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議 事 録（要旨）      公開可      

 配布先  

  

 主催   No. 

 企画課   

 議事録名  事務局 記録者 

 部長 課長 係長 係 

  

  
第２回 佐久市行政改革推進委員会 

作成日 平成 30 年 10 月 15 日 

  日 時 
平成 30 年 9 月 25 日

（火） 
開催場所 

佐久市役所 

南棟 ３階会議室 
時 間 

13：30 

～ 

17：00 

  出席者 

委 員： 依田健一、上野雄司、工藤正則、佐藤佳苗、田島 弘 

武田 香、元吉純子、市川哲央、柳沢一明、秋山元治 

平井美矢子 

 

説明者：以下、説明順（番号は資料番号） 

【６ 商業支援事業（商業施設管理運営事業）】（商工振興課） 

課長 若林浩一、商工業支援係長 日向雅樹 

臼田支所経済建設環境係長 草間輝明 

【１ 駒の里過疎対策プロジェクト支援事業】（望月支所） 

支所長 荻原万樹、総務税務係長 武田 強、総務税務係 荒木聖子 

【３ 小中学生の健康管理事業】 

 課長 東城 洋、医療給付係長 荻原幹夫 

【４ 佐久市メガソーラー発電事業】 

 課長 大塚秀則、環境政策係長 宇羽野学 

【５ 農業生産振興事業（学校給食応援団）】（農政課） 

 課長 荒井一哉、農業生産振興係長 竹上正一 

【７ とうかい防止事業】（建築住宅課） 

 課長 角谷秀敏、建築係長 藤澤 誠、建築係 坂井 大樹 

【８ 文化振興推進企画事業】（文化振興課） 

 課長 小林義夫、文化振興係長 寺尾孝弘 

【９ 市民創錬センター管理運営事業】（中央公民館） 

 事務長 佐々木和弘、公民館係長 堀川守一 

 

事務局： 企画部長 佐藤照明、企画課長 土屋 孝 

行政改革係長 遠藤貴信、行政改革係 小林 陸、竹内美貴 

委員 

出 １１人 

欠   ４人 
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 提出資料  

・会議次第 

・資料１ 審議の流れについて 

・資料２ 評価する上でのポイント 

・資料３ 事務事業外部評価 評価区分について 

・資料４ 外部評価対象事業 視察日程（案） 

≪開会≫ 

【会議事項に入る前に、事務局より報告】 

土屋課長    本日は４名の委員から、都合により欠席される旨のご連絡がありました。ご出席は

１１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します。 

 

≪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）】 

 【特に質問等なく、事務局の提案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、施設の視察について事務局より説明（資料２・３・４）】 

 【特に質問等なく、事務局の説明のとおり実施することで委員了承】 

 

（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 

○【６ 商業支援事業（商業施設管理運営事業）】（商工振興課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員   臼田のいこいの広場について、商工会、商店街が弱体化しているため仕方ないとは

思いますが、目的が「臼田のまちのにぎわいの創出に寄与する」ということになって

いますので、商工会三反田支部との懇談を重ねていただき、目的についてご理解いた

だくとともに、活用方法について検討していただきたい。 

 あの広場は、買い物や列車の利用時に駐車しておくにはとても良い場所ではありま

すが、まちのにぎわいにはあまり寄与していないのではないかと思います。なので、

地元の皆さんと懇談を深めていただき、良い方法を見つけ出していただきたいと思い

ます。 

委  員   中込交流センターの受付業務などは、常駐している方がいるのでしょうか。それに

係る人件費はどうなっているのでしょうか。 

若林課長   管理人が常駐しています。ただし、指定管理者制度は導入していないため、使用申
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請については、商工振興課の窓口に来ていただいています。この、窓口で対応してい

