
社会文教委員会協議会 
 
                                             期日：平成 28 年８月２日(火) 9:00 

                                             場所：第２委員会室 

 
 
１ 開会 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

 

３ 協議事項 

 (1) 施策・事務事業に係る評価結果の検討・集約 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 議会報告会分科会におけるテーマについて            資料 No.２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

５ 閉会 
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

22

義務教育の充実 ○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④小中連携・一貫教育は、ようやく地域に浸透してきた。引き続き進行

されたい。一方で、施設一体型の一貫教育のうまみが一番出しやすい

方針も研究していくことも必要と感じる。

・学区により異なる環境を逆に活かし取り組まれている。今後いかに次

世代にその特色を繋げていくことができるか、IT等の利用とその必要性

を推進して欲しい。

・幼稚園、保育園との連携、そして高校等との連携もさらに必要と考え

る。

・学校規模のアンバランスのため、学区の見直し。

・学ぶ者の可能性を引き出すことができる公教育であって欲しい。

・県教委と市教委の二重行政について考える時期ではないか。

【資料41ページ】

清水

①目標は総じて達成見込み・評価は正しい・課題認識は正しい。　

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい

①キャリア教育、体験教育による自分の生活を見直す割合が、減少し

ている。高等教育に繋げる連携した政策に取り組まれたい。

②幼保小連携の政策を充実されたい。

③丸山共同調理場の老朽化が目立つことから、改築を検討されたい。

④飯田らしいコミュニティスクールを学校ごと取り組まれたい。

⑤不登校児童対策に取り組まれたい。

【事務事業】

情報通信技術活用教育推

進事業

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・調理場の今後の方向性については公共施設マネジメントという尺度だ

けではなく，そこで働く人の労働環境改善や児童・生徒への給食提供

のあり方という視点もあわせて検討されたい。

・学有林の利活用は学校により内容に濃淡があるが，「学有林で子ども

たちに何を学び取らせるべきなのか」という原点に立ち返り，今後の利

活用を検討されたい。

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

福沢

・目標の達成状況、評価、課題認識、事務事業の方向性など良い。 ・児童数の減・他地域とのかかわりなどで当該地域とのかかわりが難し

くなっている学校がある。

後藤

・小中連携・一貫教育は中学生が地域の活動への参加が成果の表れ

と捉えている。

・小中連携・一貫の教師の負担はどうか、時間外労働の状況や休日の

取り方等検証すべき。

・子どもの貧困が問題になっている。スクールソーシャルワーカーなどと

連携し、家庭訪問など実施し、子どもの学力向上や健康に配慮してほ

しい。

・障がい児の副学籍は意識的に取り組んでほしい。例えば、登校の回

数を多くするなど。

中島

・課題認識と方向性は正しい。 ・飯田らしいコミニティースクール・キャリア教育・小中連携一貫教育な

どの取り組みが一定の成果を出してきている。地域で子供を育てること

はその後の地域づくりの主役を担ってもらう人財作りそのものであり、

地域の力を最大限利用させていただく。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・支援が必要な児童生徒が増加傾向にあるので、小規模校含めて特別

支援教育支援員の充実を図る。

・引き続き就学前の子育てにおける家庭教育を含む、幼保小連携の政

策の検討。

・学校現場での福祉分野の支援のためスクールソーシャルワーカーを

配置すべきである。

・地域と連携したふるさと学習の充実。

委員会意見集約
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

23

高等教育の充実 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④特にOIDEの地域人教育は、当エリアに大学が無いが故の策として

非常に成果は感じられる。

・OIDEの指導者の力量に感謝。さらに他校でも展開できると学びの幅と

厚みが増す。期待したい。

・「飯田女子高等学校運営支援事業」は、時の時代背景が違う。見直す

べき。共学や学科増設等期待する。

・フィールドスタディーで訪れてくれている各大学に当地域から入学者

が増えるよう取り組むべき。

・知の拠点整備を市民に広く周知し、必要性をさらに高めるべき。

【資料45ページ】
清水

①目標は総じて達成見込み、大学進学率が低下傾向だが、経済的理

由なのか分析が必要・評価は適格・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は県との役割分担において、再検討。

③上位政策の貢献度は今後の課題である

①大学進学率が低下傾向であるが、検証を行い、高等教育の充実に

取り組まれたい。

②ふるさと納税の篤志寄付を、奨学金の充実に充てられたい。

③地域人教育を飯伊8高に展開されたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・将来の飯田市を担っていく高校生の地域参画は，生まれ育った地域

をさらに理解を深めるいい機会となっている。現在の高校単位での地

域参画に加え，生徒個々の出身地域すべてで高校の枠を超えた参画

がなされるよう検討されたい。

・地域包括ケアシステムを構築する上で人財確保は不可欠である。慢

性的な人財不足を解消するための新たな奨学金制度の研究は大切で

あることから，関係者と連携を図り早急に進められたい。

福沢

・飯田OIDE長姫高校の取り組みをはじめとして地域とのかかわりが盛

んになり良い方向。

・飯田下伊那のすべての学校において、地域人教育が定着するように

努められたい。

後藤

・地域人教育などで目標の一定の達成はされていると思う。 ・大学と専修学校の進学率がわずかずつ減ってきていると思われる。

状況把握されたい。

・奨学金制度を給付型含め見直しをされたい。
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・課題認識と方向性は概ね正しい ・奨学金のあり方について、最近では償還が負担になってきているケー

スが見られる。本当に学びたい学生、将来的に有望な生徒には、有利

な奨学金の制度が考えることも必要と思われる。　若い力が地域を元

気にする。地域人教育やキャリア教育に加えて、企業と学生のコラボか

らはっとするようなアイデアも生まれる。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・奨学金制度の拡充

