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定例記者会見 市長あいさつ・説明 

         平成２５年２月１３日 午前１０時００分～ 

佐久市役所 ３階 庁議室 

 

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、ありがとうござい

ます。 

 

本日の記者会見は、 

佐久市議会「第１回定例会」に提出する議案の 

概要を中心に、ご説明申し上げたいと思います。 

 

 はじめに、今回の提出議案でございますが、 

資料１のとおり、条例案２５件、事件案１９件、 

予算案２１件、合計６５件でございます。 

 

 時間の制約もございますので、６５議案のうち、

条例案３件、事件案１件、予算案２件につきまして、

概要を申し上げますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 最初に、１ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第２号「佐久市組織条例の一部を改正する条

例の制定」につきましては、平成２５年度からの組

織機構の見直しによる部局の再編に伴い、部局の名

称及び事務分掌について、所要の改正を行おうとす

るものであります。 

 

 次に、４ページをご覧ください。 

 議案第５号「佐久市税条例の一部を改正する条例

の制定」につきましては、「東日本大震災からの復興

に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に

必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する

法律」の施行に伴い、防災施策の財源の確保のため、

個人市民税の均等割の税率の臨時的措置について定

めようとするものであります。 

 

 次に、５ページをご覧ください。 

 議案第６号「佐久市福祉医療費給付金条例の一部

を改正する条例の制定」につきましては、子育て世

帯の福祉の向上を図るため、福祉医療費給付金の支

給対象者のうちの乳幼児等に該当する者の範囲につ

いて、小学校卒業までの者から中学校卒業までの者

に拡大しようとするものであります。 
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 この件につきましては、後ほど資料３で申し上げ

たいと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 次に、事件案について申し上げます。 

 ２９ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第２８号「平成２３年度佐久市本庁舎（低層

棟）耐震改修及びアスベスト除去工事請負契約の変

更」につきましては、予定数量以上にアスベストの

除去及び処分の量が増加したこと等から、設計の変

更を行ったことにより、契約金額を増額し、 

３億１９万５千円にしようとするものであります。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 次に、予算案について申し上げます。 

 ５１ページをご覧ください。 

 議案第４６号「平成２４年度一般会計補正予算（第

９号）案」について申し上げます。 

 歳入歳出それぞれ２２億７,７２４万円を減額し、 

４７９億２,７６０万円にしようとするものでござ

います。 

 今回の補正は、歳入では、事業実施に伴う国庫補
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助金、県支出金及び地方債の補正などでございます。 

 歳出では、事業費の確定または、確定見込による

事業費の減額および基金利子の積立等でございます。 

 また、歳入および歳出の状況から、基金繰入金な

どの減額を行っております。 

 詳細につきましては、５２ページから５５ページ

のとおりでございます。 

 また、５６ページから５８ページの、 

第２表・繰越明許費、第３表・債務負担行為補正、

第４表・地方債補正につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 補正予算の概要につきましては以上でございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 次に、平成２５年度当初予算（案）の概要につい

て申し上げます。 

資料２ の「当初予算(案)の概要」により、説明

をさせていただきます。 

 

まず、「予算編成の基本的な考え方」につきまして

申し上げます。 

１ページをご覧ください。 

平成２５年度当初予算(案)は、佐久市総合計画を
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指針といたしまして、合併特例を活用した「新たな

まちづくり」の仕上げに向けた施策を展開するとと

もに、次世代へ過度な負担を残すことがないよう、

財政の健全性にも留意をいたしました。 

ページ下段の枠の中に記載してございますが、総

合計画の基本理念の具現化に向けました「６項目の

基本構想の柱」、さらに、昨年度に引き続き、この柱

を横断し、戦略的に取り組む「５項目」を重点施策

に位置付けたところでございます。 

また、予算要求の段階から、事業仕分けの考え方

や行政評価を有効に活用し、現状の諸課題に的確に

対処できるよう、改めて事業の検証と見直しに取り

組むことを基本といたしました。 

 

