
＇１（各常任委員会からの報告事項

職員数(市役所関係（ 　非常勤職員数

H17年度 人 人

H26年度 人 人

工場等用地取得事業補助金

所管課：経済部商工振興課

補助金：用地取得費の３０％＇「リスク分散」による立地

は最大５０％＇５億円限度（（ほか

※一定数の新規雇用者＇佐久市在住（確保を条件とする。

企業用新エネルギー・省エネルギー施設整備事業補助金

所管課：環境部環境政策課

補助金：予算の範囲内で補助対象経費の５０％以内



＇上限額：３＋０００万円（

・NHK公開番組「オンバト+」　・米村でんじろうｻｲｴﾝｽｼｮｰ

・大きな輪となれジョイントコンサート

　平成２７から２８年度にかけて行うべき当該施設整備事業費の債
務負担行為１６億８＋２７０万円を追加する補正が提出されました。
　委員会審査において、この債務負担行為補正を削除する修正案
が委員より提出されました。
　提案理由は「６月定例会において委員会審査結果に附帯決議を
付し、施設規模の縮小見直しを図ることとしたが、面積は減らしたも
のの、事業費は２億６＋２００万円増えるといった内容であった。施
設規模もさることながら、事業費削減を大いに期待していたが残念
である。また、懸念されるのは事業費上限を示されない状況である
ことである。協定書を作っていないことが要因である。斎場建設は
時間をかけておこなった経緯も踏まえ、ここでいったん立ち止まるべ
きである。」といったものでした。
　これに対し、「計画が大幅に遅れが生じることとなり、佐久市・北佐
久郡環境施設組合の構成団体の中の信頼関係にも影響がある。
佐久市の観光拠点としての機能なども見えてきている。クリーンセ
ンター受入れを決断していただいた平根地区の皆さんに敬意を表
し、事業実行にあたっては、上限を設定し、今後は平根地区、市、
議会、ホテル旅館組合で協議、連携を図り、佐久にふさわしい施設
を造るべき。」等の意見があり、挙手採決の結果、修正案否決、原
案可決となり、「温水利用型健康運動施設の総事業費は、今回の
提示額１８億３＋７００万円以内とし、真にやむを得ない事情が生じ
た場合は、速やかに議会と協議すること。」といった内容の附帯決
議を付することとしました。

・心が豊かになる音楽への招待

施設利用者見込み：146万4千人＇開業時（

　臨時職員：日額　6,490円＇月20日勤務の場合　129,800円（

合併後１０年が経過し、正規職員は減っているが、臨時職員が増え
ている。また、正規職員と臨時職員の給与格差は大きいので検討
願いたい旨の意見が出されました。

●これまでの活用実績

佐久市文化事業団自主事業委託料：3,563,000円

・信州パリ祭2013　・南こうせつwithｳｰ・ﾌｧﾝｺﾝｻｰﾄ

　正規職員：月額　140,100円＇高卒初任給（
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Ｈ２６年９月定例会
平成２５年度一般会計
歳入歳出決算
【佐久南ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周
辺整備事業について】

平成28年度末に開業予定の佐久南インターチェンジ周辺整備事業
は、トイレ・休憩・情報提供施設に加え、販売・加工・飲食施設、緑
地＇広場（も内包する大規模な事業であるので、委託先の基本計画
策定業者と協力して、佐久の特色を活かし、より経済効果が期待で
きる整備を求める旨の意見が出されました。

●主な事業概要

総事業費：11億7,100万円

　＇うち国からの交付金は約4億8千万円の見込み（

総面積：約1.8ha　　駐車台数：170台

Ｈ２６年９月定例会
平成２５年度一般会計
歳入歳出決算
【正規職員と臨時職員
の人数、給与格差につ
いて】

●佐久市立望月中学校に係る請負契約

　特別教室棟改築本体工事：9億1,004万円⇒9億3,778万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　＇＊2,774万円・3.0％（

●合併時と比較した正規職員と臨時職員の人数

●正規職員と臨時職員の給与格差について

794

354

587

●佐久市立佐久平浅間小学校＇仮称（に係る請負契約

　校舎棟本体工事：19億7,832万円⇒20億237万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　＇＊2,405万円・1.2％（

　校舎棟電気工事：1億7,748万円⇒1億8,101万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　＇＊353万円（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＇＊227万円（

　屋内運動場本体工事：7億4,823万円⇒7億5,050万円

Ｈ２６年９月定例会
平成２５年度一般会計
歳入歳出決算
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Ｈ２６年９月定例会
平成２６年度一般会計
補正予算＇第５号（
【文化振興基金運用益
の有効活用について】

