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定例記者会見 市長あいさつ・説明 

               平成３０年２月１５日 午後２時１０分～ 

佐久市役所 ８階大会議室 

 

報道関係の皆様には、大変お忙しい中、定例記者会見に

お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 

本日の記者会見は、 

「平成３０年佐久市議会第１回定例会」に提出する議案

の概要を中心に、ご説明を申し上げたいと思います。 

 

 はじめに、今回提出する議案でございますが、 

資料１のとおり、条例案２２件、事件案 ４件、 

予算案２３件、合計 ４９件でございます。 

 

 時間の制約もございますので、４９議案のうち、 

条例案 2 件、事件案１件、予算案 2 件につきまして、概要

を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 
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最初に、５ページをご覧ください。 

議案第５号、「佐久市議会政務活動費の交付に関する条例の

一部を改正する条例」につきましては、市特別職報酬等審議会

の答申に基づき、市議会議員１人あたり年間の政務活動費を、

来年度より６万円引き上げ、年間１８万円とするものでござい

ます。 

１８ページをご覧ください。 

議案第１８号、「佐久市特定用途制限地域における建築物の

制限に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、 

本年度供用開始を予定する佐久臼田インターチェンジ周辺の

地域を建築物の特定用途制限地域に新たに追加するものでご

ざいます。 

   

続きまして、事件案について申し上げます。 

 ６２ページをご覧ください。 

 議案第２６号、 

「平成２９年度総合交付金総合運動公園整備事業、野球場建設

（駐車場）工事請負契約」の締結について議会の議決を 

お願いするものでございます。 
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 本工事は、野球場の周囲に面積１３，２９４平方メートルの

駐車場を建設するもので、事後審査型一般競争入札 

（２月１日：１５業者）の結果、 

１億９，２６８万９，２８０円で佐久市望月の 

株式会社森屋建設に決定いたしました。 

 

 ６３ページに仮契約書、６４ページに案内図及び位置図、 

６５ページに施工箇所の平面図及び断面図がございますので

ご覧ください。 
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続きまして、予算案について申し上げます。 

６６ページをご覧ください。 

議案第２７号、平成２９年度一般会計補正予算（第９号） 

でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 

４億９，４３１万６千円を追加し、 

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 

４４９億９，１７４万２千円にしようとするものでございます。 

 今回の補正は、歳入では、国の平成２９年度補正予算に伴う

国庫補助金等のほか、国・県補助金等の交付決定または変更に

伴う補正、起債対象事業費の変更に伴う地方債の補正などでご

ざいます。 

歳出では、国の補正予算に伴う事業費の増額のほか、 

事業費の確定または、確定見込みによる事業費の減額、および

基金利子の積立などでございます。 

さらに今回は、主に建設事業関係で、諸事情により年度内の

完了が困難と見込まれる事業につきまして、繰越の承認をお願

いするものでございます。 
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また、７３ページから７６ページの 

第２表・繰越明許費補正、第３表・債務負担行為補正、 

第４表・地方債補正、 

７７ページから８０ページの特別会計補正予算、 

繰越明許費補正、債務負担行為補正につきましては、 

説明を省略させていただきます。 

 補正予算については以上でございます。 
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次に、平成３０年度当初予算（案）につきまして、お手元に 

配布してございます 資料２ 「当初予算(案)の概要」により

まして説明をさせていただきます。 

 

まず、「予算編成の基本的な考え方」につきまして申し上げ

ます。 

１ページをご覧ください。 

平成３０年度当初予算(案)は、第二次佐久市総合計画が目指

す将来都市像、「快適健康都市 佐久」の実現に向け、戦略的

に取り組む「７項目」を政策分野に位置付けております。 

また、「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」として 

継続的に実施している事業を始め、人口減少に歯止めをかけ、

持続的発展と自主財源の確保につながる事業を 

「未来への投資」と位置付け、重点的に予算を配分する 

予算編成を行ったところであります。 
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２ページをご覧ください。 