・キャリア教育の拡大

委員会意見集約

4/32

 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

24

家庭教育の充実 ○ 新井

①達成度に難はある。評価・認識は正しいが、個別事案が多く苦慮を

察する。

②事務事業の組み立ての方向性、見直しも必要。

③プライバシーの問題はあるが、もう一歩踏み込みたい。

④インターネットを中心とした個々の世界観が強い次代。いかにコミュ

ニケーションが面と向かって出来るかが問われる時代になってきた。各

種団体が家庭について活動されているので、そちらも活用し、家庭環境

の向上に民・官共に協力していくべきだ。

・義務教育の充実とも密接に関係する。

・個々の子どもの可能性を最大限に発揮できる環境整備推進の基礎と

して、家庭があるが、各家庭事情が多い時代である。子どもたちの居場

所を、安全に提供し、将来に不安無きよう、配慮が必要。

・ゲーム環境が深すぎる。規制はできないだろうが、はまり過ぎない指

導や電子ゲームでは味わうことの出来ない感動を経験できる環境整備

も必要と感じる。

【資料48ページ】
清水

①目標は総じて達成見込み・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の地元に定着してほしいとの行政の思いと、将来のことは

子供に任せるとの親の思いとが乖離している(飯田市勤労者協議会の

市民アンケートから)

①幼保小連携の政策を充実されたい。

②青少年のSNS利用に対する対応を、家庭、学校での指導をさらに強

化されたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・保健室登校が社会問題化している中，子供をしつけるべき保護者自

身がしっかりとしつけられていないことも一要因として考えられる。ＰＴＡ

が中心となり，「わが家の結いタイム」を活用する中で，保護者自身のし

つけや子供との向き合い方について振り返り考える機会を設ける等，

自らのこととして自覚を持つことができる取り組みを積極的に進められ

たい。

福沢

・指標の評価が厳しいのは良いと思う。全般的には良いと考える。 ・引きこもり、不登校の生徒が定時制高校に多いことについて、市政が

かかわりを持ち続けてほしい。

後藤

・全体としては概ね計画どおり進んでいると思われる。 ・この施策を強化すると学力なども家庭の責任になり子どもたちに格差

が生じると思われるので注意を要する。

・生活に困窮の家庭の子どもたちには個別に一人ひとり対応されたい。
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・概ね正しい。 ・ブックスタートの取り組みや、親子で読み聞かせの活動は成果を上げ

ている。その後の地域活動への参加やキャリア教育など地域家庭との

繫がりは取れていると思われる。近年は情報機器の発達で子供たちに

おいてはほとんどがSNSなどを自在に操っている。そこで親子間で一定

のルールを決めておくことも必要ではないか。単に駄目というだけでな

く。

村松

・目標の達成状況：成果指標では２４年度より下がっている。

・課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性は：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・基本的生活習慣を高めるための取り組みの強化

・引き続きSNSに対する対応を、家庭、学校での指導の強化

・「わかものサポート青春始発駅」事業の強化

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

26

スポーツの振興 新井

①現指標は達成され、評価・認識は正しい。

②現指標では、事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④健康だけでは満足しない。プラスαが欲しい。美しく、お洒落に、更な

る展開を期待します。また、その意識の醸成は幼児期からと考えます。

園庭等の芝生化等は必要な時代だと思います。

・施設は多いが、規格に合致せず、選手に不憫をかけている。

・本物志向の必要性に市民が気がついてきた。今までは田舎だからこ

んなもの、で流されてきたのだろうが、今後はそうはいかない。

・市の努力には感謝するが、県の支援があまりにも乏しい。バランスの

取れた県の施設整備を望むが、リニア時代、国直轄の整備に期待した

い。

・競技人の拡充はもちろんだが、指導者の育成ないし、招聘も必要では

ないか。

【資料54ページ】
清水

①目標は総じて達成見込み・評価は正しい・課題認識は、競技スポー

ツ団体の要望、施設整備や改修に応えられていない。

②事務事業の方向は、選手の育成に対して再検討を要す。

③上位政策の貢献度は今後の課題である。

①保育園の芝生化を検討されたい。

②専用サッカー場、ラクビー場を検討されたい。

③リニア時代に対応した、多目的総合体育館を検討されたい。

④山田グラウンドテニスコートの改修を早急に取組まれたい

【事務事業】

社会体育施設大規模改修

事業

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・子供の外遊びが減少している中，体力向上を目指すためにはまず「外

で遊ぶのは楽しい」という意識啓発が大切である。例えば家庭学習の

中で自然観察（探検遊び含む）について課題を与える　等により外に出

る機会を設けるなど，スポーツ以外の視点からも体力向上に結びつけ

る工夫をされたい。

・「スポーツ推進計画」を策定する中においては，飯田市の強みである

自然環境を最大限に活かしたものにするとともに，「世界で通用する選

手の排出」などより具体的な目標を掲げられたい。

福沢

・スポーツに関する講習会などについて、２８年度の目標達成は難しく、

評価は○ではなく△が適当ではないか。

・スポーツへの方向として、トップアスリートの触れる機会を作ることと市

民スポーツの普及は両立できるのではないか。新しい「スポーツ推進計

画」の中で十分論議していく必要がある。

後藤

・週一回スポーツをおこなっている人が４割に満たない状態は取り組み

が弱いのでは。

・歩こう動こうプラステン運動など積極的に推進すべき

・日常的にスポーツができる施設は維持すべき。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・市民スポーツだけとれば概ね評価できる。 ・トップアスリートを間近で見ることは競技スポーツ振興の上で大変重要

