
須坂市行財政改革　第四次チャレンジプラン改訂版　行動計画に対する実績一覧　（2019年度版）

予定 状況 予定 状況 2019年度 2020年度

１ 共創の
推進

(1) 市民の皆さんとの
共創事業

1 総務部 総務課
自主防災組織による防災訓
練
（図上訓練を含む）の実施

13
防災訓練実施自治会（区）数…
63団体（約91％）

防災訓練実施自治会（区）数
…
全自治会（区）＝100％

実施 △ 実施
2/7時点での自主防災組織の訓練実施状況は62町
（区）で実施（約90％）

訓練を実施することにより、自主防災組織の向上に
つながった。

2 総務部
政策推進
課

12ブロックの地域別に分けた
地域の課題や将来について
地域と市がともに考える。

40

地域づくり市民会議を各地域で
開催し、地域課題等を市民の
方から直接伺っている。
2018年度は若干参加者数が減
少した。

地域づくり市民会議の参加者
数
2016年度　475人
2017年度　466人
2018年度　399人

地域づくり市民会議の参加者
数
475人

実施 ◎ 実施

市職員に積極的参加を呼び掛けた。

(参加者数）
2019年度　513人

アンケートから地域の課題や意見など広く聞き取
れ、迅速な対応に努めた。

3 健康福祉部
福祉課
高齢者福
祉課

成年後見に係る中核機関の
設置

3
成年後見制度の利用促進、周
知啓発が必要となっている。

市民に身近な相談室となる成
年後見に係る中核機関の設
置

設置に向
けた調整

○
中核機関

設置
３市町村及び社協による先進地視察の実施、設置
準備会の開催。

　須高３市町村による広域設置を進める。委託先等
詳細については令和２年度(2020年度)に検討・決定
する。

4 健康福祉部
高齢者福
祉課

・体操、運動などの活動をする
住民主体の地域の集い場づく
りに取り組む
・住民主体による介護予防の
取組みを支援する

4

・家に閉じこもりがちな高齢者
等が、住民主体の集い場に通
うことで社会的孤立を防止する
とともに、生きがいづくり及び健
康保持を図り、要介護状態とな
ることを予防し、又は要介護状
態を軽減するとともに、地域に
おいて自立した日常生活を送る
ことを支援する必要がある
・現在サービスに位置付けた団
体はない

住民主体のサービス
登録団体数：3団体

実施 △ 実施

・須坂市介護予防生活支援サービス事業（通所型
サービスB）の実施要綱および補助金要綱の作成
・ふれあいサロン代表者会議、介護予防自主グ
ループ代表者会議にて事業概要を説明
・ふれあいサロンにて取り組みに向けた説明（１か
所）

・市内１団体が登録し、総合事業対象者の受け入れ
を実施中。
・補助金を交付することで、家に閉じこもりがちな高
齢者が通える場の安定した運営ができる。

5 健康福祉部
高齢者福
祉課

住み慣れた地域で生きがいを
持って暮らせる地域づくりを目
指す

4

高齢者等を地域で支え合う仕
組みと拠点を地域と共創して整
備することにより、生活弱者の
孤立を防ぐ。また、担い手とな
ることにより社会参加を勧める
必要がある
・拠点数H30.12末　２か所整備
済み

集い場（生活支援の拠点）を３
か所整備する

実施 △ 実施
集い場を開設しやすくするため、要綱の一部改正を
行い、開所日を週３日以上から週２日以上にした

集い場を開設する団体等はなかった

6 健康福祉部
高齢者福
祉課

介護予防サポーターとの連携 4

介護予防に向けた取り組みが
主体的に実施される地域社会
を構築するために、サポーター
組織との更なる連携が必要
・介護予防サポーター養成講座
受講者数 H30.12末　337人(累
計)

介護予防に関する知識や技
術を習得した介護予防サポー
ターの養成及び活動の支援を
図る

介護予防サポーター養成講座
受講者数（累計）：400人

実施 △ 実施

・介護予防サポーター養成教室を開催し、新たに15
人を養成した。（受講者累計数：352人）
・サポーターとしての活動支援のため、パワーアップ
研修を実施した。

・介護予防・日常生活支援サービス事業（総合事
業）のうち、事業所に委託している教室の運営を補
助するサポーターが増えた。
・介護予防の自主運営するグループの活動が継続
された。

7 健康福祉部
高齢者福
祉課

認知症サポーターの養成を推
進し、認知症になっても安心し
て暮らせる地域づくりを目指
す

4

認知症を正しく理解している市
民が増えることにより、認知症
高齢者と家族が安心して生活
できる地域づくりを進める必要
がある
・認知症サポーター養成講座
受講者数H30.12末　8,278人(累
計)

地域、職場、学校等で認知症
サポーター養成講座を開催
し、認知症を正しく理解してい
る市民を増やす

認知症サポーター養成講座
受講者数（累計）：8,600人

実施 ◎ 実施  

・認知症サポーター養成講座を開催し、246人受講
した。
 受講者数（累計）：8,814人
・認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラ
バンメイトの養成研修を開催し、32人受講した。

・地域住民だけでなく、老人福祉施設職員や店舗ス
タッフにも講座を受講いただいた。
・認知症サポーターを増やすことができ、認知症の
人や家族が安心して暮らせる地域づくりを推進でき
た。
・キャラバンメイト養成研修には地域住民にも受講
いただき、今後キャラバンメイトとして活動いただくこ
とで更に地域づくりを推進できる。

8 健康福祉部
健康づくり
課

・市民の皆さんと共に「健康長
寿発信都市『須坂JAPAN』創
生プロジェクト」に取組む

1

・健康を基軸に、「住民力」「農」
「商」「産」「観光」をつなげ、新
たな産業を創出する。

・市民の健康づくりをさらに進め
る。健康づくりを意識する機会
の増
健康おすそ分けツアー実施１６
回
健康スムージー提供店舗等２０
店

・交流人口の増加
・新たな産業の創出
・生涯現役で活躍する市民の
増加
健康おすそ分けツアー実施２
０回
健康スムージー提供店舗等２
５店舗

実施 ◎ 実施

・保健補導員会作成「須坂エクササイズ」の普及。
体操ユニットの出前講座を実施し、各種イベントや
高齢者福祉施設等で体操と紹介。また、（一財）日
本音楽健康協会主催「音健アワード2019」に応募
し、優秀賞を受賞。
・健康おすそ分けツアー「おやこ遊学」の実施。
・銀座NAGANOイベント」「信州須坂　食と農と健幸
でおもてなし」の実施。各課、関係団体、須坂創成
高校と連携し実施した。
・健康応援教室の実施。観光交流センターにおい
て、毎月、食や運動の面から健康づくりを行う教室
を実施した。
・健康スムージー事業。地方創生推進交付金を活
用し、須坂産の果物、野菜を活用し健康を意識した
スムージーを開発し、市民の健康増進、飲食店等で
の販売を進めた。

・市民の健康増進に寄与した。
・健康おすそ分けツアーの開催、自治体視察（有
償）の実施。５年間累計20回。
・交流人口の増加につながった。
・観光交流センターの活性化につながった。
・健康スムージーを提供する飲食店の増加（現在26
店舗）
・「信州須坂健康スムージーフェス」を開催し、404名
の方にご参加いただいた。
・スムージードレッシングの開発、販売に至った。
（現在３店舗で販売中）

取組み状況欄の判定について
進捗　概ね 30％未満・・・・・・・×
進捗　概ね 30％以上60％未満・・・△
進捗　概ね 60％以上100%未満・・・○
進捗　概ね100％以上・・・・・・・◎

総合計画
関連

施策番号
現状・課題

目標、計画期間終了時の状
態

めざす金額
の

種別

実績
（やったこと）

成果
（やってどうなった）

成果額
実績

（千円）

2019年度取組み 2020年度取組み めざす金額（千円）

地域で活動している様々
な団体組織や個人ととも
に、職員も一緒になって
知恵と力を出し合い、共
通の課題解決や、目的
達成に向けて活動します

主担当課 取組み内容改革の柱 項目 概要 No 実施部局



予定 状況 予定 状況 2019年度 2020年度

総合計画
関連

施策番号
現状・課題

目標、計画期間終了時の状
態

めざす金額
の

種別

実績
（やったこと）

成果
（やってどうなった）

成果額
実績

（千円）

2019年度取組み 2020年度取組み めざす金額（千円）

主担当課 取組み内容改革の柱 項目 概要 No 実施部局

9 健康福祉部
健康づくり
課

保健補導員会、食生活改善
推進協議会との連携
食育に関係する「食で健やか
応援隊」や食文化継承に取組
む団体の支援

1

・各団体の研修や自主活動を
支援する
・住民の生活や価値観、地域活
動への参加意識などの変化が
あるが、自主活動の継続が重
要
・地域での食育活動が推進され
るよう人材育成や活動支援が
必要
・教育委員会と連携した食育事
業の継続

