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事業名 所管課
H22所管課の

評価
H22 外 部 評 価 員 意 見 H22外部評価 H22予算 H23予算 担当課の考え

1
商業振興事
業

商業観光
課

現状継続

商業振興の主体は商業者であり、行政ではないという考えはわか
りますが、補助金を交付するのであれば、事前の審査と、事後の
検証はしっかり行い、市は、補助金の効果に責任を持ってくださ
い。
また、市民がどういう商業振興を望んでいるのか、須坂市に必要
な商業振興は何か、を意識して、常に改善をしながら事業を実施
してください。

現状継続 18,952 27,743

外部評価員からは、補助金の交付にあたり、事前の審査と
事後の検証をしっかり行い、補助金の効果に責任を持つこ
とと、市民ニーズを意識し、常に改善をして事業を実施す
るようにという意見をいただきましたので、あらためて事
業実績と今後の予定等の精査を行うと伴に、関係団体の事
業予定調査、各商店街の補助要望等の調査を実施しまし
た。また、平成21年度に行った市民総合意識調査によると
「買い物や娯楽を楽しめない」という意見が多い結果で
あったことなどから、個性的で魅力のあるお店や食事等を
楽しめるお店を増やすための、「わざわざ店等開設支援事
業補助金」による創業者支援の充実、商業活性化のための
主体である須坂商工会議所や商店会連合会等が行う事業へ
の引き続いた支援の必要性等をふまえて、平成23年度当初
予算計上を行いました。

2
新 エ ネ ル
ギー導入促
進事業

生活環境
課

拡大継続

市民の関心が高いことが意識調査でも明らかですので、市内の事
例を取り上げて、導入した方の声や、メリットを積極的にＰＲし
てください。導入への不安が解消され、メリットが見えれば導入
はもっと進むと思います。
また、新エネルギー導入の取組みは、地元の産業振興や教育、地
域づくりへの発展も予想されます。まきストーブなどの既存の技
術もＣＯ2削減には有効です。取組みの拡大を期待します。

拡大継続 1,777 5,413

新エネ・省エネ等については導入宅から導入後の声を聞
き、市報やHPでの地球温暖化防止の啓発時に設置事例を紹
介していきます。
産業振興については水車を須坂の地形から特に力を入れて
推進するべきと考え、現在産・学・官連携によるナノ水車
実証試験を米子町で始めております。これらの実証試験は
スマートグリットを考えたものでありますので、須坂にも
ともと自然エネルギー利用技術・熱交換ｼｽﾃﾑ技術・電子工
業技術などを持った企業が多数ありますので、これらの組
み合わせにより新たな産業が生まれる可能性も出てくると
期待しています。また、これ等の完成後は狭い範囲に6台設
置となりますので、新エネルギーの広報の場や子ども達の
教育の場となると考えております。
ｽﾄｰﾌﾞについては燃料としてのCO2削減には効果がありま
すが、市街地内では煙公害などまだ未解決な部分がありま
すので工夫が必要と考えています。

3
霊園造成事
業

生活環境
課

拡大継続

市民意識調査により霊園の市民ニーズがあることはわかります。
しかし、尐子化や核家族化が進む中で、お墓を取り巻く環境は変
わってくると思います。
須坂市でも合葬式墓地を計画しているようですが、将来的には合
葬式墓地の需要が高まると思います。
お墓に対する市民意識の変化や、民間の墓地を含めた需要と供給
を十分考慮し、過大な投資にならないように注意してください。

拡大継続 92,913 203,043

外部評価員からは、お墓に対する市民意識の変化や、民間
の墓地を含めた需要と供給を十分考慮するよう意見をいた
だきましたが、民間墓地の供給に関しては、当面予定があ
りません（墓地開発の際、当課に事前に許可が必要なため
把握できます）。
今後実施する霊園造成は、お墓に対する市民意識の変化を
含め、市民意識調査結果に基づく適正な規模であると考え
ています。

平成２２年度 外部評価の反映についての資料



事業名 所管課
H22所管課の

評価
H22 外 部 評 価 員 意 見 H22外部評価 H22予算 H23予算 担当課の考え

4
鳥獣被害防
止対策事業

農林課 拡大継続

この事業は、平成２０年度にも外部評価をしていますが、その後
の状況を確認するために対象としました。
今回、電気柵や防護柵の設置が進み、被害額も年々減っているこ
とが確認できました。引き続き、野生動物との棲み分けを進めて
ください。
なお、生産者以外の市民にも、農作物の被害を知ってもらい、防
除に協力いただけるような取組みを考えてください。

