
平成26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若者への観光やイベントなどの情報
提供が必要

観光交流推進課

・SNS(ソーシャルネットワーキング
サービス)や、市・観光協会のホー
ムページ等から情報提供してい
く。

実施 Ｈ26～
佐久市の公式フェイスブック・佐久市のホームページや広報、またイベント
については折込チラシなどにより情報提供を行っていく。

②イベント・行事の告知強化
・ホームページリニューアルに伴
い、様々な情報伝達媒体を活用
し、市政情報の発信を行っていく。

実施 Ｈ26～
市ホームページのリニューアル、ＳＮＳの正式運用を開始した。
また、市政情報配信サービス「さくネット」でイベント情報のメール配信を開
始した。

③学校との協力を進めたらどうか

・小中学校図書館に広報を置くこ
とや、大学へ市政情報コーナーの
設置の依頼などに取り組んで行
く。

実施 Ｈ26
市内小中学校図書館へ広報配布を始めた。佐久大学へは市政情報コー
ナーとして、広報佐久以外のイベントチラシなどについても配布を開始し
た。

①農業で生活が成り立つ政策・支援の
構築

・収益性の高い農作物及び農作
業の省力化の検討、初期投資等
の経費をかけない作物の栽培講
習会・見学会を開催し、農業への
関心を持っていただけるよう取り
組みを進めている。
・新たに農業経営を開始する方へ
技術支援を実施している。

既実施

魅力ある農村づくりをするため、佐久市営農支援センターを中心に、収益性
の高い農作物及び農作業の省力化の検討、初期投資等の経費をかけない
作物の栽培講習会・見学会を開催し、農業への関心を持っていただけるよ
う取り組みを進めている。
新たに農業経営を開始する方を対象とした技術支援も実施している。

②農業体験等、都会の人へのPR

・農地バンク登録されている空き
農地紹介等、農業関係機関と協
力し、新たな事業を視野に入れな
がら魅力ある農村づくりに努め
る。

既実施

新規就農者や農業後継者に対し、ＪＡと協力して空き農地を紹介し、利用権
設定を行った。
農業体験事業については、平成22年度より、市ホームページへの掲載の
他、交流都市や災害時相互応援協定を結んでいる都市へのチラシの送付
等にて周知を行っている。

③農地の団地化・農業環境の整備
・農地中間管理事業を有効利用
し、担い手へ農地集約化を図る

実施 Ｈ26～
認定農業者に対し、農地中間管理事業の周知を行い、借受の申し込みを
受け付けた。

広報広聴課
(広報情報課）

農政課

農家の後継者対策及び
新規作物導入について

2

1
「信州佐久」や「チャレン
ジ!!Saku」の総合計画を

読んで



平成26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

④新規作物導入時の対応⇒消費者参
加型へ整備

・生産と消費の場を近づける様々
な事業の推進を図る。

実施 Ｈ27～
市内で栽培されるイタリアトマトや伝統野菜等の消費拡大、及び様々な野
菜類のＰＲをトラック市などにおいて積極的に行っている。

⑤松くい虫による景観被害への対応を
願う

耕地林務課
・被害木の的確な伐倒駆除や感
染源対策としての樹種転換など、
総合防除に取組む。

実施 H26
被害拡大を防ぐため、松くい被害木の先端地を優先的に伐倒・くん蒸処理
を行った。また、市有林のアカマツ林約５ヘクタールについて樹種転換のた
めの間伐を実施した。

3
佐久市内のスポーツ施
設の活用

スポーツ施設について、コンサートや
大型イベントなど、その他の目的での
利用も可能ではないか

体育課

・施設の維持管理等の制約はあ
るが、さらなる利用促進のためス
ポーツ以外のイベントでの活用が
図られ、交流人口の創出につな
がるよう取り組みを行っていく。

実施 Ｈ26
平成２６年度から佐久平マーチングバンド発表会が行われた。従前より施
設条例及び維持管理等の中で可能な限り柔軟に対応し、今後もより施設利
用の促進を図っていく。