・保健補導員会：２年間の任
期の中で健康づくりの学習を
し、自分自身や家族、そして
地域の方への実践を通じて健
康づくりの輪を広げていく
・食生活改善推進協議会：減
塩運動、バランス食の普及、
伝統料理の伝承・啓発等の普
及促進・地域での食育活動の
推進
・食育団体による地域での食
育の推進

実施 ○ 実施

・保健補導員会：任期２年目となり、生活習慣病やフ
レイル等の学習をし、地域での健康相談や健康講
座を開催した。また、運動習慣定着のための会員お
よび市民を対象にした健康教室を保健補導員会主
催で開催した。(５回シリーズ)
・食生活改善推進協議会：伝達講習会、ステップ
アップ研修会、食生活改善推進強化会議、食育
フォーラム、視察研修等、年間13回、229人参加が
あった。
・食で健やか応援隊：年間活動19回（食ですこやか
親子でクッキング19回、他子育て広場等でおやつ作
り等）
・次世代食文化伝承事業（養成講座）：４回シリーズ
の講座を実施　参加実人数10人　延人数53人
・食の匠：地区活動９回（箱膳体験、郷土食作り）

・保健補導員会：２年間の任期の中で健康づくりの
学習をし、自分自身や家族、そして地域の方への実
践を通じて健康づくりの輪を広げた
・食生活改善推進協議会：減塩運動、バランス食の
普及、伝統料理の伝承・啓発等の普及促進・地域で
の食育活動の推進した
・食育団体による地域での食育を推進した
・次世代食文化伝承事業（養成講座）：次世代に郷
土料理、伝統食や箱膳を伝える食の匠の会員が増
えた

10 市民環境部
生活環境
課

不燃ごみ処理量を減らす。-
市が直営処理する負担を減ら
す

12

可燃ごみ処理が長野広域連合
に移るため、H31年3月以降は、
不燃ごみ、不燃性粗大ごみの
みが直営処理ととなる。

 ・市民一人当たり排出量
【現状】７．６ｋｇ　→【32年度目
標値】７．０ｋｇ

H26対比、約9.1％減（市民一
人当たり7.0kg以下にする)

拠点回収
の継続実

施
△

拠点回収
の継続実

施

　不燃ごみを減らすため、資源物拠点回収を年４回
実施した。また、清掃センターにおいて、小型家電
等の選別を行った。
　2019年度の市民一人あたり不燃ごみ排出量は
8.0kg（予測数値）。

　資源物拠点回収により 23トン、清掃センターにお
ける選別で 187トンの資源化を行った（令和元年12
月末実績）。

11 社会共創部
男女共同
参画課

男女共同参画課推進市民会
議が主体となり取組んでいる
「いきいきフォーラム」や区・自
治会との協力で開催する「地
域学習会」の継続実施

37

性別による固定的役割分担意
識を解消し、男性も女性も活躍
する地域づくりを進める必要が
ある。
・いきいきフォーラム（年1回開
催）
参加者数　2017年度　243人
・地域学習会（各町からの依頼
により開催）　参加者数　2018
年度　264人

市民と共創による男女共同参
画意識が向上する。
・いきいきフォーラム（年1回開
催） 　参加者数　250人
・地域学習会（各町からの依
頼により開催）　参加者数
270人

実施 ○ 実施

・２月１日男女共同参画いきいきフォーラムを開催
し、市民が参画する男女共同参画課推進市民会議
の活動紹介を行い意識の向上を図った。（参加者数
253人）
・南小河原町、下八町ほか３団体で学習会を開催し
た。（参加者数　134人）
（各町からの依頼が少なかった）

・29年２月に実施した男女共同参画に関する市民意
識調査の結果から性別による役割分担意識が低く
なってきている。
・家庭や地域にある身近な課題について考え、理解
を深めることができた。

12 社会共創部
男女共同
参画課

女性団体連絡協議会（8つの
女性団体で組織）において、
「エコサポートすざか」の運営
等、環境保護活動を通して各
団体が連携しながら女性の活
躍を支援

37

各団体の活躍で得た知識や経
験を女性団体連絡協議会の活
動に活かし、活動を継続

・「エコサポートすざか」（旧上高
井郡役所）で実施するもったい
ない市　参加者数　2018年度
450人

女性団体連絡協議会の活動
の充実
・「エコサポートすざか」（旧上
高井郡役所）で実施するもっ
たいない市　参加者数　450人

実施 ○ 実施
・もったいない市、エコ探検隊等の事業の開催を支
援した。
・計３回の会議開催。

もったいない市では、たくさんのバザー用品の提供
があり、400人が来場し、不用品の再利用やごみの
減量化につながるイベントを開催できた。

13 社会共創部
中央公民
館

地域づくり推進委員会の活性
化

18

各地域にある地域づくり推進委
員会が、地域課題の発見と解
決に向けた取り組みを自主的
に行えるよう支援が必要。

地域づくり推進委員会が、公
民館等とともに地域課題に取
り組み、「小さな地域拠点」とし
て体制ができている。

実施 ○ 実施
各地域づくり推進委員会で、それぞれの地域課題
について、各地域公民館と共に、事業に取り組ん
だ。

・地域課題の検証をし、解決に向けた取り組みが進
んだ。
・各地域づくり推進委員会が主体的に部会等を設
け、地域公民館と共に事業を進めることができた。

14 社会共創部

中央公民
館、生涯学
習スポーツ
課

地域づくりの拠点となりうる公
民館のあり方研究

42
地域づくりの拠点としての機能
が十分に果たされていない。

公民館、生涯学習スポーツ課
生涯学習係、生涯学習推進セ
ンターの職員及び関係する市
民にも諮り、組織の見直しを
行う。

組織見直
し完了

○
新組織で
の運用開

始

2020年4月より新組織で運用できるよう、議会、区長
会、分館長会等へ説明し、理解を求めた。

生涯学習推進課、文化スポーツ課、中央地域公民
館に組織を再編した。

15 社会共創部
生涯学習
推進セン
ター

出前講座の講師として個人や
企業の協力

19

個人や企業の協力により、出前
講座の講座メニューが豊富と
なっている。
（平成29年度　出前講座実施件
数203件）

市民が自らの知識・経験を活
かして講師となる機会の拡充
と、市民の多様な学習ニーズ
に対応できる講座メニューを
充実する。
（出前講座実施件数　210件）

実施 ○ 実施

市民が自らの知識・経験を活かして講師となる機会
の拡充を図った。
市民の多様な学習ニーズに対応できる講座メ
ニューの充実を図った。
令和元年度（見込み）　出前講座実施件数　203件
(令和元年東日本台風及び新型コロナウイルスの感
染症拡大予防の影響により講座の中止があり、実
績が伸びなかった。）

生涯学習に対する市民の意識高揚を感じた。

16 社会共創部
生涯学習
推進セン
ター

まちづくり実践講座を通じて、
市民と一緒に地域の活性化に
ついて考えた。

19

地域のあるもの探しに着目し
て、地域資源を活用したまちづ
くりの手立てを探る。
（世代間交流を含めた地域探
求の取り組みを1シリーズ）

市民とともに地域資源を活用
したまちづくりに貢献できるも
のを作り上げる。
（世代間交流を含めた地域探
求の取り組みを1シリーズを継
続）

実施 ○ 実施
世代間交流を含めた地域探求の取り組みを行っ
た。

地域活性化について考える機会となった。

17 社会共創部
生涯学習
スポーツ課

子ども読書活動支援研究会
の他団体等との連携、事業内
容の精査、調整を行う。

19

おはなしの会などと子ども読書
活動支援研究会の連携につい
て調整を進め、事業内容の精
査や子ども読書活動推進計画
の改訂の中で調整を行う必要
がある。

乳幼児から高校生までの継続
した読書活動が、一層活発に
なっている。

連絡調整 ○

第2次子ど
も読書活
動推進計
画策定

子ども読書活動支援協議会による他団体との連携
を図った。

図書館と研究会の連携・協力体制が深まった。

18 社会共創部
生涯学習
スポーツ課

重要伝統的建造物群保存地
区（重伝建）選定への市民等
との協働・共創による取組を
行う。

19
重伝建選定に向けては、行政
のみでなく、市民や団体の意識
醸成や協力が不可欠である。

重伝建選定への機運が高ま
り、個人や団体とともに協働・
共創の取組が行われている。

個人・団
体への意
識啓発及
び協働・共
創の仕組
み検討

○

個人・団
体との協
働・共創
の仕組み

づくり

古写真の展示会及び広報誌「町並みだより」を刊行
し、市民の意識醸成を図った。
なお、市民等との協働などは実施していないが、蔵
の町並み・歴史文化を核とした地域活性化推進会
議で情報の共有化を図った。

歴史的町並みとその背景について周知が図られ
た。
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19 産業振興部 農林課
獣害防止電気柵維持管理の
負担軽減