文化振興基金＇19億8,000万円（の運用益＇約3,300万円（は、毎年芸
術文化普及事業に活用されることとなっているが、十分な活用がな
されていない。市民の皆さんが鑑賞したくなるような、より魅力があ
り、質の高い企画を求める旨の意見が出されました。

Ｈ２６年９月定例会
平成２６年度一般会計
補正予算＇第5号（
【債務負担行為補正で
温水利用型健康運動施
設整備事業費の限度額
１６億８＋２７０万円＇Ｈ27
～28（を計上】
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Ｈ２６年９月定例会
事件案
【インフレスライド条項を
適用し、３施設の請負
契約の増額変更がなさ
れる。】

　インフレスライド条項とは、「予期することができない特別の事情
により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデ
フレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発
注者又は受注者は請負代金額の変更を請求することができる。」と
請負契約書に記載されている項目です。
　今回の変更契約は、労務単価及び、資材費が急激に上昇したた
め、増額の請負契約変更がなされました。

　審査では、労務単価の上昇分等を増額するが、元請から下・孫請
けまで上昇分が配分されるか不安であるので、元請業者に指導し
て、一定の配分がなされるよう指導していただきたい旨の意見が出
されました。

●佐久消防署庁舎に係る請負契約

　本体工事：7億2,765万円⇒7億5,636万円
                                                 ＇＊2,871万円・3.9％（

　管工事：1億6,160万円⇒1億6,213万円＇＊53万円（

工場等用地取得の補助金と太陽光パネル設置補助金が同一企業
に対し交付されている事例があり、ダブル補助金ではないかとの指
摘がある。いずれも規模の大きい補助金でもあり、抽選漏れなどで
地元企業へもなかなか波及していかない補助制度だけに批判の声
も大きい。また、雇用創出のための用地費のはずが、太陽光パネ
ルのみの設置は当初の目的から乖離しているのではないか。要綱
の改正など、所管横断的にも検討されたいとの意見が出されまし
た。

　電気工事：1億9,635万円⇒1億9,739万円＇＊104万円（

議会報告･意見交換会『議会と語ろう会』
【第１部】議会報告　配布資料

項　　　目 詳　細　説　明　＇審査経過等（ 備　考　＇参考資料（

温水利用型健康運動施設　計画面積表
階 主な設備 基本計画 規模見直し案 増減

Ｂ１
玄関／機械室／ほ
か

340㎡ 0㎡ △340㎡

１Ｆ

玄関ﾎｰﾙ・ﾛﾋﾞｰ／★
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・売店／
運動健康ｿﾞｰﾝ／★
食の健康＆交流ｿﾞｰ
ﾝ／温浴ｿﾞｰﾝ／機械
室／ほか

1,232㎡ 1,210㎡ △22㎡

２Ｆ
食のｿﾞｰﾝ＆交流ｿﾞｰ
ﾝ／温浴ｿﾞｰﾝ／ほか

1,188㎡ 1,240㎡ 52㎡

計 ★：皆増 2,760㎡ 2,450㎡ △310㎡

見直し案に基づく事業費積算 ＇単位：万円（
工種 主な設備 基本計画 規模見直し案 増減

施設建設費
建築／電気・機械設
備／ほか

118,200 119,100 +900

附帯工事費
＇外構含む（

外構／給排水設備
／★受水槽２基／★
送湯設備／★受電
設備移設／ほか

16,650 41,100 +24,450

温泉関係費
温泉掘削／温泉利
用関係／ほか

16,650 17,100 +450

関連業務
測量、基本計画、仕
様書作成等

6,000 6,400 +400

計 ★：追加発生 157,500 183,700 +26,200

※非常勤職員が正規職員減以上に増えた主な理由 

新たな施策や行政ニーズの多様化に対応するため 

 ・教育委員会・・・教育支援員、学力向上支援に係る加配の増加 

 ・保育所・・・未満児対応、障がい児加配の増加 
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＇１（各常任委員会からの報告事項＇続き（

浅間総合病院事業損益概況推移

＇２（各特別委員会の設置目的及び活動の紹介

社
　
会
　
委
　
員
　
会

①地域医療崩壊から地域医療を守ること　②佐久総合病院の再構築の早期実現について。

・活動の紹介

　６月１８日に佐久総合病院佐久医療センターを視察し、３月に開院後の状況を視察した。
　７月には、地域医療における病病連携や病診連携の先進医療機関である静岡県立総合病院、静岡済生会総合病
院を視察し、今後の佐久市の医療連携について研修した。
　また、９月には佐久総合病院本院の再構築計画について病院の現状を視察し、整備の必要性を確認した。

