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事務事業名 生活環境衛生事業 事業開始年度 Ｈ 17 年度
事務事業コード 5112-8

担当部 環境部 担当課 環境政策課、生活環境課 担当係 庶務政策係・環境保全係、環境衛生係

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠

佐久広域連合規約、化製場等に関する法律

通常管理 狂犬病予防法、佐久市墓地等の経営の許可等に関する条例

実施方法（全てチェック）

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 5.水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

（ 節 ） 2.資源循環型社会の形成

（施策） 1.環境衛生

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

地域の環境衛生の維持を図ることで、市民の良好な生活環境が確保されている。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

佐久広域連合食肉センター事業・火葬場事業の運営における構成市町村負担金を支出する。
                                                                   （環境政策課）
墓地、納骨堂及び火葬場許認可事務（環境政策課）
飼い犬の登録や、狂犬病予防注射の徹底を図るため、法律で定められた期間に予防注射の巡回による実施
とともに未注射犬の飼育者に対して、督促をする。（環境政策課）
動物に関する市民意識の向上を図るためのイベント開催、また公道上等の犬猫死骸処理や野良猫の増加を
抑えるための飼猫の繁殖制限を行う。（環境政策課）
外来種である動植物の把握と駆除を図る。（環境政策課）
災害時における床下消毒を行う。（環境政策課）
佐久市衛生委員会活動費交付金を支出する。（生活環境課）

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 24 年度(決算）(千円） 25 年度(決算）(千円） 26 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

報酬
委託料 787 801 3,690
需用費 634 381 1,046
役務費 48 27 70

負担金、補助金等 104,305 54,553 60,559
事業費合計 105,774 55,762 65,365

人
件
費

常勤職員 0.75 人 5,190 0.85 人 5,899 1.60 人 11,104
非常勤職員等 時間 時間 時間

人件費合計 5,190 5,899 11,104
総事業費 110,964 61,661 76,469

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

75,269

地方債

61,661

その他特定財源 1,117 1,200
一般財源 110,964 60,544

76,469
H 25 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量

実施内容

佐久広域連合が開設している食肉センター及び火葬場に対する負担金の支出（環境政策課）
飼犬登録事務及び狂犬病予防のための巡回による予防注射の実施、公道上等での犬猫の死体処理（環境政策課）
佐久市衛生委員会活動費交付金の交付（生活環境課）

財源合計 110,964

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25 （実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

狂犬病予防のための巡回に
よる予防注射実施回数（環境
政策課）

予防注射の1年間の実施回数 回
2 2 ― 2

2 2 2 H 28 年度

飼猫の繁殖制限補助金申請
件数（環境政策課）

飼猫の繁殖制限補助金の1年間
の申請件数

件
168 188 ― 240

240 240 240 H 28 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25 （実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

狂犬病予防注射の接種率
（環境政策課）

飼犬登録頭数に対する狂犬病
予防注射接種頭数の割合

％
90.8 90.0 ― 100

93 93 93 H 28 年度

犬猫の死体処理件数（環境
政策課）

公道上等における犬猫死体処理
件数

件
116 194 ― 100

130 120 120 H 28 年度

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型） 

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型） 

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他 
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（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
「佐久広域連合火葬場・食肉センター負担金」の交付を受けた食肉センター及び火葬場の運営により、衛生的な食肉処
理や地域環境の保全が図られ、市民の良好な生活環境が維持された。（環境政策課）
狂犬病予防注射の接種率は、昨年度より0.8％低下し、目標には達しなかった。（環境政策課）
「佐久市衛生委員会活動費交付金」の交付を受けた佐久市衛生委員会の活動により、各地区衛生組織等の自治組織
が年間を通して強化され、各地区で環境保全美化活動が実施される等、市民の良好な生活環境が維持された。
（生活環境課）

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
飼犬登録件数は、減少傾向にあるものの、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防ぐため、適正な飼犬管理及び狂犬病
予防注射の接種率向上に向けた施策は、今後も求められる。（環境政策課）
市内の各地区衛生組織等の恒常的な活動が必要とされている。（生活環境課）

