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令和2年度事務事業評価結果において「B:見直し」と評価した事業のうち、令和4年度当初予算や事業内容へ評価結果を反映したものを抜粋しています。※事業名の欄が黄色くなっているものは外部評価対象事業です。

見直しの方策 具体的内容・事業展望

7
放課後児童クラブ運
営事業

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の
児童等に対し、下校時から夕方まで適切な遊びや
生活の場を提供して、児童の健全な育成を支援す
ることを目的に児童クラブを開設

教育総務課
青少年係 B 見直し継続 拡充

・利用児童数や、発達障害など集団生活になじめない児童の増加に対応していくため
に、指導力のある指導員の確保に努める。
・指導員同士やクラブ間で意見交換や情報共有を行なったり、先任指導員が後任指
導員を育成する体制を構築するなどし、指導員の資質向上と児童の支援拡充につな
げたい。
・全学年受け入れから６年が経過し、各クラブの利用傾向と課題を踏まえ、クラブ環境
の整備、暑さ対策、安全対策等を計画的に行う必要がある。特に、上諏訪小児童クラ
ブ、中洲小児童クラブについては、優先して取り組んで行く。

70,559 97,179 26,620

・中洲小児童クラブ専用棟の運営

11
新婚新生活住まいる
補助金
（一般事業費）

　婚姻を希望する者に対して婚姻後の新生活に必
要な経費を支援する。

地域戦略・
男女共同参

画課
地域支援係

B 見直し継続 拡充

昨年に引き続き本年度も当初見込みを上回る申請があった。今後も需要が見込まれ
るため、予算的な拡大を含め継続していくことが妥当と考える。また、現在ある年齢制
限や所得制限について、拡張することが可能か合わせて検討することも求められると
考える。

3,196 6,900 3,704

・新婚世帯の負担軽減と子育て世代の
転入増加を図るため、補助上限額に達
するまで補助金を支給する。
・申請件数増加を踏まえ、全体の予算
額を増額する。

16
障がい者自立支援セ
ンター運営事業

障がいのある方、及びその家族や関係者の相談に
応じ、福祉サービスの利用、社会資源の活用など
を進め、その人らしい暮らしが送れるように支援す
る。センターの運営は指定管理者に委託している。

社会福祉課
障がい福祉

係
B 見直し継続 拡充

○現状
　・諏訪圏域における基幹相談支援センターとしての役割の一層の強化が求められて
いる。
　・相談内容が複雑化・多様し、あわせて困難ケースや緊急ケースが増え、職員の固
定化及び専門化が求められている。
　・職員の固定化及び専門化には、職員の待遇改善が必要。
○今後の方向性
　・諏訪圏域６市町村の担当係長において、令和３年度からの５年間の委託料漸増で
合意。令和３年度予算においては引き上げを実現。
　・センターに対しても委託料の増に見合った一層の機能強化を求めていく。
　・センターの評価については、６市町村係長等で構成するの行政連絡会及び諏訪地
域障がい福祉自立支援協議会において行う。

42,015 43,915 1,900

・予算の増額により職員の待遇改善を
図り、職員の固定化と専門家を強化し
た。

17
障がい者相談支援給
付事業

障がい福祉サービス利用者全員に、対象者の希望
を聞き、必要なサービスを組み立てたサービス利用
計画を立てる。

社会福祉課
障がい福祉

係
B 見直し継続 拡充

・サービス利用者全員にサービス等利用計画を作成することにより、生活の課題、支
援の必要性が見えてきている。
・H30年度から諏訪圏域で地域生活支援拠点の整備が実施され、障がい者を地域で
支援していく体制が強化される。
・適切なサービス利用計画の作成のため、基幹相談支援センター及び主任相談支援
専門員の役割の強化を図る。 25,103 30,393 5,290

・予算を増額し、引き続きサービス利用
者全員にサービス等利用計画を作成す
る。

19
障がい者訓練等サー
ビス給付事業

身体的または社会的なリハビリテーションや就労に
つながる支援を行う、障がい福祉サービス

社会福祉課
障がい福祉

係
B 見直し継続 拡充

・相談支援専門員が本人、家族の希望する生活を聞き取り、サービス等利用計画に
基づきサービス利用決定していく。事業所の見学、体験を通して、利用者に合った事
業所を選択し、長く利用できるように支援していく。
・圏域内に就労継続支援事業所の新設が続いているため、それに合わせて利用者及
び市町村給付費も増加している。そのため、予算規模も年々拡充傾向である。

353,106 400,988 47,882

・予算を増額し、就労支援や共同生活援
助等の利用増に対応している。
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20
障がい者介護サービ
ス給付事業

障害支援区分が一定以上の人に、生活上または療
養上の必要な介護を行う障がい福祉サービス

社会福祉課
障がい福祉

係
B 見直し継続 拡充

特に生活介護については、事業所の定員の枠では充足しているが、強度行動障害を
はじめとする重度障害者の受け入れが難航する事例が生じている。ミスマッチの解消
のために強度行動障害に対応した人材の育成が諏訪圏域全体で必要であり、自立
支援協議会と連携して対応していく。

384,076 399,335 15,259

・予算を増額し、特に生活介護の利用増
に対応している。

23 高齢者生活支援事業
高齢者の自立支援や生活支援のためのサービス
等を提供

高齢者福祉
課

高齢者福祉
係

B 見直し継続 手段改善

本事業と介護予防・日常生活総合支援事業の整合を図りつつ、高齢者の自立及び在
宅生活の支援に資するよう効率的に実施する。
安心カードについて、実際に活用する諏訪広域消防署や諏訪赤十字病院等の医療
機関からの要望を取り入れ、記載内容を一部変更するとともに安心シート活用の流れ
等も見直し、より一層活用・運用しやすいものに改善する。

4,573 12,416 7,843

・安心カード記載内容について、医療機
関専門職や消防署からの意見・要望を
取り入れ、より活用・認知しやすい様式
に改定。また。民生委員→高齢者→消
防→病院→家族・ＣＭというフローを明
確化し、関係機関へ周知を行った。今年
度は、諏訪広域で効果的に活用できる
方法を模索していく。

24
介護予防・日常生活
支援総合事業

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実
施、また、高齢者に介護予防プログラム（介護予防
教室等）に参加してもらうことにより要介護状態にな
ることを予防するとともに、一人ひとりの生きがいや
自己実現のための取組を支援し、活動的で生きが
いのある生活ができるようにする。

高齢者福祉
課

高齢者福祉
係

B 見直し継続 手段改善

・高齢者の自立支援に資するケアプラン作成により、介護予防の意識向上を図る。
・今後は、住民主体の「通いの場」の構築支援を強化する。あわせて、認知症予防教
室や理学療法士等専門職による介護職員等への介護予防に関する技術的助言や意
識啓発を行い、自立支援体制を強化する。

43,782 44,563 781

・コロナ禍による活動自粛により高齢者
のフレイル化が懸念されるなか、介護予
防教室の実施がより重要となっている
が、教室開催もコロナ感染レベルの上
昇により中止となることが予想されるた
め、集合形式の教室以外に、自宅での
運動・栄養改善を３ヶ月指導する新たな
教室を導入。

