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№ 質問内容 回答

1
7ページ12番
須坂市観光協会連携事業の効果

コンベンション会議は市内観光関係者やマスコミ
関係者の情報共有のための会議、効果的なPRや相
乗効果を狙ったコラボが狙い。
　その他については観光客の誘客

2
分析・振り返り…効率性が悪い要因は。改善はな
いのか。

観光客の増減については複合要因が大きく、災害
等を除き特定の原因を求めることが困難なため、
ある程度のトライ＆エラーが必要

3 物産販売…人気商品は何か。
イベント毎に販売物品が違うので、一概にはいえ
ないが、おやきや味噌ドレッシング、フルーツや
野菜などが好評。

4
観光宣言…今までの誘客事業で一番多く訪れた県
または地域はどこか

中京圏（大阪・名古屋）
※近年、宿泊滞在や地域周遊を促進するため、中
京圏を重視。（関東は日帰り圏内のため）

5

PLAN-DOに関して
・H23年度から同じ文書が掲げられているが、具
体的な内容・実績或いは目標値はどうなっている
のか。
・この事業は、総合計画施策「27」で目標として
いる「目標値」に対し、どの程度寄不しているの
か、具体値で示してほしい。

観光振興を継続的に行うことで「知名度の向上」
「興味喚起」「訪問意欲」につながるため、値と
して表すことが困難。
　寄不の度合いについては、本事業は市の観光誘
客政策の中枢事業であり、本目的を達成するため
に実施している事業であるため100％の寄不と考
える。

6

取組の指標に関して
・「パンフレット等の年間送付枚数」となってい
るが、誘客増が目的とした場合、観光誘客目標
数・販売金額等を併記すべきと考えます。
・送付枚数がH22年度757枚の実績に対し、
H23年度実績644枚(15%ダウン)の要因は何
か。
・H22年度・H23年度の観光客数・販売金額等
の実績はいくらで、24年度の目標数値はどう考え
ているのか。

観光統計は調査地点が限られており、推計値によ
るブレも大きいため指標としなかった。

送付枚数の減尐については丌明

H22　1,161,200人、　28億3,100万円
H23　1,053,100人、　28億1,300万円
H24　1,100,000人、　28億2,000万円

7
平成24年度予算に関して
委託料：23年度比　約50%増となっているが、
急増の要因は。

H23は国の「ふるさと雇用再生特別事業」により
観光協会に商品造成等を担当する新規スタッフを
配置したが、H24も継続雇用とするため１名人件
費分の委託料を増額した。

8
・観光協会への委託料9,700千→観光協会ではど
んな取組みをしているのか具体的に丌明
・「観光振興の充実」具体的にどう図れたのか

資料：H23 観光協会総会資料（別紙 資料１）

観光ガイド組織の設立や共通入館券など、観光客
のニーズに応えた。

9
3ページ　平成24年度予算、委託料。
観光協会委託料の増加要因は何か？

７欄回答のとおり

10
５ページ　宣伝用パンフレット等の作成。
これらの費用はどこから出ている？

印刷製本費　H23決算2,916,900円

11
５ページ　誘客イベントの広告宣伝。
新聞社及び雑誌社毎の掲載は何回？

埼玉新聞１回、旅行読売１回、ガイドのとら１
回、THE信州４回
（固定看板２箇所）

12
５ページ　テレビ・雑誌等の取材回数。
取材はそれぞれ何回？

新聞、旅行雑誌記者５回、テレビ等取材43回（把
揜分）

13
５ページ　JR各社へ観光ポスターを掲示。
掲示した駅数はJR各社毎に何駅？

駅数は丌明。JR毎の掲示枚数
東日本705枚、東海56枚、四国300、九州55枚
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№ 質問内容 回答

