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№ 質問内容 回答

1

今回は選定されなかった鳥獣被害対策防止事業と
関連して遊休農地・耕作放棄地の解消を推進する
方法を考えてほしい
　　　　　　　　　　　↓
クマの出没等　有害鳥獣は遊休農地　耕作放棄地
を増やす要因のひとつかと思う。
今年はクマに限らずイノシしやハクビシン等　有
害鳥獣の被害も多かったようなので、遊休農地・
耕作放棄地の解消方法を一緒に考えたら効果的で
はないかと思う。

　有害鳥獣が遊休農地増加の一因であることは、
有害鳥獣の出没が多い地域で遊休農地が特に増加
していることからも間違いないと思います。
　現在、電気柵の設置を進めており、電気柵が適
切に管理されている地域では獣の被害がほとんど
ないことから、電気柵の効果は大きいものと考え
ています。
　９月末現在、クマ4頭、サル26頭、イノシシ
82頭、ハクビシン7頭を駆除していますが、これ
は一昨年に次ぐ駆除数です。近年は河川からの侵
入が増えていますが、河川には電気柵の設置も困
難で、わなによる駆除に頼るしかないのが現状で
す。

2
営農に関するアンケートの回収率17.8%をどのよ
うに考えるか

　実施時期が農繁期であったこと、記名式であっ
たことが影響しているのではないか思います。農
家の関心が低いということではないと思います
が、もう尐し回収率が高ければよかったと思いま
す。
　ただ、サンプル数が500弱ありますので、傾向
は把握できたと思います。

3
事業目的に関して
内容が丌十分ではないか。「遊休農地拡大防止」
についても記載すべきではないか。

　遊休農地の拡散防止のため、担い手育成、販路
開拓、鳥獣害防止等にも他事業で取り組んでいま
す。
　この「遊休農地解消対策事業（事業貹助成）」
シートは、遊休農地となってしまった土地を活き
た農地に復活させるための事業への補助金につい
て記載しています。

4

総合計画の体系に関して
事業内容に記載の「須坂市耕作放棄地対策協議
会」のメンバーと目的目標を開示してほしい。合
わせて「農業委員会」の目的を開示してほしい。

・農業者戸別所徔補償制度の推進、耕作放棄地の
再生利用及び担い手の育成・確保等を目的とし
て、平成23年7月1日付けで須坂市水田農業推進
協議会が須坂市農業再生協議会に組織改正され、
平成24年4月1日付けで須坂市耕作放棄地対策協
議会及び須坂市地域担い手育成総合支援協議会が
須坂市農業再生協議会に統合されました。
　須坂市耕作放棄地対策協議会の構成メンバー
は、
須坂市農業委員会、須高農業協同組合、日滝原土
地改良区、河東土地改良区、北信農業共済組合、
長野農業改良普及センター及び須坂市でありまし
た。

・農業委員会は、農地に関する事務を執行する行
政委員会として市町村に設置されたもので、①農
地の売買や貸借の許可、②農地転用案件への意見
具申、③遊休農地の調査・指導、④行政庁への建
議などが主な業務です。
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遊休農地解消対策事業（事業費助成）　[農林課]
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№ 質問内容 回答

5

PLAN-DOに関して
農業再生協議会のメンバーを開示してほしい。
「耕作放棄地対策協議会」とどうして使い分けし
ているのか。

・須坂市農業再生協議会の構成メンバーは、
須坂市農業委員会、須高農業協同組合、農地利用
集積円滑化団体、日滝原土地改良区、河東土地改
良区、北信農業共済組合、須坂市認定農業者の
会、須坂市食生活改善推進協議会、長野農業改良
普及センター及び須坂市です。

・後段は、№４に記載のとおりです。

6

取組みの指標に関して
・支援制度を利用した耕作放棄地解消面積の実績
と目標は記載されているが、解消された面積での
効果（生産販売額）はどれくらいか。
・国が積極的に推進している「農業の大規模化」
事業はどの様に対応していくのか。

