
平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

①市の財政状況やイベント情報を目に
する機会が無い

・広報紙作成の工夫やホームペー
ジの充実等を図りながら、行政情
報等の提供を行う。

実施 Ｈ24～26
ホームページは、平成27年2月にリニューアルを行い、ＳＮＳも正式運用を
始めた。広報紙についても、平成26年度により読みやすい形へページ数と
文章量の見直しを行った。

②もっと分かりやすく宣伝していくべき
・必要に応じ学生の皆さんへの広
報配布も検討する。

実施 Ｈ24～
学生が市政情報に触れる機会が増えるように、大学へ広報の配布を含め、
広報佐久を置く場所を増やした。

①農業用水路の維持等 耕地林務課
・非農家も含めた地域全体で維持
管理し、支援制度も活用してもら
いたい。

実施不可

農業用水の役割は、水田に水を供給するだけでなく、雨水の排水にも
利用されているとともに、佐久市の景観形成になくてはならない水田
の風景を保全している。このことから、農業用水路の草刈り、清掃など
の維持管理は、高齢化により農業従事者が減少した農家の皆様だけ
でなく、非農家も含めた地域の皆様で行っていただきたいと考えてい
る。

②農地バンクの充実

・国の制度として、農地中間管理
事業があり、一定程度農地を集積
した場合には、農地集積協力金
等の支援がある。また、市の制度
として農地バンク制度がある。

既実施

農地中間管理事業については、人・農地プランの策定を進めながら取組を
行っている。
農地バンク制度については、平成23年度より開始し、広報及びＦＭラジオに
て周知を行っている。平成26年度には、19筆の空き農地の登録があり、14
筆の農地を新規就農者等に紹介し、利用権設定を行った。

③農業後継者へのIターンと同様の補
助金交付

・青年就農給付金がある。
・農業後継者を対象とすることは
難しいが、市としては新規就農者
及び農業後継者による農業経営
必要経費に対し『新規就農者定着
支援事業』による補助金交付支援
を行なっていく。

既実施

青年就農給付金経営開始型については、年額150万円を5年間給付してい
る。
なお、農業後継者も一定の要件を満たせば対象となる。
新規就農者定着支援事業では、Iターンの新規就農者だけでなく、農業後継
者に対しても、就農補助金を交付している。

3
荒廃農地転作等　地産
地消

①米、小麦、大豆等給食への組み入
れ

農政課

・米粉用米を拡大し、市産米100
パーセントの米粉を活用した米粉
パンを学校給食に提供している
・各施設でも可能な範囲で地産地
消に取組む

既実施
市内小中学校への給食に提供される米粉パンについて負担金を出し、提
供している。（Ｈ26年度実績：6回/年、延べ52,274食）

1 市政に関する情報提供
広報広聴課
(広報情報課）

農政課

2
高齢化による農業従事
者の減少



平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

①狩猟人の育成・補助金交付 耕地林務課

・年１回市主催の「有害鳥獣駆除
講習会」開催
・「新規狩猟免許取得者等補助
金」による補助
・広報により市民へ周知を図る

実施 Ｈ24

「有害鳥獣駆除講習会」の一環として、佐久市、佐久市猟友会の共催により
「ワナ猟講習会」を実施。参加者２４名
「新規狩猟免許取得者等補助金」を利用し２名が新たに狩猟者免許を取得
した。
ワナ猟講習会広報及び講習会の中で、「新規狩猟免許取得者等補助金」に
ついて周知を行った。

②柵設置の補助金交付 農政課

・広域防護柵については、平成２
１年度より国庫事業の鳥獣被害
防止総合対策交付金を実施、ま
たほ場ごとの防護柵設置につい
ては、平成２２年度から市単独事
業の農作物有害鳥獣被害防止事
業を行なっている。