であると思われる。公共施設マネージメントの中での統廃合を念頭に、

屋内競技で全国レベルの大会の開催可能な施設か、屋外競技で同様

のグランドなり競技場を整備することも産官学金言の多様な主体と研

究することも必要ではないか。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価：施設整備がすすんでいない

・課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しいが、施設整備を進めるた

　めの予算を増やすべき

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・グラウンドの芝生化への取り組み

・子どもの競技力向上に向け「トップアスリートのプレーを間近でみる」

ための施設整備に取組む

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

27

文化芸術の振興 ○ 新井

①達成されていない、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、見直しが必要。

③貢献されている。

④それぞれ団体は歴史を重ねてきました。次世代がいかにそれらを受

け継ぎたくなるかが、鍵だと思います。

・各種団体の取り組みは盛り上がっているが、その団体間の連携や共

同が見られると参加しやすかったり、新たな感動に出会えたりするだろ

う。その仕掛けを研究するべき。

・専門職によるガイド、がなければ、いくら価値があろうとも素通りされ

てしまう。専門職（指導者）の育成・招聘が課題。

【資料58ページ】
清水

①目標達成にはほど遠い・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①リニア時代に対応した、文化施設の改築を検討されたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・文化芸術の振興にあたり施設の整備・維持管理は重要な課題であ

る。公共施設マネジメントにおいて思い切った現有施設についてスク

ラップアンドビルドを行い，真に市民益となる総合文化芸術施設につい

て検討願いたい。

・文化芸術が身近に感じられるよう，音楽鑑賞教室を始めとしたどの年

代も参加しやすい鑑賞機会の提供に引き続き務められたい。

福沢

・いいだ人形劇フェスタの世界大会開催などの方向性を含め評価など

良い。

・春草公園完成を機に、美術博物館での菱田春草常備展示を具体化さ

れたい。

後藤

・文化芸術を鑑賞した人がH２１年度と比べると減ってきているのが非

常にきになる。

・指標の傾向の△を分析すべき。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・課題認識と方向性は評価できる。 ・人形劇フェスタの取り組み・オケ友音楽祭など年月を重ねるほどに深

化している。飯田らしい飯田でなければ出来ない文化的な取り組みで

まちづくりそのものと考える。平成30年は人形劇の世界フェスが開催さ

れるが、世界中から劇人をお迎えし飯田を世界に発信するチャンスだ。

ホール施設の老朽化については3ホールをそのまま維持するのか、文

化会館大規模改修に合わせて集約し、小さな世界都市に相応しい舞

台・収容キャパを考える時期が来ていると思われる。

村松

・目標の達成状況：文化芸術を鑑賞した人数が２４年度から下がってい

　るが、評価、課題認識は概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・子ども達が本物の文化芸術に触れる鑑賞する機会をふやす。

・市民要望の多い文化会館の建て替え施設整備。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

28

学習交流活動の推進 ○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④特にOIDEの地域人教育は、当エリアに大学が無いが故の策として

非常に成果は感じられる。

・年齢に関係なく、知りたい・学びたいを具現化できる環境整備の充実

に期待します。

・各公民館等で開催される夏期大学等、プロフェッショナルを身近に感

じられる環境整備も必要。

・次世代の活動を支援できる環境整備が必要。

【資料62ページ】
清水

①目標達成には程遠い・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい

①高齢化の中で、地区公民館の2階活用にエレベータ設置を検討され

たい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・子供たちの学習意欲を育むうえで図書館の存在は大きい。とりわけ優

良図書が豊富にあることにより図書の選択肢を広げることができる。図

書の選択肢を更に拡大させるためにも，南信州図書館ネットワークへ

の参加自治体拡大に努められたい。

・学習交流活動を進めるうえで「担い手」を確保することは重要である。

地域との関係が希薄になり始める中学生・高校生との関係を強化させ

るためにも，まちづくり委員会や公民館等の行事へ企画段階から参画

させるなど，交流活動のやりがい・達成感・必要とされているという実感

を味わえる場の提供づくりに引き続き取り組まれたい。

福沢

・成果指標の数字は「横ばい」で評価として「あまり進まなかった」とす

べき。そのうえで原因分析、方向性を打ち出すべきではないか。

・高齢化が進む中での学習活動、地域での結びつきを深める「学輪い

いだ」が必要。

後藤

・成果指標から見ると目標に達成していないし、増加する傾向になって

いない。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・概ね正しい。 ・各地区公民館がそれぞれの地域でその地区にあった活動を展開して

いる。交流の場の提供であり、学習の場の提供でもありまちづくりの実

践の場でもある。今後も飯田型の公民館として発展していって貰いた

い。美術館や歴史研究所ある資産の活用や人材の活用について広く

飯田下伊那地域に波及するようにすることが将来の資産化に繫がる。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・引き続き地域の公民館がさらに地域特性を活かし、利用者が増える

企画と運営を市民恊働で取組む。

・地域の公民館の２階へのエレベーター要望については検討を進め

る。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

29

ふるさと意識の醸成 ○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④特にOIDEの地域人教育は、当エリアに大学が無いが故の策として

非常に成果は感じられる。

・リニア時代だからこそ、生まれ育ったふるさとをベンチマークとして行

動できる人材として世界で活躍していただきたい。

・地域人教育の水平展開は、伊那谷全体での取り組みが理想だが、過

去の行政枠を超えるよいチャンスである。県教委とタイアップし、実現を

願う。

・企業との連携は、なぜ学んでいるのか、その意味が実践を通して子ど

もたちに伝わるよいチャンスである。さらなる展開を期待する。

【資料66ページ】
清水

①目標達成には遠い・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①伊那谷研究団体の高齢化による会員確保は喫緊の課題である。そ

