
 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度 行政評価外部評価 

外部評価対象事業選定のための事業一覧 

第１回外部評価員会議資料６ 

平 成 2 5 年 ７ 月 2 9 日 
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平成25年度　行政評価外部評価　実施選定の対象事業一覧

総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

4,388

人件費合計
(単位：千円】

1,669

合計
(単位：千円】

6,057

事業費合計
(単位：千円】

23,288

人件費合計
(単位：千円】

350

合計
(単位：千円】

23,638

事業費合計
(単位：千円】

55,964

人件費合計
(単位：千円】

3,441

合計
(単位：千円】

51,681

事業費合計
(単位：千円】

22,229

人件費合計
(単位：千円】

18,773

合計
(単位：千円】

41,003

事業内容の検討、他事業と調整
をとりながら事業費、人件費の削
減を考えていく。受益者負担は事
業内容からそぐわない。

4
教室終了後の健康づくりの継続が
難しい。市民が継続して健康づくり
に取り組める支援が課題である。

教室実施メニュー、会場等の検討。

参加者の声やアンケートから事業
を振り返り効果を確認している。
広く周知したり、開催地区を考慮
するなどしている。

4

生活習慣病予防として緊急性が
高く、教室参加者は増加してい
る。継続実践で事業のねらいに近
づける。

簡易な改
善

2
地域医療対策

事業

緊急医療など地域医療の確保を
図る。休日、夜間及び救急医療体
制の充実・高度化をすすめます。

健康福祉部
健康づくり課
保健予防係

1
健康増進事業
（健康教室事
業）

各種健康教室を開催し、自分自
身の健康管理への意識を高めま
す。

健康福祉部
健康づくり課

健康スポーツプ
ロジェクトチーム

救急医療などの地域医療の確
保を図るための負担をする

452
　地域の救急医療を確保するため
に必要である。

4

116 5

子育て世代、後期高齢者、
ウォーキング、室内運動等の健
康教室を地域公民館等と連携し
開催した

市内69全町で新・地域見守り安心
ネットワークの更新に取り組むこと
ができたが、この取り組み自体が
市民に十分理解されるような取り
組みを平行して実施していく必要
がある。

5

地域の住民が安心して暮らせるよ
う医療の確保と、地域医療の連携
は重要な事業であり、緊急性も高
く、市民の要望も強い。

4

救急医療などの地域医療の確保
のため効果的である。地域住民に
適切に医療を提供できるよう支援
していきたい。

事業費等は広域市町村で負担し
ている。受益者負担は、特定の市
民を対象とした事業でないためそ
ぐわない。

0

3
地域福祉推進

事業

住民や福祉関係者が協力して、
みんなで助け合い安心して暮らせ
るまちづくりに実現に取り組む。
「新・地域見守り安心ネットワー
ク」を充実し、ひとり暮らしの高齢
者や障がい者、要介護者などの
見守りを強化する中で、孤立死を
なくし日々の暮らしに安心感を与
えます。

健康福祉部
福祉課
庶務係

新・地域見守り安心ネットワーク
の更新

1,144

超高齢化社会、経済情勢をみたと
き、地域の見守り体制の構築は
重要である。区長、民生委員、社
会福祉協議会からの意見を参考
に、毎年の更新作業により、利便
体制や信頼性の向上に寄与して
いる。

毎年、市内全町でデータ更新に取
り組んでいることが、公平性、実
績向上につながっている。

5 5

　地域の医療を確保するため負担金を支出する。医師確保の
ために女性医師就労支援補助をする。

総合計画
に沿って

継続

必要最小限の予算措置、人員配
置であり、縮減の余地はない。ま
た、受益者負担を求める事業では
ない。

更新作業を実施することが目的ではない。本来の地域での見
守りの認識が薄れてきている感があるため、住民や福祉関係
者が協力して、みんなで助け合い安心して暮らせるまちづくり
に向けた新・地域見守り安心ネットワークとなるよう見直しを
含めて事業を進める。

総合計画
に沿って

継続

4
介護予防二次

予防事業

生活機能の低下がある高齢者を
把握し、介護予防プログラムを提
供することで、より活動的な生活
を目指す。自立した生活が送れる
よう、知識の普及・啓発や事業の
充実により、一人ひとりに寄り添っ
た適切な介護予防サービスを提
供します。

健康福祉部
高齢者福祉課

地域包括支援セ
ンター

介護予防係

教室や相談等の他に６５歳以上
の奇数年齢者を対象に介護予
防に関する問診（基本チェックリ
スト）の郵送による配布回収を
実施し、生活機能の低下がある
二次予防事業対象者を把握し、
二次予防事業を提供する。

785

二次予防事業対象者の把握方法
に介護予防の問診（基本チェック
リスト）の郵送による配布回収を導
入し、把握数は増加したが、二次
予防事業実施につなげることが課
題。

事業実施者との面談や各種測定
等で効果を確認している
多くの対象者が実施できるよう事
業の実施期間を定めた事業を増
やしたことにより、実人数が増加し
た
委託事業者とも定期的な打合せ
を持ち、効果の確認と更に効果的
な事業内容となるために検討を
行っている

4

健康で元気に暮らしたい高齢者
が多く、優先度は高い
今後更に高齢者人口が増加する
ことが推測され、継続した取組が
必要

5
総合計画
に沿って

継続

事業対象者把握の拡大をするために、平成24年度より把握
方法の見直しを行い65歳以上の奇数年齢該当者への郵送方
法へと変更した結果、対象者数については増大把握すること
ができた。今後は住み慣れた地域で、できるだけ自立した生
活を送ることができるために、事業対象となった該当者へ更に
積極的な対応をすることで、事業への参加者数の拡大を図っ
ていくと共に、より有効な介護予防事業としていくことが必要で
ある。

介護予防事業の重要性や他市よ
り教室委託料が低いことからも事
業費の縮減は難しい
現状でも把握した対象者への対
応に追われており、人件費の削減
は難しい
２４年度より教室利用者負担金を
増額している
プログラム複合化は検討できる
事業開催場所や有資格者の確
保、送迎対応等の課題もあり、現
状以上の効率化は難しい

4
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

123

人件費合計
(単位：千円】

350

合計
(単位：千円】

473

事業費合計
(単位：千円】

325,417

人件費合計
(単位：千円】

23,070

合計
(単位：千円】

348,487

事業費合計
(単位：千円】

5,070

人件費合計
(単位：千円】

350

合計
(単位：千円】

5,420

事業費合計
(単位：千円】

1,236

人件費合計
(単位：千円】

3,288

合計
(単位：千円】

4,524

障がい者の社会参加につながる
障がい者スポーツ大会・障がい
者文化芸術祭参加を支援する。

9

長野地区スポーツ大会　　　44名
参加
長野県障害者スポーツ大会　36
名参加

45

社会参加・障が
い者理解の促
進事業(スポー
ツ大会・芸術祭

の支援)

障がい者の社会参加支援。障が
い者スポーツ大会や障がい者文
化芸術祭を支援し、社会参加を促
進します。

健康福祉部
福祉課

障害福祉係

総合計画
に沿って

継続

引き続き生活保護の適正実施に努めるとともに、就労による
自立を支援していく。

44

障がい者の社会参加に対する要
望強い

55
総合計画
に沿って

継続

障がい者の社会参加を促進して、健常者も障がい者もともに
安心して暮らせるまちづくりを進めるため、スポーツ大会・障
害者芸術祭等への障がい者の参加を支援する。

障がい者の社会参加を目指した
事業のため参加者負担金を課す
ことは困難である

56,670

対応に必要な各種経費は最小限
の予算措置である
必要最小限の人員であり、削減
の余地はない
受益者負担を求める事業ではな
い
法律に基づいた事業であり統合
の余地はない
生活保護システム等を導入した

面接や訪問した記録等により確認
している
生活保護法等の法律に基づいて
実施している
自立による生活保護廃止に努め
ている
関係機関と連携し推進する中で効
果を感じている
生活保護を適正に実施している

生活困窮者の支援のため緊急性
は高い、要望は強い
要望に応じた相談や支援を実施
している
関係機関と連携し、相談や支援を
実施している

生活保護を受けている世帯は
年々増加している。
須坂公共職業安定所と連携し就
労支援を実施した。

5

生活保護を適正に実施する。最
低生活の保障と、被保護世帯の
自立に向け、就労支援をはじめ、
実情に応じた支援をすすめます。

生活保護事業6

関係機関と連携し生活支援金貸
付の活用を図りながら、生活保
護の適正実施に努めた。
須坂公共職業安定所と連携し、
「福祉から就労」支援事業を実
施した。

健康福祉部
福祉課

保護支援係

各学校で、地域の歴史や特性をい
かした「特色ある教育」を行うこと
で、地域を好きになる学習の推進
が図られた。
また、地域の方を講師にお願いす
るなど、地域と学校の連携が図ら
れた。