25 包括的支援事業

高齢者の様々な相談や権利擁護に対する支援。
関係機関とのネットワークを構築し、相談内容に
よって適切に関係機関に繋ぎ総合的な支援を実施
する。

高齢者福祉
課

高齢者福祉
係

B 見直し継続 拡充

高齢者への相談対応は本人の拒絶反応や認知機能の低下等もあり、信頼関係の構
築に多大な時間を要す。解決には専門的な知識を持った多様な人材が不可欠だが、
当市の地域包括支援センターは国の基準による専門職を確保できない状態が続いて
いる。専門職の配置を増員することにより早期対応が可能となり、結果的に問題終結
までの時間を短縮することも可能となる。
また、Ｈ29.4に設置した「ライフドアすわ」と協働することにより、医療・介護・生活支援
に関する各機関との連携強化を図っていく。

43,782 44,563 781

・ライフドアすわへ医療・介護連携、生活
支援体制整備などの事業を継続委託
し、市医師会と連携した支援体制を構
築。

26 任意事業

○高齢者を介護している家族に対して、介護方法
等の知識・技術の習得と知識の普及、交流会の開
催。また、慰労金の支給やおむつ等の介護用品に
かかる費用の助成
○高齢者の食の自立支援事業

高齢者福祉
課

高齢者福祉
係

B 見直し継続 手段改善

国の地域支援事業実施要綱の改正により、介護者慰労金については対象の限定化
（介護サービスを利用していない中重度の要介護者）、介護用品については、近い将
来地域支援事業の対象から除外する方針が示されている。令和元年度から介護慰労
金を一般財源化し、令和2年度は半額支給とした。今後も対象者の見直しを含めた事
業の再構築が必要。

19,728 19,278 -450

・介護者慰労金について、長野県内の
市の実施状況を調査し、諏訪広域6市町
村と連携協議して、見直しを検討する予
定。

28
介護保険認定調査等
事業

介護保険の認定申請受付、介護保険認定訪問調
査、主治医への意見書依頼、諏訪広域連合の介護
認定審査会への審査依頼
介護保険事業に係る諏訪広域連合との緊密な協
議と連携

高齢者福祉
課

介護保険係
B 見直し継続 手段改善

　後期高齢者人口の増加により、要介護認定者の一層の増加が見込まれる中、申請
受付から調査票の処理までの事務の効率化が求められる。諏訪広域連合で同一の
システムを利用していることから、広域連合との調整を図りながら、実現可能な事務
の効率化から導入し、認定調査に係る負担削減につなげたい。
　認定調査予約支援システムについては、利用事業者から必要性の有無を聞き取
り、将来的には廃止の方向で進め、委託料の削減につなげたい。 51,293 63,755 12,462

・認定調査予約支援システムの使用状
況や事務効率を検討した結果、システ
ムの利用を終了し、委託料を皆減とし
た。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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30 特定健康診査等事業

40歳から74歳の諏訪市国民健康保険被保険者を
対象とした健康診査及び保健指導事業を実施。糖
尿病や脂質異常症、脳卒中などの生活習慣病の
発症や重症化を予防することを目的として、メタボ
リックシンドロームに着目し、この該当者及び予備
群を減少させるため、健康診査により保健指導を
必要とする者を抽出し、保健指導を行なうことによ
り生活習慣改善を支援する。

市民課
国保医療係 B 見直し継続 拡充

・国民健康保険の健全な経営維持のためには、医療費適正化は喫緊の課題であり、
その足掛かりとなる特定健診受診を増やすための取組みとして、健診期間の延長及
び休日等の集団健診を実施する。
・個人における生活習慣病の予防・重症化予防を図るためには、対象者の受診意識
への働き掛けや受診行動につながる取り組みが必要と考え、健診期間中に受診でき
なかった者に対して新型コロナウイルスの感染拡大状況に配慮しながら、秋の特定
健診への受診勧奨を行う。 30,003 39,764 9,761

・国が示す目標には届かないものの、県
内19市における受診率はトップクラスを
誇っている。生活習慣病・重症化予防を
図るため、受診率の低い若年世代に積
極的な受診勧奨を行い、受診率向上に
向けた取り組みに努める。
・コロナ禍における密を避けた上での受
診機会確保のため、医師会協力のもと
健診期間8週→17週延長を継続する。
・近隣市町村の状況も鑑み、個人負担
無料を継続した上で必要な受診者数分
の予算を確保した。

31 後期高齢者保健事業
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、75
歳以上の者の健康診査を実施

健康推進課
健康予防係 B 見直し継続 拡充

・後期高齢者については、生活習慣の改善が困難な場合も多く、QOLの確保及び本
人の残存能力をできるだけ落とさない介護予防やフレイル予防が必要なことから、保
健事業と介護予防を一体的に実施することにより、国民健康保険事業である特定健
診及び特定保健指導から切れ目のない保健事業を実施する。
・後期高齢者健診の継続実施し、対象者を基準をもって抽出の上、高齢者福祉事業
である介護予防事業と連携して後期高齢者に対する保健指導を実施する。 32,826 41,400 8,574

・特定健康診査と同時に実施する後期
高齢者健診について、コロナ禍における
密を避けた上での受診機会確保のた
め、医師会協力のもと健診期間を8週→
17週に延長する。
・保健事業と介護予防の一体的実施推
進のため、後期高齢者医療の調整交付
金を活用し、専任保健師を配置する。

34
生活困窮者自立支援
事業

　生活保護に至る前の第２の社会保障セーフティー
ネットとして行う、生活困窮者自立支援法（H27.4月
施行）に基づく事業。諏訪市では社会福祉課内に
「まいさぽ諏訪市」を相談窓口として設置し、生活困
窮者の自立に向けた支援を行っている。

社会福祉課
生活福祉係 B 見直し継続 拡充

平成30年10月に生活困窮者自立支援制度が見直され、事業を組み合わせてより効
果的な取り組みを展開するほか、貧困の連鎖を断つための将来へ目を向けた事業と
して、「子どもの学習・生活支援事業」を新たに実施した。貧困家庭の子どもを支援す
るとともに、その背景となる保護者の相談支援につなげていくことで、貧困家庭全体
の自立支援を行うことができる。
また、令和3年度より「まいさぽ諏訪」の運営を社会福祉協議会へ委託することによ
り、専門的な知識を必要とする相談員の確保や人材の育成が期待される。事務室に
ついては、引き続き市役所庁舎内におくことで福祉事務所や庁内関係各所との継続
的な連携体制は保持される。

18,368 31,432 13,064

・「まいさぽ諏訪市」の運営を引き続き諏
訪市社会福祉協議会へ委託する。まい
さぽ職員4名中2名を社協正規職員と
し、社協正規職員を1名増員することで、
支援体制の強化を図った。

