
議会報告・意見交換会　記録一覧 総務文教委員会関係

中込 会場

修正案可決によって不足する額３，０００万円の
件について、仮に、市民が何かしてほしいという
時には、３，０００万円ぐらいの予算なら何でもた
いがい実施できるのかと、市民の一人として思う
のだが。

中込 会場

コスモホールのデジタル化とはどういうものか。 従来の装置の老朽化及び操作性の向上を図る
ために、コスモホール大ホールの舞台調光装置
をデジタル化としたものです。

中込 会場

コスモホール駐車場の現状について、雤の日に
駐車が出来ないグランドでは意味がない。

グランドは雤天時ぬかるので大変、苦情があ
る。議会としても指摘している。

中込 会場

子ども未来館入館者の８千人減の理由は。改装
もしたし、これをこのままで良いのか。問題視さ
れていないのか。どう思っているのか。

入場者数の現状を踏まえながら、必要に応じて
指摘してまいります。

中込 会場

消費税増税に伴い、活字離れの歯止めに、新聞
購読料を軽減しようという趣旨の意見書を他市
議会では出しているが、佐久市議会として話は
出ているか。

中込 会場

城山小給食センター化、自校給食の件は、議会
で議決すれば…、という回答があった。議会でも
経費の比較や市民意見を聞いてほしい。内山、
平賀で３０００名の署名は確実に取れている。区
民のアンケートにおいても７４％が賛成。地域の
議員さんとしても区民の声に耳を傾けてほしい。

９月議会で、市長より平成２７年４月を目途に南
部センターへ移行決定するとの報告があり、
10/21説明会では３校共同実現できず、基本方
針を堅持し、使えるまでは使い、最終的にセン
ター移行との説明がありました。11/18に再度説
明会開催しますが、議会の中でも考え方の違い
もあり、慎重審議をしていきたいと考えます。

中込 会場

城山小給食施設の件は市の説明不足だ。基本
方針の一点張りで、地元の７４％が反対してい
る話を説明不足のまま進めようとしていることに
対して、おかしいなという感覚がある。もし議会
でそれを許してしまうとすれば、チェック機能の
低下を感じる。納得するまで議論を。

中込 会場

城山小給食の件は、教育、食育の面から市民
の問題として考えてほしい。

食育の観点からも、学校給食はどうあるべきか
を検討してまいります。

中込 会場

城山小給食の問題は、平賀だけではなく、オー
ル佐久市として考えていかないといけない。早く
結論付けてもらいたい。

意見として承ります。

浅科 会場

佐久ケーブルテレビについて、もっと加入率を上
げるようにしてほしい。
予算については、どれだけ投入したか。

投資額（市の単独費）は約６億円、加入率は２
０％未満です。番組内容の充実など、加入率
アップに向けて提言に努めてまいります。

担当委員会の対応方針・回答要旨区分

議会が可決した修正案は、当初案の削減率の８
０％という事で、当初案の給与削減により捻出さ
れる額（＝交付税削減額）１億５，０００万円に対
して８０％が約３，０００万円となり、これが修正
案可決により不足する影響額です。
市民サービスの低下も懸念されますが、市の財
政は毎年黒字で推移しており、４００億円を超え
る一般会計のその中で吸収していけるものと考
えられます。
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。

佐久市議会としては、現在のところ当該趣旨の
請願・陳情が出てきておらず、意見書も出してい
ない状況です。

貴重なご意見としてお聞きし、議論を深めてまい
ります。

会場 質疑・意見・要望の要旨
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浅科 会場

交付税削減について、３，０００万円は市民が負
担するのか。削減幅を少なくしたが、８０％削減
の根拠が曖昧である。

議会の中で、国の一方的な地方自治への押し
付けはいかがなものかといった意見等も踏ま
え、他市町村の状況を見ながら決めました。松
本を参考にしながら、８０％の削減と修正案の提
案がされました。６対３で修正案可決となり、反
対、賛成の討論では激論になりました。

浅科 会場

議会だよりに議員さんの採決が一覧表になって
載っているため、参考になった。憲法９６条につ
いて、緩和しないという意見書を上げて下さり良
かった。
城山小の自校給食の問題は今どうなっている
か。

教育委員会で検討した中で、城山小内に中込
小、中の３校統合の給食センターをを作ろうとし
ていたが、地権者問題などで取りやめとなり、南
部センターへの移行という方針を、９月定例会で
市長、教育長から報告がありました。地元では
異論があるようですが、教育委員会の方針はそ
の方向で進んでいます。

浅科 会場

城山小自校給食は、子供の為にも続けていただ
きたい。特にアレルギーとかいろいろな問題が
あるので、伝統を残してもらいたい。議会の皆さ
んに頑張ってもらえたらと思う。