特色ある教育・学校づくり負担
金支出

特色ある教育・学校づくりの推進
安全・安心な学校生活を確保す
る。ふるさと須坂に誇りが持てるよ
う、地域を好きになる学習を推進
します。須坂の歴史や特性をいか
した「特色ある教育」を展開し、豊
かな感性、創造力を育む教育を推
進します。

7

地域に学び地域を好きになる学
習は生きる力につながる
地域に根差した地域を知るため
の学習の要望は高い
地域を好きになる学習は地域の
信頼につながる
対象となる児童生徒が替わるた
め達成できない

教育委員会
学校教育課
学校教育係

教育奨励事業
総合計画
に沿って

継続

引き続き本事業を実施することで、ふるさとに誇りを持ち、地
域を好きになる学習を推進する。
地域の方を講師にお願いするなど、地域と学校の連携の推進
を図る。

実績により確認している
効果は着実に向上している
対象となる児童生徒は入れ替わ
るため実現できない

削減により保護者負担が増加す
る
事業量が増加しているため、削減
の余地はない
保護者負担の増大につながるい
事業の性質上、統合の余地は無
い

55104

3

62名の児童が参加し、今年も土と
ふれあいや高校生や農家先生と
異年齢交流は充実していた。ま
た、親の参加も多くなってきてお
り、家族のふれあいの場ともなっ
ている。

87

農業小学校「豊丘校」運営
子どもたちと地域の大人、保護
者等とのふれあいの促進と異年
齢の子ども同士の仲間づくりと
心の絆を深め、須坂の良さを再
発見する。

教育委員会
子ども課

児童青尐年係

農業小学校運
営事業

農家先生が主体の事業で、再利
用できるものは活用
嘱託職員による必要最低限の人
員のため
事業の性格上受益者負担を求め
る余地はない
類似の事業はない
コンピュータ化により効率の上が
るものではないため

申込時の対応（申し込み順）
目標としている事業運営ができた
単年度として達成

自然・農業体験活動不足の現状
を考慮
児童・青尐年が健全に成長するこ
とは、共通の願い
入学希望者の状況（例年同程度
の希望者）
継続が大切（児童が異なる）

簡易な改
善

55

授業過程で親子の会話やできあがったものを通して家族のふ
れあいを増すこととあわせ、大学生や高校生、農家先生など
とふれあうことにより、異年齢間の交流でコミュニケーション能
力の向上を図る。

世代間交流、地域連帯感を養うと
ともに、地域の文化に触れる。自
然や農業の楽しさ･厳しさを体験
することにより、たくましい精神力
や豊かな創造力を身に付ける農
業小学校を継続します。

8
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

604,175

人件費合計
(単位：千円】

7,690

合計
(単位：千円】

611,865

事業費合計
(単位：千円】

78

人件費合計
(単位：千円】

3,496

合計
(単位：千円】

3,574

事業費合計
(単位：千円】

8,945 191

人件費合計
(単位：千円】

1,049

合計
(単位：千円】

9,994

事業費合計
(単位：千円】

374

人件費合計
(単位：千円】

411

合計
(単位：千円】

784

9

・保育園の保護者には、仮園舎へ
の移行にあたり、意見等をお聞き
してご協力いただいた。
・新園建設については、保護者、
地域、職員の意見を十分聴き取
り、建設した。

11,712
公立保育園施
設整備事業

5

須坂保育園、高甫保育園建設
工事
須坂千曲保育園、相之島保育
園設計業務

教育委員会
子ども課

児童保育所係

老朽化した保育園の改築を順次
行う。「須坂市保育所運営審議
会」の答申を尊重した施設整備を
すすめます。

総合計画
に沿って

継続

各保育園ごとに保護者、地域、職員から十分意見を聴取して
実施設計を作成していく。

実施計画で精査されている
施設整備の専属担当者は正規職
員１名のみで、これ以上の削減は
できない
施設管理者の責任で行うもので
ある
保育園と統合する他の事業がな
い

建設することで確認できる
公立全保育園の整備を予定
保護者等への整備計画説明会で
期待されていると感じている
現時点の計画ではH26年度末に
完成予定

5

保育園がすでに老朽化している
震災等によるの安全対策が求め
られている
保護者から安全対策が求められ
ている
保護者、地域の要望を十分聞い
て実施する

5

市民の生活環境や自然環境を保
全するため、公害各法に基づく規
制や環境基本計画の施策を推進
する。環境保全･温暖化防止対
策･種の保存などを環境基本計画
に基づき、推進します。

環境部
生活環境課
環境政策係

10

平成22年度は、第一次環境基本
計画の最終年度であり、第一次計
画の評価をした上で、平成23年度
から10年間に取組む施策を第二
次環境基本計画として策定。平成
23年度には第2次環境行動計画を
策定し進捗管理を行っている。

須坂市環境行動計画の実行と
進捗管理

環境基本計画
推進事業

4

環境問題は身近な生活環境から
地球規模間で幅広く早急な対応
が必要である。
温暖化を始めとする環境問題は
多岐に渡り社会的な課題である
須坂市地球温暖化防止推進協議
会など独自の取組みを行う団体
がある
市民一人ひとりが日常生活や地
域活動を通じ、できる事を自主的
に行動するもので、必ずしも利便
性の向上につながるものではな
い。
平成32年度までの計画期間で中
間の27年度に達成状況を確認
し、必要に応じて修正を行う。

68
総合計画
に沿って

継続

太陽光発電設備設置は申請件数
が伸びており、平成23年度交付件
数は150件、24年度で181件。ペ
レットストーブは2件の申請があっ
た。提案公募型事業に応募し2件
の事業が採択された。自然エネル
ギー普及には補助金の活用が必
須である。

太陽光発電設置、ペレットストー
ブ設置に関する補助金支援と自
然エネルギーなど新エネルギー
の導入普及啓発

環境部
生活環境課
環境政策係

5

　第二次須坂市環境基本計画の施策を推進するための啓発
を行うとともに、計画策定5年目の平成27年度目標達成に向
けて、市民環境会議で環境行動計画の進行状況確認と評価
を行う。

市民環境会議で確認評価を行う。
市民、事業者、行政が一体となっ
て取組む計画
施策の取組みは平成23年度か
ら。単なる努力目標とならないよう
に推進するべき

平成23年度以降は人件費のみ
正規職員が担当するべきと考える
類似業務はなし
ICTの導入が事業効率の向上に
結びつかない事業である

3 5

総合計画
に沿って

継続

年間150件超の申請に対応する
ため、増額補正を行っている。
現時点で嘱託職員対応である
補助制度であるため受益者の費
用負担あり
類似業務はない。対象設備の拡
大と事業所向け補助の検討は考
えられる
通常の補助金交付事務である。
データ管理は既に行っている。

自然エネルギー普及啓発は、急
務である。
地球温暖化防止、東日本大震災
後の電力不足対応など社会的
ニーズは大きい
補助金増額などの要望あり。類似
制度導入自治体多数
ＣＯ２削減対策として有効

既存補助制度について市広報、ホームページ等で周知を図っ
て行く。自然エネルギーの普及については、県の自然エネル
ギー推進研究会に参加し、自然エネルギー施策について先
進的、積極的に事業を行っている市町村との情報交換や、共
同研究を行う。また、太陽エネルギー推進協議会が行う相森
中学校での発電事業や、市の公共施設屋根貸し事業を推進
することにより地域の活性化にも寄与するものである。小水力
発電モデル事業については、長野県GND基金を活用し安定し
た電力供給を行うためのシステム変更やごみ対策等を行う。

45

効果をはかる尺度は導入世帯
数。当面の目標値に徐々に近づ
いている。
受益者は一部（新築30%、その他
70%）世帯のみ　太陽光発電促進
付加金の賛否や再生エネ
当面の目標値には近づいている
国の補助制度や全量固定価格買
取制度により申請件数は増加傾
向である。

12 15

資源物排出の利便性を図り、ごみ
の減量、資源循環型社会の構築
を目指す。エコサポートすざかの
ほかに、資源物回収拠点を増や
し、充実させます。

資源物回収拠
点増設事業

11

地球温暖化防止など多様化する
環境問題に対応するため、普及
啓発やモデル事業の推進を図る。
小水力発電や燃料電池など先進
的技術を利用した新エネルギー
の導入を促進します。

新エネルギー導
入推進事業

54

エコサポートすざか、市役所前拠点回収のほかに、須高衛生
センターで週2回の拠点回収を試行実施した。
25年度からは、須高衛生センター(施設撤去工事の予定)に代
え、日野地域公民館で実施する。
拠点回収の箇所数と回収頻度について、検討し効率的な拠
点回収方法を検討する必要がある。

拠点となる施設を探すことが難し
いが、施設管理者の理解をいただ
き進めたい。

地域公民館等を利用した拠点回
収を検討する。

環境部
生活環境課

廃棄物対策係

進め方の
改善

拠点箇所の増を目標としており事
業費削減の余地はない
資源物の収集であり受益者負担
はない

資源物のリサイクルは社会的に
重要であり要望が強い
市民要望は強い
資源物を適正にリサイクルしたい
市民にとって利便性が図られる。
市民個々の生活にあった資源物
回収を進める必要がある。