21

資材提供は市で行い電気柵の
維持管理は設置地域の皆さん
にお願いをしている。
維持管理の作業負担軽減が課
題

地域での電気柵維持管理の
負担軽減のため、電気柵監視
装置を26か所に設置する。

13箇所設
置

○
13か所設

置
・電気柵監視装置（EfMos）を13か所に設置。
・維持管理をする対策委員会への活用法の指導。

・維持管理における負担軽減を図れた。
・過去の電圧状況の確認が可能となった。（維持管
理状況を市が把握できるようになった）

20 産業振興部
産業連携
開発課

【地域企業の技術力、経営基
盤の強化】
産業コーディネート、アドバイ
ス事業を中心とした産学官金
連携事業による企業の技術
開発、研究開発などへの支援

23

・各種研究会等で産学官金連
携、研究開発を支援
・先端設備等導入計画の認定
による国の補助金の優先採
択、税制支援
・国・県などの公募型支援金等
の申請書作成の支援
・産業コーディネート・アドバイ
ス事業のあり方の検証

①先端設備等導入計画認定
企業　30社
②国・県などの公募型支援金
等申請書作成支援件数　40
件
③新製品・新商品開発件数
2件

①15社

②20件

③1件

○

①15社

②20件

③1件

・平成30年度補正「ものづくり補助金」について申請
書作成支援を行った。
・「生産性向上特別措置法」に基づく、「先端設備等
導入計画」の作成支援を行った。

・平成30年度補正「ものづくり補助金」の申請書作成
支援した市内企業６社のうち４社が採択された。
・「先端設備等導入計画」に認定した企業の新規設
備の固定資産課税標準額が３年間ゼロとなり、企
業に対する財政支援となった。(認定件数　新規12
件、変更6件)
【実績】
①12社　　②18件　　③2件

21 産業振興部
産業連携
開発課

【新産業団地の造成】
・須坂長野東ＩＣ周辺開発を庁
内関係課と連携して推進し、
企業（製造業）の立地を目的と
した、新産業団地の造成に向
けた取組の推進

24

・地域未来投資促進法の長野
地域及び須坂市地域基本計画
の変更
・同法の土地利用調整計画の
県の同意、農地調整（農振除
外、農地転用）協議。
・同法の地域経済牽引事業計
画の企業による策定支援。

・長野地域及び須坂市地域の
基本計画の変更完了
・農地調整（農振除外、農地
転用）協議完了
・地域経済牽引事業計画の県
の同意終了

実施 ○ 実施

・地域未来投資促進法の長野地域及び須坂市地域
基本計画の変更申請。
・同法による「ものづくり産業用地」の土地利用調整
計画の県による同意のための申請書類作成および
協議。
・同法の「ものづくり産業用地」の地域経済牽引事業
計画の県の承認に向けた企業が策定する申請書
作成の支援。

・地域未来投資促進法の長野地域及び須坂市地域
基本計画の国の変更同意を得る。（R1.12.20）
・同法による「ものづくり産業用地」の土地利用調整
計画の県による同意を得る。（R2.12.13)
・同法の「ものづくり産業用地」の地域経済牽引事業
計画の県の承認を得る。（R2.12.13)

22 産業振興部
産業連携
開発課

【須坂市版デュアルシステム
に係る支援】
須坂創成高校創造工学科生
徒の地元企業での就業体験、
企業実習の受入などにより、
地域産業を担う産業人材の育
成

28

・平成28年度からデュアルシス
テムによる就業体験、企業実習
を実施
・地元企業への就職率向上
・2017年度卒業生(１期生)デュ
アルシステム協力会員企業へ
の就職数 8人

・デュアルシステム協力会員
企業への就職数 18人

9人 ○ 9人

・2年生の就業体験の実施企業は41社(8,10月実施)
・3年生企業実習の実施企業は35社(5～7月実施)
・生徒に会員企業を知ってもらうため、希望する企
業が学校の教室で企業プレゼンを行った。

・2年生就業体験実施企業へのアンケートで就業体
験(10月)を実施して「非常に良い」、「良い」が90%
・3年生企業実習実施企業へのアンケートで就業体
験を実施して「非常に良い」、「良い」が81%
・3年生34名中、就職者20名、進学14名
・就職者20名中、デュアルシステム協力企業への内
定者11名

23 産業振興部
商業観光
課

「まちの駅」の活動や空き店舗
の解消と活用による商業関係
者と行政との連携による賑わ
い創出、地域活性化

25

[現状]
・まちの駅活動事業参加事業
所　22か所
・空き家見学会、空家セミナー
開催実績なし
・空き店舗を活用した新規開店
店舗　5件
[課題]・小規模事業所や商店の
売上げ低迷
・小規模事業所経営者や商店
主を含め地域住民の高齢化
・空き店舗・空き家の増加
・人通りの少ない商店街

特色ある商店が集まり、人々
が買い物や食事を楽しみ、
行って歩きたくなるような、賑
わいと活気のあるまち

・まちの駅
活動事業
参加事業
所　25か
所
・空き家見
学会　4回
開催
・空家セミ
ナー　3回
開催
・空き店舗
7件解消
・新規店
舗　7件開
店

○

・まちの駅
活動事業
参加事業
所　30か
所
・空き家見
学会　4回
開催
・空家セミ
ナー　3回
開催
・空き店舗
10件解消
・新規店
舗　7件開
店

・まちの駅活動事業参加事業所　26か所
　4か所新規加入、1/27会員同士見学会開催
・空き家見学会　3回開催
4/14-13名、7/14-5名、11/23-8名参加
・空家セミナー　4回開催
　春木町、太子町、本上町、区長会第3ブロックの会
議時に実施
・空き店舗　4件解消、新規店舗　4件開店
　新規開店(I.D.、Gemini Fitness、勝山整骨院、クー
ル)

・特色があり、賑わいを生み出している店舗や施設
がまちの駅に参加し、さらに町の活性化につながる
連携が広がった

・空き家見学会を通じ、須坂の町の魅力を生かして
新規開店したい方に情報を伝えることができた

・新規開店した事業者を支援することで、さらに賑わ
いと活気を生み出すことができている

24 消防本部 予防課

住宅防火訪問と併せ、住宅用
火災警報器の設置状況の確
認及び重要性を訴え、設置促
進する

14
現在の住宅用火災警報器設置
率82％

住宅用火災警報器設置率
100％を目指し、期間内では
85％を設定して、火災等によ
る死傷者を減らす

実施 △ 実施

新町、常盤町、横町、東横町、南横町、北横町の６
町
950世帯を対象に訪問。設置促進、適正な維持管理
を指導する。

住宅用火災警報器設置率　82.0％
（訪問６町のうち、100世帯を無作為抽出）

25 消防本部 予防課
公表制度施行に係る重大消
防法令違反のある防火対象
物の是正

14
重大消防法令違反防火対象物
32件

重大消防法令違反防火対象
物の是正率 100％

実施 △ 実施 31棟の追跡調査を実施。

9棟（重大消防法令違反防火対象物の是正率
29.0％）が改修に至った。
重大法令違反対象物　22棟
（年度内での改修予定が2棟あり。）

26 消防本部 消防署

各種講習会時に、応急手当の
重要性や救急車適正利用を
訴える
また、応急手当の受講者の増
加

14

モラルある救急車の利用
救急現場に居合わせた人によ
る応急処置実施率の向上
H30応急手当講習受講者数(見
込) 350人

傷病者の救命率の向上と応
急手当普及啓発
（2年間で700 人の応急手当
講習の受講者）

実施 ○ 完了 応急手当普及講習会等　28回実施。 受講者　370人

27 消防本部 警防課

防災行政無線を活用し、警鐘
打鳴を放送することで、消防
団員の労力軽減、安全担保。
老朽化した警鐘楼の撤去を進
める

14

警鐘楼の老朽化（60年経過17
基、50年経過18基、40年経過4
基）が進んでおり倒壊など事故
発生が懸念される。撤去し、
ホース乾燥ポールに建て替え
るには費用が掛かる。

2019年度市内の警鐘楼の老
朽状況を調査し、実施計画に
計上
2020年度5基が撤去目標
以後は、順次計画的に撤去
2019年から防災行政無線によ
る警鐘音放送一部開始

実施 ○ 完了

市内に設置された警鐘楼の内、60年を経過する17
基について、目視による現地調査を行った。
火災予防運動などの期間中、朝７時の警鐘打鳴に
ついて、防災行政無線を使用した放送で行った。

60年を経過した警鐘桜は、多少の錆の発生はある
ものの、腐食著しいものはなかった。また台風19号
災害において、消防団員による警鐘打鳴が、有効
活用されたことに鑑み、将来的に撤去するにして
も、今後更に検討をする必要があることが分かっ
た。
「目標、課題期間終了時の状態」から、「実施計画に
計上　2020年度５基が撤去目標　以後は、順次計
画的に撤去」は削除し、調査を引き続き行い、撤去
の時期を含め、検討を継続する。
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28 消防本部 総務課
消防団員確保による地域防
災力の向上