る市職員の人工が人件費の部分に入ってきます。 

        シルバー人材センターで管理人をやっていただいている分の費用につきましては、

同じ施設にある市の口腔歯科保健センターの方で契約等を行っているため、そちらで

計上しています。そのため、この事業の事業費の中には含まれていません。 

委  員   いこいの広場について、にぎわいもたらすために取組んでいってほしいとのご意見

がありましたが、具体的な案は、言葉だけでなく、どういうものをやるかが大切だと

思います。 

       他県から移住してきましたが、移住前に住んでいた場所は人口も少なくて、移住者

も少ない場所でしたが、あることがきっかけで、非常ににぎわいのあるモダンな、お

しゃれなまちに変わりました。 

       その市は水田が多く、農家が多い、あまりぱっとしない場所でしたが、ところが、

市長さんが、どうやったらこのまちを華やかに、にぎやかに人口を増やしていけるか

ということを市民の皆さんにアンケートをとりました。アンケートをとるために、月

に一回市議さんとの交流会を定期的に開いていました。その交流会も、ただ机を挟ん

でやるのではなく、パーティー形式で食事をしながらやっていました。そこで出た皆

さんの意見をまとめた結果、駅前にあった広場にマルシェが出来ました。マルシェは、

いろいろなものの寄せ集めで、お料理が好きな移住者がそこに小さな店舗を開いた

り、小物を作ることが好きな人が小物雑貨類を売ったり、というようなことをかわい

いテントをずらっと並べてやっていました。そのテントを立てる費用も全部市が補助

金を出して、売り上げの一部は市に納めるということで出店者を募集しました。 

       そこで皆さんがお店を出して、それをきっかけに、クリスマスシーズン前と夏の年

２回、シーズン的なものを利用してやったんです。そうすると評判を聞きつけて、地

元の人だけが売るだけではなく、技術や才能のある人たちが、いろいろ個性的なもの

をやるようになりました。もちろん飲食店もあって、非常におしゃれな広場が出来ま

した。それが通例となり、いまだに続いています。 

その市に４、５年住んでいましたが、そこに住む前の年くらいから、ものすごい勢

いがついて、広まりまして、それに伴って隣の市からも人が来るようになりました。

それを受けて、市長さんが即実行の方なので、空き地の有効活用で、いくつもの高層

マンションをあっという間に建ててしまいました。すると、そこに若い方たちがどん

どん来て、秋葉原に直結の特急も通しました。そうすると、なおさら若い家族が来て、

あっという間に人口が増えました。きっかけは、マルシェです。 

だから、臼田も、広場に小さいテントみたいなお店をずらっと並べて、地元の方だ

けでなく、いろいろなノウハウを持った方が少しずつ出していくと、おもしろいきっ

かけになるかと思います。 

若林課長   貴重なご意見をありがとうございます。いこいの広場は臼田支所の所管ではありま
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すが、市全体の商工振興という部分もありますので、市でもまちづくりのための補助

金を出したりしながら、いろいろな事業をやっております。 

        中込の方でも「中込マルシェ」の形で月に１回くらいずつやったりしていますけれ

ども、いずれにしても多くの人に集まっていただくことがまちにとって有効であると

思いますので、ご意見として伺わせていただき、また検討させていただきます。 

委  員   平成２８年度と平成２９年度を比べると、利用者数は右肩上がりであるが、利用日

数は横ばいであるとのことで、ＰＲをして、稼働日数を増やしていきたいという考え

はごもっともだと思いますが、同じ日にバッティングして、仕方なく取りやめるとい

った場合もあると思うので、利用者の考えをもっと聞いていただいて、どうしたら稼

働日を増やせるかということを考えていただいた方が良いと思います。 

        また、管理人がいるとのことですが、稼働していない日の管理人はどうしているの

でしょうか。 

若林課長   この施設は、パンフレットにありますように複合型施設になっていますので、管理

人については、施設全体の管理を行っていますので、中込交流センターが稼働してい

ない日も別の業務を行っています。 

委  員   わかりました。では、稼働日を増やすことを考えていただければ、もっと良い方向

に行くのかなと思いますので、よろしくお願いします。 

若林課長   稼働日については、人数なども把握しながら検討していきたいと思います。 

委  員   中込商店街ではマルシェをやっていますが、そちらとの兼ね合いとか関係とか、何

か寄与していただいている部分はあるのでしょうか。 

若林課長   マルシェ自体は、銀座グリーンモールでやっていただいています。中込交流センタ

ーは貸館、交流の場という形でありますので、マルシェみたいなものは売ったり買っ

たりというものですので、目的から少し外れてしまう部分もあります。また、お金の

問題や他の問題もありますので、マルシェそのものを中込交流センターでやっていた

だくのは難しいところがございます。ただ、いろいろなイベントをやられる際に、中

込交流センターという施設があって、使っていただけるという認知度のアップは出来

るだけ図っていきたいと考えています。 

委  員   中込商店街の活性化を目指してやっていることだと承知しています。そのための手

法として、外からも入っていただいてということなので、まず、目的としては商店街

の活性化ということなので、是非そちらの方で、出来れば駅前とかでやっていただく

方が良いかと思いますので、ご検討いただければと思います。 

若林課長   中込マルシェにつきましては、地元が主体的に企画されて、やっていただいている

ところですので、またお話しをさせていただく機会があればいろいろとご協力させて

いただきます。 

委  員   中込商店街さんの方で、以前、駅前の貸し店舗を高校生などに向けた学習室として

開放していたことが一時期あり、学生さんの利用率がとても高かったという声が上が
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っていました。出来ればそういった連携をとって、一階部分の開放ですとか、お金が

かかる部分もありますけれども、使える部分は使っていただく方が良いのかなと感じ

ます。 

若林課長   教育委員会とも相談しなければならない点もございますが、いただいたご意見を参

考とさせていただきたいと思います。 

委  員   今のご意見に関係しますが、パンフレットの中に小さいお子さんを持つ親の交流の

場として使われているというのがありますが、こういった場があることはとても良い

ことだと思います。もっと利用幅を広げて、小学生を対象とした集まれる交流の場や、

中学生や高校生を対象とすることや、いろいろな技術を持つ市民の方に講師をお願い

するなどして、みんなで集まって楽しめる場所があれば良いかなと思いました。 

若林課長   公民館的な要素の部分もございますけれども、稼働率を上げていく方法としていた

だいたご意見を参考にしながら検討していきたいと考えております。 

 