4

「エコサポートすざか」の利用者が
年々増加している。
拠点を増やすことにより公平性が
保たれる。
市役所前庭での資源回収などで
効果を感じている。
利用状況を把握する中で効率的
な拠点数としたい。
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

17,672

人件費合計
(単位：千円】

839

合計
(単位：千円】

18,511

事業費合計
(単位：千円】

4,855

人件費合計
(単位：千円】

350

合計
(単位：千円】

5,205

事業費合計
(単位：千円】

250

人件費合計
(単位：千円】

2,097

合計
(単位：千円】

2,347

事業費合計
(単位：千円】

1,849

人件費合計
(単位：千円】

699

合計
(単位：千円】

49

事業費合計
(単位：千円】

21

人件費合計
(単位：千円】

699

合計
(単位：千円】

720

観光客等に気持ち良く公衆トイレ
を利用してもらうため、施設の改
修や清掃などの維持管理に努め
る。建設から相当の年数が経ち、
老朽化が著しい施設の改修や修
繕をします。

13
環境部

生活環境課
環境創出係

６公衆トイレの維持管理、穀町
公衆トイレ改修工事

公衆トイレ管理
事業

5354

公衆トイレ維持管理に対して、使
用者からご意見をいただいてい
る。今後も利便性の向上のため、
要望に応える必要がある。

総合計画
に沿って

継続

現在も業務委託しており、これ以
上の削減は困難である。
もともと尐人数であり、これ以上の
削減は困難である。
公衆トイレの有料化は当市にはな
じまない。
独自事業のため不可能である。
現在でも十分効率化している。

使用者の公平性に配慮している。
いただいたご意見を維持管理に
生かしている。
実績が向上しているので効果を感
じている。
達成できる予定である。

改修工事や維持管理の徹底によ
り安心して使用できる環境にす
る。
事業のねらいに合致している。

H２４年度繰越事業により、老朽化が著しい穀町公衆トイレを
改修し、快適な公衆トイレとする。
今年度、下水道未接続の村山駅前公衆トイレについては水洗
化工事を行う。

05

総合計画
に沿って

継続

全国瞬時警報システムを防災行
政無線に接続し、緊急地震速報を
すぐに発信した。

市民への災害情報の的確な伝
達。防災情報が全ての市民のみ
なさんに迅速かつ正確に伝わるよ
う、防災行政無線など各種広報媒
体を充実させます。

14
防災情報の広

報

総務部
総務課

危機管理係

災害状況に応じた防災情報の
伝達と適切な維持管理

100 5 5 5 保守点検を実施して機能の維持を図る。

①市民の安全に直接かかわる。
②同報で市内全域に放送できる。
③防災意識は高まっている。
④行政の正しい情報の伝達がで
きる。
⑤地震速報等を市民に伝達して
いる。

①施設の放送状態で確認してい
る。
②同報で市内一斉に放送してい
る。
③行方不明者情報により解決が
図られている。
④被害軽減と予防ができる。

①維持管理の最尐経費である。
②兼務で対応しているため。
③法に基づき避難情報を発令す
るため。
④市内を網羅する唯一の施設で
あるため。
⑤予算をかければ机上パソコン
から発信でき、事務の効率化はで
きる。

消防団員の減尐は地域防災力の
低下に直結することから、安定し
た消防団員を確保するために消
防団組織の活性化を図る。消防
団員が勤務する事業所への協力
依頼、各自治会へ消防団加入の
協力依頼及び消防団員加入広報
を実施します。

消防本部
総務課
総務係

15

安心安全のまちづくりに、消防団
は地域防災リーダーであり住民の
期待も大きい。

45

広報さくら発行　消防団音楽隊
定期演奏会の開催　消防団協
力事業所訪問
消防団サポート事業　女性消防
団員の充実　婚活事業

消防団活性化
事業

総合計画
に沿って

継続

消防団は地域防災の礎であり、
東日本大震災をはじめとする過去
の災害からもそのことは認識され
ており、他の団体組織で補うこと
はできない。
また、今後も国、県、自治体が連
携して消防団の強化を推進する

地域づくり及び災害対応等、多種
多様な形で地域貢献している。

国、県及び市が連携する消防団
の強化並びに活性化を図ってお
り、当市としても、サポート事業、
婚活事業など新たな事業を展開し
地域防災力の維持向上に努め
た。

女性及び青年層の消防団活動への参加を促進する。
広報活動をより充実させ、消防団の社会貢献に対する理解を
深める。

555

総合計画
に沿って

継続

ボランティアによる活動のための
必要経費であり、最小の人員体
制である

交通安全意識を高め、交通事故
を防止するために必要

2,548
交通指導員等による街頭啓発等、視覚に訴える活動を継続
実施する

交通事故発生件数は前年より減
尐した
各ブロックから推薦いただいた方
に、地域で活動していただいてい
る

5
交通安全への関心の高まりが、交
通事故の減尐につながる。

54

17

交通安全対策を推進する。交通
指導員など地域ボランティアによ
る街頭指導をします。

16

交通指導員・ＬＰＳ隊員等の協
力を得て、5日・20日及び交通安
全運動期間中に街頭指導を行
う。

市民共創部
市民課

交通防犯係

交通安全街頭
指導事業

地域安全サ
ポーター活動事

業
14 5

犯罪の無い安全安心なまちづくり
を目指した防犯活動を実施する。
地域安全サポーターによる散歩を
通じた通学路や地域の見守り活
動など、各自ができる範囲で継続
的に活動します。

平成17年度から始めた地域安全
サポーターの活動も、高齢化が進
み活動が困難になってきている方
もいる。

地域安全サポーターによる散歩
を通じた地域の見守り活動を、
安全に継続的に実施

市民共創部
市民課

交通防犯係

ボランティアによる活動のための
必要経費である

より効果的な防犯パトロールが行われるよう、関係機関と連
携し犯罪状況等の情報発信に努める。

刑法犯発生件数が前年より減尐
した

5 5
防犯パトロール活動で一人ひとり
の防犯意識が高まり、地域住民
のつながりが強くなる

総合計画
に沿って

継続
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

867

人件費合計
(単位：千円】

3,496

合計
(単位：千円】

4,363

事業費合計
(単位：千円】

594

人件費合計
(単位：千円】

9,165

合計
(単位：千円】

9,759

事業費合計
(単位：千円】

269,787

人件費合計
(単位：千円】

3,146

合計
(単位：千円】

272,933

事業費合計
(単位：千円】

113,908

人件費合計
(単位：千円】

21,626

合計
(単位：千円】

139,345

事業費合計
(単位：千円】

1,400

人件費合計
(単位：千円】

1,398

合計
(単位：千円】

2,798

消費者まつりは、うまいもんまつり
と合同開催とし、改善を図った。一
人暮らしの高齢者等への広報、啓
発、見守りの強化について検討し
ていく必要がある

5484

市民共創部
市民課

協働のまち支援
係

消費者相談、情
報展示、広報事

業

市民からの消費者相談の対応、
うまいもんまつりと共同開催によ
る展示・広報の実施、防災無線
による広報、消費生活センター
広報誌の組回覧、回覧板の作
成・配布、振込詐欺防止ポケット
テッシュの購入、配布

総合計画
に沿って

継続

県の補助事業も活用し、広報を行
い、「消費者まつり」の開催につい
ては、「うまいもんまつり」との合
同開催とし、事業の統合を図っ
た。高齢者の被害が多く、こまめ
な広報、啓発が必要

県の補助事業の活用、「消費者まつり」の「うまいもんまつり」
との合同開催の継続など業務の改善、効率化を進めるととも
に、特殊詐欺等の被害にあっているのは主に高齢者であり、
福祉部局、社会福祉協議会など関連する課等と連携し、広
報、啓発に努める。

全県の特殊詐欺等の被害件数は
減尐しているが、被害額は増加し
ている。広報・啓発の推進により、
被害の減尐に努める。

特殊詐欺事案、関係すると思わ
れる相談や訪問販売等について
の相談などが長野消費生活セン
ター、市窓口に引続きあり、相談
機関、具体的事案等の周知によ
り、不安の解消、解決が図れる

19

市民学園活動
事業

（24年度外部評
価実施事業）

市民共創部
中央公民館

学習係

生涯にわたり生きがいを求め、
様々な学習活動等に取り組む意
欲に応える

3

187

市民のみなさんの要望、期待は、
利用者数、講座への参加者数の
増加傾向により応えられたと感じ
る

市民が生涯にわたり生きがいを求
め、様々な学習活動、文化活動、
地域づくり活動等に取り組む意欲
に応えるための事業を推進する。
市民のみなさんのニーズに合った
魅力ある講座や、地域の特色をい
かした講座を開催します。