既実施

国庫事業については、地元合意形成がなされた地域で実施。
また、市単独補助としては、資材費10分の3を補助し、農家負担の軽減を
図っている。（上限10万円）。

③捕獲食肉の有効利用(ジビエ等) 耕地林務課
・食肉処理施設等について調査・
研究

実施 Ｈ24
野生鳥獣の食肉処理等施設について、県内先進地の施設を視察し、調査
を行った。

5
農作物のブランド化
「米」

低農薬の佐久平の米を全国へＰＲして
ほしい

農政課
・佐久浅間農協により、産地のPR
を図っている。

既実施
佐久浅間農協が行っている佐久市の米のＰＲ活動に対し、補助金の交付を
行い産地のＰＲを図っている。

6
老人介護施設入所期間
３か月

同一場所での長期間介護をお願いし
たい

高齢者福祉課
・介護老人保健施設の目的は、在
宅生活復帰のため、入所期間は
変化する。

実施不可
・介護老人保健施設の目的は、在宅生活復帰のため、入所期間は変
化する。

7
少子化　未婚者のお見
合いパーティ　婚活

未婚者のお見合いパーティなど、若者
が集う場所作りが必要

福祉課 ・側面より支援していく。 実施 Ｈ26～

佐久市社会福祉協議会が「結婚相談等事業」として、結婚相談、婚活イベ
ント、研修事業を行っているが、取り組みが継続して行われるよう、その事
業に対し助成金を交付した。

市や市内の商工業団体、青年会議所などで構成する、結婚支援事業実行
委員会を27年12月に設立し、28年3月には、若者の恋愛や結婚、子育てに
対する意識向上を目的とした「講演会」を開催する予定である。

4 野生動物の食害



平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

①５年先など期限を決めて廃止すべき

・代替エネルギーの確保不能な現
状では、原子力発電の安全、国民
の理解、信頼の確保を前提とした
原発稼働もやむ得ないと考える
が、将来的には代替エネルギー・
再生可能エネルギーの普及によ
り原子力発電の全廃を目指すべ
き。

実施不可

エネルギーの供給は、市民生活や経済活動に不可欠であり、安全で
安定的な供給が必須であることから、国において原子力発電に相当
する電気量を賄う代替エネルギーの確保ができない状況下では、実
施困難と考える。
しかし、将来的には代替エネルギー、再生可能エネルギーの普及に
より原子力発電の全廃を目指すべきであり、佐久市としても、日本有
数の日照時間の長さという地域特性を生かし、助成事業による太陽
光発電設備設置の普及を図るとともに、小水力発電などの再生可能
エネルギーの導入の可能性についても研究を進めながら、市内の自
然エネルギー由来の電力自給率の向上に向けて取り組んでいきたい
と考えている。

②国を挙げて自然エネルギーでの電
力供給に取組む

・市内の再生可能エネルギーに由
来する電力自給率向上に取り組
んで行く。

実施 H24～

平成24･25年度には企業向けに「新エネルギー・省エネルギー施設整備事
業補助金」を交付し、工場等における太陽光発電設備や省エネルギー設備
の導入を促進した。
また、H26.2月には平成29年度までを計画期間とする「佐久市環境エネル
ギー重点プラン」を策定し、市内における太陽光や水力、木質バイオマスな
どの自然エネルギーの普及促進に取り組んだ。

9 水源を守る 水源を守る取り組みをしてほしい 環境政策課

・佐久市地下水保全条例を制定。
・長野県及び周辺地域の市町村と
連携し、水資源の保全に取り組
む。

実施 Ｈ24～26

平成25年1月より佐久市地下水保全条例が施行された。
平成25年10月に地下水の保全に取組む３３の自治体等が一同に会し、水
資源保全サミットを開催した。
平成26年7月に自治体ネットワークによる情報の交換と共有化を進め、地
域を越えた地下水の保全に取り組むため、水資源保全全国自治体連絡会
を設立する(H27.10.30現在会員数：１６１団体)

10 市政モニターの人数 人数が少ないので増やしてほしい
広報広聴課
(広報情報課）

・市政モニター制度の検証を行
う。

実施 Ｈ25 市政モニターの人数を１０名から１４名へと増やした。

11
他都市との差別化によ
る交流人口・定住人口
の増大

第一次佐久市総合計画に掲げる基本
構想の６つ柱のうち、「みんなが生涯現
役で住みよい健康長寿のまちの形成」
は、佐久市が他の都市と差別化できる
施策と考えられるため、この強みを対
外的にもっとアピールするとともに、長
期的な定住人口の獲得に向け、子育
て層をターゲットとした大胆な予算配分
の検討が必要

