
平成25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 減反政策について

減反（生産調整）を農家だけが損をす
るやり方でなく、行政も、JAも、農家
も、みんなが得になる方法が佐久にも
あるのではないか

農政課
・上乗せ補助金等を設け、転作推
進を図っている。
・作付拡大の推進を図っている。

既実施

新規需要米（米粉用米等）の需要拡大を図り、作付け面積の増加を推進し
ている。
市単補助金で新規需要米、加工用米、大豆に対して上乗せ補助を実施して
いる。

2
佐久南インター周辺の
開発について

農産物加工施設の建設に取組んで欲
しい

地域整備室
・農産物加工及び加工品販売機
能を有する施設を検討。

検討中 ～H29

3 農家後継者への支援
農家後継者が給与を支払う経営体に
対して、長期支援を願いたい

農政課
・農業後継者が助成対象となる制
度の緩和を、市長会を通じて国に
要望していく。

既実施

新規就農・経営継承総合支援事業の親元就農者（農業後継者）が助成対
象になるよう制度の緩和を、市長会を通じて国に要望している。
市では、平成22年度より佐久市新規就農者定着支援事業により、要件を満
たす経営移譲された後継者を対象に、機械等の購入経費に対し、補助金を
交付している。
（Ｈ26年度実績：4件）

4 稲作の雑草いね対策

発生率“日本一の佐久市”、この汚名
を返上するため、普及センター、農業
試験場の指導を全稲作農家に徹底す
ることが必要

農政課

・現在『佐久地域雑草イネ対策プ
ロジェクトチーム』を立ち上げ、発
生状況調査及び除草剤防除試験
等活動中。引き続き雑草イネ撲滅
に向けて取り組んで行く。

実施 H24～
広報誌に年2回雑草イネの対策に関する情報を掲載した。
佐久地域雑草イネ対策プロジェクトチームにて発生圃場の現地確認及び発
生圃場の農家へ通知をした。

5
松くい虫の被害で枯れ
た松の木の撤去

林道農道一般道わき等の枯れ松倒伏
危険性について、市としての対策を求
める

耕地林務課
・松くい虫被害木の伐採・燻(くん)
蒸処理を国等補助により実施。

実施 H25
松くい虫被害木について国・県の補助を取り入れ、委託業務により市内全
域で1,453㎥を伐採及びくん蒸処理を行った。

6 AED設置について
箱物建物以外の公共の場、及び人通
りの多い場所へのAED設置を求める

健康づくり推進課

・重大事態防止のため適正管理
が必要なことから、現状屋外設置
は不適当と考える
・AED設置場所を確認し、情報提
供に努める。

実施不可

平成25年9月一般財団法人日本救急医療財団より示された「AEDの
適正配置に関するガイドライン」において、AEDの野外での設置に関し
ては、日常点検がしやすく、温度や風雨による影響などを考慮し、壊
れにくく管理しやすい環境に設置することが求められている。
気候の変動等による機器の不具合や、常時のバッテリーやパットの保
守管理の難しさ、また、風雨等による破損、盗難などのリスクがあり、
現状では適さないと考えている。
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農政課

・相談頂ければ、周辺住民に配慮
した適正飼育管理を行うよう指導
する
・特定動物の飼育・保管について
は法律により対応する。

既実施

環境政策課
・特定動物の飼育・保管について
は法律により対応する。

既実施

①長期契約に基づく循環型使用法の
提案

生活環境課
・関係機関と協力し、対策を講じる
ための方針協議を開始。

実施不可

一年または三年契約で、今のようにメインは駅の駐輪所に駐車して通
学時に使用するシステム、という提案については、自転車利用者のマ
ナーが悪いことや駐輪場の収容能力が現状にそぐわないことから、歩
道上に放置される自転車が多数あり、交通に障害を生じさせている状
況を認識している。このような状況のなか、新たに駐輪場の確保など
の必要があることから、困難である。

②短時間レンタルによる利便を図り、
地元商店街活性化につなげたらどうか

商工振興課
・関係団体と共に地域活性化につ
ながる方法を研究。

実施不可

提案について、臼田町商工会では、先駆的に平成22年度からレンタ
サイクル事業に取り組んでいたが、指定場所以外での乗り捨てが多
く、自転車が無くなるなど管理が困難で平成26年度に事業が中止に
なっているという事例もあり、しっかりした管理体制を築く必要があるこ
とから、現状でレンタサイクルという形態での実施は、困難である。

