
（１）各常任委員会からの報告事項

主な修正案賛成意見：

・地方交付税の一方的な削減は地方自治の根幹を揺るがす問題

・人事院勧告なしの一方的な指示。由々しき問題。

・目的どおり復興財源に充てられるか不透明。

・人員削減進み、職員の労働量が増えている。

主な修正案反対意見：

・原案は国の方針、交付税影響額に合致している。

・８０％削減の根拠が曖昧である。

・緩和による不足分（3,000万円）の市民サービスの低下を懸念。

コスモホールの駐車場　駐車可能台数

・敷地内（アスファルト）…約１３０台

･北側グラウンド　　　　 …約１７０台

　　　　　　　　　　　　　　計約３００台

※北側グラウンドについては雨天時使用不可

※許容範囲を超える場合は、付近の民間土地

　（駐車場）を借用

〈コスモホール大ホール：８００人収容〉

事業費：５億４千万円

維持管理費：概ね１，１００万円

駐車可能台数：普通車１３３台、障害者用１０台

「市民交流ひろば」を指定管理者制度とするため、

佐久市公園条例（平成19年佐久市条例第15号）

に加える。

委託料：１５，９００，０００円

観光PRなども含め委託しているので、北陸新幹線金沢

延伸に伴い、委託料の改善を図るよう鋭意努力を行って

いただく。

消費生活センター

・設置箇所：市役所本庁２階市民ホールに設置

・県内の設置状況：県内には８箇所、近くでは地方事務所

　と上田市に設置されている。

陳情者：佐久ホテル旅館組合長　清水秀三郎氏

陳情趣旨：平根地区住民中心の施設とし、ごみ処理

施設に隣接、排熱変換の温水のみとする旨の趣旨

陳情者：佐久市自然エネルギー普及促進協議会　酒井清治氏

陳情趣旨：新エネルギー・省エネルギー施設整備事業の

制度設計の見直し。自然エネルギー自給率３％の早期達

成に向けて必要な予算措置を講じるよう求める旨の趣旨
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Ｈ２５年９月定例会
平成２５年度佐久市一
般会計補正予算

Ｈ２５年９月定例会
条例案
【佐久市公園条例の一
部を改正する条例の制
定について原案可決さ
れる。】

詳　細　説　明　（審査経過等） 備　考　（参考資料）
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教
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会

陳情第６号
温水利用型健康運動施
設に対する陳情

　消費生活センター工事費では、市町村での設置は法的に努力
義務だが、県内市町村における設置状況が低い中で、佐久市が
積極的に設置することは良いことだという意見が出されました。

　監査委員の講評のとおり、補助金の対象が一部の企業に限ら
れており、これ以上の支給は手厚くなりすぎるので、不採択とす
べき意見、国の制度の見直しが不明確な中、電力自給率３％を
目指すには事業継続を求める意見などが出され、挙手採決の結
果、継続審査となりました。

議会報告･意見交換会『議会と語ろう会』

　温泉探査の追加予算を決定し、探査結果がまだ不明確の現段
階では審査を継続するすべきといった意見などが出され、挙手採
決の結果、継続審査となりました。

【第１部】議会報告　配布資料

　所管事項として、道路、施設の老朽化が多く見られるので、維持
修繕等、所管での鋭意努力をお願いする旨の意見、プラザ佐久
管理委託料において、受託業者、観光協会及び市でも努力は
行っているようではあるが、委託料の金額が大きいので、改善へ
向けた一層の努力を進めて頂きたい旨の意見が出されました。

Ｈ２５年９月定例会
平成２４年度一般会計
歳入歳出決算

　平成２４年度においては、老朽化並びにデジタル化への移行等
によりコスモホール大ホールの調光装置改修工事が行われ、委
員会において現地調査を行いました。
　この際、コスモホールの利用度と利用者満足度が低い原因のひ
とつに駐車場の狭さが指摘され、駐車場確保に努められたい旨
の意見が出されました。