２ページをご覧ください。 

「当初予算(案)の規模」でございますが、平成 

２５年度佐久市一般会計当初予算(案)の総額は、 

４５８億８,０００万円、前年度当初予算と比較いた

しますと、１８億円、率で３．８％の減となります。 

特別会計（１１会計）予算（案）の総額は、 

３２４億４，０７４万４千円で、前年度当初予算よ

り、２億９４９万４千円、率で０．６％の増となり

ました。 
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 ３ページをご覧ください。 

 続きまして、当初予算(案)の特色を４点申し上げ

ます。 

 まず、１点目でございますが、「骨格予算」として

の予算編成でございます。 

 本年４月に市議・市長選挙が執行予定のため、「骨

格予算」として予算編成を行いました。 

扶助費等の義務的経費や施設管理費等の経常経費

のほか、総合計画に位置付けられた継続事業等を中

心に予算計上してありますが、各種大型事業が継続

しており、予算規模は、平成２４年度に次ぐ大きさ

となっております。 

 

２点目といたしまして、「合併による「新たなまち

づくり」の仕上げに向けた取り組み」でございます。 

 合併特例事業債など財政支援措置を有効に活用い

たしまして、合併後の都市基盤整備の仕上げに向け、

継続する大型事業を着実に進めてまいります。 

 

 ４ページをお願いいたします。 

３点目といたしまして、「安全安心な子育て支援」

に配慮した取り組みでございますが、小中学校の施
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設整備などの大規模事業が継続する中で、後ほど説

明いたしますが、医療費の無料化を中学校卒業まで

拡大するなど、ソフト事業にも配慮をいたしました。 

 

４点目といたしまして、「事業の検証と見直しへ

の取り組み」でございます。 

予算要求に当たりまして、事業仕分けの考え方や、

市の事務事業を市民の視点で検証するため、「外部

評価」の結果を有効に活用し、現状の課題に的確に

対処できるよう事業の検証と見直しに取り組みまし

た。 

主な成果としましては、外部評価に基づく成果と

して、指定管理の見直し及び事業廃止（約５７０万

円）の節減効果がありました。 

また、過去の事業仕分け対象事業のほか、長期継

続契約、施設管理委託料及び補助金等の見直しによ

る削減効果（約２，６００万円）も出ております。 

以上、当初予算(案)の４点の特長を申し上げまし

た。 

 

次に、８ページをご覧ください。 

主要事業につきまして、☆印の付いている新規事

業を中心に総合計画６項目の基本構想の柱に沿いま
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して、その概要を申し上げます。 

まず、「たくましく心豊かな人材の育成と地域文化

の保存・継承と発祥」でございます。 

「美術館管理運営事業（特別企画展）」ですが、美

術館の開館３０周年記念特別企画展として「平山郁

夫展」を開催いたします。 

【４項目めの】「大船渡市復興支援交流事業負担

金」は、大船渡市の団体等へ佐久市で開催する各種

催物への参加等に対する支援に係る経費でございま

すが、長期的な息の長い復興支援を念頭に予算化い

たしました。 

【ページ最下段】通学路安全対策事業ほか、 

９ページの教育企画事業、学校給食南部センター 

及び臼田給食センターでのアレルギー対応食への 

準備に係る経費なども計上しております。 

 

次に、「ネットワークで築く地域の個性・特色を生

かした多機能都市づくり」でございますが、１０ペ

ージの中段をご覧ください。 

【５項目めの】「斎場関係道路整備事業」は、建設

候補地の地元環境整備を図るための道路整備に係る

経費であります。 

「社会資本整備総合交付金橋りょう長寿命化修繕
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事業」は、平成２３年度に作成しました「橋りょう

長寿命化計画」に基づく計画的な修繕に係る経費を

計上いたしました。 

【下から３項目めの】「地域整備事業」は、市の組

織機構を一部変更する中で、新たに事業立てを行い、

臼田地区まちづくり及び中部横断自動車道佐久南 

ＩＣ周辺土地利用に関する構想・計画の策定に係る

経費を計上いたしました。 

 

次に、１１ページをご覧ください。 

「１００万経済圏を目指した産業基盤の強化と新

たな産業の創出」でございます。 

【５項目めの】「農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金事業」は、望月の高呂原地区、浅科の山梨

地区の用排水路等の整備経費及び四ケ地区の事業費

負担金に係る経費を計上いたしました。 

次に、【下から３項目めの】「産業立地推進事業」

は、産業立地推進員を増員し、新たに中京・東海方

面からの企業誘致活動を行う経費を計上いたしまし

た。 

【下から２項目めの】「雇用対策事業補助金」は、

新制度といたしまして、事業主都合による離職者等

の支援のため、離職者等の皆様を雇用いただいた 
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事業主へ補助を行う経費であります。 

