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№ 質問内容 回答

①
毎年見直すのは悪くはないが、各自治会の負担に
なっていないか。

　負担はありますが、各年の役員自らが地域の危
険な場所等を確認することにより、役員交代など
に伴う活動低下を防止できると考えます。
別紙資料１（地域防災マップの更新）参照

②
見直しがあった場合は市の防災マップにどのよう
に反映しているのか。

　市が作成した防災マップに基づき、各地域にお
いて地域の実状に応じたより詳細なマップを作
成・更新したものが地域防災マップであります。

③
それよりも防災訓練の内容充実が必要であると考
えます。

　年々総合防災訓練の充実に努めております。特
に本年は、実践に近い訓練にするため、各区によ
る住民の自主的な避難の訓練及び国、県、防災応
援協定団体との連携のための訓練に力をいれまし
た。

④
区長会だけに説明しているが、今後町別に区民に
市が直接説明する機会を設定することを追加して
はどうか。

　「自分たちの町は自分たちで守る」という自主
的な防災体制づくりが必要であると考えておりま
す。
なお、本年度区及びブロックを単位とした、防災
学習会の実施を予定しております。

⑤
地域防災マップの町区から出されているものは市
からの要求主旨に合った物になっていますか？

　危険なところの表示など丌十分な点もまだあり
ますが、年々よりよいものに更新されています。

⑥
登録されたものの避難訓練の実態把握されていま
すか？実際に役立つものになっていますか？更新
が目的になっていませんか？

　毎年各区に照会し、防災訓練の実施状況を把握
しています。平成22年度は69町中58町が実施し
ました。
　この実施により、自分たちの町の特性を知り、
災害に対する知識と備えが向上している。また、
更新することにより、地域の防災を考えるととも
に、地域の問題点を洗い出し、解決方策を考える
きっかけとなっている。

⑦

現在の防災マップは、須坂市内の土砂災害だけを
想定したマップになっているが、地震災害（活断
層、地質、家屋の倒壊等）及び原子力発電所災害
（新潟、北陸地方）を想定したマップは研究され
ていますか。

　須坂市防災マップは、現在２種類（洪水・土砂
災害ハザードマップ、地震防災マップ）を作成
し、全戸配布してあります。
　なお、原子力発電所災害を想定したマップは、
国が原子力防災指針の見直し中であることから、
国、県の対応を注視したい。

⑧
目標に「更新する町の数」とあるが、地域防災
マップの見直しを実施するのは各自主防災会では
ないか。

　防災マップの作成、配布については、自主防災
組織の活動であります。
　なお、須坂市の自主防災組織は区と一体のもの
となっております。
　取組みの指標の表現については、「更新する町
の数」を「更新する町（自主防災組織）の数」に
改めます。

地域防災マップ更新事業[総務課]
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№ 質問内容 回答

①
23年度は対象税目の何をコンビニ収納に移行する
計画ですか？

　21年度から軽自動車税でコンビニ収納を実施し
ており、24年度から市県民税、固定賅産税（都市
計画税を含む）、国民健康保険税で実施する予定
です。

②
未税の実態は税目別で何人、何法人、金額はどれ
位ありますか？

平成23年9月20日現在、滞納繰越分(H22年度ま
での課税分)の人数及び金額です。

③
コンビニ収税可はどのようにPRされていますか？
対象者のみですか？

　須坂市のホームページでお知らせをしていると
ともに、現金納付される方の納税通知書に、納付
できるコンビニエンスストアを記載してお知らせ
しています。

④

目標に「収納率」を選定しているが、「収納方法
の充実」は市民へのサービス向上であって、収納
率アップにはならないのではないか。
したがって、目標にはコンビニ契約社数及びクレ
ジットカード契約社数の方がよいのではないか。

施策「長期的展望に立った財政運営」のなかでの
取組みの一環であり、市税などの自主財源の確保
に努め、収支バランスの取れた財政運営がされて
いるまちを理想としていることから、収納率を目
標といたしました。