①市民へのアンケート実施
・スポーツに親しむ皆さんのニー
ズの把握に努める

実施 H27
スポーツに関する市民アンケートを実施し、市民からスポーツイベントにつ
いての意見を把握する。

②プロ選手・一流アスリートと市民の交
流イベント設定

・スポーツ関係団体等との連携を
図り、各施設の特性を活かした大
会等を企画・立案していく。
･一流スポーツに触れられるイベ
ントや教室を企画・立案していく。

実施 H27

一流アスリートとの交流イベントについて、佐久市体育協会にご協力いただ
き、５月４日開催の佐久鯉マラソンに、2009年世界陸上に出場した上野裕
一郎さん、アテネ五輪柔道金メダリストの塚田真希さんをゲストランナーに
お招きし交流を行った。また、サッカーエキシビジョンマッチを開催し、プロ
選手を招いた少年少女に向けのスポーツ教室を開催した。

農政課

3
キッズの夢に繋がるス
ポーツイベント

体育課

農家の後継者対策及び
新規作物導入について

2



平成26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

体育課
・新しいジャンルのスポーツでの
活用を模索し、広報に努める。

実施 H27

観光交流推進課
・時代のニーズや費用対効果を検
討する中で対応。

実施 H27

4
多機能都市づくりと産
業の創出について

TDK跡地の利用を含め、医療関連産
業を中心に都市計画区域の見直しを
求める

都市計画課

・TDK跡地については、産業基盤
強化と新産業創出の具現化につ
いて重要な役割を担うため、現在
工業専用地域の用途変更検討に
ついては考えていない。

実施不可
当該地は、平成２６年にシチズン時計株式会社への売却が完了して
おり、用途（工業専用地域）に沿った土地利用が図られることが確定し
た。

①案内板が不親切・分かりづらい
・耐震改修工事終了後は、固定し
た分かりやすい案内を考える。

実施 H27

現在、耐震改修工事や旧消防庁舎改修工事が実施中あるいは、準備中で
あることから、工事の工程毎に細かな案内誘導表示が不用となる、工事完
了（平成28年3月（予定））時期を目途として、来庁者の方が認識しやすい総
合的な案内板の設置を計画した。

②初めて市役所を訪れる人の気持ち
を考えた対応を

・職員からの声掛けなど、分かり
やすい方法を検討する。

実施 H26～
通常より職員から来庁者へ声掛けできるよう関係課へ協議し、職員へ周知
する。

5 有害鳥獣捕獲について
千曲川でのカワウによる被害が深刻
→捕獲対象への検討を願う

耕地林務課

・現在市においてはカワウ捕獲等
の権限がない。
・被害に伴う要望が寄せられた
ら、県及び関係団体と調整を図
り、連携して被害防止に取り組
む。

実施不可

市にカワウ捕獲等の権限がないため、被害に伴う要望が寄せられ場
合、県及び関係団体と調整を図り、連携して被害防止に取り組む。な
お、県へ佐久・上小各漁協より、カワウの卵採取について市を通し申
請があり、申請者により卵４６４個、ヒナ４１羽が採取された。

平成27年度からヒルクライム佐久（自転車競技）を実施し、新たなスポーツ
への参加機会を創出する。

管財課
（財政課）

新しいジャンルへの挑
戦

3

4
佐久市役所受付案内に
ついて

新ジャンルスポーツ誘致の提案



平成26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

福祉課 既実施

佐久市では、障害者手帳所持者であって、日常の外出において単独では
バス、タクシー等の公共機関の利用が困難な方を対象に、福祉有償運送事
業として、運輸局の登録を受けている法人が、タクシー料金の概ね半額の
料金で目的地までの輸送サービスを行っている。
障がい者については、買い物等障がい者が安心して外出できるよう移動の
際に介助等の支援を行う移動支援事業を行い、外出の機会の確保を図っ
ている。

高齢者福祉課 既実施

佐久市では、介護保険の要介護認定、要支援認定を受けている方であっ
て、日常の外出において単独ではバス、タクシー等の公共機関の利用が困
難な方を対象に、福祉有償運送事業として、運輸局の登録を受けている法
人が、タクシー料金の概ね半額の料金で目的地までの輸送サービスを行っ
ている。
新たな事業については、関係団体等と実施可能な事業について協議を進
めている。

①長寿の街、鯉料理、自然を全国区へ
アピール

現状でも、テレビ、ラジオ、新聞な
どのメディアにイベントや観光情
報などを提供し報道しているほ
か、関東圏や軽井沢方面で配布
されているフリーペーパーや季刊
誌などを活用した情報提供も行っ
ている。引き続き積極的な情報提
供に努める。

