
番号 ページ 項目 質問内容 回答 担当課

1 5 進捗状況等一覧表

令和２年度から令和６年度の推進期間に
あって、５年間の具体的な削減額に対し年
度ごとの実績を入れて、進捗率を定量的に
検証できるようにして欲しい。

来年度の報告書において、報告様式の見直しを行い
ます。

財政課

2 5 進捗状況等一覧表

定性的な項目についても、より具体的な効
果測定をお願いしたい。
項目ごとのP/D/S/C/Aが明確化できない。
一段と「見える化」をお願いしたい。

定量的な項目についても、来年度の報告書におい
て、より「見える化」が図れるような記載方法を研
究します。

財政課

3 8
総合計画を補完する「個
別計画」の整理・統合

①【総合計画」は読みましたが「個別計
画」とはどんなものでしょうか。一例を挙
げて貰えますか。
②今後の取組みで「国が自治体に課した法
律条項数は年々増加」と「内閣府より自治
体計画の削減について方針が示される」と
ありますが、どういうことですか。

①　個別計画とは、法令に基づき地方自治体が定め
なければならないものや、努力義務等で定めること
が出来るとされているものなどがあります（義務付
け・枠付け）。一例とすると、「千曲市地域防災計
画」は、災害対策基本法第42条1項において、作成
するものとされており、「千曲市文化財保存活用地
域計画」は、文化財保護法第183条の3において作成
し、申請することができるとされています。
②　①で例示したような自治体に計画の作成を義務
付け・枠付けする法令は年々増加しており、自治体
では計画策定が増加し、業務負担となっている状況
にあります。こうした状況から、内閣府は地方分権
改革の推進として、法令による計画策定の義務付
け・枠付けの見直しを行い、令和4年6月には政府の
骨太方針2022において「法令上新たな計画策定の義
務付け・枠付けを定める場合には必要最小限とす
る」と明記されるなど、今後も地方分権改革有識者
会議等で検討される中、自治体の計画策定への負担
軽減について方針等が示されるものと考えていま
す。

総合政策課

第５次行政改革大綱・実施計画進捗状況報告書等　質問事項に対する回答書



番号 ページ 項目 質問内容 回答 担当課

第５次行政改革大綱・実施計画進捗状況報告書等　質問事項に対する回答書

4 9
全庁ネットワークの更改
に合わせた業務効率化の
進展

①庁内無線LANの説明を。
②ペーパーレス会議の推進のメリットは分
かったが、デメリットはないのか。

①行政事務用ノートパソコンのネットワーク接続
（LAN）に、ケーブルによる有線接続ではなく、電
波による無線接続を採用しています。バッテリー稼
働するノートパソコンを庁舎内で持ち運ぶことが可
能になり、会議や打ち合わせの場でノートパソコン
を使用することができます。
②デメリットとしては、
・専用のシステムを導入するとコストが発生する
・紙のように容易にメモを書くことができない
等が考えられます。

情報政策課

5 10
自治体クラウド導入によ
る業務改革の推進

システム経費年間削減額　－5,440千円
令和3年度は新規システムの導入のため負
担金額が増加したとあります。今後はない
でしょうか。

現行の共同化事業においては、今後、新規システム
を導入する予定はありません。
共同化に伴い新規システムの導入等があったため、
負担金額にはシステム使用料や保守費用に加えて、
システム構築費やデータ移行費等の初期費用が含ま
れています。一方、比較対象とした令和2年度のシ
ステム経費は、使用料や保守費用だけの金額のた
め、両者を比較すると負担金額が高額になりまし
た。共同化以前のシステム経費についても初期費用
を考慮して比較したところ、令和3年度のシステム
経費年間額減額の実績は、1,073千円となりまし
た。

