
　

　１、対象者　：　佐久市の観光地や地域振興を目的として、対外的な広報活動をしてくれる方
　　　　　　　　　佐久市にゆかりがあり、首都圏在住の皆さん

　２、任　期　：　2年間

　３、支援するもの　：　「○○○観光大使」としての名刺を付与する

　４、募集方法　：　募集要項等を整備し、申請・承認等を行う 

千円 

○ 平成２２年度当初予算 0 千円 

□施策概要 

□目的又は成果の目標 □予算措置の状況 

佐久市の魅力ある観光資源や観光情報等を広く県内外に発信することで、交流人口の拡大及び観光振興を図るため、観光ＰＲにボランティア精神を持っ 
て積極的に広報活動に携われる人を募集する。 

○ 平成２１年度決算見込み 0 

(東京佐久会からのご提言に基づく)
　観光大使制度について 

１．世界最高健康都市の構築 ４．安心安全な子育て支援 観光課 

２．交流人口の創出 ５．徹底した情報公開による市民参加型市政の実現 直通：0267-62-3285 

３．地域経済の活性化 ６．その他 kanko@city.saku.nagano.jp 

佐久市施策報告会「東京モーニング」　説明資料 
資料ＮＯ．１1 

平成22年4月20日 

□施策名 □施策区分 □所管部署 経済部



平成２２年３月 　「佐久市総合文化会館実施設計（案）」、「佐久市総合文化会館管理運営基 
本計画（案）」が完成しました。 

○住民投票について

　「住民投票」を実施します。現在、制度に係る条例 
（案）等を作成しています。 

平成２１年１月 　総合文化会館用地を佐久市土地開発公社より、購入しました。

　２筆、約２２，９００㎡　　約３１億８千万円　(１月３０日引取） 

平成２１年３月 　「佐久市総合文化会館基本設計（案）」が完成しました。 

平成２１年４月 　栁田市政スタート。
　「総合文化会館建設の是非について市民の意向を再確認する」との方針を打 
ち出しました。 

昭和６２年３月 　各種団体や個人から寄せられた寄附金、また、将来の建設資金を確保するた 
めに「佐久市総合文化会館建設基金」を設置されました。 
（平成２０年度末の基金残高：約１９億６，５００万円） 

平成１９年３月 　平成18年12月、平成19年1、2月に　佐久市区長会長名で提出された“佐 
久市総合文化会館早期建設促進を願う”陳情書が、議会の本会議で、全会一致 
で採択されました。 