既実施

長寿の街、鯉料理、自然については、かねてより観光パンフットやホーム
ページなどでＰＲを行っている。
また、健康長寿や医療制度、日照時間の長さや活断層が確認されていない
ことなどは、首都圏からのアクセスの良さと合わせ佐久市への移住促進の
セールスポイントとして全国にＰＲしている。

②多言語に対応したHP作り

・観光協会ホームページリニュー
アルにより、映像での情報提供を
図る
・SNS機能の設定。

実施 Ｈ26
本年3月の観光協会ホームページリニューアルにより動画や画像を使い外
国の方にもわかり易いページ作りを行ったとともに、多言語への変換を可
能なものとしている。

③県観光協会に対して、外国人向け
ホームページへのアピールを

・外国人向けホームページへの佐
久市情報の掲載は所轄の県国際
観光推進室へ依頼。

実施 Ｈ26
県観光協会の外国人向けホームページでは、平成27年度から佐久市の観
光スポットを紹介している。

6 交通弱者対策
公共バスと観光バスをもっと充実させ
るべき。観光に訪れる方の移動手段が
限られ、観光地を巡りにくい

生活環境課

・ニーズとバス運行業者の動向、
実態を踏まえた上で慎重に判断
し、生活路線重視の考えからする
と、観光ルート特化路線の設置は
難しい。

実施不可

バス事業者の厳しい経営状況の中、市から補助金等を出して日常生
活において、自家用車などの自らの移動手段を持たない方の交通手
段や通勤通学便の確保等の生活路線を重視して利用者が極端に少
ない路線バスの昼間便、土日便の廃止などの見直しを行うなど公共
バス路線を維持している中、観光ルートに特化した路線の設置は採
算性からも困難である。

・区や商工会、JA、民間事業所と
ネットワークを結び、地域で支える
取り組みを構築すべく、具体的内
容を検討していく。

大型店舗出店に伴い地元商店街が衰
退したため、交通弱者が生活用品購
入困難に陥っている。買物弱者支援の
情報が欲しい

佐久市の知名度を上げ
る活動に力を入れて欲
しい

観光交流推進課

5
買い物弱者の支援につ
いて

6



平成26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

6
外国人にも生活しやす
いまちづくり

佐久市在住外国人への翻訳サービス
を求める(緊急対応、日曜当番医など)

観光交流推進課
・外国人定住支援推進員や外国
人支援団体の協力を得、緊急時
の対処方法周知に努める。

既実施

緊急時の対応である119番通報、110番通報や医者にかかることについて
は、佐久市で作成している「佐久市生活ガイドブック（英語・タガログ語・タイ
語・ポルトガル語・中国語版）」に記載しており、転入受付窓口への配置や
必要な方への配布などにより周知している。
翻訳や生活相談については、現在タイ語、ポルトガル語の外国人定住支援
推進員を週１回配置している。また、必要に応じ各国在日大使館や総務省
認定の長野県国際化協会と連携を図っている。

6 学生の進学支援 無料学習できるスペースの増加提供 生涯学習課
・浅間会館、中込会館に学習室を
整備。

実施 H29

佐久平地域へ、平成29年度中の供用開始を目指し改築を進めている浅間
会館に図書室兼学習室の設置を計画している。
中込地域へ、平成29年4月の供用開始を目指し移転改築を進めている中込
会館に学習室を設置する予定となっている。

7 自然災害への事前対応
自然現象の僅かな変動にも注意を払
い、警報が空振りとなっても敏感に対
応願う

庶務課
（危機管理課）

・市民の皆様の安全確保を第一
に、状況に応じて総合的に判断
し、防災関係機関及び自主防災
組織と連携を図り、対応していく。

実施 H26
防災関係機関及び自主防災組織と連携を図った。
また、避難勧告等の判断・伝達マニュアルの修正等を実施しており、僅かな
変動にも敏感に対応できる体制の整備を図った。

7
佐久大学への医学部誘
致

看護学部だけでなく、医学部の創設を
求める。医学部誘致による医療機器分
野産業の発展見込あり

企画課

・文部科学省の認可が現状では
ないため、ハードルは高い。
・佐久大学の高等教育機能を地
域・産業界等に活かしていただく
よう、連携を深めていく。

実施不可

新たな医学部新設に対する文部科学省の方針に変更が無いため、現
実的には医学部の新設は困難と考える。
しかし、国でも地方創生の取組の中で、人口減少の克服、東京一極
集中の是正のため、地方大学の活性化を掲げている。市でも、一層
連携を深めていく。