○【１ 駒の里過疎対策プロジェクト支援事業】（望月支所） 

【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員   まちづくりの団体に対する支援としては良い補助金だと思います。これを活用して、地

域の活性化になれば良いと思います。 

ちなみに、佐久っと支援金の場合、事業の終了後に報告会を実施しているかと思います

が、この補助金についても同様に行うのでしょうか。 

荻原支所長  佐久っと支援金の事業と一緒に全体で行います。 

委  員   過疎債というのは望月にしか当たらないのでしょうか。 

荻原支所長  望月地域は、合併する前に過疎地域の指定を受けていました。そのため、事業をするの

に過疎債を借り入れることができ、それに対して交付税措置がされます。 

    佐久市域全体の中で、過疎法に基づき過疎地域の指定を受けているのは、望月地域のみ

になります。 

    過疎地域で行う事業については、過疎地域自立促進計画を定め、計画に位置付けた事業

については過疎債を充てることが出来ます。 

      ちなみに、現行の計画については、平成２８年度から平成３２年度までが計画期間とな

っており、ソフト事業についても計画に位置付けし、財源を充てています。 

委  員   財源は国からくるのですか。それとも市ですか。 

荻原支所長  あくまで起債として借り入れています。ただし、その起債の償還については、７０％が 

交付税で措置がされるということになります。 

 委  員   だから佐久っと支援金とは一緒にならないということですか。 

荻原支所長  はい。別枠でということになります。 

 

○【３ 小中学生の健康管理事業】（国保医療課） 
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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   財源が国保特別会計ではなく、一般会計の方から出ているということですけれども、こ

の事業自体が、どちらかというと健康づくりで、学校の中に入っていくという、大変難し

い面もある中で、本来的には一般の健康づくりの事業の中でやっていくべき事業ではない

かなと思います。 

健康づくり推進課には保健師さんも大勢いる中で、子どもの健康をどう増進したら良い

かという方向で事業を検討していただいた方が良いかと思います。 

東城課長   私どももそのように考えてはおりますが、ざっくばらんに言うと、健康づくり推進課は

成人保健の方が忙しいということで、なかなか子どもの範囲までは及ばないという話があ

ります。学校の方でも必須項目はありますが、それ以上に手を加えるとなるとなかなか難

しい状況です。国保医療課で始めたことではありますが、孤立した状態になっているとい

う感じになっています。ですので、ご意見を取り入れていけるようにしていきたいと考え

ています。 

委  員   生活習慣を見直す啓発活動に力を入れていることは分かりますが、現状として、スマホ

の普及が問題だと思います。スマホを持つことを家族みんなが反対しても、スマホを手放

すと仲間外れになるという風潮がクラスの中で広まってしまっています。ですから、スマ

ホの普及をどこまで学校教育で抑えることができるかということです。もう家庭の力だけ

では収まらないです。だから、学校自体もこれに対して真剣に取り組んでいただきたいで

す。生活習慣は本当に乱れています。 

東城課長   委員さんのおっしゃられるとおり、私どももスマホの普及により、目を悪くする方もい

らっしゃるでしょうし、動かないということではやはり生活習慣病のもとになる原因を作

っているのではないかと考えています。これにつきましても、やはり国保医療課というよ

りは、学校教育でも取り組んでおりますし、健康づくりの方でも徐々に対策を計画に盛り

込んでやっている状況があります。大切なことですので、そうした対策を続けていたいと

思います。 

委  員   学校の血液検査というのは、血液を採って、結果を出してもらうというところまでとい

うことですか。 

東城課長   もともと学校の方で健康診査、身長や体重などに加え、血液検査もやっています。ただ、

ＨｂＡ１ｃの検査は必須項目になっていないため、やっていない状況です。メタボの関係

の検診がないということで、ないならやらなくて良いではなくて、むしろ積極的にやって

いただいて、予備軍となる該当者を洗い出して、健康相談につなげたいという事業になり

ます。 

基本的には、データを教育委員会からいただいて、基準に合うかどうか照らし合わせて、

該当者を洗い出すという事業になっています。 

委  員   該当した児童に対しては個別で指導していくということですね。ただ、検査をしてそこ

から先というのは、我々親もそうですけれど、生活習慣の点検表を夏休みに配られてお終
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いという形になり、継続性がなく単発的なため、もったいない事業だと感じます。やはり

