
○ 「佐久市交流人口創出基本計画（案）」 パブリックコメント実施結果 

 

 

１．意見募集の概要 

（１） 意見募集期間 

 平成２４年２月２７日（月）から 平成２４年３月１２日（月）まで の１５日間 

（２） 案の公表方法 

 ① 佐久市ホームページへの掲載 

 ② 窓口等に閲覧用として設置 

  ア 佐久市役所本庁 経済部交流推進課 窓口 

  イ 佐久市役所各支所 経済建設課 窓口 

  ウ 佐久市役所本庁 市民ホール 行政資料閲覧コーナー 

（３） 意見募集方法 

 ① 直接持参（佐久市役所本庁交流推進課又は各支所経済建設課） 

 ② 郵送 

 ③ ファックス 

 ④ 電子メール 

 ⑤ 電子申請 

 

２．意見募集の結果 

（１） 提出された意見  21件 ２名 

（２） 提出された意見の概要とそれに対する市の考え方  別紙のとおり 

 



「佐久市交流人口創出基本計画」（案）の市民意見募集に対して 

提出された意見の概要とそれに対する市の考え方 

 

№ 意見・提言要旨 市の考え方 

－ （全体として） 本計画の「第 3章 交流人口創出の戦略」にお

いて、「基本戦略」の「戦略の方向性」に記載し

た「具体的事業展開」は、当該戦略の方向性に

基づき展開される、「主要な」具体的事業で

す。 

ここに掲載した事業のほかにも、市民の皆さ

んから頂戴したご意見などを参考にして、戦

略の方向性に沿った事業展開は図っていくこ

ととなります。また、その具体的な取り組み内

容（アクションプラン）は、「佐久市交流人口創

出プログラム」としてまとめ、市民の皆さんに

公表していきます。 

1 具体的事業展開は示されているが、その先が

見えないので、アクションプランに期待する。 

30 ページの「第 4 章 交流人口創出の運用体

制」に記載のとおり、本計画の実施にあたって

は、具体的事業展開に掲げた事業について、

個別のアクションプランを策定し、実行しま

す。各事業の詳細な取り組み内容は、同プラ

ンの中で提示します。 

2 人口減少・少子高齢化の進展を指摘している

が、交流人口の創出策が見当たらないので、ア

クションプランのメリハリ化に期待する。 

交流人口の創出策は、戦略の方向性に基づ

き、具体的事業展開として提示しています。各

事業の詳細な取り組み内容は、個別のアクシ

ョンプランの中で提示します。 

3 本計画を実行に移す場合の財源確保策に期待

する。 

個別のアクションプランの事業設計に際し、

様々な財源の活用を検討するとともに、適期

に予算化を図ります。 

4 佐久市の特性、ポテンシャルを考慮すると、交

流人口増加と並行的に定住人口増加を目指せ

る数少ない都市である。交流人口の創出を定

住人口の増加に繋げる戦略と戦術の陣形立て

を望む。 

6 ページ記載の「交流人口の創出の視点」に

立ち、すべての施策展開に「ビジット」、「ステ

イ」、「リブ」の各視点を意識することで、交流

人口の創出を定住人口の増加に繋げていく

戦略的展開を図っていきます。 

5 交通の要衝として、首都圏の通勤・通学圏域と

なっているとあるが、通勤・通学層となる子育

て世代家族層に対する具体的な取組みが見当

たらない。 

9 ページ以降の「第 3 章 交流人口創出の戦

略」に記載する「戦略の方向性」やそれに基づ

くアクションプランの中で、定住支援、相談、情

報提供、健康増進など、子育て世代家族層に

別 紙 



関連する交流人口創出のための具体的取り

組みを進めるとともに、さらに詳細な生活上の

支援などについては、市の各種個別計画（子

育て・健康づくり・就労など）に基づく取り組

みにおいて実施していきます。 

6 都市圏のシニア層を、特にウィークデイに交流

人口化させる取組みが効果的と考える。シニア

層の需要取込みという観点から、健康増進型プ

ログラムの特徴的な展開が望まれる。 

9 ページ以降の「第 3 章 交流人口創出の戦

略」に記載する「戦略の方向性」やそれに基づ

