総務文教委員会関係

議会報告・意見交換会 記録（集約）
平成27年度
会場

区 分

消防署

消防アンケート

消防署

消防署

消防アンケート

消防アンケート

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

本日の意見交換会の内容が単なる意見交換に終わ 貴重なご意見として承りました。
らず、是非検討していただきたいです。
消防団員の活動が地域に伝わっていないように、議
員活動もなかなか伝わっていないように思える。
今回のような活動は大変有意義でした。
他の方とも話をしてみたかった。
議員さんの活動報告も短時間でもしてほしかった。
消防団、バイク隊、是非検討していただきたい。
消防団の団員とも、このような意見交換会を持っても
らいたい。
佐久市民が消防団をどの様に思っているのか知りた
い。
防災無線の活用方法をもっと有効にしていただきた
い。

貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。

貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。

消防アンケート

今回初めて、消防団との意見交換会をさせていただ 貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
きました。
普段なかなかお話できない状況にありましたが、消
防団の実情や意見をお聞きいただき、とても有意義
な時間を過ごすことが出来ました。装備の充実につ
きましては、着実に向上していると思いますが、話に
も出ました、ヘッドライト、反射板等は安全に直結する
為、支給品となると大変助かると思います。消防団と
して、資機材装備の充実以上に、資質と能力の向上
に努めたいと思います。

消防アンケート

しっかりと受け止めてまいります。
地元の議員の皆さんと直接お話が出来ることは良
い。
佐久市消防団としての共通の問題として人員の確保
があり、議会としてもご協力いただければと考えま
す。
消防団活動について、ご理解をお願いします。

消防署

消防アンケート

グループ意見発表で出ていました区費の話ですが、
９月４日の小諸新聞にも掲載してありましたが、区費
貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
免除することで、減尐している消防団員の確保と、地
域防災の向上に繋がるので、是非、議会で討論して 用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
いただき、条例を作っていただければと思います。

佐久大学

佐久大学アンケート

消防署

消防署

臼田

市民

臼田

市民

臼田

市民

臼田

市民

臼田

市民

南信の人が佐久市に行き来しやすいように、電車を
ご要望については、貴重なご意見として、市側へ伝えてまいりま
考えてもらいたい。また、勉強できる施設を（遅くまで
す。
出来るところが）つくってほしいです。

佐久市制１０周年にあたっての総括をした上で
まちづくりをしたらどうか。一極集中型になって
いないか。岩村田は発展しているが、周辺地帯
は過疎化が進んで限界集落になりそうになって
きている。自治体の福祉、医療は生活弱者に思
いやりの行政を。学校の統廃合など、子どもの
意見を聞いているのか。私たちが収めた税金
は、生活弱者のために使って欲しい。
教育が最優先だと思う。臼田まちづくりワーク
ショップでいい意見が出た。４つの学校が１つに
なることは決まったか。

大変重要な課題でありますので、しっかりと受け止めてまいりま
す。

参加されたみなさまの提言書として市長にわたっています。定例
教育委員会では臼田地区の小学校は１校で整備するということで
決定しております。

臼田の統合について、４つの地区の人たちに説 その他、通学路や学校運営なども含めて話し合うと伺っておりま
明会があるというお知らせが来たが、すでに１ す。
校で、あとは場所の問題で話し合うという計画
か。
教育委員会が１校と決めれば、組織運営は職
務権限を持っているはず。

ご意見として承りました。

尐子化対策についての解決方法は。

議員としてそれぞれの考えがあることから、議会として、解決法に
ついて検討しておりません。
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臼田

佐久

佐久

佐久

佐久
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市民

市民

市民

市民

市民

市民

佐久

市民

浅科

市民

浅科

市民

浅科

市民

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

臼田のＣＣＲＣ、来週開催される臨時議会で予
算が計上されると聞いたが、臼田の人はそんな
話は聞いてない、説明も受けてないという意見
があった。それだけ練れてないものを議会として
どう受け止めるのか。それが議決されて、予算
がついて、高齢者のサービス付住宅が建設され
ることは、ありうるのか。
長野県の教育レベルは低いから労働力がない
と言われた。臼田の小学校４校を１校にしたら学
力が上がるのか。建物さえよければ良くなるの
か。学力向上をする気があるのか。学力テスト
の結果を公表している県や町がある。教育委員
会に働きかけは出来るか。

