
[1/8]

第二次須坂市環境基本計画

第二次須坂市環境行動計画　施策一覧表
※実施計画（H23～25年度）より記載

事業内容 現状値
【平成21年度】

目標値
【平成27年度】

事業額
（千円）

生活環境課 地球温暖化防止事業 市内の平成21年度のCO２排出量に

対する削減率の割合を高める。

ＣＯ２削減量の検証を行う

0.00%
12.5％削減

(平成21年度比)

総務課・生活環境課 地球温暖化防止事業 壁面緑化用の苗配布 壁面緑化用の苗配布

― 300株/年 250

②須坂市全体のCO2排出

削減計画の策定

・市全体のCO2排出量削減計画を策定し、推進す
る。

生活環境課 地球温暖化防止事業 市民向け、削減効果などの広報
（H22　０回）

市民向け、削減効果などの広報

― ３回/年

公共施設駐車場や市営駐車場など
へのアイドリングストップの啓発を行

アイドリングストップや節電の奨励の啓発を行う

― 20箇所/年

県下一斉ライトダウンデーに協力す
る

県下一斉ライトダウンデーに協力する

ノー残業デーを週1回から2回に拡大
実施(H22)

ノー残業デー継続実施

週1回 週2回

LED等、高効率照明器具への更新 蛍光灯からLED等に更新し、全体の電気使用量を
削減(平成25年度まで) 5,500

遮光幕等の設置 断熱材、遮光幕等を設置し、冷暖房効果を高める

500

蛍光灯スイッチを個別に修繕 蛍光灯スイッチを集合型から個別型にし、無駄な電
力をカットする 700

クールビズ、ウォームビズスタイルの
期間延長

クールビズ及びウォームビズスタイルの期間を延長
し、暑さ、寒さ対策を奨励する

冷暖房運転の調整 冷暖房稼働時間の短縮と設定温度の調整

太陽光発電設備の設置件数 太陽光発電施設に関する補助金支援と自然エネル
ギーの導入普及啓発 375件 22,500

新エネルギー（家庭用太陽電池、ペ
レットストーブ）導入などに対して補
助を行う

ペレットストーブ設備補助 地球温暖化防止推進協
議会補助

1件
(平成22年度)

4,100

小規模水力発電事業 米子町をフィールドとする小規模水
力発電の実証実験を活用し、小規模
小水力発電の普及を図る

・米子町をフィールドとする小規模水力発電の実証
実験により、エネルギー利用の検討をする(平成24
年度まで)
・小規模水力発電の普及を図る

１箇所 ７箇所 10,000

再生可能エネルギー導入
事業

各家庭から出る使用済廃食用油の
分別収集、再資源化（BDF化）

廃食用油のBDF化委託及び利用促進

200ℓ/日 300ℓ/日 2,040

小学校太陽光発電設備設
置事業

市内小学校に太陽光発電を導入し、
CO２や電気代の削減、エコ教育の推

進を図る

市内小学校に太陽光発電を導入し、CO2や電気代

の削減、エコ教育の推進を図る ７校
（平成22年度）

１１校 95,700

中学校太陽光発電設備設
置事業

市内中学校に太陽光発電を導入し、
CO２や電気代の削減、エコ教育の推

進を図る

市内小学校に太陽光発電を導入し、CO2や電気代

の削減、エコ教育の推進を図る ２校
（平成22年度）

４校 95,700

子ども課 保育園舎改修事業 保育園舎改修に伴い太陽光発電設
備の導入

仁礼保育園への設置　5kwh(平成23年度)
須坂・高甫保育園への設置　須坂10kwh、高甫8kwh(平成24
年度)
千曲・相之島保育園への設置　各10kwh(平成25年度)
北旭ヶ丘・豊丘・井上保育園への設置　各10kwh(平成26年
度)

― 8園 73,000

・新エネルギービジョンを推進する。
・水力発電などの再生可能エネルギーの可能性に
ついて、引き続き研究を行う。
・公共施設への太陽光発電設備の推進する。
・太陽光発電設備及びペレットストーブの普及を図
る。
・関係団体と連携、共創し、BDFの展開について研
究する。