情報政策課

6 10
自治体クラウド導入によ
る業務改革の推進

基幹系システムの共同化への参加（H31
年）が、19市のうち3市（千曲市、塩尻
市、中野市）であったが、以降、参加した
市や予定の市はあるのか。働きかけは？

新たに参加した市や、現時点で参加予定の市はあり
ません。なお、令和3年度の法施行により、基幹系
システムについては、国が定めた標準化基準を満た
すシステムを利用することが義務付けられ、国が整
備するガバメントクラウドを利用することが努力義
務とされました。利用目標時期が令和7年度とされ
ており、これから自治体クラウドに参加するメリッ
トは少ないと思われることから、積極的な働きかけ
はしていません。

情報政策課
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7 11
学校施設の有効利用と施
設のスリム化

①川西地区の小学校３校の生徒数減少に対
し、空き教室など施設活用はどの様にする
のか？
②減少化の具体的予測及びそれへの対応計
画はあるのか？
③市民の地域活用は出来ないか？

①児童数は減少していますが、現在は特別支援教
室・少人数学習・外国籍教室など、多様な学びの機
会の提供が求められているため、現状として各教室
の活用が図られています。今後も児童数の変移に注
視しながら、例えば、災害時の福祉避難所の確保
等、多方面から活用方法を検討してまいります。
②令和10年度までの小学校入学予定児童数の推計を
実施しています。その中で、児童数の減少は見込ま
れますが、学校の再編を検討するような状況になる
ことは考えにくいため、当面は現在の13校（小中）
を維持します。
③現在、学校開放事業として、グラウンド・体育
館・武道場・音楽室等を市民の皆さまにご利用いた
だいております。

教育総務課

8 12
業務の見直しによる適正
な人員配置と多様な働き
方の実現

①R2年度に2名、R3年度に5名の社会人経験
者を採用し、結果が出た。今後も採用して
いくとの事ですが、結果として、残業時間
の短縮最終目標は？
②自己申告書の内容と審査など、ペーパー
テストは有るのですか。

①常時１人当り100時間以内が目標です。
②これまで得た知識経験を活かせる部署、体調、人
間関係による異動希望等です。審査は行っていませ
んが、希望内容を確認し可能な範囲で登用していま
す。（R4登用率53.1％）
ペーパーテストは行っていません。

総務課

9 12
業務の見直しによる適正
な人員配置と多様な働き
方の実現

①社会人の中途採用によるコロナ禍対応、
マイナンバー事務体制の強化で非常時の臨
機応変の人事配置はよかったが、事態の鎮
静化など平常時の変化への対応はどうする
のか？
②中途採用は定期採用者の充足率の低下補
填なのか？
③自己申告者のその後の業務遂行状況、効
率状況の点検は如何に？　改善につながっ
ているか？

①コロナが鎮静化し平常時の状態になった際は、新
規採用職員人数の抑制を図り適正な定員管理に努め
てまります。
②コロナ対応等で欠員となっている部署への配置を
考えています。
③自己申告者の配置先の業務遂行状況等の点検は総
務課では行っていませんが、人事評価により確認で
きていると考えています。

総務課
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10 13
公共施設利用者負担基準
の見直し（改定）

①施設利用者の減少は利用者負担額の減少
になるが当初の想定予算からどの位減少額
か？（具体的決算報告書は）
②維持管理上、今後の対応策は如何にする
のか？
③利用推進策はどのようにしているのか？

ご質問をいただいた項目について、現時点では、施
設ごとにまとめた資料は作成していません。
今後の利用者負担基準の見直し作業の中で検証して
まいります。

財政課

11 14 ふるさと納税の推進
今後の取組みで、多様化する寄附者からの
要望とはどのようなものでしょうか。

寄附金の税額控除に関する手続のオンライン化、寄
附金の多様な決済方法の導入、お礼の品の定期便
（定期発送）の拡大・充実等の要望があります。

ふるさと振
興課

12 16 庁用バス使用台数の削減

①市管理のバス撤廃につき市民からの苦
情、復活要望は無いか？負担基準は納得了
解されているか調査はしてるか？
②令和元年度202台、２年度100台、3年度
173台、4年度は予測は？（総務課所管から
外れ各課の予算対応、大きな超過はなかろ
うか？）

