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定例記者会見 市長あいさつ・説明 

         平成２５年１１月１９日 午後３時３０分～ 

佐久市役所 ４階 特別会議室 

 

報道関係の皆様には、大変お忙しい中、定例記者

会見にお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 

本日の記者会見は、 

佐久市議会「第４回定例会」に提出する議案の 

概要を中心にご説明を申し上げます。 

 

 はじめに、今回提出する議案でございますが、 

資料１のとおり、専決処分報告１件、条例案６件 

事件案３件、予算案６件、合計１６件でございます。

主なものについて、順次、ご説明申し上げます。 
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１ページをご覧ください。 

 

議案第１３４号「専決処分の報告」につきましては、

１０月１６日付けで専決処分いたしました、 

「平成２５年度一般会計補正予算（第５号）」でござ

います。補正の内容は、台風１８号による災害復旧に

係る経費で、歳入歳出それぞれ 

１０億３，６６８万３千円を追加し、歳入歳出それぞれ

４７７億４，１９５万６千円としたものでございます。 

 

次に、条例案につきまして申し上げます。 

１０ページをご覧ください。 

 

議案第１３８号「佐久市滞在型農園施設クラインガ

ルテン条例の一部を改正する条例の制定」につきまし

ては、より多くの都市の住民との交流を促進するため、

滞在型農園施設クラインガルテンの使用期間の 

更新回数について見直しを行おうとするものでござ

います。 
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続きまして、事件案について申し上げます。 

 

１３ページから２３ページをご覧ください。 

 

議案第１４１号「斎場施設建設事業用地の取得」に

つきましては、斎場施設建設事業用地を市内居住者か

ら取得することについて、議会の議決を得ようとする

ものでございます。 

本件に係る用地は、長土呂字上
かみ

北原
きたはら

８７５番１ほか

７筆で、取得面積１万１１．５９平方メートル、 

取得価格６，５６２万７，３２６円でございます。 

 

次に、予算案につきまして申し上げます。 

 

２７ページをご覧ください。 

 

議案第１４４号「平成２５年度一般会計補正予算

（第６号）」でございます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 

１億２，３４３万１千円を追加し、 

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 

４７８億６，５３８万７千円にしようとするものでご

ざいます。 
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次に、３０ページ、３１ページの「歳出の主な補正 

内容」について申し上げます。 

 

民生費の児童保育事業費は、 

県の補助金交付決定に伴う、「地域子育て支援拠点

事業委託料」、「一時保育促進事業補助金」、保育士の

処遇改善に取り組む私立保育所に対する「保育士等処

遇改善臨時特例事業補助金」の増額等と、損傷の激し

い大沢保育園及び田口保育園のプール購入費でござ

います。 

 

衛生費の佐久総合病院再構築対策事業費は、 

佐久医療センター施設等整備に係る、佐久広域連合

への負担金及び佐久総合病院への補助金の確定等に

伴う減額と、同補助金の一部が社会資本整備総合交付

金の「公共広場（災害拠点）整備事業」として補助内

示をいただきましたので、同補助金の一部を組み替え

て、補助項目を別立てしようとするものでございます。 

 

商工費の商工総務事務費は、 

未売却となっておりました佐久流通業務団地最後

の一区画地につきまして、このほど軽井沢ブルワリー

株式会社との合意に達しましたので、土地開発基金か
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ら用地購入いたしまして、売却しようとするものでご

ざいます。 

 

消防費の常備消防費は、 

消防指令センター整備に係る佐久広域連合への 

「消防本部費負担金」の増額でございます。 

 

３２ページをご覧ください。 

 

第２表の繰越明許費につきましては、 

「社会資本整備総合交付金関連街路整備事業費」で

ＪＲ施工の原南部線、大塚跨
こ

線
せん

橋
きょう

、橋 梁
きょうりょう

下部工
か ぶ こ う

工事

の遅れにより、桁
けた

製作工事に不測の日数を要し、年度

内の完了が困難となったため、翌年度への繰越しをお

願いするものでございます。 

 

３３ページをご覧ください。 

 

第３表の債務負担行為補正につきましては、 

翌年度において必要となる経費の限度額を設定す

るものでありますが、今回は、追加６件、変更１件で

ございます。主なものを申し上げます。 
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「佐久城山小学校給食受室設計委託料」は、 

南部給食センターからの給食提供を、 

平成２７年４月より開始するため、佐久城山小学校に

おける給食受室整備に係る工事期間を踏まえ、その 

給食受室の設計委託料について債務負担行為を設定

し、今年度中に着手、平成２６年度にわたり行うもの

でございます。 

 

「中込中学校プール改修事業費」は、 

調査結果を踏まえた部分改修工事につきまして、 

来季のプール使用開始時期を考慮し、債務負担行為を

設定し、今年度中に着手、平成２６年度にわたり行う

ものでございます。 

 

