
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０１５年６月定例会号 

佐藤のりゆき後援会 

発行責任者  森山  和 

上田市真田町長 3576-1 
TEL 0268-72-5666 

FAX 0268-72-2622 佐 藤 論 征 

上 田 市 議 会 議 員 

佐藤のりゆき 
後 援 会 報 

６ 月 定 例 会 報 告 

討議資料 

上田市議会 6月定例会が 6 月 15日から 7 月 6日までの 22日間開会。予算案など 30議案が提出され可決。 

マイナンバー制度関連事業        ５，５５４万円      

 通知カード・個人番号カード関連事務を地方公共団体情報システ

ム機構に委託するための予算が国より交付され、市の予算に補正予

算として５，５５４万円を計上。通知カードの作成・発送、個人申

し込処理・製造・発行などが機構に委託し行われます。 

佐藤のりゆきホームページ  http://www.noriyuki-sato.com  

 

Co 

 

上田市議会議員 佐藤のりゆき 検索 

問 10 月からの「通知カード」発送にあたって、市としての市民の

皆さんへの対応はどのように考えているか。 

答 10 月以降、市では最低半年間、専用ダイヤルと専用窓口を設置

し出前講座の要請に対しても対応していく。 

委員会においてマイナンバー制度について質問いたしました 

（社会保障・税番号制度） 

●マイナンバー制度とは 

マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一

人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税

制度の効率性・透明性を高め、国民によって利便性の高い公平・公

正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）です。 

●マイナンバーの通知 

平成 27 年 10 月から、住民票をお持ちの市民の皆さま一人ひとり

に 12 桁のマイナンバー（個人番号）が記載された「通知カード」

が郵送されます。 

 

 「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別も記載されて

います。 

 

 このカードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送するこ

となどにより、「個人番号カード」の交付を受けることができます。 

●個人カード 

本人の顔写真が記載されるため、身分証明書として利用できるほ

か、IC チップが搭載されており、e-TAX などの電子申請をはじめ、

各種行政サービスができるようになる予定です。 

 

 平成 28 年 1 月以降に交付を受けることができます。 

（注）個人カードイメージ 

  
      表            裏 

 

イメージキャラクター 

マイナちゃん 

大型処理機による生ゴミ堆肥化モデル事業  ４１６万円  

家庭系生ごみの堆肥化を促進するため、大型処理機による共同処理

モデル事業を実施するための予算４１６万 3 千円を予算化。 

3月定例会において提案した事業が予算化されました 

 
3 月の一般質問において提案した、大型生ゴミ処理機による共同

処理事業がモデル事業として採用されました。今回は 4 台をモデル

事業として設置を予定し本年 8 月頃から募集開始の予定です。 

ごみ減量化機器等購入補助金       １，０００万円  

本年度から、ごみ減量化機器等購入補助金が大幅に補助率を上げ

たことにより、本年 5 月 28 日に当初予算で予算化していた補助金

を使い切ったため、制度が一時中断していました。今定例会におい

て１，０００万円を追加して予算化し制度を再開いたします。 

 

対象経費 説明 例 補助率 

「生ごみ堆肥

化容器」の購入

に要する経費 

発酵・分解等により

生ごみの容量を減少

させ、堆肥化するこ

とを目的としたコン

ポスト容器又は堆肥

化容器 

コンポスト 

密閉容器 

5 分の 4 以内。 

ただし、1 台につ

き 5,000 円を限

度とする。 

「生ごみ処理

機」の購入に要

する経費 

内部にヒーター、か

くはん装置、送風装

置等を組み込んだご

み減量化機器 

乾燥式 

バイオ式 

5 分の 4 以内。 

ただし、1 台につ

き50,000円を限

度とする。 

 

 20～50 世帯から出される生ごみを

処理できます。 

 維持費などは市が負担し、使用する

団体の費用負担はありません。 

 モデル事業のため、データ取りの協

力をお願いすることとなります。 

生ごみ大型処理機 

各家庭からでた生ごみを処理機に投入し堆肥化します。投入し

た生ごみは約１．５％の量に減量化されます。 

（例：1,000 ㎏投入すると約 15 ㎏の堆肥となります） 

佐藤のりゆき ごみ減量化への取り組み 

 資源循環型社会構築に向け、ごみ減量化について今後も調査研究

と今回のような市への提案を続けてまいります。現在のごみ焼却施

設は既に耐用年数を過ぎており、延命措置だけで年間 5 億円もの経

費がかかっている状況です。ごみの問題は上田市全体の問題です。

皆様と共に問題解決に向け取り組んでまいります。 

（仮）真田十勇士ガーデンプレス整備事業  ７，９００万円  

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放送に伴い、中心市街地の賑わい創

出と回遊性の向上を図るため、原町の市所有地等にガーデンを中心

としたコミュニティー交流スペースを整備します。 

真田十勇士ガーデンプレス整備事業 ６，４２０万円 

原町公衆トイレ整備事業      １，４８０万円 

地域活動助成事業補助金           １１０万円  

（公財）長野県市町村振興協会の地域活動助成事業の補助金が交

付されることが決定し、市の予算に補正予算として１０９万９千円

計上されました。これは消防団員用雨具の購入し使われます。本年

度は１８５着購入します。今後も雨具の配備を進めていく予定です。 

 

ごみ減量化機器等購入補助金概要 

スマートフォンからもご覧いただけます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 本年９月に開催されるラグビーワールドカップ、イングランド大会の親善大使とし