環境の項目 具体的施策の項目

④再生可能エネルギーの
導入

地球温暖化防
止対策

①地球温暖化防止の推進

③省エネルギーの推進

行政の取り組み

地球温暖化防止事業

事業概要

平成23年度～平成27年度

総務課 地球温暖化防止事業

生活環境課 地球温暖化防止事業

担当課 事業名

総務課・生活環境課

・市における地球温暖化の現状を広く周知し、温暖
化に対する対応策を検討
・CO2削減の取り組みをさらに進める。
・地球温暖化防止に取り組む支援を行い、市民運動
として展開
・地産地消を積極的に推進し普及を図る。

・CO2削減の取り組みをさらに進める。
・庁内での省エネルギーを推進する。
・公共施設への省エネ型設備の設置を推進する。
・家庭の省エネ講習会を開催
・省エネルギーの見える化事業を実施
・ライトダウンデーの協賛

生活環境課

学校教育課

１　地球温暖化防止に取り組もう

14.5%削減
（平成21年度比）

1,000件
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事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

ノーマイカーデーの実施
県下一斉ノーマイカーウィークへの
協賛

ノーマイカーデーの実施
県下一斉ノーマイカーウィークへの協賛 月1回 月2回

エコドライブ講習会の開催 職員向けエコドライブ講習会の実施

― 受講職員150人 300

総務課 地球温暖化防止事業 電気自動車1台リースにて導入 電気自動車1台リースで導入（5年間）

― １台 2,500

公共交通活性化事業 すざか市民バスの利用者を増やす すざか市民バスの利用者を増やす

― 115,000人/年

公共交通利用促進啓発事
業

広報誌による啓発回数を増やし、利
用者の増加を図る。

広報誌等による啓発活動を行う。（現状値6回）

６回/年 ８回/年

市内公共交通確保事業 地域の実情に合った公共交通システ
ムの構築・実証運行に、負担金を支
出する

新公共交通システム事業負担金
(全体事業費 177,090千円)

115,000人/年 146,544

鉄道軌道輸送対策事業 長野電鉄が実施する施設整備等を
支援し、安全な鉄道輸送を確保する

鉄道軌道輸送対策事業補助金
(全体事業費1,154,040千円)

― ― 41,153

農林業 ①環境保全型農業の推進 エコファーマーを増やすための支援を行う。 農林課 エコファーマー育成 「エコファーマー」認定者数を維持す
る

「エコファーマー」認定者数を増やす

1,039人 1,050人 1,500

工業課 農商工観連携による新事
業創出支援補助制度

農林、商業、工業、観光業が有機的
に連携し、それぞれの経営資源を有
効に活用して行う事業に対して支援
する

農商工観連携による新事業創出支援補助金

5件 25,000

子ども課
学校給食センター
農林課

地産地消事業 学校給食、保育園給食における地元
産食材の利用拡大を図る

学校給食などへの地元産農産物の利用拡大

― ５品目

③遊休農地の利活用 ・遊休農地の解消の支援を行う。
・市民や事業者が遊休農地の解消をできる機会を
提供する。
・遊休農地でバイオマス燃料等の作物栽培を支援
する。

農林課 遊休農地解消対策事業 遊休農地の解消に対し助成する 遊休農地解消対策事業補助金交付と、解消面積を
27年度までに33.3haとする

15.4ha 33.3ha 16,500

④鳥獣害対策の推進 ・持続可能で効果的な鳥獣害対策を進める。
・地域づくりと鳥獣害対策を結びつけた取り組みを
進めるとともに、その体制整備を支援する。

農林課 鳥獣被害防止対策事業 イノシシ・猿による農作物の被害を防
止するため捕獲用器具の配備、荒廃
森林等の整備を行う（現在電気柵の
設置距離24.73㎞、H27年度49.25km)

報奨金 緩衝帯整備事業
イノシシ・猿用電気柵

24.73km
(平成22年度)

49.25km 426,600

農林課 間伐対策事業 森林の荒廃を防ぐため間伐事業を
支援する（H21年度累計576.67ha、
H27年度累計1,350ha）

間伐対策事業補助金

576.67ha 1,350ha 12,500

林道開設事業(補助･単
独)