現在、担当課において、移住対象者への 地域の魅力提供とニー
ズ調査等、CCRCの具体的な事業化に向けた基本計画策定に向
けて準備を進めていると伺っております。
貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。

学力向上も課題の一つでありますが、子どもの貧困と教育格差の
方が大きな課題であると考えています。
学力テストの公表については、議員それぞれで意見が分かれて
おります。

文化振興基金の運用益の使途について、小学 ご要望については、市側へ伝えてまいります。
校等の音楽等で活躍している活動への補助とし
ての予算付けができないか。
総務文教委員の報告に教育関係の事案がな 教育関係の事案についても、いじめ問題をはじめ協議しておりま
かったが、協議しているのか。
す。また、各学校において、信州型コミュニティスクールの導入を
望月プラットホームの活動はとても難しいが、と 進めており、貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
てもよい取り組みで、佐久市全体に広げる予定
だったと記憶するが広がらない状況でとても残
念。ぜひその活動に目を向けてほしい。
災害時の避難場所について、指定された避難
場所は耐久性や災害の状況によっては避難場
所としてそぐわないところがある。災害状況予測
に沿った避難経路や避難場所を提示して欲し
い。
昨年、中込出身の方が1億円を寄付して、中込
小学校関連や子供の教育に使って欲しいとの
遺志であったかと思うが、どのように活用されて
いるか？

貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。

両親又は父母どちらかがいない児童等への教育支援として、大工
原朝代記念基金就学等支援金を設立し、児童等の各種学校入学
時等に支援金を給付し、また、中込小学校の図書館に「大工原朝
代記念図書コーナー」を設け図書の充実を図り、学習教材購入に
も基金を充てております。

冬の学校は寒く、燃料費の予算の関係なのか 貴重なご意見として、市側へ伝えていきます。
ストーブをつける時間が短い上に、授業中に上
着を羽織ることも禁止される等の状況をきいた
が、灯油の使用が制限されているということは
あるのか。子供達が寒くて震えているようでは
かわいそう。
文化振興基金の平成25年度の当初予算と決算 答：文化振興基金は、平成24年6月議会で基金条例の改正により
額は。
文化会館建設基金から名称・目的・使途が変更され、平成25年度
には33,264千円の運用益がありました。運用益の活用方法を検討
していただくための文化振興推進企画委員会を平成25年2月に設
置いたしました。平成25年度の文化事業については、十分な立案
ができなかったことから、文化振興基金の運用益は、佐久市文化
事業団自主事業の演劇やコンサート等に充てた、当初予算4,600
千円、決算額で3,563千円となりました。
「議会と語ろう会」で議会との対話機会はある
市では全区長を対象とした「市政懇談会」が意見交換会の場に
が、「行政と語ろう会」も必要ではないか。
なっています。ご意見については市側に伝えてまいります。
11月5日の津波防災の日に全国的な防災放送
試験が行われたが全く聞こえなかった。聞こえ
ないと防災にはならない。
また、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）につい
て議員として今後どう取り組んでいくのか？

防災無線が聞こえづらい場所があることは承知しています。インフ
ラ整備を進めるにも予算面から限界もありますので、希望者には
メール、ＦＡＸによる対応も始まりました。全ての方が緊急情報を得
られるように、市側へも貴重なご意見として伝えていきます。
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施設管理について地方事務所の対応がよくな
い。是非県に伝えてもらいたい。