て本年８月に菅平高原をイギリスの名門校であるセントポールズ校ラグビー部員の訪問

が予定されているが、こういった際に、地元の学校などへのガイドの要請はできないか。 

答 外国人向けガイドについて、学生ガイドも含め具体的に検討していく。 

請願・陳情について                          

●市政についての要望を市議会に請願・陳情できます 

市議会では、市民皆さんの要望などを請願や陳情という形で受け付けています。

提出された請願・陳情は、内容を審査し、採択か不採択かを決定します。 請願は、1

人以上の議員の紹介（署名または記名押印）が必要ですが、陳情は必要ありません。

請願権は、憲法において基本的権利として認められています。陳情は、請願に準じた

取扱いをしています。 

●請願について 

 請願は所管する常任委員会に付託し、審査しています。請願の内容が妥当で、そ

の実現を図ることが適当と認められたものは採択すべきものとし、請願者の要望に沿

い難いものは不採択すべきもの等とし、その結果をもとに本会議で結論（議決）を出

します。また、請願については、請願を紹介する市議会議員が必要です。 

「安全保障関連二法案」に関する請願について                 

今定例会に「集団的自衛権」に関する「安全保障関連二法案」を廃案ならびに拙速

な審議と採決を行わないことを求めるよう国に上田市が意見書の提出を求める請願

が提出され、賛成少数で不採択となりました。現在報道では、多くの市町村が提出し

ていると報道がなされ話題となっておりますが、市町村議会においては防衛などに関

することは権限外とされており（防衛等については国の権限）、請願内容の是非に関

係なく、その規則にのっとり意見書の提出については不採択となりました。上田市議

会については、規則を厳守し議会運営をおこなっております。 

 

「地方議会運営辞典」より抜粋 

６月定例議会一般質問 6月定例会の一般質問において、観光行政について質問をいた

しました 
ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放送にともなう観光戦略について 

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放送まで７か月をきったなか、これまで集客目標や観光客数の予測など

も明確でなく、観光戦略なども具体的に示されていない状況でありました。そこで、今回具体的な内

容を明確にするため質問をいたしました。 

問 大河ドラマ館の運営について、集客目標の設定が必要と考えるが、集客目標と観光戦略は。また、

その他主要観光施設の入り込み予測は。 

答 平成 21 年に「天地人」の舞台の上越市の大河ドラマ館の入場者が約 41 万人、上田市とドラマの

状況が似ています平成 25 年の「八重の桜」の会津若松市のドラマ館が約 61 万人であることを勘案し、

上田での入館者につきましては 50 万人を目標とする。ドラマ館の管理運営業務につきましては、これ

まで大河ドラマ館の管理運営業務を受託した実績のある業者を中心に業者選定の準備を進めておりま

す。大河ドラマ館への集客戦略の取り組みは、管理運営業務の一つであるチケット販売業務の中で、旅

行会社と共同により団体客に対し全国の旅行エージェントを対象に、また個人客に対しては各プレイガ

イドを対象にチケットの販売戦略を立てて販売。過去３年間に大河ドラマの舞台となった自治体の観光

客数の増加等を勘案し、市全体といたしまして約 20％の増加が見込める。 

問 多言語観光ホームページ、パンフレットの作成が既に予算化され予定されているが、

具体的な内容と決定方法、作成方法、公開時期については。また、積極的な情報発信手

段としてフェイスブックなどの活用についての考えはあるか。 

答 パンフレットについては、別所温泉地域に絞った多言語版を作成。多言語ホームペ

ージについてはインバウンドミーティングにおいて協議し年内公開を目途に進める。フ

ェイスブックなどの活用については課題も多いが、観光情報を提供する有効的なツール

として検討している。 

問 観光ガイドの不足が心配されるが、育成の取り組みと今後の活用についての見解はどうか。 

答 上田観光ボランティアガイドの会では、昨年度、５年ぶりに新規会員の募集を行い、新たに９名が

入会。また、真田氏に関する知識をさらに深める講座を開設し、会員のレベルアップも取り組んでいる。

また、他の団体についても会員の確保や養成を行っている。今後は、各団体同士のさらなる連携、相互

研さんにも力を入れるが、あわせて、上田城跡公園内におきまして、事前に予約のない場合でも観光ガ

イドのサービスが受けられるフリー観光ガイドの導入について、ＮＨＫ大河ドラマ放送期間中の実施に

向け、現在検討を進めている。 

 

平成 26 年に日本を訪れた外国人旅行者は、推計約 1,341 万

人と過去最多を記録し、長野県においても平成 25 年の県内に

宿泊した外国人観光客数は前年比 44.8％増、平成 11 年の調査

開始以来、過去最高の 36万 1,000人であった上、平成 26年に

つきましても過去最高記録を更新する見込みとなっておりま

す。他の市町村においても、平成 25 年度の宿泊数で、白馬村

６万 556人（前年度比 35.1％増）、長野市５万 1,836人（31.5％

増）、松本市５万 1,823 人（73.8％増）、大町市１万 8,671 人

（157.4％増）となっております。一方上田市は、外国人観光

客の宿泊数は、平成 25年、6,804人であり、平成 19年の 3,527

人と比較すると急激にふえてはいるものの、前年の平成 24 年

と比較すると５％の減となっており、平成 22 年度以降、ほぼ

横ばいに転じている状況です。これは非常に問題であり、対策

が急務であることから今回質問をいたしました。 

※一般質問全文はホームページに掲載しております 

外国人観光客誘致（インバウンド）の取り組み 

一般質問の内容が新聞に掲載されました 

（2015年 6月 23日信濃毎日新聞） 

問 取り組みを強化するうえで、集客目標、ターゲット国を示し目標達成に向け取り組

む必要性が高いが、具体的な集客目標とターゲット国は。 

 

答 5 年後の平成 32 年には現在の 50％増の 1 万人を目標とする。ターゲット国につい

ては、台湾とタイを選定し目標達成に向け取り組む。 


