
議会報告・意見交換会　記録一覧 経済建設委員会関係

中込 会場

交流ひろばの指定管理者制度について、条例を
決める時にどのような指針を持っているか。市
民の声が届かない、市に聞く姿勢がないように
思うが。

貴重なご意見としてお聞きし、考えて行きたいと
思います。

中込 会場
プラザ佐久での委託料について、金額に大きい
と感じるものがあるが。

考察は進んできています。勉強を進めておりま
すが、貴重なご意見として所管にお伝えします。

中込 会場
陳情第６号、温水探査の件について、継続審査
で良いのか。

追加探査の結果を踏まえ検討していきたいと思
います。

中込 会場

陳情第７号、太陽光補助金について、ただ単に
企業に向けた取り組みはどうかと思う。一部企
業が儲かるだけと思うが、議会としてどう思って
いるのか。

企業が儲かるだけと懸念されています。委員の
中でいろいろな意見があり研究課題として継続
審査とし、結論を出していこうと協議中です。

中込 会場

駒場公園整備について、遊具を直して欲しい。
遊歩道が車椅子やベビーカーだと不便である。
市から口頭では「対応します」と言われたが。

行政に確認します。所管は公園緑地課での対応
となります。ご意見は改めて伝えます。

浅科 会場

市民交流ひろばの指定管理者制度について、ど
のような制度なのか説明をお願いする。

プロポーザル方式による入札です。５年間の運
営管理をお願いする制度です。

浅科 会場

琵琶島橋～佐久大学まで拡幅されているが、県
道までの区間はいつ竣工になり、いつ使用開始
となるのか。今後県道昇格にはなるのか。

浅科 会場

市民交流ひろばの駐車場の配置が悪いと思う。
駐車場は１３３台だが、勤労者福祉センターの定
員が４００名。行事に参加する人にとっては不都
合である。設計の段階で議会では問題にならな
かったのか。また増設するような考えはあるか。

設計の段階で駐車場の一体は難しかった。貴重
なご意見として、今後利用しやすいようにと行政
に伝えます。

浅科 会場

通学路の雪かきがされていない。合併し佐久市
になってから除雪がダメになった感じがする。

浅科 会場

太陽光発電について、設置するのはいいと思う
が、設置後の土砂崩れがおきている。設置箇所
の排水をしっかりして欲しい。

議会での協議が必要です。市にその旨をお伝え
します。

浅科 会場

上記関連
入の沢の土砂災害地域、荒廃地にも太陽光関
係の業者から開発の問い合わせがきている。保
水の面からも山はいじってはいけないと思う。議
員にも現地などを見ていただきたい。

開発については１ｈa未満は届け出だけで良いと
いう事になっており、許可制ではありません。区
長からも心配して行政へ何度も掛け合っている
と伺っております。今後、排水路の整備等、改め
て届けを出してもらい対応していくとの市の方針
であると聞いております。ご意見は市へ伝えま
す。

浅科 会場

合併して１０万人になったが人口は増えていな
い。経済をもっと発展させて欲しい。リサーチ
パークの会社も閉鎖された。雇用がない。雇用
をつくっていただかないと結婚も子供もできな
い。

貴重なご意見として賜ります。

区分

市の施工個所７００ｍはＨ２６．３月開通予定で
す。Ｈ２５年度で地形測量実施しました主要地方
道佐久小諸線１．２㎞は事業化に向けて県へ要
望しています。また市道１２-１号線～中佐都ＩＣ
まで１㎞につきましてはＨ２６年度開通予定であ
ります。県道への移行については将来的に計画
をしております。

担当委員会の対応方針・回答要旨

今年は降雪が１０㎝というマニュアルを５㎝～８
㎝で除雪車出動に変更しています。除雪機の補
助金も市が出すとしておりますので、是非活用し
ていただきたいと思います。頂きました貴重なご
意見は市側へお伝えします。