消費者の苦情相談に応じ解決を
図るとともに、展示等を通して啓
発を図る。悪質商法や振り込め詐
欺の被害防止や食の安全など情
報を提供。

18

民間、他課との連携により削減の
余地有り
夜間、休日の事業が増加している
受講料の徴収する方法も考えら
れる
公民館の独自性が失われる

優先順位を考えている
多くの市民の方に利用いただいて
いる
利用者数、講座への参加者数の
増加傾向

だれもが参加できる拠点として市
民からのニーズは高い
身近な拠点となっている
多くの市民の方に利用いただいて
いる

3 5 3

総合計画
に沿って

継続

メセナホール設備機械の更新や建物改修を行い、また、計画
的に事業を進めるための検討を行う。

総合計画
に沿って

継続

住民自治と地域連帯を基盤とする総合的な地域づくり・絆づく
りの拠点としていきたい

芸術文化施設を有効に活用した
市民の自主的な文化活動の育成
を図るとともに、文化環境の向
上、芸術文化施設の充実に向け
事業を推進する。「いつでも・どこ
でも・誰でも」文化や芸術に触れ、
自ら取組んでいけるよう施設での
活動を展開します。

20 5,224
各施設とも建設から年数が経過し
ており、更新時期に来ており計画
的に事業をすすめる必要がある。

文化施設維持管理
土地借り上げ、指定管理委託

市民共創部
生涯学習スポー

ツ課
生涯学習係

2

野球場周辺施設改修工事、北
部体育施設多目的広場整備工
事、体育施設修繕

老朽化の建物が多く緊急性があ
る
市民からの要望がある
市民、体育協会や競技団体から
強い要望がある
施設の改修により安全に使用でき
る
老朽化の建物が多いため

2,667

事業費をかけない取組を検討
必要最低限の中で行っている
入館料の検討
事業の性質上統合できない
ICTによる情報の公開

施設利用者の安全対策は必要で
ある
施設利用者の利便性向上となる
施設利用の促進を図る

利用者アンケートなどで確認して
いる
事業実施にあたり配慮して行う
指定管理者で努力している

スポーツのニーズに対応した体育
施設の貸出し及び施設整備を行
い、体育の振興と体力づくりの向
上を図る。市営体育施設を気軽に
スポーツを楽しめる場、競技力を
向上する場として整備をすすめま
す。

21

市民共創部
生涯学習スポー

ツ課
スポーツ振興係

体育施設管理
運営事業

（24年度外部評
価実施事業）

5 5

文化施設管理
運営事業

（24年度外部評
価実施事業）

総合計画
に沿って

継続
5

遊休農地解消にも繋がる
新規就農者からの要望が強い
遊休農地解消の市民要望は強い
計画期間での中間で達成状況を
確認し、必要に応じて修正を行う

54 4

　緊急性のある修繕から優先に工事を行っていく。
　施設管理のノウハウを持った者が、現場で管理できる指定
管理者制度の導入を検討する。

　体育施設が建設から年数を経過
したことにより、修繕箇所が増えて
きており、今後の増加に対する対
応が必要となる。

55

修繕により利用者に喜ばれてい
る、利用者数実績からも評価して
いる
利用予約で重複申込みの場合均
等利用に配慮している
施設の修繕により利用者の安全
性を図るなどにより、効果を感じて
いる
計画的に修繕することにより、目
標達成ができる

老朽化の建物が多く修繕に要す
る経費が増大している
必要最低限の中で行っている
事業の性質上統合できない
ITCになじまない

新規就農者への経済支援（補助金）は、国の制度との調整が
必要となる

継続する必要があり、最低限の経
費である
同事業がないため統合対象の事
業でない

園芸塾参加者がいきいきと農業に
励んでいる
対象者は限定される
園芸塾の生徒は定員に達してい
る
園芸塾参加者がいきいきと農業に
励んでいる

須高３市町村、農業改良普及セン
ター及びＪＡで、須高地域における
担い手確保の研究会（須高農業
振興会議）を立ち上げねことがで
きた。
園芸塾の卒業生がいきいきと農業
をしてくれている

522

人・農地プランの作成
須高農業振興会議で担い手確
保の研究
新規就農者の掘り起こしと新た
な担い手の確保のため市民農
業大学校園芸塾を開催
新規就農者の技術支援と経済
支援

産業振興部
農林課
農政係

農業後継者対
策事業

多様な農業の担い手を確保する
ことにより、遊休農地の増加を防
ぎ、豊かな農村環境を守る。県及
び関係機関と連携し、新規就農者
をはじめとする後継者を育成・支
援します。

総合計画
に沿って

継続
4
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

0

人件費合計
(単位：千円】

0

合計
(単位：千円】

2,513

事業費合計
(単位：千円】

9,803

人件費合計
(単位：千円】

4,014

合計
(単位：千円】

13,817

事業費合計
(単位：千円】

32,622

人件費合計
(単位：千円】

3,473

合計
(単位：千円】

36,095

事業費合計
(単位：千円】

25,714

人件費合計
(単位：千円】

2,447

合計
(単位：千円】

28,161

総合計画
に沿って

継続

搬出間伐のための作業道開設補助金であり、森林の持つ多
面的機能を発揮するため、継続が必要。

必要最低限の中で行っている。
事業の性格上、検討の余地無し。
ICTになじまない。

年度ごとの進行管理を行ってい
る。
対象者が限定される。
公共施設優先設置としている。

緊急性は無い。
直接的な要望は無い。
地域材を利用しているため、地域
との連携に役立っている。
継続が必要である。

搬出間伐のための作業道開設補
助金であり、森林の持つ多面的機
能を発揮するため、継続が必要。

432

産学官連携で企業の技術力向上
の支援を行う。既存組織の連携を
促進し、地域が抱える社会的課題
解決型のプロジェクトを支援しま
す。

24 264

間伐ベンチの製作、クマ除けベ
ルの製作

森林の元公益的機能を維持する
ため森林の整備を行う。間伐材の
活用により、木の文化の再認識や
森林に対する関心を高めます。

23 48
産業振興部

農林課
耕地・林務係

林業振興対策
事業(間伐材ベ

ンチ等）

新たに創設した研究開発に関する
事業も企業に活用して頂き、新技
術開発に対する意識向上に貢献
したと考える。国の補助事業を活
用し、新エネルギー活用の調査事
業を行った。この事により、２４年
度以降に企業が取組む内容を確
認できた。

産業コーディネータ、産業アドバ
イザーを中心に技術開発の支
援を行う。昨年度国の補助事業
を活用した案件については、事
業化に向けた新たな取組みが
始まり、それぞれ新技術・新製
品開発事業補助金、地域研究
開発促進支援事業により支援を
行い、次年度以降の事業化に向
けた体制作りを行う。

企業技術開発
支援事業

民間活力の導入は不可能
コーディネータ、アドバイザー等必
要最小限の勤務日数である
企業負担はあるため余地はない
類似する事業はない
事業の進め方を見直す一方、企
業ニーズの把握に努める

5

企業の新事業、新技術の創出支
援に貢献している
企業訪問、市報、企業振興ニュー
ス、研究会を通じて広く情報を提
供している
製品化、事業につながったとの評
価を得ている
企業からの評価をもって効果を感
じている
更なる企業ニーズの発掘に努め
る必要がある

43

経済団体からの要望が強い
企業の利益のみではなく、再生可
能エネルギー活用など市民生活
にも関連する
企業の求める技術開発ニーズに
対応していると考える

産業振興部
産業連携開発課
産業連携推進係

総合計画
に沿って

継続

昨年度地域研究開発促進支援事業、新技術新製品化開発事
業を活用して支援した案件が本年度国の提案公募型事業に
採択された。また、昨年度市が国の補助金活用により実施し
た調査事業により本年度新たな取組が生まれ、次年度以降
への事業化、製品化に向け、市の補助金で支援を行ってい
る。
一方で新たな企業の開発案件発掘等技術開発支援も継続し
て行っていく。

日滝原産業団地6-1宅（約
2.2ha）の分譲（輸送用機械器具
製造業1社）
オーダーメイド分譲に対応する
ため市道を新設（L=123ｍ）
新たな産業団地の造成に向け
た調査、研究

地域経済の活性化及び雇用の創
出。県と連携して日滝原産業団地
の分譲を推進します。

総合計画
に沿って

継続

日滝原産業団地は、善光寺平唯一の広い宅面（オーダーメイ
ド分譲区画も有り）と強固な地盤であり、地震等の災害にも強
く、また電力供給は中部電力㈱で安定供給が図られているこ
とから、リスク分散型の企業立地にも最適地であるため、県と
連携のうえ企業誘致の推進を図る。

必要最低限の経費、人員のため
削減余地はない
手数料等を負担いただく事業では
ない
類似する事業はない
パソコン、インターネットを活用

一区画を一社に分譲した
関連性はない
問合せ件数が増加
達成に向け県と連携し誘致活動を
行っている

須坂市の活性化について、企業
誘致を挙げる意見が多い
地域振興や雇用の創出、確保の
ために不可欠
雇用の創出の場となる
達成に向け県と連携したＰＲ活動
等を行っている

