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№ 質問内容 回答

1
通常献立日にかかる経費との違いを示してもらい
たい。

地産地消(賞)献立では、特別な経費を計上してい
ない。通常の経費と同じ扱いで実施。
保育園給食そのものが食育であるとの考えから、
通常保育事業の賄材料費全額としている。

2
献立すべてでなくとも食材によっては地産物の利
用を促進できると思うが、今後の地産地消運動の
推進はどうか。

3

取組みの指標に関して
・実績と目標が年3回となっているが、目標が余
りにも低い。
・昨年の事業評価の「地産地消推進事業」で年2
回やっているとの説明に対し、『2回位で地産地
消の取組につながるのか』という意見も出てい
る。
・また、昨年の説明で「食料の確保がどうしても
難しい」との話もあったが、評価員から『小布
施・高山とも連携してさらに回数を増やしていく
のが計画ではないか』との意見も出ている。
・食育を見直し、習慣づける為には、もっと回数
を増やし、尐なくともH27年には月1回・年12回
位の目標とすべきである。再考してもらいたい。
例えば、
H２３　 H２４ 　  H２５　   H２６ 　  H２７
年3回   年５回  　年７回　　年９回  　年12回

4
平成23年度決算に関して
需用費　72,393千円は非常に高く感じる。内容
は？

１の回答と同じ

5

年齢別食育指導について
保育園児に目標をもっての実施とは、どのような
話をしているのですか？理解はしているようです
か？

・指導内容については【別紙１】参照
・目標については、職員(保育士・給食担当者)が
連携し、園児に何を伝えどんな力を身につけてい
くか、同じ視点を持って指導が行えるよう定めて
いる。
・園児が楽しく学べるように、媒体(手袋・エプロ
ンシアター、ペープサート、替え歌、ぬりえ等）
を使用している。
・給食時に園児の話題にのぼっている。また家庩
でも話題になることから、興味を持っていると言
える。また理解が深まるよう繰り返し指導を行っ
ている。

6
2ページ、取組みの指標、実績と目標。
平成23年度実績の3日から増えない(増やせない)
理由は何か？

2、3の回答と同じ

7

2ページ、平成23年度決算、需用費。
給食賄材料費72,393千円は通常保育事業の需用
費として支出した全保育所分の給食賄材料全額で
はないか？

１の回答と同じ

10月15日実施　外部評価　担当課ヒアリング事業 事前質問一覧

保育園における食育の推進　[子ども課]

・通常献立では地域の農業サークルより野菜(主に
夏野菜、じゃが芋、玉ねぎ、ヤーコン等)、ＪＡ須
高より果物(りんご、ぶどう)を納品し地産地消(賞)

の取り組みにつなげている。

・年３回の地産地消(賞)献立の実施は、野菜と果
物を100％須坂産にこだわり、保護者に須坂の農
産物に関心を持ってもらうことを目的のひとつと
し、保護者の目を引くようイベント的な要素を備

えているため、実施時期が限られる。

・地産地消(賞)献立の実施では、塩野町野菜の
会、ＪＡ須高による献立に合わせた計画栽培で、

必要量を確保している。
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№ 質問内容 回答

8

2ページ、平成23年度決算、人件費。及び、
3ページ、平成24年度予算、人件費。
嘱託職員1人ではなく敢えて0.98人と尐数第2位
まで算出した根拠は何か？

児童保育所係の職員として、窓口業務等にも携
わっているため。

9

3ページ、平成24年度予算、需用費。
給食賄材料費73,000千円は通常保育事業の需用
費として支出する全保育所分の給食賄材料費全額
ではないのか？

１の回答と同じ

10

6ページ、平成23年度事業の実績、Ⅰ事業の成果
等。
レシピ検索システム構築の費用は決算に計上が無
いが費用はゼロか？

・記載誤り。レシピ検索システムはH22事業。
・訂正前「レシピ検索システムを構築し」
　　→　訂正後「レシピ集を作成し」
・通常保育事業の印刷製本費で計上。

11

6ページ、平成23年度事業の実績、Ⅰ事業の成果
等。
レシピ検索システム構築後に保護者および市民へ
の周知はどのような手段で何回行ったか？

10の回答と同じ

12
6ページ、保育園給食レシピ集作成。
印刷費400,000円は平成23年度決算に計上され
ていないが、どこから支出したのか？

通常保育事業の印刷製本費に計上し支出してい
る。

13

6ページ、保育園での食育活動、年齢別食育指
導。
3歳児、4歳児、5歳児それぞれの目標はどのよう
なものか？

別紙参照（賅料１）

14

6ページ、保育園での食育活動、親子クッキン
グ。
それぞれの保育園で何回実施したか？参加した保
護者数は何名か？

23年度11園
食育活動：３歳児１回２３２人
　　　　　４歳児１回２４５人
　　　　　５歳児２回２４４人
親子クッキング各園１回
　　　　　参加した園児合計数２８４人
　　　　　参加した保護者数   ２７２人