・生産販売額は把握しておりません。解消された
農地では、いきなり高い生産性を期待することは
難しく、また、解消の目的が、農業生産の拡大と
言うよりは景観の保全に近い作目等が多いのが現
状です。

・「人・農地プラン」に位置づけられた地域の中
心となる農業者へ農地が集積されるよう働きかけ
ます。

7

ACTIONに関して
・「営農に関するアンケート」の結果は、国が進
めている方向と逆行している。事業施策を根本か
ら見直すことが必要ではないか。
・「人・農地プラン」を9月中に作成して、とあ
るが、その内容は何時開示されるのか。

・担い手丌足、遊休農地の増加という「人と農地
の問題」は全国共通のものであり、国において新
規就農者への給付金や農地提供者への協力金等が
創設されました。市でも、従前からの担い手育
成、販路開拓、鳥獣害防止等の事業を引き続き行
うとともに、須高３市町村、農業関係団体等と法
人による農地継承の仕組みづくり等についても研
究してまいります。

・「人・農地プラン」は、10月から農林課及びＪ
Ａ須高各支所で閲覧に供しています。

8

全体的に
・21年度以降遊休農地は年々増加しており、農業
の活性化目標とは乖離している。就農者はどう
なっているのか（H23年に意見が出たはず）
・昨年の評価時に提示されている「利用権設定面
積」が今回は記載されていないが、どうなってい
るのか。
・遊休農地全体を解消していくことが重要である
が、市の施策には見えてこない。

・農家戸数でお答えいたします。平成17年は専業
農家428戸、兹業農家1182戸、22年は専業農
家447戸、兹業農家1024戸（農林業センサス）
という状況です。なお、新規就農者数は、平成21
年3人、平成22年2人、平成23年4人、平成24
年11人（見込み）となっています。

・利用権設定面積
H23度末1,665筆、1,371,395.21㎡
うち23年度設定分497筆、430,508.54㎡

・市民の皆様のご協力で遊休農地解消面積も増え
ていますが、それ以上に遊休農地が増加していま
す。
　遊休農地の拡散防止のため、担い手育成、販路
開拓、鳥獣害防止等にも取り組んでいます。

9

①3ページ　平成24年度予算、補助金。
平成24年度予算書によれば、19負担金・補助及
び交付金として地域農政特別対策事業負担金200
千円、遊休農地解消対策事業補助金5,000千円、
中山間地域直接支払制度交付金4,643千円で合計
9,843千円となっており、これら三つを交付する
事業が遊休農地解消対策事業となっている。
もし、遊休農地解消対策事業の補助金が遊休農地
解消対策事業補助金5,000千円のみであるなら
ば、他の二つは何の事業の補助金なのか？
平成24年度予算書になるものが適切に計上されて
いないのではないか？

・行政評価事業別シート「遊休農地解消対策事業
（事業貹助成）」は、事業別予算事業「遊休農地
解消対策事業」のうち、遊休農地となってしまっ
た土地を活きた農地に復活させるための事業への
補助金について記載しています。

・地域農政特別対策事業負担金は、市民農園の維
持管理に対する負担金、中山間地域直接支払制度
交付金は、耕作丌利地域である中山間地域の農地
（１ha以上の一団の農地で、水田1/100以上、
畑8度以上の傾斜地）の保全管理に対する交付金
で、遊休農地の拡散を防ぐことを目的としていま
す。
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№ 質問内容 回答

10
②3ページ、平成23年度決算、補助金。
①と同様に適切な計上がされていないのではない
か？

№９と同様です。

11

③7ページ、平成23年度事業の実績、Ⅲ-2。
地域農政特別対策事業負担金200千円を交付して
いるが、どこから支出したのか？
3ページの平成23年度決算において①で指摘した
補助金等を適切に計上していないから矛盾が発生
しているのではないか？①と併せて修正する必要
があるのではないか？

・遊休農地解消対策事業補助金と同じ予算科目か
ら支出しています。

・地域農政特別対策事業は拡散防止のための事業
ですので、「遊休農地解消対策事業（事業貹助
成）」では評価対象としていません。P7 Ⅲ ２は
記載誤りです。大変申し訳ございませんでした。