「当初予算(案)の規模」でありますが、一般会計の当初予算

(案)総額は、４５３億円で、前年度当初予算との比較では、額

で１９億円、率で４．４％の増となりました。 

特別会計【１０会計】の予算（案）総額は、 

３５６億９，３６８万３千円で、前年度当初予算比、 

額で約３３億円、率で８．５％の減となりました。 

  

 ３ページをご覧ください。 

 当初予算(案)の特色について、３点申し上げます。 

 まず、１点目でありますが、 

 「合併特例措置の段階的縮小から終了を見据えた取組」で 

あります。 

 合併による普通交付税の特例措置が、平成２８年度から 

段階的に縮小する一方で、合併特例事業債の発行期限は、 

平成３２年度の終了を延長する措置が検討されております。 

こうした状況を見据え、確実かつ有利な特定財源の確保を 

図り、継続している大型都市基盤整備事業を着実に進めてまい

ります。 
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 ４ページをご覧ください。 

 ２点目といたしまして、 

「総合計画における主要事業の取組」であります。 

これは、総合計画において、７項目の政策分野に位置づけた、

各分野の主要となる事業であり、「快適健康都市 佐久」の 

実現に向けて取組みます、具体的な事業でございます。 

 

７ページをご覧ください。 

次に、３点目といたしまして、 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業」であります。 

これは、佐久市における「まち・ひと・しごと」の創生と、

これらの好循環を目的とした事業について、再掲してお示し 

したものでございます。 

 

以上、当初予算(案)における特色を３点申し上げました。 
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次に、１４ページをご覧ください。 

平成３０年度当初予算における主要事業につきまして、 

新規と拡充事業を中心に、総合計画７項目の政策分野に沿いま

して、その概要を申し上げます。 

まず、１項目の「生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづ

くり」であります。 

 

１番「社会福祉施設整備事業」は、私立浅科幼稚園の 

認定こども園への移行に向けた園舎改築に対して、補助をする

ものであります。 

３番「臼田地区新小学校整備事業」は、現在取り組んでおり

ます、臼田地区の統合小学校整備事業でありますが、 

平成３０年度は、基本設計・地質調査に着手してまいります。 

４番「ＳＡＫＵコスモス育英基金奨学資金給付事業」は、 

武論尊氏からの寄附金を活用し、経済的理由により修学が困難

な者に対する奨学金を給付するものであります。 
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１５ページをご覧ください。 

９番「文化振興基金活用事業」は、基金を活用して、 

市内７会場において舞台芸術の公演を行う「キッズ・サーキッ

ト」と、「ウィーン・サロン・オーケストラ公演」などを開催

するものであります。 

１０番「野沢会館整備事業」は、野沢会館改築のための 

基本構想策定を実施してまいります。 

１２番「東会館整備事業」は、東会館改築に係る検討委員会

を開催するものであります。 

 

１６ページをご覧ください。 

１７番「スポーツイベント開催事業」は、フルマラソンの 

開催に向けた、初期調査などを実施してまいります。 

２１番「創錬の森整備事業（県立武道館等整備事業）」は、

長野県が施工する県立武道館の建設に係る負担金のほか、 

市が施工する多目的運動場等整備のための実施設計に着手し

てまいります。 
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１７ページをご覧ください。 

次に、２項目の「地域の特徴を生かしたつながりあるまちづ

くり」であります。 

 

１番「浅科支所複合施設整備事業」は、浅科支所、浅科会館

および浅科福祉センターを機能集約した複合施設の整備に 

係る基本設計などに着手してまいります。 

 

１８ページをご覧ください。 

１０番「佐久平駅南土地区画整理事業」は、 

佐久平駅南土地区画整理組合が実施する区画整理事業に対し

て補助等をするものであります。 

  

１９ページをご覧ください。 

次に、３項目の「力強い産業を営む活力と魅力あるまちづく

り」であります。 

２番「無料職業紹介事業（地方版ハローワーク）」は、 

地域産業の担い手となる人材確保および就職支援のための、 

地方版ハローワークを開設しようとするものであります。 



12 
 

 