3 4 5

創業用店舗改修費等補助及び
家賃補助、空き店舗等の情報提
供、補助事業のPR、創業後の要
望及び経営状況等聞き取り調査

空き店舗等の解消及び創業店舗
を増加させることにより、商業の振
興と市街地の活性化を図る。わざ
わざ店開設などをおこなう起業者
を支援します。

4

25

オーダーメイド（小規模区画）分譲
に対応するため、日滝原産業団地
の一部宅面において、市道
（L=123ｍ）を新設した。

産業振興部
産業連携開発課

工業係

企業誘致事業
（24年度外部評
価実施事業）

691

526

申込要件の緩和による創業者間
等の口コミやホームページによる
情報発信等により、個性的な店舗
等が増えてきており、商業の活性
化や空き店舗等解消について、一
定の効果を感じている。

産業振興部
商業観光課

商業・新サービ
ス産業係

わざわざ店等開
設支援事業

539
簡易な改

善

補助額や補助期間について見直
しが必要と考えており、平成25年
度に規則改正を行う予定。

H22からH24に31件の出店があり
「空き店舗の解消」については一
定の成果が上がった。
個性的な店舗は増えてきたが、ま
ちの活気や歩いて楽しいまちづく
りに向けの
事業展開が求められる。

H22からH24に31件の出店があり
「空き店舗の解消」については一
定の成果が上がった。
市街地の活性化については市民
ニーズも高く、取り組みが求めら
れている。

利用実態等を参考にしながら補助適用条件の見直しを行う。
また、空き店舗等の情報収集と情報の発信について検討を進
める。

4
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

400

人件費合計
(単位：千円】

350

合計
(単位：千円】

750

事業費合計
(単位：千円】

16,270

人件費合計
(単位：千円】

699

合計
(単位：千円】

16,969

事業費合計
(単位：千円】

132

人件費合計
(単位：千円】

970

合計
(単位：千円】

1,102

須坂を印象付ける土産品等の開
発について相談があり、成果品開
発に向け次年度へつなげた。
信州須坂みそ料理乃會の新商品
開発を支援し、販売することがで
きた。（みそすきまん）また、同会
の一部店舗で販売しているみそす
き丼の販路開大等への支援をし
た。
土産物品で２件の新製品が開発さ
れた。

14

産業振興部
商業観光課

商業・新サービ
ス産業係

観光物産品の
開発

28
産業振興部
商業観光課

観光係

観光資源の連
携と戦略的広

報
（24年度外部評
価実施事業）

地産地消(賞)・地元特産物を活
用した、食や土産品等の開発及
び販路拡大を支援

商品開発や販路拡大支援により、
商業及び観光の活性化を図る。
地産地消（賞）・地元特産物を活
用した、食や土産品などの開発を
支援します。

27 4

総合計画
に沿って

継続

観光PR等の必要性は増加してい
るなか、さまざまな団体等と連携
をはかり、最尐の人員で対応して
いる。しかし、市の宣伝PRを様々
な形で行っており、統合することを
検討すべき。

観光客は増加しているものの、地
域を活性化するまでには至ってお
らず、更に戦略的観光PR等に努
め目標の達成を図る。

地域の活性化に結びつく、戦略的な観光誘客を検討する。3

29

45

3
簡易な改

善

民間事業への支援であり、民間
事業者の開発意欲に左右される。

具体的な商品開発につながって
おり、目に見える形で成果が示さ
れる。
補助事業は浸透していないが、開
発支援の効果はある。
観光振興の面や話題性からも効
果が期待できる。

地元産を使った食や土産品開発
に対する期待は大きいが、事業者
の開発意欲等に左右されるため、
アイデア段階から事業化に向けた
フォローが必要。

引き続き、信州須坂みそ料理の會の活動を支援するほか、民
間の土産品等の開発や販路拡大に対して相談及び支援を行
う。

4

21
産業振興部

産業連携開発課
雇用促進係

職業観の早期
醸成事業

（24年度外部評
価実施事業）

325

１　市内高等学校２年生の職業
現場見学事業（主催）
２　管内事業所見学会（市内高
等学校３年生の職業現場見学）
（須坂職業安定協会主催、共
催）
３　小学校５年生の職業現場見
学事業（須坂商工会議所主催、
共催）
４　講師派遣

地域の将来を担う子どもたちを、
社会的職業的に自立した人間に
育成することを支援する。職業観
の早期醸成のため、小学5年生及
び高校2年生の、職業現場の見学
事業を実施します。

観光パンフレット等の作成掲出
と観光情報の積極的な提供や
PRにより、観光誘客を図る。

「須坂」の知名度向上と認知度向
上により誘客につなげる。須坂の
伝統や歳時記なども含めた、戦略
的な観光情報のＰＲや発信により
須坂の魅力を伝えます。

須坂市内においては、市内中学校も独自に職場見学会を行っ
ており、市内の子どもたちは、小学校、中学校、高等学校の各
年代において、職場見学会などを通して職業観の学習をする
機会ができている。
また、市内の企業・事業所・関係機関において、これらを受入
れていただける協力体制ができている。
今後も、各種団体、関係機関との連携をさらに強化しながら、
社会的・職業的に自立した人間の育成という目的達成のた
め、職業現場見学事業の内容を充実していきたい。

444

観光客の誘致による地域の活性
化は早急に取り組む必要があり、
要望も強いが、観光資源の連携
による誘客等に至っていない。

観光協会と連携して、観光誘客宣
伝を積極的に実施してきた。

市のバスを使うなど縮減に努めて
いる
最低限の額である
教育的な事業であり、受益者負担
は主旨にそぐわない
統合余地はないが、教育委員会
に理解と協力を依頼している
企業には貴重な時間を費やして
いただいており、受入体制もしっ
かりしていただいている。企業の
ご好意や市のバスの使用などで
効率化が図られている

アンケートによれば、「興味を持て
た」という意見が多数寄せられて
いる
各年齢層で実施しており、高校生
の場合希望も取り入れている
希望者、参加者数ともに増えてい
る
アンケートによれば、進路指導
者・生徒から「興味を持てた」とい
う意見が多数寄せられている
学校、企業、関係機関の理解が
進み、連携が定着してきており、
あるべき姿を実現できる見込みで
ある

各事業において、希望者、参加者
が増えている。
高校生については、就職希望者
が増えている中、当事業の必要性
も高まっており、参加率を上げて
いきたい。
また、当事業の目的は職業観の
醸成である。
小学校５年生については、市内全
小学校が参加していただくように
教育委員会に依頼をした。
また、これまでの反省から、市内
高等学校２年生の職業現場見学
事業において、学校企業と話し合
う中で、意義とマナーについての
講習を取り入れた。
今後も参加率の上昇とともに、内
容の充実についてさらに検討して
いきたい。

雇用情勢の厳しい中緊急性は高
い
同様に社会的な要望も強い
学校関係者からの要望は強い
参加生徒の職業意識の醸成につ
ながる
事業を毎年続けていくことが大事
である

総合計画
に沿って

継続
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

127,926

人件費合計
(単位：千円】

271

合計
(単位：千円】

128,197

事業費合計
(単位：千円】

0

人件費合計
(単位：千円】

1,049

合計
(単位：千円】

1,049

事業費合計
(単位：千円】

4,494

人件費合計
(単位：千円】

3,845

合計
(単位：千円】

8,339

事業費合計
(単位：千円】

49,626

人件費合計
(単位：千円】

57,111

合計
(単位：千円】

106,737

事業費合計
(単位：千円】

79

人件費合計
(単位：千円】

562

合計
(単位：千円】

651

事業費合計
(単位：千円】

13,181

人件費合計
(単位：千円】

1,398

合計
(単位：千円】

14,579

勤労者が生き生きと働き、実りあ
る生活ができるよう、福祉の向上
を図る。生活資金融資制度、住宅
関連融資制度により支援します。

30

勤労者生活資金融資、同融資利
子補給金、勤労者住宅建設資金
融資利子補給金、勤労者資金融
資保証料補給金における利用件
数・利用額が前年渡対比125.8%～
184.3%となった。
また、自転車駐車場については、
高校生、警察、関係団体と防犯・
整理などについて、繰り返し指導・
呼びかけを行った結果、盗難件数
が減尐した。
また、被害を受けた自転車駐車場
においても、対策を施すことによ
り、再発防止に努めている。

2,454

勤労者生活資金の融資あっせ
ん及び利子補給、勤労者住宅
建設資金融資利子補給、中小
企業退職金共済加入奨励補助
等、各種補助制度を実施
自転車駐車場の管理に関する
諸問題に対し、様々な機関と連
携しながら、課題解決に向けて
施策を行った。

産業振興部
産業連携開発課

雇用促進係

勤労者福祉事
業（勤労者の生
活安定と経済的
地位の向上支

援）

勤労者の生活を安定させるため、勤労者生活資金の融資
あっせん及び利子補給、勤労者住宅建設資金融資利子補
給、中小企業退職金共済加入奨励補助等を引き続き実施し
ていく。
機会を捉えての各種制度の周知と関係機関との連携により、
利用数を高めていきたい。
また、自転車駐車場は、盗難、放置自転車、整理整頓など課
題を抱えている。自転車盗難防止モデル校の高校生による自
転車整理・指導や関係機関・団体との指導などを行うなど連
携をとりながら進められていることはよかった。結果として、盗
難件数も減った。様々な形で繰り返し注意・喚起を呼びかける
ことで、整理整頓、被害の未然防止に寄与していきたい。
引き続き関係機関・団体などと連携をとりながら進めていきた
い。