14

地域の安全安心を担う消防団
員の入団適齢者層が少子高齢
化で減少傾向。
消防団サポート事業所数 35
消防団協力事業所数 8
消防団員実員866名。

サポート店数 38
協力事業所数 10
消防団員881名の定数確保。

検討 △ 実施

消防団広報紙さくらの全戸配布、市報・ホームペー
ジ・ツイッター、企業振興ニュース（産業連携開発課
所管紙）等で広報。
音楽隊、ラッパ隊及びカラーガード隊による入団推
進広報を実施。
須坂市商工会議所主催「ワークワクすざか」におい
て広報実施。

サポート店、協力事業所については現状維持。
サポート店　35事業所
協力事業所　8事業所
県応援ショップ　16事業所
入団適齢者が少子高齢化で３名減少。
団員863人（Ｒ2年1月）

(2) 他市町村との連携 県内外の自治体と課題
を共有し、連携を更に進
めることで、広域全体の
発展や共通課題の解決
に繋げます 29 総務部

政策推進
課

連携中枢都市圏における連
携

44
長野地域における連携中枢都
市圏構想を推進する。
連携事業数…39事業

長野地域の市町村が、合併に
よらずスクラムを組んで、持続
可能な地域社会を創生すると
ともに、圏域全体を活性化さ
せる。
目指す連携事業・・・45事業

実施 ◎ 実施
連携協約にある43事業にそろぞれ担当する課が取
り組んだ。政策推進課は全体の進捗管理を行った。

連携協約にある43事業の進捗管理を問題なく行うこ
とができた。

30 健康福祉部
健康づくり
課

医療と介護・福祉のネットワー
クの推進

2

・「リビング・ウィルの文化を育
む取組み」普及啓発を継続す
る。
 リーフレット配布実績（H25.3～
H30.12末　6,614枚）
　リーフレット配布箇所数
（H30.1～12末　346箇所）
・在宅療養を24時間サポートす
る須高在宅ネットワークの取組
みを継続する。
　
　H30.12末　  参加機関41機関
・マニュアルに基づいた災害時
の医療体制整備を継続する。

・「リビング・ウィル」の認知度
や住民意識の向上
・その他の場所でのリーフレッ
ト配布増加
　リーフレット配布目標値
7,000枚(累計）

・須高在宅ネットワークの運用
や拡大について参加機関との
協議検討
　目標値　参加機関50機関
・訓練を踏まえたマニュアル修
正や今後の訓練について協
議検討

実施 ○ 実施

・第９回集いでは、自分の最期の迎え方について考
えるために、エンディングノートの書き方や家族等と
話し合うことの大切さについて、落語を交えた講演
を行った。また、集いが始まって以来初めて、看取り
を経験したご家族と支援者である医師・訪問看護
師・ケアマネジャーによるパネルディスカッションを
開催した。
リビング・ウィルリーフレット
配布実績は、2020.1月末まで累計 　　 7,325枚
配布箇所数は、2020.1月末まで累積　507箇所

・須高在宅ネットワーク取組みの継続
訪看の新事業所１件に、１月末 加入についての説
明を行った。
　

・５月の第１専門委員会を経て、マニュアルの一部
「指揮命令系統の体系及び情報伝達手段」を６月末
に修正し、関係機関へ配付した。

・看取り経験のある家族が話されることで、在宅で
の看取りが可能であることを認知してもらえた。同
時に、リビング・ウィルや人生会議について考える
良い機会となった。

・新規訪看事業所から参加の希望あり（システムへ
の登録処理等は順次行う）
参加機関　41⇒42機関（1機関増加）

・訓練によるマニュアル検証の結果、一部を修正し
たことにより、災害時の指揮命令系統の体系が実
情に沿ったものとなった。

31 産業振興部 農林課
農産物のイベントを通じたブラ
ンド化推進（連携中枢都市事
業）

21
イベントを集約することでPR効
果の増加や経費の削減が期待
できる。

連携による効果が発揮され長
野連携中枢都市圏の取組が
定着する。
農業フェア来場者数　約2,000
人
直売所マップ（スタンプラリー）
の作成及び配布数1,000部の
維持。

実施 ○ 実施
・長野市農業フェアへの参加（約2,500人）
・直売所スタンプラリーへの参加（ガイドブック1,000
部作成）

農業フェアでは、各地域の特色を活かし販売を行う
ことで、集客増へつながり、認知度向上が図れた。
直売所スタンプラリーでは、ガイドブックを作成する
ことで他の直売所へも行きやすい取り組みとなり、
売り上げ増にもつながった。

32 産業振興部
産業連携
開発課

長野地域９市町村（長野地域
連携中枢都市圏）での就職情
報サイト「おしごとながの」運
営

29
・首都圏からUJIターンの促進
・企業の人手不足
・学生と企業のマッチング

・登録企業数 20社 ⇒ 30社へ 5社 △ 5社
・未登録の企業に対し、会議や広報等でサイトに登
録することを促した。

・年度当初から登録企業数に変化なく（20社）、現状
維持となった。

33 産業振興部
商業観光
課

長野県や北信地域をはじめと
した自治体間連携による誘客
活動により広域観光を推進

27
・長野県観光地利用者統計調
査の須坂市の観光入込客数が
減少している。

広域観光団体の積極的な活
動により新たな誘客対策事業
の実施

 1団体1事業

広域観光
の推進
　・長野･
北信地域
の広域的
な連携に
よる観光
地域づくり
　・地域連
携長野電
鉄長野沿
線活性化
協議会 観
光部会
　・須高地
域広域観
光協議会

○

広域観光
の推進
　・長野･
北信地域
の広域的
な連携に
よる観光
地域づくり
　・地域連
携長野電
鉄長野沿
線活性化
協議会 観
光部会
　・須高地
域広域観
光協議会

〇広域観光の推進
　・長野･北信地域の広域的な連携による観光地域
づくり

①→⾃転⾞を活⽤した観光地域づくりを進めるた
め、「ジャパンアルプスサイクリングプロジェクト」が
2019年6月に設立され入会をした。

「新たな誘客対策事業」として実施
②→長野県観光部観光誘客課、長野県観光機構、
峰の原高原観光協会と連携し、新たに中国雪楽山
スキー合宿ツアーの受け入れを行った。

　・地域連携長野電鉄長野沿線活性化協議会 観光
部会
③→「特急ゆけむり～のんびり号～北信濃ひな巡
り」を開催計画だったが、新型コロナウイルス拡散
防止のため中止。

　・須高地域広域観光協議会
④→「がんばろう信州！観光」の一つの事業である
「観光復興に向けた地域協同事業支援金」を活用
し、「新しい出会いと体験、スノーリゾート＆須高地
域観光発信事業」として、2月22日、23日雪上運動
会を実施。

４つの事業を実施
①長野県が先導役となり広域連携による取り組み
が始まった。

②③④長野地域や須高地域の地町村と連携するこ
とで、誘客につなげた。

②５泊６日の合宿ツアーを2回受入れ（計21名、ガイ
ド・主催者除く）
宿泊を峰の原のペンション、スキーを菅平高原リ
ゾート、市内観光施設見学、日本文化体験、近隣の
施設見学等を行った。

③中止

④実施
（2020年2月22日(土)～23日(日)）

34 水道局
営業課
上下水道
課

水道法の改正に伴い、県を中
心とした水道事業の広域化等
の検討に参加する。

32

人口減少に伴う水道料金収入
の減少、施設の更新需要の増
大、水道事業における職員の
減少など、上水道事業を取り巻
く環境は厳しさを増しており、そ
れらに対応し基盤の強化を図る
ために、広域化等の検討が必
要となってくる。

県を中心とした圏域での検討
の場に参加し、情報を共有し
広域化の方向性について検
討する。

実施 ○ 実施

県企画の長野圏水道事業広域連携検討会・作業部
会に参加。
官民連携推進協議会（水道協会、厚労省、経済産
業省）に出席。

他事業体等との課題の共有化。
企業の取組方針等の確認ができた。
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(3) 民間活力導入の検
討と促進

トップランナー方式への
対応を含め、民間委託が
可能な業務を中心に民
間活力を積極的に活用
し、市の業務改善に繋げ
ます

35 まちづくり推進部
まちづくり
課

市営住宅の管理について県
住宅供給公社へ管理代行・指
定管理による業務委託を行
う。

34

市営住宅の管理は市直営で
行っているが、公営住宅法の改
正により、管理代行ができるこ
ととなり、県営住宅や、他市で
も管理代行に移行したところが
増えている。
現状で市営住宅係に正規３人、
嘱託１人

２０１９年から管理代行・指定
管理として住宅供給公社に業
務委託をし、公社に任せた管
理にしていくことで、職員を他
の業務に振り分けることがで
きる。
正規３人を１人に、嘱託０人

４月から
管理代
行・指定
管理によ
る管理と
する。

○

管理代
行・指定
管理によ
る管理と
する。

管理業務を長野県住宅供給公社へ業務委託した。
須坂市と長野県住宅供給公社との連携により、きめ
細かな対応に取組み、住民からの苦情等の減少に
つながった。

36 教育委員会
学校教育
課

児童クラブ・児童センターへの
指定管理者制度導入

9

・勤務時間が短時間であるこ
と、副業ができないことから、人
材確保が難しい。
・不足している人員を日々代替
職員で対応しているため、労務
管理上問題が生じる恐れがあ
り、サービス水準の向上も図り
難い。