のためには、飯田下伊那教育関係者と連携し、市民協働で、団体の育

成に取り組まれたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・飯田市の次代を担う青年層に「飯田に帰って子育てをし地域の力に

なっていきたい」と思えるかが重要である。学輪ＩＩＤＡで来飯する大学生

との交流を通じて，私たちにとって当たり前のことが実は県外の人から

見れば当たり前ではない飯田の魅力に気づくことができる機会の提供

と意識醸成に取り組まれたい。

・ふるさと意識を醸成する上で，心の中に核となるものを植え付けること

が重要である。授業の中で地域の特色（郷土の偉人・文学作品・地域

の歌等）に触れることができる機会を更に設けられたい。

福沢

・評価として市民意識は高水準ながら、目標と比較すると「あまり進まな

かった」が適当ではないか。

・特に高校生への地域人教育が始まったにもかかわらず、「高校生が

愛着度、住み続けたい意識が上がっていないことの分析が必要ではな

いか。

後藤

・この地域には公民館活動通じ地域を学習する伝統がある。 ・これをさらに発展させるよう住民の取り組みを支援されたい。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・概ね正しい。 ・ふるさと意識の向上には郷土ゆかりの偉人の検証も大事であるが、

産業界・経済界・科学分野など多方面で活躍された歴史上の方も居ら

れるので、そういった分野での先達の掘り起こしもしながら子供たちに

知って貰う努力も必要。また、すみ続けたいと考える高校生が48%という

のは、4年生の大学がないこと、卒業後の専門知識を生かす働く場が不

足していることが原因と思われる。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・高校生アンケートで地域との関わりについて地域行事の参加が少な

い点への対策。

・地域人教育の拡大。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

31

心と体の健康づくり ○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④各種団体の積極的な活動に感謝。

・医師会を中心として連携をとっていただき、日々感謝。

・各種団体のそれぞれの課題に向き合っていただきたい。

・ism-Linkは、広域連合、もっと言えば三遠南信の連携が出来る医療体

制が理想である。

・その大前提には、それぞれが意識した健康体でいること。そうしなけ

れば、整備事業費は捻出出来難い。その市民意識改革事業推進。

【資料70ページ】
清水

①目標達成は検診率において程遠い、評価は正しい、課題認識は正し

い。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①特定健診の認識が、飯田医師会と一致していない現状を検証され、

医療関係団体やまちづくり委員会等と連携し、健診率向上に取り組ま

れたい。

②成人の歯科検診率が低い現状を認識され、必要性も含めて、普及啓

発をされたい。

③プラス10運動を、スポーツ振興と連携し、普及されたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・高齢化がますます進む中において，疾病予防は市民総健康を目指す

うえでの重点課題に位置づけられる。その中でも歯周病予防・対策を

始めとした口腔ケアの取り組みは健康維持のみならず医療費の支出に

まで大きな影響を及ぼすことが明らかにされていることから，意識啓発

も含め重点的に取り組まれたい。

・家庭での共食の取り組みは，年代層特有の課題と世帯形成上の目標

を織り交ぜた複合的な取り組みを展開されたい。

福沢

・特定健診の受診率について、人間ドック、かかりつけ医での検診を含

めた数値が必要。（医師会の意見も検討が必要）

成果指標の「食事を一緒にしてない」家庭が増えていないのが気にな

る。原因分析を行い、啓発活動をしていきたい。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

後藤

・特定検診の受診率が向上していないのは問題。 ・人間ドックの受診や、かかりつけ医での受診のデータもいただくよう医

療機関に申し入れるべき。

・集団検診ばかりでなく医療機関でも同様な受診が出来るようにすべ

き。

・特定健診の料金を軽減すべき。

中島

・課題認識と方向性は正しい。 ・特定検診の受診率向上への取り組みは継続していただくと同時に、

保健師さんの家庭訪問は家族の健康維持や生活習慣病予防に大きな

効果を上げている。特に禁煙の呼びかけや暴飲暴食の弊害やファース

トフード・外食依存への注意喚起もお願いしたい。合わせて郷土食は健

康維持に有効と考えるので、味噌汁や大豆から出来る食品・発酵食

品・さらには地元野菜の摂取を進めていただきたい。

村松

・目標の達成状況：特定健康診査の受診率低いが評価、課題認識は概

ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・かかりつけ医でおこなっている特定健康診査や人間ドッグは、特定健

康診査の受診者数にいれるシステムの構築。

・歯科検診を定期的に受けられるようにする。

・非正規雇用などの若者層の健康診断が受けられるようにする。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

32

医療の充実 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④各種団体の積極的な活動に感謝。

・医師会を中心として連携をとっていただき、日々感謝。

・各種団体のそれぞれの課題に向き合っていただきたい。

・ism-Linkは、広域連合、もっと言えば三遠南信の連携が出来る医療体

制が理想である。

・その大前提には、それぞれが意識した健康体でいること。そうしなけ

れば、整備事業費は捻出出来難い。その市民意識改革事業推進。

【資料74ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①地域包括ケアシステムを図るため、医療関係団体と密接に連携し、

地域の総力で取り組むシステムを構築されたい。そのために、ism-Link

を医療施設から、介護施設、在宅まで活用されるよう充実されたい。

②県の地域医療構想策定にあたり、病床数の減少ありきでなく、飯田

医師会の意見を尊重されるよう、県に働きかけられたい。

③看護、介護、歯科衛生士、薬剤師不足が明らかとなっている。人材確

保対策に取り組まれたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・地域包括ケアシステムを構築する上で情報連携は関係者の情報共有