県営住宅の管理については、貴重なご意見として承り、市を通じ
て伝えてまいります。

浅科

市民

臼田

市民アンケート

後期高齢者の増加に伴う、今後の長期的な計画、建 現在、担当課において、移住対象者への 地域の魅力提供とニー
物、予算、お金の支払い出来、貧困の人が増加した ズ調査等、CCRCの具体的な事業化に向けた基本計画策定に向
時の対応した計画が必要。ＣＣＲＣの具体的な計画 けて準備を進めてると窺っております。
はあるのか？

佐久

市民アンケート

文化振興基金は、子ども達をより文化に触れさして
育てていく形で使用するのもどうでしょうか。

市民アンケート

望月プラットホームで行われている「学びの共同体」 各学校において、信州型コミュニティースクールの導入ついて進
授業改革から「いじめ」のない学校、どのような家庭 めていますが、貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
環境であっても、心を「学び」に向けて、「明るい未来
構築」に向けて育つ子供たちが実現するよう、佐久市
全体の小、中、高の授業にも目を向けて下さればと
願います。

佐久

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署

ご提案については、市側へ伝えてまいります。

１０年ぐらい前は、一人暮らしのお宅などに声を 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
消防団 かけて、注意を呼びかけることもできたが最近
それは出来ない。
３．１１以降防災の意識が高まったということは 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
事実。地域の親御さんや区のみなさんの意識を
消防団
高めるためには、情報提供であるとか、行政の
支援をお願いしたい。
浅間地区は人口が増えているが、ベットタウン 貴重なご意見として承りました。
消防団 化しているような気がする。
臼田のポンプ車は古くなって、2台は更新しなけ
ればならない。１台は車検を受けられない。これ
を確保するには、市からの補助金だけではでき
消防団
ないので、かなりの部分を区のみなさんにお願
いするということがあるので、それについて考え
てもらいたい。
会社からの勧めがあれば入りやすくなる。
消防団

貴重なご意見として承りました。消防団の支給品やポンプ車（半鐘
の使い方等）、消防団の待遇等を含め、委員会として調査・研究し
てまいります。

貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。

消防署

行政との話し合いの中で、消防団に入りたくなる 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
消防団 ような様々な工夫があってもいいのではない
か。
協力企業には、お礼としてあいさつに伺ったり、 貴重なご意見として承りました。
消防団
相互の関係を良くしていく努力はしている。
区長さん等から区民の情報をもらっているが限 貴重なご意見として承りました。
界がある。
消防団

消防署

消防団に対して区での補助もあるが、区によっ 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
消防団 てまちまちなので、行政で考えてもらえないか。

消防署
消防署

区とのつながりが全体的に弱くなっているので
はないか。
消防署

消防署

消防署

貴重なご意見として承りました。

消防団
グループ意見発表で出ていました区費の話です 貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
が、９月４日の小諸新聞にも掲載してありました 用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
が、区費免除することで、減尐している消防団
消防団
員の確保と、地域防災の向上に繋がるので、是
非、議会で討論していただき、条例を作っていた
だければと思います。
個人情報の関係で、名簿を出してもらえない
貴重なご意見として承りました。
が、やはり、あのお宅には何歳ぐらいのお子さ
消防団
んがいるとか分かれば勧誘もしやすい。

消防署

小諸市では、消防団員のいる家庭は区費が半 貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
消防団 額になる。
議会として市に提言していってほしい。

消防署

仕事の関係で、職場に理解してもらえない。
貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
有事の際に仕事で出動が尐なくなってしまう。
消防団
有事の際の出動の環境、体制をどうやって作っ
ていくかが今後の課題。
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出動の際は公休扱いにして欲しい。以前は公休 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
扱いだったが、途中から有給扱いになってし
消防団 まった。
これを是非働きかけをしてほしい。
消防事業所になることによってのメリットが感じ 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
消防団 られるような制度にしてもらいたい。
貴重なご意見として承りました。