２０ページをご覧ください。 

９番「畜産物加工施設整備事業（畜産クラスター事業）」は、 

ＪＡ佐久浅間酪農クラスター協議会が事業主体となり、 

望月地域で生産された生乳の加工を目的とした、 

ヨーグルト工場の新築に対する支援を行うものであります。 

 

１０番「「暮らしとしての農業」農家創出事業」は、市民の

農業体験機会の創出に対する支援を行うものであります。 

 

１１番「農村グリーンツーリズム活性化推進事業」は、 

グリーンツーリズムへの、新たな取り組みとして農家民宿への、

改修に対する支援を行うものであります。 
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２２ページをご覧ください。 

２５番「佐久臼田インターチェンジ周辺工業団地整備事業」

は、新工業団地の整備のための用地測量に着手してまいります。 

２８番「観光ＰＲ用バルーン制作事業」は、企業版ふるさと

納税寄附金を活用し、観光ＰＲ用「北斗の拳」バルーンを制作

するための経費であります。 

 ２９番「内山地区観光活性化推進事業」は、 

内山牧場キャンプ場を中心に、内山地区の観光拠点整備に係る 

コンサルティング業務委託経費であります。 

３０番「シティプロモーション推進事業」は、市に対する 

イメージの把握やブランド力向上のための調査および 

シティプロモーション方策検討を行ってまいります。 

２３ページから２５ページをご覧ください。 

次に、４項目の「豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり」

であります。 

２５ページの１６番 

「子ども未来館管理運営事業（リニューアル事業）」は、 

子ども未来館の科学展示リニューアル工事に係る設計に着手

してまいります。 
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１８番「川西保健衛生施設組合病院運営費補助負担事業」は、

川西赤十字病院が実施する「不採算地区医療」に対する 

病院運営費補助に係る負担金を５年間延長し、支援するもので

あります。 

２２番の「フッ素洗口推進事業」は、小・中学生を対象に 

実施しているフッ素洗口事業を保育園・幼稚園の年長児まで 

拡大し、実施してまいります。 

 

２６ページをご覧ください。 

次に、５項目の「快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり」

であります。 

 

４番「次世代自動車充電設備整備事業」は、「市役所本庁」

および「道の駅 ほっとぱーく浅科」へ、 

次世代自動車用急速充電器を設置するものであります。 

５番「佐久流域水循環計画策定事業」は、水循環基本法に 

基づき、佐久地域定住自立圏の構成自治体による水循環の 

総合的かつ、一体的な管理を行うための、計画策定を実施して

まいります。 
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２７ページをご覧ください。 

１２番「総合運動公園整備事業」は、引き続き、野球場の 

整備を進めてまいります。 

 

２８ページをご覧ください。 

次に、６項目の「暮らしを守る安心と安全のまちづくり」で 

あります。 

 

１番「防犯灯ＬＥＤ化整備事業」は、リース方式による 

防犯灯の一括ＬＥＤ化に向けた調査などを実施してまいりま

す。 

７番「雨量観測シムテム設置事業」は、望月地区へ雨量観測

システムの設置工事を実施してまいります。 
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２９ページをご覧ください。 

最後に、７項目の「ひとと地域の力が生きる協働と交流のま

ちづくり」であります。 

 

５番「臼田地区生涯活躍のまち事業」は、臼田地区における

生涯活躍のまちの形成に係る経費であります。 

６番「エストニア共和国ホストタウン交流事業」は、 

２０２０年の、東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、

ホストタウンとして、エストニアとの交流を図ってまいります。 

 

以上、平成３０年度の当初予算(案)の概要を申し上げました。 

地方財政を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にありますが、

これまでの財政運営によって培われた佐久市の健全財政と、 

合併特例による財政支援措置を受けられるという、優位性を 

有効に活用し、佐久市の更なる発展の礎となる都市基盤整備の

着実な進展と新しい佐久らしさを追求した施策を展開するた

めの予算（案）としております。 

今後とも合併の特例期間終了後も見据え、引き続き健全かつ

効率的な財政運営に、努めてまいりたいと考えております。 
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次に資料３をご覧ください。 