40
不妊・不育治療費助
成事業

不妊治療及び不育治療を行っている夫婦に対し、
その医療費等の一部（本人負担額の1/2、上限10
万円）を補助するもの。

健康推進課
健康支援係 B 見直し継続 手段改善

国は、2022年から不妊治療を保険適用にする方向で調整を進めている。保険適用の
内容により、市の補助制度の見直しを図る必要が出てくる。

3,341 4,875 1,534

・現在、保険適用となる不妊治療の範囲
を確認しながら市の補助制度の見直し
について検討を行っている。
・過去の助成実績を踏まえ、妊娠を望む
人への支援が必要な予算を確保した。

49 水質浄化対策事業

①市管理の諏訪湖流入河川について、定例水質測
定（諏訪湖水質保全計画による）、緊急水質測定
（公害発生時等）を実施。
②諏訪湖などをテーマにした環境教育を実施。

環境課
環境保全係 B 見直し継続 拡充

・水質検査業務については、現状のまま継続していく。
・環境紙芝居については、職員が各園に出向いて読み聞かせをすることに加えて、令
和3年度に新たに紙芝居をセットで購入して各保育園に配布し、保育士による読み聞
かせをいつでもできるようにする。職員が各園に出向くことは、園児にとって刺激とな
り紙芝居の効果も高いが、実施できる回数に限度があるため、それを補う形で各園で
保育士による読み聞かせを行う。 570 478 -92

・令和3年度中に紙芝居セットを購入し、
市内全公立保育園に配布済みであり、
令和4年度からは今まで通りの職員によ
る読み聞かせに加えて、各園で保育士
による読み聞かせも行ってもらう。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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50 諏訪湖環境保全事業

・諏訪湖では水質浄化に加え、ヒシの繁茂、低層の
貧酸素などの新たな問題が生じている。長野県が
管理する諏訪湖の環境保全に諏訪市も連携して取
り組み、ヒシ除去と浮遊ごみ回収を行う。

環境課
環境保全係 B 見直し継続 拡充

・諏訪湖の環境には、流域の様々な要因が複雑に関連しており、流域、生態系等の
県レベルの大きな枠組みの中で捉える必要がある。個々の活動の成果に即効性は
期待できず、一朝一夕での評価にはそぐわないため、引続き、地道ながらも市独自の
活動を継続するとともに、管理者である長野県が主導する諏訪湖創生ビジョン推進会
議の方向性に沿って協力していく。第７期水質保全計画、諏訪湖創生ビジョンに加
え、（仮称）諏訪湖環境研究センターの設置も進められているため、引き続き関係機
関と情報共有しながら、連携して取り組んでいく。
・令和元年度外部評価結果を受け、長野県、流域自治体とその住民、市内の保育園
児と小中学生、圏内の高校生と大学生などへの情報発信と参加促進を強化していく
必要がある。
・令和3年度については、引き続き新型コロナの影響により例年通りの活動を行うこと
は難しいと思われるため、一時的には一般ボランティアを募集しないなど規模を縮小
しつつ実施する方策を検討するが、長期的には前述の対象者に広く参加いただき、
諏訪湖環境保全の機運を高めていく。

102 552 450

・令和3年度に引き続き、情報発信と参
加促進のためのチラシ作成費用を計
上。
・ヒシ除去や浮遊ごみ回収作業において
は、民間と協力して楽しみながら参加で
きるような作業を実施予定。

52 地球温暖化対策事業

・温室効果ガスの排出量を抑制して地球温暖化対
策を推進するため、再生可能エネルギーの利活用
や省エネルギーの啓発並びに再生可能エネルギー
利用システム導入に対する補助を実施する。
※令和2年度から、再生可能エネルギー活用事業
と再生可能エネルギー等導入設置補助事業を統
合。

環境課
環境保全係 B 見直し継続 手段改善

・令和3年度に、地球温暖化対策実行計画を環境基本計画に統合し、改定作業を行
う。国や長野県では、2050ゼロカーボンに向けた施策を次々と打ち出している。特に
長野県の脱炭素に向けた動きは、全国に先駆けて始まっており、県内各市町村も県
と同調し、脱炭素の波に乗り遅れないようにしなくてはならない。新たな環境基本計画
では、国や県の方針や施策と整合性のある施策を打ち出すとともに、市町村レベルで
も取り組める独自の施策を検討して取り入れる。
・補助については、利用実績が0であったことを受け止め、もっと魅力と実効性のある
補助メニューにリニューアルする必要があると考える。
・講演会等による普及については、難しい講演会をやっても一般の市民はほとんど興
味を示さないため、子供も楽しく参加できるようなワークショップ的な催しを実施した
い。

9 1,300 1,291

・従来の地中熱利用システムに加え、現
在のニーズに合った新たな補助メニュー
として定置型蓄電池システムを追加し、
一般家庭における再生可能エネルギー
の有効活用を後押しする。

54
ものづくり教育奨励・
理科振興事業

・企業・行政・教育の３者が協力し一体となり「地域
密着型ものづくり講座」を連携して推進。「相手意識
に立つものづくり科」授業では子どもたちが使う人
のことを考えて製作し、家庭や地域で対話して考え
る事を通じて思いやりや助け合いの心を身につけ
る。
・セイコーエプソン顧問の中村恒也氏の寄附金によ
る「ものづくり教育奨励基金」を活用して事業を実
施。
・ 郷土諏訪の「ひと・もの・こと」を題材とした、地域
に根差した郷土学習である「ふるさと学習」を推進
する。

教育総務課
教育企画係 B 見直し継続 手段改善

　諏訪地域の「ものづくり精神」を生かした「諏訪版キャリア教育」の推進、ふるさと諏
訪を愛し郷土の姿を誇りに思い、広く世界を視野に生涯にわたって学び続けるための
素地を作るための「諏訪版ふるさと学習」を今後も推進する。
　今年度はコロナ禍の影響により、地元企業と協力して「ものづくり」を学ぶ「地域密着
型ものづくり講座」及び、ものづくり教育で児童生徒が制作した作品を販売する「チャ
レンジショップ」が中止に追い込まれた。新型コロナウィルスの影響が続くと想定され
るなか、違った形での取り組みを検討する必要がある。 8,007 7,682 -325

・ものづくり教育で児童生徒が制作した
作品を販売する「チャレンジショップ」に
ついては残念ながら中止となったが、市
役所ロビー展により作品披露の企画を
行い多くの市民の皆様にものづくり教育
を周知する機会が提供できた。

57
児童生徒学習支援事
業

　通常学級に在籍している児童生徒の中で、授業
についていけない、落ち着いて学習ができない子ど
もに対して学習面で支援を行う学習支援員と、発達
障がいなど様々な障がいを抱える子に自律的な生
活習慣の定着を図るための支援として自立生活支
援員を各小中学校に配置し、児童生徒へのきめ細
かな教育支援の充実を図る。

教育総務課
学務係 B 見直し継続 拡充

　発達障がい等を含む様々な障がいを抱える児童生徒や、学校不適応など校内での
支援が必要な児童生徒数は増加している。また、障がい者差別解消法で求められる
合理的配慮の提供要員として支援員の必要性がうたわれ、学校現場や保護者からの
配置要望も年々高まっている。
　今後も児童生徒が安心して校内生活を送れ、また合理的配慮が提供されることで学
校生活の中で自己肯定感を高めていくことができるように、特別支援学級１クラスに
つき１人の支援員を配置していくことは必須である。