 

資料１２ページ「みんなが生涯現役で住みよい健

康長寿のまちの形成」でございます。 

【上から３項目めの】「地域包括ケア実践事業」は、

県のモデル事業として医療、介護、予防、住まい、

生活支援サービスを提供するシステムを日常生活圏

域ごとに構築するための経費であります。 

「障害者虐待防止対策支援事業」は、昨年１０月

に施行された「障害者虐待防止法」に基づく対策及

び支援に係る経費でございます。 

【上から６項目めの】「こころの健康推進事業」は、

新たに自殺対策連絡協議会の設置及び支援相談員の

増員等による自殺対策の推進に係る経費でございま

す。 

 

１３ページをご覧ください。 

次に、「水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境

の創出」でございます。 

【上から２項目めの】「新エネルギー推進事業」は、

住宅用太陽光発電システム設置への補助に加え、メ

ガソーラー発電事業及び、企業の太陽光発電システ

ム設置等に対する補助経費を計上いたしました。 
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【６項目めの】「都市公園セーフティリニューア

ル事業」は、公園施設長寿命化計画に基づく公園の

改修に係る経費を計上いたしました。 

【最下段の】「下水道事業特別会計」には、常田及

び塚原農業集落排水事業を廃止して、公共下水道事

業への統合に係る経費を計上いたしました。 

 

１４ページをお願いします。 

最後に「市民生活の安全確保と市民満足度の向上」

でございます。 

消防関係では、【２項目めの】佐久消防署庁舎建設

事業は、庁舎移転改築工事等に係る経費を計上いた

しました。 

【４項目めの】「非常備消防事業」において、非常

用の伝達システムを全消防団員まで拡大し、連絡体

制の強化を図ってまいります。 

 

１５ページの「斎場関係環境整備事業」は、建設

候補地の環境整備を図るためのグラウンド整備の基

本設計等に係る経費を計上いたしました。 

 

以上、平成２５年度の当初予算(案)の概要を説明

申し上げました。 
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骨格予算とは言え、継続する大型事業が山積して

おり、これまでの財政運営によって培われた佐久市

の健全財政という安定した基盤と、合併特例により

ます財政支援措置を受けられるという、優位性を有

効に活用いたしまして、佐久市の更なる発展の礎と

なる「新たなまちづくり」の仕上げに向けた予算（案）

となりました。 

しかしながら、地方財政を取り巻く環境は、引き

続き厳しい状況にありますので、健全で効率的な財

政運営に、引き続き、努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。 

引き続き、副市長より、歳入等につきまして、説

明いたします。 

 

・・・・・・・・（副市長説明）・・・・・・・・・ 

 

引き続きまして、私から説明させていただきます。 

 重点事業等につきましては、ただ今、市長より説

明申し上げましたので、私からは、歳入・歳出の目

的別・性質別の状況等につきまして、説明させてい

ただきます。 
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 恐れ入りますが、資料１にお戻りいただきたいと

思います。 

 はじめに、歳入につきまして申し上げます。 

６３ページをご覧ください。 

「１款」 の市税のうち、 

主な項目を説明申し上げます。 

最初に、「個人市民税」でございますが、既にご存

じの通り、雇用情勢の悪化等により、課税所得の減

が見込まれますことから、３７億８，５０２万円余

を計上いたしました。これは、前年度当初予算と比

較しますと、額で７，３３４万円余、率で１．９％

の減となりました。 

また、「法人市民税」は、法人税率の引き下げの影

響から、４億３，１５０万円を計上いたしました。

これは、前年度と比較しますと、額で９５２万円余、

率で２．２％の減となりました。 

「固定資産税」につきましては、新増築による家屋

の増は見込めるものの、地価の下落により土地の増

は見込めないほか、景気低迷などにより、償却資産

も同様と見込み、５２億２，９５２万円余を計上い

たしました。これは、前年度比０．７％の減となっ

ております。 

市税全体では、１０９億円を計上したところでご
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ざいます。これは、前年度比０．９％の減となって

おります。 

 