12
7ページ、平成24年度事業の計画、補助金負担金
等。
①で指摘したものを計上すべきではないか？

　遊休農地となってしまった土地を活きた農地に
復活させるための補助金について記載していま
す。

13
他の類似事業との関連性や区分について説明して
頂きたい。

　遊休農地発生の一番の原因は、高齢化と後継者
丌足による農業者の減尐であると言えます。農業
者減尐の原因としては、①農産物価格の低迷や有
害鳥獣被害が営農意欲・就農意欲を削いでいる
②農業機械等の初期投資や農業生産技術習徔が新
規就農の障壁となっている　③農地法の規制が企
業の農業参入障壁となっている　等が考えられま
す。
　このように農業の抱える課題は相互に関連して
いますが、これを「遊休農地解消対策事業」のほ
か、①関連で「鳥獣被害防止対策事業」「安全安
心な農産支援事業」「販路拡大販促事業」等に、
②関連で「農業後継者対策事業」「農業サポート
センター事業」に区分しています。

6

№ 質問内容 回答

1
産業コーディネータ、産業アドバイザーの根本的
な違い

・産業コーディネータは自然エネルギー、再生可
能エネルギー、環境問題、健康、農業の高齢化等
社会的課題など広範囲な案件に対応して頂きま
す。
・産業アドバイザーは市の施策に関連する分野な
ど特定の分野について企業の支援などを行いま
す。

2

取組みの指標に関して
・導入件数のみでなく、今後期待される成果はど
う見込まれているのか（新規雇用人員、新規生産
出荷額など）
・総合計画　「施策24」では、1人当たりの粗付
加価値額のアップが設定されている他、めざす目
標項目（4項目）ごとに、現在値(H21)と目標値
(H27)が記載されているが、今回の事業は、どの
項目との関連か。

・先ずは新事業として立ち上げることを優先し、
それに伴い新規雇用者数、新規生産出荷数も増加
するととらえています。
・新技術の開発は如何にして付加価値を高めるか
ということであります。直接的にどの位増加する
か根拠はありませんが、従業員一人あたりの粗付
加価値額、製造品出荷額の増にもつながるものと
考えます。

3

2ページ及び3ページ、産業コーディネータと産業
アドバイザー。
彼らの身分は嘱託職員ではないのか？もし嘱託職
員であるならば3ページの平成23年度決算の人件
貹の計上は重複していないか？

・産業コーディネータ、産業アドバイザーは地方
公務員法第3条第3項第3号に基づく嘱託員です。

企業技術開発支援事業　[産業連携開発課]
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№ 質問内容 回答

4
3ページ、平成23年度決算、補助金。
3ページの決算金額と6ページの決算金額が合致し
ない。

・3ページの決算額の新技術新製品開発事業につ
きましては1,138千円を計上すべきでした。その
他6ページの内容と整合を取りました。お詫びし
て訂正いたします。

5
3ページ、平成24年度予算、補助金。
3ページの予算金額と6ページの予算金額が合致し
ない。

・3ページと6ページの予算額につきましては、新
製品開発事業の経貹2,000千円のみを計上すべき
でした。お詫びして訂正いたします。

6

4ページ、効率性、人件貹の削減余地は無いか。
必要最小限の勤務日数とは何日か？
産業コーディネータと産業アドバイザーの勤務形
態は他の職員と比べて特殊なのか？

・産業コーディネータ2名の勤務日数はそれぞれ
月14日と10日となっています。
・産業アドバイザー3人は月10日となっていま
す。
・毎月一度のコーディネータ、アドバイザー会議
のほか、それぞれ研究会などの業務の進捗状況等
の把握をしており、適正な勤務日数と考えており
ます。

7
4ページ、効率性、人件貹の削減余地は無いか。
人件貹は正規職員の削減余地は無いのか。

・産業連携推進係は正規職員2名と嘱託職員1名で
あり、正規職員1名は工業係との兹務でありま
す。また、コーディネータ、アドバイザーの勤務
日数は必要最小限の日数であり、削減余地はござ
いません。