拡大継続 17,619 99,895

外部評価員から野生動物との棲み分け、生産者以外の市民
に協力についてという意見をいただきましたが、電気柵に
よる鳥獣害対策は、須坂市全体で50ｋｍの設置が必要であ
り、成22年度現在26ｋｍが設置済であり、残り24kmに
ついて早急に設置することが課題となっております。平成
23年度は、鳥獣被害緊急対策が単年度の措置として事業が
創設されましたので活用しながら、短期間での設置を実施
してまいります。
なお、生産者以外の市民の方にも個人でも防除ができる鳥
獣害対策や生態など、身近な所からＰＲを進めてまいりま
す。

5
間伐対策事
業

農林課 現状継続

間伐対策が、健全な森林の維持育成に必要なことはわかります。
しかし、今の状況が危機的状況なのか、まだ猶予があるのか、本
来どういう状況でなければいけないのか。こうした情報が市民に
は伝わってきません。こうした情報を市民に伝え、間伐材の利用
に市民の知恵を集めるなどの取組みも考えてください。
また、間伐対策は、豊かな自然を観光資源としている観光施策や
ＣＯ2削減の取り組みなどとも関係しますので、総合的に考える必
要があります。県の森林税を上手に活用して、全体の取組みを市
が調整しながら、計画的に進めてください。

拡大継続 5,334 5,990

外部評価委員から間伐対策の状況、取組み、森林税の使い
道についての意見をいただきました、本来、間伐をするこ
とで林内に光が入り林床に植物が育ち、豊かな生態系が形
成され活力ある森林へと育っていきます。市内の森林を一
斉に間伐することは困難ですので、森林の状態を見ながら
間伐対策を進めています。また間伐は、地球温暖化防止な
ど、森林の多面的機能を発揮し、さらに間伐材も多くの利
用価値があります。これらの情報を広報すざか等へ掲載し
市民の方から知恵等を集めていく取組みを進めていきま
す。
また森林税は間伐事業や間伐材ベンチ、作業道の整備等に
活用されていますので、今後も計画的に森林税を活用して
まいります。

6
生活道路改
良事業

道路河川
課

現状継続

生活道路は市民生活に密着していることから、様々な要望が寄せ
られ、担当課ではそうした要望を聴きながら道路改良を進めてい
ることが分かりました。
しかし、まだまだ歩道の傷みが目立つなど、改良が必要な箇所は
たくさんあります。今後も地域の実情に即した道路改良を、計画
的に進めてください。
なお、事業費を見ると繰り越しが多いので、緊急的な事業を除
き、計画的な執行に努めてください。

現状継続 119,000 70,010
外部評価員からのご意見のとおり、計画的に進めてまいり
ます。

7
生涯学習推
進事業

生涯学習
推進セン
ター

拡大継続

生涯学習講座やインストラクター養成の内容が、須坂市の歴史や
文化などに偏っています。内容的には公民館の事業でも良いと思
います。
生涯学習の範囲は広く、分野を限定した講座開設は、他の部署や
事業と重複してしまいます。よって、本事業の目的を再確認し
て、情報の収集や提供、指導者の養成や、生涯学習の啓発などに
力を入れてください。

効率化継
続

3,188 2,868

外部評価員からは①「講座の内容が須坂市の歴史や文化な
どに偏っており、他の部署や事業と重複してしまう」②
「事業の目的を再確認し、情報の収集や提供、指導者の養
成や、生涯学習の啓発に力を入れるべき」という意見をい
ただきましたので、①に対しては講座の内容や開催方法の
見直しを行ない、②に対しては情報の提供や指導者養成に
力点を置きました。予算策定方針に沿い講師謝礼、印刷製
本費などを削減しました。
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8
企業誘致事
業

工業課 拡大継続

将来を担う若者の雇用を確保するためにも、企業誘致事業は大切
だと思います。企業の進出は景気に左右されることから、正直厳
しいとは思いますが、引き続き県と連携しながら、完売に向けて
取組んでください。
また、企業誘致は市民のネットワークにも期待できます。優遇制
度や分譲価格、未分譲面積などの情報を市報に載せるなど、市民
一丸となったセールスも考慮すべきと思います。

