおりです。
・収入　：　33,414,000円
・支出　：　32,451,000円
また、平成29年度末の基金残高は次のとおりです。
・現金分残高　：　85,850,237円
・合計残高　　 ：　2,065,850,237円
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文化振興推進企画事業

文化振興課　文化振興係

質問内容 回答

質問回答№8‐1





























外部評価対象事業への質問に対する回答

資料番号

対象事業名

所管課

シート内
該当箇所

追加資
料番号

２．実施状況
【コスト】

№9‐1

事業の分析 №9‐2

（その他）

他の類似施設との稼働率の
比較は。

　稼働率について、現時点では、平成29年度の状況精査
ができていないことから、平成28年度までの状況をお示
しします。
　また、類似施設の経年での利用状況を比較できる資料
も、お示しします。

9

市民創錬センター管理運営事業

中央公民館　公民館係

質問内容 回答

コストが多すぎると考えます。
人件費の２３００万円は妥当
か。

　人件費につきましては、正規職員4人の人件費の80％
を充てています。業務内訳として、市民創錬センターの
施設の管理運営業務に加え、中央公民館で企画、運営
を行っている公民館事業に係る業務も含まれおり、妥当
なものと考えています。

使用料の年度別収入はいく
らですか。費用対効果の状
況を教えてください。

　各年度の使用料（会計上の決算額）は、平成28年度が
3,085,610円、平成29年度が3,735,780円となっています。
　なお、このほか、市民が地域活動の一環として行う場
合や、市の主催、後援等による事業など、広く市民益に
寄与すると判断できるものは減免としており、その件数
は、平成28年度は全体の約38％（金額換算で、3,562,711
円）、平成29年度は約28％（金額換算で1,780,470円）が
該当しています。
　費用対効果の状況ですが、この減免使用 （広く市民益
に寄与すると判断できるもの） や、公民館主催の各種学
習事業への参加者が得た便益も考慮し、算出する必要
があると考えます。しかし、こうした事業の場合、内容や
参加者が多様であり、また、何より公益性が高い取り組
みであることから、便益を経済的な数値として表すことは
難しい状況です。

７つの地区公民館との具体
的な関連状況を教えてくださ
い。

　7つの地区公民館は、主にそれぞれの地区公民館に所
属する学習グループや、各地区公民館が主催する学習
講座等の拠点施設として役割を果たしています。
　市民創錬センターは、7地区館を統括する中央公民館
の事務局を置き、各地区館の活動を指導、支援するほ
か、「あいとぴあ臼田」「野沢会館」を除く5つの公民館施
設の維持管理や、地区を超えて佐久市民全体を対象と
する公民館活動の企画、運営などを行っています。

（位置付けは分かるが、もう
少し市民に分かりやすい親し
みのもてる愛称をつけたらど
うか。）

　市民の皆さんに親しみを持って頂くため、愛称を設ける
ことも一つの方法であると考えます。今後、県立武道館
が完成し、創錬の森全体も供用となる中で、検討をして
いきたいと考えています。
　また、今後も、より多くの市民の皆さんに、当施設を気
持ちよく利用していただけるよう、施設運営に努めます。

質問回答№9‐1



シート内
該当箇所

追加資
料番号

質問内容 回答

使用料の改定の予定はある
か。又、算定方法は。

　現在、使用料の改定予定はありませんが、他の会館の
改築等を行っていく中で、必要に応じ、当会館の使用料
の改定も検討することとなります。
　また、使用料の算定方法については、市内類似施設に
おける部屋ごと（会議室・工作室・調理室等）の１時間当
たりの使用料の㎡単価平均に各部屋の面積を乗じて算
出しています。