を行う上で重要な役割を担う。ism-Linkは診療情報の連携を目的として

出発したが，今後の展開に合わせ早急に全分野における情報連携を

図るためのシステム構築に取り組まれたい。

・病院と開業医（診療所）の役割分担を市民の皆さんへ理解いただくた

めの広報・広聴活動を積極的に展開されたい。

福沢

・ism-Linkなど方向性は良い。 ・ism-Linkが介護の面で使え、タブレット型で具体化できるよう検討され

たい。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

後藤

・概ね目標達成していると思う ・市立病院でも地域包括ケアシステムの取り組みを訪問看護ステーショ

ンの設置などで担うべき。

中島

・課題認識と方向性は評価できる。 ・人財不足は全国的な課題でもあるが地域の課題としても看過できな

い。解決への道を様々な分野(行政含む)と連携しながら見つけていた

だきたい。現在地域包括医療協議会を中心に地域医療を守る取り組み

を行なわれているが、飯伊診療情報連携システム(ism-Link)を推進す

るとともに、ICT情報ネットワークシステム導入の研究と同時に、多職種

が連携した地域ケア会議や勉強会なども二次医療圏として必要ではな

いか。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・市立病院にケア病棟をつくる。

・（出産の増加による職員の増員）

・医療と看護・介護等の情報共有タブレットによる連携をはかる。

・引き続き看護・介護職の確保に取組む。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

33

共に支えあう地域福祉の

推進

○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④ボランティアの登録者数の減少が気になる。

・国全体として、流れは在宅医療・介護。地域の力は絶大であるが、や

はり限度はある。

【資料77ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①地域福祉計画を、医療・介護総合確保推進法と連携させ策定された

い。

②認知症対応施策を充実されたい。

③地域包括支援センターを中学校区に拡大されたい。

④助け合いマップを実効性ある活用をされたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・福祉現場の人財確保は喫緊の課題であるが，労働力提供の対価とな

る労働諸条件が均衡しなければ課題解決には至らない。そのためには

強い経営基盤が求められることから，公的補助に依存せずとも自立経

営ができるようにするための意識改革を進められたい。

・住民支えあいマップの更新地区が増加しているが，有事の際に活用

できるようにするためにも定期的な見直しがなされるようフォローされた

い。

福沢

・地域福祉計画の策定を基本とした方向性は良い。 ・今後、地域でこの計画が根付くよう努められたい。

後藤

・やはり公助が基本にあって共助で福祉を充実させるようにすべき。

中島

・概ね正しい。 ・地域の民生委員やまちづくり委員会及び福祉健康委員と医療機関、

訪問介護機関を含む地域包括ケア推進会議などを立ち上げ、出来れ

ば旧村単位で認知症患者や独居老人世帯・障害を持つ高齢者などを

地域で支える仕組みづくりを考えていただきたい。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

村松

・目標の達成状況：ボランティア登録者数が減っているが評価、課題認

識は概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・ボランティアセンター機能の充実を図る。

・引き続き助け合いマップの実効性ある活用。

・民生委員の負担軽減。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

34

障害者福祉の推進 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④よい。

・切れ目のないサービスの充実と、従事される職員の待遇改善等必

要。

・障がい者も出来る範囲の社会活動の場の拡充が必要。

【資料80ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①障がい者雇用の拡大に、官民あげて取り組まれたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・障害者が生き生きと暮らしていくためには，健常者と同様に「私が必

要と認められている」という意識を持てることが大切である。障害者が

自立した生活を送るためにも，能動的に社会参画できる場の創出につ

いて関係機関が一丸となって検討を進められたい。

・幼少期における療育は重要であり，子ども発達支援センターひまわり

の存在は大きなものがある。しかしながら，療育を必要とする児童数は

年度により増減があるものの，時宜に合わせた対応が求められること

から，ひまわりとの連携強化により幼稚園・保育園においても早期対応

が図られるよう，ノウハウの共有化を推進されたい。

福沢

・国の法律制定に沿って障がい者への理解が深まっていくことが必要。

方向性など良い。

・さらに社会的理解が進むことが必要。

後藤

・概ね目標達成されていると思う。 ・障害児者がさらに社会参加できるよう、「副学籍」の取り組みなど積極

的に支援すべき。

中島

・概ね正しい。 ・第４期飯田市障がい福祉計画を実効ある計画となるよう事業者だけ

でなく地域社会も連携し、障がい者(障がい児)の社会参加に広域全体

で取り組んでいただきたい。
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・子ども発達センターひまわりに通う子どもが増加傾向にあるが、施設

や職員は足りているか？

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

35

高齢者福祉の推進 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④よい。

・民業の充実により、特養の待機者は減なったが、今後2025年問題に

対応できるよう、共に協力し向かいたい。

・高齢者でも年齢に関係なく、適応できる範囲で活躍できる場つくりの

提供が必要。

【資料84ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①介護保険制度が変更になる中、市民・事業者の理解と普及啓発に取

り組まれたい。

②地域福祉計画を、医療・介護総合確保推進法と連携させ策定された

い。

③認知症対応施策を充実されたい。

④地域包括支援センターを中学校区に拡大されたい。

【事務事業】

地域包括支援センター運営

事業

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・地域で見守りを行うためには，住民一人ひとりが地域のことに関心を

