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　平成25年11月５日から市内７地区で、議会報告・意見交換会「議会と
語ろう会」を開催しました。これまでに取り組んできた開催方法や結果等
を検証し、今回の開催に反映しました。
　今回は前回より多くの皆さんにご来場いただき、多岐にわたりご意見をい
ただくことができました。
　会の運営につきましては、まだ不十分なとこ
ろもあるかとは思いますが、回を重ねるごと
に、よりよい会にしていければと考えています。
　私たち議員は、市民の皆さんの代弁者です。
市政に皆さんの思いが届くよう、もっと身近
な議会を目指していきたいと思います。
　今後とも忌憚のないご意見をお聞かせく
ださい。

き たん
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　当日会場において、またアンケートにていただいた主な質問・ご意見につきましては、その内容に応じて
各所管委員会で対応方針を協議してまいります。その一部を以下のとおり掲載させていただきました。今後
も以下のご意見を含め、市民の皆さんの声と真摯に向き合い、協議、対応してまいります。
※当日の回答と異なる場合もありますが、正確性を期するため各委員会において協議した対応方針を掲載しております。

〈詳細については、ホームページにアップしてまいります。〉

市民のみなさんからいただいた意見・要望等

担当
委員会

項　　目
担当委員会の対応方針等

主な意見 ･ 要望の要旨

総
務
文
教
委
員
会

１ 佐久市職員給与削減関連 議会が可決した修正案は、当初案の削減率の
80％という事で、残りの 20％（＝約 3,000 万円）
が不足する計算になります。
議論の中で市民サービスの低下も懸念されまし
たが、市の財政は毎年黒字で推移しており、
400 億円を超える一般会計の中で吸収していけ
るものと判断しました。
今回の国の方針は、地方自治の根幹を揺るがす
問題であると考え、議員の３分の２が修正案に
賛成したものです。
80% という修正案が出てくるまでは、0 か 100
かという検討もありましたが、県内の他議会に
おける決議も参考に、様々なパーセンテージで
試算・比較しながら職員の給与にどの程度影響
が出てくるのか議論をしました。特に松本市議
会における議論を参考にし、80％削減が方向付
けられました。

今回の地方公務員の給与削減に関わる議論につ
いては、国からの給与引き下げ要請を受け、市
が提案した削減幅（100％）に反対し、議会で
は当初案の削減率の 80％を修正可決したが、
80％の根拠が曖昧である。反対なら０（削減し
ない）、賛成なら 100％の削減するのが筋ではな
いのか。80％の根拠は何なのか伺いたい。また、
80％の削減に留めたことで、不足する約 3,000
万円をどのように補うのか。

２ 佐久城山小学校給食関連

貴重なご意見としてお聞きし、食育の観点から
も、学校給食はどうあるべきかを含め、議論を深
めてまいります。（平成２5年11月時点での方針）

※平成 25 年 12 月議会の総務文教委員会におい
て、南部給食センターから城山小に配送される
給食の受室設計委託料を盛り込んだ補正予算を
可決しました。

城山小の自校給食を廃止し、南部給食センター
に統合するという方針が市から出されたが、城
山小学校では自分たちが作った野菜を給食で使
うとか、調理員さんとコミニュケーションをとっ
たりとか貴重な経験をしてきた。これまで自校
給食存続の意思が 9,800 名の署名をもって示さ
れ、地元区民を対象としたアンケートにおいて
も 74％が自校給食を残すことに賛成したが、市
は住民の意向を無視して「センター化は基本方
針」という説明を繰り返すだけで、納得のいく
説明がなされていないと感じている保護者がた
くさんいる。議員は地元の声に真摯に耳を傾け、
もう一度白紙状態から、学校給食は自校式か、
センター式のどちらがいいかを含めて検討して
いただきたい。

３ コスモホール駐車場関連 これまでも議員が一般質問で取り上げ、問題提
起をしてきたところですが、委員会でも問題提
起をしています。もともと駐車場が少なく、隣
にある運動場が雨になると使えなくなり、近隣
の駐車場を借りる等、課題が山積していますの
で、引き続き提言に努めてまいります。
なお、将来「勝間園」の移転計画が具体化した
際は、跡地を駐車場に活用できないかという提
案もされています。