8
保健補導員に男性も参
加を！

健康長寿の街作り活動として保健補導
員の役割が重要。現在は女性が中心
だが、男性の参加も望む

健康づくり推進課

・保健補導員の男性会員はまだ
少数だが、年々増加傾向にある。
・区長推薦を受けられれば老若男
女どなたでも保健補導員活動が
出来るので、より多くの男性の活
躍を願う。

既実施

保健補導員は区長の推薦を受けて市から２年間の委嘱をされるが、市から
の選出条件は設けていない。平成27年度は,男性が21人推薦されている。
選出された男性の保健補導員には積極的に活動に参加していただけるよ
う、研修会等も男性が出席しやすいような内容を考え、継続した参加を呼び
かけている。

9
ボランティアのポイント
制についてのご提案

善意のボランティアに対し、利用者側
にもメリットが生まれるポイント制を導
入してはどうか

広報広聴課
(広報情報課）

・ボランティア活動は、自主性・無
償性・公益性の３原則がある。
・ポイント制導入に関しては、ボラ
ンティア活動の趣旨にそぐわない
可能性も危惧されることから、慎
重に対応する必要があると考え
る。

実施不可

ボランティア活動は、参加する人の自由意思により行われ、活動によ
る本人の精神的充足感により支えられているものであり、活動の対価
を期待して行われるものではないと考える。ポイント制は、ボランティ
ア活動の趣旨にそぐわない可能性がある。
なお、　現在、一定期間継続して自発的に無償でボランティア活動を
行っている方に対し、佐久市表彰規則に基づき、感謝状を贈呈し、感
謝の意を表している。



平成26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

10
第一次佐久市総合計画
後期基本計画について

出来得る限り数値化し、進捗管理を公
表し、効率的な施策追及と新たな課題
対応へのチャレンジを願う

企画課

・全ての分野において、適切な目
標としての数値化が出来るか検
討が必要。
・第二次総合計画の策定において
は、提案頂いた意見を参考に、効
果的施策の追求・新たな課題へ
の対応等に果敢にチャレンジして
いく。

検討中 H27～28

10 情報集約機関について
他市町村の良い点を参照するために
も、情報収集・分析及び採用検討機関
が必要

広報広聴課
(広報情報課）

・情報の収集は市政を進める上で
大変重要である。
・取得した情報の共有に努め、一
層の情報収集・分析を踏まえた政
策立案に努める。

実施不可
現状のとおり各担当課ごとに情報収集を行い、庁内で情報共有を図
る。

10
健全な財政運営の実現
について

収納対策センター室等、各課集金管理
担当者を一同に集め、一元化した効率
的運営をすれば、収納率・徴収率向上
につながるのではないか

職員課
（総務課）

・収納率向上は、健全な財政運
営・負担公平性の確保のため重
要
・佐久市未収金対策本部を中心
に、各課の課題・債権状況把握に
努め、効率的運営が出来るため
の１つの方法として、組織一元化
についても研究していく。

検討中 ～H29

①組織及び同一部署での在職期間等
を見直した方が良いのではないか。

・在職期間は３年ないし４年を目
安に人事異動を実施しているが、
今後も適材適所の職員配置に努
める。

既実施 在職期間は３年ないし４年を目安に人事異動を実施している。

②小泉内閣のように、構造改革の具体
的スケジュール(=改造工程表)を作成
し実行したらどうか

・職員の意識付けがまだ不十分。
・職員の意識改革に力を入れてい
く。

実施 H26
１０月に「CS・接遇リーダー養成研修」を実施し、研修内容は受講者から各
職場にフィードバックすることとした。

職員課
（総務課）

住民目線の欠如はない
か

11



平成26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市民が市政に望むことをチェックし、
内容・結果を公表してほしい

広報広聴課
(広報情報課）

・広報佐久、市ホームページ等で
情報掲載を工夫する。

実施 Ｈ26

パブリックコメントを実施する場合に、広報佐久の紙面で見つけやすいとこ
ろへ掲載場所を変更した。
リニューアル後の市ホームページでは、同じカテゴリの情報や、閲覧ページ
の関連情報へのリンクが表示されるようにした。