4

31

必要な事業費である
最小の人数で行っており、最低限
の額である
受益者負担については特に考え
ていない
統合の余地については現状では
特に無い
他機関、団体と連携することによ
り、効率化に努めている。

盗難事件の減尐など効果が表れ
ている
各施策において、特に偏りはなく、
公平に配慮している
各種補助金の利用者が増えてお
り、また、自転車などの盗難件数
も減っており、実績は向上してい
る
上記のとおり、実績が上がってお
り、効果が感じられる
補助金借入の件数については、
増加しており、このまま目標達成
に努力していきたい

自転車盗難、施設の損壊被害な
ど緊急を要す場合もある
昨今の経済情勢から要望は強い
昨今の経済情勢から市民や団体
からの要望は強い
勤労者の福祉の向上、安全を守
ることは、利便性と信頼に大いに
つながる
盗難事件が減尐し、かなり達成し
たといえる

まちづくり推進部
まちづくり課
都市計画係

土地利用規制
見直し事業

市街化調整区域の、土地利用規
制緩和の指定をすすめます。

総合計画
に沿って

継続
44

土地利用規制緩和制度につい
て検討

地域コミュニティを維持し、人口増
につなげることは緊急の課題であ
る。

20 5
今後に向けて、問題点及び課題を
明らかにできた。

最小の人員により効率的に行なっ
ている

総合計画
に沿って

継続

5

景観計画案について市民意見募集を行い、加えて都市計画
審議会、景観審議会の意見を聴き、今年度中の計画施行に
より、景観行政を推進する。

総合計画
に沿って

継続
今後、関係機関と調整を行い、確実に事業を進める。

都市計画事業として市が行うべき
施策である。

目に見えて現れるものではない
が、実施できれば有効な手段とな
りうる。

5

32

景観計画策定にあったては、景観
計画策定委員会、景観計画庁内
検討委員会、景観講演会の開催、
市民意見募集により、画原素案の
策定が計画通りに進んだ。

160
まちづくり推進部

まちづくり課
まち整備係

景観をいかした
まちづくり事業

・良好な景観は須坂の財産であ
り、それを守り育てていくことは、
まちづくりにとってとても有効であ
る

554

動物園の入園者に「いやし」「ふれ
あい」「学習」「体験」を提供する。
手づくりによる「ふれあい」と「いや
し効果」の高い動物園となるよう
検討し、実施します。

豊かな自然と歴史、文化を育んだ
良好な景観を守り育て、後世に伝
える。景観計画を策定し、市内の
優れた数多くの自然環境、歴史や
須坂らしい文化を維持し、後世に
引継ぎます。

景観計画策定のため、景観計画
策定委員会、景観計画庁内検
討委員会、地域別懇談会、景観
講演会の開催
景観育成推進員会幹事会・総会
の開催
景観育成研修会の開催、景観
育成活動補助金の交付

・良好な景観を守り育ていかして
いくことは、まちづくりにとって優先
度が高い

44

進め方の
改善

制度改正の内容の正確な把握
と、企業会計システムの適切な改
修、会計規程の改正に基づく法律
を遵守した会計処理のため、職員
の会計知識の更なる高揚はもち
ろん、専門家でなけば実施し得な
い部分や間違いの許されない部
分については外部の会計・税・経
営の専門家に委託をしていく。

制度改正によるもので、公営企業
会計の運営の基となる部分で、法
律どおりの対応がなければ予算・
決算も違法なものになり企業とし
てなりたたない。

33 32,043
ふれあいイベントや体験学習事
業の実施、施設整備

まちづくり推進部
まちづくり課

臥竜公園管理事
務所

飼育ふれあい係

動物園管理運
営事業

総合計画
に沿って

継続

正規職員を嘱託職員にして人件
費を削減している。

平成24年度は入園者161,558人で
ハッチ人気時の20万人を超えた４
年間（18～21年度）に次ぐ入園者
数となっている。

動物園は県内でも数尐ない特別
な施設であり、一年を通じて市民
の憩いの場になっている。

１年を通じて来園者に喜んでいた
だける様々なイベントを行うととも
に、展示方法の工夫や施設整備
などを行い、動物園の魅力向上を
図った。

　24年度に開園50年を迎え、毎年実施している事業のほかに
50周年記念事業を実施することにより、入園者を大幅に増加
させることができた。今後は毎年実施しているイベントをより魅
力あるものにするとともに、動物の展示方法をより工夫し、入
園者の満足度を向上させて入園者増を図る。また、水族館が
老朽化しているので、南園全体も含めて施設整備を検討す
る。

新会計基準への対応。水源地域
の環境保全をすすめ、おいしい水
の安定供給に努めます。

34 12

１　新地方公営企業会計制度に
関する研修等に積極的に参加。
２　平成26年度予算から適用と
なる新会計制度への移行に向
け、予算・人員の確保。
３　職員間の情報の共有化。
４　新会計制度のシステム変更
に向けた委託先との情報交換。
　５　移行後を見据えたシミュ
レーション。

制度改正によるもので、公営企業
会計の運営の基となる部分。

１　【水道事業】平成26年度予算から適用となる新地方公営企
業会計制度に対応するため、企業会計システムの改修、例規
の改正を実施する。課等の課題入力システムの構築。
２　【下水道事業】平成26年度予算から適用となる下水道事業
における新地方公営企業会計制度に対応するため、企業会
計システムの改修、例規の改正を実施するとともに、下水道
事業全体の財務状況をシミュレーションすることにより、持続
可能で効率的な下水道経営の事業展開を目指すため中期経
営計画を策定する。
３　新会計制度に関する研修会等への積極的な派遣
４　技術系職員による工事台帳の洗い出しによる資産の再調
査
５　人員不足、予算不足を補うためのプロジェクトチームを組
織するとともに、工事台帳等の確認作業に必要な水道経験者
の応援を部課の垣根を越えて要請し、県との窓口でもある財
政部局と調整し指示を仰ぐ。
６　移行に係る費用の負担の公平を図るため、一般会計から
の繰出金を繰出基準内で増額を要請する。
（下記のとおり)一般会計補助金要求 補助額 目的及び根拠
新会計制度移行補助金 50,000,000円 国の決めた制度改正
による負担をすべて上下水道料金に依存するのは、将来へ
の負担の先送りという観点からしても不公平である。
また、下水道事業では繰出し基準内での応分の負担が削減
されているため、基準額までは現行利用者の権利と考える。

55
新地方公営企
業会計移行事

業
水道局

安心安全で快適な通行や生活基
盤の確保
障害者や高齢化社会、子育て等
により歩行者に優しい歩道
整備は要望箇所を実施

歩道段差解消工事　太子町線
Ｌ＝190ｍ

まちづくり推進部
道路河川課
市道街路係

5

35 太子町線の事業推進を図った。279

段差のある歩道を高齢者・障害
者・児童をはじめ歩行者にとって
支障なく歩行できるよう、段差解
消工事 を計画により実施。段差
のある歩道を、歩行者に支障がな
い快適な歩道空間にするために
段差解消をすすめます。

企業会計の専門職でない職員
が、個々に研鑽を重ね現行会計
制度と改正後の制度について研
修会等に積極的に参加してきた。
県や国のヒアリング等により、計
画的に制度改正実施に向け自分
たちでできることは早期に着手し、
専門分野については委託できるよ
う予算確保してきた。

総合計画
に沿って

継続
244

歩道段差解消
事業

太子町線の事業の完了を図る。
新規路線の高甫南原線の完成及び村山墨坂中学校線の着
手

現地踏査等によりコスト縮減を検
討し整備を実施
受益者負担は事業性から困難

緊急度などからの優先順位を決
め整備
安心安全で快適に通行していると
考える
交付金の交付額を減額しないよう
に要求する

8　／　10



総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

3,944

人件費合計
(単位：千円】

5,593

合計
(単位：千円】

9,537

事業費合計
(単位：千円】

1,019

人件費合計
(単位：千円】

696

合計
(単位：千円】

0

事業費合計
(単位：千円】

2,358

人件費合計
(単位：千円】

699

合計
(単位：千円】

2,641

事業費合計
(単位：千円】

331

人件費合計
(単位：千円】

2,097

合計
(単位：千円】

2,428

事業費合計
(単位：千円】

7

人件費合計
(単位：千円】

699

合計
(単位：千円】

706

5
統合・終

了

経済対策の一環の事業であるた
め、状況により事業費の縮減等余
地がある。

36

社会的、関係する団体から地域
経済活性化の要望が強い。
住環境向上のため市民の利便性
の向上につながる。

地域経済への波及効果と住環境
の向上につながった。
個人事業者に多くの効果を期待し
たが活用実績はあまりなかった。
営業努力により特定の者に片寄り
が見られた。

183
まちづくり推進部

まちづくり課
建築係

住宅リフォーム
助成事業

4

申請件数により効果を確認してい
る。
補助金交付要綱により実施してい
るため公平性に配慮している。

37

すざか乗合タクシーは、運行を開
始した平成21年から毎年度利用
者が増加している。一方、すざか
市民バスは利用者が僅かに減尐
傾向であることから、効果的な利
用促進が必要である。