コスモホールの駐車場は、造った当時から狭い
という指摘があった。また、隣接するグラウン
ドを駐車場として使った際、雨の日はぬかって
大変。議会ではどのように考えているのか。
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担当
委員会

項　　目
担当委員会の対応方針等

主な意見 ･ 要望の要旨

経
済
建
設
委
員
会

１ 佐久総合運動公園関連 補助競技場は現在建設中であり、野球場の建設
地は２年間の期限付きで長野パルセイロに駐車
場として貸与しますので、貸与後に建設工事
の予定です。

運動公園はいつ完成するのか。

２ 新クリーンセンター・温浴施設・陳情６号関連

温浴施設は新クリーンセンター施設の受け入れ
の条件であり、温泉追加探査の結果を踏まえ、
議会でも議論をかさね検討していきます。また、
地元対策協議会との話し合いの場をもうけたい
と考えております。

地元で本当に要求しているのかと疑問の声も聞
くが、議会の考えを聞きたい。

当初、温浴施設は新クリーンセンターからの余
熱利用だった。温泉となり探査が１回ダメで追
加予算計上となったが、現状までの報告をお願
いしたい。陳情第６号についてはどうか。

もう一度探査するとのことだが、それで成功し
ない場合はどうなるのか。

まったく要望が無ければやる必要はないと思う。
やるという事は要望があって市としては動いて
いるわけだから、その辺の情報は議会にもきて
いるのではないか。

市民の意見を反映させるべき。私は温浴施設を
欲しい気持ちがある。市はこうしたいという計
画が出てくるが、議会はどの立場に立っていく
のか。

北パラダに温浴施設はできないのか。

３ 企業誘致関連
各会派で市長に対し、企業誘致のための用地の
確保、観光立地の推進など、平成 26 年度予算
編成と主要施策に対する提言書を 11 月に提出
しました。

大手企業が無くなっていく。これを議会として
どう考えているか。仕事をする場所が無い。企
業誘致をしていかないと佐久市はどんどんダメ
になってしまう。

４ 春日渓谷関連
紅葉の素晴らしい渓谷であり、観光名所にもな
り得る林道でありますが、土砂崩れも多く工事
に危険が伴います。貴重なご意見として検討す
るよう市側に伝えます。

春日渓谷の道路が通行止めになって 20 年にな
るが、何とか通行できるようにしてもらいたい。
春日渓谷の紅葉は日本一である。

５ 事業の見直し関連

外部事業評価委員会が廃止した事業であります。
廃止した理由は、最近はリサイクルショップが
充実している事や、不良品が多くトラブルもあ
り経費もかかるため、平成 26 年広報３月号掲
載をもって終了となりますが、貴重なご意見と
して市側へ伝えます。

市には事業の見直しを行う委員会があるようだ
が、29 項目の事業見直し、その中で 1 件が廃止、
７件が改善で、21 件が従来のままという記事を
見た。廃止になった事業である「不用品活用コー
ナー（譲る・欲しい）」の欄はどうして廃止になっ
てしまったのか。これは決定事項か。できれば
是非再開をして継続して欲しい。
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担当
委員会

項　　目
担当委員会の対応方針等

主な意見 ･ 要望の要旨

社
会
委
員
会

１ 佐久医療センタ－・浅間総合病院関連

佐久総合病院（佐久医療センター）が中込に来
て浅間総合病院はどうなるのか。

佐久医療センターは、 原則として救急・急性期医
療・専門医療を行う紹介型の病院であり、浅間総
合病院とは機能分担を図っていく事が求められ
ています。また、医療の安定供給や地域完結型の
医療体制の構築に向けて、病診連携、病病連携が
求められており、住民もかかりつけ医を持ってい
ただくなどの意識をお持ちいただく事が大切です。