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
飼犬登録事務は、法令により市に実施が義務付けられているとともに、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防ぐため、今
後も関係機関と連携して、適正な飼犬管理及び狂犬病予防注射の接種率向上に向けた施策を展開していく必要があ
る。（環境政策課）
市が佐久市衛生委員会活動費交付金を交付することは、市内の生活環境の保全・美化を促進するための佐久市衛生
委員会（それぞれの区の衛生委員長をもって組織され、市内の環境保全・美化活動を推進する団体）の維持存続に必
要である。（生活環境課）

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞
狂犬病予防注射接種率向上に向け、関係機関と連携し、効果的な事業手法について検討していく必要がある。
（環境政策課）
地区環境保全美化向上に向け、関係機関と連携し、効果的な事業手法について検討していく必要がある。（生活環境
課）

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期：

概　要 25

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

佐久広域連合（環境政策課） 負担金 食肉センター負担金 33,740 千円

今後の取組方針

・狂犬病予防注射接種率向上のため、犬の飼主に対し、飼主登録及び狂犬病予防注射の必要性について、引
き
　続き市広報誌等を通じ、周知徹底を図るとともに、関係機関と連携し、狂犬病予防注射の未実施者に対する
　督促を行う。（環境政策課）
・地区環境保全美化向上に向け、佐久市衛生委員会と連携し、効果的な事業手法について検討していく。
　（生活環境課）
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団体名等 費　目

花と緑と動物ふれあいフェスタ実行委員会（環境政策課） 負担金 動物愛護フェスティバル負担金 1,300 千円

佐久広域連合（環境政策課） 負担金 火葬場負担金 9,199 千円

佐久市衛生委員会（生活環境課） 補助金 生活環境整備事業等補助金 9,528 千円

飼い猫の不妊・去勢手術を実施する者（環境政策課） 補助金 飼い猫繁殖制限手術費補助金 778 千円

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

計 55,346 千円

長野県獣医師会（環境政策課） 委託料 狂犬病予防業務委託料 801 千円

増加する方向にある 現状と変わらない 減尐する方向にある 

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される 

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される 

サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している 

その他 

法令等により、市に実施が義務づけられている 

民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる 
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい 

市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある 

その他 

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある 

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある 

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある 

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある 

受益者負担のあり方について見直す余地がある 

成果を高める工夫の余地がある 

その他 

現状のまま継続 見直しして継続 休止 

廃止・中止 完了 今年度中 来年度 今年度中 来年度 

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される 

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった 

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない 

拡大 現状のまま 縮小 

拡大 現状のまま 縮小 

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない 

13
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○佐久広域連合規約（抜粋） 

平成12年１月25日長野県指令11地第1062号 

 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、佐久広域連合（以下「広域連合」という。）という。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

 

第２条 広域連合は、小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、

佐久穂町、軽井沢町、御代田町及び立科町（以下「関係市町村」という。）をもって組

織する。 

 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。 

 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 

(１)及び（２）略 

(３) 火葬場施設の設置及び管理に関する事務 

(４)及び（５）略 

(６) と畜場施設の設置及び管理に関する事務 

(７)～（19）略 

 

第５条～第17条 略 

 

（経費の支弁の方法） 

第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

(１) 関係市町村の負担金 

(２) 財産収入 

(３) 事業収入 

(４) 国及び県の支出金 

(５) 地方債 

(６) その他 

２ 前項第１号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるも

のとし、その負担割合は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。 

 

以下 略 

別表（第18条関係） 

 処理事務 負担割合 

１～２ 略   

３ 火葬場施設の設置及び管理に関する

事務 

公債費 人口割100％ 

管理運営費 均等割20％、人口割80％ 

４ 略   

５ 略   

６ と畜場施設の設置及び管理に関する

事務 

公債費 人口割100％ 

７～19 略   
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佐久市墓地等の経営の許可等に関する条例（抜粋） 

 

平成17年４月１日条例第109号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号。以下「法」という。）の規定に基

づき、墓地、納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」という。）の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

第2条～第3条 略 

 

（墓地等の経営の許可） 

第４条 法第10条第１項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、第２条の規定による事前

協議の終了後、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(１) 申請者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名） 