31,339 34,256 2,917

・児童生徒が安心して充実した校内生
活を送るため、支援員を増員し、配慮が
必要な児童生徒に対しきめ細やかな学
校生活や学習活動の支援を実施する。

59 奨学資金事業

　能力があるにもかかわらず、経済的な理由によっ
て大学への就学が困難な者に対して市が奨学金を
貸与、給付する事業。なお、貸与に対する償還金
は、一定要件を満たした者について一部免除とし、
奨学生の諏訪での就業・定住を支援する。

教育総務課
教育総務係 B 見直し継続 手段改善

・優秀な成績でありながら、経済的な理由により就学困難な学生を支援するため、令
和2年度から大学生への給付制度を再開した。あわせて、奨学資金特別会計を廃止
し一般会計化することにより、償還金免除分に対する一般会計からの繰出金事業は
廃止となった。
・償還免除制度については継続することとしているが、貸与制度による奨学金の申請
が減少している現状もあり、給付制度再開の状況を注視しつつ、総合的な制度の見
直しについて検討を行う必要があると考える。

11,969 7,786 -4,183

・給付制度再開3年目となり、令和4年度
は給付6名（2名/年度）の予算要求を
行った。引き続き、特に成績優秀かつ品
行方正な者への給付を実施していく。
・コロナ禍による経済状況や申請者数の
変化等を注視しながら、制度の見直しに
ついては引き続き検討する。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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63
信州型コミュニティス
クール創造事業

県が推進して実施する事業の一つで、学校と地域
が連携した教育の形をさらに推進していく。

教育総務課
学務係 B 見直し継続 拡充

・コミュニティスクール活動を通した地元地域や幅広い世代の地域住民との多様な交
流機会を設けることで、子ども達のコミュニケーション能力を高め、地域の伝統文化や
風習を学び、併せて災害時等の防災教育や防災意識を培う。
・地域ボランティアの支援を受けながら、地域と連携した教育及び学校支援の更なる
充実により、地域と学校が連携して進める「学びのまちづくり」を推進する。

1,884 4,492 2,608

・新しい生活様式としての交流や支援の
方法を確立すると共に、地域と連携した
教育及び学校支援の充実を図るために
学校と地域がそれぞれの役割を明確に
し、地域づくり、まちづくりへの広がりを
意識した信州型コミュニティスクールを
推進していく。

65
少年愛護センター運
営事業

少年育成関係機関、団体及び市民の協力により、
青少年の問題行動の防止に努め子どもたちの健全
育成を図る。

教育総務課
青少年係 B 見直し継続 手段改善

・市教育委員会が設置している少年愛護センターの業務は少年愛護委員が担ってい
る。愛護委員は各地区から選出されており、地域の現状を把握している住民が、その
地域の子ども達を見守るという仕組みは他に代え難いものがある。
・少子化や、インターネット社会の影響もあり、街頭における子ども達の問題行動は減
少していることをふまえ、他の団体との連携等、街頭巡視活動の有り方について、県
内他市町村の対応も見ながら、引き続き検討していく必要がある。 1,455 1,239 -216

・該当巡視活動の手法の見直し。感染レ
ベルに合わせた巡回活動のルール化の
検討。

70
文化センター施設管
理事業

文化センターは、建設以来５０年以上経過してお
り、施設全体が老朽化している。このため年次計画
により順次改修等を行い、施設の利用者が活用し
やすい施設にする

生涯学習課
文化セン

ター
B 見直し継続 拡充

平成２９年度耐震診断、平成３０年度音響調査、令和２年度改修検討資料作成業務
を行い、大規模改修における工期、試算、法適用等の概要を把握することはできた。
これらを元に令和３年度から行われる上諏訪駅周辺まちなか再生事業において当館
の位置付け等を協議するとともに、大規模改修実現に向け試算の精査及び財源確保
の検討を行う。また、大規模改修時には集会室の増もあることから、これに合わせ使
用料等の見直しを行うとともに、生涯学習施設の再編を念頭に置きつつ運営体制の
検討も行う。

21,390 53,808 32,418

・陸屋根改修工事を実施することで、雨
漏りを改善して利用者が安心して利用
できるようにするとともに、施設の長寿
命化を図る。

74
スポーツ教室等開催
事業

全ての市民が生涯にわたり心身ともに健康でいき
いきとした生活を送るための機会の提供

スポーツ課
スポーツ振

興係
B 見直し継続 手段改善

　主催事業で行っている教室については、市民の参加状況やアンケート結果をもとに
毎年メニューの見直しを行い、今後も継続し時代に合った教室を取り入れていく。
　社会教育委員会の答申を受け開始した、保育園児を対象とする「運動あそび教室」
について、家庭でもできるメニューを取り入れてもらえるよう「親子教室」の開催や周
知活動を行っていく。

9,206 11,724 2,518

・男性のスポーツ教室参加者が少ない
ことに対応し、男性限定の筋トレ教室を
開催する。
・新型コロナの感染状況に対応し、指導
者研修会についてオンライン配信も併
用して実施する。
・既存の子ども向けスポーツ教室に加え
て、親子が一緒にニュースポーツを楽し
める教室を新たに企画する。

75 芸術・文化振興事業
・芸術・文化活動がより活発になるような機会の提
供

生涯学習課
生涯学習係 B 見直し継続 手段改善

　芸術祭については、優れた文化芸術に触れる機会を提供できるよう、内容や入場
料、販売方法等も検討しながら事業を継続する。今年度は企画していた内容につい
て、コロナ禍により人数制限をしての開催やリモートでの開催など開催方法を見直す
中で開催の検討を進めたが、来場者や出演者の安全、新規感染者が多く発生してい
る地域との演者の往来、人数制限やリモートでの開催による事業の効果などを総合
的に判断し、今年度の開催を中止し、来年度改めて企画することとした。来年度は、コ
ロナ禍への対応を含め実施の検討を行う。
　文化祭においては、文化芸術活動の貴重な発表の場であるため、文化協会や関係
者と活動状況の確認や開催方法を検討し、出演予定の団体等から意見も聞く中で、
展示を中心とする行事を実施し、ステージでの発表等については中止とした。行事の
内容を精査する中で、表彰式を3回に分け分散開催としたり、華道展において準備作
業の密を避けるため、展示数を縮小したりするなどして開催とした。来年度以降も、コ
ロナ感染症の発生状況や参加、出品予定者、関係団体等と状況を確認する中で、対
策をしたうえでの開催できる行事について実施の検討を行いたい。

328 4,910 4,582

・生涯学習講演会開催事業を廃止し、芸
術文化振興・生涯学習推進事業費に一
本化することで、芸術祭や他事業と一緒
に事業を計画を作成することにより、効
率化を図る。
・令和4年度は、諏訪湖環境センターに
係る地方創生推進交付金を活用して、
諏訪湖に関する講座を開催する。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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76 美術館企画展事業
博物館における企画展・特別展や寄贈資料公開展
の開催、及び、関連イベントの実施。

