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定例記者会見 市長あいさつ・説明 

               平成２９年２月１３日 午後２時１５分～ 

佐久市役所 南棟 ３階会議室 

 

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１回定例会」に提出する議案の概要を 

中心に、ご説明を申し上げたいと思います。 

 

 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、条例案１４件、事件案 ６件、 

予算案２８件、合計 ４８件でございます。 

 

 時間の制約もございますので、４８議案のうち、 

条例案２件、事件案１件、予算案３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、６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、子どもの医療費の負担を軽減

し、安心して子育てができる環境づくりの推進等を図るため、

福祉医療費給付金の支給対象を来年度より、高校生相当年齢

（満１８歳に達する年度内）の子どもまで拡大するもので、本

年４月１日から施行しようとするものでございます。 

 

１０ページをご覧ください。 

議案第１０号、「佐久市農業研修生住宅条例の制定」につき

ましては、新規就農希望者の受入れ体制を強化するため、農

業研修生のための住宅を設置することについて必要な事項を

定め、本年４月１日より施行しようとするものでございます。 

 

１９ページをご覧ください。 

議案第１８号、 「小海線岩村田駅構内岩村田踏切拡幅工事

に関する施行協定の締結」につきましては、佐久市岩村田の 

市道２－１号線の整備に伴いまして、岩村田踏切の拡幅工事に

関する施行協定を締結するため、議会の議決をお願いするもの
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でございます。 

  

続きまして、予算案について申し上げます。 

 

２９ページをご覧ください。 

 議案第２１号、平成２８年度一般会計補正予算（第８号） 

についてご説明いたします。 

補正予算（第８号）は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ 

２億３，３６９万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、 

５１２億３，６１１万４千円にしようとするものでございます。 

 補正内容につきましては、十二川原工業団地用地取得に伴う

補正をお願いするものであります。 

 

３４ページをご覧ください。 

 次に、議案第２３号、平成２８年度一般会計補正予算 

（第９号）でございますが、歳入歳出予算の総額から、歳入 

歳出それぞれ１０億９,８７３万５千円を減額し、歳入歳出 

予算の総額を、歳入歳出それぞれ５０１億３，７３７万９千円

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、国の補正予算第２号に伴う国庫 



4 
 

支出金のほか、歳入及び歳出の状況による基金繰入金の減額や、

起債対象事業費の変更に伴う市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、確定見込みによる事業費

の減額および基金利子の積立てなどでございます。 

さらに、主に建設事業関係で、諸事情により年度内の完了が

困難と見込まれる事業につきまして、繰越の承認をお願いする

ものでございます。 

また、４１ページから４４ページの第２表・繰越明許費

補正、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。 

 補正予算については以上でございます。 
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次に、平成29年度当初予算（案）につきまして、お手元に 

配布してございます 資料２ 「当初予算(案)の概要」により

まして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29年度当初予算(案)は、新たにスタートいたします 

第二次佐久市総合計画で掲げた将来都市像、「快適健康都市 

佐久」の実現に向け、戦略的に取り組む「７項目」を政策分野

に位置付けております。 

また、「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」として 

継続的に実施している事業を始め、人口減少に歯止めをかけ、

持続的発展と自主財源の確保につながる事業等を中心に、 

重点的な予算編成を行ったところであります。 

 

２ページをご覧ください。 

「当初予算(案)の規模」でありますが、一般会計の当初予算

(案)総額は、４３４億円で、前年度当初予算との比較では、 

額で５８億円、率で１１．８％の減となります。 



6 
 

特別会計【１３会計】の予算（案）総額は、 

３８７億８，４８７万４千円で、前年度当初予算比、 

額で約２１億円、率で５．２％の減となりました。 

  

 ３ページをご覧ください。 

 当初予算(案)の特色について、４点申し上げます。 

 まず、１点目でありますが、 

 「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。 

 なお、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・拡充事業等を中心に 

予算計上しております。 

 

 ２点目といたしまして、 

「合併特例措置の段階的縮小・終了を見据えた取組み」であ

ります。 

 これは、合併による普通交付税の特例措置が、平成２８年度

から段階的に削減されており、平成３２年度には合併特例 
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事業債の発行期限も終了することを見据えたものであり、継続

する各種大型事業については、確実かつ有利な特定財源の確保

を図り、着実に進めていこうとするものであります。 

 