１１地域児童クラブ、３児童セ
ンターへの指定管理者制度を
導入し、サービス水準の向上
を図る。

条例改正
等準備

○ 指定管理

条例等の関係例規を改正した
指定管理者の募集、候補者の決定、議会の議決を
経て指定管理者を決定した
指定管理者による児童クラブ・児童センター職員、
保護者への説明会を開催
指定管理者による職員募集

２０２０年度からのスタートに向けて準備を整えるこ
とができた

２ 人財育
成

(1) 目標の設定と達成
力向上

組織の目標を設定し、目
標達成に向け管理職を
中心に組織的に実行しま
す

37 全体
全課等
（総務課）

Aシートを活用した重点課題
の管理

44

須坂市の課題管理様式として
使用していたAシートを見直し、
H30年度から、課題管理の一元
化を実施した。
重点課題については、Aシート
を用いて部長会議等で部を横
断して課題共有を図り、解決に
取り組んでいる。

部長会議で共有している、各
部等の重点課題について、A
シートに記載した解決目標期
日の解決達成率を80％以上と
する。

実施 △ 実施
【2/7時点の解決率】
2020年度中までの解決目標の課題：約16％
（課題全体：約19％）

課題の完全解決には至らないものが多いが、日々
の状況変化を共有することで、解決目標日を意識し
て課題への対応を進めるようになっている。

(2) 個人の能力向上 職員一人ひとりの能力を
向上し、全体レベルアッ
プを徹底します

38 全体
全課等
（総務課）

職員一人ひとりの能力を向上
し、全体のレベルアップを目指
す

44 専門研修年間受講件数57件 専門研修年間受講件数80件 実施 ○ 実施 １月末現在の専門研修受講件数：約40件
事前協議書の作成にる研修参加の動機付けを行う
ととともに、復命書の作成・回覧を義務付けること
で、関係各課との情報共有もできた。

39 教育委員会 子ども課
信州型自然保育（信州やまほ
いく）の研修参加による専門
的知識の習得

9

信州型自然保育（信州やまほ
いく）の実践には、専門的知識
の習得や、実践による経験が
必要となるため、継続的に研修
を行う。

常勤保育士全員の研修履修
を目指す。

研修の開
催

△ 同左 日野保育園でフィールド研修を実施した。
信州型自然保育（信州やまほいく）の理解が深まっ
た。　35人参加

(3) 組織力の向上 組織マネジメント力を向
上し、組織風土改革を徹
底します

40 全体
全課等
（総務課）

人材育成基本方針（改訂版）
に基づく、人事評価制度の実
施

44

・人材育成基本方針(改訂版）
作成中
・人事評価制度の本格実施に
向けた、制度構築中

・平成30年度に人材育成基本
方針の改定
・人事評価制度の勤勉手当、
昇給・昇格への反映（平成31
年度）

実施 ○ 実施 人材育成基本方針（改定版）を作成中 年度内に改定版の公表予定

(4) 日本一の笑顔とあ
いさつの市役所づくり

相手の立場に立ち、コ
ミュニケーションの基本、
あいさつを徹底します 41 全体

全課等
（総務課）

毎年課等ごとに目標を設定 44 ○ 詳細は別紙参照

(5) 働き方改革の促進
（職場環境の向上）

多様な働き方を念頭に、
子育て・介護と仕事を両
立できる職場環境を目指
します 42 全体

全課等
（総務課）

・特定事業主行動計画に基づ
く月別休暇取得計画の作成
・時差出勤の活用

44

・月別休暇取得計画の作成に
ついて、掲示板、部課長会議等
で周知
・時差出勤制度を適用拡大し、
利用しやすくした。

時差出勤制度の活用（時間外
勤務時間換算800時間）

実施 ◎ 実施

・毎月初めに、GWにて月間休暇取得計画表の作成
を依頼
・時差出勤の活用について、部課長会議等で周知

時差出勤による時間外換算約670時間（１月末現
在）
12か月の見込みで約800時間

43 健康福祉部 福祉課 相談環境の整備 44
・複数の相談がプライバシーを
確保して受けられない

・複数の相談がプライバシー
を確保して受けられる、相談
室が整備されている。

検討 △ 完了

相談室の整備について検討
相談が重なる場合は、空き会議室などを利用する
などし、プライバシーの確保に努めた。
相談室で複数の相談を行うよう整備するには、新た
にスペースを確保する必要。

検討の結果、現時点では相談室の整備は難しいた
め、相談が重なる場合に空き会議室を利用するな
ど、工夫してプライバシーを確保することに努めた
い。
なお、来年度以降も相談室の整備は困難な見通し
であるため、来年度の目標は変更させていただきた
い。

(6) 業務改善につなげ
る5S(整理、整頓、清
掃、清潔、習慣)の徹
底

職員一人ひとりが業務内
容を見直し、行政経営や
業務成果の質の向上に
努めます

44 全体
全課等
（総務課）

毎年課等ごとに目標を設定 44 ○ 詳細は別紙参照

３ 財政の
健全化

(1) 持続可能な財政構
造の構築

限られた財源で最大の
効果をあげる適切かつ健
全な財政運営を図り、持
続可能な財政構造の実
現を目指します

45 総務部 財政課
中長期的な財源計画を策定
し、持続可能な財政運営を行
う。

45

実質公債費比率（元利償還金
の水準を図る指標）、H26・H27
年度決算値7.9%であったが、
H28決算値8.0%、H29決算値
8.6%と年々上昇している。比率
が18%を超えると起債の発行に
国の許可が必要となる。

実質公債費比率　10.0%未満

真に必要
な事業を

厳選し、起
債の活用
にあたっ
ては、交
付税措置
の高いも
のを活用

する。

真に必要
な事業を

厳選し、起
債の活用
にあたっ
ては、交
付税措置
の高いも
のを活用

する。

・H31の市債借入額は、H30繰越事業が例年に比べ
増加したため、前年比約５億2,000万円の増となる
見込み。

・H31決算に基づく指標のため、決算まで未定

46 健康福祉部
高齢者福
祉課
福祉課

在宅福祉介護者慰労金の見
直し

4

介護保険の地域支援事業交付
金対象事業として実施している
が、実施要綱が改正され平成
31年度から交付金の対象外と
なる。また障がい者を対象とし
た慰労金の給付も同様に一般
財源で実施している。

給付内容等を見直す 検討 ○ 完了 19市の実施状況を調査し、内容の見直しを検討した
給付対象者や内容の見直しを様々な条件で検討す
ることができた
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47 健康福祉部
高齢者福
祉課
福祉課

在宅福祉利用券（介護用品）
給付事業の見直し

4

地域支援事業の任意事業にお
ける介護用品の支給について
は、平成27年度より原則として
任意事業の対象外とした上で、
平成26年度時点で当該事業を
実施していた場合に限り、当分
の間実施して差し支えない取り
扱いになっている。また障がい
者を対象とした利用券の給付も
同様に一般財源で実施してい
る

給付内容等を見直す 検討 ○ 完了 19市の実施状況を調査し、内容の見直しを検討した
給付対象者や内容の見直しを様々な条件で検討す
ることができた

(2) 行政運営の透明性
の確保

コンプライアンスの徹底
と、広聴広報をはじめ行
政運営の積極的情報提
供により、市民の皆さん
の信頼確保に努めます

48 総務部 総務課

・マイナンバーをはじめ個人情
報保護の徹底
・「特定個人情報保護評価」の
更新
・マイナンバー利用事務、個
人情報保護に関する効果的
な職員研修の実施

44

個人情報の保護、情報公開に
対する市民意識が高まってい
る。平成29年度マイナンバー利
用事務ｅラーニング受講率
96.9％

マイナンバー利用事務につい
て、ｅラーニングによる研修の
受講率100％

実施 ◎ 実施

ｅラーニングを以下のとおり実施　受講率99％
①サイバーセキュリティ（全職員対象）
②個人情報保護（③に該当しない全職員）
③マイナンバー利用事務（特定個人情報を取り扱う
職員）

個人情報、特定個人情報について、職員の理解が
深まった

49 水道局
営業課
上下水道
課

上下水道事業の経営分析等
を行い、上下水道事業の状況
を広報し、水道料金、下水道
使用料等の検討を行う。

32

水道料金は平成8年度以降改
定をしていないが、料金改定に
あたっては、水道事業の現状、
課題などの情報提供をすること
により市民の理解を得ることが
必要となる。

水道ビジョン、アセットマネジメ
ントにより、水道料金の改定
時期、改定額等の検討を行
う。

実施 △ 実施 料金等審議会の委員選出と2020年度開催の準備 料金等の課題についての啓発をはかる

50 会計課 会計課

公金の適正な管理
・公金管理を徹底するため、
継続的に取扱状況等につい
て検査を実施する。

44
公金の適正管理のため、現金
取扱検査を実施し、確認・指導
を実施。

公金取扱事故が１件もないこ
と。

実施 ○ 実施

　不祥事が発覚した部署があったので、本年度は検
査だけでなく、出納員の研修会等を行ったりして部
署ごとに適正なしくみを確立していただこうとした。
　窓口で現金を扱う課等のカウンターへ「お客様に
お願い」の掲示をして不正予防策を講じた。