健康管理の側面をもっている健康づくり推進課や学校教育課とうまく連携をしていただ

かないと、フォローが上手くできないですし、実感的にも、もったいないと言うしかない

ので、どちらかというと、今見受けられる分では「縮小」の方が良いのかなという感じに

とれます。 

東城課長   おっしゃるとおりで、２年位前に議会で質問された議員さんがいらっしゃいまして、非

常に良い事業であるのでさらに取組んでいってほしいというお話もいただいています。 

生活点検表ひとつとりましても、我々の作る点検表というのはどうしても細かい項目を

並べ、細かい結果まで出るようにしてしまいますが、養護教諭の先生方と相談する中で、

簡単にできるようにというお話があるものですから、だんだん簡略化されている状況であ

ります。 

これもずっと続けて治ってくるというのが一番の目標だと思いますし、表をもらって終

わってしまうのも寂しい気がしますので、持ち帰って、養護教諭の先生方とも話をしてみ

たいと思います。 

委  員   大学の先生とタイアップして、「歩くことが良いよ」ということですよね。資料を見る

と、運動習慣への意識向上であることに着眼してやる、一方で、事業の課題としては「歩」

教室は、学校行事との日程調整が難しく参加校が少ない、という矛盾が生じています。歩

くことは良いとわかっている、教育委員会と学校と、どう連携していくかが一番問題だと

思います。例えば、いろんなやり方はあると思いますが、モデル校を１校つくる。モデル

の１校をつくって、とにかく佐久市の良いこと、全国的にも例のないことをＰＲする。あ

わせて、モデル校になって１年だけやってみる、その結果から次のやり方の案が出てくる

と思います。ぜひ、そのような方向で進めていただきたいと思います。非常に良い事業だ

と思います。 

東城課長   「歩」教室につきましては、大学との提携はしてはいませんが、やっていただいた先生

の評判を聞きますと、非常に良かったとのご意見もいただいています。ただ、やはりなか

なか行事の中でやっていただくというのは、スケジュール調整が難しいところがあると感

じています。また、「歩」教室につきましては、昨今、足育の推進協議会というものがで

きておりますので、足育のなかで学校に下せるものがあるとすれば、共同というか、一緒

にやっていけるような方法も考えられるのかなと考えております。 

委  員   児童生徒健康相談の利用者の割合が低いと思います、せっかく良い事業をやっているの

で、親御さんにもっと啓蒙して、せっかくこんな良いこと、あなたの子どものためですよ

ということで、これを上げる努力をしていただければ良いかなと思いますので、参考にし

てください。 

委  員   内容に関しては、皆さんとても良いことだと認識は共有していると思いますが、今まで

お話しをお伺いしていてとても辛辣なことをお伺いしますが、担当課の方たちはこれをや

りたくないと思ってらっしゃるのですか。お聞きしていると、何かとても腰が引けている
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のが見え見えで、こんな良い事業を、担当課が間違っていることによって、台無しにして

いるという気がします。ならば、この事業の担当をきちんとそれぞれのところに振り分け

てしまわないと、せっかくお金をかけて良いことをしているにも関わらず、どうなんでし

ょうねという気がします。 

東城課長   実はご指摘のとおりですね、始めたのがいろいろ曰くがありまして、我々で始めてはい

ますけれども、本来であれば、学校教育課なり、健康づくり推進課でやっていただく方が、

我々とすればベストであると考えております。 

委  員   歩くことを奨励することはすごく良いことで、年代に関係なく歩くことは良いことです

よね。ところが、最近小学生、中学生の歩き方を見ていて気になることがありまして、そ

れは、外股歩きをやっている子とか内股歩き、それもばらばらなんですよね。その歩き方、

足首の角度によって小学生、中学生というのは骨の形成がかなり影響されてくるのではな

いかと思います。だから、歩くことを奨励するとともに、正しい方向の、足の向き、それ

もやっていただきたい。それがものすごく気になります、電車などに乗ったときや、その

辺を行きかう小中学生の足を見たりすると、こんな歩き方で大丈夫かということがちょっ

と気になりましたので、並行してそれも教えていただければ。 

東城課長   ご指摘いただきました点についても、非常に大事なことだと思います。なお、プログラ

ムのなかでは、基本姿勢ということでやっております。 

 

○【４ 佐久市メガソーラー発電事業】（環境政策課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員   今後の設置計画はございますか。あと、リース料に土地取得の費用はどんなふうに加味

されて、決められてきているということを教えていただけますか。土地取得の経過も含め

てお聞きしたいと思います。 

大塚課長   今後の予定ですが、現在のところ新たにメガソーラー的な太陽光発電を実施していく計

画はございません。当初と比較して、売電単価も、だいぶ安くなってきていますので、こ

こで新たに増設、新設をすることが良いのかということは疑問視するところもございます

ので、増設ということは特別考えておりません。 

        また、土地ですが、このメガソーラーにつきましては、遊休地を利用して、事業を実施

したということですので、新たに土地を取得してということはございません。もともと市

の土地でしたので、新たな土地の取得はありませんでした。また、面積が８ｈａ程ありま

すけれども、この面積をただ遊休化させておくのはもったいないという状況もありました

ので、タイミング的に太陽光発電という事業がありましたので、実施させていただいたと

いう経過がございます。 

委  員   そういうことになりますと、このリース料というのは土地取得については加味されてい

ないということで良いのでしょうか。以前に、地主の方から買っておいて、他の目的であ

ったものを転用したということでしょうか。 
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大塚課長   土地につきましては、もともと市の土地でして、新たに土地を購入したというものでは