企画課

・子育て世代への支援を含め、類
を見ない健康都市構築を目標に、
様々な分野の連携により、施策展
開する中で、『健康感』『幸福感』
『住みやすさ感』の３つの項目を高
められるよう努ていく。

実施 H27～

平成27年度策定予定の「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で、
「仕事と雇用の創出」、「人の流れの創出」、「若い世代の希望実現」、「地域
の活性化と連携」を大きな柱とし、地域の特色・資源を最大限に活用した施
策推進に向け、取り組んでいる。なお、今年度からインターネット動画配信
を行うなど、地域の魅力発信に取り組んでいく。

12 児童通学路
各学校の児童の通学路について、見
直しと歩道の新設を検討してほしい

学校教育課

・学校においては現地調査で確認
した事項を基に、新たに拡幅した
道路の課題や対応方法について
検討していく。
・交通安全策について、県や市等
の道路管理者・警察と協議・推進
するなど通学路安全性向上に努
める。

実施 H24～

交通安全対策について、平成25年度までに学校から危険箇所を挙げてもら
い、平成26年度に関係機関と合同点検と道路の整備等を実施した。
平成27年3月には「佐久市通学路交通安全プログラム」を策定し、学校から
区長を通じ改善要望のあった箇所について、道路管理者や学校、教育委員
会等の関係機関で合同点検を実施し、対策を進めていく方針を示した。
平成27年10月に関係者による合同点検を実施した。

8 原発廃止 環境政策課



平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

13 アダプトシステム

ボランティアとしてのシステムのはず
が、一部企業にメリットが発生している
模様で、ボランティアの趣旨からすれ
ば違和感があるが、システムでどのよ
うに対策をするか

契約課

・地域貢献活動として、アダプトシ
ステムに限らず協力頂く団体(例・
消防団協力事業所)や企業(例・除
雪作業への協力企業)の皆様も加
点対象とし、評価していることをご
理解願いたい。

実施不可

あくまでも自主的なボランティア精神により、社会・地域づくりにそれぞ
れのご判断で参加いただいている。
市発注工事において、アダプトシステム事業活動を「総合評価落札方
式における地域貢献等の評価項目」としているのは、災害協定や除
雪委託業務及び消防団協力事業所と共に、企業が社会貢献や地域
貢献に取り組む一環と考えている。

①佐久鯉を学校給食に取り入れるな
ど、地元特産物アピールし、雇用・経済
の活性化を図る

・学校給食で佐久鯉料理を提供で
きるか検討する。

実施 Ｈ24～
学校給食において、佐久鯉の料理は予算の範囲内で年1、2回は提供して
いる。

②鯉・プルーンなど新たな加工食品開
発を

・プルーンを、佐久市の食材として
全国または世界へと発信してい
く。

実施 Ｈ26～

農業祭や友好都市物産販売など、各種イベントにより地元農産物を内外に
ＰＲし、プルーンについては特産物加工品研究開発委託により、「臼田プ
ルーンバーガー」を開発し、佐久市の特産品としてＰＲと普及拡大を図って
いる。

15 これからの農業
農家から直接消費者へ販売できる組
織作り

農政課
・新たな事業と農家収益の向上を
図る上で、重要な取組みであると
考える。

実施不可
平成27年度から佐久特産品需要拡大事業を実施しており、その中で
流通・販売に関して、情報提供、アドバイスなどを行い、販路の組織作
り要望があれば支援なども検討していきたい。

16
佐久市農産物のブラン
ド化

リンゴ栽培について土壌環境の解析と
収穫量に関する基盤研究から佐久市
のブランド化を目指す

農政課
・現在、基盤研究に着手し、一部
農家におきましては、モデル的に
導入が開始されている。

実施 ～Ｈ26

当市は、恵まれた自然条件、気象条件また、県下でも比較的早くりんごの
わい化栽培を導入した地域で、わい化栽培も導入してから30年以上が経過
し、新たな技術である新わい化栽培について、一部農家において、モデル
的導入を開始している。