意見として市側に伝えてまいります。また議会に
も持ち帰り議会内での協議も必要かと思いま
す。

浅科 会場

佐久市にはいろいろな審議会、協議会があるが
議員が一人もいない。議員の出席をお願いす
る。

総務省の通達で控えるようにとの事です。議員
が審議会等に入ることにより、チェック機能が発
揮できなくなるおそれがあると考えます。

浅科 会場

審議会を作っても、行政からの協力が得られな
い。支所に権限と予算がないのが原因ではない
か。各支所に１０億ぐらいの予算を付けて、支所
機能を充実すれば地域活性化するのでは。

貴重なご意見として市側に伝えます。

望月 会場

佐久市の中心まで出て行って運動をするのは大
変だ。何とか望月地区にマレットゴルフ場等の施
設を。少しでも助成金などいただけたらと思う。
小平の運動場は無償で整備をしている。ヘリ
ポートにもなっている。ヘリコプターの風圧で石
が飛んだりしないために芝でないとダメだ。水を
撒いたりも大変。助成してもらえればありがた
い。

小平の運動場は、救急ヘリの発着場として使わ
れており、芝生という事に関しては重要なことだ
と考えるので、市の方に要望を伝えたいと思い
ます。
布施温泉のマレットゴルフ場なども手入れに御
苦労されておられて本当に感謝したいと思いま
す。

望月 会場

合併して９年、来年１０周年に向けて総合計画
審議会が今進められているところである。
これから５年後、１０年後の佐久市を考えるプロ
ジェクトの一環として、市民２，０００人ほどを無
作為抽出したアンケートで資料を作成するとのこ
とだが、地域特性を考えないと危険である。たと
えば旧佐久市内、旧望月町との特性は違うの
で、それぞれの地域特性を生かして市政をして
いただき、それをチェックしてもらいたい。

貴重な意見としてたまわらせていただきます。

望月 会場

教員について、子供たちから、あの先生は暴言
を吐くだとかを、親として耳にする事がある。そう
いった場合、市としてはどのような対策をとって
いるのか聞きたい。

メンタルアドバイザーの先生たちが何校か受け
持って対応している場合と、心理カウンセラーが
配置されている場合があります。相談の窓口に
ついては、教育委員会に直接問い合わせていた
だければ、いくつか対応があります。
また、校長先生は「学校の問題として苦情、ク
レームは直接言ってきていただければ」と言う対
応がほとんどです。
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望月 会場

前項について、もっと簡単に、電話とかではなく
できる方法は、特に考えていないか。

教育委員会へ伝えてまいります。

望月 会場

１０万都市佐久市のこれからの方向性を聞かせ
てもらいたい。

佐久市としては、叡智と情熱が結ぶ２１世紀新た
な文化発祥の都市を目指して、第１次佐久市総
合１０年計画に沿って事業を実施しているところ
であります。

浅間 会場

職員給与削減に関して、賛成６の反対３という表
現があったが、６対３という意味は？

総務文教委員会は委員が１０名おりまして、委
員長は議決に加われません。９名で採決をしま
して、修正案に対して賛成６、反対３名という事
です。

浅間 会場

コスモホールの駐車場拡充の件について、南佐
久広域連合で造った施設だと思うが、造った当
時から駐車場は狭いという指摘があった。議会
の要望は今回が初めてか。

浅間 会場

市の予算について、議員がどのような関わりを
持っているのか。たとえば塩カルの発注だが、
佐久市以外の自治体からはすでに出ているが、
佐久市だけは出ていない。現物が間に合うか心
配である。市の物品購入に関しては、地元業者
では納入できない価格まで叩かれている。
そういう事について議員の皆さんはどれだけ承
知していて、どのようなお答えをしているのか。
事業の進捗に関して、議会としてどういう関わり
を持っているのか聞きたい。

今の制度では、議会には予算の編成権は無く、
市長に編成権があります。議会は、予算につい
て認めるか、認めないか、「この分は必要ないか
らカットしましょう」という事は出来ますが、「ここ
を手厚く増やしましょう」とか、予算の組み替えと
いうのは出来いわけです。
議会としては、会派要望等で市に事業予算を要
望しています。
物品購入については、なるべく市内の業者から
購入しようと努力している中で、入札という事に
なると価格競争になります。公共工事に関して
年度末に工事が集中しており、これは監査委員
からも平均的にならないかとの意見もある中で、
市は改善しつつありますが、また市の方にもご
意見を伝えてまいります。

浅間 会場

城山小自校給食問題だけではなく、すり合わせ
がしっかりとできていればすぐ終わる話である
が、いっこうに議論が進まない。ベースとなると
ころを議員、市と合わせて、数字的にも議論して
いくなど、議会としても調整していいのでは。