⑤

目標に掲げている収納率のH22年度からH27年
度予定までの現年分、滞線分及び合計の税目別に
賅料をください。
（シート照会画面7ページ15「税目別収納率」の
様式に準ずること）

別紙資料２（税目別収納率等一覧）参照
（※　資料の配付及び説明は28日当日となります）

⑥ コンビニ収納は何社と契約しているのか。 14社（24チェーン店）と契約しています。

⑦
軽自動車税のコンビニ収納手数料は1件当たり契
約額はいくらか。
また、口座振替手数料は1件当たりいくらか。

コンビニ収納手数料は、1件当たり59円（税別）
です。口座振替手数料は、1件当たり10円（税
別）です。

⑧

H21年度からコンビニ収納（5月～7月）を実施
したが、シート1ページのH24予定に軽自動車税
のコンビニ収納とあるのは年間収納ということ
か。

H24年度からは、軽自動車を含め4税目でコンビ
ニ収納を実施するということです。
また、現在、軽自動車税の納税通知書、督促状の
みがコンビニでの納付が可能ですが、H24年度か
らは、4税目とも、納税通知書、督促状、催告
書、再発行納付書についてコンビニでの納付がで
きるようにする予定です。
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№ 質問内容 回答

①
前年度評価の中に、「高齢者施策として市民ニー
ズは高い」とあるが、具対策事業体的な内容
（データ）を示して下さい。

平成21年度市民総合意識調査において『高齢者福
祉の推進』の満足度が48項目中17位、重要度が
48項目中3位であり、重要度から満足度を差し引
いた市民ニーズが48項目中14位となっており、
市民ニーズが高い項目であると考えられます。

市税等収納率向上対策事業　（税務課）

　高齢者生きがい対策事業（高齢者福祉課）

市県民税（普通徴収） 1,557人 257,485,385円
市県民税（特別徴収） 56社 15,035,520円
法人市民税 73社 17,668,672円
固定資産税（都市計画税含む） 727人 525,345,636円
軽自動車税 592人 7,710,550円
国民健康保険税 1,342人 413,370,984円

合　　　計 実2,754人 1,236,616,747円
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②

事業に参加している人とそうでない人に二極化し
ているのではないか。参加（活動）していない人
をいかに参加に導くようにするか、参加しやすい
活動を追加したらどうか。

活動助成団体等においても参加者増につながる取
り組みがされているが、更に参加者増の向上に向
けての働きかけを進めます。

③
市各部（事業）に渡るシルバー人材センターへの
負担金、補助金はいくらですか？

シルバー人材センターへの運営費補助事務は、高
齢者福祉課で行なっております。
平成22年度実績は、15,350千円（須坂市
10,022千円、小布施町2,971千円、高山村
2,357千円）、平成23年度当初予算は、
14,200千円（須坂市9,271千円、小布施町
2,763千円、高山村2,166千円）です。

④
シルバー人材センターの年齢別登録人員はその労
働実態はどうなっていますか？高齢者の年齢制限
はありますか？

8月31日現在の会員数は587名です。年齢別の構
成比は、60～64歳が116名(19.8％)、65～69
歳が209名(35.6％)、70～74歳が166名
(28.3％)、75歳以上が96名(16.4％)です。
このうち、就業実人員は479名（81.6％）で、
年齢別では、60～64歳が81名(69.8％)、65～
69歳が179名(85.6％)、70～74歳が145名
(87.3％)、75歳以上が74名(77.1％)です。
年齢制限は、ありません。8月31日現在の最高齢
者は85歳です。

⑤
多額の運営補助金が支給されていますが、使用目
的に合っているかどのように実態確認の把握がさ
れていますか？

須坂市補助金等交付規則、及び補助金交付要綱に
より、交付申請時には事業計画書・収支予算書等
に基づき、実績報告時には実績調書・収支決算書
等に基づき、書類の審査及び必要に応じて行う現
地調査等により実態確認を行なっております。
　また、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の報
告、または立ち入り調査等により実態把握をおこ
なう場合もあります。