①昨年度、千曲市男女共同参画推進連絡協議会より
復活の要望を1件いただきましたが、他からの要望
等は現在のところはございません。
負担基準の納得・理解についての調査は実施してお
りませんが、負担金の設定にあたっては、一人あた
りに割り返したバス借上げ料の１/2程度に設定（最
大：市外1,000円）をし、一定の激変緩和措置を実
施しました。
②７月31日集約時点では、使用台数は累計57台と
なってます。前年度と比べ、自粛や外出の規制が緩
和され徐々にイベント等が再開され、密対策として
通常よりもバスの使用台数が増加傾向にあり、今年
度は、前年度以上の台数を見込んでおります。
ただし、各課の予算見積の段階では、財政課の査定
も入っており、大幅な予算超過はないものと考えて
おります。

総務課
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13 17 公共施設の統廃合の推進

公共施設等総合管理計画で今後30年間で維
持管理に年間10億円の財源不足が予測され
るとのことだが、主な費用は何？また対応
は毎年の計画のローリングで態勢を整える
とのことだがどの様にする予定か？令和7
年度からの予定は？

公共施設等総合管理計画（改訂版）の41ﾍﾟｰｼﾞから
44ページで示している条件により、公共建築物やイ
ンフラごとに今後30年間の施設の更新・改修・修繕
費を試算した結果を積み上げると、平均で年間10億
円の不足が生じる結果となりました。
個別施設計画の工程表のローリングについては、毎
年、予算要求の前段で計画を見直し、予算と連動し
た実行性のある計画としていきます。
公共施設等総合管理計画及び公共施設再編計画の計
画期間は令和26年度まで、公共施設個別施設計画の
計画期間は令和12年度までとなっていますので、令
和7年度以降も計画を見直しながら、公共施設の統
廃合を進めてまいります。

財政課

14 20
放課後児童クラブにおけ
る小学校6年生までの受入
れ体制の整備

児童を6年生まで受け入れた場合の場所の
確保は、進められる学校から進めてほし
い。
指導員の確保や採用条件の現状は？

必要に応じて学校施設の活用を進め、受入れ体制の
整備に努めます。
指導員については、適正な運営は実施できています
が、決して余裕がある状況ではありません。なお、
採用時に必要な資格はありませんが、採用後、都道
府県が開催する「放課後児童支援員認定資格研修」
を受講していただきます。

こども未来
課
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15 21
各種業務の民間委託の推
進

国が示している民間事業者に取り扱わせる
ことができる窓口業務の範囲が27項目ある
中でまだ1項目は少ないと感じます。（全
国的に少ないとはいえ）

総務省の公表（R4.3.31）では、27項目の窓口業務
を1項目でも委託している全市区町村の割合は
28.1％（490団体/1,741団体）となっており、政府
の「新経済・財政再生計画　改革工程表2021」の
KPI（2023年度までに485団体）は達成している状況
です。県内19市では、委託済は4市で、伊那市が11
項目、松本市が4項目、中野市が2項目、千曲市が1
項目です。（項目数は非公表）
窓口業務の民間委託が全国的に広がっていない要因
としては「個人情報の取扱い」「偽装請負・労働者
派遣法への抵触」「委託業務と職員が行う業務の棲
み分けが困難」「経費削減効果が出ない」などが挙
げられています。
一方で成功事例も公表されていることから、先進事
例を研究する中で、千曲市で委託できる業務を考え
てまいります。
なお、総務省が通知している27項目以外では、水道
事業の窓口業務の民間委託を平成29年から行ってい
ます。

財政課

16 別紙 R3新規業務委託状況
外部コンサルに対する、予算と新規業務委
託業者選定までの具体的な手順をお示しい
ただきたい。

一般的な手順について回答いたします。
①実施計画に計上
②実施計画の査定（企画政策部・理事者）
③実施計画の査定額を上限に予算要求
④予算の査定（総務部・理事者）
⑤予算の議決（3月議会）
⑥委託業務等の仕様書の作成
⑦物品購入等審査委員会による業者選定
⑧入札
⑨契約