(２) 墓地等の名称 

(３) 墓地等の所在地 

(４) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積 

(５) 墓地等の敷地所有者の住所及び氏名 

(６) 墓地又は納骨堂にあっては、必要とする世帯数 

(７) 墓地等を経営しようとする理由 

(８) 墓地等の工事完了予定年月日 

(９) 火葬場にあっては、利用市町村名 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その

他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 

(１) 墓地等の位置を示す２万５千分の１の図面 

(２) 墓地又は納骨堂にあっては周囲200メートル以内の見取図、火葬場にあっては周囲500メートル以内

の見取図 

(３) 墓地にあっては造成計画及びその施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設

備の設計図及び配置図 

(４) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し 

(５) 墓地等の敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書 

(６) 申請者が法人である場合は、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書 

(７) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要す

る場合は、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類 

(８) 墓地等の隣接地の所有者等の同意書及び墓地希望者の連名簿 

(９) 申請者が法人である場合は、定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書 

(10) 申請者が地方公共団体である場合は、議会の議決書の写し又は当該地方公共団体の長の確約書 

(11) 墓地等の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地等の経営に必要な事項を記載した書類 

(12) 墓地等及び周辺の現況の写真 

（墓地等の変更の許可） 

第５条 法第10条第２項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けよ

うとする者は、第２条の規定による事前協議の終了後、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し

なければならない。 

(１) 申請者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名） 

(２) 墓地等の名称 

(３) 墓地の区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域（以下「拡張区域等」という。）の地番、

地目及び面積 

(４) 墓地等の変更の理由 

(５) 墓地の区域の変更にあっては、拡張区域等の敷地所有者の住所及び氏名 

(６) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要 

(７) 当該変更に係る工事完了予定年月日 
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２ 前条第２項の規定は、前項の規定による申請について準用する。 

（墓地等の廃止の許可） 

第６条 法第10条第２項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、第２条の規定による事前

協議の終了後、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(１) 申請者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名） 

(２) 墓地等の名称 

(３) 墓地等の所在地 

(４) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積 

(５) 墓地等の廃止の理由 

(６) 当該廃止に係る工事完了予定年月日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 墓地又は納骨堂にあっては周囲200メートル以内の見取図、火葬場にあっては周囲500メートル以内

の見取図 

(２) 墓地等の敷地の公図の写し 

(３) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可証の写し又は改葬計画書 

(４) 申請者が法人である場合にあっては、墓地等廃止許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類 

（墓地の設置場所） 

第７条 墓地の設置場所は、次によらなければならない。ただし、第１号及び第２号の距離については、市

長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 

(１) 国道、県道その他の主要な道路、鉄道及び河川から50メートル以上隔てること。 

(２) 学校、病院その他の公共施設及び住宅等から200メートル以上の距離を有すること。 

(３) 土地は、高層な場所を選び、湿潤な場所を避けること。 

(４) 飲用水が汚染されるおそれのない場所であること。 

（墓地の施設基準） 

第８条 墓地の施設は、次によらなければならない。 

(１) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 

(２) 墓域内１区画の面積は、原則として6.6平方メートル以内とすること。 

（納骨堂の設置場所） 

第９条 納骨堂の設置場所は、寺院の境内、墓地の区域等その場所及び施設が公衆衛生及び宗教的感情に適

合しなければならない。 

（火葬場の設置場所） 

第10条 火葬場の設置場所は、次によらなければならない。ただし、第１号及び第２号の距離については、

市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでな

い。 

(１) 国道、県道その他の主要な道路、鉄道及び河川から300メートル以上隔てること。 

(２) 学校、病院その他の公共施設及び住宅等から500メートル以上の距離を有すること。 

（火葬場の施設基準） 

第11条 火葬場の施設は、次によらなければならない。 

(１) 周囲は、塀さく又は樹木をもって囲むこと。 

(２) 火葬炉は、不燃物質を使用し、完全に燃焼する構造とすること。 

(３) ばい煙又は臭気が人家及び周辺環境に影響を及ぼさない処置をすること。 

 

以下 略 
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狂犬病予防法（抜粋） 

発令    ：昭和25年8月26日法律第247号 

最終改正：平成26年6月13日号外法律第69号 

改正内容：平成26年6月13日号外法律第69号[平成26年6月13日] 

 