３４ページをご覧ください。 

 

第４表の地方債補正につきましては、変更２件でご

ざいます。それぞれの対象事業費の変更による 

「合併特例事業」及び「過疎対策事業」の補正でござ

います。 
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最後に、３５ページ、平成２５年度特別会計補正予

算案につきましては、 

議案第１４５号から議案第１４９号まで、ご覧のと

おりの５会計でございます。 

特別会計につきましては、事業費の確定見込みや決

算に伴う繰越金の確定による補正等となっておりま

す。 

 

 

以上、今議会に提出いたします補正予算関係につい

てご説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 
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続きまして、資料２をご覧ください。 

 

「平成２５年度第一次佐久市総合計画実施計画の

策定について」、ご説明を申し上げます。 

ご案内のとおり「実施計画」は、総合計画を具現化

するため、一定規模以上の事業について具体的に実施

する事業概要を示す３年間の計画であり、予算編成や

事業実施の指針となるものでございます。 

これをローリング方式により毎年度見直しを行い、

今年度は、平成２６年度から２８年度までの 

「実施計画」を策定いたしました。 

この実施計画におきましては、事業概要のみならず、

主な財政指標等の中期見通しにつきましても公表を

しているところであります。 

財源につきましては、国・県の交付金、合併特例債

などの有利な起債や基金の効果的な活用などにより、 

健全財政が堅持できるよう、策定作業を進めてきたと

ころでございます。 

そして、一般財源の見通しにつきましては、今後の

社会経済情勢や過去の推移等を踏まえつつ、歳入歳出

の推計をしておりますが、平成２８年度から、普通交

付税の合併に伴う優遇措置が段階的に縮小していく

一方で、景気回復の見通しが不透明なことなどから 
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厳しい財政状況が続くものと予想しております。 

こうした中で、緊急性、必要性、費用対効果など、

多角的観点から検討を行うとともに、真に地域の活性

化など市民サービスの向上につながる事業であるか

について検討を加え、財源が必要な施策に集中するよ

う事業を厳選して重点化に努めました。 

また、将来の佐久市にとって活力・創造が図れる 

投資であり、かつ自主財源の確保につながる計画とな

るよう十分検討を重ねております。 

それでは、実施計画の内容につきまして、ご説明を

申し上げます。 

４ページ・５ページの中期的な建設充当一般財源の

見通し、７ページから２０ページまでの基本構想によ

る区分は、後ほどご覧いただきたいと思います。 

私からは５本の重点施策に沿って、今回の実施計画

に新たに盛り込みました主な事業を中心に申し上げ

てまいります。「実施計画書」の２２ページからでご

ざいます。 

 

まず、「世界最高健康都市の構築」では、 

「新しい保健推進事業」により、２０年後、３０年

後も佐久市が「健康長寿のまち」として、市民の皆様

が生きいきと暮らせるようなまちづくりを推進して
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まいります。 

加えて、市の特性であります晴天率の高さを活かし

た太陽光発電設備の設置に対する新たな補助制度を

進めてまいります。 

 

次に、「安心安全な子育て支援」では、文化振興基

金の運用益の活用により、芸術文化の育成・普及のた

めのソフト事業を実施してまいります。 

また、小・中学校の整備につきましては、 

（仮称）佐久平浅間小学校の建設をはじめ、望月中学

校、岩村田小学校、岸野小学校屋内運動場の改築を計

画的に実施してまいります。 

 

次に、「地域経済の活性化」では、耕作放棄地の 

発生を予防するための経費に対する補助制度を新設

し、農業振興を図ってまいります。 

また、空き店舗や空き工場・事務所を利用して事業

を営む事業者に対する賃借料等の補助制度の新設に

より、地域の活性化を図ってまいります。 

 

次に、「交流人口の創出」では、現在、ＪＲ東日本

の「大人の休日倶楽部」等で活用をしていただいてい

る国民宿舎もちづき荘とゆざわ荘につきまして、 
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より快適な宿泊環境を提供するため、設備等の改善を

行うことにより、さらなる交流人口の創出を図ってま

いります。 

また、市の文化振興の拠点施設であるコスモホール

については、毎年度、継続して実施している施設や 

設備の改修に加え、新たに外構工事等周辺の整備に取

り組むこととしております。 

加えて、新たに移住促進住宅支援事業を制度化し、

移住・定住人口の増加に取り組んでまいります。 

 

最後に、「徹底した情報公開による市民参加型市政

の実現」では、臼田まちづくり協議会からいただきま

した提言を踏まえまして、具体的な事業を進める段階

に入ってまいります。 

 