貴重な意見としてその目線を大切にして、議会
でも必要に応じて俎上に上げて行きます。

これまでも議員が一般質問でも取り上げ、問題
提起をし、努めてきたところですが、委員会でも
委員の個人の要望として出されています。もとも
と駐車場が少なく、、隣にある運動場が雤になる
と使えなくなり、そばの駐車場を借りる等、課題
が山積していますので、今後も議論を深めてま
いります。
なお、勝間園の老朽化による移転の話があり、
移転したら跡地を駐車場に活用出来ないかとい
う意見もあります。
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東 会場

地方公務員の給与の改正について、ここに修正
案の賛成意見の項目が列挙されているが、国
の方針に反対と読み取れる。８０％の根拠は曖
昧だ。０か１００、反対なら反対、従うなら国の方
針に従う…このどちらかだと思う。８０％の根拠
は何なのか伺いたい。

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、様々なパーセン
テージで職員の給与にどの程度影響が出てくる
のか試算・比較をさせていただきました。
その中で、特に参考にしたのが松本市議会にお
ける議論であります。国の要求する水準の１０
０％という事ではなくて、とにかく８０％という事も
参考にして、修正案に賛成する意見としまして
は、職員給与が下がることによって地方の経済
にも影響があるのではないかという意見もありま
した。
特に若い世代の削減幅を抑えることを含めなが
ら、２割緩和することによってその負担を抑えた
いという声もありました。２割の根拠ですが、や
はり、100％鵜呑みという事ではなく、主張だけ
でも地方から国へ向けて発信して行く事が大切
ではないか等様々な意見の中、８０％削減が方
向付けられました。

東 会場

文化施設は非常につまらない。楽しく見れるよう
な場所ではない。人数も少なくなっていることか
ら、五稜郭内の小学校は統合させればいい。五
稜郭を整備して、コースをつくって、外へ売り込
まないと佐久市の観光もダメになる。議会として
どう取り組んでいくかお聞きしたい。

臼田 会場

文化施設入場者数について、具体的な施策は。 無料化にすると皆さんの税金が使われることと
なりますので、影響を考えながら検討すべきと考
えます。
川村吾蔵記念館は特別企画展などで増加を見
込んでいることから、皆さんに喜んで使ってもら
える文化施設のあり方を委員会でも考えてまい
ります。

臼田 会場

コスモホールの駐車場だが、雤が降るとぬかっ
て大変。勝間園が移転したら跡地を使うと市長
は話していたが、たくさん駐車できる様にお願い
したい。

冬は滑るし、雤の日は使用しづらいという事は
委員会でも意見が出ました。勝間園の改築に際
しては移転してもらい跡地をという事で市長の方
からも広域連合に要望を出しています。今後の
推移を注視する中で要望してまいります。

臼田 会場

地域活性化をするには子供たちがいないとダメ
だ。長野県は教育レベルが非常に落ちていて、
大学の合格率も長野県は低い。臼田の小学校
は人数も減っていて、その中で教育行政をどの
ようにもっていくのか。特に臼田地区についてお
聞きしたい。

一般質問でも小学校の問題、学力低下の問題
が議論されています。議会としてどうするのかま
だ具体的に決まっていませんが、臼田地区の皆
さんでしっかり話し合って、より多くの人が納得
する小学校を作って行かなければならないとい
う認識では一致していると思います。

生徒数が減っているのは承知しています。文化
財になっているので、新たに学校を建てることは
出来ません。五稜郭には保存会があり、おもて
なしをするという活動もしています。
文化施設の件については、プラスアルファの魅
力が発信できるような周遊コース等を考えて行く
必要があると考えます。貴重な意見として承りま
す。
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臼田 会場

仮に臼田地区で小学校をまとめていくなどの考
えがあるようなら、合併特例債を使ってやらない
と間に合わないので、今からどういう方向でやっ
て行くか、早急に意見を聞くとかアンケートを取
るとか、行政の方でやってもらわないと、われわ
れの方からでは難しい問題もあるので、それに
ついてはどうか。

貴重なご意見として行政に伝えてまいります。

臼田 会場

城山小だけが自校給食で残っているが、これを
是非存続してほしい。佐久市で１つ残った自校
給食を、老朽化したから南部給食センターへ平
成２７年４月に移行するという発言が、９月の議
会の冒頭で市長からあって驚いている。市長は
選挙公約で城山小学校の自校給食をモデルに
市内全校を自校給食にすると掲げて当選したの
に、半年後には城山小での３校共同方式を発表
したため、地域の住民が怒り反対運動が起こ
り、１万近い反対署名が集まった。地区を対象と
したアンケートでは７４％が自校給食を希望する
という結果になった。市のゴリ押しではなく、住民
とよく話し合って決めてほしい。市長にも１１月１
８日の説明会に参加してほしい。