消防署

消防団員個人のメリットとして、画期的な例とし
消防団 て市民税の減免などがあれば、効果大ではな
いか。
消防団員の確保の課題。どこの地域でも共通
消防団 の課題。とりわけ昨今、親が断るような事例が
増えて来ている。
消防団員もボランティア精神で、消防、不明者
消防団 の捜索等出動するが、会社での立場に支障が
出るようなことでは困る。
消防団というと、音楽隊などの文化的な面もア
ピールしているが、なかなか良いイメージで伝
消防団
わらないので、行政で何か手立てを講じられな
いか。
消防団は後方支援的な要素が強いので、常設
消防との連携を作っていくことが必要であると同
消防団 時に、団員１人１人の資質の向上で、人数不足
をカバーできる部分もある。今後、質の向上を
目指していく。
女性団員が入りやすい環境を整えて、女性団員
消防団 が増えれば、男性の団員も増えるのではない
か。
ラッパ隊にも女性団員に入ってほしい。
装備の問題で、細かいヘッドライトや反射板で
あるとか、現実にこれがあればというものの、装
消防団
備の充実がまだ足りない。行政にも議会にもお
願いしたい。
大変なのは地域にいても、職場の中で、すぐに
消防団 は駆けつけられない。いつも歯がゆさを感じる。
団員確保には区から情報をもらったり、説得し
消防団 ながら何とか集めて来ている。

貴重なご意見として承りました。

消防署

団員が減尐していて、一番厳しい状況にある。

貴重なご意見として承りました。

消防署

消防団

消防署

団員がどこのお宅で火事だとか聞かれる。地域 防災無線について、委員会として調査・研究してまいります。
の人がどこで火事があったか分かっていないと
消防団 不安も多い。分かっていれば協力体制も取れ
る。

消防署

団員のＯＢの方に適齢期のお子さんがいても、 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
消防団 市内に就職先がないので、市外へ出てしまう。
若者が集まるような佐久市にして欲しい。

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署

消防署
消防署
消防署

消防署

消防署

貴重なご意見として承りました。
しっかりと受け止めてまいります。
貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。

貴重なご意見として承りました。

貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
貴重なご意見として承りました。

団員の確保として、消防協力事業所という制度 貴重なご意見として市側へ伝えてまいります。
消防団 があるが、なかなか会社に大きなメリットがな
い。デメリットが目立つ。
団員の勧誘に行っても、まずお母さんに断られ 貴重なご意見として承りました。
消防団 てしまう。
団員の人数の確保の問題が今後の課題。浅科
消防団 地区では、消防団員の定員が２４０人に対し、２
００人強の人数しかいない。
団員も防災無線を使えるようになれば、消防団
消防団
のＰＲをしていきたい。
団員を増やすためには、モチベーションを上げ
消防団 ること。上田市ではバイク隊というのがある。
佐久市でも取り入れてみたらどうか。

しっかりと受け止めてまいります。
防災無線について、委員会として調査・研究してまいります。
貴重なご意見として受けたまりました。
バイク隊を含め佐久市に適した消防団について、委員会として調
査・研究してまいります。

団員を増やすための予算付け。出動手当が１， 貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
０００円、また１，１００円という中で、仕事を切り 用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
上げて出て行っても、ボランティアというような金
消防団
額になってしまうと、もう尐しお金の面でも充実
させていただきたい。装備も一緒にお願いした
い。
団に入ることのメリット、協力企業に対しての減 貴重なご意見として承りました。
消防団 税措置等、企業から消防団に入ったらどうかと
いう例は２、３あった。
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消防署