会場 質疑・意見・要望の要旨
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浅科 会場

新幹線の取り付け道路をやらなくなった。やって
いれば、琵琶島線が有効活用できたはず。すべ
てが中途半端な気がする。

貴重なご意見、要望として市側へ伝えます。

望月 会場

当初、温浴は新クリーンセンターからの余熱利
用だった。温浴施設となり探査が１回はダメで、
追加予算計上となったがその現状までの報告を
願いたい。関連した陳情第６号についてはどう
か。

温水利用型健康運動施設は、新クリーンセン
ターの受け入れ条件でもあります。追加探査の
結果も踏まえ議会でもしっかりとした議論を重ね
ていきたいと思います。同様に関連しております
陳情第６号につきましてもしっかりと対処してい
きたいと思います。

望月 会場

上記関連
もう１度探査するとのことですがそれで成功しな
い場合はどうなるのか。

市としても議会としても結果を見ようという事で、
議論はされていません。

望月 会場

上記関連
望月にはもちづき荘があり、そこにも目を向けて
いただきたい。現在のある物を利用してやるとい
う考えはないのか。以前からある古いものにも
目を向けて欲しいと思う。

望月の景観自然温泉は維持して行かなければ
と思います。温浴施設の関係につきましては今
までの経過もありますので、議会としても検討し
て議論を重ねて行きたいと考えております。ご意
見につきましては市側にお伝えいたします。

望月 会場

東西幹線の布施の春日から上がってくる道が途
中で止まっているが、これを繋げていただきた
い。それが一番期待するところである。

東西幹線道路については第１期工区として、平
成１７年から２１年の５か年計画で観音堂橋から
上谷田地区の１．６㎞の間を幅員７ｍで実施し
た。第２工区として、平成２２年から２６年までの
５か年計画で、観音堂橋から旧春日小学校の信
号まで、３００ｍのところを工事しているところ。１
０月２９日役員会をしている。当面は抜井間の東
側を整備の対象にする。西側はやらないという
訳ではなく、現地調査をしながら検討していくと
いう報告を受けております。いずれにしても市側
に貴重な意見として伝えていきます。

望月 会場

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

望月 会場

運動公園はいつ完成するか。 補助競技場は現在建設中です。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
場として貸代しますので、貸代終了後に建設工
事の予定です。

浅間 会場

プラザ佐久について、旅の案内の基盤になって
いるが、営業時間によっては空いているスペー
スがありもったいないと思うが。

観光交流推進課、商工振興課、観光協会に貴
重なご意見として検討するようお伝えいたしま
す。

浅間 会場

陳情６号について、温浴施設について地元で本
当に要求しているのかと疑問の声も聞く。議会
の考えを聞きたい。

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たいと思い
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。

紅葉の素晴らしい渓谷であり、観光名所にもな
りうる林道であります。土砂崩れも多く工事に危
険が伴いますが、貴重なご意見として検討する
よう市側に伝えます。
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浅間 会場

上記関連
温浴施設について、まったく地元より要望がなけ
ればやる必要ないわけだと思う。やるという事は
要望があり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来ているのではないか。

浅間 会場

上記関連
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事が
出てくると思いますが、議会はどの立場に立って
いくのか。

浅間 会場

上記関連
北パラダに温浴施設は出来ないのか。

浅間 会場

市には事業の見直しを行う委員会があるようだ
が、２９項目の事業を見直し、その中で１件が廃
止、７件が改善で、２１件くらいが従来のままとい
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（ゆずる、欲しい）」の欄はどうして
廃止にしてしまったのか。出来ればぜひ再開を
して継続してほしい。

浅間 会場

上記関連
記事からは決定事項と理解しているが、決定で
はないのか。

浅間 会場

自販機のポイ捨てが多い。条例を市の方で作っ
ていただき、これからは許可制という事にしてい
ただきたい。ちょっと経つとあんな所にもできた、
こっちにもできたということが多い感じるので検
討していただきたい。