14
５ページ　マスコミ関係者招致事業。
何回実施？招待したマスコミは何社？

７社（サンケイスポーツ、旅行読売、ラジオ大
阪、ニッポン放送、朝日放送、TBSラジオ、毎日
放送）

15
５ページ　観光案内誘客業務委託。
業務委託の契約期間は？

平成23年４月１日～平成24年３月31日

16
６ページ　観光年賀はがきデザイン募集、謝礼。
10,000はどこから出金したか？

報償費　H23決算10,000円

17
戦略的な観光情報PRとありますが、どんな戦略で
すか？詳しく聞いてみたい。

新幹線新路線や新たな高速道路の開通など、人流
の変化を見越して、該当地域へPRするなどしてい
る。

18

事業内容に「戦略的」という文句がいくつか出て
くるが、どのような点を指しているのかわからな
い。
誘客ターゲットの絞り込みとか、PR商品の選定
（特産品、自然環境・歴史的建造物等）などはど
のように行っているか？

上記17欄回答
 その他、観光商品の売り込みについては、それぞ
れの旅行会社の得意分野に合わせたプランを用意
するなどしている。

19

取組指標にパンフレットの送付枚数を挙げている
が、送付枚数と効果の関係が丌明瞭。パンフレッ
トを見て訪問した人の数や訪問者へのアンケート
等で費用対効果の目視化を図れないか？

「知名度の向上」「興味喚起」「訪問意欲」のバ
ロメータとして、送付枚数を指標としている。

2

№ 質問内容 回答

1
平成23年度事業概要に関して
登録39団体について、団体名と事業(ボランティ
ア)内容を開示してほしい

　別紙に資料を添付しました。（資料２）

2

取組の指標に関して
・今後、利用者数を増やしていくために、団体数
も増やしていくのか。
・どの様に取り組むかによっては、「委託料」を
増やす必要があるのではないか

・市社会福祉協議会が毎月発行している広報誌や
ホームページに掲載し、利用の促進を図っていま
す。また、今後の広報計画として、市社会福祉協
議会のブログにも利用内容の紹介してまいりま
す。
・現在、ボランティア団体を紹介（参加募集も兼
ねて）するハンドブックを作成中です。11月中に
完成の予定です。市社会福祉協議会に指定管理委
託している施設であり、光熱水費・消耗品費・簡
易な修繕費用を委託料として支払っています。管
理担当（ボランティアコーディネーター）に関す
る費用は、ボランティアの育成･研修などを企画し
ているボランティア活動推進事業と相互に関連し
ているため、同事業経費に含まれています。

3
２ページ　平成23年度決算、賃借料。
更新した印刷機はどのようなものか？

　ボランティアセンター設立時に備品購入した印
刷機の老朽化により敀障が頻発していたため、新
機種をリース契約で導入しました。１か月あたり
のリース料は、14,490円です。

4
６ページ　事業の実績、利用状況。
登録39団体の明細は？

　NO.1 と関連するため別紙添付資料のとおりで
す。

5
６ページ　事業の実績、利用状況。
登録39団体の具体的な活動内容は何か？

　NO.1 と関連するため別紙添付資料のとおりで
す。

福祉ボランティアセンター管理事業　[福祉課]
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№ 質問内容 回答

6
誰もが気軽に参加できるボランティア活動の体制
とはどんな体制ですか？詳しく聞いてみたい。

・ボランティア活動に個人で参加したい方にも本
施設を利用できるようにしています。また、施設
利用にあたり、電話での予約も可能としていま
す。ほかにも、毎年「ふれあい広場」や「助け合
い推進大会」を開催し、広く市民のみなさまが気
軽に参加していただけるよう実行委員会（団体・
個人参加自由）において、協議を重ねています。
・市社会福祉協議会では「これからボランティア
を始めたい」と考えている方々を対象とした「市
民向けボランティア入門講座」を開催していま
す。今後もボランティアの育成に向けて同事業の
充実と広報の展開に取り組んでいきます。

7
ボランティアセンターは日々どういった利用があ
るのか聞いてみたい。

　月平均で371人のみなさまが利用しています。
利用内容は、別紙添付資料の活動内容のとおりで
す。なお、土日・祝日も利用できます。

3

№ 質問内容 回答

1 寿楽園の入所者数35名の稼働率はどのくらいか
在籍状況は、平成23年度末現在35名入所措置し
ているが年度内の措置解除者7名、新規措置者5
名。

2

指標選定の理由
「指標を測定する方法がないため、或いは指標を
選定し測定することは、そぐわない事業である」
ということは良く分かりますが、事業に対する
「対応の仕方・姿勢等」は明記すべきではない
か。