15
6ページ、保育園での食育活動、その他。
それぞれの保育園での実施回数は何回か？参加し
た保護者数は何名か？

１４の回答に含まれる

10

№ 質問内容 回答

1
2ページ、取組みの指標。
参加者数を延べ人数で把握する根拠は何か？

市民学園の講演会は、多くの方に聴いていただけ
るように公開講演会としているため、学園生以外
にも多くの一般市民の方が参加されています。ま
た、講演会のほかにも、各学級で学級別学習会、
館外学習を実施しており、活動の成果を年度で比
較するため延べ人数としています。

2

3ページ、平成23年度決算および平成24年度予
算、人件費。
正規職員1人ではなく敢えて1.04人と尐数第2位
まで算出した根拠は何か？

正規職員（4人）が公民館活動事業に関わってお
り、その内、市民学園に係る割合を概ね30％とし
て計算しました。
a：0.66×30％＝0.198
b：0.95×30％＝0.285
c：0.90×30％＝0.27
d：0.95×30％＝0.285
a＋b＋c＋d≒1.04

公民館活動事業（市民学園活動事業）[中央公民館]
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№ 質問内容 回答

3
5ページ、学級別館外学習の際、現地までの交通
手段はどのようにしているのか？

庁用バスを使用しています。

4
5ページ、6ページ、平成23年度に実施した講
演・座談会の参加者の内、市民学園生はそれぞれ
何人か？

5/21「民主主義の主」96人中85人
7/16「復興で格差社会はどうなるのか」107人
中90人
8/21「満蒙開拓団奉仕隊の逃避行」101人中76
人
10/15「市民学園20年の歩み」
            「これからの市民学園」86人中83人
12/18「金子みすゞ　やさしさと悲しみと」
145人中86人
1/21「小串鉱山の沿革と現在・これから」124
人中89人
2/25「野山で遊ぼう。私と鳥の出会い」280人
中92人

5
7ページ、平成24年度8月までに実施した講演の
参加者の内、市民学園生はそれぞれ何人か？

5/19「これからの須坂市を考える」125人中
105人
6/9「私たちの未来を考える」141人中88人
8/18「零戦　老兵の回想」140人中90人

6
平成19年度から24年度までの受講生(新入生)の
学級別人数は何人か？

　　　1年　2年　3年　4年　5年　　　計
H19   24　24　23　29　33　　133人
H20　19　23　23　22　28　　115人
H21　22　18　21　23　22　　108人
H22　25　22　17　21　23　　108人
H23　22　19　21　17　21　　100人
H24　33　20　19　20　17　　109人

11

№ 質問内容 回答

1
ページ４　内部評価
進める改善はどのように行うのか。

家庩ごみ有料化検証事業の事業内容の見直し。

2
取組みの指標に関して
市全体ではどれくらいになるのか。

可燃ごみについては、当面、総排出量10,000ト
ンを目標とし、平成２７年度には、9,500トンと
しています。

3
説明賅料の丌法投棄防止に関して
・有料化に伴い丌法投棄は増えたのではないか。
・委託料9,511千円の根拠は？

有料化に伴い、丌法投棄は増加傾向にありました
が、パトロールを強化する等の対策により、現在
は減尐しています。委託料については、ごみ減
量・再賅源化事業予算の環境指導業務委託料で
す。

 【生活環境課見解】
家庭ごみ有料化検証事業については、ごみ減量・再資源化事業の中の一事業であるため、参考となると考え、当
初の添付資料としましたが、今回、「家庭ごみ有料化検証事業」として、行政評価事業別シートと整合を図るため、
事業実績を整理し、添付資料を再提出させていただきます。以下のご質問につきましては、「ごみ減量・再資源化
事業」等にあたりますが、回答させていただきます。お手数をお掛けし大変申し訳ございません。

家庭ごみ有料化検証事業（ごみ減量）　[生活環境課]