浅間総合病院の内科医師の不足の原因はどのよ
うに捉えているのか。また、対策についての取
り組みは。

内科医師の不足は全国的な課題となっており、
医師の専門医志向や、ご家族の生活に対する考
え等々様々な要因があります。現在、病院事業
管理者を中心に、情報の収集や医師獲得に向け
た取り組みが積極的に行われています。議会と
しても当事者意識を持ち、協力していきたいと
考えております。

２ 望月地区新保育園関連 平成 25 年第３回定例会（９月議会）では、予定
地の土地鑑定料としての調査費を議決していま
す。開園の予定は平成28年4月となっています。

望月地区の新しい保育園は、いつ頃から工事が
はじまるのか。

３ 子宮頸がんワクチン関連 厚生労働省では、子宮頸がんワクチンの定期接
種の中止ではなく、継続するものの、積極的な
接種の勧奨を差し控えることとなりました。市
ではこのことを受け関係機関等への周知等の対
応をしています。佐久市では重篤な副反応が出
ている方は今のところいないが、軽い副反応を
起こされた方が若干いたとの報告を受けていま
す。議会といたしましては、効果やがんの起こ
る確率等についての調査・検討は行っておりま
せん。今後も国や県の動向を注視してまいります。

子宮頸がん予防ワクチンについて、６月より国
が積極的な推進はしないという事になってきた
わけだが、効能・効果の割合とがんになる確率
を比較した場合、がんになる確率の方が高いと
いう事で、市として議会でも話し合いはなされ
たのか。

４ 国民健康保険税の滞納関連 市当局では、全庁体制で未収金回収、滞納の縮
減に向けた取り組みを行っています。督促状や
催告書の発送、専任徴収員による訪問徴収をは
じめとする徴収の強化に加え、徹底した財産調
査やそれに基づく差し押さえといったケースに
至ることもあります。税の公平性、公正性の観
点から、今後も収納率向上に向けた努力を要請
してまいります。

国民健康保険税の滞納対策の取り組みについて。

高
速
交
通
網
特
別
委
員
会

１ 中部横断自動車道関連

佐久市としてどう進むのか。議会の考えは。 八千穂 IC ～長坂 IC までは現在、基本計画の段階
であり、現在は長坂 IC まで繋げるよう努力をし
ています。なお、佐久南 IC ～八千穂 IC まではＨ
29 年度開通を目途に工事が進んでいます。国の
計画では２車線で必要箇所においては登坂車線
などを設置する予定と伺っています。南 IC 周辺
施設整備については、市では現在民間のナチュ
ラルアートに委託をして構想中であり、決まれば
市民の皆さまにもご報告があると伺っています。

中部横断自動車道は１車線だと聞いた。勾配が
３％、５％だと停滞する。そのような所では追
い越し車線を作る計画があるか。

サービスエリアの設置が出来ないとの事で、南
インター周辺に整備する施設の青写真が今年中
に出来るという事だが、その経過を聞きたい。

２ 松本・佐久地域高規格道路関連

松本・佐久地域高規格道路の事は国道 254 号
の拡張か。高速道路をつくるということか。 高速道路に準じた道路をつくるということです。

松本市、上田市を含めた沿線市町村で期成同盟
会を作り要望活動などは行っていますが進んで
いないのが状況です。現在は大変厳しい状況で
はありますが、今後も引き続き県及び国へ要望
など、更に努力をしてまいります。

佐久市と松本市が一緒になってやらないと進ま
ない。誰も要望しなければ出来ない。待ってい
てはダメだ。全く進んでいないがどうなってい
るのか。



5

担当
委員会

項　　目
担当委員会の対応方針等

主な意見 ･ 要望の要旨

地
域
医
療
問
題
特
別
委
員
会

１
　

佐久医療センター関連
佐久医療センターに対する財政支援について
は、当議会でも平成 24 年 6 月に財政支援に関
する意見書を可決し、翌 7 月に長野県知事に対
し要望活動を行うなどの取り組みをしてまいりま
した。
上田地域広域連合からの財政支援については、
３億４千万円で確定しております。
今後は、紹介型病院として開院する同センター
が、地域完結型医療体制の中でスムーズにその
機能が発揮されるよう注視してまいります。

