
平成 31年度第 1回安塚区地域協議会次第 

 

日時：平成 31年 4月 16日（火）午後 4時 

場所：安塚区総合事務所 3階 301会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 協 議 

⑴ 平成 31年度安塚区地域協議会の活動予定について        資料 No.1 

⑵ 安塚区地域協議会としての審議内容について 

 

４ 報 告 

⑴  第 6次行政改革推進計画及び事務事業評価の結果について     資料 No.2 

⑵  平成 31年度安塚区における主な事業について          資料 No.3 

  

５ その他 

 ⑴ 平成 31年度健診の受診勧奨について             資料 No.4 

⑵ 次回開催について 

・第 2回安塚区地域協議会（地域活動支援事業プレゼンテーション） 

平成 31年 5月 21日（火）午後 時 開会 

・第 3回安塚区地域協議会（地域活動支援事業審査・採択） 

平成 31年 5月 23日（木）午後 時 開会 



 

平成 31年度安塚区地域協議会の活動予定について 

 

１ 地域協議会だよりについて 

 ⑴ 発行回数について     回 

 ⑵ 発行月について    月 日号、 月 日号、 月 日号、 月 日号 

⑶ 編集委員会の編成について 

 

２ 視察研修について 

 ⑴ 実施について 

 ⑵ 実施内容について   

⑶ 実施時期について  平成  年  月  日（  ）頃 

 

３ 意見交換会について 

 ⑴ 実施について 

 ⑵ 実施内容について 

⑶ 実施時期について  平成  年  月  日（  ）頃 

 

４ 地域協議会活動報告会について 

 ⑴ 実施について 

 ⑵ 実施内容について 

⑶ 実施時期について  平成  年  月  日（  ）頃 
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月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

地域協議会
だより編集委
員会

地域協議会
だより発行
（7/1）

地域協議会
だより編集委
員会

地域協議会
だより発行
（1/15）

視察研修 地域活動
フォーラム

意見交換会

大浦安地域協
議会委員研修
会

地域活動支援事業
反省、課題点
等協議

活動報告会

自主的審議事項
「地域活動における
人員不足について」

項目②「他団
体との連携に
関すること」協
議

項目③「ボラン
ティアに関する
こと」協議

意見交換会に
おいて、解決策
案を提示

検討委員会の開催
意見交換会のまとめ
今後についての検討

平成30年度安塚区地域協議会活動実績

地域協議会

募集・審査
地域活動支援事業の検証・検

討
次年度の採択方針等決定

活動報告会審議

各事業の実施
について検討

視察研修審議

意見交換会審議

大浦安地域協議会委員研修会審議
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事務事業評価の結果について 
 

１ 事務事業評価の実施 
⑴ 目的 

第 6次総合計画における施策を評価し、また、施策を実現するための事務事業を評価するこ

とにより、限られた経営資源（財源、公共施設等、人材・組織）の範囲で、政策的視点から施

策の重点化を明確にするとともに、行政改革の視点から事務事業の必要性・有効性・効率性を

検証し、施策の実現に資する重要な事務事業を着実に推進しつつ、事業量と業務量の削減を図

るもので、具体的には次の 3点を目指します。 

・財政規模の縮小への備え  … 歳入に見合った歳出規模と業務量への見直し 

・経営資源の最適配分  … 施策評価に基づく施策・事業の重点化 

・最小経費・最大効果の事業執行 … 目的・目標の再確認及び事業執行の更なる効率化 

 

⑵ 対象事業（1,408事業） 

・平成 31年度から平成 34年度までに実施を予定する一般会計及び特別会計（公営企業会計を

除く。）の事務事業（1,313事業） 

ただし、施設の廃止・見直し等については、平成 32 年度末までに策定する個別施設計画

で検討するため、対象外としました。 

・予算は計上されていないが、一定以上の業務量を要する事務事業（95事業） 

 

⑶ 評価の手順 

ア 施策評価 

第 6 次総合計画前期基本計画に基づく 42 の基本施策を構成する 106 の「施策の柱」ごと

に、進捗や課題を考察し、今後 4年間の取組の方向性を明確化した上で、政策的な事務事業

の評価に反映しました。 

 

イ 事務事業評価 

評価段階 評価者 

一次評価 
事業所管課が評価項目（必要性・有効性・効率性）に基づき評価し、

事業の方向性を判断 

事務局ヒアリング 
事務局（行政改革推進課・企画政策課・財政課・人事課）が一次評価

に対し事業所管課へヒアリング 

二次評価 
副市長・教育長・政策監が、一次評価及び事務局ヒアリングによる事

業の方向性に対し政策的視点で評価 

最終評価 市長が二次評価に対し政策的視点で評価 

 