ありません。ですので、市の土地のところへメガソーラーを造ったという状況でございま

す。 

委  員   昔から市のものですか。 

大塚課長   そうです。当時、合併する以前の望月町にあった土地に建設しています。リースにつき

ましては、太陽光発電の設備の設置と、その後の管理をリースとして委託をしております。

土地については、当初から売買、購入したものではありません。設置場所は、観音峯とい

う地籍にありますクラインガルテンの北側の土地で、もともと望月町当時は公園にしよう

というような計画はありましたが、事業がなされないで遊休化されていたという場所で

す。 

委  員   毎年５千万円くらいの利益がでるということですよね。そうすると、２０年の契約で、

ビジネスとしては結構な良い事業ですね。 

大塚課長   その年の日照時間によって増減はしているかと思いますが、毎年５千万円程度の収入は

あります。質問の回答の２番目にも書かせていただいていますが、平成２９年度末の基金

残高につきましては、１億６５９３万２千円ほど基金がございます。これはただ積み上げ

ておくだけではなくて、再生可能エネルギーへの補助事業ですとか、そういったものに使

わせていただいています。 

 

○【５ 農業生産振興事業（学校給食応援団）】（農政課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員  食材を供給しているのは、無償ではないですよね。 

荒井課長  農家の皆さんが作った農産物ですので有償です。学校給食ですので、限られた予算の、学

校給食費の中から出しております。 

委  員  その金額というのは、一般の商店などで買う金額と直接、農家の方から納入していただく

金額というのは、どういう位置づけになるのでしょうか。 

荒井課長  給食の料金につきましては、市内産の他の農産物の代金と、応援団が納入した代金を比較

いたしますと、だいぶ安い値段で納入されているというのが実態です。 

委  員  そうですよね。そうでなければご商売しているのに、その上支援する必要はないわけなの

で、学校給食に提供していただくからということで農家から安くいただいているという理解

で良い訳ですよね。 

荒井課長  料金設定につきましては、給食センターと農家の団体とで直接やり取りしているので、市

でいくらに設定してくださいということは特に申し上げていませんが、本来、農協に出した

り、市場に出したりすれば手間もかからないところ、小ロットを毎日納入するということで、

非常に手間暇がかかっているのですが、それと比較しても、給食センター側からすると、通

常の一般に流通している市内産のものを納入するよりも、学校給食応援団から納入したもの

の方が安く納入されているという実態があります。 
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委  員  給食応援団活動支援事業補助金のことですけれども、この内容に１センターあたり１０万

円限度と書いてありますが、資料を見ると佐久についてはダントツに大きい金額が出ていま

す。一応１０万円限度というのは建前というかそういう枠を組んでおいて、状況によっては

それ以上の補助も出しますよという解釈でよろしいでしょうか。 

荒井課長  学校給食応援団は４つありますが、佐久の学校給食応援団だけは２ヶ所の給食センターに

納入しています。他の学校給食応援団は１ヶ所の給食センターに納入しています。納入して

いる給食センター１ヶ所あたり１０万円が限度ということですので、佐久のみ多くなってい

ます。 

委  員  応援団に参加されている農家の規模はどのくらいでしょうか。 

荒井課長  団員の規模は、比較的小規模な農家が多くなっております。新規就農で県外から来られた

方が、この応援団に加入してやってらっしゃる方もいますし、また、お勤めを定年されてか

ら農業をやられて、この応援団に入ってらっしゃる方もいらっしゃいます。全般的には規模

は比較的小規模な農家が多いというふうに理解しています。ただ、家庭菜園という農家の場

合には、安定的に、注文に応じて出すということはなかなか難しいものですから、家庭菜園

レベルの方は入っていらっしゃらないかと思います。 

委  員  この事業は平成２６年度から始まっていますが、それ以前はどのようなことがされていた

のかということと、現在、地産地消ということで、この応援団の皆さん以外の地元の農家の

皆さんが学校給食に食材提供をしている実態はどんな状況か、分かりましたら教えてくださ

い。 

荒井課長  応援団の以前は、例えば、農産物直売所から直接学校給食に納入をしたりですとか、ある

程度の規模の農家の方は直接、個人的に給食に納入したりしたということはありますし、今

現在でも、応援団に入っていない方でも、地元産の農産物を供給しているという事例もござ

いますが、組織立ってやっているのは、この学校給食応援団でして、一番もっとも多く、メ

インの仕組みになっているという状況です。 

       地産地消に関しては、一番、地元産の農産物を入手、手配するのは地元の農産物直売所か

と思われますが、農産物直売所も１０数か所あったかと思いますが、そういったところのパ

ンフレットを配布したりしながら、地産地消を進めていると、それ以外の提供もございます

けれども、地産地消の推進登録店という制度も設けながら、地産地消を推進しているところ

でございます。 

       あと、佐久につきましては、米どころでして、米については、学校給食では１００％地元

産の米を使っております。米は、それぞれの給食センターで、入札で一番安いところから購

入しますが、その時に、地元産の米ということで条件を付しています。 

 