財政課
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17 別紙 R3新規業務委託状況
千曲市推し店プラチナチケット事業につい
て、事業者・利用者からの意見等はありま
すか。

昨年の第１弾は269店舗に参加いただき、店舗・商
工団体から「好評」とのご意見を頂きました。利用
者からは「チケットを週末発売にしてほしい」など
のご意見を頂き、第２弾は、ご意見などを反映・改
善しアップデイトし実施しています。「推し店」の
認知も高まり303店舗に参加頂いています。

産業振興課

18 - 特別対策プラン

特別対策プランにおいて、経常的経費の削
減目標９億円、投資的経費への一般財源充
当規模を４億円縮小となっていた。現在の
進捗状況をお教え願いたい。

第4次行政改革大綱・実施計画「特別対策プラン」
は、計画期間を平成22年度から令和元年度までと
し、一定の成果を挙げたことから、第５次行政改革
大綱では新たな「特別対策プラン」は策定しません
でした。このため、終了した計画の進捗管理は行っ
ていません。

財政課

19 - 公共施設等総合管理計画

公共施設等総合管理計画の改訂において行
われた財政の将来見通し（歳入歳出シミュ
レーション）の詳細説明を今後のビジョン
を含めてお願いしたい。

財政の将来見通しについては、令和4年度から令和8
年度までは、千曲市総合計画に計上した事業を含め
て試算していますが、令和9年度以降は、令和8年度
までの推計の平均値を用いる等の単純推計のため、
計画が具体的になっていない将来のビジョンは試算
に含んでいません。
令和4年度から令和8年度までの詳細は、別紙（千曲
市総合計画で示した財政計画）を添付しますのでご
覧ください。

財政課
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20 - 提案

様々な意見がある事は、周知の事実ではあ
りますが、屋代南校・松代・更級農業の多
部制統合等が、計画されている今、千曲市
行政がイニシアティブをとって、市の中核
にある屋代南・旧庁舎を合わせ、かつて招
聘された新潟薬科大学を再度交渉のテーブ
ルに乗せて、市の活性化の起爆剤にしてい
ただきたい。将来ある千曲市のため、市長
自らの決断にかかっている。
若者が集まり、定住人口の増加、市の商店
街区の活性化等を期待いたします。

【長野千曲総合技術新校（仮称）について】
７月３１日・８月５日に長野県教育委員会による
「再編・整備計画【三次】（案）」住民説明会が
開催されました。
【高等教育機関の誘致について】
少子化が進むとともに、新型コロナウイルス感染症
の影響により生活様式が変化し、教育現場ではオン
ライン授業も増えるなど、高等教育機関の在り方が
変化しています。こうした状況から、第三次総合計
画では、基本目標2-2において「少子化や生活様式
が変化する中で、人材の育成や産業の振興、若年人
口の交流と定着を図るため、高等教育機関誘致の必
要性を検討します。」としています。
誘致に際しては、自治体の負担も求められることか
ら、ご意見のとおり千曲市の将来を見据え、誘致の
必要性を検討してまいります。

教育総務課
総合政策課

21 - 提案
雨宮工業団地に新光電気に次ぐ関連企業の
誘致により固定資産、雇用の増進をお願い
したい。

雨宮産業団地につきましては、平成27年度より建築
業大手の大和ハウス工業(株)とともに公民連携事業
として、物流施設を中心とした産業団地として、新
規雇用400名以上を目指して造成を進めてまいりま
した。
昨年8月末に、造成工事を終え、現在全5区画中4区
画に企業の立地が決定し、現在工場等の建設工事が
進められております。
物流を中心とした産業団地として計画をしておりま
したが、製造業の企業が進出したことにより、新規
雇用は、目標の400名を大きく上回る見込みとなっ
ております。
また、固定資産税につきましても、農地から産業用
地となったことで、評価額が大きく上がり、大幅な
税収増となる見込みです。
残る１区画につきましても、大和ハウス工業（株）
と連携し、企業誘致に努めてまいります。