②市民からの依頼に迅速対応する部
署を創設してほしい

職員課
（総務課）

・市民の皆様の立場に立った対応
を全ての部署で実践するよう努め
る。

実施不可
市民の皆様からのご相談やご要望等のほとんどのものは、現行の部
署でそれぞれ対応や判断が可能であり、市民の皆様の立場に立った
対応を、全ての部署で実践するよう努める。

11
Plan→Do→Check→
Actionについて

PlanはあってもDoがなされず、Check
が乏しいためActionに辿りつかない。
合併１０年を機に、Check→Actionを進
め、市民目線でとらえた満足度を高め
てほしい。

企画課

・行政改革推進委員会による市民
目線としての外部評価や事務事
業評価等を含む「行政評価システ
ム」によるPDCAおよびその結果
を、更に市民の皆さんにご理解頂
ける形としてお伝えできるよう、シ
ステムのあり方も含め絶えず見直
し、事業改善を図る。

検討中 H29～

11
市内64箇所の公園の維
持管理費

既存の住民密着型公園の存在意義再
考と、きちんとした維持管理を求める

公園緑地課

・地域に残る貴重な緑地・公共空
間として、地域との連携が図れる
管理のあり方、方策等を構築して
いく。

実施 H26～

佐久市ではアダプトシステム事業を利用し、市内の企業又は地域団体の皆
さまに２７箇所の公園等について管理協定を締結し、維持管理や美化活動
にご協力いただいている。
また、市民の皆さんに公園モニターになっていただき、公園内の利用環境
や施設の破損状況を報告していただき、公園等の状況把握に努めた。
本提言を受け、今後アダプトシステム事業や公園モニターについてより多く
の皆さまに協力いただけるようＨＰ等で活動の紹介や募集に努めた。

①地区単位の清掃ではなく、行政主導
の下清掃する場所や回数の再検討を
願う

・環境美化は市民の皆様と行政
が一体となり取り組む必要がある
ので、今後もご協力を願う。

実施不可

毎年６月の第一日曜日に実施している市内一斉清掃は、市民の皆さ
んの協力により区毎に実施していただいている。不法投棄が多い場
所については、団体や地区主催によるボランティア清掃も実施してい
ただいている。環境美化は市民の皆さんと行政が一体となり取りくむ
必要があるため。

②空き家・ゴミ屋敷もどきの家、道路わ
きの雑草などの対処を願う

・各区のポイ捨て等の状況を把握
し、パトロールを行っている。
・ごみ屋敷のようになっている家
の対応は、まず職員が現地調査
を行い、直接所有者の方に対し、
ごみの処分をするようお願いして
いる。

既実施
各区のポイ捨て等の状況を把握し、パトロールを行っている。
ごみ屋敷のようになっている家の所有者に対し、自主的に処理していただく
よう指導している。

メンタルケアの充実に
ついて

11 市民一斉清掃について 生活環境課

11



平成26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

11 費用対効果
予算実行の結果と効果をチェックする
機能の有無、及び公表形式を教えても
らいたい

企画課

・行政評価システムによるPDCA
の取り組みについて周知を図り、
市民の皆様に事業をご理解頂け
るよう、わかりやすい情報提供や
評価の公表に努める。

検討中 H29～

12
広報「佐久」に関する提
案

毎月の情報が「(仮)一目でわかる情報
カレンダー」作成の提案

広報広聴課
(広報情報課）

・各種イベント・講座など一目で
チェックできる新しいイベントカレ
ンダーの構築に努め、エフエム佐
久平や佐久ケーブルテレビを一層
効果的に活用して、情報提供を
行っていく。