⑥

何で目標値を定めることができないのか。
例えば、「元気な高齢者数」
「シルバー人材センター登録会員数」
「ダイヤモンド婚・金婚式対象組数」
「老人クラブ会員数」
でもよいのではないか。

高齢者生きがい対策事業の内容が多岐にわたって
おり、例に挙げるような指標の一つをもって事業
全体の目標値とすることは難しいと考え、目標値
を定めませんでした。
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№ 質問内容 回答

①

各地区ごとに、過去5 年間について、年度毎に、
総遊休農地面積、解消面積、新規に増加した面積
を示してほしい。
これらの実態を基に、施策を検討した方が解消成
果を上げるのではないか。
（実態を把握して初めてより良い施策が立案出来
るのではないか）

別紙資料３ （遊休農地（荒廃農地）の推移と、遊休農
地解消対策事業による解消面積）参照
（農業委員による農地パトロール・遊休農地調査
結果の集計は、平成21年度以前は3年に1度行っ
ていました）

②
遊休農地面積を減らす具休的な目標値を設定すべ
きである。

第五次総合計画による平成27年度までの目標とし
て、遊休農地解消面積を累計で33.3ｈａ（21年
度までに累計で15.4ha解消）としています。

③
市全体の遊休農地は旧田んぼ、旧畑別にどれくら
いありますか？年度別の18年度以降の遊休農地解
消面積の実績はどうなっていますか？

別紙資料３ （遊休農地（荒廃農地）の推移と、遊休農
地解消対策事業による解消面積）参照
（田畑別の面積は21年度以降について把握してい
ます）

　遊休農地解消対策事業（事業費助成）（農林課）
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④

旧田んぼの放置遊休農地があちこちに散見され
草、萱が数メートルに伸びて獣の遊び場になって
いるが地主に対する指導は市ではどこが責任担当
部署ですか？どのような指導がされていますか？

遊休農地所有者への指導・勧告は、農業委員会が
所管です。農業委員会では、毎年遊休農地の状況
を調査（農地パトロール）し、耕していただけそ
うな方を探すなど、対策を講じております。

⑤

市内の「耕作放棄地面積」の推移をH15年度から
H27年度予測まで賅料提供してください。（放棄
地発生面横、放棄地解消面積、放棄地異計面積の
別）

別紙資料３ （遊休農地（荒廃農地）の推移と、遊休農
地解消対策事業による解消面積）参照
（今年度以降の耕作放棄地面積の予測はしており
ません）

⑥

目標である「耕作放棄地解消面積」のH22年度実
績を教えてください。
また、H21年度実績15.4haがH27年度目標の
33.3haを達成するための具体的な対策を示して
ください。

平成22年度「遊休農地解消対策事業」の実績は
4.0haです。（国庨補助分含む）
22年度までの累計面積は19.4haとなり、23～
27の5年間で残り約14ha、毎年約3haの解消と
なります。担い手農家への制度ＰＲを強化するほ
か、そば用コンバインの貸し出し等を行い目標達
成を図ります。
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№ 質問内容 回答

①
事業計画の中に、具体的数値目標を設定すべきで
ある。

須坂市周辺の農業は、ある意味「適地適作」に特
化した、需要と供給のバランス自体が成り立たな
い農業地域です。地産地消の対象を県内産とする
など、「ゆるく」考えた上で、どういった数値目
標が設定できるか、検討したいと思います。

②
地産地消での生産者から保育園の給食までの流れ
はどうなっていますか？

発注：保育園⇒生産者グループ・ＪＡ
納品：生産者グループ・ＪＡ⇒保育園

③
年2回しかやらない障害は何がありますか？年10
回、20回だめですか？年2回で地産地消と言えま
すか？

年2回の「給食デー」はイベント的に行い、全食
材を須坂産で賄っています。これとは別に各保育
園では、普段の給食にも可能な限り地元産食材の
活用を進めています。
また、学校給食では、須高産のお米100%給食を
達成しています。