４ページをご覧ください。 

３点目といたしまして、「総合計画における主要事業の 

取組み」であります。 

これは、総合計画において、７項目の政策分野に位置づけた、

各分野の主要となる事業であり、「快適健康都市 佐久」の 

実現に向けて取組みます、具体的な事業でございます。 

 

７ページをご覧ください。 

次に、４点目といたしまして、「まち・ひと・しごと創生総

合戦略関連事業」であります。 

これは、佐久市における「まち・ひと・しごと」の創生と、

これらの好循環を目的とした事業について、再掲してお示しし

たものでございます。 

 

以上、当初予算(案)における特色を４点申し上げました。 
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次に、１４ページをご覧ください。 

平成２９年度当初予算における主要事業につきまして、拡充

事業を中心に、総合計画７項目の政策分野に沿いまして、その

概要を申し上げます。 

まず、１項目めの「生涯にわたり学び、生きる力を育むまち

づくり」であります。 

１番「就学支援事業」は、小中学校における就学支援専門員

を増員配置し、就学相談や教育支援の充実を図ってまいります。 

４番「遠距離通学対策事業」は、児童、生徒への遠距離通学

支援といたしまして、新たに、臼田中学校・望月中学校の生徒

に対するスクールバス運行を実施してまいります。 

 

１５ページをご覧ください。 

７番「野沢会館整備事業」は、野沢会館の改築検討に係る調

査経費であります。 

８番「文化振興基金活用事業」は、基金を活用して、市内 

５会場において舞台芸術の公演を行う「キッズ・サーキット」

と、「牧
まき

阿佐美
あ さ み

バレエ団公演」などを開催するものであります。 
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１１番「東会館整備事業」は、東会館の改築検討に係る耐震

診断経費であります。 

 

１６ページをご覧ください。 

１６番「東京オリンピック・パラリンピック関連事業」は、

2020東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた、事前

合宿誘致活動および市民スポーツ交流イベントの開催を実施

してまいります。 

 

１７ページをご覧ください。 

次に、２項目めの「地域の特徴を生かしたつながりあるまち

づくり」であります。 

４番「浅科支所整備事業」は、浅科支所の改築に係る調査経

費であります。 

５番「公共交通対策事業」は、本年１０月から、利便性をさ

らに高めた公共交通体系の再編による、市内循環バスの運行を

開始いたします。 
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１８ページをご覧ください。 

１２番「樋橋土地区画整理事業」は、樋橋地区の土地区画 

整理事業支援業務といたしまして、基本設計、 

事業計画認可申請書等の作成に着手してまいります。 

  

２０ページをご覧ください。 

次に、３項目めの「力強い産業を営む活力と魅力あるまちづ

くり」であります。 

６番「養魚対策事業」は、佐久鯉の消費拡大に加えまして、

佐久地方の特徴的な風物であります、水田鮒の生産拡大を図る

支援事業を進めてまいります。 

 

２１ページをご覧ください。 

１３番「森林認証事業」は、佐久地域の「信州カラマツの 

故郷(ふるさと)」としての国際基準の森林認証取得に係る経費

であります。 
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２２ページをご覧ください。 

１７番「信州デスティネーションキャンペーン イベント開催

事業」は、ＪＲと自治体が共同で開催する「信州デスティネー

ションキャンペーン」期間中に合わせた、イベント開催経費で

あります。 

 

２３ページをご覧ください。 

次に、４項目めの「豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづく

り」であります。 

２番「結婚支援事業」は、従前の結婚支援事業に加え、結婚

支援活動団体が実施する結婚支援事業に対する補助を計上い

たしました。 

６番「子ども福祉医療費給付金事業」は、支給対象を１８歳

までに拡大し、子育て支援の充実を図るものであります。 

 

２４ページをご覧ください。 

９番「子ども未来館管理事業」は、子ども未来館のプラネタ

リウム等のリニューアル経費であります。 
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１４番「健康確保対策事業」は、３５歳以上の皆様が、 

歯周病検診を受診する際の検診料を無料とするものでありま

す。 

 

２６ページをご覧ください。 

続いて、５項目めの「快適な暮らしを創る環境豊かなまちづ

くり」であります。 

６番「新クリーンセンター整備事業」は、現在取り組んでお

ります、ごみ焼却施設の整備事業でありますが、平成２９年度

は、施設建設工事に着手してまいります。 

 