生涯学習課
美術館 B 見直し継続 拡充

収蔵作品の保存活用を推進し、市民及び諏訪地域の財産として後世に伝えていくこと
は、美術館の使命である。地域にゆかりのある作家及び作品について、調査・研究や
紹介を行うことにより、諏訪地域が培ってきた文化芸術への関心を喚起していく。その
ために、魅力ある展示を企画し公開する。また、芸術に親しむ素地を育むため、学校
連携展や小中学校への出張鑑賞、学校からの来館鑑賞を継続する。また地域の団
体や一般市民に向けた教育普及事業についても、周知活動を実施する。加えて、ボ
ランティアスタッフの育成と活動の拡充を積極的に進めることで、市民の美術への関
心の高まりと、美術館支援者の増加を促す。

726 2,855 2,129

・諏訪市ゆかりの彫刻家・細川宗英の作
品を展示する常設展示室が開設20年を
迎えるのを記念して、細川の特別展を
開催する。作家を顕彰する機会として、
展示内容や会期中のイベントを工夫す
る。

78
原田泰治美術館管理
運営事業

指定管理者制度を利用した原田泰治美術館の管
理運営

生涯学習課
原田泰治美

術館
B 見直し継続 手段改善

令和2年度から5年間、新たな指定管理期間となり、(株)共立プラニングが引き続き指
定管理者として運営する。従来から入館者数が伸び悩んでおり、抜本的なあり方の検
討が必要である中で、新型コロナウイルスによる影響を大きく受けている。指定管理
者は市からの支援金も活用しながら、新型コロナウイルス対策、コロナ禍での運営継
続に向けて、新展開を模索している。今後については現状を分析し関係者と共有した
上で、運営形態を含め様々な可能性を模索したい。 19,121 16,117 -3,004

・市の事業としてエレベーター改修工事
を行う。

89 新規契約者確保事業 ・新規温泉契約者・契約量を増やす事業
営業課
庶務係 B 見直し継続 手段改善

主要給湯エリアである上諏訪地区の人口減や高齢化・核家族化等を背景とした家庭
に温泉を引湯するための初期費用及びこれに伴う維持管理費用の家計上の負担感
が相対的に増していることなどを背景に給湯契約件数・量は、平成の序盤ころをピー
クに減少の一途をたどっている。H30に策定した「諏訪市温泉事業経営戦略」は、こう
した背景を踏まえ、諏訪市の温泉事業を中長期的な視点からとらえるものとなってお
り、R2から経営戦略で記した温泉熱発電の事業化に向け実証試験を開始した。実証
実験の内容を検証し、事業化に目途が立てば電力売却収入を原資に温泉料金水準
の見直しや補助金制度の構築を検討する。

0 0 0

・温泉の有効活用として、R2から経営戦
略で記した温泉熱発電の事業化に向け
実証試験を開始した。
・ヤンマーエネルギーシステム株式会社
と協力しての温瀬熱発電の実証実験の
ため予算の計上は無し。R3年度は実証
実験の継続について関係各所と協議
し、R4年度以降も引き続き実証実験を
行うこととした。

94 分別収集事業
ごみを適正に処理するとともに、ごみの分別・減量・
資源化を推進する。

環境課
環境衛生係 B 見直し継続 手段改善

・可燃資源物の収集方法や収集回数については、諏訪湖周クリーンセンター稼働後
も変更なく実施されるため、収集運搬コストを検証しながらリサイクル率目標達成に努
める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
燃やすごみの更なる削減のため、各家庭での生ごみの自家処理を促進するよう、生
ごみ処理機購入補助金の拡充を図り、広く周知し、併せて草類の堆肥化を促進してい
く必要がある。

75,317 129,135 53,818

・引き続き収集運搬コストを検証しなが
らリサイクル率目標達成に努めていく。
・生ごみ処理機購入補助金、大型生ご
み処理機の利用促進に努め、周知方法
として、ごみ収集カレンダーに掲載、ご
み分別アプリ「さんあ～る」等活用して引
き続き広く周知していく。また、草類の資
源化についてもチラシを作成し、同様に
市民へ周知していく。
・市民が排出した資源物（プラスチック
類）がどのように処理され、再生利用（リ
サイクル）されているか、フロー図（写
真・絵）を用いて「見える化」し、市民へ
公表していく。

109 循環バス運行事業
通勤、通学、通院や買い物等の市民の日常交通手
段並びに観光客の利便性向上のために、市内公共
交通（かりんちゃんバス等）を維持運行する。

地域戦略・
男女共同参

画課
B 見直し継続 手段改善

・感染症対策のため新たに導入した換気扇搭載の新型車両等の環境整備の取り組
みや、令和3年4月ダイヤ路線改正に加えて、新たに導入する「スマホ乗車券」等を広
く周知しながら、福祉団体等と連携した無料乗車体験や教育機関との連携による利
用促進企画等を実施する。
・県が運営する携帯アプリ「信州ナビ」へのダイヤ改正情報などの提供を行い、アプリ
を活用し、かりんちゃんバスの情報を得られる環境を整備するとともに、アプリの周知
を図る。

107,447 123,634 16,187

・要望のあった有賀峠・霧ヶ峰デマンド
交通の見直しを行い、経路の延伸や便
数を増便することによって、より利用しや
すいように拡充する。
・地域公共交通活性化協議会と連携し、
地域公共交通計画を策定し、より利用し
やすい交通体系の構築を目指す。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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110
諏訪湖周バス共同運
行事業

岡谷市、下諏訪町との協力により、諏訪湖周２市１
町を巡回するスワンバスを共同運行し、諏訪湖周
の公共交通を確保・維持する。

地域戦略・
男女共同参

画課
地域戦略係

B 見直し継続 手段改善

・諏訪湖周２市１町が運行しているスワンバスは、地域住民にとって重要な交通手段
のひとつとして活用されている。今後も収入増加と更なる経費削減への取り組みが必
要である。

28,800 24,958 -3,842

・腐食や損傷の激しいスワンバスの予
備車両一台を更新することによって、地
域住民にとって重要な交通手段を維持
確保していく。

112 公園管理事業
公園や緑地、街路樹等の適切な維持管理に努め、
水と緑に包まれたうるおいのある都市環境の保全
を図ります。

都市計画課
公園緑地係 B 見直し継続 拡充

公園施設は修繕や更新費用の増大が見込まれることからライフサイクルコストの縮減
を図るため、公園施設長寿命化計画（H30～R9）を策定した。この計画に沿い危険判
定を受けた83基の遊具を令和3年度から7年度までの5年計画で整備をする。令和4年
から事業規模を拡大し国庫補助を活用する。また、利用者の安全、利便性、快適性を
常に確保するために、今回対象外とした遊具も継続的な整備が必要となることや湖畔
のジョギングロードなども多数の傷みが発生していることから整備等を計画的に進め
る必要がある。更には、ウィズコロナにより新たな利用形態がはじまり、それに対応し
た魅力あふれる公園づくりが求められているため、公園全体のリノベーションやリ
ニューアルが必要となる。現在実施のサイクリング整備に加えこれら現代のニーズに
応える整備工事を実施したり、諏訪湖かわまちづくりへの協力体制を確保したり、時
代を先取りした魅力あふれる公園整備のために、今後は予算・人員の増が必要とな
る。

