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№ 質問内容 回答

1

P2の災害時に当該者がスムースに
避難できると記されているが、当該
者数及びに対応人員が本当に足りて
いるのか？

　新・地域見守り安心ネットワークの要援護者台
帳では、災害時の避難支援の人員は十分確保でき
るよう、要援護者ごとに親しい方や近隣者等のい
支援をしていたける方を選定していただいていま
す。

2
地域見守り安心ネットワークと個人
情報の取扱いを含めた事業推進をど
う考えるか。

　個人情報保護のため、要保護者台帳の登録は要
援護者の同意を得て行っています。
　また、毎年、区長会、社会福祉協議会、民生児
童委員協議会、市の4者により新・地域見守り安
心ネットワーク更新事業委託契約を締結し、この
中で個人情報の保護に努めています。

3

年度実績及び予定に安心ネットワー
クのデータ更新とあるが、取組みの
指標は空欄でネットワークの構築が
終了しているため、指標の設定は困
難であると言っている。
事業の目的→実績→指標が合致して
いないと思われるがどうなのか？

　新・地域見守り安心ネットワークは市の全69町
取り組まれており、毎年データの更新を行ってい
ます。その意味では目標に対して実績は100％と
なりますが、地域福祉推進事業の目的がデータの
更新ではないことから、事業の指標については検
討していきます。

4
更新データはどのように活用されて
いるのか？

　新・地域見守り安心ネットワークは地域での見
守りが必要な方の支援ツールですので、データの
更新により、地域内での対象者の再確認や防災訓
練での活用、また普段の見守り活動に活用をして
いただいています。
　市でも要援護者及び地域での防災データの整備
に活用しています。

5
事業の実施によって、孤独死の数は
どのように変わってきているのか？

　新・地域見守り安心ネットワークは、民生児童
委員さんを中心とした一人暮らし高齢者のお宅へ
のある程度の定期的な訪問を行っていただいてお
り、これらは孤独死を防ぐ効果があると考えてい
ます。また、あわせて高齢者福祉課の見守り支援
事業等も孤独死を防ぐために実施をしています。
なお、孤独死の定義が難しく、統計はとっていま
せん。
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№ 質問内容 回答

6

「地域見守り安心ネットワーク」の
説明を区長だけでなく、毎年区長、
民生で聞きたいと民生委員から出ま
した。その理由は、区長は毎年かわ
るので、同じ説明を聞かないと話し
合いで決められず、区長との民生
は、簡単な連絡で終わってしまった
所もあるようです。
同じ話しでも毎年聞くことにより、
きちっとした話し合いができると考
えます。
底辺できちっとした話し合いができ
ていれば孤独死もなくなるのではと
考えます。

　平成23年度までは、区長さん、民生児童委員さ
んの両者に説明を行ってきましたが、参加者の皆
様から「平成24年度以降は、民生児童委員の改選
年は区長と民生児童委員の両者に説明し、それ以
外の年は区長さんにのみ説明すれば良い」との申
し出があり、平成24年度は区長さんにのみ説明し
た経緯があります。平成25年度は民生児童委員の
改選年に当たり、民生児童委員さんにも説明をし
ますので、その際、再度、参加者にこの件につい
て確認させていただきます。

7

助けられ大賞が出ています。それを
みると須坂の方より他県の方が目に
つきます。須坂住民は土地柄、助け
られて公にする気質は尐ないと思い
ます。
「助けて」と気軽に言える周りの環
境に目を向けた方が良いのではと思
います。

　助けられ大賞は、須坂市地域福祉計画の「助け
合い起こし」の実現に向け、地域で助け合いが広
まるために、気軽に助けてと言える地域づくりを
目指し、その一環として、平成17年度の須坂市福
祉大会で、助けられる側を表彰したことに始まり
ました。
　平成18年度からは福祉大会を助け合い推進大会
とし、19年度から市外の方からも助け合いの事例
を募集し、助けられることはいいことであること
を市民に理解していただくことで、気軽に助けて
と言える環境づくりに取り組んでまいりました。
　助けられ大賞については、助けてと言える環境
づくりを含む現状の課題とも照らし合わせ、助け
合い推進会議において効果を検証し、議論してま
いります。

8
25年度の予算が多くなっていま
す。その説明と福祉事業の成果の説
明を求めます。

　業務内容に変更はありませんが、増額となった
主な理由は、新・地域見守り安心ネットワークの
データシステム化に伴うシステム使用料が通年と
なったこと、社会福祉協議会への補助金が平成24
年度が実績であるのに対して平成25年度は予算で
あることがあります。
　社会福祉協議会による地域福祉事業への支援や
新・地域見守り安心ネットワークによる地域での
見守り体制の構築支援を通じて、地域福祉事業の
推進による福祉の向上に努めることができまし
た。
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2 生活保護事業　[福祉課]