くアクションプランの中で、シニア層に関連す

る交流人口創出のための具体的取り組みを

進めていきます。 

その中で、ご意見を参考とさせていただき、ウ

ィークデイの交流人口化、健康増進型プログ

ラムの特徴的展開など、個別のアクションプラ

ンの事業設計において検討を進めていきま

す。 

7 空き家バンク事業について、単に空き家の貸借

にとどまらず、資産価値の維持策としてリフォー

ム投資策を打ち出す視点が求められる。 

ご意見を参考とさせていただき、「定住・滞在

促進型プログラム」などの戦略の方向性に係

るアクションプランの事業設計において検討

を進めていきます。 

8 クラインガルテン事業の推進を掲げており、そ

の背景には、「佐久クラインガルテン望月」の利

用待機者が多数いることがあると思われるが、

なぜ当該施設が成功しているのか冷静な分析

の上に立つことが求められる。 

「佐久クラインガルテン望月」の利用者に対し

アンケート調査を行う中で、施設の必要性・

有効性は確認しているものの、新たな施設の

設置にあたっては、費用対効果や、近年の民

間事業者の活動の拡大等の実態を踏まえ、設

置規模や設置主体などについて、必要な検討

を進めていきます。 

9 交流商品のブランド化について、メニュー提示

と継続的な取り組みで差別化を図るとされて

いるが、継続的取り組みは特に重要であるの

で、持続可能なメニューを考えることが求めら

れる。 

ご意見を参考とさせていただき、「交流商品の

ブランド化」などの戦略の方向性に係るアクシ

ョンプランの事業設計にあたり、検討を進めて

いきます。 

10 本計画は「首都圏発の都市間情報発信競争に

いかにして勝利するか」により実効性が変化す

るものと考えられる。その具体策として、①認定

特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センタ

ーの有効活用、②政府系ポータルサイトや、財

団法人地域活性化センターの有効活用、③東

京発のフェアへの積極的参加、④首都圏対策

特命をミッションとした人材の保有を提案する。 

ご意見を参考とさせていただき、「積極的な情

報発信」や「人材・団体の育成」などの戦略

の方向性に係るアクションプランの事業設計

にあたり、検討を進めていきます。 



11 マスコミ対策、SNS 対策（フェイスブック・ツイ

ッター・ユーチューブ等の活用）、佐久大学や

学生資源との連携活用、佐久市振興公社・佐

久市土地開発公社等の所有する資産の活性化

と交流人口創出策からの積極的利用策などの

検討を提案する。 

ご意見を参考とさせていただき、「積極的な情

報発信」、「産業団体の活動支援」、「新ビジネ

スの展開」などの戦略の方向性に係るアクシ

ョンプランの事業設計にあたり、検討を進めて

いきます。 

12 資料の提示が不十分に思えるが、検討は充分

に行われているか。 

本計画は、計画書内に具体的に掲載している

資料のほか、関連資料やそれを参考とした協

議のもとで策定しています。計画書内への資

料の掲載については、多くの市民の皆さんに

気軽に目を通していただけるよう、説明が複

雑となることを避け、趣旨に影響を及ぼさな

い範囲で簡略化していますので、ご理解くだ

さい。 

13 人口減少などの影響を緩和するため、交流人

口の創出による地域活性化や定住人口の増加

を目指すための計画と思われるが、人口減

少・少子高齢化が農業への影響が大きいこと

を認識しているようには思えない。農家の高齢

化に伴って維持が難しくなる農地の活用が、市

全体の大きな課題だと思う。 

人口減少などの社会情勢の変化は、農業はも

とより、様々な分野で地域活力の減退に影響

を及ぼしていると考えます。本計画は、特定の

分野の振興計画ではなく、活力が減退してい

る様々な分野へ人を呼び込むための計画に

位置付けられており、創出された交流人口に

より生み出された活力を生かしていく方策は、

個別計画により示されていくことを想定して

います。 