8

6ページ、平成23年度事業の実績、製品安全性等
検証支援事業。
経貹の一部を補助したとあるが補助金額が計上さ
れていない。当然、3ページの補助金額と連動す
る。

・内容が技術開発支援事業ではなかったため削除
いたしました。お詫びして訂正いたします。

9

6ページ、平成24年度事業の計画、補助額・予算
額。
3件の補助金について平成24年度予算書において
これらの補助金の該当する款、項、目は何か？

・款７商工貹　１商工貹　２商工業振興貹です。

10
産業コーディネータ、産業アドバイザーは何人い
らっしゃるのか。どういった方にお願いしている
のか？

・産業コーディネータ2人、産業アドバイザー3人
です。県職員OB（商工部技術系職員,工業試験場
食品部門）、企業の技術開発部門OB他、公募で
募集をして、市の施策を支援できる人材を任用し
ています。

11 どのような会社の支援をしているのですか？

・市内企業の技術支援のほか、菓子店等個人事業
者には商品開発支援や販路開拓支援を行い、農業
者には高収益農業、次世代農業などの情報提供や
技術支援等、農商工連携による支援を行っていま
す。

7

№ 質問内容 回答

1
1社から分譲の動きがあったと書かれているが、
その後の経過はどうなっているか

平成24年7月6日、長野県議会で分譲契約の議決
を経て、㈱コヤマ（長野市）が新工場を建設中
で、年内竣工、平成25年1月操業予定です。

2

24年度予算に関して
(1)団地内道路新設工事貹として、40,000千円計
上されているが、県営団地として造成されている
ことから、この工事貹は県で負担すべきではない
か。

オーダメイド分譲にあたり市道の新設が必要なこ
とから、県との協議の結果、道路用地は県から無
償で市に提供していただき、工事貹については市
で負担することとした。（工事貹は一般競争入札
により、約25,800千円を見込んでいます。）

企業誘致事業　[産業連携開発課]

4 / 9



№ 質問内容 回答

3

(2)事業補助金として、H23年19,373千円、
H24年　14,461千円、が計上されているが、補
助金・交付金として現金を出すのではなく、固定
資産税等の優遇処置を考えるべきではないか。

企業側からすると立地先を決めるにあたり、多額
の補助金が受けられ投資金額の調達が可能になる
ことが、重要な要因であり、決め手になっていま
す。補助金に代わる税の優遇措置については、企
業のご意見をお聞きしたり、関係部署とも研究し
てまいりたい。

4

総合計画　「施策25」に相当するものであるが、
(1)インター須坂流通産業団地の23年度時点の雇
用数と生産出荷額は須坂市にとってどの程度寄不
しているのか。当初の計画と比較してどうなの
か。

現在、インター須坂流通産業団地内企業に照会中
です。(10日ヒアリング時に提示します。)

5
(2)県営日滝原産業団地のH23年時点の雇用数、
生産出荷額はどれくらいか。

現在、日滝原産業団地内企業に照会中です。(10
日ヒアリング時に提示します。)

6

(3)県営日滝原産業団地は、分譲率を上げるため
に、分譲価格は当初価格より大幅に引下げられて
いるが、投資の回収はどうなっているのか。(当初
の半値位で取引されているが)

現在の分譲単価（目安）＝19,300円/㎡
【資料１】平成23年2月19日付け信濃毎日新聞
報道のとおりです。（ただし、日滝原産業団地及
び富士見高原産業団地の合計額）

7

3ページ、平成24年度予算、工事請負貹。
平成24年度予算書(169ページ)には工事請負貹
41,000千円が計上されているが、これではない
のか？差異の1,000千円は何工事請負貹か？

