
【総務文教委員会関係】

議会報告・意見交換会　記録（集約）

中込 会場

街が暗い。小学生・中学生などの通学時の事故
が起きないうちに外灯を付けて（充実して）欲し
い。

貴重なご意見として市へ伝えてまいります。

中込 会場

インフレスライド条項について、今後出される予
算がまた上がるとなると、何のために予算を出し
ているか分からない。今まではやむを得ないとし
ても、今後は許さないとか、ないようにできるの
か。

資材、人件費の上昇を含め、国からの基準に準
じて適正に行われており、佐久市独自での判断
では出来ないものであります。今後も、契約時に
予期できない突発的な自然災害などがあれば、
状況に見合った対応をしなければなりません。

中込 会場

請願・陳情審議結果が議会だよりに出ている
が、その中で、消費税１０％実施の中止を求め
る陳情が不採択になっていた。これは総務文教
委員会だけで決めるものなのか。本会議で提案
して審議できないものなのか。全国民の中で２
１％、中小企業では２０％程度しか賛成がない。
８０％が反対というものを、総務文教委員会の９
人で審議して、不採択というのは、我々庶民から
するとかけ離れているような感じがする。議会と
して「中止」は反対なのか。

委員会審査の結果を受けて、閉会日に本会議
において最終審議がされます。従って、その委
員会の結論に対しての意思表示をする機会は
全議員に与えられています。
ちなみに、本会議においては、陳情採択に賛成
の立場とする議員は、議長は採決に加わりませ
んので、２７人中７人でした。
なお、本件については不採択としたものの、「中
止」ではなく、「慎重な対応」を求める意見書とし
て国へ提出しているところです。

野沢 会場

佐久南インター周辺整備事業について、下平地
区アンダーパスの氾濫や片貝橋のオーバーフ
ローが発生する。
自然災害についての連絡協議会の立ち上げを
希望する。環境美化を考える組織を立ち上げて
欲しい。地元も協力する。

貴重なご意見として市へ伝えてまいります。

野沢 会場

佐久ケーブルテレビ（経営状況）は黒字か。
市からの補助金は年間どのくらいか。
各家庭に安い料金で入れたらどうか。確実な収
入はあるし、みなさんに見ていただける。

平成２５年度決算においては、当期純利益（最
終利益）で1,544,470円の黒字でした。
市からの補助金はありません。
ご提案は貴重なご意見として市へ伝えてまいり
ます。

浅科 会場

要望事項として、議会棟を現在の2倍の大きさに
改修してほしい。

要望を市側へ伝えてまいります。

臼田 会場

インフレスライド条項は、どの位上がったら適用
になるのか。下請け会社などにも社会保険など
労働者への給与に反映されているのか。

全体の残工事額の当該増加分と当初額との差
額が１％を超える場合適用となります。
市の金を循環、市内に循環するように考えてい
る。

臼田 会場

人口増加策は、単に交流人口を増やすという考
えは間違えである。佐久市で全国にないものを
作るなどの努力が必要である。環境と子育てが
大切である。

皆さんのご意見を聞いて行政に反映するのが議
員の役割だと考えます。

臼田 会場

佐久平と、入沢の山の中との格差はないか。こ
れから１０年先のビジョンを考えて欲しい。

しっかり受け止めてまいりたいと思います。

担当委員会の対応方針・回答要旨区　分会　場 質疑・意見・要望の要旨
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臼田 会場

３０年４０年後には全国で人口が８，０００万人に
減少すると言われている。田口地区についても
馬坂、広川原、青沼などは、あと１５年か２０年で
なくなってしまうかもしれない。佐久市は大丈夫
だと思える社会にしてほしい。議員のみなさんに
頑張ってほしい。

貴重なご意見として承りました。

臼田 会場

小学校は歩いて登校できる範囲であるべき。小
学校検討委員会での仮決定を踏まえての説明
会はいつ開かれるのか。

説明会は、この後12月15日から22日の間5会場
において実施されました。
貴重なご意見として承りました。

浅間 会場
文化振興基金の運用益とあるが、これは国債で
の運用益ということでよいか。

運用しているのは国債と大阪府府債です。

浅間 会場

臨時職員といっているのは、非常勤職員のこと
か。
正規職員に比べ臨時職員給与格差が大きいの
で、検討願いたい旨の意見が出たのか。

その他嘱託、短時間で働いているすべて含まれ
ています。

浅間 会場

新小学校（佐久平浅間小学校（仮称））の通学路
は交通量が多く、歩道橋や地下通路など作るべ
きと思うが。

貴重なご意見として市へ伝えてまいります。

浅間 会場

議会だよりを見ると、また同じ質問しているが、
何のために質問しているのか。チェックはしてい
るのか。

同じ質問を繰り返しているかもしれませんが、解
決できない事項については、その後の進捗状況
を確認したり、角度や視点を変えて行っていま
す。

浅間 会場

岩村田の踏み切り箇所は狭く、事故が起きてい
るので、改善できないか。

岩村田の踏切については拡幅の工事が着手す
ることになりました。岩村田駅に続く歩道整備に
ついても鋭意努力している状況です。

浅間 会場

佐久市の平成２６年度の一般会計が４７１億円、
特別会計が３６９億円、トータル８４０億円。費用
対効果があるのか。市にどういった効果があっ
たのか、もっと議会として強力に監視・チェックを
やってもらいたい。