64,598 117,460 52,862

・子育て世代のニーズに応えるため、中
央公園の親水公園のリニューアル整備
を実施する。
・長寿命化遊具更新を計画的に実施し
ていく。

118 経営基盤強化事業

「技術力はあるが売るのは不得意」と言われる諏訪
地域の企業の現状を踏まえ、企業が保有する技術
や製品の強みを発掘し、その強みを活用したプレ
ゼンテーション能力の向上を図る事業や、県外で開
催される展示会に出展した際の経費の一部を補助
し、販路開拓や受注拡大を図る。

商工課
工業振興係 B 見直し継続 手段改善

新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークやWEB会議などのIT化は新たな
日常への企業ツールとなりつつある。
特に、テレワーク環境等導入は、遠方などの営業先に直接訪問せず商談等が可能と
なるため、デジタル環境を整備することが喫緊の課題である。しかし、中小企業の導
入があまり進まない要因のひとつには、準備コストがあげられるため、令和3年度から
は、「職場環境整備促進事業補助金」を拡充し、テレワーク等導入に係る経費の一部
を支援し、新たな日常の定着と今後の多様な働き方を支援する。また世界共通理念
である「SDGs」は共通言語として、今後の世界市場で国際競争力を維持・強化を図っ
ていく上で必須のツールである。環境・社会・経済の３側面を踏まえたSDGsが企業の
経営戦略として有効であり、企業は根本的にビジネスのあり方の変革が求められてい
る。「外部人材活用補助金」では、SDGsの導入を図るために外部人材を活用した経
費の一部を補助しているところであり、積極的に周知を図りSDGsを推進していく。

12,004 14,219 2,215

・より一層のSDGsの推進を図るため、職
場環境整備促進事業補助金の対象を
拡充し、省エネルギー機器の導入も補
助対象とする。
・WEB会議やテレワークに必要な機器を
設置した場合の補助も継続する。

127
ワーケーション推進事
業

余暇を楽しみながら観光地で働くという、「新しい働
き方」であるワーケーションへの取り組み推進を検
討する。

産業連携推
進室 B 見直し継続 拡充

・コロナ禍でもありワーケーションに対する関心は日本各地で高まっているものの、受
け入れを検討する自治体・導入予定の企業双方とも、具体的にどのように進めていく
か検討しているのが実情である。
　諏訪市でも、地域の観光関係者等と情報共有しながら、併せて首都圏等都市部の
企業にも試行を提案するなど、今後の展開に向けた取り組みが必要とされる。

0 5,678 5,678

・昨年も実施したモニターツアーを継続
実施する。
・ワ―ケーションに関する協議会立ち上
げに向けた協議会準備会の運営を行
う。

131 観光宣伝事業
各種パンフレット及び観光案内を作成・印刷する。
キャンペーンやインバウンド商談会を行い観光客の
積極的な誘致を行う。

観光課
観光係 B 見直し継続 拡充

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当市の観光シーズンであ
る春のGW、夏休みから秋までの観光客数が減少し、宿泊施設から観光施設・飲食店
等に至るまで地域経済は大きな打撃を受けた。
今後、柳並線開通によりJR上諏訪駅から諏訪湖までの動線が確保され、諏訪湖周サ
イクリングロードや諏訪湖スマートインターチェンジ等のインフラ整備が進むとともに、
全国的に注目を集める御柱祭開催が予定されている。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、従来の手法（観光キャンペーンや商談
会等）による誘客促進が困難な状態であるが、市内外のより多くの人に諏訪市の魅
力を知っていただくため、様々な媒体を活用し情報発信を続けることが肝要である。
主な誘客ターゲットに対して、どのような情報発信が有効か戦略的に取り組み、新た
な客層やリピーター確保につなげる既存の枠組みにとらわれない観光宣伝事業を行
うことで、誘客促進に取り組む。

68,569 104,271 35,702

・コロナ禍に打撃を受けた観光関連事業
者を支援するため、宿泊施設誘客支援
事業（すわ泊お宿割・第5弾）をR4.4から
切れ目なく実施する。
・京王インフォメーションプラザを廃止し、
新たに「観光グランドデザイン」に基づき
誘客コンテンツ造成プロモーション事業
を実施する。
・（一社）諏訪観光協会への職員派遣
等、観光関連機関との連携強化を実施
する。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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137
公設地方卸売市場運
営事業

供給圏に居住する25万人に生鮮食料品を安全・安
定供給をする。

公設地方卸
売市場 B 見直し継続 手段改善

○条例の一部改正により、卸売業者及び仲卸業者の規制が緩和され取引方法等が
多様化できる。
○空きスペースについて、活用を検討、業者折衝し収入増を図る。
○市場の現状を数値化（委託調査）し、市場の今後のあり方について検討する。

25,549 27,460 1,911

・令和３年度に実施した市場流通基礎
調査の結果を今後の市場のあり方に反
映させ、市場審議会に諮問する。

138
公設地方卸売市場施
設管理事業

供給圏に居住する25万人に生鮮食料品を安全・安
定供給をするため、施設の維持管理を行う。

公設地方卸
売市場 B 見直し継続 手段改善

空きスペースについて、活用を検討、業者折衝し収入増を図る。

12,453 17,226 4,773

・財源確保のため、空きスペースを既に
利用している卸業者や仲卸業者へ利用
の斡旋を行う。

139
駅前交流テラスすわっ
チャオ管理運営事業

駅前交流テラスすわっチャオの貸館業務、イベント
や講座など自主事業の運営、設備の維持管理を行
う。

駅前交流テ
ラスすわっ

チャオ
B 見直し継続 拡充

　施設オープンから２年を迎える中で、コロナ禍での運営となったが、当施設を拠点と
した高校生による活動や駅周辺関係者との連携事業など新たな連携による事業活動
が多く生まれており、交流・発信拠点としての機能は定着しつつある。一方で利用者
の世代が偏っているとの指摘もあることから、幅広い世代が気軽に利用できる場所に
していくため、柔軟に施設運営の見直しを実施していく必要がある。また、有料施設の
利用者拡大を図るため、リゾートテレワークでの施設利用の提案や、オンライン配信
拠点としての活用など、新たな生活様式に対応した利用の促進を図っていく必要があ
る。