森林整備のため林道網の整備を進
める

米子不動線 戸谷沢線
平成27年度完了 72,600

県営林道開設事業 森林整備のため林道網の整備を進
める

戸谷沢線
平成25年度完了 49,100

松くい虫防除対策事業
（地上散布）

松くい虫発生防止と被害木の早期処
理を行う

地上散布

20.66ha 23ha 20,927

松くい虫防除対策事業
（伐倒駆除）

松くい虫発生防止と被害木の早期処
理を行う

伐倒駆除

552本 600本 74,000

養成講座の開講 養成講座を開催 養成講座を開催

１回/年 ２回/年

森林振興対策事業 森林づくり推進支援金を活用して、間伐材
製品の作成により森林整備の啓発を行う

間伐材ベンチ、熊ベル作成、森林体験教室年１回開
催 １回/年 １回/年 4,150

地球温暖化防止事業

市民課

⑤車依存型社会からの脱
却

・自転車が利用しやすい道路の整備を進める。
・ノーマイカーデーを引き続き実施するとともに、事
業者の協力を得る。
・分かりやすい公共交通情報の提供に努める。
・エコドライブ講習会を開催する。
・エコカー普及のための促進策を検討する。
・公用車のエコカー導入を推進する。
・電動アシスト時電車等の普及促進策を検討する。

総務課
生活環境課

②地元産農産物の消費拡
大

・地元農産物や地産地消のPRを積極的に行う。
・学校給食等への地元産農産物の利用拡大を図
る。

⑤森林整備の推進

⑥森林整備の担い手確保 ・林業の活性化と林業従事者の生活環境の整備を
図り、後継者の育成に努める（須坂市森林整備計画
より抜粋）
・市民参加の森林啓発活動の養成講座を企画す
る。
・森林の里親事業の契約締結数を増やすための取
り組みを行う。

農林課

道路河川課

農林課

・須坂市森林整備計画を確実に推進する。
・林業の現状や国県の施策の動向に応じて、須坂
市森林整備計画を見直す。
・地元産の木材や林産物の普及促進を図る。
・間伐財の利活用の促進を図る。
・須坂市の森林、林業の現状、森林の働き（CO2吸
収源を含む）等について普及啓発を行う。

２　生物多様性を保全し、向上させよう

地球温暖化防
止対策
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事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

森林の里親制度 森林所有者と企業が里親契約を結
び、森林整備や住民との交流を深め
る

森林の里親制度

１件 ２件

り組みを行う。
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事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

①生物多様性地域戦略の
策定

・生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性を
考えた「すざか生物多様性地域戦略（仮称）」を策定
し推進する。
・生物多様性保全のためネットワークを検討する。

生活環境課 生物多様性戦略の策定 ・身近な生き物調査隊（仮称）による
生き物調査を行う
・生物多様性地域戦略の策定

生物多様性基礎調査の実施
生物多様性地域戦略の策定

２７年度策定

②須坂市の生きものの把
握

・市全体を網羅する生物調査を実施する。
・収集したデータは分布図や自然環境特性図等に
整理して広報するとともに、市の基礎資料として多
様性を確保するために活用する。

生涯学習スポーツ課
（市誌編纂室）

市誌編さん事業 市誌編さんのための資料収集、調
査、整理を行い、市誌を発行する

資料収集、調査、整理
自然編の発行(平成23年度)
地誌・民俗編の発行(平成２７年度) 自然編、地誌・民

俗編発行
91,800

③希少な生きものの保全 ・希少な生きものに関する情報を集める。
・希少ないきものの保全対策を行うとともに、広報等
で普及啓発する。
・須坂市の守るべき生きものをとりまとめる。
・県自然保護レンジャー、自然観察インストラク
ター、希少野生動植物保護監視員等と連携し、情報
交換の機会を作る。

生涯学習スポーツ課
（生涯学習課）

高山蝶保護パトロール パトロール員を委嘱し、年1回のパト
ロールを実施する。

高山蝶保護パトロール

④外来生物対策の推進 ・外来生物の駆除活動を継続する。
・外来生物の状況と進入防止についての普及啓発
を行う。
・市民や事業者が参加できる駆除活動を企画する。
・関係機関と連携し、効率的・効果的な駆除方法を
研究する。
・新たな外来種の侵入を防ぐ対策を講じる。

