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議 事 録（要旨）             

 配布先  

  

 主催   No. 

 企画課   

 議事録名  確  認 記録者 

第３回佐久市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略策定に係る有識者会議  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  
作成日 平成 27年 10月 14日 

 日 時 平成27年10月14日（水） 開催場所 議会棟 全員協議会室 時間 

10：00  

～ 

12：00 

 出席者 

委 員：山本正一、樫山徹、阿部眞一、浅沼博、伊澤敏、白井汪芳、 

    和田徹、黒澤正幸、依田孝彦、高木智彦 

事務局：市長 栁田清二、企画部長 矢野光宏、 

企画課長 佐藤照明、企画調整係長 若林浩一、 

企画調整係 小林利樹、大井哲哉、 

土地調整係長 羽毛田邦治 

委員 

出 10人 

欠 0人 

提出資料 

・会議次第 

・資料１ アンケート調査レポート（概要版） 

・資料２ 佐久市人口ビジョン（案） 

・資料３－１ 佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 

・資料３－２ 総合戦略（案）施策体系及び具体的な取組数 

・資料４－１ 佐久市生涯活躍のまち構想（案） 

・資料４－２ 佐久市生涯活躍のまち構想（案）（概要版） 

≪１ 開会≫ 

≪２ 座長あいさつ≫ 

≪３ 議事≫ 

（１）アンケート調査の結果について  

事務局より説明 

＜意見交換＞ 

   委員 アンケートについては、意外ではなく、予想どおりといった感想である。 

 

   委員 若い人たちがこんなにわがままなのかと感じた。子育てに関して行政が環境を整えて

いくことは必要だと思うが、相手探しまでとなると、行政がどこまで関わるべきなの

かと考えてしまう。 

 

   座長 アンケートの結果は必要に応じ、参考にしていただきたい。 
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（２）佐久市人口ビジョン（案）について 

事務局より説明 

＜意見交換＞ 

   委員 目標 10万人というのはとても良いことだと思う。長期的な推計として７～８万人の間

という推計が出ているので、突出し過ぎず穏やかで良い数字ではないか。数年前、通

産省で計算した人口推計では、首都圏以外で人口が増える都市が４～５市ほどあり、

その一つが佐久市だった。減ってはいくものの、長期的には８万人程度の人口を維持

するというのは現実的な数字だと思う。 

 

   委員 合計特殊出生率も県ベースに合わせているということなので、推計方法としては妥当

である。 

 

   委員 自然減から社会増にしていくためには、このアンケートから抽出した“何をしていか

なければならないか”について、しっかりと住民と行政の考えがマッチする戦略を立

てていくことが重要である。10 万人を目指すと実際には８万人になるとよく言われ

る。目標人口 10万人の設定は良いと思うが、結局はその実現を目指して社会増のため

に何をしていくかに行き着く。必要なことはアンケートから既に読み取れている。あ

とは、アンケートの結果を戦略にどう連動させるかに尽きると思う。 

 

（３）佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

事務局より説明 

＜意見交換＞ 

 委員 先ほどの人口ビジョンの説明の中にあった、５年間で 1.69 まで出生率を上げるとい

う目標はかなり厳しいと感じた。また、佐久市は国よりも５年早く合計特殊出生率

2.07を実現するという目標を出しているということである。例えば資料 3-1の８ペー

ジの目出しの部分では「保育料の負担軽減」や「妊産婦に対する医療費の助成」とい

ったかなり思い切った項目を掲げている。しかし、中身を読むと、掲げている言葉に

比べ結論が「保育料の見直しを図る」で終わってしまっていて、ぼやけている。リー

ディングプロジェクトなのであれば、例えば「第３子以降は無料にする」などの具体

的な施策まで掲げるべき。「妊産婦に対する医療費の助成」についても、「妊産婦の医

療費の軽減を図る」ではぼやけてしまうため、「妊産婦の医療費は無料にする」とい

うくらいの思い切った表現がないと合計特殊出生率の向上は難しい。 

 

事務局 前回の有識者会議で委員の方々からとんがった施策をとのご意見をいただき、今回そ

ういった視点を盛り込んだつもりである。また、今のご意見は持ち帰って検討させて

もらいたい。 

 

 委員 工場用地や工業団地の開発、また、既存の工場に対する支援は当然必要であるが、現
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在、商工会議所では、創業や研究開発、技術向上などいろいろな機能を盛り込み、市

民が仕事をスタートアップしやすくしたり、企業が技術力を上げたりといったことに

寄与できる産業支援センターのような施設の設置を検討中であり、いずれ提案したい

と考えている。そういったことも、多少戦略に盛り込んでおいてもらいたい。 

 

