
【経済建設委員会関係】

議会報告・意見交換会　記録（集約）

中込 会場

工場用地の取得で１企業に２つの補助金交付は
おかしい。現場へ見に行ったがよくわからない。
議会も注意喚起しているが、議会の受け止めと
して、どのように解消するか等が決まっていたら
教えてほしい。

　工場等用地取得については、取得面積・新規
雇用者数により、企業に対し一般は取得費の３
０％・限度額３億円、リスク分散は５０％・限度額
５億円の補助となっております。
　また、太陽光発電につきましては、新エネル
ギー施設整備事業補助金として、補助対象経費
の５０％・限度額３，０００万円の補助となってお
ります。
　行政においては、雇用創出や再生可能エネル
ギー活用等の地域活性化を目指しているとのこ
とですが、今後佐久市全体の補助金の内容を精
査し、一定の方向性を示して行くよう、議会から
も意見を申しあげてあります。

中込 会場

TDK跡地にシチズンが来る。２０１６年には操業
するとの事だが、用地取得の補助金は対象に
なったのか、御代田町から佐久市へ移転するの
で御代田町は税収減になるのではないか。新ク
リーンセンターの事務組合は設立したのか。御
代田町との関係に影響はないのか。

　補助金の対象になります。リスク分散に該当
の場合は、限度額５億円までの補助となります。
１０月１日に組合が成立し、１１月５日に第１回の
会議が開催され正式にスタートしました。

中込 会場

観光面について、軽井沢サミットを誘致している
が、広域で考えれば同じエリアである。佐久には
何があるのか。長寿のまちと言われるが、子育
てのまちに出来ないか。宇宙に着目して、川上
村出身の宇宙飛行士に佐久のコスモス、鯉、り
んご等、宇宙に持って行ってもらい、佐久の目玉
にするとか、鯉のぼりとか、「これが佐久だ」とい
うものを考えてもらいたい。

　議員からも提案してまいります。
　眠っている鯉のぼりを活かすため、バルーン
フェスティバルと連携しての構想も進行していま
す。
　佐久広域連合へも提言していきたいと考えて
おります。また、五稜郭もＰＲしていきたいと考え
ております。

臼田 会場

工場用地取得のダブル補助金は、雇用創出の
ため補助したところが、太陽光パネルの設置し
かなかったということだが、具体的にはどのこと
か。

　離山南工業団地であります。雇用の創出はあ
りました。

臼田 会場

温水利用型健康運動施設の建設費の上限が分
からない。多大な費用を使う事業なので市民目
線から考えないとおかしい。これからもしっかり
チェックしてほしい。

温水利用型健康運動施設の建設費の18億3700
万円の債務負担行為は認めましたが、今後は
温泉掘削の結果、湯量、泉質等を見極めたうえ
で、しっかりと調査、チェックしてまいります。

臼田 会場

千葉県から移住して２ヶ月。ごみを出すのに名
前を書かなくてはいけないのか。永遠に続くの
か。埋め立てゴミは最終的にどうなるのか。

　最後まで責任を持っていただくためにも、名前
を書いていただきたい。

臼田 会場

「星のまち臼田」だが、残念なことにそのことが
薄れている。運動公園に繋がる道路、観光バス
が通れる道路を作ってほしい。

　建設部へ要望を伝えてまいります。

浅間 会場

９月議会で温水利用型健康運動施設でアルコー
ルを出すか出さないかということと、南部給食施
設の現状について、それまでと真逆の説明が市
からあったと思うが、それについて議員さんの考
えを聞きたい。

　全体の意見として市長、担当部長に指摘をし、
今後このようなことが無いように、議長、副議
長、議会運営委員長とで申し入れを行いました。

会　場 区　分 質疑・意見・要望の要旨 担当委員会の対応方針・回答要旨
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東 会場

雇用創出のための用地費が太陽光パネルの設
置となり、当初の目的から解離しているのでは
ないかという意見が出たとあるが、それに対して
の行政の返事と議会としての疑問がでているも
のに対して承認されたのか。要綱の改正という
ような結論のようだが、議会として本来の目的と
ずれているのであれば指摘し、そのような問題
が起こらないような議会であって欲しいと思うが
いかがか。