農林課・生活環境課・道路
河川課（建設課）

外来生物の駆除事業 水辺の外来生物アレチウリの駆除実
施する。市民の参加者を増やす。
外来生物の拡大を防ぐため新しい駆
除方法の検討

駆除参加者数を増やす

500人/年 1,000人/年

３　ごみを減らし、資源を大切にしよう

可燃ごみ・不燃ごみ排出
量の削減

市民1人当たりの清掃センターへ搬
入される可燃ごみ、不燃ごみの量を
削減する

可燃208kg
不燃11kg

可燃185kg
不燃9kg

家庭ごみ有料化の継続実
施

有料化継続実施による減量の推進、
効果の検証等

証紙・指定袋の販売委託、乳幼児・高齢者等への減
免実施等 15,205

分別状況の把握 内容物調査の実施 内容物調査の継続
実施（年　2回）
結果の公表

２回/年 ３回/年

廃プラスチックの再資源
化

廃プラスチックの分別収集、再資源
化を推進する

廃プラ収集委託、選別・保管、廃プラ再資源化処理
委託等 552㌧ 600㌧ 217,800

集団資源物回収の推進 古紙類、缶類、びん類、古布等再資
源化を推進する

ＰＴＡ、婦人会等の集団資源回収活動に対する助成

919㌧ 1,000㌧ 23,700

拠点回収の実施 古布、陶磁器、硬質プラスチックの拠
点回収、再資源化を推進する（年４
回実施）

ステーション収集を実施していない資源化可能な古
布、陶磁器、硬質プラスチックの拠点回収、再資源
化 7,936

資源物回収拠点の充実 平日の拠点回収のモデル地区での
実施

平日週２日、２H／日程度資源物拠点回収の実施、
周知 拠点数

1か所
拠点数
5か所

1,605

市民課 不用品交換希望者（個人）
の情報提供（リサイクル情
報）

不用品交換希望者（個人）の情報提
供（リサイクル情報）

不用品交換希望者（個人）の情報提供（リサイクル
情報）
※仲介がメインの仕事のため、数値目標設定は困
難

― ―

レジ袋削減運動の推進 市内ｽｰﾊﾟｰ等での店頭啓発活動、市
報等での広報

市内ｽｰﾊﾟｰ等での店頭啓発活動、持参率調査の定
期的な実施、市報等での広報 マイバック持参率

30％
マイバック持参率

60％
0

「もったいない」の情報発
信、５Ｒの推進

不用品の交換、資源物の拠点収集
等の実施

「エコサポートすざか」の女性団体との共創による運
営 エコサポート須坂

利用者数
6231人/年

エコサポート須坂
利用者数

8000人/年
450

生活環境課

生活環境課

男女共同参画課・生活環
境課

生きもの

一般ごみ ①５Ｒの推進 ・５Rの推進やマイバッグの普及啓発を行う。
・レジ袋削減県民スクラム運動を推進する。
・エコサポートすざかを運営している須坂市女性団
体連絡協議会や市民団体等の取り組みを支援す
る。
・ストックヤードの拡充を図る。
･自治会衛生部長等と協力して分別を徹底する。
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事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

各家庭での生ごみ堆肥化機器購入
に対する助成

電動生ごみ処理機　60台、コンポスト　50基補助 生ごみ堆肥化実施
世帯数

2,274世帯

生ごみ堆肥化実施
世帯数

2,700世帯
8,325

ダンボールでできる堆肥化基材の販
売

市で基材材料を購入し、混ぜ合わせ、安価で提供す
る 368世帯 500世帯 2,297

ダンボールでできる堆肥化、コンポス
トを使った堆肥化の講習会の開催

ブロック単位での講習会の開催

全ブロックで実施

生活環境課 一般廃棄物処理基本計画
策定

一般廃棄物処理基本計画の策定、
毎年の進行管理

・一般廃棄物処理基本計画を策定し、計画の目標
値を達成するよう各種減量施策を推進する ― ― 70,000

生活環境課
（清掃センター）

ごみ処理施設整備事業 既存施設の定期補修 ごみ処理施設定期整備(平成26年度まで)