⑷ 一次評価の評価項目 

評価項目 評価内容 

必要性 

・市民ニーズ（市民の声や要望、対象者数の推移等）を検証 

・行政関与の必要性（市が実施すべき事業か、民間や国県による代替が可能か）を

検証 

有効性 
・目標の達成状況、進捗状況、主な成果（平成 27年度～平成 29年度）を検証 

・政策間の連携による複数分野での相乗効果を検証 

効率性 

・近隣自治体や類似団体との比較による事業規模・サービス水準を検証 

・民間活力等の活用による事業実施の可否など事業の実施方法を検証 

・事務の効率化・簡素化（経費削減や事業の整理・統合などの可否）を検証 

・適正な受益者負担（事業費やサービス水準とのバランス、自主財源の確保）を検

証 
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⑸ 評価結果の区分（事務事業の方向性） 

平成 34年度までの事務事業の方向性について、次の区分により評価を行いました。 

次ページ以降の評価結果一覧については、評価結果のうち、「廃止」「一部廃止」「見直し」「拡

充」と評価した事務事業を掲載しています。 

なお、平成 34 年度までの間には、本資料に掲載されている評価結果だけではなく、平成 35

年度以降の収支均衡を目指し、一層の事務事業の見直しに取り組みます。 
 

評価区分 内容 事業数 

廃止 ・廃止とする事務事業 25  

一部廃止 ・事業規模、対象者等を縮小する事務事業 24  

見直し 

・事業の成果・効果を高めるために内容を見直す事務事業 

・事業の実施主体やサービス提供方法、受益者負担を見直す事務事業 

・今後の方向性について、制度や計画等を含めて検討する事務事業 

179  

拡充 ・事業規模、対象者等を拡充する事務事業 18  

完了 
・あらかじめ完了年度が設定されており、今後確実に完了が見込まれ

る事務事業 
154  

現状維持 ・継続して実施する事務事業 1,008  

合計 1,408  

 

⑹ 評価結果の取扱い 

ア 関係者との協議 

・事務事業評価は、財政収支の均衡を目指すための行政の自己評価であり、今後、関係者等

への説明や協議を十分に行いながら取組を進めていきます。 

イ 評価結果の反映 

・評価結果と連動した「財政計画」及び「定員適正化計画」を策定しました。 

・評価結果に基づく取組を反映した予算編成を実施します。 

 

 



評価結果一覧 【安塚区  関連事業抜粋版】

70
財産管理費（安塚
区）

・普通財産の適切な管理及び効率的な運用を行
うとともに、未利用財産の処分を進める。

用地管財課 見直し
・旧雪のまちみらい館の貸付けに係る費用負担の見
直しを行う。

82
安塚区総合事務
所管理費

・総合事務所庁舎の維持管理を行う。
自治・地域振
興課

見直し

・総合事務所では、時間外の戸籍届等の受付件数が
少数であり、一律に時間外受付を開設する必要性は
低いことから、申請等の受付状況に応じて時間外受
付体制を見直す。

100
安塚区地域振興
事業

・市民活動団体等が実施する事業に対し、補助
等により支援を行う。

自治・地域振
興課

見直し

・地域振興事業について、補助金に関する基本方針
では補助率を原則5割としているが、多くの事業が7
割となっていることから、各事業の地域振興への寄
与度を勘案し、補助率の見直しを検討する。

133
やすづか学園運営
費補助金

・いじめや不登校で悩んでいる児童・生徒に「心
の居場所」を提供し、地域社会とのつながりや集
団生活での人間関係など、人とのコミュニケー
ションづくりの重要性や個人の尊重等を学び、子
どもたちが自信と勇気を取り戻して社会復帰が
できるようにするため、運営費を補助する。

福祉課 見直し

・やすづか学園について、不登校児童、生徒の居場
所、学びの場づくりは、福祉、教育の観点から重要で
あることから、社会福祉協議会及び教育委員会と引
き続き協議を行い、在り方を検討する。

№ 事業名 事業概要 課等名
評価結果

区分 内容
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平成31年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