（目的） 

第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのま（ヽ）ん（ヽ）延を防止し、及びこれを

撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（登録） 

第四条 犬の所有者は、犬を取得した日（生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生

後九十日を経過した日）から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の

所在地を管轄する市町村長（特別区にあつては、区長。以下同じ。）に犬の登録を申請しな

ければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 

２ 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑

札を交付しなければならない。 

３ 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所

在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定

めるところにより、その犬の所在地（犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所

在地）を管轄する市町村長に届け出なければならない。 

５ 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新

所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する

市町村長に届け出なければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定め

る。 

（予防注射） 

第五条 犬の所有者（所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。）は、その犬

について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなけ

ればならない。 

２ 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票

を交付しなければならない。 

３ 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 
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花と緑と動物ふれあいフェスタ２０１４の組織及び運営に関する要綱 

 

１．趣 旨 

  この要綱は、花と緑と動物ふれあいフェスタの実施にあたり組織及び運営に関して必要な事項

を定める。 

 

２．組 織 

（１）構成団体の長を会長、副会長とし、その下に実行委員会を置く。 

（２）実行委員会は、佐久市、長野県動物愛護センター、佐久保健福祉事務所、長野県動物愛護

会佐久支部、社団法人長野県獣医師会佐久支部、佐久平尾山開発株式会社、佐久市観光協

会をもって組織する。 

 （３）実行委員会に次の役員を置く。委員長１名、副委員長若干名。 

 

３．事務局 

実行委員会事務局は、佐久市環境部環境政策課及び佐久平尾山開発株式会社管理課に置く。 

 

花と緑と動物ふれあいフェスタ２０１４組織 

会 長 佐久市長 栁田 清二 

副 会 長 長野県動物愛護センター所長 清澤 哲朗 

 佐久保健福祉事務所長 小林 良清 

 長野県動物愛護会佐久支部長 上原 幸久 

 (社)長野県獣医師会佐久支部長 宮下 典幸 

 佐久市観光協会長 荻原 新七 

 佐久平尾山開発株式会社代表取締役社長 樫山  宏 

実行委員長 佐久市環境部長 佐藤 治 

副実行委員長 佐久市市民健康部長 比田井 和男 

 佐久市経済部長 比田井 正弘 

 佐久市建設部長 土屋 俊重 

 佐久保健福祉事務所食品・生活衛生課長 小山 淳一 

実 行 委 員 長野県動物愛護センターそうだん課長 久保田 耕史 

 長野県動物愛護会佐久支部副支部長 出沢 有子 

 (社)長野県獣医師会佐久支部副支部長 原 浩太郎 

 佐久平尾山開発株式会社 総支配人 高橋 英俊 

 佐久市観光協会事務局長、佐久市観光交流推進課長 畠山 啓二 

 佐久市健康づくり推進課長 工藤 正子 

 佐久市公園緑地課長 上原 賢一 

事 務 局 長 佐久市環境政策課長 高橋 亨 

事 務 局 佐久市環境部環境政策課  

 佐久平尾山開発株式会社管理課（現地事務局）  
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「花と緑と動物ふれあいフェスタ２０１４」実施要領 

 

１．目 的 

自然や動物とのふれあいを通じて自然環境と動物愛護について意識高揚を図ることを 

目的とする。 

  

２．名 称 

「花と緑と動物ふれあいフェスタ２０１４」 

 

３．開催期日及び場所 

期 日   平成２６年６月７日（土） 午前９時３０分～午後３時 

場 所   佐久平ハイウェイオアシス平尾山公園・パラダ（南パラダ） 

 

４．主 催 

花と緑と動物ふれあいフェスタ２０１４実行委員会 

 

構 成 佐久市 

     長野県動物愛護センター「ハローアニマル」 

     佐久保健福祉事務所 

     長野県動物愛護会佐久支部 

     社団法人長野県獣医師会佐久支部 

     佐久平尾山開発株式会社 

     佐久市観光協会 

 

５．後 援 

     東日本高速道路株式会社関東支社佐久管理事務所 

     信濃毎日新聞社 

     佐久市民新聞 

     株式会社エフエム佐久平 

     佐久ケーブルテレビ株式会社 

 

６．主な行事 

オープニングセレモニー、動物ふれあい広場、愛犬の一芸披露、愛犬のしつけ方教室、風船で動

物を作ろう、おりがみで動物を作ろう、ソーラーカーを作ろう、動物のお医者さんになろう、動

物何でも相談、動物の絵を描こう、環境エコクイズ、動物の飼育者探し、フリーマーケット、ポ

ニー・サラブレッドの乗馬体験、ハイウェイオアシス物産販売、森林セラピー体験、搾乳体験、

花の苗配布等 
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●花の苗無料配布
　花の苗を先着300名にプレゼント