― ― 220,000

生活環境課 処理手数料の見直し 清掃センターへの搬入手数料の定
期的な見直し

・清掃センターへの搬入手数料の条例改正(平成23
年度)
・事業系ごみの減量・分別状況、処理経費の継続的
な調査・監視

144

内容物調査を実施し分別を推進する 内容物調査の継続
実施（年　3回）
結果の公表

2回/年 3回/年

事業者へ分別の仕方等の周知、訪
問指導の実施

「事業所ごみの分別の仕方」パンフレット作成・配
布、
多量排出事業者への訪問指導

パンフレット作成・配布
訪問指導100件

パンフレット配布
訪問指導100件/年 226

⑤ごみ（一般廃棄物）処理
広域化の推進

・効率的なごみ処理のため、広域化を推進する。
・ごみ処理施設については、候補地住民の理解を得
ながら建設を推進する。

エコパーク推進課 長野広域連合ごみ処理施
設建設事業

より安全で効率的なごみ処理を実現
するため、長野広域連合が、焼却施
設、最終処分場を建設し、ごみ処理
の広域化を図る

負担金 (全体事業費3,848,822千円)

351,936

産業廃棄物 ①産業廃棄物適正処理の
推進

・産業廃棄物処理の現状を把握し、必要に応じて関
係機関とともに適切な指導を行う。

生活環境課 事業者への立入り指導の
実施

許可内容との適合、適正処理の確
認・指導

適正な処理がなされているか、許可品目以外の廃
棄物が持ち込まれていないか、保管量が適正か等
の確認・指導 随時

不法投棄の防止 不法投棄件数 不法投棄の防止に努める

108件/年

監視パトロール員の増員
と監視活動の強化

シルバー人材センターに監視パト
ロール業務委託
ボランティアパトロール員の委嘱を
継続実施

シルバー人材センターに監視パトロール業務委託
ボランティアパトロール員の委嘱を継続実施

19,200

千曲川河川一斉パトロー
ル

周辺市町村と協力し、年２回実施 周辺市町村と協力し、年２回パトロールを実施

2回/年 2回/年

市内一斉清掃等の実施 ５月30日(ごみゼロの日直近の日曜
日）に、市街地、道路沿いの美化作
戦として、「町並みクリーン＆ウォー
ク作戦」を実施。
11月20日を中心に各区単位で河川
を中心に、市民一斉清掃の実施

５月29日(ごみゼロの日直近の日曜日）に、「町並み
クリーン＆ウォーク作戦」を実施。
11月20日を中心に各区単位で、市民一斉清掃の実
施

町並みクリーン＆
ウォーク作戦

参加者数490人
(平成22年度)

町並みクリーン＆
ウォーク作戦

参加者数800人
325

不法投棄監視カメラ設置、
防止看板の作成、配布

不法投棄多発地点へ監視カメラを設
置。ダミーカメラも併せて設置し、設
置地点を替えながら防止を図る
不法投棄防止看板を作成し、希望者
に配布、設置する

監視カメラ２機増設、ダミーカメラ５台増設。
パトロール実施による多発地点確認箇所等に設置
する。
不法投棄防止看板を作成・配布

監視カメラ2台
ダミーカメラ5台

（H22)

監視カメラ3台
ダミーカメラ10台

6,294

不法投棄防止の広報 市報、回覧、ホームページ等による
不法投棄、野外焼却禁止の広報を
実施する

家電品不法投棄防止のチラシ作成、配布
市報、回覧等による広報 3回/年 189

不法投棄状況の公表等 須坂市を清潔で美しくする条例の運
用の厳格化、警察との連携強化

須坂市を清潔で美しくする条例の運用の厳格化、警
察との連携強化
ホームページ上での不法投棄地点の公表 随時公表

生活環境課②生ごみの減量 ・生ごみ減量のため、処理のあり方を検討・研究す
る。
・生ごみの発生抑制の広報、女性団体連絡協議会
と協力をして堆肥化講習会の開催等に取り組む。
・特に、安価でエネルギーをかける必要のない「ダン
ボールによる堆肥化」の一層の普及を図る。
・食べ残しを減らそう県民運動を推進する（食べ残し
減らそう協力店の登録を推進する）。
・生ごみ処理機の普及を促進する。
・生ごみ処理に係る、新技術やシステムの導入を検
討する。

①不法投棄の根絶 ・須坂市を清潔で美しくする条例に基づき、一斉清
掃等を実施する。
・監視カメラ等を増やす。
・各自治会衛生部長等の協力を得て、不法投棄防
止パトロールを強化し、不法投棄をさせない、許さな
い環境づくりに努める。
・市民ボランティアと共創で不法投棄を防止する。