事務局 企業支援については、用地の確保も含め、経済部と連携して進めていきたい。 

 

座長 施策の中に新しい仕事、新しいビジネスへの視点があると良い。あるいは、高齢者が

いくつになっても働ける仕事づくりといった点も大事ではないか。 

 

   委員 子育ての問題への対応は非常に大事だと思う。特に、現在ひとり親家庭が増えていて、

相当厳しい思いをしながら子育てしている母親が多い。ひとり親家庭ではいろいろな

問題が起りやすいため、しっかり支援することは大変重要である。また、子どもの健

康な成育にとっても、支援の質の担保が重要である。 

 

   委員 私は全国の商店街の代表として、経済産業省や内閣府に全国からあがってきた地方創

生の総合戦略をどうまちづくりや買い物ゾーンに連動させていくかということを考え

るお手伝いをしている。その観点から考えると、今回の戦略は前回に比べ具体性は出

てきたが、佐久市の特長という点では、まだ不十分という印象だ。どの市町村も同じ

ような施策を打ち出し、金太郎飴状態という中で、何が佐久市のポイントなのかがよ

くわからない。個人的な意見だが、アンケートでは佐久市の一番素晴らしいところと

して評価されている自然に対する施策が何もない。また、自然＝健康という連動もな

く、そこから観光地として交流人口の増加に結びつける視点なども抜けている。また、

インターンシップについても掲げられているが、地場の企業を育てながら新しく企業

を誘致してくるというというところの具体案が示されていない。佐久市は東京から非

常に近く、立地的にも魅力があると思うが、そういう部分もよく読み取れない。来た

くないところには、インターンシップでは来ないだろう。したがって、インターンシ

ップに来たくなるようなものをまずつくっていかなければならない。佐久市は全国か

らも注目されているほどの素晴らしい素材がある。料理に例えるならば、もっとこう

した素材を生かした素晴らしい料理ができるのではないか。やはり市役所内での検討

に留まっていて、そこから抜け切れていないのが残念だ。きちんと市民のニーズ応え

たものになっているのかどうかもよくわからない。今回の総合戦略を出して、今後具

体的にさらに煮詰めていくのであれば、様々な有識者の専門的な視点を盛り込むなど

してぜひ今の殻を超えていってほしい。例えば、佐久市の世界健康都市としての特長

を生かすなど、これといったポイントを押さえた総合戦略にしていけば、全国的にみ

ても特色のある戦略となり、1,080 億円の補助金競争の中で予算を勝ち取れるものに

なるのではないか。 
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事務局 佐久市の良さやこだわりについて申し上げると、「健康」、「医療・介護の連携」、「良

好な自然環境」、「高速交通の結節点」などいろいろある。また、移住に関して言えば、

JRと連携した取組も行っており、空き家活用は全国でもトップクラスという実績があ

る。後ほど CCRC のところで申し上げるが、地域活動も盛んであり、健康長寿という

面もある。これらの強みをどう生かすかを念頭に置いてまとめたときに、子育て支援

や健康長寿についてはメニューを数多く出している。ただ、今回、市民アンケート、

転出者アンケート、企業アンケート、高校・大学・専門学校アンケート、さらには団

体インタビューを行なう中で、やはり経済的な負担が大きな課題の１つであると捉え

た。出産や子育ての支援については充実しているが、経済的な部分に目を向けていか

なければならないということで、今回の総合戦略の案では、資料 3-1の６ページ以降

に「若い世代の希望をかなえ、選ばれるまちを実現するための新たな取組」を掲げ、

若い新規就農者の皆さんががんばっている長者原地区の高原野菜の「まる月」のブラ

ンド化ということを１つの佐久市の特徴ある施策として目出しをしていきたいと考

えている。また、CCRCということで、高齢者が元気なうちに、さらに地域が求める人

材に佐久市に来ていただき、新しいまちづくりをおこしていこうということで現在一

生懸命取り組んでいる。元気な高齢者を対象とした CCRC、企業誘致、市内の雇用確保

を核とした生産年齢人口の確保、そして出生から子ども・子育て世代の皆さんに対し

ては保育料の軽減化、奨学金の一部免除、ひとり親家庭向け施策、妊産婦の医療費助

成なども目出ししながら、また、特に高速交通の要衝であることを念頭に置いて、佐

久平駅周辺の整備支援も行っていきたいと考えている。このように、アンケートやイ

ンタビューを参考にしながら、これまでも行ってきているが手薄となっているところ

を肉づけしようという思いで総合戦略を形づくってきた。平成 28 年度の国の交付金

の制度設計も進んでいる中で情報を入手しながら、引き続き PDCA を回していき、新

たな事業を加える、あまり効果がない事業は見直しをするということを繰り返して、

５年間続けていきたいと考えているので、またご指導をよろしくお願いしたい。 

 