居宅において、心身ともに豊かな生活が著しく欠
ける家庭環境や経済状況にある高齢者に対しての
措置であります。本来、本人の意思・自己決定を
最大限尊重しての入所であるべきですが、場合に
よっては本人も知的に理解力の無い方や、親族に
よっては世間体等の問題もあり入所の同意が困難
なケースもあります。職員としては、高齢者の人
格や尊厳を守り支える姿勢で対応しております。

3

平成24年度予算に関して
・扶助費増の要因は何か
(入所者増を見込んでの処置か、別の要因を考えて
おられるのか)
・施設名として、「寿楽園」が記載されている
が、須坂市内では他に、同等の施設はないのか。
対象人員が増えた場合、民間企業などの認可など
は考えていないのか。

①扶助費の要因
　実績を基に見込み人数(38名)の措置費で算出し
　ており、国の基準単価の事務費等が増額になっ
　ております。
②対象人員が増の場合の対応
　市内には、養護老人ホームはありません。長野
　広域連合で運営している養護老人ホームへの入
　所が可能です。

4
内容が全く分からない。どういう事をやっている
のか教えて下さい。
措置費80,000千円を使ってどういう事業なのか

①事業内容
　・入所者の生活援助(居室・食事等提供)
　・行事(お花見・餅つき・節分等の季節の行事、
    　誕生会、レクリェーション、外食)
②措置費の内訳
　事務費、一般生活費、介護サービス利用者
　加算、入院患者日用品費、その他加算の合計額

5
６ページ　事業の成果等。
平成23年度を含む過去5年間の措置実績人数、措
置費実績及び入所者数の増減は？

《各年度末現在措置者数、措置費実績》
H23年度　養護 35名　80,401,866円
H22年度　養護 37名　78,790,848円
H21年度　養護 37名　80,402,373円
　 　　　　特養   1名    　 205,580円
H20年度   養護 36名  73,389,181円
H19年度　養護 35名  73,296,015円

6
６ページ　老人ホーム入所状況。
寿楽園の収容能力は何人？

《平成24年3月31日現在》
定員50名中：須坂市35名、長野市5名、飯山市1
名、小布施町1名、高山村1名、飯綱町3名、十日
町1名、計47名(男11.女36)

老人ホーム措置事業　[高齢者福祉課]

3 / 6



№ 質問内容 回答

7
事業評価において、有効性の中で”公平性に配慮
されている”とあるが、具体的にはどのような指
標で公平性を確保しているのか？

①入所にあたっては、長野広域連合の入所判定委
　員会において実施要綱に基づき判定している。
②入所者は、異なる様々な生活体験をされており
　、価値観の違いの中で平等に共同生活を営む
　ため、施設では個人を尊重しつつ生活指導を
　行っている。
③施設においては、精神に障害を持つ入所者が31
　名おり、他者を思いやる気持ちの高揚を図るよ
　うに配慮されている。
④施設においては、月1回支援会議を開催し、入
　所者の動向等に注意し精神的に安定した楽し
　い生活になるよう処遇内容を検討されている。

8

指標選定はそぐわないとありますが、老人ホーム
の措置費支給にとどまらず、基本目標である”み
んなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり”の
考えのもと、他事業との連携や情報交換によって
総合的な福祉を目指すことはできると思うが、そ
のような取り組みはあるのか？

①ボランティアの協力をいただき、施設行事
　への参加者多数。
②施設内にボランティアによる喫茶店を開設
　(年34回、延べ174名)
③ボランティアによるクラブ活動の指導(音楽
　クラブ・墨坂民謡クラブ)
④ボランティアによる外出行事の介助
⑤地元学校との交流(日滝小学校3回・
　須坂東高校1回・やすらぎ保育園3回・須坂
　看護専門学校・相森中学校1回)

4

№ 質問内容 回答

1
ホームページ、ブログ、ツイッターなどの手段が
無い人、使えない人等の情報収集方法(特に老人、
障害者世帯等の情報収集方法)