質問回答№9‐2



平成28年度　市民創錬センター利用状況

合計 構成比 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

計 3,270 100 255 237 274 268 233 280 335 300 262 258 251 317 273

減免 1,242 37.98 94 95 111 97 97 105 118 107 99 87 107 125 104

一般 2,028 62.02 161 142 163 171 136 175 217 193 163 171 144 192 169

計 55,407 100 3,957 4,215 5,100 4,239 4,215 4,042 5,787 5,262 4,205 3,860 5,778 4,747 4,617

減免 31,857 57.5 2,000 2,351 2,911 2,798 2,690 2,116 3,120 2,732 2,309 2,071 4,325 2,434 2,655

一般 23,550 42.5 1,957 1,864 2,189 1,441 1,525 1,926 2,667 2,530 1,896 1,789 1,453 2,313 1,963

計 6,648,321 100

減免 3,562,711 53.59

一般 3,085,610 46.41

月

件数

人数

使用料

追加資料№9-1



平成29年度　市民創錬センター利用状況

合計 構成比 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

計 3,077 100 258 281 295 284 245 263 263 243 202 200 257 286 256

減免 864 28.08 82 95 104 93 85 55 66 66 50 41 63 64 72

一般 2,213 71.92 176 186 191 191 160 208 197 177 152 159 194 222 184

計 49,411 100 3,548 3,890 4,769 4,712 4,266 3,508 5,646 4,600 3,546 3,679 3,607 3,640 4,118

減免 23,985 48.54 1,806 2,061 2,840 2,648 2,385 1,347 2,911 2,166 1,228 1,868 1,618 1,107 1,999

一般 25,426 51.46 1,742 1,829 1,929 2,064 1,881 2,161 2,735 2,434 2,318 1,811 1,989 2,533 2,119

計 5,516,250 100

減免 1,780,470 32.28

一般 3,735,780 67.72

人数

使用料

月

件数

追加資料№9-1



平成３０年３月３１日現在

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 　人数 件数 人数

（研修センター）
市民創錬センター

1,619 32,039 3,270 55,407 3,077 49,411 94% 89%

浅間会館 1,908 27,589 1,824 29,032 559 7,633 1,563 16,694

中込会館 842 9,897 846 11,314 770 11,094 683 9,901 1,350 21,203 214% 214%

東会館 589 6,511 613 7,776 714 9,590 728 9,461 606 7,740 82% 82%

浅科会館 804 9,524 793 8,977 767 8,327 772 8,600 799 10,356 120% 120%

市民会館等計 4,143 53,521 4,076 57,099 4,429 68,683 5,453 83,369 7,395 105,404 126% 126%

移転改築中
H25.4　解体
H27.8　供用開始

改築中
H27.9   解体着手
H29.9　供用開始

H29.4　供用開始

備　考

【市民会館等利用状況】

施設名
H25 H26 H27 H28 H29 対前年度対

合計

創錬センター

　※稼働可能コマ数・・・ ① 創錬センター 13コマ/日 × 開館日 × 11部屋

② その他の施設　  3コマ/日 × 開館日 × 各部屋数

Ｈ27年8月会館
11部屋

佐久市 市民会館等 稼働率比較　（佐久市 公共施設運営・利用状況調書より）

26年度 27年度 28年度 平均

創錬センター

稼働可能コマ数

稼働コマ数

稼動率

5,508 10,908 16,416
33,891 51,337 85,228

7部屋

6,462 6,462 6,462 19,386

東会館

稼働可能コマ数

稼働コマ数 613 714 713 2,040

稼動率

4,308 4,308 4,308 12,924

4部屋

6部屋

16.3% 21.2% 19.3%

備考

11.4% 10.2% 9.0% 10.2%
中込会館

稼働可能コマ数

稼働コマ数 859 770
7,539 7,539 7,539 22,617

9.5% 11.0% 11.0% 10.5%

浅科会館

稼働可能コマ数

稼働コマ数 781 751 772 2,304

稼動率 18.1% 17.4% 17.9% 17.8%

677 2,306

稼動率

Ｈ27・8開館

追加資料№9-2