２７ページをご覧ください。 

８番「総合運動公園整備事業」は、引き続き、野球場の整備

を行うとともに、クロスカントリーコースの整備を進めてまい

ります。 

 

２８ページをご覧ください。 

続いて、６項目めの「暮らしを守る安心と安全のまちづくり」

であります。 
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１番「非常備消防事業」は、消防団の装備充実を図るため、

班長以下消防団員の防寒
ぼうかん

着
ぎ

等の購入経費を計上いたしました。 

 

２９ページをご覧ください。 

最後に、７項目めの「ひとと地域の力が生きる協働と交流の

まちづくり」であります。 

５番「臼田地区生涯活躍のまち事業」は、臼田地区における

生涯活躍のまちの形成に係る経費であります。 

６番「移住交流推進事業」は、移住促進住宅改修費等補助金

などにより、引き続き、移住・定住人口の増加促進を図ってま

いります。 

 

以上、平成２９年度の当初予算(案)の概要を申し上げました。 

骨格予算とは言え、大型事業が継続しており、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、合併特例による

財政支援措置を受けられるという、優位性を有効に活用し、佐

久市の更なる発展の礎となる都市基盤整備の着実な進展と新

しい佐久らしさを追求した施策を展開するための予算（案）と

しております。             （次頁に続く） 
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今後とも、合併の特例期間終了後も見据え、引き続き健全か

つ効率的な財政運営に、努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、「佐久市福祉医療費給付金」について申し上げます。 

 

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」につきましては、先ほど条例案でご説明いたしました

が、これは、子どもの医療費を軽減し、安心して子育てができ

る環境づくりの推進と福祉の向上を目的として、今年の４月よ

り、子ども福祉医療費給付金の受給対象年齢を高校３年生相当

の18歳まで拡大しようとするものでございます。 

佐久市の子どもの福祉医療給付事業につきましては、 平成

25年４月より中学校修了まで拡大し、実施してまいりましたが、

昨年４月からの「プレママ医療給付事業」に引き続き、子育て

世代へのエールを送り、『佐久市まち・ひと・しごと創生総合

戦略』の基本目標に掲げる「安心して結婚し、子どもを生み育

てることができる佐久市における「ひと」の創生」の具体的な

支援の一環として取り組むものでございます。 

なお、事業対象者の拡大となりますので、これまでと 同様

に、所得制限は設けておりません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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次に「信州デスティネーションキャンペーン（信州ＤＣ） 

佐久市の観光誘客企画」について申し上げます。 

本年７月１日から９月３０日に、国内最大級の観光誘客イベ

ント「信州デスティネーションキャンペーン（信州ＤＣ）」が

長野県で開催されます。佐久市では、この信州ＤＣに合わせ、

佐久の特色を活かした観光誘客を進めてまいります。 

①  信州ＤＣおもてなし隊の登録 

佐久市役所と佐久市観光協会では、信州キャンペーン実行委

員会の「信州ＤＣ おもてなし隊」に登録し、観光客の皆さま

を笑顔と歓迎の心でお迎えいたします。 

②  佐久地域１３蔵の日本酒３９本を試飲 

信州ＤＣ期間中には、プラザ佐久を会場にして佐久地域１３

蔵のおすすめの日本酒を各蔵から３種類セレクトし、「サク」

にちなんで３９本の日本酒を一堂に集めてご紹介いたします。 

期間中の土日休日には試飲を楽しむことができます。 

③  巡回バス・スタンプラリー 

信州ＤＣ期間中には、佐久地域１３の酒蔵と、佐久ケーキ 

職人の会に加盟しているスイーツ店など（ビール工場）を 

チェックポイントにしたスタンプラリーを開催いたします。 
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スタンプラリーの開催に合わせ、ＤＣ期間中の土日休日には、

佐久平駅・臼田駅間の酒蔵やスイーツ店を経由した 

「市内巡回バス」を運行いたします。 

④  信州ＤＣ１００日前イベント 

「信州ＤＣ」の１００日前にあたる３月２３日 木曜日に、

県内の４３駅、市内では中込駅と佐久平駅の２か所に、長野県

のゆるキャラの「アルクマ」をモチーフにしたカウントダウン

ボードが設置される予定です。 

⑤  観光列車でのウェルカムフード提供 

ＪＲ東日本では、本年７月から小海線において新型車両の 

観光列車（リゾート列車）の運行が開始されます。 

市では、ＤＣ期間中にこの観光列車に乗車された皆さまに、

佐久市を知っていただけるようなウェルカムフード（食品）を

提供いたします。 

 