14 地元特産物のアピール 農政課



平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

①余熱配管システムによる温水施設で
はなく、平根地区単独の「入浴施設」建
設を提案

・余熱に頼らない温浴施設の建設
も選択肢に入れ検討した上で、方
向性を示していきたい。

一部実施 ～Ｈ28

温水利用型健康運動施設は、平成２４年に策定した「施設整備基本計画」
における検討と、平成２５年度に実施した源泉探査の結果から温泉利用と
したため、余熱配管システムを用いない施設として整備を進めている。

平尾山公園に整備する温水利用型健康運動施設は、新クリーンセン
ター建設を受け入れていただく平根地区の皆様からの「佐久市の観
光振興にも資する温浴施設の建設を」との要望により建設するもので
あり、平根地区単独の入浴施設としてでなく、市内外から多くの皆様
に訪れていただく施設として整備する。

②燃料は薪(特に唐松材)利用でどうか
・施設で必要となる全ての熱量を
「薪ストーブ」で賄うことは難しい。

実施不可
施設整備・運営事業者に対し、木質バイオマスを用いた熱源の検討を
求めたが、設置・維持に係るコスト、燃料供給の安定性などから、採
用には至らなかった。

①具体的展開を明確にして欲しい 収税課

・収税に関しては特に現年度の徴
収に重点を置き、市政運営財源を
確保するため収納率向上に努め
る。

実施 Ｈ24～26
平成２４年度から、現年度に重点を置いた徴収を行うため、臨戸訪問を行う
専任徴取員（臨時職員等）を採用し、収納率の向上に努めた。

②市財政の健全性維持を示す指標の
選択

財政課

・現時点で市財政の健全性は十
分に保たれていると判断している
が、４つの財政指標は重要であり
かつ市民の皆様の関心が集まる
ことから、広報佐久市及び市ホー
ムページにて公表していく。

既実施

現時点で市財政の健全性は十分に保たれていると判断している。
財政状況は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項
の規定に基づき、決算確定後の佐久市議会第3回定例会（9月議会）に報告
し、広報佐久及び市ホームページにて従来より公表を行っている。

①朝夕のラッシュ渋滞箇所の改善及び
住宅地道路整備の依頼

実施 Ｈ24～26

朝夕のラッシュ渋滞箇所の改善については、交通渋滞の多発地点や、危険
個所について重点的に整備を進めている。住宅地道路整備については、生
活道路や、小規模な改良工事について、区要望対応により整備を進めてい
る。

②整備区間・内容・期間・費用・優先順
位等を記した道路整備計画リスト及び
中期的財源処置の明確化

一部実施 ～Ｈ27
整備区間・内容・期間・費用・優先順位等を記した道路整備計画リスト及び
中期的財源処置の明確化については、道路整備に係る実施計画を作成
し、ホームページで公表した。

中長期的財源措置の明確化については、国庫補助や起債などの財
源確保の見通しが未確定であるため非公表。

19
道路整備の方法に工夫
を

道路建設課

新クリーンセンター整備
推進室

17
新ゴミ焼却施設に関わ
る「余熱温水利用施設」

18
佐久市の総合計画に関
する提案

・限られた財源を有効活用し、危
険箇所及び交通渋滞多発地点を
重点的に整備する等、ご意見を参
考にさせて頂きたい。



平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

①優良住宅地域の指定と集中的生活
インフラ整備

②限られた財源の有効活用

①第一次佐久市総合計画後期基本計
画では、「現状と課題」において、計画
未達成の部分について触れてはいる
ものの、未達成理由の掘り下げが不足
している。実現しなかった計画を表に
出し、次のステップに反映させること

企画課
・成果指標の進捗状況把握に努
め、各施策取組み評価をし、計画
の進行管理を行い公表していく。

一部実施 H27

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は、それぞれの
施策目標の達成評価について、市の総合計画審議会の審議を経て、市の
ホームページに公表している。この公表に当たっては、可能な限り客観的な
数字で示すとともに、今後の方針などを明確にするようにしている。
現在、平成２９年度からの第二次総合計画の策定に向け、取り組んでいる
が、その中でも、現計画全体の達成評価を行い、課題を抽出し、次期計画
に反映していく。
また、市民の皆さんに分かりやすい公表方法等についても、引き続き検討
していく。