 安塚コミュニティプラザ管理運営費 自治・地域振興課 10,809 

 ○コミュニティプラザの管理運営 

・受付業務、法定検査業務等を外部委託し適切に管理する。 

・エレベーター設備の安全確保のため定期的な点検と必要な修繕を行う。 

 ゲートボールハウス等管理運営費 高齢者支援課 781 

 ○安塚多目的交流施設の管理運営 

・快適にゲートボールを楽しむことができる環境を整備し、高齢者の健康保持と市民相互の交

流に資するため、安塚多目的交流施設の管理運営を行う。 

 グループハウス管理運営事業 高齢者支援課 1,926 

 ○安塚かたくりの家の管理運営 

・高齢者が共同で生活し、加齢等による身体機能の低下を補いあうことにより、安定かつ安心

した日常生活を営むことができるようグループハウス安塚かたくりの家の管理運営を行う。 

・施設規模 定員5人（5室） 

 安塚区地域生涯学習センター管理運営費 社会教育課 8,794 

 ○安塚区地域生涯学習センターの管理運営 

・５つの地域生涯学習センターの維持管理を行い、地域における生涯学習や生涯スポーツ活動を

推進する。 

・北西側外壁等修繕（伏野） 

 安塚地区公民館事業 社会教育課 242 

 ○安塚区内における各種公民館事業の実施 

・「学びの輪が人を育み地域を支えるまち」をめざし、青少年、成人、高齢者を対象とし、区内

各会場で講座を実施する。 

 安塚区体育施設管理運営費 スポーツ推進課 7,852 

 ○体育施設管理運営 

・利用者が安全にスポーツ活動をできるよう、施設の運営及び維持管理を行う。 

 安塚区スクールバス等運行事業 学校教育課 25,580 

 ○スクールバス（一般混乗型）の運行 

・遠距離通学児童・生徒の安全確保と負担の解消を図る。 

 小学校設備改修工事（市単独事業） 教育総務課 2,031 

 ○安塚小学校コンピューター室エアコン更新工事 

・エアコン設備の老朽化により、更新を行う。 

 雪国文化村リゾート推進事業 観光振興課 115,007 

 ○雪だるま高原内施設の維持修繕・備品購入 

・消耗品（リフト索輪部品、ゴンドラ・リフト握索機部品） 

・備品修繕(圧雪車基本整備料、圧雪車修繕、スノーモービル基本整備料、乗用草刈機整備料) 

・施設整備工事(第1クワッドリフト:索受装置整備工事) 
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平成31年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

(第3ペアリフト:索受装置整備工事、支えい索切詰工事) 

(第3ペアリフト:原動機・減速機整備・制御装置更新工事) 

(センターハウス給湯ボイラー修繕工事) 

・備品購入費  (圧雪車更新、センターハウス電話交換機更新、軽減税率対応レジ更新) 

 安塚区観光施設等管理事業 観光振興課 42,623 

 ○雪だるま高原施設の管理運営費 

・雪だるま高原施設管理運営業務委託(指定管理)他 

 安塚区観光施設等整備事業 観光振興課 1,024 

 ・直峰城跡管理業務 

・信越トレイル清掃整備業務 

・観光看板借地料、雪だるま高原エリア土地借地料  

 六夜山荘管理運営費 農村振興課 1,752 

 ○六夜山荘の管理運営費 

・六夜山荘の施設管理運営業務委託(指定管理)他 

 土地改良事業 農林水産整備課 11,375 

 ○県営農地環境整備事業(樽田地区)の負担金 

・樽田地区事業費負担金(市10%・地元2.5％)  

 中山間地域等活性化対策事業 農政課 97,690 

 ○中山間地域等直接支払交付金 

・４集落協定(安塚地域「広域」、和田、樽田、須川)の直接支払交付金 

 安塚区農業用施設整備等維持管理費 農林水産整備課 951 

 ○農道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害発生防止に努める。 

・農道春先除雪委託（8路線） 

 安塚区既設林道維持管理事業 農林水産整備課 3,840 

 ○林道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害発生防止に努める。 

・林道除草業務委託（10路線） 

・林道春先除雪業務委託（8路線） 

 安塚区道路維持費 道路課 28,350 

 ○道路施設の損傷個所修繕及び側溝清掃や除草により、安全な通行の確保を図る。 

・街路樹管理、側溝清掃及び草刈業務委託 

・道路側溝及び舗装等の修繕工事 

・道路維持補修用資材（生コンクリート支給 2路線） 
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平成31年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

 除雪費 道路課雪対策室 193,043 

 ○冬期間における市道の円滑な交通を確保するため、除排雪作業を行う。 

・市道除排雪委託（H29：車道L=71.68km、歩道L=2.27km 除雪機械N=23台） 

 安塚区河川管理費 河川海岸砂防課 157 

 ○河川環境の維持管理を図ることにより、地域住民の憩いの場を提供し、健康の増進と向上に

資するため、河川公園の維持管理を行う。 

・安塚ふれあい公園維持管理業務委託（除草） 

 安塚区砂防事業費 河川海岸砂防課 2,238 

 ○地すべり巡視員を設置し、地すべりの早期発見に努め、人命及び財産の保護並びに防止施設

の適正な管理を図るため、地すべり巡視区域21地区について年間40回巡視を行う。 

・地すべり巡視員による巡視（地すべり防止区域 諏訪の越地区ほか 20地区） 

 安塚区排水処理施設管理費 生活排水対策課 22,995 

 ○農業集落排水処理施設（須川地区、安塚地区）の維持管理を行う。 

・処理場維持管理委託 

 汚水連携事業（管渠） 生活排水対策課 23,674 

 ○安塚地区農業集落排水処理施設を浦川原区公共下水道と接続するため、管渠整備に向けた測

量設計及び工事を一部行う。 

 



                平成30年度 安塚区の特定健診受診率

 受診率が ７０％を超えました！　皆様の御協力により、受診率は市内トップです！
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～ みなさんのメリット ～

★住み慣れた安塚区で、ずっと元気で過ごすために、健診を受け、

脳卒中等を予防することが大事です。

★受診率や保健指導実施率などがアップすると、医療費の抑制が

図られるるとともに、国からの交付金が増え、みなさんの負担

軽減につながります。
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