実施不可
広報佐久では、発行約１ヶ月前の情報しか掲載できないため、市ホー
ムページにイベントカレンダーを導入し、最新の情報を提供する。

12
｢認知症」の対応に関す
る提案

「(仮)認知症丸分かり -予防編-」小冊
子作成の提案

高齢者福祉課

・認知症施策のより一層の推進の
ため、病気の理解や予防、介護・
支援方法等が分り易く記載された
小冊子作製は有効な手段の１つ
であるので、参考とさせて頂く。

検討中 ～H28

13
市長の定例記者会見の
議事録・動画のアップに
ついて

徹底情報公開を謳うならば、議事録を
はじめ動画のアップ、あるいは会見全
容がわかる形にしてもらいたい

広報広聴課
(広報情報課）

・効果的な市政情報の発信を目
指し、動画サイトの充実を図る。
・各種イベント等の動画配信と併
せて、定例記者会見の公開内容
や方法についても検討を行う。

検討中 Ｈ27

13
若手職員全員を窓口業
務の担当に

市民とじかに接する窓口業務に新人を
配置し、市民目線できちんと対応でき
る人材の育成を望む

職員課
（総務課）

・新人職員は所属部署において窓
口に近い席に配置しているが、日
常業務の場も活かしながら育成に
努める。

一部実施 （既実施）

採用人数の増加もあり、全ての新人職員を窓口業務を主な業務とする部署
へ配置することは困難であるが、既に新人職員は所属部署において窓口に
近い席に配置している。また研修会といった限られた機会だけではなく、日
常業務の場も活かしながら育成に努めている。

13
職員教育に、臨職の知
恵の活用を

対人経験豊富、知識豊富、経験豊富な
臨時職員の声に耳を傾け、業務に活
かすことを望む

職員課
（総務課）

・業務について職員意見を聞いて
いくことは有効と考えられるので、
課長・係長が日常業務の中で意
見を把握するよう努める。

実施 H26
一部の面接の機会を活用し、業務の気付いた点等について聞き取りを行っ
た。



平成26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面接のたびに提出する履歴書を何
度も出すようなムダを省けないか

・募集元各部署によっては志望動
機が異なることも考えられることか
ら、履歴書は都度提出を頂く必要
があると考える。

実施不可

履歴書は、その選考に応募をいただいた時点での内容であり、また、
募集元の部署によって、志望動機等は異なってくることも考えられる
ため、その都度、応募の時点において作成、提出いただく必要がある
ものと考える。

②採用結果の通知を常識的な期日範
囲内で届けてほしい

・面接結果は選考結果確定次第、
速やかに結果を通知している。

既実施
面接の結果が勤務開始日までに届かないということは、あってはならないこ
とであり、選考の結果が確定後、速やかに結果の通知をしていく。

①市議会議員が情報を開示を求めた
際、出来るだけ速やかに資料を渡す配
慮をしても良いのではないか

・市情報公開条例規程では、請求
のあった日から１４日以内に開示
決定を行うが、軽易な文書等は１
４日未満で決定される。

既実施
市議会議員から資料請求があった場合、市情報公開条例による公文書開
示請求に準じ、原則として１４日以内に提供している。

②市民が開示請求した際にも、一日も
早く手続きしてほしい

・所要日数は、請求のあった文書
の作成時期・種類等に左右される
ことをご理解願う。

既実施
市民からの開示請求があった際、所管課に対し、可能な限り速やかに開示
等の決定を行うよう助言を行っている。

13
職員採用をめぐるハ
ローワークの不明朗な
活用について

形式だけハローワークを通して一般公
募するケースはおかしい。ハローワー
クを通さず、直接雇用すべき

職員課
（総務課）

・市の臨時職員等の募集は原則
公共職業安定所に行う。
・公正な採用選考実施のために、
今後も公共職業安定所への求人
申し込みは継続していく。

実施不可

できる限り広く募集を行い、公正な採用選考を実施していくためにも、
緊急時の場合や専門性があり求人候補者が特定される場合を除き、
臨時職員等の募集を行う際の、公共職業安定所への求人申込みは
継続していく。

13
臨時職員の採用をめぐ
る対応について

職員課
（総務課）

13
公文書開示のあり方に
ついて

庶務課
（総務課）



平成26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市民への説明は意見・要望が十分
に反映される段階で行われるものであ
り、タイミングを考慮し、都合の悪いマ
イナス情報でも、誤解の無い表現で積
極的に開示願いたい

広報広聴課
(広報情報課）

・新しい情報公開制度を適正に運
用し、各地区説明会・アンケート調
査などにより、市民の皆様への情
報提供を行っていく。

実施 H26 新しい情報公開制度の適正な運用により対応を行う。

庶務課
（総務課）

職員課
（総務課）

①地元でのアンケートに反した意見を
区長が述べても、地元の理解を得たと
いうのはおかしい。区長会という場を
言い訳にしない

庶務課
（総務課）

・区長会事務局では、「区長会の
了承を得たことをもって」と言う答
弁を把握していない。

②区長は特別な知見がある人ばかり
ではない。地元の総意を得たというな
らば、区長会での説明だけでなく臨時
区民総会等を開催し、区民の意見を聴
取すべきである

・市が実施する主要な施策や大型
事業等を進めるにあたり、パブ
リックコメントやアンケート方式の
ほか、地区説明会やワークショッ
プ等を実施し、直接市民の皆様か
らご意見をお聴きしている。