貴重な意見として行政に伝えてまいります。

臼田 会場

臼田街づくりワークショップをやっている。コンパ
クトシティーという事で答申している。その答申
に則った街づくりをしてもらいたい。

貴重な意見として行政に伝えてまいります。

臼田 会場

中学校の朝練が中止になるという動きがあると
聞いている。行政がそこまで踏み込むのはどう
かなという感想である。頑張っている子供たちを
応援するというのが行政の本来やるべきことで
はないかなと思う。逆に足を引っ張っている。変
な方向にいかないようにお願いしたい。

貴重な意見として承り、子供たちの為に何が必
要か議論を深めてまいります。

臼田 会場

コスモホールの駐車場を早く整備して欲しい。駐
車場が原因で今年企画が中止になったこともあ
る。

市へ伝えて、なるべく早く対応してもらうよう要望
してまいります。

野沢 会場

国保の滞納が長野県の１９市ある中で１９位。佐
久市より悪いところが努力して追い抜いている。
佐久市がどれだけ努力しているか聞きたい。議
会は行政の監視をどの位やっているか。実際現
場ではどうやっているか。なぜ最下位に落ちた
か。どうやって脱却していくか。現場でこういう努
力をしているという説明があれば納得できる。議
会として監視してほしい。

野沢 会場

佐久市には審議会というものが５０ほどあるが、
その内２６は何もされてない。１８の審議会は１
回だけ会議をしている。佐久市は審議会がたくさ
んあるが、活発に動いていないと感じる。これら
の審議会は何なのか。

制度上設置が義務付けられているものもあり、
事業を進める中で必要であると考えます。休止
の場合もあります。審議会は行政が設置するも
のでそこに議員は入らないという事になっていま
す。
貴重な意見として市に伝えてまいります。

野沢 会場

城山小学校の自校給食はうらやましい。子供た
ちの身体を考えたらセンター方式でなくてもいい
のかなと思う。教育委員会、議会は給食の問題
をどの程度に考えているのか聞かせてほしい。

学校給食は、食育の重要な構成要素のひとつ
であり、自校給食も含め、今後の学校給食のあ
り方を検討してまいります。

多額の債権は県の地方税滞納整理機構があ
り、回収のプロにお願いして回収しています。公
平公正の理念を守って行かなければ皆さんから
の信頼を失いますので、今後ももしっかり監視し
てまいります。
また、差し押さえも行なっており、ホームページ
を使って公売という事も試みとしてやっていま
す。
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野沢 会場

城山小学校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来た。親としてもいい
ことだと思う。自校給食継続の署名９，８００名の
提出したが、市の方は住民の意向は無視して、
方針を一方的に押し付けていると感じている保
護者がたくさんいる。これを議会で論議してもら
えると期待している。もう一度白紙状態からどち
らがいいか検討していただきたい。給食施設の
方は待ったなしの状況であり、議論されているの
であれば早急に進めていただきたい。

これまでの経過を踏まえる中で、議論を深めて
まいります。

野沢 会場

投票率を上げる取り組みを議会でお願いした
い。

貴重な意見として承ります。

野沢 会場

市債残高４４４億円と載っており、７５％は地方
交付税から支払われると、残り１１１億円どういう
ように支払われるのか。

残りは一般財源によりまかなっています。なお、
交付金は翌年度入ります。

野沢 会場

佐久市の財政が破綻したと聞いたが、いつの事
か。

旧佐久市合併前昭和３６年に再建団体になって
いました。

望月 アンケート

教員についての育成等は、当然行われていると
思うが、子供たちからあの先生はどうだとか、出
来れば違う先生が良い等の言葉がでている。子
供たちも受験を控えている身、直接先生に言う
事が出来ず困っていると聞いている。市として何
とか対策を考えていただきたい。暴言を吐く教員
もいるとの事で、教員としてふさわしいのかどう
なのか問うべきだと思う。

貴重な意見として承り、教育委員会へ伝えてま
いります。

望月 アンケート

市職員の中に、夫婦とか家族で勤務している方
が多いようだ。今の時代、非常に就職難で苦し
んでおられる方が多く居るので、その点ご考慮
願いたい。

貴重な意見として承り、市へ伝えてまいります。

東 アンケート

施設整備について、施設の内容（全国大会開
催）の充実も含め整備して欲しい。施設はあるが
大会等が開催できないことのない様にしてほし
い。

貴重な意見として承り、市へ伝えてまいります。

臼田 アンケート

文化施設は無料化しても、入館者数は増えない
と思う。川村五蔵記念館の入館者数が増えたの
は、内容の濃い企画展が増えたことと、元々リ
ピーターが多い事と思う。（様々な企画展で）

貴重な意見として承り、市へ伝えてまいります。
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