区 分

消防団

消防署

消防団

消防署

消防団

消防署

消防団

消防署

消防署

消防団

消防団

消防団

消防署

消防団

消防署

消防団

消防署

消防署

消防署

消防署

取扱に至った経過、対応方針等

市民の皆さんは、地域に住んでいる以上、地域 貴重なご意見として承りました。
消防団 とかかわりを持ったほうがよいのではないか。

消防署

消防署

質疑・意見・要望の要旨

消防団

地域の防災について、昔、望月は火事があった
場合、有線放送で流したが今はない。せっかく
防災無線が整備されているのだから、火事が
あった場合放送したらどうか。
どういう人が地域に住んでいるのか、わからな
い状態。
入団してもらえない理由として、「入ると大変だと
感じてしまう」。消防団に入れば、良さを感じても
らえるのに、それを理解してもらうことが難しい。
初めての試みだと思いますが、普段消防団員
が考えていることを市議のみなさんに聞いても
らえて、とても良い時間でした。
八十二銀行臼田支店には、支店長さんの意向
もあったりして、３人の消防団員がいて、何かの
時には、いち早く駆けつけてくれよという体制が
出来ているということが、喜ばしいことだという話
しがあった。
半鐘は高いところにあるので、高所恐怖症の方
もいる。また雨が降ったり、霜が降りたりすると
危険。
長野県内、須坂市では自動半鐘を取り入れて
いる。出来れば下から操作できる自動半鐘を佐
久市においても考えてほしい。
また、防災無線で半鐘を鳴らしたらいいのでは
ないか。これは簡単にできるのではないか。
備品や装備の不備の部分もかなり自前で賄っ
ている実情がある。行政サイドがしっかり要求を
聞き、意見を聞くという機会を持ちながら、是
非、対応をしていただきたい。
防災無線の件ですが、昔は防災無線で、どこで
何があったと知ることが出来たが、今は、分団
長から団員への連絡というシステムになったの
で、地域の人は知らないということで、協力が得
られない。
この防災無線の活用を考えていただけないか。
ポンプ操法のホースなど、一式買えば２０万円
ぐらいするものが、なかなか買ってもらえなくて、
一部自腹を切って自分たちで揃えていることも
ある。
まず、団員の確保。入ってみて年齢も１０歳以
上、上下がある人たちと、なかなか話をすること
も出来ないけども、消防団を通じて仲間とともに
交流が出来て良かった。

行方不明者の捜索で、強制ではないので、人員
の確保が大変な状況である。
不明者になりそうな高齢者の方の情報が、区長
消防団
さんですら、なかなか把握できない。
何かその情報があれば予防できるのではない
か。
行方不明者の捜索について、予防のためにリス
消防団 トなどあらかじめ把握できないか。

消防アンケート

防災無線について、委員会として調査・研究してまいります。

貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。
貴重なご意見として承りました。

貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。

貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。

貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。

貴重なご意見として承りました。消防団の待遇や装備の充実・使
用方法等について、委員会として調査、研究してまいります。
貴重なご意見として承りました。

行方不明者捜索時における消防団活動について、委員会として
調査研究してまいります。

行方不明者捜索時における消防団活動について、委員会として
調査研究してまいります。

議員皆様の地域に根差した、消防団に対しての感謝 貴重なご意見として承りました。
の気持ちに感銘を受けました。特に第４方面隊の現
状と団員確保の難しさに直面しており、今後様々な
課題を解決して行く為に、前衛的な考えを持つことも
必要と考えます。我々消防団としても、原点は、火消
しである事を再認識し、有事における初動体制の強
化はもとより、配備された資機材を常に使える状態に
維持管理、誰もがこれを稼働することが”人的要件と
機械的要件”の拡充に努める姿勢こそ大切と思いま
す。今後、団より改めて議会等への要望があった場
合には、前向きに検討いただき、議会と団との「水平
的な補完関係の構築」の為、ご協力を賜りたいと心
からお願いいたします。
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区 分

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

駒場公園の図書館を利用することが多いが、本 駒場公園内の中央図書館をはじめ、市内の図書館の開館時間や
の量は多いが、日光で色あせている本が多い 蔵書につきましても、貴重なご意見として、市側へ伝えてまいりま
ので、改善してほしい。図書館の開館時間がも す。
う尐し長かったら勉強しやすい。
専門書が充実した本屋さんがあったらいい。

佐久大学

学生

佐久大学

学生

佐久大学

学生

佐久大学

学生

佐久大学

学生

学校近辺や岩村田地区に勉強できる場所が欲 ご要望については、貴重なご意見として、市側へ伝えてまいりま
しい。図書館は早く閉館してしまうので、もっと長 す。
く勉強できる場所が欲しい。