生活環境課

生ごみ堆肥化の推進

③廃棄物処理計画の見直
し

・有料化の効果を検証する。
・排出量の変化を見きわめた上で、排出量の見通し
を修正する。
・必要に応じて「廃棄物処理基本計画」を見直す。

④事業系ごみの分別徹底 ・分別徹底について事業所への普及啓発を行う。

生活環境課 分別の推進

不法投棄

一般ごみ

80件/年
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事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

４　安全・安心・快適なまちをつくろう

上下水道課 広報事業 水道週間、市報、マスコミで広報する 水道週間、市報、マスコミで広報する

学校教育課 雨水再生利用 校庭芝生への散水等雨水利用 校庭芝生への散水等雨水利用
１校

小山小学校
１校

小山小学校

原浄水施設整備事業 浄水施設整備、導・送水施設整備な
どにより、水道水の安定供給に努め
る

各種計機類等取替等

484,900

配水施設整備事業 配水池、配水場整備、機器類の取
替、配水池緊急遮断弁の設置など
により、水道水の安定供給に努める

計器類取替等

104,200

配水管布設・布設替事業 都市計画道路、共同管解消等による布設
石綿セメント管、下水道関連布設替により
水道水の安定供給に努める

配水管布設・布設替 L=5,478m
配水管布設・布設

替L=5,478m
335,500

②地下水汚染への対策 ・水質汚染が発生した場合、速やかに対応する。 生活環境課 地下水汚濁防止事業 地下水の水質監視 ・県による地下水の水質検査実施
・必要に応じて市が独自で調査実施 年2回 年2回

主要河川の水質調査実施しBOD値
の目標基準を満たす地点を増やす。

主要河川の水質調査実施(年2回7河川11地点) BOD 1.0mg/l以下
の地点割合

45％

BOD 1.0mg/l以下
の地点割合

100％

大腸菌群数が基準値内の河川地点
のを増やす

主要河川の水質調査実施 大腸菌群数基準を
満たす箇所

1か所

大腸菌群数基準を
満たす箇所

3か所

河川の一斉清掃 地域で行う清掃の支援を行う 地域で行う清掃の支援を行う

し尿処理施設整備事業 し尿処理施設の効率的な運転管理
を行うため、施設の修繕･改修を行う

負担金支出(全体事業費43,100万円)

225,000

水洗化の促進 下水道水洗化率を上げる 下水道水洗化率を上げる

88.10% 93.1%

公共下水道整備事業 須坂市公共下水道事業を推進する 管渠布設 L=3,450m A=7.5ha 管渠布設
L=3,450m

A=7.5ha
915,000

特定環境保全公共下水道
整備事業

須坂市公共下水道事業を推進する 管渠布設 L=8,310m A=13.01ha 管渠布設
L=8,310m

A=13.01ha
1,219,000

⑤ゲリラ豪雨への対策 ・ゲリラ豪雨による被害を軽減するため、排水路の
整備を推進する。

道路河川課 公共下水道雨水 雨水による浸水や冠水を防ぐため都
市下水路などを整備する

古川改修(平成25年度から27年度)
公共下水道雨水 210,000

道路河川課 側溝暗渠新設改良事業 道路側溝の新設設置や老朽化が著
しいカ所を計画的に整備し、排水及
び交通の安全を確保する

側溝改良
要望があった場所で

適宜実施 197,500

①騒音・振動・悪臭への対
策

・騒音、振動、悪臭の状況を継続的に把握する。
・道路の騒音、振動が改善されない場合は、道路管
理者と協議し改善を要望する。
・道路を舗装する際に、騒音低減効果のある透水性
舗装を検討する。
・騒音、振動、悪臭の発生源に対して改善を指導す
る。

生活環境課 騒音・振動・悪臭対策 騒音・振動・悪臭の原因者、施設管
理者に対しての改善指導、改善要望
を実施

騒音・振動・悪臭の原因者、施設管理者に対しての
改善指導、改善要望を実施

19,605

・公害の発生や苦情に対して、速やかに対応する。
・関係者間の調整を率先して行う。

生活環境課 苦情件数の減少 関係機関と連携し公害発生の防止
に努め、また迅速に苦情への対応を
する

関係機関と連携し公害発生の防止に努め、また迅
速に苦情への対応をする 公害苦情件数

37件
公害苦情件数

30件

・特定施設を所有している事業所の把握 生活環境課 事業所の把握 HＰや広報で特定施設を所有してい
る事業所へ届け出の呼びかけを行う
(年1回)