64,772 67,867 3,095

・テレワーク推進に関して、庁内関係課
及び事業者と連携し、ワークスペースと
して活用を図る。

149
諏訪平土地改良区農
地基盤整備事業

　諏訪平土地改良区 第１・２工区区域において、農
地(水田)の大区画化、用水路のパイプライン化、排
水路の新設、広幅員農道の設置等を行う。

農林課
耕地林務係 B 見直し継続 手段改善

　令和２年度秋に第１・２工区の実行委員会が設立された。令和４年度の国の事業採
択を目指し、実行委員会が主体となって農地整備計画・担い手への農地集積・換地
等の検討作業を進めていく。県振興局・市は事業採択のために、計画策定や整備内
容検討の下支えと県本庁(6月下旬)・国農政局ヒアリング(7月下旬)対応を行う。
　耕作者の高齢化・担い手不足問題は年々深刻化していることから、農業法人等の
担い手へ集積・集約化して耕作を担い手へお願いしていく方向性が望ましい。また、
米の価格が低下傾向にある中で、より低コストで効率的な営農が必要となってきてい
る。

0 24,809 24,809

・令和4年度からほ場整備に向けた測量
や実施設計業務委託を実施する。実行
委員会には農地集積・集約及び換地等
の検討を官民一体となって進める。
・競争力の高い稲作地帯を目指し、生産
効率の向上や維持管理コストの軽減を
図ることができるよう事業を進めていく。

158
商工業利子・保証料
補給金

中小企業者の経営に必要な資金の融資あっせんを
行い、制度資金利用者に対し利子補給・保証料補
給を行うことにより、産業振興を図る。

商工課
商業振興係 B 見直し継続 縮小

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者を支援するため、前年度創設
した「緊急経営対策資金」と「緊急経営借換資金」を令和３年９月末実行分まで延長し
て対応していく。両制度共に低利率で利子補給も行ことから多くの利用が見込まれ
る。

132,815 85,000 -47,815

・緊急経営対策資金を廃止する。
・緊急経営借換資金を令和５年３月３１
日まで延長する。

160 人材確保推進事業
雇用の維持や求人開拓、再就職支援等、雇用の確
保対策。

商工課
工業振興係 B 見直し継続 手段改善

WEB説明会・WEB面接といった採用方法の多様化に対応するため、来年度は新型コ
ロナ対策事業者リフォーム補助金（継続）や職場環境整備事業補助金、地元企業就
職PR力強化事業補助金により企業のデジタル化を積極的に支援する。リクルートに
よる2022年の新卒者採用に関する調査では、21年卒よりも「減る」と答えた企業は
11.6％と「増える」7.7％を上回っており採用を絞る動きが顕著になっている。このよう
な状況ではあるが、特に製造業においては人材不足（人口減少）に変わりはないた
め、効率的に市内企業の情報発信を積極的に行い、市内の企業と求人者のマッチン
グの機会を創出する。また、キャリア教育の実施校を増やすため高校に加え中学校も
対象とするなど拡充し、若年層から職業観の醸成を図り将来の優秀な人材確保につ
なげる。

2,927 3,974 1,047

・諏訪商工会議所が連携を開始する中
小企業向け求人サイトへの登録を新た
に行い、中途採用・若手ＵＩＪターンを含
めた人材確保を推進する。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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176 区・自治会支援事業
・将来にわたり持続可能な地域づくりのため、区・自
治会と行政が連携しながら協働の取組により地域
課題の解決を図り、地域力の向上を目指す。

地域戦略・
男女共同参

画課
B 見直し継続 手段改善

・区・自治会の課題を解決するための新たな事業に対し財政支援する「がんばる地域
支援金」は、有効な支援策であるので引き続き継続実施する。
・厳しい財政状況下で市民のニーズに対応するための一施策として、コミュニティ政策
は有効である。区・自治会と行政との協働によるまちづくりを進めていくには、区長会
議などの区と行政の対話の場が重要である。また、人口減少・少子高齢化の進展に
より、区世帯規模の減少に伴う区政運営や地域活動の停滞が特に顕著に見られる地
区については、先の将来を見据えた持続可能な地域のあり方を、区・自治会と行政が
共に考えていく必要がある。区長個別懇談や地区別の区長懇談などを継続実施す
る。

13,412 10,255 -3,157

・補助金を中心とした支援施策について
は、継続して実施して行く。
・認可地縁団体及び区運営に係る個別
な課題については、区長個別懇談や相
談事業として、信頼関係を構築しながら
引き続き対応していく。

177 まちづくり推進事業
・まちづくり団体など市民の主体的な活動を支援
し、将来のまちづくりを担う人材を育成することで市
民参加によるまちづくりを推進する。

地域戦略・
男女共同参

画課
地域支援係

B 見直し継続 手段改善

・当市を代表するイベントとなっている一周ウォークは、市民の健康づくりの他、諏訪
のＰＲとして市民等に定着した事業である。今年度は新型コロナの影響で中止となり、
代替イベントとして諏訪湖DEウォークを実施したが、コロナ禍における取組として新た
なウォーキングイベントを示すことができた。今後の方向については新型コロナの状
況を踏まえ見定めていく。
・市民が主体となって行う地域活性化の取組みへの支援に対する市民からのニーズ
があり、将来のまちづくりを担う人材の育成を推進する観点からも、ＳＵＷＡを磨くまち
づくり支援金については、特に若者（学生等）へのより一層の制度周知を図りつつ継
続実施する。

353 2,000 1,647

・コロナ禍における新たなウォーキング
イベントとして、諏訪湖ＤＥウォークを構
築し、参加者の満足度がより高まるよう
にイベント仕掛けや参加賞などを工夫し
ていく。

179 移住交流促進事業
・首都圏等で開催される移住イベント、セミナー等に
おける移住相談や、ホームページ等を通じた情報
提供により、諏訪市への移住・定住を促進する。

地域戦略・
男女共同参

画課
地域戦略係

B 見直し継続 手段改善

・移住促進事業の実施にあたっては諏訪圏移住交流推進事業連絡会と連携を図り、
６市町村のスケールメリットを活かした事業実施を行う。「駅前交流テラスすわっチャ
オ」内に諏訪圏移住相談センターを開設し、移住希望者相談の利便性を図るととも
に、すわっチャオを活用し、コロナ禍でも実施可能なオンライン移住セミナー等を開催
し積極的な情報発信を行う。
・昨年度整備した移住体験住宅を活用し、地域交流やしごと体験など交流人口創出
の取組を行うとともに、積極的なPRを行う。
・県や商工課と連携しUIJターン就業・創業移住支援事業による移住希望者の就業や
創業に係る支援を実施する。

1,847 2,579 732

・効果検証の結果移住体験住宅を前倒
して終了し、おためしナガノの希望者の
ための家賃補助を新設した。

180
空き家バンク運営事
業

市内にある空き家を有効活用して移住定住に結び
付ける。

地域戦略・
男女共同参

画課
地域戦略係

B 見直し継続 手段改善

・宅地建物取引業協会諏訪支部との連携を密に図り、諏訪商工会議所を会場とした
「空き家・空き地バンク活用相談会」を継続的に開催するなど、空き家・空き地バンク
の有効活用を推進し、移住希望者への情報発信を継続して実施する。
・空き家バンク登録促進を阻害する要因の一つである、空き家内に残存する家財の
処分に係る経費の一部を補助する家財処分補助金を周知し、登録促進を図る。