②議員数の適正化及び議会費用の削
減計画の進捗状況及び報告を求める

議会事務局
・議会改革特別委員会において、
定数の有り方を検討していく。

実施 ～H29
平成27年第1回定例回において、定数を28人から2人削減し、26人とする議
員定数条例の改正案を可決した。次の一般選挙（平成29年予定）から定数
は26人となる。

①就学児童が放課後過ごせる療育セ
ンター(松本市参照)実施の希望

・施設利用希望の登録児の増加
に伴い、拡充のための施設整備
等について今後も検討を重ねて
いく。

実施不可

施設利用希望の登録児が年々増加しているため、施設面で手狭な状
況である。療育事業の拡充のための施設整備等も考慮しつつ、佐久
市のみならず、広域的な視野で施設及び人員配置の両面からの検討
が必要であると考える。

②児童デイサービス実施事業所の増
加

・放課後等デイサービスを実施し
ている事業者や、日中一時支援
事業者に対して運営面での配慮
及び事業拡大に関して、また他の
サービス実施事業者に対しては
当該事業実施の働きかけを行う。

実施 Ｈ25～

放課後等デイサービスについては、H25年より新たに2事業所が事業を実
施し、長期休暇時等においても対応できるよう支援体制が取れるようになっ
た。
 障がいを持つ児童の居場所の確保については、まだまだ要望も多いこと
から、「日中一時支援事業」「タイムケア事業」を実施する事業所に事業規
模の拡大について引き続き働きかけていきたいと考えている。

21 合併の効果

22 障害児福祉について 福祉課

検討中 H27～20
一般住宅地を優良住宅
地域に指定し、生活イ
ンフラを整備する

都市計画課

・佐久市の都市構造は、合併前の
各市町村中心市街地からなる多
核構造であるため、都市計画マス
タープランにおいて地域別構想を
定め、計画的に推進していく。



平成24年度　市政モニター制度　意見・提言実施状況

No. 題名 提案内容 担当課 回答内容 実施状況
実施(予
定)年度

実施した内容 （不可の場合）実施できない理由

①学校生活において障害児一人につ
き支援教師を一人つけて欲しい

・支援員配置については対象児童
関係者及び就学指導専門員など
と検討を重ねる。

既実施
特別支援教育支援員については、そのお子さんに関わる多くの関係者や
就学支援専門員の目を重ね、支援の要否、内容を検討した上で障がいの
状況に応じて支援員を配置している。

②SSTの出来るクラス作り
SST（ソーシャル・スキルズ・トレーニン
グ/社会生活技能訓練）

・本年度より通級指導教室「学び
の教室」を試行的に開設した。

実施 H24～ 平成２５年度以降は通級指導教室「まなびの教室」を常設している。

③発達障害に関する勉強会について
の情報が欲しい

・様々な機会を通してより多くの方
に発達障害への理解が一層深ま
るよう工夫をしていく。

既実施

毎年６月に、保護者、特別支援教育関係者、学校等関係者及び一般の方
を対象とした「特別支援教育説明会」を実施している。
また、各学校においても、PTAの皆さんが講演会など工夫をして学習会を
開催するなど理解を深める活動をしている。

24
発達障害児の災害時の
対応

災害時において、避難先で落ち着ける
ようしきり(段ボール等)の優先的配布
を求める

庶務課
（危機管理課）

・災害時における避難誘導や避難
所におけるプライバシー保護など
を盛りこんだ、佐久市地域防災計
画を作成。
・避難所における間仕切りやプラ
イベートルームを備蓄している
が、より配慮出来るよう努める。

実施 H24

災害時における避難誘導や避難所におけるプライバシー保護などを盛りこ
んだ、佐久市地域防災計画を作成した。
避難所における間仕切りやプライベートルームを備蓄しているが、より配慮
出来るよう備蓄量を増やした。

25 ゴミの分別
県及び各市町村で分別が異なる理由
が知りたい

生活環境課
・法律で自治体ごとに区分を定め
るとされている。

23 発達障害児に関して 学校教育課