広報すざか（市報）や、隣組回覧などの紙媒体が
基本と考えている。新聞、テレビ、ラジオなどへ
も積極的な情報発信を行っている。
　希望者には広報の大まかな部分の録音や点字で
の紹介も行っている。（福祉課）

2
パソコン、携帯電話等もっていない人もいると思
うが、その人達への対応は？

同上

3

PLAN-DOに関して
H23年・24年は、国の補助制度を活用したラジ
オ放送(FMぜんこうじなど)を実施としているが、
H25年～H27年度にはない。
「補助制度があるかないか」で、簡単に止めてし
まうのか、その程度の重みしかない事業であれ
ば、平成24年度から止めていいのではないか。

23年度の中途、8月から実施した。制度は1年間
実施可能であったので年度をまたいで開始から1
年間について行った。
自主財源では金額的に実施丌可能な事業であった
が、補助制度を活用することにより実施できたこ
とは良かった。

広聴広報事業　[政策推進課]
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№ 質問内容 回答

4

別冊付属資料の「地域づくり市民会議」に関して
一昨年の「事業仕分け」の際、会議の進め方につ
いて、改善してはどうかとの意見に基づいて改善
されてきていますが、P8の「参加者数」データを
見ると、ブロックにより大きな差が感じられま
す。(今回のデーターでは、中心市街地ブロックが
尐ない)
平成22年度～平成24年度の3年間のデータはど
の様に推移しているのか。データの開示と分析結
果を知りたい。

地域によって多いところと尐ないところがある。
区長会と共催であり、出席者は区の役員や地域の
役員さんが中心だと思われる。
開催日時や地域への関心度などの問題か、若い世
代の出席が尐ないのが課題だと感じている。

5

２ページ　取組みの指標、総合意識調査個別設
問。
これはどこから出てくるのか分からない。総合意
識調査とは何か？添付資料に載っていない、分か
らない。

ほぼ毎年、毎回変わるがおおむね市民1０00人程
度（無作為抽出）を対象に直送によるアンケート
を実施している。
その設問の中に設定をした。

6
３ページ　平成24年度予算、委託料。
各放送局との契約期間は？

ながのコミュニティ放送（FMぜんこうじ）
H24.4～H24.7（4ヶ月）
2,672千円
エフエム長野
H24.4～H24.8（5ヶ月）
9,097千円
SBCラジオ
H24.4～H24.9（6ヶ月）須高3市町村共同事業
5,836千円

7
３ページ　平成24年度予算、委託料。
20,125千円の内訳は？

ラジオ番組（3局）17,605千円
STV（共創番組）委託　2,520千円

8
６ページ　広報須坂の発行、印刷費。
7,201,916円はどこから出金したか？

広聴広報事業(広報誌の充実）：広報紙などを製作
する事業の中の需用費（印刷製本費）

9
６ページ　パソコンとソフトのリース料。
559,440円はどこから出金したか？

広聴広報事業(広報誌の充実）：広報紙などを製作
する事業の中の使用料及び賃借料（機器賃借料）

10
６ページ　広報モニター会議、年間謝礼。
24,736円はどこから出金したか？

広聴広報事業(広報誌の充実）：広報紙などを製作
する事業の中の報償費（謝礼）

11
６ページ　季刊イベント情報チラシの発行、印刷
費。
406,350円はどこから出金したか？

広聴広報事業(広報誌の充実）：広報紙などを製作
する事業の中の需用費（印刷製本費）

12
６ページ　須坂市ホームページの管理、ホーム
ページ保守委託料。
1,827,000円はどこから出金したか？

広聴広報事業（ホームページ充実）：ホームペー
ジなどを運用をする事業の中の委託料（保守点検
委託料）

13
７ページ　すざかビデオリポーター、委託料。
30,000円はどこから出金したか？

広聴広報事業（ホームページ充実）：ホームペー
ジなどを運用をする事業の中の委託料（その他委
託料）

H22 H23 H24
第1･2ブロック(上部･東部) 35 36 33
第3ブロック（西部） 18 24 27
第4ブロック（南部） 30 34 34
第5ブロック（日滝） 32 20 22
第6ブロック(豊洲） 69 58 66
第7ブロック（旭ヶ丘） 36 29 27
第8ブロック（日野） 42 54 31
第9ブロック（井上） 25 41 26
第10ブロック（高甫） 46 73 39
第11ブロック(仁礼） 42 46 38
第11ブロック(峰の原高原） 27 22 25
第12ブロック（豊丘） 21 18 44