366 770 404

・空き家・空き地バンクの登録の際の不
都合を解消するため、システム改修を行
う。

185
コンビニ証明書交付
事業

マイナンバーカード（住民基本台帳カード）を利用す
ることによって、コンビニエンスストア等に設置され
たマルチコピー機を利用し、戸籍謄抄本、戸籍の附
票、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑
登録証明書、所得・課税・扶養証明書の各種証明
書を受け取ることができる。

市民課
市民係 B 見直し継続 拡充

住基カードに引き続き、平成２８年度１月から交付を開始したマイナンバーカードにお
いても、コンビニ交付が利用できるようシステム改修等を行い、最近では６市町村共
同でシステムを構築し当初より交付できる証明書が増えてきている。今後もマイナン
バーカードの更なる普及を図り、市民の方が「いつでもどこでも」各種証明書を取得で
きる利便性を周知し、また、窓口混雑の緩和の側面からもコンビニ交付の促進を図っ
ていく。 8,416 7,439 -977

マイナンバーカードの更なる普及を図る
とともに、引き続きコンビニでも各種証明
書を取得できる利便性を周知し、また、
窓口混雑の緩和の側面からもコンビニ
での交付の促進に努めていく。

186
通知カード・個人番号
カード関連事業

平成27年10月5日以降、「番号法」の施行に伴い、
全国民に「通知カード」が送付され、平成28年1月1
日以降には、マイナンバーカードの交付が始まっ
た。

市民課
市民係 B 見直し継続 拡充

総務省よりマイナンバーカード利活用推進ロードマップが公開されており、身分証明と
しての利用のほかに行政サービスや民間サービスにおける利用について、様々な利
用範囲の拡大が示されている。令和２年９月からは、国によるマイナポイントの付与に
よる消費活性化策が実施され、また令和２年度末からは健康保険証としての利用も
始まった（本格運用は令和３年後半に延期）。市民の方々に、マイナンバーカードの利
便性について適宜情報の提供を行うなかで休日開庁を実施するなどし、申請と受け
取りの機会を増やすことでマイナンバーカードの普及、推進に向けた活動に取り組み
交付枚数の増加を図っていく。

31,721 17,825 -13,896

・マイナンバーカードの利便性について
適宜情報の提供を行うとともに、2か月
ごと実施していた休日窓口開庁を毎月
実施することとし、不定期だった夜間窓
口開庁も、同様に毎月実施することとし
た。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止
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189 普通財産管理事業
・市有財産（土地・建物）の維持、管理、貸付をする
・売却可能財産の処分を進め、財産収入を確保す
る

財政課
財政係 B 見直し継続 手段改善

・市有財産の売却については、売却地に関する情報を様々な媒体を用いて市民等に
積極的に情報を提供しながら、要望に応じて速やかに着手をする。
・建物の管理及び貸付については、利用頻度の低い建物を中心に除却等の検討を行
う。

6,834 10,582 3,748

・建物管理に関する検討を進めた結果、
旧湖南診療所の除却を実施する。

196
地域・行政情報化推
進事業

地域イントラネットの運用管理と地域情報化の促進
を図る。ホームページの運用により市民・観光客等
への情報提供を進める。

企画政策課
スマート化

推進係
B 見直し継続 拡充

様々なチャンネルを用いて積極的に市政情報を住民等に発信するためには、情報漏
えい等のリスクに対する万全なセキュリティ対策が必要である。情報システム強靭化
対策、県セキュリティクラウドへの参加のほか、市情報セキュリティポリシーの職員へ
の周知徹底、研修・訓練等によりヒューマンエラーの未然防止に随時努める。システ
ムのセキュリティ対策には相応の費用負担が生じるが、低コストな最新技術の導入や
広域行政的な取組み等を常に検討し、費用対効果の高いシステム運用を目指す。
今後の行政情報の発信は、ホームページからだけでなく、FacebookやＬＩＮＥなどのＳ
ＮＳを利用して必要な情報をダイレクトに発信する手段も必要になる。より有効な情報
発信を検討し、市民にとって利便性のある事業とする必要がある。
今年度は花火大会中止の影響によりすわなびダウンロード数が大幅に減ったが、業
務スマート化プロジェクトの推進により電子申請の利用数は大幅に増えた。

122,345 102,863 -19,482

・すわなびアプリを令和3年3月末をもっ
て廃止し、公開型GISに移行する。
・新たな情報発信手段として、市の公式
LINEアカウントを活用し、即時性のある
情報発信を行う。

197
シティプロモーション推
進事業
（広報広聴事業費）

市の魅力を発掘し、市内外に効果的に発信するこ
とにより、住民の地域への誇りと愛着を育むととも
に、市の知名度向上やイメージを高める。

秘書広報課
広報統計係 B 見直し継続 拡充

市公式Facebookページでは、市政の情報のほかイベント情報などを広く発信している
が、季節や観光的な情報への反応が多く、今後も市内外に向け市の魅力を発信して
いく。デジタル化やコロナ禍により、ＳＮＳや動画等のニーズが高まっており、より積極
的に市の魅力を発信していく必要があり、本市の様々な魅力や優位性を発信していく
ためには全庁的に取り組める体制と職員ひとりひとりの意識向上も不可欠と考える。
令和２年度は、令和３年度に迎える市制80周年を契機として、市ＰＲ用のロゴマーク・
キャッチコピーが完成した。今後は、それらを全庁を挙げて活用するとともに、市民、
団体、企業等にも活用を拡げ、当市の認知度・イメージ向上を図っていく。

37 879 842

・幅広い世代で多くの人が利用するＬＩＮ
Ｅの活用により、ターゲットを絞った情報
発信と即時性のある情報発信を行う。

200 市政懇談会事業

　コロナ禍での開催となったが、想定以上に多くの
市民に参加いただくことができた。開催したことにつ
いても肯定的に受け止められた。
　今回は特定テーマを設定したことで、より議論が
深まったと判断している。

企画政策課
企画政策係 B 見直し継続 手段改善

　令和3年度は次期総合計画策定年度でもあるので、総合計画への市民意見反映の
ためのツールとしての意味も持たせるため、開催時期を6月下旬から7月上旬に設定
し、総合計画をテーマにした意見交換となるよう検討したい。また、個人のみならず市
内各団体にも案内して、団体代表としての参加も期待したい。
　幅広い世代から多くの方に参加してもらうきっかけづくりとして、従来の託児対応に
加え、耳の聞こえに不自由を感じる方のために、社会福祉課の要約筆記者派遣事業
の活用を検討したい。

0

・昨年度に引き続き耳の聞こえに不自由
を感じる方のために、要約筆記者派遣
事業を活用し、幅広い世代から多くの方
に参加してもらえるよう努める。

　※1【評価項目】各項目とも5:高い⇔1:低い ※2【今後の方向性】A:現状のまま継続　B:見直しの上継続（見直しの方策：拡充　縮小 手段改善）　C:終期設定　　D:終了　E:休止　F:廃止