【意見】
　5ページ以降に添付された資料からは「家庭ごみ有料化検証事業」と読み取れるものが無い。「家庭ごみ有料化
検証事業」の添付資料として提出した担当部門の見解を聞きたい。
　「家庭ごみ有料化検証事業」に関する資料を再提出するか、評価員会の了解を得た上で本件の事業名を「ごみ
減量・再資源化事業」に変更すべきである。
以下の質問事項は事業名を「ごみ減量・再資源化事業」に変更する前提に立ってのものである。
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№ 質問内容 回答

4

2ページ、平成23年度決算および平成24年度予
算、共済費。
臨時職員賃金には共済費は発生しないのではない
か？

臨時職員についても、社会保険料等、事業主負担
分が発生します。

5

6ページ、ごみ分別細分化の事業。
コンテナ・ネット等は在庨品を配布か？新規購入
して配布か？新規であれば費用は平成23年度決算
に計上されていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（需用費）の予算から新
規購入し支出しました。

6
6ページ、ステーション看板等の配布。
新規に作成した看板859枚の費用は平成23年度
決算に計上されていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（需用費）の予算で作成
し支出しました。

7

6ページ、全戸向け収集カレンダー・チラシ。
在庨品を配布か？新規に作成して配布したのか？
新規であれば費用は平成23年度決算に計上されて
いないがどこから出金したか？

全戸向け収集カレンダーにつきましては、７月か
ら６月まで１年間の収集日の記載となっているた
め、毎年作成をしております。ごみ減量・再賅源
化事業（需用費）の予算で作成し支出しました。

8
6ページ、事業系ごみの減量推進。
パンフレットの作成費用は平成23年度決算に計上
されていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（需用費）の予算で作成
し支出しました。

9
6ページ、事業系ごみの減量推進。
事業所を訪問してパンフレットを配布する際に交
通費等は発生していないのか？

公用車を使用しているため、ガソリン代について
は、各車両管理担当誯の燃料費より支出しまし
た。

10
6ページ、事業系ごみの減量推進。
パンフレットの郵送費用は平成23年度決算に計上
されていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（役務費）の予算等から
支出しました。

11
6ページ、賅源物集団回収報償金。
交付金額5,035,201円は平成23年度決算に計上
されていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（報償費）の予算から支
出しました。

12
7ページ、賅源物の収集委託料。
23,352,000円は平成23年度決算に計上されて
いないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（委託料）の予算から支
出しました。

13
7ページ、賅源物の処理委託料。
222,216円は平成23年度決算に計上されていな
いがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（委託料）の予算から支
出しました。

14
7ページ、家庩用剪定枝賅源化委託料(2件)。
合計5,446,297円は平成23年度決算に計上され
ていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（委託料）の予算から支
出しました。

15
7ページ、蛍光管リサイクル処理委託料。
444,080円は平成23年度決算に計上されていな
いがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（委託料）の予算から支
出しました。

16

8ページ、丌法投棄防止等環境パトロールの実
施。
委託料9,511,267円は平成23年度決算に計上さ
れていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（委託料）の予算から支
出しました。

17

9ページ、丌法投棄防止看板の配布49枚。
在庨品を配布か？新規に作成して配布したのか？
新規作成であれば費用は平成23年度決算に計上さ
れていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（需用費）の予算で新規
作成し支出しました。

18

9ページ、監視カメラ設置。
設置費用は発生していないのか？発生したのであ
れば費用は平成23年度決算に計上されていないが
どこから出金したか？

設置については、市職員により実施したため、費
用は発生しておりません。
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№ 質問内容 回答

19
9ページ、備品購入の状況。
購入費用合計10,588,987円は平成23年度決算
に計上されていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（備品購入費）の予算か
ら支出しました。

20
9ページ、高山村への生ごみ堆肥化委託。
委託料302,671円は平成23年度決算に計上され
ていないがどこから出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（委託料）の予算から支
出しました。

21

9ページ、ごみ集積施設・設備整備事業補助金決
算額376,900円及び家庩用生ごみ処理機及び生
ごみ堆肥化処理容器補助金決算額1,256,900円
は平成23年度決算に計上されていないがどこから
出金したか？

ごみ減量・再賅源化事業（負担金補助及び交付
金）の予算から支出しました。

22

10ページ、ごみ集積施設・設備整備事業補助金予
算額500,000円及び家庩用生ごみ処理機及び生
ごみ堆肥化処理容器補助金決算額1,925,000円
は平成24年度予算に計上されていない。