持っていなければ成り立たない。地域コミュニティーの課題（組合加入

促進）とも歩調を合わせ，より現実的な方策を見出せるよう横の連携強

化を図られたい。

・地域包括ケアシステムの構築にあたっては，病院やかかりつけ医の

役割，在宅医療・在宅介護等について市民への意識啓発を強力に推

進されたい。

・介護保険の負担軽減を進めるためにも，高齢者の予防介護事業（ほ

いほい呼ぼう教室）は重要であることから積極的に推進されたい。（１

クール　→　３クールへの見直し）

福沢

・５年間のスパンで見ると「安心して暮らせる」「いきいきと暮らせる」と

感じる市民は横ばいといえる。「あまり進まなかった」と評価するのが適

当ではないか。

・２０２５年問題に対応する方向性はよいか。在宅医療、在宅介護の方

向性は飯田でどうか。十分な論議が必要。

後藤

・高齢化率の上昇とともに非常に重要になってきていると感じている。

自助共助の前に分厚い公助の高齢者福祉体制を望む。その上で共助

によって公助の隙間を埋めるようにすべき。
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・概ね正しい。 ・支援を必要とする高齢者及びその世帯は増えている。高齢者の在宅

医療、在宅生活など施設介護とあわせての地域ケア会議を設置してい

ただき、市町村はもとより医師会、歯科医師会、看護師・介護士、社会

福祉関係者など多様な主体が関係する中で、この地域に合った地域包

括ケアシステムの構築に取り組まれたい。

村松

・目標の達成状況：安心して暮らせる高齢者の割合が２４年度より低く

なっている。また、いきいき暮らせている高齢者の割合が２４年度と同じ

で増加していない。

・課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・地域包括ケアシステムの構築。

・はつらつ介護予防事業に男性が参加しやすい工夫。

・認知症カフェの増設。

委員会意見集約
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 28議会行政評価ステップ3



平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

36

生活困難者の自立及び

支援

新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④よい。

・誰しも好き好んで生活困難になるわけではないが、生活困難にならな

いための前段を身に着けたい。

・進んで地域コミュニティーに参加し、自立の糸口を見つけられる支え

の充実。

・特に子どもへの貧困の連鎖が生じないよう、支援を。

【資料88ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①就労支援まで、きめ細かな支援体制に取り組まれたい。

②子供の貧困対策に、県と連携をする中で、支援されたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・生活保護から自立できるようにするための取組みは，本人の意思（自

立しようとする意欲）が大きく左右するため，成果指標の自立した人数

の増減に惑わされず，一人でも多くの方が自立できるよう、まいさぽ飯

田やハローワークと連携を図り，引き続き支援に取り組まれたい。

・子どもの貧困対策のうち，食に関する部分は身体の成長に大きくかか

わることから特に重点をおくべきであり，特に長期休業期間（夏休み・春

休み等）における支援のあり方について調査研究を進められたい。ま

た，長野県が策定した「県子どもの貧困対策推進計画」による取り組み

について，飯田市として協働できる部分については県と連携を図り取り

組まれたい。

福沢

・生活保護の方が当初考えていたより増えていることを重く受け止めた

い。方向性は良いと思う。

「マイサポ」の充実など必要かと考える。生活困難者の把握など庁内の

連携を深められたい。

後藤

・子どもの貧困対策を積極的に取り組まれたい。例えば、学習支援や

歯科治療等健康対策等。

・生活保護者の５割以上は６５歳以上になっている。就労支援も必要だ

が、生活保護者の高齢者の生活支援も必要では。

中島

・概ね正しい。 ・年々生活保護を受ける年齢・就労・家族構成など様々な問題を持ちな

がらの受給者が微増しているようである。日本全体から俯瞰してみれ

ば人口から見る受給率は多くはないが、生活困窮者自立支援法に基

づく支援策を推進していただくよう、関係機関が連携し、働ける方は就

労の機会、働けない方はどこまでの支援が可能か検討していただきた

い。
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業の導入。

・福祉企業センターの利用者の賃金を上げる取り組み。

委員会意見集約
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

37

子どもを産み育て

やすい環境の充実

○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④各種団体の積極的な活動に感謝。

・民間ならではの家族的・家庭的環境の病院が休業となった。あの雰囲

気やお世話になった当時の回顧を考えれば、やはり必要な病院であ

る。行政がどこまでカバーできるか、数値的問題ばかりではなく、心的

配慮も支えられると嬉しい。

【資料92ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①公立保育園の未満児保育の拠点を拡大されたい。

②病児病後児保育の負担を軽減されたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・「地域の子どもは地域で育てる」という意識を更に高めることにより，

子供を産み育てやすい環境の一側面につながっていくことから，地域

（公民館）を始めとする横の連携を一層充実されたい。

・安心して妊娠・出産・子育てができるよう，医療機関を始めとする関係

機関と連携を図り切れ目のない支援体制を継続願いたい。特に産婦人

科医・小児科医の継続的な確保に努められたい。

福沢

・評価、方向性、課題認識など良い。 ・こどもと地域とのかかわりが広まっていくことが必要。

後藤

・概ね目標達成していると思う。 ・産科医不足になる懸念がある。今から対策をされたい。

中島

・課題認識と方向性は正しい。 ・子ども家庭応援センター(ゆいキッズ)設置など大いに評価したい。働

きながら子育てが出来る環境整備に向けた取り組みに期待したい。(幼

保小中)
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・当市の合計特殊出生率が全国的にも県下でもトップクラスや保育料

軽減率県下１９市でトップレベルであることを広く周知する。

・幼保の運動場の芝生化の検討。

・改正発達障害者支援法に則り関係機関が連携しきれ目ない対応を行

う。

委員会意見集約
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

61

地域資産の発見・資産化 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④各種団体の積極的な活動に感謝。

・リニア時代だからこそ地元の資源を知らなければオモテナシは出来な

い。

・次世代の活動を支援できる環境整備が必要。

・いくら国指定、ユネスコ、肩書きがビッグになっても気が無ければ意味

がありません。情報の発信の仕方や、発信者の力量により、市民への

浸透度は大きく変わります。

・次世代指導者の育成。

【資料133ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は適格・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①伊那谷研究団体の高齢化による会員確保は喫緊の課題である。そ