また、ご承知のとおり本市は、平成１７年４月に 

「新佐久市」として誕生し、平成２７年４月に 

１０周年を迎えることになります。 

市では、この１０周年を迎えるに当たり、様々な 

場面で「新佐久市誕生１０周年記念事業」を 

来年１０月から１年間にわたり実施いたしまして、 

これまでに築いてきた有形無形の財産を市民の皆様

と一緒に再認識するなかで、市の魅力を発信してまい
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りたいと考えております。 

 

以上、「平成２５年度第一次佐久市総合計画実施計

画」に位置づけた主な事業につきましてご説明を申し

上げました。 

今後、この実施計画を基本に、来年度の予算編成を

行うわけでございますが、編成過程におきまして、 

さらに事業を精査いたしまして、来年度からの事業実

施に移してまいりたいと考えております。 

 

続きまして、資料３をご覧ください。 

 

「平成２４年度第一次佐久市総合計画後期基本計

画の進行管理について」ご説明を申し上げます。 

 既にご存知のとおり、佐久市の総合計画は、 

平成１９年度から１０年間の行政運営の基本方針と

して策定されており、昨年度からは、後半部分であり

ます「後期基本計画」の計画年度に入っております。 

この後期基本計画は、４８の施策で構成されており

ます。策定にあたり、ご審議いただいた総合計画審議

会から「計画内容の進捗状況を随時把握し、市民に公

表するように」との答申がなされたことを契機に、 
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同審議会と協議を重ね、進行管理の仕組みづくりを行

ってまいりました。 

そして、昨年１０月に、 

「原則として毎年度、計画に掲げた４８施策すべてを

対象に、各担当課が前年度末の時点での取り組み状況

を振り返り、総合計画審議会が第三者の視点から担当

課の評価の妥当性を評価する。」 

という方法で進行管理を行うことを決定いたしました。 

昨年度が後期基本計画の初年度でありましたので、

進行管理の取り組みは今年度から具体的に始まった

ことになります。 

本日は、総合計画審議会の評価結果として、審議会

から提出された答申書につきまして、ご説明を申し上

げます。 

それでは２ページをご覧ください。 

まず、総合計画審議会による評価につきましては、

「各評価の基準」欄に書いてございますとおり、施策

の進行状況に応じＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階で行われて

おります。 

全４８施策のうち、施策が極めて順調に進んだこと

を示す「Ａ」の評価を受けた施策はありませんでした

が、全体の７７パーセントにあたる３７施策において、
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次点である「Ｂ」の評価を受けました。 

３ページをご覧ください。 

総括といたしまして、平成２４年度の市の施策の 

進行状況については「概ね妥当なものであると認め

る」とされましたが、市に対しては、「今後も真摯に

取り組み、着実な施策展開を行ってほしい」との要望

と、「施策の推進や進行管理の方法の改善により一層

の努力を求める」との指摘がありました。 

それぞれの施策の評価結果につきましては、 

４ページ以降をご覧いただきたいと思います。 

審議会の委員の皆様から出された意見や提案は、 

右側の「特記事項」欄に記載してございます。 

市といたしましては、後期基本計画が、合併以来 

取り組んでまいりました新市建設のまとめの計画に

なりますことから、進行管理の果たす役割は非常に 

大きいと考えております。   

今回、初めての試みということで、改善すべき点も

残っておりますが、評価結果を今後の施策の展開に 

活用するとともに、進行管理の制度内容につきまして

も、より適正な方法で状況を把握できるよう、工夫を

重ねてまいりたいと考えております。 
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続きまして、資料４をご覧ください。 

 

「佐久市斎場施設建設事業基本設計について」 

ご説明申し上げます。 

「基本設計」は、プロポーザル方式により業者を 

選定し、本年２月より業務に着手いたしました。 

８月には、佐久地域全１１市町村の住民を対象に 

素案に対する意見募集を行い、配置計画等を検討して

まいりました。 

配置計画、平面図及びイメージパースにつきまして

は、お配りした資料をご覧ください。 

建物は、地上２階建て、延べ床面積約 3,900平方メ

ートルであります。 

１階は火葬ブロックと管理ブロックからなり、施設

中央に位置している告別室と拾
しゅう

骨室
こつしつ

を兼用の部屋と

してございます。 

このことによりまして、一
いち

遺族が火葬前の最後のお

別れから、火葬後のお骨
こつ

上
あ

げまで、一つの部屋を占有

することができます。 

２階は待合ブロックを配置し、火葬中の待ち時間に

は北側に配置した明るく清潔な待合室において、雄大

な浅間山を望みながら過ごすことができます。 
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今後、「実施設計」をまとめまして、平成２７年度

末の完成を目指し、平成２６年１０月頃から建設工事

に着手してまいりたいと考えております。 

 