●牛乳無料配布
　牛乳(200ml紙パック)を1,500名
　にプレゼント

午前9時30分～午後3時/入場無料
天候により日程の変更または中止になる場合があります。

イベント情報
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花
と
緑
と
動
物

花
と
緑
と
動
物

佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」
平尾山公園(南パラダ)

●
●

●●
●●
●●●●●●●●●●●●●●●募集

してい
ます

●「愛犬の
一芸披露」

参加者募集

　先着10頭
で電話受付

をします。

　(5月12日
より受付を

開始し、定
員になり次

第しめきり
ます。)

●「愛犬のし
つけ方教室

」参加者募
集

　先着10頭
で電話受付

をします。

　(5月12日
より受付を

開始し、定
員になり次

第しめきり
ます。)

●「森林セラ
ピー体験」

参加者募集

　先着10人
で電話受付

をします。

　(5月12日
より受付を

開始し、定
員になり次

第しめきり
ます。)

　なお、申込
み及び詳細

につきまし
ては、健康

づくり推進
課

　(TEL026
7-62-319

6)へ直接お
問い合わせ

ください。

●「親子De
フリーマー

ケット」出店
者募集

　先着20区
画で電話受

付をします。
(出店料が5

00円かかり
ます)

　未就学から
中学生まで

のお子様と
保護者での

出店が条件
です。

　飲食物等の
出品や業者

の方の出店
はお断りい

たします。

　なお、出店
の申込み及

び詳細につ
きましては

佐久平ハイ
ウェイ

　オアシス「
パラダ(TE

L0267-67
-8100)」へ

直接お問い
合わせ

　ください。

●「パラダ
手づくり市

」出店者募
集

　先着5区画
で電話受付

をします。(
出店料が1

000円かか
ります)

　アート作品
(手工芸・民

芸・木工芸
・ガラス工

芸・陶芸な
ど)

　が対象とな
ります。なお

、出店の申
込み及び詳

細につきま
して

　は佐久平ハ
イウェイオア

シス「パラダ
(TEL0267

-67-8100
)」へ

　直接お問い
合わせくだ

さい。

お問い合わせ
花と緑と動物ふれあいフェスタ2014実行委員会
佐久市役所 環境政策課内　TEL0267-62-2917

6月7日●土6月7日●土

塩川翔世さん
来場!
塩川翔世さん
来場!
日本テレビ番組「ZIP!(ジップ)」のコー
ナー「ニッポン生きもの係キャラバン」で
スエトシ牧場で馬の世話をしたイケメン
タレントです。イベントでは「愛犬の一
芸披露」や「動物ふれあい広場」におい
て出演を予定しています。

日本テレビ番組「ZIP!(ジップ)」のコー
ナー「ニッポン生きもの係キャラバン」で
スエトシ牧場で馬の世話をしたイケメン
タレントです。イベントでは「愛犬の一
芸披露」や「動物ふれあい広場」におい
て出演を予定しています。