・HＰや広報で特定施設を所有している事業所へ届
け出の呼びかけを行う(年1回)
・特定施設設置事業所への指導

上下水道課

③河川の水質向上 ・水質調査を継続する。
・汚染の発生源を突き止め、対策を講じる。

生活環境課

①水道水源の保全

河川の水質向上

④下水道の推進 ・水洗化率を向上させる。
・下水道計画区域外では、合併浄化槽の設置を進
める。

上下水道課

・安全で安定的な水の供給に努める。
・須坂市の水について広報する。

公害

②その他の公害への対応

水

4,540
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事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

①ニーズに合った公園整
備の推進

・公園・緑地の現状、市民のニーズを確認し、整備
内容を検討する。

まちづくり課 公園管理事業 市内公園遊具の点検、修繕を行うと
ともに、計画的に遊具の更新を行う

公園遊具修繕
遊具点検委託
公園遊具撤去、新設工事

点検目標件数100件/年 29,874

②地域で公園を維持管理
する体制の構築

・地域で公園を維持管理する体制及び仕組みを整
える。

まちづくり課 地域と連携した公園管理
事業

区と連携して公園管理を行う 区と連携して公園管理を行う

農林課 苗木の頒布 公共施設敷地内の植栽増加（継続
実施）

公共施設敷地内の植栽増加（継続実施）

817本 1000本 3,000

道路河川課
（建設課）

開発行為に伴う緑化指導
の継続

都市計画法による３０００㎡以上（緑
化率３％～６％）

開発行為に伴う緑化指導の継続

④街路樹の適正な維持管
理

・街路樹の維持管理に勤める。
・新たな街路樹の整備を検討する。

道路河川課 整枝剪定等委託事業 街路樹の整枝剪定等管理、支障木
伐採

街路樹の整枝剪定等管理、支障木伐採
要望があった場所

で適宜実施
10,000

市民参加で花を育て、花を愛する感
性ある人づくりによって、快適な生活
環境と訪れる人に優しく温かい魅力
あるふるさとづくりを推進する(H22年
度 54箇所)

普及事業
オープンガーデン参加庭園数

54か所 60か所 36,512

花壇・フラワーロード整備 花壇・フラワーロード整備

100か所 110か所

年間援助申請数

84団体 90団体

景観・歴史・
まちなみ

①景観育成住民協定の促
進

・景観育成住民協定締結地区を増やす。 まちづくり課 景観育成住民協定の新たな締結を
図るため説明会を開催

景観育成住民協定の新たな締結を図るため説明会
を開催 6団体

(平成22年度)
8団体

②景観行政団体への移行 ・景観行政団体への移行をめざす。
・景観行政団体へ移行することの意義、メリットを周
知する。
・須坂市景観計画を策定する。

まちづくり課 景観計画策定事業 良好な景観の育成及び保全のた
め、景観計画を策定する

景観計画策定業務委託他(平成25年度まで)

平成25年度
景観計画作成

9,370

八丁鎧塚国史跡指定事業 八丁鎧塚古墳出土品（埴輪等）の整
理と報告書の作成を行う

出土品の整理とカード化
報告書の作成 ― 約2,000件 16,800

文化財保存活用補助事業 国・県・市指定文化財の保存活用に
対し補助金を交付する
(現状；年10件程度)