「臼田支所新庁舎での業務開始」について申し上げます。 

 

臼田支所は、平成２８年５月から仮事務所で業務を行ってお

り、市民の皆様に大変ご不便をおかけしておりますが、 

建築工事が順調に進んでいることから、この３月２６日月曜日

より新庁舎で業務を開始いたします。 

昭和５４年に建設されました旧臼田町役場庁舎 

（合併後臼田支所）は、老朽化、耐震化及び借地等の課題解消

と佐久市公共施設マネジメント基本方針等を踏まえ、敷地の 

利活用を検討した結果、旧庁舎の駐車場部分に新庁舎の建設を

進めてまいりました。 

新庁舎は、地元産カラマツを使用した温かみのある 

鉄骨造２階建て、延べ床面積８４１．７５平方メートルの庁舎

です。 

引き続き、市民の皆様が日常的に必要とする各種窓口、 

相談業務、地域行事への取組み、災害危機管理の初期対応など、

最も身近な窓口として行政サービスの維持向上に努めてまい

ります。 
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次に資料４をご覧ください。 

エストニア共和国ホストタウン交流事業について、 

申し上げます。 

 

既にご承知のとおり、佐久市は、「エストニア共和国サク市」

との友好都市協定を結んでいることをきっかけに、 

2020年東京オリンピック・パラリンピックの 

「エストニア共和国」のホストタウンに登録されております。 

このことから、市民の皆様にエストニア共和国の認知度と親

密度の向上を図り、東京オリンピック・パラリンピックに向け

た応援機運を醸成するため。 

また、今月２４日は、「エストニア共和国」が独立を宣言し

てから 100周年の記念日にあたることから、佐久市姉妹都市・

友好都市親善協会との共催により、『エストニアウィーク』を

開催いたします。 

開催内容といたしましては、２月２４日から３月２日までの

期間中、市内スーパーマーケットのツルヤ佐久中央店様と 

ナナーズ安原店様にご協力をいただき、エストニアの食品・ 

雑貨等の販売や紹介を行い、食品等を購入された方には、 
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エストニアのチョコレートをプレゼントいたします。 

 また、２月２５日には、イオンモール佐久平様において『エ

ストニア祭』を開催いたします。 

このお祭りでは、こころのミュージカル様よるエストニアを

舞台としたミュージカルをはじめ、 

FMさくだいらの公開生放送番組として、親善交流大使の 

把瑠都様や駐日エストニア大使館参事官様などの皆様と一緒

にエストニアを紹介するトークショーや、 

北欧・エストニア音楽のミニコンサートを行います。 

また、同会場においても、エストニアの食品や雑貨等の販売

を行う中で、多くの市民の皆様にエストニアの食文化や工芸に

触れていただきたいと考えております。 

さらに、当日会場にお越しになった方、先着 200名様に、 

駐日エストニア大使館からご提供いただきます、100 周年記念

のチョコレートをプレゼントする予定でございます。 

この機会に、ホストタウンであるエストニア共和国を知って

いただき、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、 

佐久市民が一丸となってエストニア共和国を応援したいと 

考えております。 
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次に「太陽光発電設備の設置に関するガイドライン等の策定」

について申し上げます。 

 

 佐久市の太陽光発電設備の設置につきまして、現在、一定の

規模を超える設備の設置に関しては、条例または要綱により 

住民説明会の実施や住民意見にも配慮した事業とするよう 

指導しております。 

しかしながら、市民の皆様から景観、防災、周辺環境、 

撤去について不安の声が寄せられていることから、 

良好な生活環境や自然環境及び景観を保全するため、市では 

太陽光発電設備の設置等にあたっての配慮すべき事項を示す

ガイドラインの策定とあわせ、太陽光発電設備の適切な設置等

を確保するために事業者の責務を明らかにする要綱の策定に

も取り組んでいます。 

  

私からの説明は以上です。 