平成２０年３月 　「佐久市総合文化会館基本構想・基本計画」を策定しました。 

○経　過 ○実施設計概要 

時 期 及び　管理運営基本計画 
昭和６１年９月 　文化団体をはじめ団体組織で構成された「佐久市文化会館建設推進協議会」 

から陳情書が旧佐久市に提出され、これを契機に総合文化会館建設について検 
討が始まりました。 

千円 

○ 平成２２年度当初予算 2,908 千円 

□施策概要 

□目的又は成果の目標 □予算措置の状況 

総合文化会館建設の資料等を公開し、住民説明会を実施したうえで、住民投票を実施し、市民の意向を尊重して建設是非を判断する。 

○ 平成２１年度決算見込み 87,064

　総合文化会館建設に関する取り組み経過及び住民投票の実施
　について 

１．世界最高健康都市の構築 ４．安心安全な子育て支援 総合文化会館整備推進室 

２．交流人口の創出 ５．徹底した情報公開による市民参加型市政の実現 直通：0267-62-0664 

３．地域経済の活性化 ６．その他 sougoubunka@city.saku.nagano.jp 

佐久市施策報告会「東京モーニング」　説明資料 
資料ＮＯ．１２ 

平成22年4月20日 

□施策名 □施策区分 □所管部署 社会教育部 

南側より望む総合文化会館（実施設計イメージパース） 

佐久市総合文化会館設計概要 

建設地 佐久市佐久平駅南４－２ほか（長野県佐久勤労者福祉センター隣り） 

規模 地上４階 地下１階 延床面積のうち容積率算定延床面積 8,915㎡ 

＜ 施 設 概 要 ＞ 

客席 全1,476席（車いす席 8席／多目的鑑賞室 6席），オーケストラピット 

舞台 プロセニアム型 約800㎡（袖舞台を含む） 格納式音響反射板 

楽屋 楽屋（大），楽屋（中）2室，楽屋（小）2室，個室楽屋2室など 

スタジオ スタジオ（大），スタジオ（中），スタジオ（小）2室 

会議室 会議室（大），和室会議室，会議室（小） 

その他 管理事務室，応接室，打合せ室，託児室，情報交流センター 

機能 屋上緑化，太陽光発電設備（発電容量50ｋＷ），雨水再利用設備 

事業計画 

●多種多様なジャンルのイベントが実施可能な施設として、 

日常的なにぎわいを醸成する事業や、季節感あふれる事業な 

どを「標準的」に実施する場合と「積極的」に実施する場合 

とに分け、分野別事業本数の目標を設けました。 

・標準的に事業を実施する場合 （年間約２４本） 

・積極的に事業を実施する場合 （年間約４０本） 

●分野別の主な事業 

・音楽 （オーケストラ、合唱、室内楽、JPOP、ジャズ） 

・演劇 （演劇、ミュージカル、朗読） 

・ダンス（クラシックバレー、モダンダンス） 

・古典芸能（歌舞伎、日本舞踊、能・狂言、演芸） 

・ワークショップ、映像（合唱、演技、ダンス、名画） 

・レクチャ－（講座、講演会、講習会、シンポジウム） 

・フェスティバル 

（市民ミュージカル、国際交流フェスティバル） 

収支計画 

●事業本数や職員数を基に、人件費を含む施設維持 

管理費や自主事業費などの支出額を算出し、貸館収 

入や自主事業収入を想定した収支を予測しました。 

（標準的に事業を実施する場合） 

・総支出額 （約２億７千万円） 

・総収入額 （約 ６千万円） 

・収 支 （約２億１千万円） 

市からの補てん 

（積極的に事業を実施する場合） 

・総支出額 （約４億円） 

・総収入額 （約１億１千万円） 

・収 支 （約２億９千万円） 

市からの補てん 

実施設計で積算された総建設費 

約６３億８，０００万円 

（どん帳・グランドピアノ 

購入費は除く） 

木々とコスモス畑をイメージしたホール 

ロビー



・夏季合宿は、毎年４月に合宿調整会議を宿泊施設の関係者等と調整のうえ、誘客体制を整えます。 

・今年度、臼田総合運動公園宿泊棟及び臼田テニスコートの改修による受け入れ体制の整備を図ります。 

受け入れ情報は、リニューアルした施設を市のホームページ及び関係団体の紹介等により、誘致活動を推進します。 

・既存の施設の利活用による大規模な大会の誘致や創設を図ります。 

○利用実績 ○ 実施計画 

・ゴルフ 市内に５つあるゴルフ場と提携し、市内ホテルや温泉宿泊施設への誘致を図ります。 

ジュニア育成のための大規模の大会を誘致します。 

・佐久平カントリ－クラブ 

18ホール　全長6,616yard　Par.72 

・サニーカントリクラブ 

27ホール　全長10,029yard　Par.108 

・望月カントリークラブ 

18ホール　全長6,745yard　Par.72 

・佐久春日野カントリー娯楽部 

18ホール　全長6,559yard　Par.72 

・望月東急ゴルフクラブ 

18ホール　全長7,216yard　Par.72 

・硬式野球 県外の有力校を招致し、佐久市営グラウンドにて交流試合を行う。 

・マレットゴルフ 今年度オープン予定の佐久市総合運動公園マレットゴルフ場で県大会を開催する。 

・ダンス ジュニアダンス等の北信越大会の招致を図る。 

・その他競技 柔道、バスケット等全日本クラスの団体の合宿の誘致を図る。 

臼田総合運動公園管理棟・宿泊棟 

合計 131 4,942 

臼田総合運動公園 中学・高校ほか 73 2,129 ｻｯｶｰ 宿泊施設兼用 

布施体育館 その他1 1 40 卓球 望月温泉 

望月総合グラウンド リトル1　その他1 2 120 野球 春日温泉 

望月総合体育館 ｽﾎﾟ少1　高学4　その他1 6 290 ﾊﾞｽｹｯﾄ 望月・春日温泉等 

浅科御牧原台地グラウンド ｼﾆｱ1　高学3　大学1 5 160 野球 市内ﾎﾃﾙ等 

浅科総合グラウンド 高校2 2 90 野球 市内ﾎﾃﾙ等 

佐久市営武道館 高校1　その他2 3 145 空手 市内ﾎﾃﾙ等 

千曲運動広場テニスコート 中学1 1 45 硬式ﾃﾆｽ 市内ﾎﾃﾙ等 

鼻顔テニスコート 中学1 1 45 硬式ﾃﾆｽ 市内ﾎﾃﾙ等 

佐久市営グラウンド ｼﾆｱ1　中学2　高校1 5 261 野球 市内ﾎﾃﾙ等 

内山社会体育館 高校2 2 83 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 市内ﾎﾃﾙ等 

東地区社会体育館 スポ少1　高校5 6 360 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 

大沢社会体育館 高校2 2 145 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ 市内ﾎﾃﾙ等 

勤労者体育館 高校4 4 265 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 市内ﾎﾃﾙ等 

野沢体育センター ｽﾎﾟ少1　中学1　高校5 7 249 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 

浅間体育センター 中学１高校2 3 135 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 

佐久市総合体育館 高校6　大学2 8 380 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 

（平成21年度） 

施設名 利用団体等 件数 人数 主な種目 宿泊状況 

千円 

○ 平成２２年度当初予算 0 千円 

□施策概要 

□目的又は成果の目標 □予算措置の状況 

市内の旅館・ホテル等の宿泊施設及び臼田運動公園宿泊棟と連携を図り、新たに市外から合宿利用者の増加を図る。 

○ 平成２１年度決算見込み 0

　合宿の受け入れ誘致について 
１．世界最高健康都市の構築 ４．安心安全な子育て支援 体育課 

２．交流人口の創出 ５．徹底した情報公開による市民参加型市政の実現 直通：0267-62-2020 

３．地域経済の活性化 ６．その他 taiiku@city.saku.nagano.jp 

佐久市施策報告会「東京モーニング」　説明資料 
資料ＮＯ．１３ 

平成22年4月20日 

□施策名 □施策区分 □所管部署 社会教育部