補助金交付

― 20,000

歴史的建物維持保存活用
事業

後世に残す必要のある歴史的文化
財、価値の高い建物を選定し、維持
保存活用のための助成を行う。

歴史的建物維持保存活用検討委員会
歴史的・文化的建築物維持保存活用事業補助金

4件 20,141

市道新町高橋線整備事業 歩行者にやさしく、蔵の町並みにふ
さわしい舗装による環境整備と、中
心市街地の活性化を図る

測量・実施設計
第１期工事　L=140m
第2期工事　L=145m
第3期工事　L=295m

L=580m 201,600

蔵の町並みキャンパス事
業

歴史・文化の集積である蔵造りの建
物等を学生の研究や授業の場として
活用し、その成果を発信する

蔵の町並みキャンパス推進協議会負担金

5,000

⑤環境×観光の推進 ・観光と環境を結びつけた振興策を検討する。
・観光地での環境への取り組みを進め、観光客へア
ピールする。
・ごみ持ち帰りを推進する。

農林課 環境を生かした観光事業 自然や環境を生かした観光産業の
開発と参加者数の増加

グリーンツーリズム体験プログラムの実施

182人/年 640人/年

まちづくり課

公園・緑化

③緑化の推進 ・市民や事業者が参加しやすい緑化の方策を検討
し、参加を募る。
・緑化の際は地域に合った植物（在来種）の利用に
努める。

⑤「花と緑のまちづくり事
業」の推進

・花と緑のまちづくり事業を発展させる。
・オープンガーデンの普及を図る。
・配布するための花苗を確保する。

花と緑のまちづくり事業

③文化財の適切な維持管
理

・文化財の適切な保存と活用を図る。
・必要に応じて、保存管理計画を策定する。

生涯学習スポーツ課

④歴史的まちなみの保存
と活用

まちづくり課

・歴史的な町並み整備を進める。
・市内各所の資源をネットワーク化し、観光に活か
す。



[8/8]
事業内容 現状値

【平成21年度】
目標値

【平成27年度】
事業額
（千円）

環境の項目 具体的施策の項目 行政の取り組み 事業概要

平成23年度～平成27年度

担当課 事業名

５　環境について、ともに学び行動しよう

生涯学習スポーツ課
（中央公民館）

学習会・観察会の開催 環境を守る学習会・観察会への参加
者数

523人/年 1000人/年

生涯学習スポーツ課
（博物館）

自然観察事業 年間を通じた、臥竜山たんけん（自
然観察会）の開催

臥竜山たんけん（自然観察会）の実施

60人/年

生活環境課
男女共同参画課

環境学習 女性団体連絡協議会と生活環境課
で「エコ探検隊」を実施

女性団体連絡協議会と生活環境課で「エコ探検隊」
を実施 H22年度

27人
延べ50人/年

中央公民館
生涯学習推進センター

環境学習 学社連携による環境教育体制の確
立、まちづくり出前講座

学社連携による環境教育体制の確立、まちづくり出
前講座

坂田山共生の森の保全 市民が気軽に森林体験できる里山
を維持する

坂田山共生の森の保全
500

森林体験事業 小学生の体験教室を開催する 森林体験教室の開催

1回/年 2回/年 342

②学校教育における環境
学習の推進と協力

・学校での環境教育を推進する。
・環境に詳しい専門家の派遣や、公害活動における
支援を行う。

子ども課 農業小学校運営事業 農業による自然体験活動、地域の大
人との交流を通じて、子どもたちの
健全育成を図る

農業小学校（豊丘校）
定員50名程度

※イベントではないので人数の目標設定不可能
H22年度

66名

※イベントではない
ので人数の目標設

定不可能
5,400

①行政の取り組み ・職員の意識の向上を図る。
・部署横断的な推進体制である「環境管理委員会」
の機能向上を図る。

総務課
生活環境課

環境管理委員会 各部署ごとの電気、燃料等の使用量
を把握し職員の意識を向上する。

職員への意識啓発

②地域における取り組み ・自治会等と連携し、地域における取り組みを継続
するとともに、支援する。

生活環境課 環境衛生推進協議会 自治体と連携し、地域における取り
組みを継続するとともに、支援する。

ブロック別会議の開催
研修視察等

③事業所における取り組
み

・事業所への「エコアクション２１」導入の支援を行
う。

工業課
商業観光課
生活環境課

エコアクション21導入支援
事業

環境活動実務者研修会の開催 エコアクション21導入支援事業

9事業所 15事業所

④市民・事業者・行政の連
携と共創

・環境活動のネットワーク化を図り支援する。 生活環境課 須坂市地球温暖化防止推
進協議会

市民・事業者・行政の連携と共創を
行う

市民・事業者・行政の連携と共創を行う

各主体の取り
組み

農林課

環境学習 ①生涯学習における環境
学習の推進

・公民館等での生涯学習を企画する際に、環境分野
のプログラムを引き続き取り入れる。