＇審議経過等（
佐久市では、急性期を経過した患者が急性期から回復期、さらに
は、在宅医療へ速やかに移行できる医療提供体制を確立し高齢者
に対しそれぞれの病状に適した医療が安定的に提供できる医療提
供体制を確立するため、市内の病院が実施する医療療養施設等の
整備費に対し補助金を交付する事業を実施します。
９月定例会では、市内民間病院の療養病床整備等に対する補助金
交付のため、平成２７年度～平成２８年度にわたる債務負担行為補
正１億３＋１６５万６千円の予算案が提出されました。
委員会審査では、佐久市の医療環境の全体像を明確にし、実施計
画に載せたうえで計画的に整備していくべきものであり、現段階で
は認められないことから、この債務負担行為を削除する修正案が
委員より提出されました。一方、長期療養者の受け入れ体制の整
備や、在宅復帰を支援していく体制を今から整え、今後の超高齢化
社会に対応すべきであるという意見も交わされ、採決の結果賛成
多数で可決されました。

　主な内容は、中部横断自動車道の基本計画、北陸新幹線の延伸、上信越自動車道について、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、国・県へ要望活動を行っている。

・設置目的

議
会
改
革

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

・活動の紹介

　議会基本条例を柱に、これまで進めてきた本会議での質問、質疑の一問一答方式や、委員会の原則公開など、尐
しずつ定着してきた。さらに「具体的な政策の最終決定」「行財政運営の批判と監視」という使命が果たせる議会とな
るよう改革を進める。
　今年度中には、議員定数問題について結論を出すことで審議を進めている。
　また、当初予算説明会の開催方法、決算特別委員会の設置や運営方法等について、検討している。

項　　　目 詳　　　細　　　説　　　明

広
報
広
聴

・設置目的
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月に設置された。

・活動の紹介

　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検討課題となっている　①議会インターネット中継の
導入については、平成２７年度の実現に向け、②議会ホームページの在り方・充実については、平成２７年２月のリ
ニューアルに向けて、それぞれ導入方法等の具体的検討を進めた。

高
速
交
通
網

・設置目的 高速交通網の整備促進

・活動の紹介

地
域
医
療
問
題

『新しい保健活動におけ
る医療施設整備事業に
ついて』
）平成２６年度佐久市
一般会計補正予算＇第
５号（
債務負担行為補正　医
療療養施設等整備事業
補助金関連

平成２５年度　浅間総合
病院事業報告について

＇審議経過等（
平成２５年度浅間総合病院は、内科医師不足の影響が医業収益の
減尐に顕著に表れた１年となりました。
外来収益では、外科、整形外科、脳神経外科、形成外科の各診療
科で増となったものの、その他の科にあっては、内科医の減員等が
大きく影響し、前年度と比較し減となっています。
職員の経営改善意識の高揚や医師確保への取り組み強化等の増
収対策の他、経費の抑制等に取り組みましたが、平成２５年度決算
は結果として１億８＋３００万円の純損失を生じる事になりました。
　一方で、浅間総合病院第２次整備事業は、国の「地方都市リノ
ベーション事業」交付金事業において、事業採択され、本年度本格
的に本体工事が始まっています。
　今後も、市民や患者さんからも親しまれ信頼される市民病院とし
て期待される役割が発揮できるよう、委員会としても運営状況を注
視してまいります。

項　　　目 詳　細　説　明　＇審査経過等（ 備　考

単位：万円

項目 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

医業収益 622,200 613,600 611,400

医業費用 636,400 653,300 665,800

医業収益 △14,200 △39,700 △54,300

医業外収益 44,800 52,800 55,400

医業外費用 19,500 19,200 19,400

医業外利益 25,300 33,600 35,900

経常利益 11,100 △6,100 △18,300

補助金交付要綱の詳細

対象事業名 補助対象経費 算出基礎
補助対象
事業者

療養病床整備事
業

「療養病床」の新
築、増改築に要す
る経費。

基準単価×整
備後の病床数

民間
公的

回復期リハビリ
テーション　病床
整備事業

「回復期リハビリ
テーション病床」の
新築、増改築に要
する経費。

基準単価×整
備後の病床数

〃

地域包括ケア病
床整備事業

「地域包括ケア病
床」の新築、増改築
に要する経費。

基準単価×整
備後の病床数

〃

医学的リハビリ
テーション　施設
整備事業補助

「医学的リハビリ
テーション施設」の
新築、増改築に要
する経費。

基準単価×整
備面積＇面積
上限　450㎡（

民間のみ

医学的リハビリ
テーション　施設
設備整備事業

佐久市内の病院が
実施するリハビリ
テーション施設の設
備の購入に要する
経費。

購入費に対し
補助。

〃
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