決算における「主要施策の成果報告書」や、市
の事業評価シートを参考にして審査しています
ので、より市民の目線をもって議論していくこと
が必要だと思います。貴重なご意見をありがとう
ございます。

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。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。

先日（Ｈ26年10月）、除雪については、議会と建
設業協会の皆さんと意見交換、反省を含めた話
し合いを持ちました。
議会としましても、除雪基準や除雪機の購入等
に関しての議論はしてきましたが、今回の豪雪
は想定外でありました。
今後も行政だけではなく、地域住民、企業の皆さ
んと協力してやっていきましょうという確認もでき
ましたので、引き続きご意見をいただければ、
我々も行政に声を届けていきたいと思います。

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。

上限３０万円までは補助金が出ます。この補助
金は公共、区が対象ですので、個人やグループ
は厳しいと思います。ただし、PTAは対象となり
ます。
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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。

企業において、機械の維持管理が年間を通して
困難であり、人員も確保できないのが現状であ
り、議会としても何とかしなければならないと認
識しております。
いただいたご意見の中で、どのような体制がと
れるのか、庁内でも十分検討してもらえるよう、
議会からも提言してまいります。

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。

貴重な意見として市へ伝えてまいります。

東 会場

若い人、若い夫婦がこの佐久で子どもを産む、
その為に手当てをしていることはわかるが、なぜ
佐久を出ていってしまうかの分析が足りないの
ではないか。その分析をした上での施策を、議
員から提案してやっていっていただきたい。佐久
は子供を遊ばせる場所が少ないと言われる。市
民交流ひろばのような豪華なとこを造れといって
るわけではない。立科にある権現の湯の公園の
ようなもので十分である。子どものためのことを
考えていただきたい。

貴重な意見として市へ伝えてまいります。

望月 会場

開かれた市政ということではあるが、議会だよ
り・佐久市広報が、ここまで立派なものにする必
要があるのか。
どれくらいの予算がかかっているのか。

議会だよりが安価であるのには驚いた。市の広
報もその程度でよいと考える。

議会だよりは、年４回の発行で、１回３５，０００
部発行　平成２５年度の経費は約２１０万円
市の広報については、年12回発行で、１回３７，
０００部発行　平成２５年度の経費は約１，７００
万円です。

ご指摘の件は、貴重なご意見として承ります。

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。何年経って
も、実現しないのはおかしい。

いただいたご意見は市へ伝えてまいります。
過疎債は、市が策定した「過疎地域自立促進計
画」に掲載されている箇所に充当されるものであ
ります。

浅科 会場

都市計画税が市の歳入として上げてあるのか。 都市計画税として課税しています。
Ｈ25年度決算では、都市計画税は、6億9996万8
千円。約7億円。税率は固定資産税の0.2％、固
定資産税は1.4％ですので、プラス0.2％が都市
計画税として課税されています。

浅科 会場

都市計画税の使途は。 目的税でありますので、都市計画のためにしか
使用できません。具体的内容は不明ですが、イ
ンフラ整備として使用しています。
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浅科 会場

要望事項として、野沢小学校東側に子ども青春
文化センターを造ってほしい。・・・子どもたちが
自由に集える場所となる。

貴重なご意見として市へ伝えてまいります。

浅科 会場

行政と市民が語り合える場を作ってほしい。
議会としては、行政と市民が語り合える場につ
いてどう考えているのか。

貴重なご意見として市へ伝えてまいります。
議会といたしましては、特に検討してきておりま
せん。

野沢 アンケート

・佐久南インターチェンジ周辺整備事業は、道の
駅での整備は浅科があるから出来ないのか。

今後、当該施設は「道の駅」の申請をしていく予
定と聞いています。

臼田 アンケート

・街づくり審議会（協議会）の設置を希望する。 貴重なご意見として市へ伝えてまいります。

東 アンケート

学校へ特別支援員の増員を希望する。 貴重なご意見として市へ伝えてまいります。

東 アンケート

民意を反映させる方法を、議会として真剣に取り
組んでほしい。災害時のみではなく、日常から地
域での支え合い、助け合い組織を整備する必要
があるのではないか。その方法を検討、提案し
てほしい。

貴重なご意見として承りました。

浅科 アンケート

・議会棟改修を希望する。
・「街づくり審議会」の設置を希望する。

貴重なご意見として市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。

貴重なご意見として承り、そのことを常に念頭に
おき、議会活動を行ってまいります。
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