　全部署の現金取り扱いに不正が入り込めないしく
みにすることはむずかしく、それでも各部署で少しで
も不正の入り込む余地がへるように考えてもらうよ
うお願いをして、少しは改善したと思える。

51 議会事務局
議会事務
局

政務活動費のより詳細な公表 40

金額のみ、インターネット・市議
会報で公表。領収書の公表に
あたっては、議員への説明と理
解を要す。

政務活動費の領収書の公表

事務局で
報告様式
の見直し、
公表方法
の検討

○
議員へ提

案
報告書式見直しや公表の方法について検討中であ
る。

議員への提案は行っていない。

(3) 収入の確保・増加 職員や市民の皆さんの
創意工夫により、積極的
に財源確保をすすめます

52 総務部 総務課 太陽光発電による収入増 45

平成27年度に２施設に太陽光
発電設備を設置。当該設備改
修費用に充てるため余剰電力
を売電している。

売電収入165千円を継続す
る。

実施 ○ 実施 165 165 収入増 150
2月12日現在の売電収入
・防災活動センター　87,541円
・防災倉庫　61,692円

太陽光発電装置の設置により経費の削減及び売電
収入を得ることができた。

53 総務部 総務課

以下等の広告収入増
①集中管理車両への観光画
像付広告の掲載
②市役所カウンターへの企業
広告掲載
③庁舎に広告入り案内版の
設置

45

①平成28年度から7台に掲載
②平成30年度から市民課カウ
ンターに掲載
③平成26年度から１階風除室
に設置

①42
②27
③240

実施 ○ 実施
①42
②27
③240

①42
②27
③240

収入増
①53
②0
③242

①掲載車両を庁用バスに変更、広告料も1台から1
社に変更した
②市民課の企業広告を活用した案内版を実施した
ことに伴い、総務課は実施しなかった。別の方法で
実施されているので目標から削除したい。
③契約更新を行い、引き続き実施した。

①掲載車両を集中したことにより、事務の効率化に
つながった。バスの空きスペースに2社分追加がで
きた。
③引き続き財源の確保が図られた。

54 総務部
政策推進
課

信州須坂ふるさと応援寄附金
の寄附額増

39
30年度からポータルサイトを6
サイト増やし、計7サイトで寄付
額増を図っている。

２年間の目標寄附額
800,000千円

めざす金額については、3割
の返礼品代及び手数料など
496,000千円を除いた額とす
る。

実施 ◎ 実施 152,000 152,000 収入増 750,000
左記金額は見込額。
事務量軽減の観点からポータルサイトを６サイトに
精査し、寄附額増を図った。

寄附額：1,267,238,635円
寄附件数：94,351件
※2月25日現在

55 総務部 税務課
市税等の収納率の向上（収入
未済額の削減）

45

収納率は県平均に比べ低い数
値となっている。
〇平成30（2018）年度　市税等
収納率（見込み）
　市税　　現年度分　99.14%
　　　　　　滞繰分　　19.12%
　国保税　現年度分　96.00%
　　　　　　　滞繰分　27.50%
〇収入未済額　500,000千円

〇市税等収納率等（2020年
度）
　市税　　現年度分　99.30%
　　　　　　滞繰分　　21.50%
　国保税　現年度分　97.00%
　　　　　　　滞繰分　29.00%
〇収入未済額　310,000千円

実施 ○ 実施 50,000 45,000 収入増 60,000

（R2.1.31現在）
・現年度分のみの滞納者を対象とした、課全職員に
よる一斉滞納整理を年3回実施。
・滞納処分等
　　捜索　4件
　　債権差押　600件
　　不動産差押　1件
　　動産差押　0件
　　無体財産権差押　6件
　　動産公売　4件（継続中）
　取立・換価金額
　　　　　　　　40,545,787円
・徴収困難な滞納事案20件について、長野県地方
税滞納整理機構へ移管し、滞納整理を実施した。

（R2.1.31現在  2019年度達成見込み）
〇市税等収納率見込
　市税　　現年度分　99.17%
　　　　　　滞繰分　　20.42%
　国保税　現年度分　94.85%
　　　　　　　滞繰分　32.21%
〇収入未済見込額　330,000千円
　　　　削減見込額　170,000千円
　　（計画期間の目標削減額　190,000円）

※滞納処分・機構移管による徴収見込額（本税）
　　60,000千円
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56 市民環境部 市民課

コミュニティセンター助成事業
が採択されるよう、区の事業
スケジュールの協議、調整を
行う

42

公会堂建設のスケジュール・計
画等の立案が遅く、建設着手
の前年度前半までに設計・見積
りまで作成することが難しくなっ
ている。

公会堂新築を予定している２
町について、コミュニティーセ
ンター助成事業を申請する。
(2019北相之島町・2020屋部
町）

導入 ○ 導入 0 12,000 支出減 0

北相之島区：各種書類作成等のため、都度打ち合
わせし期限内に申請した。
屋部町区：2019年は土地購入のため、都度打ち合
わせし市補助金を支出した。

北相之島区：市が豊洲地域防災拠点施設を建設す
るため、申請を取り下げた。
屋部町区：今後は区内で設計等を進め、2022年に
建設予定となった。

57 市民環境部
生活環境
課

松川霊園第二合葬式墓地の
計画的な分譲による建設コス
トの回収

12
第二合葬式墓地が完成、Ｈ31
から新規受付開始(個別518区
画、合葬1500件分)

1500件/30年として、分譲を促
進（年50件）

見学会 ◎ 広報 5,500 5,500 収入増 22,125

・市営の合葬墓として安心してご利用いただけるよ
う、建設場所から建物及び内装、付属設備等の墓
地環境、受入予定数等、細部まで工夫を凝らして高
い完成度で整えた。
・永代使用する合葬墓のため、正しく理解して申込
みいただけるよう、内容を工夫した案内チラシを作
成した。

・申込件数258件（R2.1月現在）と将来的なお墓の管
理に不安を持っている方から多くの申込みをいただ
き需要に応えた。
・初年度で建設費の55％回収済。しかも受入率は
17％で今後も当面の間、十分な受入可能。
・市営霊園一般区画の維持管理が困難な方に、区
画を返還し合葬墓へ改葬いただくことで、将来的な
無縁墓地化の防止の一助となった。

58 社会共創部
人権同和
政策課

住宅新築資金等貸付金の納
入金額の増

36
ほとんどの債務者・連帯保証人
が高齢になり、年金暮らしのた
め返済額が少ない。

債務者・連帯保証人と話し合
い、分納金額を増やす。

実施 ○ 実施 490 550 収入増 391 実績額は1月31日現在の金額

分納金額の増額に応じていただいた債務者・連帯
保証人はいないが、入金の滞った債務者に納入を
促し収めていただいた。
住宅改修資金の貸付１件完納。分納計画予定額の
減額に伴い2020年度目標額を490千円に修正。

59 産業振興部
産業連携
開発課

【土地賃借料の滞納整理】
・市内工場団地土地賃借料に
係る滞納整理の実施

24
・塩野工業団地土地賃借料の
滞納者への滞納整理の実施
滞納額　1社　163,430円

・滞納整理による完納
徴収額

100
△

徴収額
100

徴収額
100

徴収額
132

収入増 20
電話、郵送、自宅訪問等による滞納者への納入の
働きかけを実施。
（成果額は徴収額）

完納には至っていないが、毎月の徴収を行った。

60 産業振興部
商業観光
課

ふれあい健康センター（湯っ
蔵んど）の指定管理者に対
し、ヒートポンプ導入費の市負
担分相当額及び施設維持の
ために負担する修繕費等の
一部に補てんするための協力
金等を求める。

27

施設の修繕等維持管理費に多
額の経費を要していることか
ら、財源の確保が課題となって
いる。
・H26年度ヒートポンプ導入に伴
い、灯油使用量の削減が図ら
れたことから、ヒートポンプ導入
費の市負担相当額を、施設維
持協力金として指定管理者に
納入を求める。
・指定管理者公募の際に、指定
管理者から提案された、営業定
額及び利益配分制納付金を求
める。