農業の持つ多面性を交流人口創出の分野に

おいて活用しつつ、ご指摘の農業者の高齢化

対策や農地の活用等については、個別計画

（農業振興、地産地消など）に基づく取り組み

において実施していきます。 

14 農業の後継者が大幅に増加することが見込め

ない中、農業の付加価値の増加、農業の多面

的活用、農家の外部とのふれあい機会の増加

などを目指すことが有効である。また、現地直

販、大都市での産直販売、観光農園の増加など

も有効と考える。 

ご意見を参考とさせていただき、「地域交流型

プログラム」、「友好都市等交流型プログラム」

などの戦略の方向性に係るアクションプラン

の事業設計にあたり、検討を進めていきます。 

また、農業振興面については、個別計画（農業

振興、地産地消など）に基づく取り組みにおい

て検討を進めていきます。 

15 定住人口の増加策として、佐久市の住みやす

さを移住者の立場から売り込むべきであり、特

に生活パターン、生涯計画をモデルとして示す

と良いのでは。 

ご意見を参考とさせていただき、「定住・滞在

促進型プログラム」などの戦略の方向性に係

るアクションプランの事業設計にあたり、検討

を進めていきます。 



また、地域医療の充実に比べると福祉施設・体

制は不十分と感じる。 

また、福祉施策については、個別計画（地域福

祉、老人福祉、介護など）に基づく取り組みに

おいて検討を進めていきます。 

16 雇用の確保策として企業誘致が求められるが、

地域の自立を考慮しながら進めるべきであり、

条件なしの誘致の回避、地場産業関連企業の

誘致、地域優位性の活用、関連企業の業種

内・業種間・地域間協力の創出、6 次産業化

の推進、テレワークの普及への対応などの考え

方を持つべきと考える。 

ご意見を参考とさせていただき、雇用関連情

報の提供等については「定住・滞在促進型プ

ログラム」などの戦略の方向性に係るアクショ

ンプランの事業設計にあたり、検討を進めて

いきます。 

また、企業誘致、雇用の創出等については、個

別計画（産業振興、雇用など）に基づく取り組

みにおいて検討を進めていきます。 

17 地域の活性化を図るため、地元民による地域の

価値の再発見、特産品の競争力強化、魅力的

な商店等の増加、職種等によらない社会人とし

ての資質向上などの考え方を持つべきと考え

る。 

ご意見を参考とさせていただき、「交流商品の

ブランド化」、「新ビジネスの展開」、「人材・団

体の育成」などの戦略の方向性に係るアクシ

ョンプランの事業設計にあたり、検討を進めて

いきます。 

18 観光振興として、観光と車社会の関係の把握、

観光の方向性の設定、様々な観光資源の活用

などの考え方を持つべきである。 

ご意見を参考とさせていただき、基本戦略の

「観光誘客の拡大」や「新たな交流事業の展

開」の戦略の方向性に係るアクションプランの

事業設計や、個別計画（観光振興など）に基

づく取り組みにおいて検討を進めていきます。 

19 国際的な展開について、現状程度なら交流事

業に含める必要はないと考える。 

16 ページの「国際交流型プログラム」の具体

的事業展開に記載のとおり、継続・新規を含

め、様々な事業展開を図っていきます。 

20 「健康増進型プログラム」の具体的事業展開と

して「保養・癒し体験型健康づくり事業」に「医

療機関などと連携して」とあるが、医療機関と

は何を指すのか。 

保養や癒しが心身に及ぼす効果等について、

医療機関の療法士などと連携を図り、森林セ

ラピーやトレッキングなどに活かしていく事業

展開を想定しています。 

21 基本戦略「受け入れ体制の確立」に「受け入れ

マニュアルの策定」とあるが、内容が確立し、マ

ニュアルの策定が可能ということか。 

マニュアルの策定は今後進めていく予定です

が、既に様々な交流事業が実施され、一定の

ノウハウが蓄積されつつあり、また、今後さら

なる事業展開が図られる中で、マニュアルの

精度をあげていくことが可能と考えています。 

 

 

 