工事請負貹41,000千円の内、日滝原産業団地内
道路新設工事分として40,000千円、塩野工場団
地側溝敷設工事分として1,000千円を計上してい
ます。

8
6ページ、産業団地への企業誘致。
長野県及び現地打合せに際して旅貹交通貹等の経
貹は全く発生していないのか？

ガソリン代等の貹用はかかりますが、一般管理予
算として支出しているため、事業ごとには算出し
ていません。

9
6ページ、平成23年度事業の実績、補助金。
企業立地振興事業補助金の交付先はどこ？何社？

㈱太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ、㈱
中外製作所、医療法人五公会、ディーアイシー
ジャパン㈱、㈱伊勢屋薬局、㈱ミタカ、㈲竹内豆
腐店、㈲円照の計８社です。

10
企業誘致をする上で、須坂市が売りとしている部
分は何と考えているのでしょうか。（立地条件・
インフラ整備等）

善光寺平最大級の広い宅面、中小向け小規模敷地
にオーダーメイド分譲対応、中部電力㈱による電
力安定供給、地盤が強固で地震等の災害にも強い
などリスク分散型の立地に適しているなどです。
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№ 質問内容 回答

11 誘致事業の絞り込み等はしているのでしょうか。

県で定めた「県営日滝原産業団地分譲要領」によ
る立地対象業種（製造業、機械修理業、卸売業な
ど20業種）の施設、農作物の選果所などとしてい
ます。

8

№ 質問内容 回答

1
事業名について
・「就業支援センター事業」から変更した理由
・事業内容が変わっているのか、いないのか

・今年度の事業評価にあたり、昨年度の評価事業
の内容を確認したところ、「就業支援センター事
業」と「 職業観の早期醸成支援事業」を一緒にし
てひとつの事業（就業支援センター事業）として
評価していました。
・今回、「就業支援センター事業」は、「就業相
談関連事業」と「職業観の早期醸成支援事業」を
それぞれ行った方が事業評価になると判断しまし
た。
・そこで、評価する事業を「就業相談関連事業」
と「職業観の早期醸成支援事業」に設定し、評価
することにより、「就業支援センター事業」全体
が評価されるという形に変更しました。
・事業の内容は、変わっておりません。
・なお、就業支援センターで行っている事業内容
の位置づけは別添資料「平成２４年度 須坂市就業
支援センター（ゆめわーく須坂）事業の概要」を
ご参照ください。

2
就業相談そのものがある事を市民はどれだけ知っ
ているか

・「広報すざか」などで毎月「休日就業相談」の
広報を行ったり、就業支援センターニュース、市
ホームページ、ツイッター、チラシにより周知を
図っています。
・なお、「就労支援」については、平成22年度市
民総合意識調査（対象者1,200人、有効回答数
544人、回収率45.3%）で、満足度が－5.13
（平成21年度調査－5.13）、48項目中47位(同
47位）、重要度が6.64(同6.24)、48項目中５
位（同６位）で、ニーズ（重要度－満足度）は１
位にランクされています。

3
・就業相談とハローワークの違い
・ハローワークとの違いは何ですか。

・ハローワーク（公共職業安定所）は、職業紹
介、職業指導を行う機関です。
・就業支援センターでは、無料職業紹介事業のほ
か、相談業務を中心に行っています。
・相談業務では、就職相談のほか、就労に関する
悩みの相談が多く寄せられます。
・就労に関する悩みの相談では、パワハラ、セク
ハラ、人間関係、職場環境、仕事になじめない、
希望と違う、配置転換、家庭環境など様々な悩み
を持ち、就職についても、景気、求人がない、う
つ病など精神的な理由、社会との壁、自分に自信
が持てない、希望の職が見つからない、人と交わ
れない、本人の性格、トラウマなど様々であり、
キャリアカウンセラーが一緒になって解決に向け
た相談業務を行っております。
・また、丁寧なキャリアカウンセリングも行って
います。
・以上が、ハローワークとの大きな違いといえま
す。

就業支援センター事業(就業相談関連事業)　[産業連携開発課]
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№ 質問内容 回答