これらの企画により、佐久の素晴らしさをアピールし、観光

入込客数の増加を図ろうと考えております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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次に「もちづき保育園、城山保育園の開園」について申し上

げます。 

施設の老朽化に伴い、保育環境の充実を図り子どもたちにと

ってより良い保育を提供するため、平成２４年度から整備を進

めてまいりました望月地区のもちづき保育園及び平賀・内山地

区の城山保育園ついては、新年度４月１日に開園する予定でご

ざいます。 

２園につきましては、３月下旬に見学会を開催する予定でご

ざいます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

次に、 資料３をご覧ください。 

「子育て事業などにおける寡婦控除のみなし控除の適用」に

ついて申し上げます。 

 

佐久市では、少子化対策のひとつとして、今年度から、保育

園や幼稚園に通う子どものうち、兄弟の年齢などの条件に関係

なく、第３子以降の子どもの保育料を無料とする「保育料負担

軽減拡充事業」を実施いたしまして、多子世帯の保護者の経済



19 
 

的負担を軽減する子育て支援を行ってまいりました。 

新年度の４月１日からは、未婚のひとり親家庭の経済的負担

の軽減を図るため、未婚で子を養育するひとり親家庭を対象に、

子育てなどのサービスについて、税法上の「寡婦（夫）控除」

が適用されるものとみなして、利用料の減額などを行う制度

「寡婦（夫）控除のみなし適用」を実施する予定でございます。 

この制度は、婚姻歴のないひとり親家庭においても、寡婦

（夫）控除が適用されたとみなして、市の対象事業の利用者負

担額等を算定するものでございます。 

 対象事業は、ご覧の 資料３の「認可保育所保育料」ほか 

２３事業でございます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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次に、資料４をご覧ください。 

浅間総合病院第二次整備事業完了に伴う新中央棟開院式並

びに内覧会」について申し上げます。 

 

平成２６年８月に工事着手いたしました、浅間総合病院第二

次整備事業が、本年１月３１日にしゅん工となり、 

来月３月１９日に新中央棟の開院式並びに内覧会を開催する

運びとなりました。 

新中央棟の機能として、主な４点について申し上げます。 

まず１点目の「糖尿病センター」については、浅間総合病院

が開院当初より力を注いでおりました糖尿病治療を、更に推進

するために開設したものでありまして、専門スタッフの集約に

より、最新の医療サービスの提供が可能となります。 

２点目の「中央手術室」は、手術室を6室から7室に増室い

たしまして、医療機器等も最新のものをそろえる中で、緊急手

術や多様化する手術にも対応できるようにいたしました。 

３点目の「講堂」については、学会の開催や市民の予防知識

の普及の場としてご利用いただくとともに、医療ガス設備を 
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設置していることから災害発生時の被災者の受入れも可能と

なっています。 

４点目の「給食室」は、既に稼働しておりますが、 

ニュークックチル方式を採用したことにより、患者様にこれま

で以上においしい食事を提供することができるようになりま

した。 

この新中央棟の開院により、更に地域のみなさまの多様なニ

ーズにお応えできる体制づくりができたものと考えておりま

す。 

来月３月１９日の内覧会には、大勢のみなさまのご参加をお

願いいたします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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最後に、「浅間総合病院におけるレスパイトケア」について

申し上げます。 

 

浅間総合病院では、重度心身障害児の保護者のみなさまから

ご要望をいただいておりました、障害者総合支援法の規定に基

づく「医療型短期入所サービス」の提供について、現在、院内

の関係各科で協議を行い、受け入れ体制と指定申請手続きの準

備を進めております。 

「医療型短期入所サービス」につきましては、医療的ケアが必

要な障害児・者の介護を行う方の負担軽減を目的としています。 

平成２９年度内での事業開始を予定しており、関係手続き等

が整いしだい実施していきたいと考えております。 

市立病院として「医療型短期入所サービス」を提供し、市が

目指す「地域で支え合う社会福祉の充実」の実現に向けて取り

組んでまいります。 

 

私からの説明は以上です。 