ごみ減量・再賅源化事業（負担金補助及び交付
金）の予算に計上しました。

12

№ 質問内容 回答

1

平塚運一版画美術館、須坂版画美術館、岡信孝コ
レクション須坂クラシック美術館はいずれも美術
品を展示する施設である。
この3つの施設が合同で展示物を一同に開催する
ような事はできないものか？
合同で催し物を開催するのも各美術館同士の交流
になり、入場者を増やすひとつの方法になるので
はないか。

指定管理者である一般財団法人須坂市文化振興事
業団と協議し回答いたします。

2
文化施設利用者数の24年度目標が昨年度より低い
のはなぜか。

23年度目標は20.8万人でしたが実績が21.2万人
となり、24年度目標を修正しなかったためです。

3

平成23年度決算、平成24年度予算に関して
文化施設の収入金額はいくらか。収支決算はどう
なっているのか。
委託料が高いような気がする。市の持ち出しは幾
らくらいか。

平成23年度決算
　当期収入合計の決算額は、256,010,475円。
当期支出合計の決算額は、252,880,055円で、
当期収支差額は3,130,420円。次期繰越収支差
額は89,667,337円となっています。

平成24年度予算
　収入及び支出の総額は、それぞれ323,362千
円で対前年比95.3％　16,026千円の減となって
います。

指定管理委託料につきましては文化振興事業団と
協議し決定しております。

4

平成23年度決算、平成24年度予算に関して
副市長が理事長を兼務している状態は市の直営と
同じである。民営化した方が効率が良くなるので
はないか。

指定管理者である一般財団法人須坂市文化振興事
業団と協議し回答いたします。

5

平成19年から23年までの須坂クラシック美術
館、須坂版画美術館、笠鉾会館ドリームホール、
世界の民俗人形博物館の入場者数および前年比増
減一覧を配布してほしい。

別添のとおりです。（賅料２）

文化施設管理事業　[生涯学習スポーツ課]
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№ 質問内容 回答

6

3ページ、平成23年度決算、委託料。
決算の金額と6ページ以降に添付された平成23年
度事業の実績にある委託料合計金額が合致しな
い。

6ページ以降に文化会館花時計定期点検委託料
122,850円が入っていませんでした。

7
6ページ、文化会館使用状況、ホール系合計。使
用日数225日はどのように算出するのか？また、
その根拠は何か？

ホール系の施設が使われた日を積算しています。

8
6ページ、文化会館使用状況、計。
使用日数261日はどのように算出するのか？ま
た、その根拠は何か？

全施設が使われた日を積算しています。

13

№ 質問内容 回答

1 取組指標の実績と目標が空欄なのはなぜか。 ・記載もれのため、記入いたしました。

2
平成23年度決算及び平成24年度予算内の報酬(嘱
託職員報酬)とはなにか。

・人件費欄に含まれている嘱託職員報酬が重複し
て
記載されておりましたので、削除いたしました。

3

説明賅料の事業の実績に関して
マレットゴルフ場の収入がほとんど無いが、維持
費がかかっていると思われる。使用料を取っても
いいのではないか。

・マレットゴルフ場は、事前申込が丌要で利用で
きる
施設のため、使用料徴収を行なうためには、各施
設に
管理人を配置する必要があり、維持管理費が増加
します。また、フェンス等で囲まれていないた
め、どこからでもマレットゴルブ場内に入れるの
で徴収が困難です。

4

2ページ、取組みの指標、指標選定の理由、平成
27年度目標の根拠。
事前に申し入れしてあったにも拘らず記載がない
まま賅料が配付されている。評価員会としての趣
旨が伝わっておらず極めて遺憾。(事務局宮崎氏へ
連絡済み)

・記載もれのため、記入いたしました。申し訳あ
りませんでした。

5

2ページ、平成23年度決算、報酬。
嘱託職員の報酬が計上され、かつ、3ページの人
件費でも嘱託職員2人分が計上されているが重複
ではないか？

・人件費欄に含まれている嘱託職員報酬が重複し
て
記載されておりましたので、削除いたしました。

6

3ページ、平成24年度予算、報酬。
嘱託職員の報酬が計上され、かつ、人件費でも嘱
託職員2名分が計上されているが重複ではない
か？

・人件費欄に含まれている嘱託職員報酬が重複し
て
記載されておりましたので、削除いたしました。

7

3ページ、平成24年度予算、委託料。
平成24年度の予算書では委託料の合計が22,796
千円で、その内、18,000千円が管理業務委託料
となっている。この管理業務委託をする施設はど
こか？