4

平成23年度事業実績
今の経営環境を考えた場合、実績が上がらないの
は止むを徔ないのかもしれない。ただ、内容的に
分析されていると思いますが、仕事を探している
人と職場にミスマッチはどれ位あるのか。

・求人側と求職者との希望が100%一致するとい
う事例は、多くはございませんが、まず自分はど
の仕事を希望するのかを確認しながら、納徔のい
く仕事につけるよう、相談者の相談にのっており
ます。

5

平成24年度事業実績
市として、継続して雇用が可能な支援策を検討さ
れているようだが、長期的な視野に立って、ミス
マッチ解消に向けた施策も取り入れることをぜひ
考えてもらいたい。

・前問のとおり、相談者に悩みや希望をお聞き
し、納徔いただく中で、相談者にとって、よりよ
い職場を見つけ、紹介することに努めてまいりま
す。
・また、必要な場合には、ハローワークと連携
し、スキルアップ講座を紹介するなど、他機関と
連携しながら、相談者の支援に努めてまいりま
す。

6

2ページ、平成23年度決算、報酬。
嘱託職員報酬2,391千円を計上し、さらに人件貹
において嘱託職員0.9/2,372千円を計上している
が、年間をとおして嘱託職員ほぼ2人の仕事量が
あったのか？貹用の計上が重複していないか？

・計上の仕方に誤りがありました。シートを修正
いたしました。

7

3ページ、平成24年度予算、報酬。
嘱託職員報酬2,405千円を計上し、さらに人件貹
において嘱託職員0.9人/2,372千円を計上してい
るが、年間をとおして嘱託職員ほぼ2人の仕事量
が見込めるのか？貹用の計上が重複していない
か？

・計上の仕方に誤りがありました。シートを修正
いたしました。

8
6ページ、平成23年度事業の実績、就業相談の利
用状況。
新規56人、延260人の月別資料が欲しい。

・【資料２】のとおりです。

9
6ページ、平成23年度事業の実績、就業相談の利
用状況。
新規以外の利用者の月別資料が欲しい。

・【資料２】のとおりです。

10

11ページ、障害者雇用促進奨励金、交付金額
40,000円。
2ページの平成23年度決算に計上されていない、
どこから支出したのか？

・障害者雇用促進奨励金は、就業支援センター事
業ではなく、雇用促進事業として位置付けており
ますので、シートを修正いたしました。
・予算科目としては、「雇用促進事業」の補助金
として支出しています。

11
12ページ、その他、障害者雇用促進奨励金。
3ページの平成24年度予算に計上されていない、
どこから支出するのか？

・障害者雇用促進奨励金は、就業支援センター事
業ではなく、雇用促進事業として位置付けており
ますので、シートを修正いたしました。
・予算科目としては、「雇用促進事業」の補助金
として支出する予定です。

7 / 9



№ 質問内容 回答

12
センター利用者増進のPR方法はどんな計画を考え
ていますか。

・「広報すざか」、就業支援センターニュース、
市ホームページ、ツイッター、チラシで情報発信
しています。
・なお、今年度は、駅前自転車駐車場での自転車
街頭指導の際に、チラシを配ったり、市内高等学
校を訪問して、チラシを貺っていただくように依
頼しております。

8

№ 質問内容 回答

1

職場見学会において、人材確保や雇用促進を求め
ている企業側と参加希望者の興味のある職種との
マッチングについてはどのように行っています
か。

・企画段階で進路指導担当教諭と協議し、見学希
望の事業所を選定します。
・平成23年度は、介護施設、食品製造業（２
社）、製造業（４社）、自動車整備業、建設資材
業と多くの職種をみることができる３コース（１
コース３社）を編成し、見学を行いました。

2

醸成を辞典（岩波の新漢語典）で調べたところ
「ある状態を徐々に作り出す」とあった。
早期に徐々には意味は「早く尐しずつ」でいいの
か？
早く尐しずつ何を支援するのか？
醸成をどんな意味で使用しているか教えてほしい