自動販売機の設置許可は建築物ではないの
で、今のところ取り締まる方法はありません。営
業者の責任、捨てて行く人にも責任。民事の事
に市の介入は難しいかと思われます。議会でも
認識し、環境政策課と協議したいと思います。

東 会場

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

各会派で市長に対し、企業誘致の為の用地の
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。

東 会場

駒場公園の第２駐車場に雨が降ると水浸し、と
ても駐車できる状態ではない。市外からも利用さ
れていると思うので、早急に対策をして欲しい。

貴重なご意見として現況を確認し、市へ要望し
ていきます。

東 会場

バイオマスエネルギーについて、今佐久市では
太陽光発電にしか関わってないような気がす
る。平成１７・１８年頃バイオマスタウン構想で国
から指定を受けてたようだが、「検討します」で終
わっている。その後の進捗状況はどうなっている
か。

平成２２年７月佐久市バイオマス利活用推進協
議会設置要綱を定めましたが、平成２２年１２
月、国における事業仕分けより予算措置が見送
りとなりました。こうしたことから、佐久市の協議
会も活動が無く現在にいたっております。今後、
国の動向を見ながら議会でも検討、必要に応じ
行政にバイオマスの活用を働きかけてまいりま
す。

東 会場

平成２２年３月３１日で美笹ファミリーランド条例
が廃止になり、レジャー施設の廃止とともに貴重
な貯水池と自然園が荒廃している。今後どのよ
うに活用していくのか。

現在はローラースケートの活用を行っておりま
すが、今後も有効活用が図られるよう行政に働
きかけてまいります。

議会は独立した機関。２８人の目でチェックしま
す。議会としてもしっかりした議論が大切と思っ
ております。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。北側にクリーンセンター、南側に温浴施設
との計画ですが、今後、地元対策協議会との話
し合いの場を考えております。

地元協議会でアンケート調査をしたと聞いてい
ます。クリーンセンターを受け入れる代わりとし
て、温浴施設をという条件が地元より出てきてお
ります。また、地元協議会と市では協議してお
り、市からも説明は受けております。議会として
は結果が出たら今後はどうするかということで議
論いたします。

外部事業評価委員会（市内の有識者・各種団体
の代表での委員会）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、不良品が多くトラブルもあり経
費もかかるなどの理由から上記委員会で廃止と
なり、平成２６年広報３月号掲載をもって終了い
たします。ですがご意見につきましては市へお
伝えしたいと思います。
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臼田 会場

ごみ処理施設平根地区で６５トンの規模で決
まっている。子ども議会で市長が発電もやるよう
な事を言っていた。臼田のコンポストをどう考え
ているか。

市は平根地区に計画している。６５トン２基１３０
トンの炉を作る。小諸市以外のごみを全部入れ
る。現在の佐久クリーンセンターは１２０トン、こ
れは軽井沢町と佐久市で持っており、処理量は
年間２７０００トン位です。今度は３００００トン近く
になる予定です。発電の話は最近出た話で、こ
れまでの計画ではそこで出た熱を利用してお風
呂を沸かす、温浴施設を作るという話でした。南
パラダへは単独で作る。出来れば温泉が出れ
ばいいなという事で、源泉探査をしています。
サーマルリサイクルで発電所と言ってますが具
体的な話はまだ出ていません。生ごみは旧佐久
市は焼却、臼田は今までどおり対処するという
方向です。

臼田 会場

上記関連
生ごみはトン当たり３５，０００円位、コンポストだ
と２５，０００円位で出来ると聞いている。あえて
お金をかけて焼却する必要があるのかを検討し
たかどうかうかがいたい。

貴重なご意見として、今後検討してまいります。

臼田 会場

上記関連
全体としてごみが足りないので、うな沢のごみを
掘って焼却に使うという話があるとすれば、臼田
でやっているコンポストを焼却したらいいだろうと
いう話になりかねない。議会はどう考えている
か。