現状継続 40,212 31,599

外部評価員から、「引き続き県と連携しながら、完売に向
けて取り組みを」という意見をいただきましたので、その
後、県と販売促進に向けて、県営日滝原産業団地に県が企
画する中小宅面の分譲希望に対応したインフラ整備に着手
するための道路設計委託料を新年度計上しました。また、
空き工場を活用しやすくすることで創業や他地域からの立
地を促進するため、既存の補助制度を見直し、「空き工場
等活用促進事業補助金」を創設し、企業立地を促進しま
す。
また、「市民一丸となったセールスも考慮すべき」との意
見もいただきましたので、機会を捉えて企業誘致のPRを推
進していきます。

9

感染症（新
型インフル
エンザ等）
及び大規模
災害時の医
療体制整備

健康づく
り課

拡大継続

新型インフルエンザ騒動や中越地震でもハッキリしましたが、感
染症や大規模災害時は、関係機関の連携が大切だと思います。
今後、いつ発生しても、各機関がスムーズに連携できるように、
緊急時に機能する医療体制を、早急に整備してください。
また、広域で解決すべき地域医療の課題には、できるだけすみや
かに、計画的に取り組んでください。

拡大継続 2,498 3,090
外部評価員から意見をいただいたとおり、医療体制の整備
を、早急に計画的に進めます。

10

市長への手
紙 ・ 虹 の
テーブル事
業

政策推進
課

拡大継続

市長への手紙は定着しているように感じます。虹のテーブルにつ
いては件数が激減しています。様々な会合で市長が市民と直接話
す機会が増えた事も原因かもしれません。
件数を増やすために、制度のＰＲや、市長が市民の会合に出向く
などの取組みが考えられますが、現在の体制でも実現できると思
います。

現状継続 138 (138)
外部評価員からは、虹のテーブルについて現在の体制で実
現可能との意見をいただきましたので、新たな予算措置は
しておりません。（予算は枠配分）

11
高齢者自立
支援事業

高齢者福
祉課

現状継続

支援を必要としている高齢者にとって、欠かせない事業だと思い
ます。対象者の調査など、過大なサービスにならないように
チェックしていることもわかりました。また、食事の配達時に安
否確認をしていることから、配達業務を随意契約している理由も
わかりました。
しかし、随意契約の価格が適正かどうかは判断できませんでし
た。周辺の自治体や、民間の同種のサービスと比較するなど、経
費の内訳を精査し、市民に説明できるようにしてください。場合
によっては入札方式も検討してください。
今後、サービス利用者が増えていく可能性があります。サービス
を維持するためにも、効率的な実施を心がけてください。

現状継続 40,806 40,479

外部評価員からは「随意契約の価格が適正かどうかは
判断できませんでした。周辺の自治体や、民間の同種
のサービスと比較するなど、経費の内訳を精査し、市
民に説明できるようにしてください。場合によっては
入札方式も検討してください。」という意見をいただ
きましたので、他の自治体では３６５日の配食する同
様のサービスが実施されていないため比較は難しいで
すが、経費の内訳の精査等については社会福祉協議会
と協議していきます。

12
公共交通対
策事業

市民課 拡大継続

新公共交通システムの実証運行をスタートして１年が経過しまし
た。様々な意見が寄せられていると思いますので、状況を市民に
公表してください。大勢の市民が公共交通システムのあり方を考
えるべきだと思います。
また、自家用車を運転できない高齢者が増えれば、予約制乗り合
いタクシーの需要も増えると思います。

拡大継続 26,797 26,848

外部評価委員からは新公共交通システムの現状を市民の皆
様にお知らせし、交通システムのあり方を考えるべきとい
う意見をいただきましたが、引き続き「すざか市民バス」
「すざか乗合タクシー」に対するご意見や利用状況につい
ての広報に努めるとともに、更にご利用いただけるよう検
討してまいります
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13
幼稚園就園
援助事業

子ども課 拡大継続

保育園児の保護者には保育費を、幼稚園児の保護者には幼児教育
費を支援しているのだと思います。
今後、幼児教育に力を入れていくのであれば、拡大継続が妥当で
すが、現在そのような計画は示されていません。

現状継続 34,400 36,100
外部評価員から意見をいただいたとおり、新たな取組みの
予定はありませんので、現状継続とします。なお、国の補
助基準額の引き上げにより、事業費を増額します。
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