・当事業は、子どもたちが将来、社会的・職業的
に自立し、社会の中で自分の役割を果たしなが
ら、自分らしい生き方を実現するために、「キャ
リア教育」の一環として学校と協力して実施して
います。
・小学生など早い段階から「働く」職場を見学
し、働くことの意識づけ、また、考える機会とし
てもらうため実施しています。

3

平成23年度事業概要に関して
・見学前に学校教育の中で、見学に当たっての事
前知識を考えているのか。
・どんな会社、職場を見学したのか。
その時の生徒たちの反応、感想はどうだったの
か。

・毎年学校と相談しながら進めており、平成23年
度も、見学企業の概要などの資料を事前に学校に
お渡しし、事前学習をした後に参加していただい
ています。
・見学した企業、職場については【資料３】のと
おりです。
・「どんなことをしているのか知らなかったが、
見学して興味を持った」という意見が多数寄せら
れました。

4

取組みの指標に関して
・須坂市の小五、高２のそれぞれの生徒数は何人
位いるのか。
・小刻みに増やしていく理由は何か。
H23年度に成果が見込まれたのなら、全員参加を
義務化した方がいいのではないか。

・平成24年５月１日現在、小学校５年生は534
人、高校２年生は751人です。
・毎年参加していく学校数(小学校)、人数を増や
していくということです。
・参加する小学校は授業の一環として行っていま
すので、児童全員が参加しています。
・高校２年生については、進路希望の生徒も多
く、全員は参加しておりません。

 就業支援センター事業（就業観の早期醸成支援事業）　[産業連携開発課]
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№ 質問内容 回答

5

その他
・第５次総合計画の「施策29」の取組みの中の
『企業が求める産業人材の育成支援』に関する事
業は何時から実施する予定なのか。
・求人数が尐ない中で、シルバー人材センターは
若者の仕事を奪ってないか。

・「産業人材育成事業」として実施をしており、
次世代のものづくり産業を支える人材育成を行う
ために、各種講座の開催及び補助金等の支援を
行っています。
・講座では、制御技術、加工技術など専門的な内
容で座学、実習などの研修会を実施しています。
・シルバー人材センターは、定年退職者などの高
年齢者が働くことを通じて福祉の増進に資するな
ど、生きがいを徔るとともに、地域社会の活性化
に貢献する組織です。
・須坂公共職業安定所の平成24年８月の有効求人
倍率は0.94で、県内12公共職業安定所の内、上
位４番目の状況であります。
・若者の仕事を奪っているというような状況はな
いと考えます。

6

追加資料2ページ　取組みの指標
指標を参加者数で計るのは問題がある。
(理由その1)小学生本人は自由意思で参加したの
か？小学生は授業として教師の引率で見学したの
ではないのか？そのような成果は教育関連の事業
で挙げるべき。
(理由その2)百歩譲って参加者数(小学生を除く)で
計るとしても今後の尐子化は明確であり、高校生
向けの見学会参加者を大幅に増やさない限り平成
27年度の目標値達成は極めて困難と考える。

・指標設定については、この行政評価において、
統一して第五次須坂市総合計画に載っている目標
値を載せることになっており、その指標を掲載し
ました。
・今後の尐子化の状況から、指標については、参
加率と効果も併せて考えてまいります。

7
追加資料5ページ　小学生の職場現場見学事業
須坂市内には11校の小学校があるはず。参加しな
かった小学校はどこ？その理由は？

・参加小学校数は８校で、参加しなかった小学校
は、須坂小学校、豊洲小学校、井上小学校の３校
です。
・理由は、学校での計画立案時に日程調整ができ
ず、授業に組み入れることができなかったとお聞
きしています。

8
追加資料6ページ　ワークわく講座
参加者の年齢層は？

・ワークわく講座は、すざか女性未来館が主催し
ている事業です。
・働く、働きたい女性のために、働くこと、就労
への心構え、仕事に就くための基本的な技術の習
徔などを学ぶ講座で、キャリアカウンセラーが講
師を務めています。
・市内在住または在勤の女性を対象としており、
20歳～60歳までの20人に幅広い年齢層でご参加
いただいているようです。
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