○【７ とうかい防止事業】（建築住宅課） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員  旧耐震基準の家が市内には８０００棟余りということですが、検査が終わったのが８００
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０棟のうちの１１３１棟という理解で良いのでしょうか。 

藤澤係長  こちら延べとなっておりますけれども、今は、診断が、精密診断という一本になっている

のですが、始めた当初は簡易診断という簡易的な診断をして、その結果、耐震性がなさそう

だとなったら精密診断という２段階になっていました。その２段階を両方足して１１３１棟

という形になっております。精密診断という、より詳しい診断を行ったのは３２９棟という

ことになります。ですから、簡易診断で耐震性がなさそうだというもので、やっぱり古いし、

なかったかというところで、もうこれ以上の診断はいいよという方が多かったという形で

す。 

委  員  今は精密診断一本でやっているということですか。 

藤澤係長  はい。時間がかかる等もありまして、出来るだけ簡易にできるようにということで見直し

まして、精密診断一本にしました。 

委  員  逆に言いますと、簡易診断が８百何軒ありますよね。これについて、精密診断もクリアす

るだろうという拡大解釈をするならば、１１３１軒の診断が終わったとするという理解でよ

ろしいでしょうか。 

藤澤係長  診断が終わったという形です。 

委  員  ８０００分の１１００軒が終わったという理解で良いですね。 

藤澤係長  はい。 

委  員  あと残りの６千数百軒をこれからやっていかなくちゃいけないという理解で良いですか

ね。 

藤澤係長  いただいた質問の中に目標値などはありますかというのがあります。そちらの方でもお答

えしているのですが、年度ごとの目標値というのはありませんが、住宅の耐震化を３２年度

までに９０％という耐震化の目標がありまして、そちらのなかの推計では、建物全部という

のではなくて、人が住んでいる住宅に対しての耐震という考え方になっていますが、人口が

減っていく、それと共に建て替えだとか、新たに建てて、親の世帯が空き家になったとかそ

ういうこともありまして、８０００棟がそのまま残っていく訳ではなく、８０００棟がその

ままが診断をしていかなければならないものという考え方にはなっていないものですから、

正確にはあと何棟というのは言い難い、それも回答の方には注意書きでありますが、あくま

で耐震性が無い建物が正確に何棟あるということは、市も県も国も承知はしていない訳で

す。 

この約８０００棟というのは、５年に一度、住宅・土地統計調査という統計調査が行われ

まして、ちょうど今年がその年に当たる訳ですが、この５年に一度の統計調査、つまりある

一部分を調査して、それを佐久市全体に当てはめたら何軒程度という、こういう推計の調査

ですが、そこからの推計値になります。 

委  員  要するに、それは関係なく３２年度までにとにかくなからにしようよという理解で良いの

でしょうか。 

藤澤係長  はい。 
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○【８ 文化振興推進企画事業】（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  事業内容のところで、コスモホールを施策推進の中心施設に位置付け、とありますが、中

心施設にするには規模といい、駐車場といい、ちょっと限界かなというふうに考えますが、

何か拡大とかそういうことをお考えでしょうか。 

小林課長  コスモホールには、大ホールが８００席、小ホールが約２００席ございまして、市内の施

設の中で一番収容人数が大きい施設です。市内にはその他にも、佐久平交流センターや穂の

香ホール、駒の里ふれあいセンターといったホールがございますので、そういったホールを、

コスモホールを中心に置きながら活用して、文化振興を図っていきたいと思っております。 

       それと、駐車場の関係ですけれども、確かに大きな公演で満席になるときなど、ちょっと

足りなくなっている部分もございますので、駐車場については、計画的に確保できるように

検討を進めているところです。 

委  員  大きなものを呼び込んで文化・芸術推進というところからすると、ちょっと物足りないの

かなというふうに感じておりますので、ご検討の程お願いしたいと思います。 

委  員  鑑賞型の振興基金を活用した事業は、非常にお安く鑑賞できるということで、好評だと思

いますが、チケット代はどの位補助をされているのでしょうか。かなり安くなっている気が

しますが、だいたい目安というのは決められているのでしょうか。例えば、１公演で通常だ

と８千円するのが半額の４千円くらい、この中から支出するというように、どのような基準

があるのでしょうか。 

小林課長  通常の公演ですと、おっしゃるとおり、約半額程度の金額で公演をしております。なるべ

く文化振興基金の運用益、利子を使うことによりまして、市民の皆様にお安く、良い公演を

お手軽に鑑賞していただきたいといった思いから、安い料金設定で行っております。特に、

市民の先行販売とかを行いまして、良い席につきましては、市民の方に優先的にお席が取れ

る様な、そういった配慮もしてございます。 

委  員  文化振興基金の財源状況はという質問で、現在、収入が平成２９年に３３００万円ほどあ

って、それから平成２９年の基金残高は８５８５万円あります。それで、合計が２０億６５

００万円とありますが、この金額が妥当なのか多いのか、あるいはそういう使い方をどうや

っていくのかということを教えてください。 

小林課長  文化振興基金につきましては、文化会館を造るときの積立基金が約１９億８千万円ござい

ます。そのお金を、利付国債とか大阪府の公債などを買って、その運用益が年間約３３２６

万４千円ございます。この３３２６万４千円の利子を運用して、こういった文化公演等を毎

年毎年行っていくということで、収入が３３４１万４千円、＋１５万円というのが日本舞踊

のチャリティの寄付となっています。今回、支出がそれを９０万円くらい下回ったというの

は、当初予定していたよりも座席が良く売れた、チケットが完売したということで、文化振

興基金をそんなに使わなくてもチケット代の方でプラスになっていたということです。 
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委  員  基金が最初の約１９億円が、積んで２０億円くらいになっているようですけれども、今後

