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総合計画素案について、総合審議会からの意見、庁内照会意見など踏まえるとともに、１０月２６日に公表された平成２７年国勢調査人口等基本集計結果を反映し、次の修正を行いました。 

 

NO. 区分 Ｐ 項目 修正後（計画案記載内容） 修正前（計画素案記載内容） 修正理由 

1.  はじめに ４ 

２（３）人口 平成２７年の本市の人口は、９９，３６８人・・ 

 

平成２７年の本市の人口は、９９,４１６人・・ 

平成２７年の出生者数は□□人であり、長期的には減少傾向と

なっています。 

平成２７年国勢調査人口等基本集計

結果の公表によるもの 

2.  はじめに ４ 
２（３）人口  老年人口（６５歳以上）は２８，５０６人で、高齢化率は２９．

０％となっています。 

老年人口（６５歳以上）は□□人で、高齢化率は□□．□％と

なっています。 

平成２７年国勢調査人口等基本集計

結果の公表によるもの 

3.  はじめに ４ 

２（３）人口 平成２７年の出生者数は７４３人、合計特殊出生率は１．５２

となっています。 

平成２７年の出生者数は□□人であり、長期的には減少傾向と

なっています。 

また、本市の合計特殊出生率は、平成２７年で□□となってお

り、全国平均、長野県平均を□回っています。 

最新数値に更新するため 

4.  はじめに ５ 

２（３）人口 （Ｈ２７国勢調査公表値に合わせて更新） 

（年齢３区分の説明を追加） 

（総人口、年齢３区分のグラフ） 平成２７年国勢調査人口等基本集計

結果の公表によるもの 

年齢３区分の説明追加は、１０月１２

日総合計画審議会意見による。 

5.  はじめに ６ 
３（１）ア 

少子高齢化～急速な進行 

（「団塊の世代」についてページ下部の用語解説を追加） （なし） １０月１２日総合計画審議会意見に

よるもの 

6.  はじめに 13 

４ 課題３ 

地域の特徴と歴史を 

生かしたまちづくり 

居住地域の点在化と相まって・・・ 拡散型の都市構造と相まって 「はじめに」・「基本構想間」で記載を

合わせるため 

7.  基本構想 ４ 
２（３） 

まちづくりの将来指標 

本市の人口は、平成２７年１０月１日現在（平成２７年国勢調

査）で９９,３６８人・・・ 

本市の人口は、平成２７年１０月１日現在（平成２７年国勢調

査）で９９,４１６人・・・ 

平成２７年国勢調査人口等基本集計

結果の公表によるもの 

8.  基本構想 ５ 
２（３） 

まちづくりの将来指標 

（Ｈ２７国勢調査公表値に合わせて更新） （人口推移のグラフ）  

9.  基本構想 ７ 
３（２）都市基盤分野 

政策の方向性 

居住地域の点在化と相まって・・・ 居住地域の低密度化と相まって・・・ 「はじめに」・「基本構想間」で記載を

合わせるため 

10.  基本構想 14 

主要施策の方向性 

（３）ア 農業 

     林業 

多様な担い手の確保・育成を図る・・ 

林業従事者の確保・育成を図る・・・ 

地元産材の活用・・・ 

多様な担い手の育成・確保を図る・・ 

林業従事者の育成・確保を図る・・・ 

地場産材の活用・・ 

「基本計画（３章）」と記載を合わせ

るため 

11.  基本構想 17 
主要施策の方向性 

（５）ウ 上水道 

水源地の保全と水循環・水資源の重要性の啓発を図るととも

に、・・・ 

水源地の保全と水循環、水資源の重要性の啓発を図るととも

に、・・・ 

記載の整理・見直しのため 

12.  
基本計画 

（第１章） 
４ 

学校教育 

現状と課題 

臼田地区新小学校の建設場所が決定したことにより、既存４小

学校の後利用、跡地利用の在り方を・・・ 

臼田地区新小学校の建設場所が決定したことにより、既存４小

学校の跡地利用の在り方を・・・ 

 記載の整理・見直しのため 

13.  
基本計画 

（第１章） 
５ 

学校教育 

現状と課題 

社会の急速な国際化の進展の中、小学校３・４年での外国語活

動の導入、小学校５・６年での英語教科化に向け・・・ 

社会の急速な国際化の進展の中、小学校５・６年での英語教科

化に向け・・・ 

 記載の整理・見直しのため 

14.  
基本計画 

（第１章） 
６ 

学校教育 

前期基本計画の主な取組 

（１） 

臼田地域のまちづくりや公共施設マネジメントの視点から、臼

田地区新小学校の建設に伴う既存４小学校の後利用、跡地利用・・・ 

臼田地域のまちづくりや公共施設マネジメントの視点から、臼

田地区新小学校の建設に伴う既存４小学校の跡地利用・・・ 

 記載の整理・見直しのため 
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NO. 区分 Ｐ 項目 修正後（計画案記載内容） 修正前（計画素案記載内容） 修正理由 

15.  
基本計画 

（第１章） 
６ 

学校教育 

前期基本計画の主な取組 

（２） 

問題解決能力の向上を図るため、問題解決学習のエキスパート

教科のひとつである理科教育の充実を図ります。 

様々な教科で必要とされる問題解決能力の向上を図るため、好

奇心、探究心を育む理科教育の充実を図ります。 

 