9
「信州ワインバレー構
想」について

佐久市もブドウ栽培に取り組み、信州
(千曲川)ワインバレー構想へ参入した
らどうか

農政課

・市内でのブドウ栽培の知見は未
だ得られていない状況。
・栽培性・普及性等について情報
収集に努める。

検討中 Ｈ27～

10
「世界最高健康都市」に
ついて

佐久市と浅間病院、佐久総合病院及
び市民が協働し、健康を土台とした社
会の構築が出来ることを願う

健康づくり推進課

・教育関係者や自治会・企業等、
健康に対しこれまで主体的に関わ
ることの少なかった、多様な分野
へ協力を要請していく。

実施 H26～

平成26年度、小中学校の学校給食で「ぴんぴんキラリ食」の提供を開始。
若年層をターゲットに佐久大学において学食にて「ぴんキラランチ」の提供
も開始。食生活改善推進協議会の会員育成のため「さくさく食育応援団」事
業を開始した。また、小中学生を対象に、従来行ってきた学校血液検査（貧
血、脂質）に血糖（ＨｂＡ1ｃ）を加え、その検査結果から、高コレステロールま
たは血糖値が高い児童生徒を対象に「健康相談」を実施。もっとも手軽で身
近な運動である「歩く」ことと「走る」ことを基礎から見直し、運動と健康への
意識向上を目指し小学生対象の「歩く教室」中学生対象の「走る教室」を実
施。
平成27年度特定健診受診者増に向けた取り組みを商工会との連携。浅間
総合病院、佐久総合病院を含めた医師会、歯科医師会との連携。地域の
健康の担い手である保健補導員による区と協力した地区活動の推進。

特定動物（人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として
政令で定める動物）は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき対
応する。

7
危険動物の飼育につい
て

毒性を持つ生き物及び人的害を及ぼ
す動物・生物の飼育や保管に関する法
整備を願いたい

レンタル自転車事業に
ついて
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①病院再構築に伴う臼田の街作りを
進めていくには、市民・行政が双方で
具体的実践案を出しながら作業を進め
ていく必要性がある

地域整備室

・地域で人と人が支え合うコミュニ
ティ活動の場として重要との認識
から、病院関係者・地元関係者等
皆様と相談し、実施に向けて検討
する。

実施 H25～26

臼田まちづくり事業の核施設である「健康活動サポートセンター（仮称）うす
だ健康館」の整備にあたっては、専門的な知識を有する経営アドバイザー、
建築士、市民活動団体、佐久大学、地元商工会の方々により組織した機能
検討会議において施設が果たすべき役割等について検討を重ね、市民の
皆さんにお示しし意見を伺う中で基本計画の成案とした。

②地域で支え合う居場所の設置は重
要だが、公的な長期支援が不可欠

福祉課
・地域包括支援センター及び各種
相談窓口へつなげて頂く等、関係
機関との連携を図る。

実施 H26

相談等の支援体制については、地域包括支援センターをはじめ関係機関と
の連携を検討する中で、市では「健康活動サポートセンター（仮称）うすだ健
康館整備事業基本設計案」に基づき、「まちかど健康相談室」の設置や地
域包括支援センターとの連携によるまちづくりを進めている。

12 施設白書に関する提案

公共施設においても投資計画書と実
績を検証し、施設の計画達成度(利用
度)や有効性・将来性に関するデータを
記載して欲しい

企画課

・「公共施設白書」の中で公共施
設の全体量、市民利用施設にお
ける利用状況、施設経費状況等
の掲載を予定。
・施設の複合化、用途変更、統合
等見直しを行なっていく。

実施 H25
平成26年3月に「公共施設白書」を作成し、それを元に「公共施設マネジメン
ト基本方針」を策定し、今後の公共施設等の見直しの方向性を示した

浅間総合病院総務課 ・常時設置可能かを検討。 一部実施 Ｈ25

多目的トイレは、スペースが限られており耐荷重の椅子を設置してしまうと
車椅子を使っている方などは動くことが困難になってしまうため、玄関ホー
ルの多目的トイレ（一番広いスペースのトイレ）に耐荷重の椅子ではない
が、丸イスを設置。

文化振興課
・常備ではなく、職員に声をかけて
頂き対応していく。

一部実施 H25
多目的トイレに椅子を事務所に用意してある旨の張り紙をするとともに、声
をかけていただいたお客さまに対応するよう、職員で同一の情報と認識を
もって、窓口の業務にあたっている。

体育課

・職員が常駐していない施設につ
いては今後検討。
・常駐施設については受付に声を
かけて頂ければ対応していく。

一部実施 H25

佐久市総合体育館及び大沢地区社会体育館へは、改修工事にあわせ多
目的トイレ内に設置した。
職員が常駐している施設は、引き続き声をかけていただく中で対応する。そ
の他、職員が常駐してない施設は、スペース上の課題があるため、改修工
事等にあわせ検討する。