続きまして、資料５をご覧ください。 

 

「中込中学校プール床板
ゆかいた

破断に伴う調査報告につ

いて」ご説明を申し上げます。 

中込中学校のプール床板
ゆかいた

の破断につきましては、 

プールの基礎部分である、砂と砕石から構成されてい

る部分が、何らかの原因で沈下したことにより、 

砂の部分と床板
ゆかいた

ＦＲＰパネルとの間に隙間ができ、 

ＦＲＰパネルがプールの水圧に耐えきれなくなった

ことによるものでありました。 

この原因を調査するため、レーダー探査機を使い、

プール全体を探査する「地中レーダー探査」と、 

ボーリングバーを使い陥没箇所を直接調査する 

「簡易ボーリング試験」の二つの方法で地質調査を 

実施しました。 

「地中レーダー探査」では、水みちや地下空洞とい

った自然的地中構造は検出されませんでしたが、地質

が周りと異なる反応を示した箇所が、陥没箇所を含め
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３箇所検出されました。 

「簡易ボーリング試験」では、 

地表から深さ約２．５メートル付近までは埋土
う め ど

となっ

ており、それより深いところは、比較的締まった層が

分布していることが分かりました。 

そこで、陥没箇所を深さ３メートルまで掘削したと

ころ、当該箇所には、木材等の廃材が埋設されており、

この廃材の木材が長年による腐食により、沈下したも

のであることが要因として考えられます。 

この結果を踏まえ、プールの改修につきましては、

陥没箇所の地盤改良を実施したうえで、 

既存の５０メートルプールを部分改修することで対

応してまいります。 

 

続きまして、資料６をご覧ください。 

 

「山林等への太陽光パネル設置について」ご説明申し

上げます。 

東日本大震災以降、国による自然エネルギーの推進

に伴い、平成２４年７月からは、「再生可能エネルギ

ーの固定価格買取制度」が始まりました。 
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これにより、多くの事業者がビジネスとして太陽光

発電事業への参入や検討を進めております。 

 本市におきましても、市内の年間日照時間が全国ト

ップクラスといった地域特性を生かし、 

望月地区・茂田井地籍の未利用地を活用した「佐久市

メガソーラー発電所」の整備や、市内太陽光発電施設

への補助制度などによりまして、太陽光発電施設の 

普及・促進を図っているところであります。 

 一方で、太陽光発電施設の設置にあたりましては、

国の基準や規制がほとんどなく、本市では、土地に 

自立して設置する太陽光発電施設に要する手続きに

つきましては、設置する土地の地目により定められて

おります。 

田畑
た は た

の場合には、「農地法による農地転用の許可」、

山林の場合には、「森林法による県への林地開発許可、

市への伐採届」、また、山林・原野につきましては、 

「佐久市自然環境保全条例」により申請や届出のお願

いをしているところであります。 

しかしながら、メガソーラーや太陽光発電施設を設

置する際の周辺住民とのトラブルが新聞等で報道さ

れ、喫緊の課題となっておりますことから、山林等へ

の太陽光発電施設の整備につきましては、 
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「佐久市自然環境保全条例」に基づく申請等の手続き

によりまして、自然環境の保全を行い、自然災害等の

発生を危惧する周辺住民の皆様の不安の解消を図っ

てまいりたいと考えております。 

 「佐久市自然環境保全条例」では、市内の地目が 

「山林・原野」である土地を「自然保全地区」と定め

ておりまして、原則として市内の山林、原野のすべて

が対象となっております。 

この「自然保全地区」において、宅地の造成、建築

物や工作物の建築、土地の形質変更などの行為を行う

場合は、条例に基づく許可申請が必要となってまいり

ます。 

太陽光発電事業の際に対象となる行為といたしま

しては、木
き

や竹
たけ

などの伐採面積が１,０００平方メート

ルを超える場合や土地の形質を変更する面積が 

５００平方メートルを超える場合があります。 

さらに、土地の形質変更の面積が２,０００平方メー

トルを超える行為につきましては、市と事業者の間で

「自然環境保全協定書」の締結を義務付けております。 

 許可にあたっては、「佐久市自然環境保全条例」を

厳格に適用することで、自然災害等の発生に対する 

不安の解消を図り、また、必要に応じ「雨水処理、 
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土砂崩落等への配慮」、「自然保護、環境への配慮」 

「地域住民への十分な説明と相互融和」などの条件を

付してまいります。 

本市といたしましては、引き続き太陽光発電事業の

普及促進を図り、地域分散型のエネルギーの確保とと

もに、この条例を適正に適用することによりまして、

自然環境に配慮した、災害に強いまちづくりを進めて

まいりたいと考えております。 

 

 

――― 私からの説明は以上でございます。――― 