産業振興課



番号 ページ 項目 質問内容 回答 担当課

1 11 アートまちかど

展覧会に数度行きましたが、来訪者は少ない
ように感じました。画期的な企画などはない
でしょうか。例えば親子が通年楽しめるよう
な。

今年度、様々なテーマの6企画展を中心に他2
コレクション展を開催し、集客に努めていま
す。
コロナ禍以前は、年間観覧者数は1万人前後で
推移していましたが、最近は5千人ほどとなっ
ています。
条例の「千曲市にゆかりのある絵画等美術作
品を中心に」、現在、学芸員1名と職員1名に
よりイベントを織り交ぜた作品展や作家、作
品等の掘り起こしなど行い、創意工夫を凝ら
した企画展、常設展を行ってきております。
予算面、人員面、施設設備面等での制約はあ
りますが、今後も様々なジャンルの企画展に
取り組んでまいります。

文化課

2 11 アートまちかど

R4が450万円、R5が1,500万円と改修予定です
が、屋代公民館の建替え予定（敷地も隣同
士）があるので併設したらどうか。協議して
もらえたのか。

アートまちかどにつきましては、計画上、現
状維持を方針としており、計画的に改修等を
行っております。
アートまちかどを併設した屋代公民館の建て
替えにつきましては事務レベルの相談を行っ
た経過はございますが、屋代公民館の建て替
えについて再考しているため、具体的な進展
はありません。

生涯学習課
文化課

3 11 アートまちかど

令和4年度は改修・設計で4500千円、令和5年
度は15,000千円の計画ですが具体的にご説明
ください。学芸員等が創意工夫をして企画展
示をして集客力もアップしているが、収蔵庫
の状況把握をして、改善が急務である。他の
美術館からの借用保管に適してない。

令和4年度予算の4,500千円は、
①1,500千円　空調設備改修工事設計委託
②3,000千円　階段昇降装置　です。
令和5年度事業計画の15,000千円は、
①空調設備改修工事　です。
アートまちかどの収蔵庫につきましては、建
物1階に20㎡ほどの作品保管室、2階にも収蔵
スペースがありますが、作品を保管するには
充分でない状況です。
今後、改修できるよう検討してまいります。

文化課

公共施設個別施設計画進捗状況報告書　質問事項に対する回答書



番号 ページ 項目 質問内容 回答 担当課

公共施設個別施設計画進捗状況報告書　質問事項に対する回答書

4 14 スポーツ施設 2028年国体に向けての施設整備の予定は？

ハンドボール競技、新体操競技及び全国障害
者スポーツ大会のボッチャ競技の会場とし
て、ハンドボールが「ことぶきアリーナ千
曲」「戸倉体育館」「戸倉上山田中学校体育
館」の3会場、新体操とボッチャが「ことぶき
アリーナ千曲」で予定されています。
今年度に中央競技団体の正規視察が行われ、
視察に基づき施設整備を計画していくことと
しています。
既存の施設を利用することから、戸倉体育館
の耐震補強、照明のＬＥＤ化等を来年度以降
に実施することとしています。

スポーツ振
興課

5 15
桑原体育館
科野の里ゲートボール場
八幡屋内ゲートボール場

施設の在り方を検討とあるが、具体的にご説
明ください。

建築年数も経過しており、老朽化も進行して
いることから、多目的な利用方法や維持管理
方法を研究しました。

スポーツ振
興課



番号 ページ 項目 質問内容 回答 担当課

公共施設個別施設計画進捗状況報告書　質問事項に対する回答書

6 18 日本遺産センター
日本遺産センターの来客数と今後のビジョン
は。

【プレオープン時】
R3.4～9　2,122人（16.6人／１日）
【R3.12.22グランドオープン以降】
12月　278人（46.3人／１日）
１月　663人（27.6人／１日）
２月　527人（22.9人／１日）
３月　1,319人（48.9人／１日）
４月　1,584人（60.9人／１日）
５月　2,716人（100.6人／１日）
６月　2,341人（90.0人／１日）
７月　1,851人（68.6人／１日）
日本遺産の今後のビジョンとしましては、本
年度、上田市の日本遺産を絡めた広域モニ
ターツアーを行い、問題点等を洗い出し、改
善するなかで、信州千曲観光局と連携し、来
年度以降のツアー客の誘客を図ってまいりま
す。また、外国人への誘客に向けて「月の都
千曲」ホームページやパンフレットに英語と
中国語の表記を行うなど外国人の受入体制の
整備もあわせて進めていきます。