　行政においては、雇用創出、や再生可能エネ
ルギー活用等の地域活性化を目指しているとの
ことですが、今後佐久市全体の補助金の内容を
精査し、一定の方向性を示して行くよう、議会か
ら意見を申しあげましたが、検討結果はまだ回
答ありません。　国においては廃屋家屋を取り
壊し、地域の広場としての活用や防災時の空間
としての役割を果たす事から、補助金制度があ
ります。

東 会場

自分の家の周りも空き家ばかりで住んでいない
家の方が多い。空き家バンクで移住者を見つけ
たり、県外から移住するようにしているようだが、
本当に古くなった家、何十年も住んでいない家を
放っておくと、今年の大雪のような時は本当に危
険である。他市町村ではそれに対する対策を議
会や村で決めて補助を出すとか行っているよう
だが、佐久市はまだそういうことをやっていない
ようなので、是非検討していただきたい。

　廃屋家屋の対策は市民の生命と財産を守る視
点から、重要課題として行政に補助金制度を制
定していただくよう議会からも強く要望してまいり
ます。

東 会場

住民の方々が高齢化している。２月の豪雪に対
して高齢者が全く家を出られなく、そこに除雪車
が家の前にどっさり雪を置いていく事態があっ
た。
市では除雪車を買う場合は区に対して補助する
ということであるが、区で１台買っても追いつか
ない状態だと思うが、生活に直結した問題なの
で、議会としてどのように議してあるのかお聞き
したい。

市民の皆様の安心、安全な生活が確保出来る
よう、豪雪災害の対応に必要な体制づくりを行
い豪雪に備えてまいります。

東 会場

上記に関連して、区が購入する場合だけではな
く、ある程度人員がまとまって除雪機を買いたい
と言った場合も補助は出せないか。その点につ
いても、議会の皆さんの力を借りて、そのような
方向へ持っていっていただきたく要望する。

要望を市側へ伝えてまいります。

東 会場

除雪作業について、県道を担当しているのが１
社、市道を担当しているのが１社で、なかなか雪
が降っても除雪してくれない。今年の豪雪時も近
くの業者に頼めばずっと小回りが利いてやってく
れると思う。今、市だと１社の契約方式だと思う
が、そういう方法はなされていないのか。例とし
て区長が周りの土建会社に頼めば、すぐに除雪
するような体制を考えていただければと思う。

要望を市側へ伝えてまいります。

東 会場

上記に関連して、区長が頼んで地元の業者さん
にやってもらったのも、結果的にはなんとかなっ
たが、それはどうにもならなくなってからの話しで
ある。その前にそういう体制ができるように検討
していただきたい。

要望を市側へ伝えてまいります。
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望月 会場

温水利用型健康運動施設について、予算が１６
億円から１８億円になった。温泉掘削も掘ってみ
ないと分からない状況下で、今後さらに事業費
は増えるのか。布施温泉も温泉が出なくて５千
万円くらい追加でかかった。

　市側からは温泉が出なかった場合は、立ち止
まって検討したいとの返答がありました。　今回
の予算の増額は、新規受水槽の建設、建設地
の高低差の造成等によるものでありますが、第
３回定例会において１８億円の上限額を守るよう
付帯決議を付けて可決した経緯から、今後しっ
かり議会として、チェックしてまいります。

望月 会場

もちづき荘までの道が悪い。春日温泉を活かそ
うとするなら、１日でも早く直してほしい。(上り優
先といっても、観光できている県外ナンバーの方
に、バックしてもらい道を譲ってもらっている。）
（昨年のこの会でもお願いしたが、１年間何の進
展もなかった。来年のこの会では、１歩でも半歩
でも進展させてほしい。）

　大事な観光資源として認識しており、施設の改
修及び道路改修について市側に伝えてまいりま
す。

望月 会場

春日渓谷の道路の整備を何年も行っていない。
観光客の誘致にもつながるので、道路の整備を
お願いしてほしい。

　春日渓谷は危険箇所が多く、多額の予算がか
かることから、事業が進んでおりませんが、貴重
な資源を生かすために、市側へ道路整備を行う
よう伝えてまいります。

望月 会場

春日小学校に至る道路で、マンホールの蓋が飛
び出ているので、早期に直してほしい。
また、竹の城に道路で、斜面が急な箇所がある
ので、どうにかしてほしい。(広い道路に出るとこ
ろで、急角度で、急勾配である。）