423 455 412
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№ 質問内容 回答

14
７ページ　須坂新聞紙面（広告扱い）を活用した
情報提供。
180,000円はどこから出金したか？

広聴広報事業(広報誌の充実）：広報紙などを製作
する事業の中の役務費（広告料）

15

７ページ　広報推進会議等。
広報推進幹39名と広報担当者34名は、研修会の
後、どのような活動をどのくらいしたか把揜して
いるか？

ホームページの掲出及び報道へのプレスリリース
などは各課の広報担当者及び推進幹が行ってい
る。
件数までは把揜していない。

16

８ページ　NHK公開番組の共催。
入場者数877名となっているが、メセナの大ホー
ル定員1,124名に対して約250もの空席は無かっ
た。（小生は愚妻と一緒に観覧した）
その時の三木市長の挨拶では競争率は十数倍と
言っていた。集計あるいは計算方法に誤りがある
のではないか？
1枚の葉書で2名まで入場出来たのだから把揜する
数字は当選枚数でいいのではないか？

公演によってキャパシティは変わる。
今回は、オーケストラピット部分や機材設置など
デット席（座れない席）は150席程度を設定し、
当日開放した席は967席でした。
NHKによると1枚につき1名としている場合もあ
るようで（地域や公演内容で変わる）すが、今回
は1枚につき2名の入場ができるようにしたため、
当日来ない当選者や、1枚で1人、2枚で3人とい
う人も想定する中で当選者を選出したとのこと。
入場者数は、今後の事業運営にあたっても必要か
つ重要な実績数値となる。

17

８ページ　地域づくり市民会議。
平成23年度の会議次第及び当日配布資料をいただ
きたい。
ブロックで資料が異なるのであれば、いずれかの
一ブロック分で可。

別添（資料３）

18
ホームページ等へのアクセス数を教えてくださ
い。また認知度をあげる計画は何か事業に取り組
んでいますか？

昨年度（H23.4～24.3末）約409,000回
一日平均1,100回程度。
関係機関との情報プラットホーム（情報共有化）
やSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス：ツイッターやフェイスブックなどインター
ネット内での口コミ機能）の活用でホームページ
に訪れる人を増やす。

19
最近はモバイルからの情報収集も増えていると思
われますが、そのような情報発信、情報提供の事
業は行っているか？

モバイルページも運用しているが、最近はスマー
トフォンの急速な普及拡大によって必要性がやや
薄れていている。
SNSを活用した情報発信をおこなっている。

№ 質問内容 回答

1

CHECK項目に関して(全事業に共通)
・全事業に共通した「CHECK項目」が掲げられ
ているが、事業内容によっては違う項目があって
もよいのではないか
「評価の理由」欄は、具体的に挙げられるもの
は、具体的に挙げてほしい。
・項目の文章について
優先度5項目：達成していないか。→達成してい
るか
有効性2項目：「公平性に配慮しているか」は、
ここではどういう意味か。

評価システム上共通したCHECK項目を設けるの
みとなっている。確かに事業内容によっては、評
価しずらい項目もあり、個別の評価項目が設けら
れるようシステムの構成も含め様式も見直した
い。
評価の理由欄にはできるだけ具体的に挙げるよう
担当課に依頼しているが、理由内容も含め評価員
の皆様に評価、確認していただきたい。
優先度５項目目の「事業のねらいを達成していな
いか」の表記については、まだ事業のねらいを達
成していないので、他の事業に比べ優先的に取組
む必要がある事業であるかを評価する項目であ
る。
有効性２項目目の「公平性に配慮しているか」の
表記については、事業の受益者が偏ることなく、
公平に事業費が有効活用されているかを評価する
項目である。

2
13事業すべてに共通する質問事項
人件費において正規職員及び嘱託職員の費用算出
の根拠は何か？組織機構図も頂きたい。

別紙資料参照（資料４）

その他
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