のためには、飯田下伊那教育関係者と連携し、市民協働で、担い手の

育成をされたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・地域資源の発見・資産化を担う人財の減少は，今後の活動において

大きな影響を及ぼすことが懸念されることから，県内外の高等教育機

関とも連携を密にとり，人財確保に向けた取り組みを強化されたい。

福沢

・評価、方向性、課題認識など良い。 ・こうした地域資産を引き継いでいくことが必要。

後藤

・この地域には公民館活動通じ地域を学習する伝統がある。 ・これをさらに発展させるよう住民の取り組みを支援されたい。

中島

・課題認識と方向性は評価できる。 ・橋北まるごと博物館構想の取り組みや恒川官衙遺跡国史跡指定など

は特質される取り組みであり、今後資産化し地域づくりにつなげていく

か偏に地元住民の情熱にかかっている。遠山地区の持つ伝統文化や

暮らしも三遠南信道開通に向けてどう資産化していくか方向性を構成し

て行く時期に来ている。ポテンシャルは非常に高い。
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

村松

・目標の達成状況：成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・国史跡追加指定となった、飯田古墳群の認知度を高める。

委員会意見集約
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

63

地域資産の保存・継承 ○ 新井

①達成され、評価・認識は正しい。

②事務事業の組み立ての方向性、正しい。

③貢献されている。

④各種団体の積極的な活動に感謝。

・リニア時代だからこそ地元の資源を知らなければオモテナシは出来な

い。

・次世代の活動を支援できる環境整備が必要。

・いくら国指定、ユネスコ、肩書きがビッグになっても気が無ければ意味

がありません。情報の発信の仕方や、発信者の力量により、市民への

浸透度は大きく変わります。

・次世代指導者の育成。

【資料136ページ】
清水

①目標達成は正しい・評価は正しい・課題認識は正しい。

②事務事業の方向は正しい。

③上位政策の貢献度は大きい。

①国指定の史跡を保存継承し、活用を図るため、リニア時代に対応し

た、2000年浪漫の里構想実現に、市民協働で取り組まれたい。

竹村

【目標の達成度】一定の成果を上げている

【課題認識・評価】概ね正しい

【事務事業の組み立ての方向性】概ね正しい

【上位政策実現への貢献度】概ね貢献している

・保存・継承を行う上で重要なことは，地域住民一人ひとりが地域資産

の価値に気づくことである。私たちには「当たり前」のものでも周りから

見れば「価値のあるもの」ということが多くある。地域外の方から寄せら

れる貴重な声をもとに，公民館を中心に「価値の再発見」につなげる講

座の開催等に積極的に取り組まれたい。

・幼少期から地域資産に触れることは重要なことであり，ふるさと意識

の醸成などにもつながっていく。授業の中で地域資産に触れることがで

きる機会を更に設けられたい。

福沢

・評価、方向性、課題認識など良い。 ・高齢化、少子化が進む中、地域資産の継承、活用が求められている。

後藤

・この地域には公民館活動通じ地域を学習する伝統がある。 ・美博、歴研、生涯学習と情報交換しながら連携し、それぞれの長所を

生かして取り組むことが飯田の文化財などの保存継承や市民に伝える

ことがさらに進むと思う。
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平成28年度　行政評価　施策　個別評価　取りまとめ表

平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1

27年度の施策の方向について

 ・目標の達成状況、評価、課題認識は正しいか

 ・事務事業の組み立ての方向性は正しいか

 ・上位政策実現への貢献度は

※４年間の検証含む

当該施策に係る提言

重

点

施

策

委員名

No

施策名

中島

・課題認識と方向性は評価できる。 ・守るべきもの、育てていくもの、整備していくものをしっかりと共通認識

として持つべき。そのうえで将来資産として世の中に通用する建築なり

まちづくりなり、技術なりを精査し峻別して将来構想を立てるときと考え

る。例えば今後建て替える小中学校は全て地元木材で木造建築とする

など。

村松

・目標の達成状況：一定の成果を上げている。

・評価、課題認識：概ね正しい。

・事務事業の組み立ての方向性：概ね正しい。

・上位政策実現への貢献度は一定程度あった。

・国史跡の恒川官衙遺跡等地域一体の保存活用には専門の人材が必

用である。

委員会意見集約
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平成28年度　行政評価　事務事業個別評価  取りまとめ表
平成28年８月２日　社会文教委員会協議会　資料No.1－２