【施設維持協力金】
512万円/年

【営業定額納付金】
120万円/年

【利益配分制納付金】
利益の10％/年

実施 ○ 実施

5,120

1,200

 420

5,120

1,200

 420

収入増

5,120

1,200

420

須坂市ふれあい健康センター管理運営に関する基
本協定書に基づく、
①施設維持協力金、②均等割り納付金、③利益配
分制納付金の納付

公共施設等整備基金への積立てを実施することが
できた。

61 教育委員会
学校教育
課

学校給食費の滞納防止 7

H29年度現年度分の未納額
248,657円。
①市外への転校生　②就学援
助認定にならない場合の未納
が課題。

現年度分徴収率99．93％を目
指す。

・滞納者と
の面談実
施
・児童手
当からの
徴収を積
極的に進
める

○ 同左 182 182 収入増
・滞納者との面談３人（うち児童手当からの徴収３
人）
内訳：2018年度滞納者１名、2019年度滞納者2名）

・面談が実施できた2018年度滞納者１名については
完納

62 教育委員会 子ども課 保育料の滞納整理 9

児童手当の特別徴収により滞
納額は縮減されているが、保護
者の納入意識が低下してきて
いる。また、幼児教育無償化が
その意識をさらに増幅する懸念
がある。

現年度分保育料徴収率を５年
前の水準（９９．８％）に引き上
げる。

児童手当
支給日に
合わせた
滞納整理
の実施

○ 同左 362 194 収入増 1,290

6月、10月、2月の児童手当支給時の特別徴収を
行った。また、保育園継続入園時の納付指導を行っ
た。
現年度保育料徴収率99.91％

未納額が減少した。

63 水道局
営業課
上下水道
課

水道料金、下水道使用料、受
益者負担金等の未納者に対
する収納対策を実施すること
で、不公平感の解消と収入の
確保を図る。

45

給水停止や徴収員による徴収
強化等により未納額を減少させ
るよう努めているが、所在不明
者等過去の滞納額の削減が厳
しい状況もある。

収入未済額の削減額は目標
額を達成しているが、更に挑
戦的に削減に取り組む。
・水道料金 ▲220万円
・下水道使用料 ▲100万円
・受益者負担金 ▲100万円

実施 ○ 実施 4,200 4,200 収入増 3,680

停水、預金の差押えの実施など、収納に努めた。
（停水　57件、預金の差押え2件）

収入未済額の前年度対比削減額(12月末）
・水道料金 ▲119万円
・下水道使用料 ▲155万円
・受益者負担金 ▲94万円

公平な負担につながり、未済額の縮減につながっ
ている。
水道料金等の過年度分滞納額を前年度12月末と比
較し、23％削減

64 水道局
営業課
上下水道
課

水洗化の取り組みを推進し、
下水道使用料の確保を図る。

11

年３回を目途に未接続者宅を
訪問し、接続のお願いをしてい
るが、高齢者世帯等接続が進
まない状況もある。
H29年度末水洗化率 88.55％

2020年度末水洗化率目標
　90％以上

実施 ○ 実施 3,000 4,000 収入増 2,097 市報・出前講座などでの啓発活動
接続率　89.94％（2019年12月末）、
接続戸数は61世帯の増加(4～12月）

65 消防本部
警防課
総務課

車両及び資機材（ポンプなど）
の更新に有利な財源を活用す
る。
屋根貸し事業、行政財産の貸
付継続。

45
有利な財源が限られている。
太陽光発電の屋根貸し、自動
販売機設置。

常に国や各種団体等の補助
事業を情報収集
屋根貸しは、平成26年から20
年間の収入確保
自動販売機２台の貸付収入
は2019年度までで、2020から
新たに契約を締結したい

実施 ○ 実施 41,103 1,456 収入増 37797

《警防課》
　救急1号車、小型動力ポンプ積載車を緊急防災減
災事業債を活用して整備。またC-1小型動力消防
ポンプと消火栓放水器具等設置事業に、コミュニ
ティ助成金を活用して整備。
《総務課》
　太陽光発電及び自販機設置の貸付収入に加え、
携帯電話事業者の基地局設置に伴う使用料を確保
できた。

《警防課》
　一般財源の支出を抑え、更新整備できた。
《総務課》
　基地局は2020年4月からの本運用だが、設置工事
を含め２月から月額@20,000×消費税相当額を確保
し、年間で264,000円の収入増となった。
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66 会計課 会計課
インターネットオークションによ
る不用物品の売却

45
出品する物品の内容によって
収入金額に波がある。

文書会計事務説明会等にお
いて周知するとともに、書類審
査時に対象物品を把握し出品
することにより財源確保を図
る。

実施 ◎ 実施 100 100 収入増 549 　11件落札された。(出品11件) 　左記の成果額が収納された。

67 会計課 会計課 基金の中長期債券の購入 45
・現状は１件のみ所持
・債券等購入の考え方を整理

基金残高が減少する中で、利
息収入を現状維持する。

実施 ○ 実施 4,500 4,500 収入増 4,752 　情勢をみながら運用をした。 　左記の収納を見込んでいる。

68 全体
全課等
（政策推進
課）

国・県等の助成金などの活用 45
これまでも助成金等の活用を
行っている。

事業を実施する際には、国・
県補助金や各種団体の助成
制度を研究して財源の確保を
はかる。

実施 ◎ 実施 100,000 100,000 収入増 281,101

左記内訳と補助額（金額は２月末時点の概算）
・地方創生推進交付金（16,675千円）
・元気づくり支援金（5,308千円）
・一般コミュニティ助成事業（6,800千円）
・消防団設備整備費補助金（378千円）
・スポーツ振興くじ助成金（2,720千円）
・消費者行政活性化事業（3,080千円）
・公共ホール音楽活性化支援事業（440千円）
・辺地対策事業債（245,700千円）

・「地方創生総合戦略」に掲げる目標達成に向けた
事業推進を実施できた。
・地元地域コミュニティの活動支援に繋がった。

(4) 支出の削減 支出内容を徹底的に見
直し、支出抑制に努めま
す

69 全体

全課等
（総務課・
財政課・政
策推進課）

サマーレビューを中心とした事
業の見直しと経常経費削減

45
事業のスクラップ＆ビルドは継
続して実施していかなければい
けない。

施策の目標に対する各事業
の貢献度を計り、事業のスク
ラップ＆ビルドが行われてい
る。

○ 40,000 40,000 支出減 43,719

・左記成果額（予算額ベースで積算）のうち、4,264
千円は歳入確保額。
（市有財産の適正な処分4,000千円、携帯電話事業
者基地局設定に伴う屋根貸し事業264千円）

・左記金額のうち、39,455千円は歳出削減額。

時間外勤務手当の削減額…466千円

費用削減・縮小事業による削減額…14,445千円
(予算枠配分の減額、地方創生推進交付金の交付
期間終了に伴う信州須坂健康スムージー普及事業
の見直し、指定管理者によるホール使用料の減免
基準の見直しに伴う文化会館指定管理者委託料の
減額、地方創生推進交付金の交付期間終了に伴う
樹園地貸付事業補助金の見直し等）

廃止・終了事業による削減額…24,544千円
（地方創生推進交付金の交付期間終了に伴う信州
須坂フルーツエール推進協議会への負担金終了、
多世帯同居・近居支援事業補助金の終了等）

・歳入の確保及び歳出の削減につながった。

70 健康福祉部 福祉課
社会福祉協議会事務所賃借
料の見直し

45
市の借受基準を超える賃借料
で契約している。

市の借受基準（固定資産税評
価額の6％）に合わせる

実施予定 ◎ 完了 3,000 支出減 5,095
前年度交渉を行った結果に基づき、変更契約を締
結。

2019年度からの市の基準で借受けることとなった。

71 全体
全課等
（総務課）

購入物品（購読誌）の見直し 45

同事業者から購読していて内
容が重複するような情報誌な
ど、不要と思われる購読紙があ
る。

不要な情報誌の購読中止
情報紙の

調査
×

不要な情
報誌の購
読中止

100 支出減
各課に購読状況を確認予定だったが、令和元年東
日本台風対応のため、実施を見送った。

72 社会共創部
生涯学習
スポーツ課

埋蔵文化財調査報告書等の
作成部数見直し

19

埋蔵文化財調査報告書は関係
機関に寄贈したり、長期間にわ
たり販売することを考慮して作
成部数を決めている。電子書籍
が普及したり、様々な情報は
ネット上で検索閲覧することが
普及してきている。

報告書の作成部数を300部か
ら150部に見直し郵送料等の
コストが削減できる。

印刷部数
の見直し

×

印刷部数
を見直し
150部削
減する

発刊予定なし 22 支出減
当該年度は埋蔵文化財発掘調査報告書の刊行は
なかった。

73 まちづくり推進部
まちづくり
課

ふれあい館しらふじを民間に
よる活用とする。

31

しらふじは、地域の団体へ委託
をし、主に部屋貸しを行って管
理をしているが、年間、1,500人
程度の利用者であり、以前から
民間の活用の要望もいただい
ていた

民間による利活用により、管
理委託料をなくし、賃貸収入を
得る

公募によ
る利活用
を行う事
業者の決
定をし、賃
貸を進め

る

○
年間を通
じた賃貸

収入増　450
（9ヵ月分）

支出減　750
（9ヵ月分）

収入増　　600

支出減　1,000

収入増

支出減

収入増　　  0

支出減　 553

民間事業者からの企画提案を受け、活用事業者の
選定を行った。

管理委託料を無くし、街の賑わい創出に向けた取り
組みを2020年度から行う目途がついた。

74 教育委員会 子ども課 育成会補助金の適正化 8

育成会への交付金の額（児童
生徒一人当たり）が、県内１９市
の中でも著しく多い（２番目の市
に比べ約３割多い）

２０２０年度に３割程度削減 準備 ○ 実施予定 0 2,000 支出減 1,624
各種会議等において、区長・育成会長に見直し案に
ついて説明し理解を求め、2020年度当初予算要求
で減額した。