④
ヤーコン研究会とは？もっと市民に栽培方法、料
理、効用についてPRすべきと思うが？

農業委員ＯＢが中心となって、平成16年度から中
山間地域を中心に活動されている団体です。数年
前までは、焼酎などの商品開発も行っていらっ
しゃいます。
22年度は保育園児とヤーコン収穫体験を行い、Ｔ
Ｖ・新聞等で報道されました。保育園・学校給食
への食材提供も行っています。

⑤

総合計画では、2つ目の取組みとして、「農業
者・JA・農改普及センター等と連携し、ブランド
カの重要な要素である「安心・安全」な農産物の
提供をすすめます」としているが、具体的な対策
事業を示してください。

農業者のエコファーマー（堆肥等有機賅材の施用
技術、化学肥料の低減技術、化学農薬の低減技術
を導入している農業者）認定を支援しているほ
か、販路開拓員により大消費地等で安全･安心農産
物のＰＲ活動を行っています。

「地産地消(賞)」推進事業　（農林課）
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⑥
総合計画では想定していなかった、原発放射能対
策も教えてください。

原子力発電所事敀に伴う放射性物質の農地・農作
物汚染については、信頼できる正確な情報の把
握・提供が肝心であると考えております。須坂市
では、長野県による農作物の放射性物質検査に協
力しており、これまでに、プルーン、ぶどう、米
について検査を行ってまいりましたが、いずれか
らも放射性物質は検出されておりません。
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№ 質問内容 回答

① 補助金交付の認定基準はどうなっていますか。

・改修費補助の対象者は、空き店舗等の所有者
（後継者含む）、賃借者で、対象となる事業は、
創業用店舗の建設、空き店舗等を創業用店舗へ改
修（所有者は改築含む）する場合です。
・家賃補助の対象者は、商店街団体、商業団体
等、NPO法人、創業者で、対象となる事業は、空
き店舗等を創業用店舗として賃借する場合です。
いずれの場合も、風俗営業は除き、１年以上営業
する事が条件です。

②
過去に支援した店舗は継続して事業をやっていま
すか。

　過去３年間に支援をした店舗は、いずれも事業
を継続しております。

③

わざわざ店とはいかなる意味ですか？広辞典によ
ると①特別にとりたてて、狂、老裁者②ことさ
ら、敀意にとある。事業目標になっているのか？
多額の補助金を出すに相応しい呼び名か？

　以前の事業名は「商店街空き店舗等活用事業」
でしたが、須坂の蔵や町並み等に興味を持つな
ど、わざわざ須坂の空き店舗等で創業したいとい
う起業家の出店を促すためと、市内外からお客様
にわざわざ来ていただけるような個性的で魅力の
ある店舗にどんどん出店していただきたいという
思いで、インパクトのある名称に変更させていた
だきました。

④
目標欄に「わざわざ店等開設支援事業申請件数
（年間）」とあるが、補助件数ではなく申請件数
にした理由。

　起業家が起業しやすいまち、魅力的な店が多い
まちに重点をおいたため、申請件数といたしまし
た。また、事前に事業計画書等を提出していただ
き、十分相談等を行った後に申請をしていただい
ております。

⑤

H21年度及びH22年度の補助件数を教えてくだ
さい。
また、H27年度目標をH21年度の2倍にした根
拠。

・平成21補助件数：改修費補助８件、家賃補助２
件
・平成22補助件数：改修費補助11件、家賃補助
10件
平成27年度目標を21年度の約２倍とした理由
は、21年度の改修費補助８件を基準として、平成
27年まで、対前年比毎に１～２件の増を目標とし
たためです。
別紙資料４ （H21・H22 支援事業申請者一覧表）
参照

⑥
あき店舗補助金（家賃）は、1年限り又は複数年
対象になるのか。

　家賃補助の対象期間は３年間で、当初２年間
は、3分の2以内で年間60万円限度、３年目は3
分の１以内で年間30万円が限度となっておりま
す。

⑦
現在、把握している空き店舗数。
また、空き店舗情報をどんな方法で誰に提供して
いるか。

　現在把握している空き店舗の件数は２件です。
市から創業希望者向けの情報提供方法について、
現在検討中です。

　商業振興事業（魅力的で集客力のある店の出店支援）（商業観光課）
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