拡大 やり方改善 現状維持 縮小 廃止

1

情報通信技術活用教育推進

事業

新井 ○

【施策22・資料１ページ】

清水 ○

竹村 ○

福沢 ○

後藤 ○

中島 ○

村松 ○

3 1 3 0 0

・ICT教育の目指す方向や、今後の進め方について、方向性を示さ

れたい。

・ＩＣＴを有効機能させるためには教える側の活用技術に左右され

る。本格導入までに教える側の技術力向上を行うべきである。

・ICTを活用拡大について検討していくこと。

・ネットトラブル対策を小学高学年くらいまで充実させる。

番号

事務事業の方向性

事務事業名 議員名

委員会集約/方向性集計

付帯意見

方向性選択の根拠・意見

・ITC環境を整備し新学習指導要領の重点課題である、解る授業と

扱える技術を習得することは時代の趨勢と考えられるので、教える

側への支援も合わせて推進されたい。

・児童・生徒がネットトラブルに巻き込まれないための対策の強化。

・新時代に向けた取り組みは急務。指導者教育と併せ、成長の早

い子どもたちに遅れを取らせてはいけない。また、家庭環境格差解

消の為にも教育環境の充実を願う。

1/3



拡大 やり方改善 現状維持 縮小 廃止

番号

事務事業の方向性

事務事業名 議員名 方向性選択の根拠・意見

2

社会体育施設大規模改修事

業

新井 ○

【施策26・資料４ページ】

清水 ○

竹村 ○

福沢 ○

後藤 ○

中島 ○

村松 ○

4 2 1 0 0

委員会集約/方向性集計

付帯意見

・各種団体が一丸となり整備を望んでいる。また、芝生に関しては、

維持管理にも言及している。ただ、広く市民理解と考えると幼児

期、認定子ども園等から展開はいかがか。

また、国際基準の施設整備もリニア開通に向け準備は必要と考え

る。

・公共施設マネージメント事業の検討が進められる中、リニア時代

に交流人口増加を図るための、施設整備を検討されたい。

・公共施設マネジメントの方針も大事だが，将来残す方向性にある

施設は財源に裕度があるうちに改修を進めるべきである。

・トップアスリートを呼べる環境が必要。

・多くの住民がスポーツに親しめるよう現在あるものは存続してい

けるよう改修しながら維持していく。

・市が大規模改修とする施設改修と、市民ニーズや競技団体の

ニーズにズレがある。公共施設のマネージメントによる統廃合も視

野に入れながら施設のレベルアップを図られたい。

・予算を付けて要望の高い大規模改修に取組む。
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拡大 やり方改善 現状維持 縮小 廃止

番号

事務事業の方向性

事務事業名 議員名 方向性選択の根拠・意見

3

地域包括支援センター運営

事業

新井 ○

【施策35・資料８ページ】

清水 ○

竹村 ○

福沢 ○

後藤 ○

中島 ○

村松 ○

7 0 0 0 0

・職員の充実と資質向上のための研修。

・設置箇所を段階的に増やしていく。

・市民へのセンター機能の周知啓発を図る。

委員会集約/方向性集計

付帯意見

・医師会を中心として良きモデル化が進んでいる。南信州広域連合

と併せさらなる充実を各種専門分野の声を反映し、国・県と連携し、

拡充を願う。

・地域包括支援センターを中学校区に拡大し、地域包括ケアシステ

ムの拠点となり得るセンター機能を検討されたい。

・今後ますます重要な位置づけとなる地域包括支援センターを運営

していくためにも，必要な人財・施設・財源を投入すべきである。

・今後の医療、介護を考えるとセンターの充実、拡大が必要。

・できるだけ急いでセンター数を７カ所にする。

・場所も寄り付きやすいところにする。

・地域ケア会議などの包括ケアシステム関連は、職員が交代しても

途切れることがないよう、主体を長寿支援課に移行した方が良いと

思う。あるいは長寿支援課も加わって取り組む。

・本当に頼りになる存在だと思う。28年度からは介護予防・生活支

援サービス事業が導入され、今まで以上に身近で頼りになる支援

センターとして運営していただきたい。
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【　社会文教　】委員会

委員会所管のテーマ

体育施設のあり方と活用について

－市民の健康増進と将来を担う子どもたちのために－

テーマに係る課題

（背景）

１　南信州広域連合が策定した「南信州広域連合広域計画書（第４次広

域計画）」では、リニア中央新幹線開業に向けて望まれるインフラ整備とし

て、「スポーツ施設」が掲げられていて、「スポーツの国際的大会の招致や

一流のアスリートを始めとして様々な人々が集う合宿地をめざす」としてい

る。

２　公益財団法人飯田市体育協会が策定した「飯田市スポーツ振興ビジョ

ン」では、ビジョンの柱の一つとして、スポーツ施設環境の向上をうたい、

「複合文化施設の建設」、「南信州地域内のスポーツ施設の相互利用」を

方向性としている。

３　飯田サッカー協会では、「サッカー専用グラウンドの建設」との要望が、

統合型地域スポーツクラブNPO法人南信州クラブ、飯田ラグビーフット

ボール協会からは、「ア世界標準であるグラウンドの芝生化、イ平成39年

開催の国体が開催できる競技施設（芝生グラウンド２面）の構築、ウ保育

園・幼稚園の園庭芝生化」との要望がある。

４　27年度の議会報告会において「若者の定住や移住者を増やすには、

この地域の自然と健康を売りにする。そのためには、スポーツが大切。こ

の地域には、施設が不足している。総合型（一箇所で様々なスポーツや

交流ができる）大型施設が必要である」「飯田市には県レベルのスポーツ

大会が開催できる施設が整備しておらず、とても残念だ。リニアが止まる

市なので、それにふさわしい施設、若者が残りたくなるような施設を作って

欲しい」との意見もあった。

５　学校の校庭や保育園の園庭等の芝生化をとの声もある。

６　人口減少に向かっていく中で、維持管理を考えていくと多くの施設を

抱える状況ではなくなってきている。しかも、現施設の老朽化への対応等

も必要となってきている。

意見交換会で話し合

いたい点

１　飯田市内にどこにどのような体育施設（グラウンド、体育館等）があるか

知っていますか。

２　今、体育施設が不足していると思いますか。

３　県レベルのスポーツ大会、国際的大会が開催できるような、体育施設

は必要だと思いますか。

４　人口が少なくなってくる中で、今ある体育施設以上に体育施設は必要

だと思いますか。

５　仮に学校の校庭や保育園の園庭を芝生化した場合、地域やＰＴＡの

皆さんが、維持管理や車の乗り入れ等使用制限に協力していただけます

か。

当日配布資料：体育施設、小・中学校及び保育園等の一覧表

その他：体育協会等に出席を呼びかける

28年度
28年度28年度
28年度議会報告会の意見交換会に係るテーマについて(素案）