0
公共交通を身近に感じて利用し
ていただけるよう、チラシ等によ
り情報発信に努める

市民共創部
市民課

交通防犯係

公共交通利用
促進事業

4

須坂市戦略的総合経済対策の一
環として、地元業者の受注機会の
拡大による地域経済の活性化と
市民の住環境の向上を図る。簡
易・精密耐震診断の実施、耐震補
強工事に対する補助金の交付に
より、居住者の安全・安心確保と
地震に強いまちづくりをすすめま
す。

公共交通を確保維持するためには、利用促進のための取組
みが重要である。効果的な情報提供等により、更に利用促進
を図る必要がある。

すざか市民バス・すざか乗合タク
シーを運行する「須坂市地域公共
交通会議」で検討した事業である

情報提供することで、初めての利
用者もみられる

将来的に移動手段を確保するた
め、環境にも優しい公共交通の利
用促進が必要

地域の公共交通を維持する。初
めて利用する市民のみなさんや
来訪者にも、わかりやすい情報提
供をします。

補助件数 41件、補助額
3,944,000、新規下水道接続件
数 5件、新規住宅用火災警報器
設置件数 23件

個人事業主の方の利用を進めるため、周知期間を2箇月設け
6月から受付開始とした。
平成23・24年度で実施した、市内11小学校通学路沿いのブ
ロック塀等の安全結果から、改善が必要と思われるブロック塀
が多くあることから、道路に面したブロック塀等の撤去及び改
修工事を対象工事に追加した。
省エネルギー化、またはバリアフリー化を条件に加え、環境
への配慮、高齢化社会に対応した住環境の整備を更に図ら
れるようにした。

3

総合計画
に沿って

継続
43

学校教職員研修と、PTA人権同
和教育の推進を図るため、連携
して人権同和教育研修会等を行
う。東中学校と旭ヶ丘小学校の
児童・生徒とPTAにより、「部落
差別をはじめあらゆる差別をなく
す市民大集会」と「人権を考える
市民のつどい」に学習発表をす
る。

5

人権問題は生命に関わる問題も
含んでいるので緊急性が高い
人権同和問題はなくしていかなけ
ればならない
さまざま人権に関わっている
明るい住みやすいまちになる
まだ人権侵害は、存在していると
思われる

部落差別をはじめあらゆる差別を
なくす市民大集会、人権を考える
市民のつどいのアンケートで確認
している
さまざまな人権について学ぶ機会
を設けている
推進
資料の交換などにより研究成果を
共有し活用している
２７年度まで推進校の指定がさ
れ、研修･学習を行いっている

すでに、必要最小限の経費で実
施
必要最小限の人員で実施
負担を求めるような事業ではない
課題が多岐に関わるので人権に
いて一つの事業としたほうが良い
効率だけを求める事業ではない。

総合計画
に沿って

継続

児童・生徒の発達段階にそくして、生活の中にある人権・差別
の問題を正しく認識させる。また、PTA人権同和教育推進の
継続をはかる

全教職員が共通認識を持ち、人
権同和教育を推進する。学校や
社会・家庭などにおける人権同和
教育を推進します。

38

学校職員の人権同和教育への必
要性と正しい理解が深まった。人
権同和教育指導計画書の見直し
を行い、小・中・須坂支援学校に
配布した。

教育委員会
人権同和教育課
人権同和教育係

学校人権同和
教育推進事業

51 55

市民とともに考える学習会の開
催。ワークショップを取り入れた男
女共同参画地域学習会を実施し
ます。

39
男女共同参画地域学習会、男
女共同参画いきいきフォーラム
を開催する。

市民共創部
男女共同参画課

男女共同参画
意識向上事業

男女共同参画推進市民会議が主
体の「男女共同参画いきいき
フォーラム」では、10町で開催した
地域学習会で明らかになった課題
「介護及び地域の役員」を中心
に、家庭や地域における男女共同
参画の身近な問題について、会場
全体で意見交換し理解を深めるこ
とができた。

46

市民意識調査では、男女の不平
等感を持つ人が多い。
男女共同参画意識の向上のた
め、町と協働で開催することによ
り、
住みよい町づくりにつなげる。目
標を達成していない。

　引続き、広報等で「共創のまちづくりパートナー」登録者を募
るとともに、各種イベントの実行委員会等のボランティア派遣
要望をお聞きし、登録者との橋渡しに努める。

554
総合計画
に沿って

継続

継続して、男女共同参画地域学習会・男女共同参画いきいき
フォーラムを開催する。

今現在も事業費、人的体制が最
小である。
市民の意識に働きかける内容で
あるため受益者負担の検討を要
しない
効果的に行うため関係課と連携
し、事業の効率化に努めている

学習会に参加した市民の反応は
よい。
目標達成のため実績は上がって
いる。
市民の反応からも事業効果は感
じられる。

数値化したり、確認することは困
難
ボランティア登録希望者を全て登
録している
登録ボランティアはわずかづつ増
えている
広報や現在の登録者の口コミなど
で周知を図り、登録者を増やして
いく

ボランティア活動時の保険のみを
公費で負担している
最小の人員で対応している
受益者が明確でなく、負担は求め
られない
個人でまちづくりのボランティアを
希望する人の受け皿は他にない

簡易な改
善

40 14

ボランティア講座開催時に、「共
創のまちづくりパートナー制度」
やパートナー登録の説明を行っ
たり、広報等による周知。消費
者まつり等で登録者がボラン
ティアとして協力

市民共創部
市民課

協働のまち支援
係

共創のまちづく
りパートナー推

進事業

　「共創のまちづくりパートナー」に
登録いただいているボランティア
の方の活躍の場をもっと提供、
ニーズの掘り起こしををどのように
すれば良いか。

共創のまちづくりを推進するた
め、ボランティアのまちづくりパー
トナーの登録推進。市民のみなさ
んや各種団体が、地域社会の活
動に参画しやすいよう、「共創のま
ちづくりパートナー制度」の周知と
登録を推進します。

安全、安心に直結する活動、事業
では無い
まちづくりのボランティア希望者は
尐ない
ボランティアの支援要請は尐ない
ボランティアを活用することにより
利便性は向上する
登録者全てがボランティアとして
活躍いただく場がない

331
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総合計
画施策

事業名 事業目的及び事業内容 担当部署 H24実績
市民一人当
たり負担額
(単位：円】

平成24年度を振り返って
（担当課コメント）

優先度 理由 有効性 理由 効率性 理由
ACTION　内部評価　「平成24年度実績をもとにした平成25年

度以降に向けた評価」
判定

事業費合計
(単位：千円】

33,821

人件費合計
(単位：千円】

6,518

合計
(単位：千円】

40,338

事業費合計
(単位：千円】

17,333

人件費合計
(単位：千円】

21,627

合計
(単位：千円】

38,960

事業費合計
(単位：千円】

46,870

人件費合計
(単位：千円】

10,441

合計
(単位：千円】

57,311

事業費合計
(単位：千円】

17,477

人件費合計
(単位：千円】

6,991

合計
(単位：千円】

7,485

事業費合計
(単位：千円】

0

人件費合計
(単位：千円】

3,845

合計
(単位：千円】

3,845

事業費合計
(単位：千円】

5,390

人件費合計
(単位：千円】

3,845

合計
(単位：千円】

9,235

事業費合計
(単位：千円】

0

人件費合計
(単位：千円】

5,173

合計
(単位：千円】

5,173

事業に関する情報公開、ＰＲに努
めるとともに、信州須坂プロモー
ション事業等を通じ須坂を発信す
ることにより、地道に「ほんもの」を
磨く作業は不可欠。

「須坂市地域力創造ブランド化促進事業」について、引続き他
の事業の認定の可能性を探る。また、クリスマスレクチャーに
ついては、遠藤守信先生のプロデュースによりとともを新たに
実施する。

持続的な地域活性化を図るととも
に、テレビ、ラジオなど様々なメ
ディアと連携することで全国に向
け須坂をＰＲすることができた。

第五次須坂市総合計画将来像
「一人ひとりが輝き、磨かれた『ほ
んもの』の魅力あふれるまち須
坂」達成のため、知名度アップが
必要。

772

地域の魅力を創造し、それを地域
の内外へと広めることで『地域イ
メージをブランド化』し、持続的な
地域活性化につなげるため。地域
資源の「掘り起こし」や「磨き」によ
り地域の活性化をすすめます。