Ｈ２５年９月定例会
平成２４年度一般会計
歳入歳出決算
【コスモホールの駐車場
の拡充】

　本条例案（原案）は来年３月末までを期限とする、いわゆる「職
員給与削減条例」でした。これまで国は震災復興の財源確保を目
的に国家公務員の給与削減に取り組んでおり、国と同水準にす
べく、地方公務員の給与削減を要請し、削減を見越して平成２５
年度の地方交付税を削減しています。そのため、削減額に見合う
額の給与削減率を規定する、といった内容でした。
　この原案に対し、削減幅を原案の８０％とする修正案が提出さ
れ、賛成多数で修正案が可決されました。
　修正案に対する主な賛成・反対の意見は右記のとおりですが、
修正案可決によって不足する３，０００万円に対しての主な意見
は、毎年市の財政は黒字であり、４００億円を超える一般会計の
中で融通できるとの意見が大半を占めました。

Ｈ２５年９月定例会
条例案
【佐久市職員の給与に
関する条例の一部を改
正する条例案に対し、
削減幅を緩和する修正
案が提出され、修正可
決される。】

陳情第７号
新エネルギー・省エネ
ルギー施設整備の運用
に係る陳情

　平成２５年１０月に完成した「市民交流ひろば」について、平成
２６年度から指定管理者制度による管理とするため、当該条例の
一部改正を行うものです。

　文化施設等の入場者数が減少、また利用者数が低調なのは大
きな課題であり、施設によっては入館料の無料化も検討されたい
旨の意見が出されました。
　また、観光周遊コースなどの検討も視野に入れ、観光分野とさ
らなる連携を図り、市内外を問わず入場者数向上に努められたい
旨の意見が出されました。

Ｈ２５年９月定例会
平成２４年度一般会計
歳入歳出決算
【文化施設等の入場者
数増加施策】

主な文化施設等の入館・観覧者数 単位：人

H23 H24 H23-24比較

佐久市子ども未来館 88,634 80,478 -8,156
旧中込学校資料館 8,496 7,566 -930
うすだスタードーム 3,552 3,519 -33
鎌倉彫記念館 435 532 97
五郎兵衛記念館 3,200 3,195 -5
天来記念館 2,521 2,522 1
望月歴史民俗資料館 4,307 4,070 -237
川村吾蔵記念館 2,571 5,199 2,628

支給減額率（一般行政職の例）
職務の級 原案 修正案
２級以下 3.50% 2.80%
３級～６級 5.90% 4.70%
７級以上 7.40% 5.90%
【計算例】行５級４６号の場合（修正案）

基本給 減額後 差額
月375,600円 357,947円 △17,653円
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（１）各常任委員会からの報告事項（続き）

（２）各特別委員会の設置目的及び活動の紹介

議会だよりの編集・発行、議会ホームページによる議会情報の発信や、議会活動全般にわたる広報広聴活動の
推進を図ることを目的として平成２３年５月設置された。

　市民に議会活動を広く周知し、議会に対する理解と協力を求めるため、年４回発行される「議会だより」定例号と
必要に応じて発行する臨時号の編集･発行を主に行っている。
　また、より開かれた議会を目指し、広報広聴活動の推進として、①市民に親しまれる議会だよりの見直し　②議
会インターネット中継導入に向けた取り組み　③議会ホームページのあり方及び充実について、更なる調査･研究
を深めている。

議
会
改
革

・設置目的 議会の活性化と市民の皆様に開かれた議会の実現を目指して、議会改革に取り組む。

広
報
広
聴

・設置目的

・活動の紹介

・活動の紹介

　平成２１年５月に初めて設置された後、質問・質疑での一問一答方式の導入、委員会の原則公開、議会報告・意
見交換会の開催などを実施し、本年３月には、これまでの成果として、「議会基本条例」を制定し、新たに、答弁者
の反問権、請願者・陳情者の趣旨説明、政策討論会の開催などを定め、実施している。
　今年４月の選挙後の委員会においても、議会運営のあり方、議員定数、議員報酬、政務活動費のあり方、議員
の資質向上などを検討項目として、引き続き議会改革に取り組んでいる。

項　　　目 備　考

項　　　目

・設置目的

・活動の紹介

・活動の紹介

浅間病
院医療
費

①地域医療崩壊から地域医療を守ること　②佐久総合病院再構築の早期実現を目的として平成２１年５月に設置
され、佐久総合病院佐久医療センターの開院をひかえ、現在は、①を目的として平成２５年５月に設置された。