児童生徒数が減少する中で、育成会活動交付金の
見直しに合わせ、各町育成会事業の見直しをし、役
員の負担軽減につなげてもらう。
前年度予算対比△22.1％

75 会計課 会計課
広告入り公用共通封筒の活
用

45

㈱郵宣協会より、長形3号
40,000枚・角形2号10,000枚の
無償提供を受け各課で活用
中。

継続して活用し経費を削減す
る。

実施 ○ 実施 270 270 支出減 275
　封筒は本年度もいただけた。
　各課に使用してもらった。

　事業者の営業活動であり本年度もいただくことが
できた。いただいた分を金額換算すると目指す金額
程度になる。

４ 公有財
産の適正
管理

(1) 公共施設等総合管
理計画に基づく適正管
理

公共施設、道路橋りょう
など長期的な管理運営
方針に沿って有効活用し
ます 76 総務部 総務課

公共施設等総合管理計画に
沿って施設を維持管理し、施
設の有効活用を図る。

45
個別計画を策定したものの、有
効活用について検討中とされて
いる施設がある。

個別計画において、H32年度
末までに検討する、または廃
止すると記載している施設に
ついて、100％実施する。

実施 ○ 実施
今年度中に検討するとしていた事項について、所管
課等において検討を行っていただいている。

例年、年度明けの6月頃までに結果をまとめ、修正
した個別計画と修正内容をホームページにより公開
している。
今年度分についても、同様のスケジュールで実施
予定。



予定 状況 予定 状況 2019年度 2020年度

総合計画
関連

施策番号
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2019年度取組み 2020年度取組み めざす金額（千円）

主担当課 取組み内容改革の柱 項目 概要 No 実施部局

77 産業振興部 農林課
所管管理施設（八木沢沖揚水
施設）の団体等への譲渡

21
現状管理している河東土地改
良区への譲渡を検討

譲渡了解 検討 ○ 了解合意
土地改良区組織において移譲にあたっての調整を
続けていただいている。

継続中

78 教育委員会
学校教育
課

学校施設長寿命化計画の策
定

7

今後、学校施設の大規模改修
等で国の交付金を得るには、学
校施設長寿命化計画の策定が
必須となる。

２０１９年度中に計画を策定
し、中長期的な維持管理・更
新に係るトータルコストの縮減
や予算の平準化を図る。

計画策定 ◎
施設整備に係る財政負担の縮減や平準化を図り、
中長期的な実施時期や規模等を定める長寿命化の
方針を明らかにした。

これまでの改築を中心とした従来型の維持・更新手
法から、機能向上と回復に向けた修繕・改修を行う
長寿命化型にシフトすることで、２０２９年までの１０
年間の年間事業費では年間７億円の減。今後４０
年間の事業費総額では、３７億円の削減効果が期
待できる結果となった

(2) 遊休財産の活用処
分

未利用財産の有効活用
と、不要財産の積極的処
分をすすめます

79 総務部 財政課
貸付・売却を推進して未利用
財産の利用率の向上及び収
入確保に努める。

45

売却が進まない土地は周辺道
路の狭さや市街化調整区域な
ど条件が悪い。また、古い建物
がある場合も売却の足かせに
なっている。

売却による収入のほか、民間
所有により固定資産税の課税
対象となり増収につながる。

売却・貸
付の推進

◎
売却・貸
付の推進

16,000 10,000 収入増 30,277

・普通財産を売却した（３件）
　旧東保育園跡地　1257.6㎡（21,001,628円）
　墨坂市営住宅跡地　215.58㎡（7,976,000円）
　墨坂南公園跡地　138㎡（1,300,080円）

・収入増が図れた。
・今後も普通財産の有効活用（貸付・処分）を推進す
る。

80 産業振興部 農林課
市や団体が所有する施設を
新規就農者の作業所、農機
具倉庫として利用する。

21
新規就農者の作業所や倉庫が
不足している。

2か所増設 1か所 ○ 1か所 高甫地区新規就農者用共同作業場の設置 作業効率及び品質管理の向上

81 教育委員会
学校教育
課

不用教員住宅の処分（所管替
え）

7

５戸中４戸で入居。入居希望の
無い住宅は他課への所管換
え、取り壊し等で数を減らしてき
た。

入居率８割以上を堅持
異動教員
への入居
働きかけ

△ 同左

5戸中１戸に教員入居。空き家４戸の内３戸は台風
１９号災害の被災者が仮居住。空き住宅について
は廃止し、２０２０年度から財政課で処分することを
決定

２０２０年度当初予算見積で、教職員住宅の事業費
を他の事業に振り向けることができた

82 水道局
営業課
上下水道
課

有休資産の貸し出しにおける
適正貸付料の算定と未利用
資産の積極的な処分の検討。

32

２か所の未利用地について適
正な価格で貸付を行っている
が、将来的に使用する予定の
無い土地等の処分についての
検討が不足している。

上水道事業のアセットマネジメ
ント、水道ビジョン、経営戦略
の施設整備計画により不要財
産の処分を検討する。

実施 △ 実施
豊丘地区で隣接者より、一部売買の申し出があり、
対応中。

継続して、対応していく。

(3) 施設管理経費負担
軽減

公共施設、道路橋りょう、
上下水道などの維持管
理経費の縮減に努めま
す 83 まちづくり推進部

臥竜公園
管理事務
所

竜ケ池及び竜ケ池周辺施設
長寿命化計画に沿った補修、
大規模改修により施設の維持
管理コストの縮減を図る

33
ライフサイクルコストが最小とな
る維持管理が求められている

長寿命化計画による予防保
全型の管理を行い維持管理コ
ストの縮減に努める

2019交付
金要望

△ 実施設計 0
維持管理コストの縮減に向けて、2019年度官民連
携支援事業を活用し、検討調査を実施。

臥竜公園及び周辺施設について、どのようにあるべ
きか、収入を増やし、維持管理コストを縮減する方
法がないか市民の方を含めて可能性検討を実施し
た。
今後は、実施が可能か検討していく。

84 まちづくり推進部
道路河川
課

舗装の維持管理を長寿命化
計画に沿って実施することに
より経費の縮減を図る

33
ライフサイクルコストが最小とな
る維持管理が求められている

長寿命化計画による予防保
全型の管理を行い維持管理コ
ストの縮減に努める

実施 ○ 実施 道路舗装工事を実施　6路線　L=1,032.5m
舗装長寿命化修繕計画に基づき6路線の舗装修繕
が効率的かつ計画的に実施できた。

85 まちづくり推進部
道路河川
課

橋梁の維持管理を長寿命化
計画に沿って実施することに
より経費の縮減を図る

33
ライフサイクルコストが最小とな
る維持管理が求められている

長寿命化計画による予防保
全型の管理を行い維持管理コ
ストの縮減に努める

実施 ○ 実施
橋梁補修工事を実施
L=15m以上　1橋
L=15m未満　3橋　　　　（R2 へ繰越し）

橋梁長寿命化修繕計画に基づき6路線の舗装修繕
が効率的かつ計画的に実施できた。

86 まちづくり推進部
道路河川
課

老朽化した相之島排水機場を
長寿命化計画に沿って更新す
る

13
機器の老朽化により排水ポン
プ運転時に故障が発生してい
る

事業計画に基づき３号機の更
新を完了する

実施 ○ 実施

測量設計を実施し、原動機更新1号2号発注した。
他自治体の排水機場も多くある中、当市排水機場
の必要性や重要性を粘り強く県に説明し、優先的に
実施していただけることとなった。

県営農村地域減災防災事業相之島排水機場更新
を県と連携して取組み測量設計が計画的に実施で
きた。

87 水道局
営業課

上下水道
課

アセットマネジメントやビジョン
の将来推計により、施設のダ
ウンサイジング等の検討を行
い経費の縮減を目指す。

32

H30まで資産台帳の整備を行っ
ており、それによりアセットマネ
ジメントの精度をあげ、資産管
理の検討に入る。

目標期間中に、具体的なダウ
ンサイジング等の検討にはい
る。

実施 ○ 実施 資産台帳の整備につとめている。
IC周辺開発、災害対応を踏まえ、引き続き検討し、
更新にあわせ対応していく。

収入増合計額385,201 335,559
支出減合計額44,020 55,392
合計額 429,221 390,951

1,201,261
51,266

1,252,527