日本遺産推
進室

7 20 温泉施設（白鳥園）

開館当時に比べ施設の老朽化・清潔感の不足
が年々助長されている。顧客の利用に応えて
こそが地域密着のコミュニティーとしての施
設の原点だと思います。費用対効果を考慮
し、委託業者に対しても適正な運営を依頼す
ることにより最終の営業利益が生み出される
と思います。こうした温泉施設の月次ＰＬ
（損益計算書）等のチェックをどうされてい
るのか。お教えください。

施設の適正運営については、指定管理者と連
携を図り進めていますが、コロナ禍の影響も
あり、経営状況は厳しい状況となっていま
す。
指定管理者とは定期的に面談を行い、施設利
用者数の把握や収支決算書等により経営状況
を確認し、経営改善に向けての検討を行って
おります。
また、施設南側に芝生広場の整備を予定して
おり、地域の公園利用者の方が、入浴や飲食
をしていただける仕組みづくりを考えており
ます。

生活安全課
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公共施設個別施設計画進捗状況報告書　質問事項に対する回答書

8 20 温泉施設（白鳥園）

【戸倉駅近隣民間温泉施設との差別化、集客
のデストネーション性】
空きスペースにP11,P12の博物館②③として新
たな顧客の需要を喚起できる文化施設の誘致
実行を検討願いたい。
今のままでは、高額投資のため、やがて行革
案件に白鳥園がリストアップされる状況に
なってもおかしくない。

白鳥園南側の空きスペースについて、中心部
分は（コロナワクチン接種会場辺りまで）、
芝生広場としての整備検討を進めており、来
年度より工事着手を予定しております。
さらに南側の低未利用地については、戸倉体
育館エリア・河川敷エリアを含め、千曲市総
合運動公園基本構想により、検討を進めてお
ります。

生活安全課



番号 質問内容 回答 担当課

1
一部跡地に中の宮集会所の建設希望とあります。それ以外に計画は
ないでしょうか。住宅地として適しているように思われますが。

現在のところ、人口増加、固定資産税収入の増加策とし
て、住宅地を前提に売却したいと考えています。

財政課

2
【屋代南団地】
R6,8,10年に除却予定とありますが、入居者との合意はできている
のでしょうか。

機会のあった、一部入居者へは周知を行っております
が、全入居者への周知は実施しておりません。
早期に全入居者へ周知を行うと共に、家財等が放置され
ている世帯への法的手続きも、並行して実施していく予
定です。

建設課

3
各箱物の解体除却が、昨今のアスベスト含有にさらに厳しい行政指
導となるため、早めの決断、計画履行をお願いしたい。年々高コス
トとなり財源圧迫の要因となると思われます。

ご指摘のとおり、アスベストが含有している建築資材へ
の指導が、年々厳しくなっており、建物の解体費用が高
騰しています。ただし、このことは、建物周辺住民や解
体作業員への健康被害防止上、必要な措置であるため、
適切に対応していく必要があります。
問題は、施設を使用していない場合でも、管理経費が発
生していることであるため、跡地利用計画（案）の対象
とした施設については、廃止後速やかに除却する予定で
す。

財政課

4
早期の空き地返却、跡地利用の駐車場につきは駐車利用できる民間
の賃借を前提に計画願いたい。

跡地（市所有地）を利用することにより、できるだけ借
地を返却する方針です。
市庁舎に勤務する職員のうち、旧更埴庁舎の駐車場を利
用せずに、市庁舎周辺の民間駐車場を個人的に契約して
いる者も多数おり、旧更埴庁舎の解体を見据えて、駐車
可能台数と必要台数の精査をしております。

財政課

公共施設跡地利用計画（案）　質問事項に対する回答書