しおかわ　しょうやしおかわ　しょうや

ふ
れ
あ
い
フェス
タ

ふ
れ
あ
い
フェス
タ

ふ
れ
あ
い
フェス
タ

ふ
れ
あ
い
フェス
タ
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長野
小諸

佐久 IC西

佐久 IC東

佐久 IC

馬瀬口 三ツ谷東
軽井沢

練馬

上信越自動車道

▼野辺山・清里

佐久市役所
長野牧場

一
本
松

小
海
線

上
平
尾
南

佐久平PA

佐久平駅長野新幹線

しなの鉄道

●

長野
小諸

佐久 IC西

佐久 IC東

佐久 IC

馬瀬口 三ツ谷東
軽井沢

上信越自動車道

▼野辺山・清里

佐久市役所
長野牧場

一
本
松

小
海
線

上
平
尾
南

佐久平PA

佐久平駅長野新幹線

しなの鉄道

●

練馬

中部
横断
自動
車道

中部
横断
自動
車道 佐久北 IC佐久北 IC

浅間山浅間山

佐久平ハイウェイオアシス
「パラダ」平尾山公園

佐久平ハイウェイオアシス
「パラダ」平尾山公園

※高速道路で来場のお客様でETC車載器がない
場合でも、第２PAへ駐車し、エスカレーター
を利用すれば会場へアクセスできます。

佐久平PA
（上り）

北パラダへ 一般駐車場

佐久平スマートIC

エスカレーター

一般駐車場
（シャトルバス運行）

南パラダ
センターハウス

P

P

一旦停止型ETC専用ゲート
（出入り口）

第２PA

上り（東京方向）下り（長野方向）

佐
久
市
街

佐久平PA
（下り）

佐久I.C 上信越自動車道 藤岡JCT

佐久平スマートI.C佐久平第２PA

エスカレーター

昆虫体験学習館
カブトムシドーム

虫の牧場

市民の森

平尾山
野鳥の森

物産販売
フリーマーケット等

一般駐車場
（シャトルバス運行）

一般駐車場

南パラダ
センターハウス

乗馬体験コーナー

フラワーガーデン

ドッグラン

フェスタ会場
森林セラピー体験受付

構成　佐久市・長野県動物愛護センター「ハローアニマル」・佐久保健福祉事務所
　　　長野県動物愛護会佐久支部・一般社団法人長野県獣医師会佐久支部
　　　佐久平尾山開発株式会社・佐久市観光協会
後援　東日本高速道路株式会社関東支社佐久管理事務所・信濃毎日新聞
　　　佐久市民新聞・株式会社エフエム佐久平・佐久ケーブルテレビ株式会社

主催　花と緑と動物ふれあいフェスタ2014実行委員会

●オープニングセレモニー(開会式)
　午前9時30分～10時
●動物ふれあい広場
　午前10時～午後3時
　やぎ・ミニブタ・モルモット・ハムスター・うさぎ
　などのかわいい動物とふれあってみませんか。
●愛犬の一芸披露
　午前10時～11時
　自慢の愛犬の一芸をご覧ください。
●愛犬のしつけ方教室
　午前11時～11時30分/午後1時～1時30分
　佐久家庭犬クラブインストラクターによる公開個別指導です。
●風船で動物を作ろう(無料)
　午前10時～午後3時
　風船でいろいろな動物を作ってみよう。
●おりがみで動物を作ろう(無料)
　午前10時～午後3時
　おりがみでどんな動物ができるかな。
●ソーラーカーを作ろう(有料)
　午前10時～午後3時
　ソーラーカーを作り、太陽光のエネルギーで走らせて
　みよう。1人1個500円(先着順)
●動物のお医者さんになろう
　午前10時～午後3時
　聴診器で動物の鼓動を聴いてみよう。
●動物何でも相談
　午前10時～午後3時
　動物に関する悩み、聞きたいことがあったら
　相談してみよう。
●動物の絵を描こう(無料/小学生以下)
　午前10時～午後3時
　会場内にいるかわいい動物の絵を描いてみませんか。
●環境エコクイズ
　午前10時～午後3時
　イベント会場内の4ヶ所に掲示してある問題に答えて
　いただき、全問正解者には景品を贈呈します。
　(なくなり次第終了となります。)
●動物の飼育者探し
　午前10時～午後3時
　動物の無償譲渡(当日は展示せず、
　写真のみ掲示します)。
●搾乳体験
　午前10時～午後3時
　自分で牛の乳を搾ってみよう。
　＊イベント当日の牛の状態により、搾乳できる時間が限られます。
●パラダ手づくり市
　午前10時～午後3時
　ひとつひとつ手づくりで作られたもの、あなたの「タカラモノ」
　が見つかるかもしれません。
●ポニー・サラブレッドの乗馬体験(有料)
　午前10時～午後3時
　意外と高い馬の背から、いつもと違う眺めを楽しんでみませんか。
　1人1回500円
●ハイウェイオアシス物産販売
　午前10時～午後3時
　花、野菜などの新鮮な
　地場産品を販売します。
●森林セラピー体験
　午前10時～正午
　話題の森林セラピーで
　癒し効果を体験してみよう。
●親子Deフリーマーケット
　午前10時～午後3時
　家庭雑貨、生活用品だけでなく、
　掘り出し物が見つかるかもしれません。
●花と緑のユビキタス:お花の名前クイズ
　午前10時～午後3時
　会場付近にある花の名前を、花についている名札(QRコード)で調べる。
　正解した回答数によって景品を贈呈します。
　＊但し通信に伴うパケット料金は各自負担となります。
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平成24年３月28日告示第31号 