の使用予定とかどんなふうに考えていますか。 

小林課長  １９億８千万円につきましては、平成２４年に先程申し上げました国債等を買いまして、

それは２０年間ずっと買ったままです。 

委  員  売れない、国債はずっと持ったままということですか。 

小林課長  売れないです。それで毎年毎年３３００万円ちょっとの利子が入ってくると。８千万円に

つきましては、利子が使えなかった部分が現在残っているとそういった解釈で、原資につき

ましては、平成４３年まで売ることはできないということです。 

委  員  額面上でてくるけれども、売却とかはできないお金ということですか。 

小林課長  そういうことです。 

委  員  ちなみに、平成２４年に約１９億円、長期利付国債と公募地方債を買ってあり、実際、今

買おうとすると金利は０．５～６％、だから、後１５～６年はこれで３３００万円ほどが入

ってくるという解釈でよろしいでしょうか。 

小林課長  そのとおりです。 

委  員  そのくらい経って、金利が上がっているので… 

小林委員  そうですね。今の国債とかと比べると、大変お得な利子となっていますので、このまま継

続していきます。 

委  員  昔の利子ですからね、今の利子じゃないですから。 

委  員  文化振興基金を活用した事業を決め方はどのようにしているのでしょうか。文化振興推進

企画委員会で最終的に決めているのでしょうか。 

小林課長  文化振興推進企画委員会の皆さんは、芸術・文化の分野で経験を積んだ、長けた方が集ま

っておりますので、その委員さんの方から、様々なジャンルについてご提案があります。私

どもといたしましても、毎年毎年やっている公演を見ながら、来年はこういったものはどう

かという提案をします。あと、コスモホール館長である文化事業団の奥村理事からも色々な

提案がございまして、そうした提案を文化振興推進企画委員会の中で協議し、翌年度の公演

を決めています。 

 

○【９ 市民創錬センター管理運営事業】（中央公民館） 

 【所管課より事業内容及び質問に対する回答を説明】 

委  員  課題に「前年度に比べ利用者数が減少しており」とあり、先程のご説明ですと浅間会館の

利用者分が減ったので、ということでしたが、それだけではないように思えます。というの

は、とても明るい施設で、使いやすくて、ありがたいのですが、一方で、使用した後の片付

けについてとても縛りがあり、面倒で使いたくないという声もあります。物を大切にすると

いう意味ではとても良いことだと思うのですが、椅子の置き方が、ちょっとでもずれている

と全部やり直してください、それから調理室も写真のとおりに置かれていないともう一度す

べてやり直してください、そのチェックが終わらないと帰れない。ちょっと市民が利用しや
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すい施設というには、何かちょっと縛りがありすぎるということを感じているところです。  