既実施
区長会の他に、パブリックコメントやアンケート方式のほか、地区説明会や
ワークショップ等を実施し、直接市民の皆様からご意見をお聴きしている。

③相手が納得できる説明を行う。そう
いう手順を踏むよう、市が区長に指導
し、「地元の総意」として賛成、反対、と
言える程度まで手順を踏んで初めて、
冒頭のような説明が許されるのではな
いか？

・佐久市型論点整理手法では、地
区説明会で頂いた意見に対し一
問一答によるQ＆A集を作成、議
論経過を示しながら情報共有を
図っている。
・今後も市民の皆様からご意見を
いただく中で事業を進めていく。

実施 H26
説明会でいただいた市民意見については、市の重要施策について佐久市
型論点整理手法により、一問一答によるＱ＆Ａ等を作成し、回答していく。

１０月に市職員を対象に行った「CS・接遇リーダー養成研修」の中で、「言葉
遣いの基本」をテーマに取り上げ、相手に誤解を与えない正しい話し方につ
いて研修した。

・市職員の不適切な説明等で、市
民の皆様の誤解を招くことのない
よう、一層の研鑽に努める。
・市職員の言葉で気付いた点があ
る場合は、その場でご指摘を頂き
たい。

実施 H26

13
市民への説明のあり方

について

13
区長会の安易な利用の
自制について

広報広聴課
(広報情報課）

②説明言葉の明確化(誤解をしない表
現を求める)



平成26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

庶務課
（総務課）

・答弁の際は「結論を先に述べる」
「答弁を端的に行う」等努めてい
る。が、今後も引き続き議会改革
に協力していく。

実施 H26～
議会から要望のあった、市議会議員に対する当初予算説明会を昨年度か
ら新たに実施するなど議会改革に協力している。

議会事務局

・閲覧用議案書及び予算書を議
会棟１階受付前に配置している
が、利用状況に応じて部数増等
検討していく。

実施 H26
閲覧用議案書及び予算書平成27年第1回定例会より、傍聴席に持ち込ん
で閲覧できるよう部数を増やした。

②各部長席へのマイク設置を求める 議会事務局

・議場内音響設備の老朽化等もあ
るため、マイク設置については全
体的な更新を含めて検討してい
く。

検討中 未定

議会事務局

・議事手続き上の討論においては
「討論交互の原則」を採用し、議
事は一定のルールに則り行われ
ている。
・より一層議員活動を補佐し、議
会改革と議員資質向上に尽力し
ていく。

実施不可
「数合わせの不文律」ではなく、市議会会議規則や先例などに基づ
き、議事運営をしている。

庶務課
（総務課）

・議員が佐久市議会基本条例に
基づき説明を求める旨は、規程さ
れている。
・当該議決事項の所轄部署に詳
細な内容説明の求めがあった場
合は、資料提供を行なっている。

実施 Ｈ26～
市議会議員への資料提供・説明のあり方について議会事務局とルールの
確認及び検討を行い、より迅速に提供できるよう努めていくこととした。

14
健康診断受診後のフォ
ロー

数値説明に重点を置いている現状か
ら、受診結果構造図等使用への転換
→現在の状態及び将来のリスクを説
明したほうが、健康長寿都市としても
良いのではないか

健康づくり推進課

・佐久市も類似の構造図を使用し
説明を行なっているが、全員では
なく健康リスクの高い人が対象。
・今後も分かりやすい資料作りに
努めていく。

既実施

ハイリスク者への意識付けを丁寧に行うために、健康リスクの高い人（メタ
ボリックシンドローム該当・予備軍、腎機能）を対象とし、構造図を使用し説
明の実施を行っている。市民からはわかりやすいとのことなので今後も継
続していく。
資料は、当初よりカラー印刷をし市民の方がよりわかりやすい資料を提供し
ている。

市役所の利益追求になるような「数合
わせの不文律」などやめるべき。市民
の利益を最優先してほしい

特定議員とのなれあい
関係について

13

議会改革への全面協力
について

13

①議会改革提案には協力すべき。質
問へのオウム返し禁止、イエス・ノー答
弁への明確な返答及び理由説明、不
必要答弁自制、質問待ち時間性導入
など予算なしで出来ることから始めて
ほしい