次に、税以外の主な歳入につきまして申し上げま

す。６４ページをご覧ください。 

「２款」の「地方譲与税」及び「３款」の「利子

割交付金」は、経済情勢などを勘案し、地方譲与税

で４億７，５００万円、利子割交付金で 

２，１００万円を計上しております。 

これは、前年度比でそれぞれ２．５％、３８．２％

の減となっております。 

 「９款」の「地方特例交付金」は、税制改正に伴

う今年度の実績見込みから推計し、３，９００万円

を計上いたしました。これは、前年度比で３９．３％

の増となっております。  

 「１０款」の「地方交付税」は、公債費における

合併特例事業債の元利償還金の増などにより、 

１０７億９，５２６万円余を計上いたしました。 

これは、前年度と比較いたしますと、 

額で１億４，８３２万円余、率で１．４％の増を見

込んでおります。 

「１４款」の「国庫支出金」は、それぞれの事業

実施に伴う財源でありますが、主に、社会資本整備
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総合交付金の減などにより、 

４９億３，７１０万円余を計上しております。 

これは、前年度と比較いたしますと、 

額で３億３，８６９万円、率で６．４％の減となっ

ております。 

「１８款」の「繰入金」は、 

２７億４，１８４万円余を計上しております。前年

度と比較いたしますと、財政調整基金及び減債基金

繰入金で４億５，０００万円の増となっております

が、職員退職手当基金、総合都市交通施設整備基金

及び小中学校施設整備基金繰入金の減などによりま

して、額で２億４，７３８万円余、率で８．３％の

減となっております。 

「２０款」の「諸収入」は、 

２８億３，０４２万円余を計上しております。 

これは、前年度と比較いたしますと、 

額で１６億６，２１８万円余、率で３７．０％の減

となっております。 

減額の主な要因といたしましては、既にご存じの

通り、佐久市土地開発公社貸付金元金収入の減でご

ざいます。 

「２１款」の「市債」は、８５億５，４００万円

を計上しております。これは、前年度と比較いたし
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ますと、額で４億３，６９０万円、率で５．４％の

増となっております。 

増額の主な要因といたしましては、過疎対策事業

債及び合併特例事業債の対象事業において、前年度

を上回る事業実施を見込んでいることによるもので

ございます。 

 

次に、６５ページをご覧ください。 

「目的別歳出の状況」をご説明申し上げます。 

「２款」の「総務費」は、４７億８，９１７万円

余を計上しております。これは、前年度と比較いた

しますと、額で２０億６，６８６万円余、率で 

３０．１％の減となっております。 

この主な要因でございますが、土地開発公社貸付

金の減がございます。 

「４款」の「衛生費」は、５７億１，６８６万円

余を計上しております。これは、前年度と比較いた

しますと、額で１９億４，０５６万円、率で 

５１．４％の増となっております。 

この主な要因でございますが、佐久総合病院再構

築対策事業費、斎場施設建設事業費及び、新エネル

ギー推進事業費の増がございます。 
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「６款」の「農林水産業費」は、 

９億８，８１５万円余を計上しております。 

これは、前年度と比較いたしますと、 

額で１億２，５８６万円余、率で１４．６％の増と

なっております。 

この主な要因でございますが、農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金事業費を当初から予算計上し

たことでございます。 

「８款」の「土木費」は、６１億５，９８２万円

余を計上しております。これは、前年度と比較いた

しますと、額で１４億１，６０８万円余、率で 

１８．７％の減となっております。 

この主な要因でございますが、総合運動公園整備 

事業費及び、佐久総合病院佐久医療センター建設地

周辺道路の整備に伴う、社会資本整備総合交付金関

連街路整備事業費の減でございます。 

「９款」の「消防費」は、１４億７，４７９万円

を計上しております。これは、前年度と比較いたし

ますと、額で２億３，００６万円余、率で１８．５％

の増となっております。 

この主な要因でございますが、佐久消防署庁舎建

設に伴う経費の増でございます。 

「１０款」の「教育費」は、６７億８１０万円余
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を計上しております。これは、前年度と比較いたし

ますと、額で６億６５７万円余、率で８．３％の減

となっております。 

この主な要因でございますが、創錬の森整備事業

に伴う用地取得費の減でございます。 

「１２款」の「公債費」は、４９億３，３７９万

円余を計上しております。これは、前年度と比較い

たしますと、額で２，４８７万円余、率で０．５％

の減となっております。 

この主な要因でございますが、定期償還利子の減

でございます。 

 

６６ページの「円グラフ」につきましては、歳出

の「目的別構成比」を表したものでございます。 

 