佐久大学

学生

福祉や医療が充実しているイメージがあるが、 しっかりと受け止めてまいります。
若者が集まるイメージではない。

佐久大学

学生

学校だと、理学・作業療法だとか情報系の学科 貴重なご意見として承りました。
があったら学生が集まるのではないか。

コスモホール内の臼田図書館の使い勝手が良く
なるといい。
将来の大震災に対する今後の対策をしっかり 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
作ってほしい。また、分かりやすい広報をしてほ
しい。（一昨年の大雪災害を踏まえて）
給付制の奨学金の充実。

貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。

佐久大学アンケート

「若い人の集える場所として、アミューズメント施設が 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
ほしいと」の話がありました。昼間は高齢者が楽しめ
る、集える場所、若者と一緒に何かできる場所にした
らいいと思いました。（高齢者ジム）

佐久大学

佐久大学アンケート

図書館の閉館時間をのばしてほしいが、防犯の関係 ご要望については、貴重なご意見として、市側へ伝えてまいりま
からある程度仕方が無いところもあるが、大学の回り す。
を明るく、安全にし、図書館も一般市民の方が利用で
きるようにすれば、遅くまで開館できるのではない
か。

佐久大学

佐久大学アンケート

日頃から学生の意見などが、大学でまとめて市に提
出されるシステムがあるとよい。

佐久大学

貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。

浅科

市民

佐久南交流拠点施設として道の駅を造るようだ 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
が、浅科にも道の駅があるので、色々な声を
拾って皆で検討してもらいたい。

浅科

市民

区要望は支所でも受け付け、支所長に500～
1,000万円の決裁権を持たせてもらいたい。

望月

市民

地区が違う議員だからと言って私たち議員がみなさんの要望を受
市への要望の時に区長をとおしてとなっている けないということはありません。議員に言って、区長さんに言って、
が、議員さんにも助言、お力添えをいただきた 一緒に要望を出す。早めの対応をしていくのがいいと思います。
い。
遠慮なく言っていただきたいと思います。

佐久大学

学生

佐久市は大型スーパーもあり、他にもお店が
いっぱいあるので住みやすい。

貴重なご意見として承りました。

佐久大学

学生

車がないと移動手段がなく不便。
車さえ持っていればすごしやすい。

貴重なご意見として承りました。

佐久大学

学生

除雪対策が遅れている。歩道も雪かきしてほし 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
い。

佐久大学

学生

大学に通じる道路が暗くて危険。外灯を付けて 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
らいたい。

佐久大学

学生

佐久大学

学生

新幹線、在来線の本数が尐ないので、増えたら しっかりと受け止めてまいります。
いいと思う。巡回バスも同じ。

佐久大学

学生

遊ぶところが欲しい。駅の近くに映画館、目的を 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
持って遊べる場所が欲しい。

佐久大学

学生

学生の市に対する要望を、学校が一括して取り 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
まとめ、市と相談するシステムを作ってほしい。

外灯が尐ない。暗い。

貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。

貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
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佐久大学

学生

佐久大学

佐久

佐久大学アンケート

市民

質疑・意見・要望の要旨

取扱に至った経過、対応方針等

若者が集まる場が必要。土日や夜はアミューズ 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
系で、昼はお年寄りが使えるような複合施設が
あったら活用できる。
健康都市を目指している佐久市ですが、中心部であ 貴重なご意見として、市側へ伝えてまいります。
る佐久平周辺には運動できる場所がありません。そ
こで、佐久大学の運動場を佐久市で整備を協力して
いただき、一般市民も利用できるようにすればよいと
思います。

防災マップがあるが、安全な避難場所がわかり しっかりと考えていかなければならない事項でありますので、貴重
にくい。障がいがある人が近くにいるということ なご意見として市側へ伝えてまいります。
を周知してもらうとともに、災害時の対応を考え
てほしい。
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