上小広域は、佐久医療センターに対してあまり
お金は出さないと聞いた。上小のために近くへ
移転したのだから、少しでもお金を取るように
努力してほしい。

議
会
改
革
特
別
委
員
会

１ 議員定数関連 現在、議会改革特別委員会において、議員定数
のあり方について検討を行っており、その結果
を踏まえて、議会として、早期に適正な議員定
数についての結論を出してまいりたいと考えて
おります。

佐久市の議員定数について、他市も参考に適正
規模を検討するべきではないか。

2 議会の政策評価機能関連 議会は、市民の代表機関として、予算等の執行
後において、政策評価に資する審議と具体的改
善点の指摘・提案に一層努めていく必要がある
と認識しております。
そのため、現在、議会改革特別委員会において、
決算特別委員会の設置などについて検討してお
り、議会としては、その結果等を踏まえ、執行
機関に対する監視機能の強化、議員の政策立案
能力・政策提言能力の向上に努めてまいりたい
と考えております。

議会に行政施策の見直しの機能を期待している。
提案も含めて行政のチェック、改善を進めてほ
しい。

広
報
広
聴
特
別
委
員
会

１ 議会インターネット中継関連 委員会としては、議会のインターネット中継を
導入してほしいと市に要望しましたが、ケーブ
ルテレビの普及促進に支障が生じる可能性が高
いことや、放送委託料の支出を伴う等の理由か
ら、実現には至りませんでした。（要望は受け入
れられませんでした。）
今後も、（他市等の先進事例を視察するなど、）
さらなる調査 ･ 研究を重ね、実現に至るよう、
予算措置も含めて要望してまいります。

インターネット中継並びにアーカイブ（保存記
録）配信の導入は 10 年以上の課題であり、国、
県、他市もかなり導入されているが、いつ頃か
ら実現できるのか。

２ 議会ホームページ関連 会議録の作成には、２ヶ月近くの期間を要します。
音声の反訳（音声から文字へ）は専門の業者に
委託しており、作業期間の短縮化を図ってきた
ところですが、会議録は、地方自治法で作成が
義務づけられた議会の公式記録ですので、内容
の正確さが求められます。そのため作成には、
慎重な確認・校正作業が不可欠であり、非常に
時間を要する作業でもあります。現状では掲載
期間の短縮は困難です。

ホームページの議会議事録について、なかなか
更新されず、９月の定例会も現時点（11 月）で
はアップされていない。
昨年のこの会でも同じ要望を上げたが、一向に
変わらない。これまでどのような対策を行って
きたか。　
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〈年代別アンケート回答者数〉

〈議員の説明に対する評価〉 〈報告資料に対する評価〉

〈開催に対する評価〉

50代
31人
16.8%

よい
106人
57.3%

評価する
101人
54.6%

どちらとも
言えない
57人
30.8%

無回答
19人
10.3%

評価しない
8人
4.3%

多い
4人
2.2%

少ない
52人
28.1%

無回答
23人
12.4%分かり

やすかった
65人
35.1%

どちらとも
言えない
85人
46.0%

分かり
にくかった
15人
8.1%

無回答
20人
10.8%

40代
14人
7.6%

30代
5人
2.7%

20代
1人
0.5%

60代
72人
38.9%

70歳以上
62人
33.5%

開催地区〈会場別〉参加者数
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浅　間 野　沢

38人

7人

中　込

13人
2人

東

29人

4人

臼　田

32人

8人

浅　科

41人

8人

望　月

38人

19人

女 男

　今回の参加者総数は、２６９名で前回と比べて５３名増加し、一会場あたりの平均参
加者数は３８．４名となっています。アンケートの回収率は６８．８％でした。また、アン
ケート回答者の男女別では女性が全体で３９名（２１％）、年代別では４０代以下が２０名
（１１％）でした。前回より増加はしたものの少数であり、今後の課題としましては、
女性の皆さんや各年代の皆さんに幅広く参加いただけるよう取り組んでいくことが必要
と考えています。

アンケート結果の概要