　市側へ伝えてまいります。

望月 会場

東西幹線について、早期にお願いしたいが、現
在どういう状況か。

　布施から先線の第３工区は、佐久南ＩＣに向け
て東立科付近と、平井へ抜けるルートを検討し
ており、平成２７年１月に業務委託の中間報告を
協議会へお示しする予定と聞いております。ご
要望は市側へ伝えてまいります。

望月 会場

合併後、望月地区にお金が使われているのか。
過疎債は、どのように使われているのか。
他の事業では多額の予算を使っているのに、こ
ちらは良くなっていない。春日渓谷については観
光地としている以上、着手すべきである。何年
経っても、実現しないのははおかしい。

　過疎債につきましては、地域の状況等を勘案
しながら、事業実施を行っております、人口流出
等の課題を解消するための事業を優先している
とお聞きしております。　林道鹿曲川線につきま
しては、修繕の要望が多いことを、市側に伝えて
まいります。

望月 会場

小平地区の生活道路で、用水のU字溝を伏せる
工事の後、そこに蓋をしていただきたいという要
望が10年経っても完了しない状況であるので、
早期にお願いしたい。

　要望を市側へ伝えてまいります。

浅科 会場

泥水箇所の農道の改修をお願いする。ここで確
約してほしい。

　確約はできませんが、事業要望は議会として、
市側へ伝えてまいります。　現在佐久市は、各
区長からの要望を受け整備を行うことになって
おり、そこへ議員が強力する形態になっておりま
す。
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浅科 会場

市が購入したＴＤＫ跡地の売却について、商工
会議所がクレームを挙げたことに対し、市として
は説明会等の対応をしていくが、議会としてはど
のような対応をしていくのか。議論をするのか。

　市が雇用創出と企業誘致を目的に、ＴＤＫ跡地
を購入する旨の議案提出に議会として議決しま
した。　売却については議会は意思決定しており
ませんが、市側からの議案提出により議案に対
し粛々と議論してまいります。

野沢 アンケート

・温水利用型健康運動施設の建設費が１０億円
から１８億３，７００万円となっている。６月に規模
縮小の附帯決議をしたにもかかわらず２億６，２
００万円の増額となり、議会も認めている。市民
としては、なぜこれだけ多額の補正が必要となっ
たのかの説明もあいまいであり、予算計上担当
部内で誰も責任をとっていない。議会はよいの
か。他の３町に説明するのに筋道を立てて実施
してほしい。市民にもダイジェスト版を出してほし
い。下平尾区長の質問に対しては、飯島議員の
答弁ではなく、私共議員も議員団で草刈のボラ
ンティアをしたい位の事を答えてほしかった。

　温水利用型健康運動施設の建設費等につき
ましては、市民説明会を９月１６日～２１日まで
市内７か所で開催しました。　さらに、市ホーム
ページに事業内容等の情報を掲載、今後事業
決定がなされた段階において、広報、議会だよ
り等において市民に周知してまいります。

望月 アンケート

毎晩のように地区に出掛けて議会報告会又意
見交換会等をして頂きご苦労を頂いている訳だ
が、日赤の問題、東西幹線について、毎回お願
いし、また合併条件でもある件だが、１０年を過
ぎようとしているのになかなか事業が進んでい
ないと思う。（特に望月地区）

　バランスを取りながらまちづくりを進めるよう、
議会といたしましても、代表質問及び一般質問
等で市側に要望しておりますが、今後もさらに地
域の要望を強く働きかけてまいります。

望月 アンケート

サンピアの通り、コスモﾎｰﾙから北高の先信号
の道路のセンターライン、整備、ライト取り付け
等の検討をお願いしたい。

　要望を市側へ伝えてまいります。

浅間 アンケート

全般的なことだが、費用対効果をもっと明確にし
てもらいたい。

　費用対効果について議会としても、出来る限り
明確にできるものから対応してまいります。
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