 記載の整理・見直しのため 

16.  
基本計画 

（第１章） 
６ 

学校教育 

前期基本計画の主な取組 

（２） 

国際化に対応できる人材を育成するため、小学校３・４年での

外国語活動の導入、小学校５・６年での英語教科化に向けた・・・ 

国際化に対応できる人材を育成するため、小学校での英語教科

化に向けた・・・ 

 記載の整理・見直しのため 

17.  
基本計画 

（第１章） 
６ 

学校教育 

前期基本計画の主な取組 

（２） 

地域と学校が連携した子どもを育てる取組のさらなる充実のた

め、コミュニティスクール＊の体制づくりを推進します。 

 

これまでの地域と学校が連携した子どもを育てる取組を踏ま

え、コミュニティスクール＊を推進します。 

 記載の整理・見直しのため 

18.  
基本計画 

（第１章） 
６ 

学校教育 

前期基本計画の主な取組 

（３） 

特別支援教育支援員の資質向上のため、研修の充実を図るなど

特別支援教育を推進します。 

支援員の資質向上のため研修を行うなど、特別支援教育の充実

を図ります。 

 記載の整理・見直しのため 

19.  
基本計画 

（第１章） 
15 

スポーツ 

後期基本計画の主な取組 

佐久市体育協会や総合型地域スポーツクラブ＊、スポーツ少年

団などの活動、 

総合型地域スポーツクラブ＊やスポーツ少年団の活動・・・  記載の整理・見直しのため 

20.  
基本計画 

（第１章） 
15 

スポーツ 

現状と課題 

佐久市体育協会や総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団

などが安定した・・・ 

総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団が安定した・・・  記載の整理・見直しのため 

21.  
基本計画 

（第３章） 
39 

商業・サービス業 

後期基本計画の主な取組 

・・岩村田地区活性化検討委員会を開催して検討しました。 ・・岩村田地区活性化検討委員会を開催して検討を開始しまし

た。 

 後期基本計画の期間内に検討がまと

まるため 

22.  
基本計画 

（第３章） 
39 

商業・サービス業 

後期基本計画の主な取組 

（記載整理の上、「工業」の項目に移動） ・佐久市ものづくり支援事業により新たな商品開発を支援して

います。（項目全体） 

 実質的な内容が「工業」に係るもので

あることから、記載位置を見直したため 

23.  
基本計画 

（第３章） 
39 

商業・サービス業 

後期基本計画の主な取組 

（記載整理の上、「工業」の項目に移動） ・・国内外の展示会または見本市への出展に対して対象範囲を

広げて支援しています。（項目全体） 

実質的な内容が「工業」に係るもので

あることから、記載位置を見直したため 

24.  
基本計画 

（第３章） 
44 

工業 

前期基本計画の主な取組 

・・工業振興の具体的戦略である佐久市健康長寿産業振興ビジ

ョンに基づき工業振興を図ります。 

 ・・工業振興の具体的戦略である佐久市健康長寿産業振興ビジ

ョンを策定します。 

後期基本計画の期間内に策定見込み

のため 

25.  
基本計画 

（第５章） 
67 

環境保全 

後期基本計画の主な取組 

現状と課題 

 

 

緑の環境調査や定期的な環境保全パトロール、・・・ 

水質、大気などの各種調査や定期的な環境保全パトロールを行

い、・・・ 

 

緑の環境調査＊や定期的なパトロール、・・・ 

水質、大気などの各種調査や定期的なパトロールを行い、・・・ 

 記載の整理・見直しのため 

 

26.  
基本計画 

（第５章） 
68 

環境保全 

前期基本計画の主な取組 

（２） 

健全な水循環を確保するため、・・・ その健全な循環を確保するため、・・・ 記載の整理・見直しのため 

27.  
基本計画 

（第５章） 
69 

街並み緑化・公園 

後期基本計画の主な取組 

平成２６年３月には、補助競技場が完成しました。 平成２６年３月には、補助競技場が完成ました。  記載の整理・見直しのため 
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NO. 区分 Ｐ 項目 修正後（計画案記載内容） 修正前（計画素案記載内容） 修正理由 

28.  
基本計画 

（第５章） 
75 

上水道 

後期基本計画の主な取組 

〃 

現状と課題 

 

周辺市町村を始めとする全国の自治体と情報の共有・交換を行っ

ています。 

水循環・水資源の重要性、水源地保全の啓発を行っています。 

地域共有の貴重な財産である地下水の健全な循環と水資源の保全

のため、・・・ 

周辺市町村を始めとする全国の自治体と情報交換を行っていま

す。 

水循環、水資源の重要性、水源保全の啓発を行っています。 

地域共有の財産である地下水の健全な循環と水資源の保全のた

め、・・・ 

 記載の整理・見直しのため 

29.  
基本計画 

（第７章） 
94 

行財政経営 

前期基本計画の主な取組 

（３） 

 人事評価制度を人材育成や職員配置に活用し、適正な人事管理

と職員の能力発揮を図るとともに、評価結果の処遇への反映によ

り、職場の活性化を図ります。 

人事評価結果の処遇への反映により、職場の活性化を図るとと

もに、人材育成や職員配置にも活用し、組織の効率化を図ります。 

 記載の整理・見直しのため 

30.  
基本計画 

（第７章） 
99 

広域連携 

後期基本計画の主な取組 

佐久広域連合において、佐久広域連合障害者相談支援センター

が開設され、相談支援業務を行っています。 

佐久広域連合において、佐久広域連合成年後見支援センター及

び佐久広域連合障害者相談支援センターが開設され、相談支援業

務を行っています。 

平成２８年４月から成年後見支援業

務が佐久市社会福祉協議会に委託され、

「さく成年後見支援センター」が開所し

ているため（４章５７、６０ページに記

載あり） 

 