情報収集・提供の充実。ホーム
ページなどで分かりやすい行政情
報の提供をすすめます。

総合計画
に沿って

継続
44441

新たな須坂のＰＲ事業である「信
州須坂プロモーション事業」を展
開するとともに、第5回クリスマス
レクチャーin須坂を開催した。

総務部
政策推進課
政策秘書係

地域活性化事
業

市ホームページ、ツイッター等の
活用とあわせ、知名度は徐々に
上がっている。

簡易な改
善

42

広報紙については、引き続きわかりやすい内容につとめる。
ネット社会は今後益々普及していくと思われる。情報拡散のス
ピードや迅速性などを考えると、インターネットを活用した情報
発信を検討したい。

出来るだけ内務業務として行なっ
ているため、必要以上の事業はな
い。反面、人件費は必須である。
ＩＴを活用した情報発信の充実（費
用を伴わない）
配布物の直送化（地域組織未加
入者）の対応が課題

効果測定が困難であることと、反
応がわからない。
地道に取り組んでいくことが必要
と考えている。

災害情報などの伝達には緊急性
が高く、社会的な要望は高いが普
段の関心が尐ない（情報を得たい
とする人の個人差がある）必要な
情報は発信しているが、（広報紙
など）いかに読んでもらうかが課
題

746 4 3 3

スマートフォンなどの携帯端末の
普及とともに、ICTを活用した情報
発信が注目されているため、この
分野でのいっそうの活用方策を検
討する。
しかし、依然として紙ベースでの情
報発信も根強いものがあるため、
平行して取り組む必要があると感
じた。

庁内(現地機関含む)の情報通信
システムの適正な運用。市民のみ
なさんの財産を守る観点から、行
政が持つ情報のセキュリティ対策
を推進します。

43
パソコン入替　庁内プリンタ入替
サーバ入替

総務部
政策推進課
情報統計係

情報システム管
理事業

1,097

広聴広報事業
（24年度外部評
価実施事業）

総務部
政策推進課
広聴広報係

「広報すざか」の発行のほか、
ホームページ、メールマガジン、
ブログ、ツイッターなどのICTを
活用した情報発信に努めた。
新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど
の媒体を活用した情報発信に努
めた。
地域づくり市民会議を開催し地
域からの意見を聴取した。

業務を遂行するうえで必要不可欠
なシステムであり、機器の安定し
た運用により効率的な事務が執
行できた。

業務を遂行するうえで必要不可欠
なシステムであり、メンテナンス以
外は安定した運用が必要とされ
る。

情報通信システムの適性な運用
を図るとともに、情報ネットワーク
の活用、情報の共有により効率的
な事務を執行することができた。

引続き安定運用に務める。334
総合計画
に沿って

継続

業務を遂行するうえで必要不可欠
なシステムであり、システムにより
効率的な事務が執行できた。

地域コミュニティの基本組織であ
る区（自治会）の活動を区長会組
織を通じ、支援する。区長会事務
局やサポーター職員を通じ、各自
治会の実践活動、行政情報など
を積極的に提供します。

44

区長会役員会や研修会などを
通して、市内他自治会の実践活
動や他市町村の先進事例の情
報提供、区長会自主事業による
県外先進地視察を行い、地域の
活性化につなげた

市民共創部
市民課

協働のまち支援
係

自治会活動支
援事業

　高齢化が進む中で、自治会の重
要度は増してきており、積極的に
情報提供を行った。

高齢化が進行する中で近隣、区
の重要性が増してきており、公会
堂や区の活動に対する助成等要
望は多岐にわたり、地域活動が
活性化することにより、住民の利
便性は向上する

各区の活動を役員会、研修会な
どで発表いただき、意見交換する
中で、それぞれの区の運営等に
役立てている。アパートの増加、
単身世帯の増加などで区への加
入率は減尐。

ゼロ予算事業でもあり、各課で努
力をしていただいている。

目標達成のため、進捗管理、事務
事業評価等を実施することは有
効。

第五次須坂市総合計画の将来像
「一人ひとりが輝き、磨かれた『ほ
んもの』の魅力あふれるまち　須
坂」を計画的に推進するために必
要。

世帯数等に応じて、文書配布等
各区への行政事務委託を行って
おり、縮減は難しい。
できる限り機器の活用を図り、効
率化に努めている。

総合計画
に沿って

継続
143 4 4 5

市補助金だけでなく、宝くじ助成、赤い羽根募金の助成などの
活用の紹介し、市内69町の運営に関する実態調査集計結果
を参考にそれぞれの区の運営改善、公会堂の改築、修繕、備
品の充実を進める。

374
総務部

政策推進課
政策秘書係

総合計画の進
捗管理

目標値達成に向け、各課で鋭意
努力をしていただいている。

総合計画
に沿って

継続
44

須坂市前期重点プロジェクト推
進本部において取り組み状況の
確認を行うとともに、各施策の目
標値について進捗管理を実施し
た。

須坂市の将来像「一人ひとりが輝き、磨かれた『ほんもの』の
魅力あふれるまち　須坂」を目指し、新たな総合計画の下に、
事業を位置づけ、前期計画の４つの重点プロジェクトと、実施
計画を連動させながら予算の戦略的、効率的執行を図る。

市民ニーズを的確に捉え、専門的
知識を習得し、組織目標の達成に
貢献できる職員の育成。仕事上の
経験や技能を十分に積んでいる
のかを評価する人事評価制度
や、職員が自主的に参加する研
修プログラムなど、常にスキルを
高めることができる人材育成シス
テムをつくります。

46

・職員の能力開発等に結びついて
いるか、研修の有効性について図
る必要がある。
・研修を職員に対して平等に行っ
ていくべきか、意欲ある職員に対
して積極的に行っていくべきか検
討の余地がある。

総務部
総務課
職員係

職員研修事業

第五次須坂市総合計画の将来像
「一人ひとりが輝き、磨かれた『ほ
んもの』の魅力あふれるまち　須
坂」実現のため。総合計画に掲げ
る目的・目標の達成に向けて事業
を改善するために、総合計画の目
標と組織目標を一体化します。

45

簡易な改
善

将来的なひとづくりが必要なため
職員の職務上の研修のため、職
員の経費負担は難しい。
類似の他事業はない

直接的な効果が図りにくい
研修を受講した職員は効果を感じ
ている
長期的な視野にたっての研修

直接的な要望はない
職員の質の向上により市民の利
便性につながる
持続的に事業を遂行するもので
ある

①管理職員を対象に組織の活性化、部下の考えと行動を引
き出すコーチングスキルを習得させるため、「コーチング研修」
を実施する。
②民間企業でのサービス業のノウハウを学ぶと共に、経営感
覚を磨き市の行政運営にフィードバックするため、須坂温泉へ
職員を派遣する。
③職員の自主的な能力開発を促進するため、職員の資格試
験の受験等に要する費用の一部を助成する。
④市が持続的に発展するためには、人材の育成が大切であ
ることから、計画的な研修、人材育成を進め、各種研修会へ
の積極的な参加を促す。
⑤他団体の業務手法を習得し、今後の業務に生かすため長
野県、長野経済研究所等へ職員を派遣する。
⑥外国の行政機関等を訪問し、先進事例の実地調査等を通
じ、日本の制度や現状と比較しながら政策形成能力の向上を
図るため、海外研修を実施する。
上記研修を実施し、市民ニーズを的確に捉え、専門的知識を
習得し、組織目標の達成に貢献できる職員の育成に努める必
要がある。

442177

47
財政状況公表

事業

市の財政に対する市民の関心と
理解が得られるよう、わかりやす
い財政事情の積極的な公開を行
う。財政状況をわかりやすく公表
します。

総務部
財政課
財政係

財政事情の作成及び公表に関
する条例に基づく財政事情の公
表
市報による予算・決算の公表
ホームページによる公表
市民学園での講座

99
条例に基づく内容もあるが、工夫
した表現によって、よりわかりやす
い公表に努めた。

①職員意識変革促進・人材育成
事業(アニマルシンキング)の実
施
②各種研修会への積極的な参
加を促進
③長野県、長野経済研究所へ
の職員派遣
④海外研修の実施

　見てみよう「須坂市の財政」を引き続き更新したほか、ホー
ムページを通じて財政状況を公表した。
　「現在の須坂市の財政の何が課題でそれにどう対処する
か」の観点から、市民と共通認識が持てる簡潔な資料があれ
ばいい。
　現在の須坂市が置かれている状況を分析しながら、財政状
況についても①分かりやすく②正確に伝えることが大事。

簡易な改
善

4

条例により公表が義務付けられて
いる事項もあるが、それ以上に市
民にわかりやすく、的確に情報提
供することにより、財政運営に対
する市民の信頼が向上する。さら
に、市財政に対する市民の関心
が高まることにより、健全財政の
維持につながる。

須坂市市民意識調査によると、
85%の市民がインターネットに接続
できる環境にあるため、ホーム
ページでの公表は有効であると思
うが、いかに関心をもっていただく
かが課題である。
財政広報誌のダイジェスト版を作
成するなど、目標達成に向けて職
員も工夫を重ねている。

4 3

ゼロ予算である。
他市町村の公表の仕方や市民意
識調査等に寄せられた意見を参
考に、新たなメニューを検討する。
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