   委員 例えば、保育料を無料化した場合、どの程度の予算が必要かは試算しているか。 

 

事務局 試算はしている。 

 

   委員 それができるのかできないのか。保育料の軽減ではなくて、無料化ということを打ち

出さないと、とんがった施策にはならない。 

 

事務局 億単位の負担の増加が生じる。今後、交付税が減少し、社会保障費が増加していく社

会情勢の中で、どの施策を重点的にやっていくか、あるいは縮小するかを見極める必

要がある。一方、お金を生み出す施策も考えていかなければならない。そのためには、

市内企業に対する補助制度を検討する一方で、佐久平周辺の整備を進め、一般財源を

確保しながら、また、公共施設マネジメントといった部分あるので、平成 27～28 年
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度で公共施設マネジメントの計画をつくるよう進めている。とんがった部分について

は、こだわって進めているが、今後も考えていきたい。 

 

 委員 できるかできないかは市長判断。そこまで職員の皆さんが提案していかないと、魅力

的な施策にならないのではないか。 

 

 委員 私は労働組合の連合所属だが、全国の労働人口 5,500万人のうち、正規雇用者が 3,000

万人といわれ、その２割弱にあたる 650～680 万人が労働組合に加入している。この

ように基本的には労働組合に加盟していない企業の方が圧倒的に多い。佐久市におい

ても、連合に加盟している人は 4,000名弱で、先ほど佐久市の従業者数は約３万９千

人にという話があったが、その約１割しか組合に加盟していない。そのような中、ア

ンケート結果にもあるように、雇用の確保が求められている。働く場所がなければ卒

業後は都会に出てしまうし、UIターンしても働く場所がない。そういう意味では、企

業誘致やそのための工業団地の整備はぜひ進めていただきたい。 

また、アンケート結果については、佐久市の良い点と暮らしにくい点などを参考にし

て、何らかの施策に落としていくべきではないか。暮らしにくい点として、交通の便

が悪い、文化・スポーツ施設が不十分だという意見があがっている。スポーツ施設に

ついていえば、合併の弊害として施設が点在してしまっているという現実がある。佐

久総合運動公園に陸上競技場が整備されているが、総合運動公園というからには、陸

上競技場以外の施設も総合運動公園に一極集中させ、小学校、中学校、高校、大学、

一般の方がそこに集まって一箇所でいろいろなスポーツができるということが必要。

そういうことも考える中で、総合運動場をもう少し充実させることも必要ではない

か。労働組合の働く人たちの意見として、スポーツ施設を一箇所に集めていただきた

いということと、高速交通網が発達しているということも生かしながら、働く場を確

保するための企業誘致や工業団地の整備をさらに進めていってほしい。病院や医療に

ついは、佐久市は他の地域と比べて充実していると思うが、そこをさらに充実させる

ということとともに、アンケート結果に沿った施策を検討していただきたい。 

 

事務局 合併して 10 年が経過するが、公共施設マネジメントの中で、これからいかに効果的

に施設を活用していくかという点については認識を同じくしている。総合運動公園に

ついては、建設部とも連携しながら進めていきたい。 

 

委員 民の立場から申し上げたい。合併により佐久市には 240の区がある。人口減少ついて

は、このうち、特に望月地区の減少率が大きい。望月地区には行政区が 50数区あり、

少ない世帯で区を組んでいることが区長会でも問題になっている。しかし、行政が人

口減少に対し、このように取組を進めている割には、市民は人口減少に危機感を持っ

ていない。行政だけで人口減少を食い止めようとしても無理がある。では何をしたら

いいかを自分なりに考えると、各地域にはそれぞれ特色があるため、地域おこしを各
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地区で考えていく必要がある。行政だけで人口減少を考えるのではなく、区民の意識

も変えて連携していかなければ、人口減少は食い止められないのではないか。今後、

区長会でも話題にしていきたいと思っている。 

それから、ひとり親家庭の生活困窮が非常に問題になっている。私の周りにも、ひと

り親家庭が非常に多く、複数のパートを掛け持ちしているが、教育にかかるお金で困

っているという話を聞いている。ひとり親家庭の経済的な援助にはぜひ力を入れても

らいたい。 

それから、佐久市の特色のある施策をという話があったが、市の市民健康部では「ぴ

んころ」に力を入れ、長寿にもつながる料理を考えて活動している。こういった活動

について、全国に向けて発信していく PRも積極的に行っていただきたい。また、市民

の間でも全体的にはまだ行き届いていないので、ぜひ市民に対する PR も進めてほし

い。 

 