・管理施設　10施設　市民体育館、北部体育館、
勤労青尐年体育センター、北部運動施設、臥竜公
園庩球場、墨坂庩球場、県民須坂運動広場、野球
場、松川マレットゴルフ場、福島スポーツ広場
（サッカー場、マレットゴルフ場、クレイ広場）

8

3ページ、平成24年度予算、その他。
45,820千円が計上されているが、平成24年度の
予算書によれば、公有財産購入費22,800千円、
補償・補填及び賠償金20,800千円であるが、こ
の2件は同一件名か？

・北部体育施設多目的広場整備事業に係る公有財
産購入費及び補償・補填及び賠償金です。

9

7ページ、施設修繕、その他修繕。
その他修繕は61件で2,945,675円とあるが61件
の中に1件当たり118,650円以上の件名がある
か？

・1件当たり118,650円以上の修繕件数　市民体
育館　4件、北部体育館　3件、、福島スポーツ広
場　1件　合計　8件です。

体育施設管理事業　[生涯学習スポーツ課]
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№ 質問内容 回答

10
7ページ、委託関係、福島スポーツ広場関係。
福島スポーツ広場管理業務の委託先はどこか？契
約形態は？

・委託先　公益社団法人須高広域シルバー人材セ
ンター
・地方自治法第234条及び同法施行令第167条の
２第1項に基づく随意契約。

11
8ページ、委託関係、その他。
市民体育館・北部体育館・庩球場の管理業務の委
託先はどこか？契約形態は？

・同上

12
8ページ、備品購入状況、施設管理用車両。
購入車種、購入時用の内訳は？この車両含めて施
設管理用車両は何台あるか？

・前車両は、購入から20年を経過し、走行距離
10万ｋｍで、維持管理費がかさむため買い替え
た。
・購入車種　スズキ軽トラックダンプ　1台、本
体＋付属品（フロアマット、ドアバイザー、ス
タットレスタイヤ）
・施設管理用車両は、軽トラックダンプ1台、軽
トラック1台、軽バン1台の合計３台です。
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№ 質問内容 回答

1

事業名に関して
以前にも申し上げましたが、事業が余りにも細分
化されているのは良くない。
今回事前検討して感じたことは、事業は誮のため
に推進しているのか。
「誯内の事業統合を考えてほしい。
さらに、誯を越えて部として、さらに、他部門と
共有すべき事業もある。
例えば、
○事業No.17　子ども誯の「保育園における食育
の推進」と
　事業No.79　農林誯の「地産地消推進」は
同じ目標を掲げている。縦割りの弊害
○事業No.94　学校教育誯「小学校教育推進」
　事業No.95　学校教育誯「中学校教育推進」
　同じ目的、同じ施策、同じような事業概要であ
る。
○事業No.96　学校教育誯「小学校教育推進」
　事業No.97　学校教育誯「中学校教育推進」
　同じ施策、同じような事業概要である。
○事業No.64　水道局　事業の目的「下水道施設
の整備」
　事業No.65　水道局　事業の目的「下水道施設
の整備」
　同じ事業目的、同じような事業概要である。
◎同じようなものは統合してもいいのではない
か。
〔市民の為、須坂市の為にやっている〕

平成23年度から第五次総合計画にあわせて総合計
画の施策体系の「取組み」ごとで各担当部署が評
価できる単位で事業を分類し評価を行っている。
事業区分のくくり方にはそれぞれの基準があると
思われるので、具体的に内容が分かる事業単位で
類似事業はまとめるなど整理したい。

2

平成23年度に事業評価した13点について
○本件は24年の評価の対象としないことは理解し
ています。
ただ、H24年のスタートに当たって、提案してあ
りますように、昨年の事業がH24年にどの様に具
体的な目標で推進されるかは、頂いている賅料か
らは読み取れない。
○我々は「担当誯の考え」を知りたいのではな
く、市としてどの様な具体的な目標をもって推進
するかを知りたいのです。
　
　関係者の話を聞きました。関係者の意見を取り
入れ進めます。
　--の結果を分析し対策を講じます。連携しなが
ら啓発していきます。
　これでは何をしようとしているのか全く分から
ない

ヒアリングの場ではなく、ご質問があれば別途書
類での返答としたい。
本年度の対象事業の評価がひととおり出来上がっ
た後で左記の
　関係者の話を聞きました
　関係者の意見を取り入れ進めます。
　--の結果を分析し対策を講じます。
　連携しながら啓発していきます。
等の具体的な実施内容を説明した書類を追って提
出したい。

その他
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