13
個室トイレの椅子の設
置について

公共施設の個室トイレに、障害児用の
耐荷重椅子を設置して欲しい

コンパクトニューシティ
「ウェルネス　マルシェ・
うすだ」について
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中央図書館 ・可動式椅子にて対応していく。 一部実施 H25
椅子の常設については、トイレの構造上またスペース的に困難であること
から、利用ご希望の際に職員に声をかけていただき、その都度職員が対応
させていただくようにしている。

近代美術館
・スペース的・構造的に課題があ
るため、職員に声をかけて頂き対
応する。

一部実施 H25
個室トイレの椅子の設置についてはスペース的に、また構造的に困難であ
ることから、各階トイレに折りたたみ椅子を用意し、必要な際はお声かけい
ただき対応している。

管財課
（財政課）

・市庁舎内には折り畳み椅子設置
済。

実施 H25 市政モニターからの提案後、本庁舎２階多目的トイレ内へ設置した。

子育て支援課
・未来館受付に椅子を用意してお
くので、ご利用の際は職員に声が
けを願う。

一部実施 H25
個室トイレ内への椅子の常設については、車椅子の旋回等の支障となり、
スペース的に難しいため、未来館受付に用意した椅子をご利用いただく。

公園緑地課

・現状ではスペース確保が難し
い。
・多目的トイレ設置について今後
検討。

実施 H25～
トイレの改修や工事に合わせて多目的トイレ内には床に直接触れずに子ど
もの着替えや子どもを待たせることができるフィッティングボードやベビー
チェアを設置した。（提言を受けてから市内４箇所設置）

13
個室トイレの椅子の設
置について

公共施設の個室トイレに、障害児用の
耐荷重椅子を設置して欲しい
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浅間総合病院総務課

・車イスマークは全ての障害者等
を対象としているので、障害者に
限らず高齢者の方もご利用頂きた
い。

既実施
車椅子を利用する障害者に限定したものではなく、障害者の方や体調がす
ぐれない高齢者等の皆様も、利用可能。

管財課
（財政課）

・障害者用駐車場の数について
は、必要に応じてスペースを確保
していく。

既実施

庁舎東側、西側に全ての障害者を対象とした駐車スペースを設置している
が、案内が不十分なため、車椅子利用者に限定したものと受け取られてい
る。今後は、けがや高齢者等を含め、障害者以外の方も利用できることに
ついて案内等の工夫を図るとともに、利用状況も確認しながら必要に応じて
設置数も検討していく。

15
放課後、長期休みに過
ごす障害児の居場所の
確保について

施設が足りないので、臼田方面にも建
設をお願いしたい

福祉課
・事業者に要望を伝え、引き続き
働きかけをしていく。

一部実施

放課後、長期休暇時等の居場所として、現在、6事業所による放課後等デイ
サービスのほか18事業所による日中一時支援事業や7事業所及び27人の
介護者によるタイムケア事業等を利用していただいている。
臼田方面への建設については、事業所の経営面・運営面等の問題等もあ
ることから、引き続き事業所に働きかけをしていく。

16 音楽療法について
専門の先生による音楽遊びを再開して
欲しい

子育て支援課

・『音楽遊び』対象者は、乳幼児
(未就児)のみとなったため、佐久
市療育支援センターにおける『音
楽療法』(障害者対象・月２回実
施)をご利用願いたい。

一部実施 Ｈ25

岸野保育園では、子どもの成長を第一に考え、幼児期だけでなく小学生ま
で対象児童を拡大し、自主事業として、その子どもにあったカリキュラムで
30分間の音楽遊びを予約制により実施していたが、園の事業見直しによ
り、平成25年度から対象を乳幼児に絞り、音楽遊びを行っている。音楽遊
びを個別に実施する予定はないので、音楽療法を行う病院等でご相談いた
だきたい。

17 療育手帳について
療育手帳の判断基準に、知的部分だ
けでなく生活困難も配慮して欲しい

福祉課
・手帳は県の判定・決定において
発行となるため、県に伝えていく。

実施不可

療育手帳は県の判定・決定において発行となり、市町村を経由して交
付となる。
県においては判断基準として、知的な遅れを伴うと判断した場合は、
日常生活の状態や適応力等を総合的に考慮したうえで判定・決定を
している。

14 駐車場について
公共施設の駐車場に、身体障害以外
でも長距離を歩けない等、理由がある
人への配慮が欲しい