事務局 全国的に人口が減少していく中で、どうやって歯止めをかけるかという意識で戦略を

つくっている。地域の特色や資源を磨いていくということで、その１つとして、長者

原地区の農業の産地化支援を打ち出している。ひとり親家庭については、これまでい

ただいたご意見を反映し、とんがった施策ということで、児童館を利用した夜７時以

降の子どもの居場所づくりや学習支援という形で支援をしていきたい。PR について

は、既にインターネット動画配信といったこともやっているが、SNS、広報、ケーブ

ルテレビ、ｆｍさくだいらなどを駆使して全国に発信していきたい。 

 

委員 総合戦略の基本的な、今までと全く違ったことをやるという意味で国が望んでいるの

は、行政と地域住民と事業者の歯車の３つが一緒にバランスよく回ることである。し

かし、この戦略（案）の内容をみると、行政ありきのプロダクトアウトされた戦略で

あり、市役所の中で施策を持ち寄ってやるという体になっている。市役所の中ではと

んがっていると思っているかもしれないが、住民からすれば全くそうではなく、もっ

とこんなことをやってほしいというものがあるのではないか。企業誘致にしても、ま

ず産業支援センターを市がバックアップして若手を育てるといった大きな姿勢を見

せながら、細かい施策を出していくといった優先順位にするとイメージ的に安心でき

る。どんとした姿勢を工業や産業で見せていかなければならない。細かい部分でここ

がとんがっていると言われても、それが果たして地方創生につながるのかというと、

戦略的には面白くないなと感じる。地方版総合戦略は首長のスキルの競争だと言われ

ている。例えば母親たちの声を聞いていただくような具体的な施策にしていってほし

い。今後に期待したい。 

 

事務局 これで戦略が終了するわけではない。PDCAを回しながら、市民の声を聞きながら、内

容を精査し、見直しをしていきたい。 
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   委員 大まかに何でも当てはまるような戦略にして、予算が決まったら具体的にしていけば

いいというやり方はやめてもらいたいと石破大臣も言っていた。 

 

事務局 大きく分けて、行政の進め方は２つあると思う。１つは今言われたようなやり方。も

う１つは地域の皆さんが主導してまちおこしをするための、前提となる大きな骨組み

を行政がつくり、どういう色をつけるかというボトムアップのやり方。その辺りのメ

リハリを付けながら進めていきたいと思う。 

 

   委員 例えば、婚活支援は商工会議所青年部に頼むとか、いろいろな団体に市が投げかけて

いろいろなアイデアを出して実行してもらえば良い。やりたがっているところや人は

たくさんいるので、皆さん喜んでやってくれると思う。そういうところを掘り起こし

てもらいたい。 

 

事務局 民間主導、民間のノウハウを活用することが大きなポイントになると考えている。今

後ご指導いただきたいと思う。 

 

座長 協働のまちづくりをずっとやっているが、正に住民がアイデアを出し合って行ってい

る。ああいう活動がもう少しスケールが大きくなってくると良い。 

 

事務局 協働のまちづくりは登録団体がものすごく多くなっている。東日本大震災以降、高齢

者宅へ行って植木の剪定を行うなど、地域ボランティア団体がたくさん立ち上がって

きている。先日も 100人会議で集まってもらい、５つの分野に分かれて議論したとこ

ろである。そうした下地も醸成しつつあるところなので、市民の力も活用しながら、

まちづくりを進めていきたい。 

 

≪４ その他≫ 佐久市生涯活躍のまち構想（案）について 

事務局より説明 

＜意見交換＞ 

   委員 良いコミュニティができるかどうかが全てである。移住する方が何を望み、どのよう

な方が移住を希望しているか、どのようなところへの移住を希望しているか、また、

受け入れる側がどのような思いでいるのかも含めて、きちんとした調査や評価が必要

だと思う。もう一度申し上げるが、良いコミュニティができるかどうかに全てがかか

っている。そのためにはどういう条件が必要かを考えていかなければならない。臼田

が魅力あるまちになっていくことも必要である。その辺りは商工会も一緒になって頑

張っていかなければならない。 

 

   座長 ほかにご意見がなければ、これで事務局の方からまとめをお願いしたい。 
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  事務局 冒頭でもご案内させていただいたとおり、本有識者会議の開催は、今回が最終となる。

総合戦略については、PDCAサイクルにより毎年度見直しを行なっていきたい。この進

行管理に当たっては、市の総合計画の進行管理と併せて、総合計画審議会において実

施を予定している。有識者会議の委員の方々には、今後もいろいろな形でご相談させ

ていただくことがあるかと思うが、引き続きご協力をお願いしたい。 

 

＜市長御礼あいさつ＞ 

 

≪５ 閉会≫ 

 

 