６７ページ「財源別歳入の状況」をご覧ください。 

これは、「自主財源と依存財源」の比率でございま

す。 

自主財源の割合でございますが、「４０．０％」、

依存財源の割合は、「６０．０％」となっております。 

それぞれ、前年度当初予算と比較いたしますと、

自主財源が、４２．６％、依存財源が、５７．４％
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でございますので、２．６ポイント依存財源の割合

が増加いたしました。 

これは、自主財源において、土地開発公社貸付金

元金収入が、用地の計画的な引取りもあり、大幅に

減少したことなどが要因でございます。 

 

 次に、６８ページをご覧ください。 

「性質別歳出の状況」でございますが、「人件費・扶

助費・公債費」の「義務的経費」は、前年度当初予

算と比較いたしますと、「０．１％の増」となってお

ります。 

これは、主に「扶助費の障害者自立支援給付費」

の増によるものでございます。 

「投資的経費」のうち、普通建設事業費は、前年

度当初予算と比較いたしますと、「１．６％の減」と

なっております。 

 これは、主に仮称「佐久平浅間小学校」及び、「望

月中学校」建設事業費の増はあるものの、「創錬の森

整備事業、総合運動公園整備事業、佐久総合病院佐

久医療センター建設地周辺環境整備」に伴う事業費

の減によるものでございます。 
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 ６９ページの「円グラフ」につきましては、歳入

は、款別構成比を表したものでございます。 

また、歳出は、性質別構成比を表したものでござ

います。 

 

７０ページ以降につきましては、先ほど、市長か

ら説明申し上げました、予算の特徴、重点事業等で

ございますので、説明は省略させていただきたいと

思います。 

 私からの説明は、以上でございます。 

 

・・・・・・・・・（市長説明）・・・・・・・・・ 

 

 提出議案の説明は以上でございます。 

 

 次に、資料３をご覧いただきたいと思います。 

「医療費無料化の中学生まで拡大」につきまして申

し上げます。 

 現在の少子高齢化社会にありまして、将来を担う

子どもたちの健やかな成長は、佐久地域の発展に何

より大切なことでありまして、佐久市におきまして

も、子育て支援の充実は益々重要な課題となってお

ります。 



 21 

 「安心安全な子育て支援」は、私の公約であり、 

佐久市の重点施策の一つでもありますことから、 

子育て支援の重要性にかんがみ、子育て環境の現 

状や、社会経済情勢を踏まえる中で、平成２５年度

から、医療費の無料化を中学校卒業まで拡大するこ

とにつきまして、今議会において、条例改正案およ

び予算案を上程することといたしました。 

 なお、医療費無料化の拡大にあたりましては、医 

療費を給付するという支援だけではなく、年少時か 

らの健康に対する理解と体づくりのため、小・中学 

生への保健事業の充実も図ってまいりたいと考えて 

おります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 続いて、資料４をご覧ください。 

佐久総合運動公園竣工式、及び竣工記念イベント 

のご案内を申し上げます。 

 佐久総合運動公園陸上競技場につきましては、長 

野県内で初めて常設の照明設備を整える第２種公認 

陸上競技場として、平成２３年度から整備を進めて 

おり、今月末、本体工事が完了し、３月中旬には周 

辺整備工事まで完了する運びとなりました。 

４月１日から、市民の皆様の施設利用が可能とな
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ることから、これに先立ちまして、来る３月２３日

の土曜日、本陸上競技場において、佐久総合運動公

園陸上競技場竣工式、並びに、「バトンで繋ぐみん

なの絆、ハーフマラソン世界記録に挑戦」と題しま

して、竣工記念イベントを開催いたします。 

この竣工記念イベントは、世界記録の挑戦だけを

目的としたものではなく、小さなお子さんからお年

寄りの方まで、多くの皆様にご参加をいただきまし

て、１本のバトンをリレー形式で繋ぎ、楽しく走り

ながら感動を共有し、市民同士の絆を深めることを

目的として行います。 

このほかに、佐久市体育協会の皆様や市内高校陸

上部員の皆様にご協力をいただき、市内小中学生を

対象に陸上教室を開催いたします。 

これらの竣工記念イベントを通して、陸上競技に

興味を持つ市民が増え、佐久市から世界に羽ばたく

アスリートが、一人でも多く輩出される一助になれ

ばと思います。 

なお、竣工イベントの詳細につきましては、お手

元の資料のとおりでございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

私からの説明は以上です。 