　前期は、主として佐久総合病院再構築に力点を置き、長野県に対し、佐久総合病院再構築に対する財政支援の
要望活動などを実施した。
　現在は、紹介型病院として開院する佐久医療センターの役割や、その周知について検証するなど、地域内の医
療連携の向上に向けた取り組みを行っていくこととしている。

高
速
交
通
網

地
域
医
療
問
題

・設置目的

　滞納は主に1号被保険者のうち特に納付書による「普通徴
収」被保険者に生じている。「現在も将来も介護保険の世話
になるつもりはないので支払わない」という方への説得が課
題。

　市内公立19園、私立9園の累計で499人分が滞納になって
いる。うち現年度分が109人。近年増加傾向。一人平均滞納
額は15万円。子弟が卒園して直接の縁が切れた保護者から
の徴収が課題。

　累計で2131件（１件平均４万円）が残っている。昨年度より
滞納防止、回収のプロジェクトチームを発足させ、現場を中
心にきめ細かい取り組みを始めた。その効果は着実に表れ
ており改善に向けて動き出している。

　昭和42年から平成8年まで同和地区の住環境改善を目的
に行われた事業。現在は返済事務のみ。総貸付額42億
2000万円。88％が償還済。残高5億2200万円。うち4億5600
万円（対残高比88％）が滞っている。景気低迷と借主の高齢
化が状況を厳しくしている。

保育料

社
　
会
　
委
　
員
　
会

市立浅間総合病院の内
科医不足による影響に
ついて

住宅新
築資金
等貸付
金

詳　細　説　明　（審査経過等）

介護保
険

　浅間病院の事業収支は「医業」と「医業外」のそれぞれの収益と費用
で計算されている。例年「医業」単独での黒字は困難で、23年度までは
「医業外」収益を含めて総体として黒字を達成してきた。
　しかし24年度は「医業」での赤字が例年の倍以上となり、「医業外」の
収益増加も及ばず経常赤字に陥った。この要因は24年4月に生じた「内
科医3名の欠員」にある。当病院の実績によれば、内科医師一人の医
業収益は年間1億2000万円に上る。
　従って3名の欠員によって生じた医業収益の落ち込みは3億6000万円
と推定され、これによる医業利益の大幅な落ち込みが経常赤字の主要
因である。
　昨年来、内科医招へい、確保に院長を先頭に全力で取り組んできて
いるが、残念ながらメドは立っておらず、内科外来もやむを得ず受け付
けを制限せざるを得ない状況である。
　市職員も議会議員もそれぞれの人脈をたどって情報収集をしていると
ころであるが、市民のみなさんにもなにぶんのご協力とご尽力を賜りた
くお願いしたい。

国民健
康保険

　過年度分への粘り強い徴収に取り組みつつ、現年度分の
滞納防止に重点を置いていく。「健康で病院にも行かないの
になぜ支払わなければいけないのか」との意見を持つ主とし
て若年層の説得が課題。

高速交通網の整備促進を目的として平成１７年５月に設置された。

　主な内容として、中部横断自動車道の基本計画、北陸新幹線の延伸、松本・佐久地域高規格道路の建設促進
についての整備状況の確認及び、必要に応じて県や国への要望活動を行っている。

平成24年度　各種保険料・貸付金等の徴収・滞納状況

当委員会に係る各種保
険料、貸付金等の徴
収、滞納状況と回収業
務の現状について

詳　　　細　　　説　　　明

滞納額（万円） 滞納率（％） 滞納額（万円） 滞納率（％）

1.53 7,500 10.16

種別
平成24年度（現年） 滞 納 総 数

27.5665,700

住宅新築資金
等貸付金

1,075 59.58 45,600 10.98

介護保険 1,400 0.92 4,300 3.07

8,700

7.721,500国民健康保険

浅間病院医療
費

1,500

保育料 1,000

単位：万円

項　　目 平成22年度 平成23年度 平成24年度

医業収益 586,000 622,200 613,600
医業費用 598,800 636,400 653,300
医業利益 △12,800 △14,200 △39,700
医業外収益 45,700 44,800 52,800
医業外費用 18,400 19,500 19,200
医業外利益 27,300 25,300 33,600
経常利益 14,500 11,100 △6,100

浅間病院医業利益推移
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