 それと、日曜、祭日ですが、９時からお借りしていると９時でないと入れない、準備段階

で入れないという現状を抱えていますが、そのへんも少しご考慮いただければ、もう少し使

いやすい施設というところにシステムを向けていただけるとありがたいかなと思っている

ところですが、それが、利用者数が増えていくことにつながってくるかなと思っています。 

佐々木事務長 私どもも業務を行っている中で、いろいろとご意見があるのかなというふうには感じて

いるところでございます。 

       一点としましては、まず、皆様の税金で建てさせていただいた施設でございますので、出

来るだけ備品も含めて、長く使っていただきたいというようなところもございます。ですの

で、少しだけ厳しめに、皆さん平等にそういったことをさせていただいております。ただ、

あまり厳しすぎるのかなという意見が多くあるようでしたら、そのあたりはご理解をいただ

きながら、柔軟にできればと思っております。 

       それから、時間につきましても、ご予約いただく際には、準備・片付けを含めての時間と

いうようなことでご説明申し上げているところでございます。実際、始める時間ぎりぎりに

予約される方もおられまして、準備をしたいので１０分、２０分早く開けてくださいという

ご要望もあったりします。そのあたりは徹底をするということもさせていただければと思っ

ております。５分前には開けましょうというのが、今までの内部的なルールです。ルールと

いうのは一度崩してしまいますと、それが、この前１０分前に開けたのだから、１５分前で

も良いではないか、というようなことがずるずるっといってしまうのは、私どもは決して良

いことではないと思っております。ただ、５分前が良いのか、１０分前が良いのかというと

ころは、少しいろいろ考えながら、皆さんの利便性を考えて、対応できたらということです。 

委  員  開館時間が９時ということですので、そこから準備の時間を確保するということですね。 

佐々木事務長 そうです。例えば、９時半から講座がありますよという場合、９時に来て準備をして９

時半から講座をやりますよという形にしていただきます。 

委  員  あくまでも開館時間は９時。 

佐々木事務長 そうです。条例で定められた時間が９時から夜の１０時までというふうになっておりま

すので、その時間内で対応していただければというふうには思っておりますし、そういった

こともご説明しなければいけないのかなと。 

委  員  そうですね。 

委  員  利用者の減少が続いているということが出ておりますけれども、なぜ減少していくかとい

うことを考えた時に、これ生涯学習の場所ですよね。その学習内容をもっと豊富に、幅広く

興味を持つような講座を多くするとかすると、利用する人が増えてくるのかなと思います。

ありきたりの、どこでもやっているような、つまらない講座というのではなく、関心を持た

れるような講座・内容、そういうものも取り入れていかれたら良いのかなと思いました。 

佐々木事務長 ありがとうございます。市民創錬センターは、平成２８年度と比較して利用者数が減っ

ております。ただ、資料№９‐２の左下に折れ線グラフを付けてございますが、市民会館全
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体の利用状況としましては、若干ではございますけれども、増えてきております。これは理

由として、中込会館ですとか浅間会館ですとか新しい会館が出来上がったことによって、利

用者が増えてきているということです。 

ご指摘いただいた生涯学習の内容といったところにつきましては、やはり時代に合わせた

ものを少し増やしていく必要があるのかなというのは感じておりまして、そのあたりは工夫

をさせていただきたいと思います。ちなみに今、全市で創錬センターに限らず、公民館全体

として２５５の学習グループがございまして、４００の講座を実施しているというところで

すので、その中で年齢に応じたものを増やしていければと思います。 

委  員  成果指標の目標値が４万５千人、それはもう越えているので、５万人にするなど少し変え

たほうが良いのではないでしょうか。普通、企業であれば目標が１００％を越えたときは、

すぐ目標を変える、そこに向かってまたみんなが努力します。せっかく新しい使い勝手の良

い環境の公民館が出来ている訳ですから、何らかの形で、いろいろな方法があろうかと思い

ますけれども、ＰＲして、目標はやはり５万人にしようよ、５万人に向かってみんなで頑張

って行こうよ、というようなことをおやりになったらいかがかと思いますけれども、ご検討

をお願いします。 

佐々木事務長 上を目指してやって参りたいと思います。ありがとうございます。 

委  員  減免の団体というのはどういう団体が減免になるのでしょうか。 

佐々木事務長 減免の団体は、基本にあるのは公民館の学習グループの皆さんが使う場合、市が主催、

あるいは後援をする事業につきましては減免です。あと、市民創錬センター、私ども中央公

民館が主催をしている高齢者大学、乳幼児学級など、そういった事業につきましてももちろ

ん、自前でございますが減免という形です。あと、市民の皆さんが地域活動としてやるもの

の中で、判断をさせていただいているというのが現状にございます。 

       ちなみに、実費といたしまして、冷暖房費につきましては徴収させていただいています。 

委  員  評価シートの書き方ですけれども、ここで評価しているのは施設の管理費用についてとい

うことに触れているのみだと思いますが、こちらの質問に対する回答の中で、これは中央公

民館としての企画運営費用、ですから中央公民館機能の人件費も入っているということです

けれども、ここで言っているのは管理運営ということなので、中央公民館のことはここでは

関係ないと思います、なので、お金の面でいうとちょっとかみ合わない、評価しようがない

と思います。実際の管理運営、言ってみれば貸館に対してどういう評価をするということに

絞っているような気がしますけれども。事務局にお聞きしたいのですが、この書き方が、こ

れで良いのかどうか教えてください。 

遠藤係長  こちらの方の事業についてですけれども、おっしゃるとおり管理運営事業ということなの

で、本来は施設のものという形になるかなと思いますけれども、ただ、事務事業評価上でい

うと、公民館事業というものが別枠である訳ではありません。そういった部分もございます

ので、実際の管理運営の、運営の中に公民館事業の運営もほぼ入ってしまっているような状

況になっております。そのため、ご指摘いただきましたように、分かりやすくするために、
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整理をするという形で検討していただこうかなとは思っております。 

佐々木事務長 今の、管理運営のみということになりますと、人件費の額が多いと思われます。そのあ

たりは相談して精査させていただきます。 

遠藤係長  例えば、公民館運営事業のような形として、公民館の事業そのもの自体をやるソフト事業

的なものを別枠の事務事業評価シートという形で立ち上げますと、貸館事業を別枠で作ると

いうことは可能になるかなとは思いますので、ちょっと相談させていただきたいと思いま

す。 

委  員  分かりやすく記載してください。 

 

≪その他≫ 

 【事務局から次回の日程及び内容について説明】 

 会  長  委員さんの方から何かございますか。 

 【委員からの意見等は特になし】 

 会  長   本日の会議事項はすべて終了しました。委員の皆さん、大変ご苦労様でした。 

  

≪閉会≫ 

 

 