全体としてゴミが足りないとのことですが、うな沢
のゴミ、又、コンポストのゴミを焼却するという話
はありません。

臼田 会場

県道川上佐久線について、東側の幹線が止まっ
ているが、具体的な話の説明をいただきたい。

県道の件になりますが、貴重なご意見として伺
い、意見については検討するよう市へお伝えい
たします。

臼田 会場

上記関連
市道として開けるとか、農道として開けるとか、
そういう手もあるのでは。市として検討する余地
があるのではないかと思うが。

貴重なご意見として伺い、検討するよう市へお
伝えいたします。

臼田 会場

公共交通でデマンドタクシーが出来たり、変化が
起きている。龍岡城の駐車場の整備などなかな
か進まない。観光の場でもあるので積極的に取
り組みをお願いしたい。

貴重なご意見として伺い、検討するよう市へお
伝えいたします。

野沢 会場

市民交流ひろばへ行ったが、単純に、どこにど
のように経費が掛かっているのか。分かる範囲
で教えていただきたい。

事業費５億３０００万円、工事費５億１４７０万円、
委託費１３００万円となっております。

野沢 会場

議会だよりの中で、大井議員さんが岸野小学校
入口の歩道橋を付けるよう要望したが、市から
は出来ないという回答があった。議会としてはど
のように思うか。子供の安全を担保するために
議会としてはどんなことをやられているか。要望
して終わりか。

野沢 会場

上記関連
それが出来るまで、どう安全を確保するか。指
導員を付けるとか、子供の命を守るにはそのくら
いのことをやってもいいと思っているか。

野沢 会場

片貝川の整備について、平成２２年１２月に大沢
地区の説明会があり、全長１１㎞の内１．６㎞に
ついて整備計画の説明がありった。整備の促進
を働き掛けていただきたい。また状況を市民へ
発信していただきたい。

先日県庁へ市長と一緒に行き、建設部長に特
別予算を付けるよう要望をしてきました。

区要望であると思われますので、議会では検討
されておりませんが、佐久市中に危険な場所は
たくさんあり、現実的に危険な状態ということで
あれば、貴重なご意見として市へ伝えたいと思
います。
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野沢 会場

農業用水の関係だが、「排水路一部壊れたから
直してくれ」と土地改良区に持っていくと、これは
市の方だと言われ、市の方に言うとこれは土地
改良区だと、最終的にはお金がないと、要望し
た８０％から９０％は却下されている。U字溝の
幅が場所により違い、台風の時あふれていた。
流量計算はしたのか。また所管はどこか。

流量計算は確かに行っております。宅地化や減
反の部分は入ってきません。所管は耕地林務課
で構いませんのでご確認いただければと思いま
す。

野沢 会場

上記関連
改修工事をするという事ですが、一部修理という
ことではなく全体を見てやって貰いたい。

区要望としてお願いしたいと思います。所管は
耕地林務課になります。

浅科 アンケート

入の沢の急坂の側溝の整備を希望する。今年
のゲリラ豪雨に心配がつのる。庭に水が入るの
ではないかと心配である。

区要望としてお願いしたいと思います。

浅科 アンケート
浅科上原のマレット場使えるようにして欲しい。 区要望としてお願いしたいと思います。

望月 アンケート
シカ対策を講じて欲しい。 貴重なご意見として所管にお伝えします。

望月 アンケート

東西幹線は合併の条件なので、出来るだけ早く
開通していただきたい。長寿佐久市という事だ
が、施設で過ごす人達が多く元気で長生きが出
来る様に延命をして長生きをしてもどうかと思
う。

貴重なご意見として検討してまいりたいと思いま
す。

東 アンケート

子育て支援よりも企業誘致が先である。議員も
努力する必要があるのではないか。成功してい
る市町村もあるので、視察や調査に行って欲し
い。（鳥取県倉吉市）

貴重なご意見として検討してまいりたいと思いま
す。
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