○佐久市衛生委員会活動費交付金交付要綱 

平成24年３月28日告示第31号 

改正 

平成24年６月29日告示第76号 

佐久市衛生委員会活動費交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の生活環境の保全・美化を促進するために佐久市衛生委員会（それぞれの

区の衛生委員長をもって組織され、市内の環境保全・美化活動を推進する団体。以下「委員会」と

いう。）に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 区 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、住民相互の連絡や環境の整備

等、現に良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていると認められる住

民自治組織で、市長が認めたものをいう。 

(２) 衛生委員長 それぞれの区において住民により選出され、当該区における環境保全・美化活

動について同区を代表する者をいう。 

(３) 世帯数 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき登録された世帯数をいう。 

（交付対象活動） 

第３条 交付金の交付の対象となる活動は、委員会が行うおおむね次に掲げる活動とする。 

(１) 環境保全・美化活動及び啓発に関すること。 

(２) 外来植物対策に関すること。 

(３) ごみの不法投棄の防止に関すること。 

(４) 公害の未然防止に関すること。 

(５) 環境保全・美化活動に功労があった個人又は団体の表彰に関すること。 

（交付金の額） 

第４条 前条に規定する活動を行う委員会に対する交付金の額は、次の基準により算定した額に基づ

き、予算の範囲内において市長が定める額とする。 

  

区分 交付金の額（年額）の基準 

委員会運営経費 世帯数割 交付金の交付に係る年度（以下「交付年度」という。）

の前年10月１日現在の世帯数に20円を乗じて得た額 

衛生委員長活動費 規模別均等割 交付年度の前年10月１日現在の区ごとの世帯数に応じ

て別表第１に定める額の合計額 

環境保全・美化活動

費 

世帯数割 交付年度の前年10月１日現在の世帯数に100円を乗じ

て得た額 

規模別均等割 交付年度の前年10月１日現在の区ごとの世帯数に応じ

て別表第２に定める額の合計額 

理事である衛生委員長業務経費 交付年度における４月１日現在の別表第３の区分欄に

掲げる理事である衛生委員長の人数に同表の理事業務

経費を乗じて得た額 

（交付金の交付申請） 

第５条 委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、佐久市衛生委員会活動費交付金交付申請

書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（交付金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付金の交付を決定するも

のとする。 

２ 市長は、交付金の交付を決定したときは、佐久市衛生委員会活動費交付金交付決定通知書（様式

第２号）により、委員会に対し通知するものとする。 
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（交付金の交付請求） 

第７条 委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、佐久市衛生委員会活動費交付金交付請求

書（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（活動報告） 

第８条 交付金の交付を受けた委員会は、交付年度における活動終了後、速やかに、佐久市衛生委員

会活動費交付金活動実績報告書（様式第４号）に、交付年度における委員会の活動に係る書類及び

委員会の決算に係る書類を添付して、市長に報告しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月29日告示第76号） 

この要綱は、平成24年７月９日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

  

区分 規模別均等割額 

50世帯未満 5,000円 

50世帯から99世帯まで 5,500円 

100世帯から149世帯まで 6,000円 

150世帯から199世帯まで 6,500円 

200世帯から249世帯まで 7,000円 

250世帯から299世帯まで 7,500円 

300世帯から349世帯まで 8,000円 

350世帯から399世帯まで 8,500円 

400世帯から449世帯まで 9,000円 

450世帯から499世帯まで 9,500円 

500世帯から549世帯まで 10,000円 

550世帯から599世帯まで 10,500円 

600世帯以上 12,500円 

別表第２（第４条関係） 

  

区分 規模別均等割額 

１世帯から50世帯まで 8,000円 

51世帯から100世帯まで 10,000円 

101世帯から200世帯まで 13,000円 

201世帯から500世帯まで 20,000円 

501世帯以上 30,000円 

別表第３（第４条関係） 

  

区分 理事業務経費 

佐久市衛生委員会会長 8,000円 

佐久市衛生委員会副会長 7,500円 

佐久市衛生委員会監事 5,500円 

その他の佐久市衛生委員会理事 5,000円 

 