№ 質問内容 回答

1
自立による保護廃止数の割合の目標
を年１％の増とした根拠は？

　自立に向けた支援が困難な高齢者世帯と傷病者
世帯が、年々増えていること、また、引き続く厳
しい経済・雇用状況により、ハローワーク須坂と
連携して就労支援を行っておりますが、なかなか
就職に結びつかないことによります。このように
厳しい状況のもと、自立による廃止も困難と考え
ていること、また、保護廃止件数全体に占める自
立による保護廃止件数の増加であることから目標
を１％増としました。

2
保護対象数と就労可能数並びに自立
数はどの程度なのか。

　平成２５年３月末の状況で、生活保護対象世帯
数は、１９１世帯です。その世帯の中で就労可能
並びに自立可能な世帯数は、母子世帯９世帯とそ
の他の世帯４５世帯の合計５４世帯です。
　なお、平成２４年度の実績で、稼動収入の増加
等の自立による生活保護の廃止世帯数は、１３世
帯です。

3

取組みの指標にある、Ｈ24実績
（42％）は添付資料≪平成24年度
事業の実績≫３．保護の廃止理由の
どの数値を挙げているのか？

　稼動収入の増加による廃止１１世帯と、他法の
活用による廃止のうちの年金収入の増加による廃
止２世帯の１３世帯が合計に占める割合を算出し
たものです。

4

生活保護の丌正受給が全国的に問題
視されているが須坂市ではそのよう
な例は無いか、また適正な支援をど
のように確認しているのか？

　家庭訪問等による生活状況の把握するととも
に、毎年７月頃に課税状況調査を行い、生活保護
受給者から適正に収入申告がされているかを調査
し、丌正受給とならないよう努めています。

5

受給者の自立促進を目標に挙げなが
ら総合計画の達成率を45％と半分
以下で設定しているのは低すぎるの
ではないか？

　保護廃止の理由は様々な場合がありますが、実
績等から転出や死亡による廃止も増加していま
す。このような状況の中で、働くことのできる方
が保護廃止になる件数の保護廃止件数全体に占め
る割合を出したもので、実質的には率はもっと高
くなりますが、この数値が更に高くなるよう努め
てまいります。
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3

№ 質問内容 回答

1

分析・振り返り－継続して実践でき
る支援が必要と記されているが、具
体的対応は？
内部評価の簡易な改善は、具体的に
どのようにするのか？

・おでかけ健康教室終了後に結成された、各種自
主サークルの紹介や中央公民館で行っている市民
学園等を紹介し、継続実践できるように支援しま
す。
・平成17年度に係を新設した当時の課題は達成さ
れた、更に１０年後を見据えた第２次の健康づく
り計画目標達成のために、健康スポーツプロジェ
クトチーム係の事業を健康支援係と母子支援係に
統合し廃止する提案を庁内の「組織のあり方検討
会」に提出した。

2

健康教室の参加について
自主参加のほかに年令別参加（例：
70歳・75歳）の開催計画はどうな
のか。
（65歳時の健康指導のように全市
民対象の考え方はないのか）

・健康増進事業以外で、国民健康保険高齢受給者
証の交付に併せた「７０歳健康教室」と後期高齢
者医療制度説明会に併せた「75歳健康教室」を
70歳・75歳誕生月の方を対象に月１回地域包括
支援センターと連携し「高齢者健康教室」として
開催しています。

3

子育て世代支援の健康教室 開催に
ついて
平成25年度 豊洲・日野の２公民館
での開催を計画しているが、全公民
館での開催計画は？

・平成19年度より地域公民館で子育て世代支援の
健康教室を実施してきましたが、地域に関係なく
参加している状況なので、全地域公民館で開催す
る計画はありません。

4
平成24年度決算額の報償費に対し
て平成25年度予算の報償費がだい
ぶ増えているがなぜか？

・平成２４年度は「後期高齢者健康増進教室（お
達者クラブ）」が新規事業のため、１クールの実
施でありました。平成２５年度は前期・後期の２
クール実施しておりますので、健康増進実践者へ
の賞賜金（入浴優待券）が増えております。平成
24年度決算額1,547,500円→平成25年度予算額
4,000,000円

5

自分の健康は自分で作り守るを基本
に沢山の健康教室が行われています
し、予算も使われています。また沢
山の参加者の方が利用しているよう
です。もっともっと増えるよう考え
ていただければと思います。年に1
回すべての教室が集まり、お祭りな
どすることは可能ですか？

・健康づくり課の使命である、多くの方に自分の
健康は自分で作り守ることを実践していただくた
めの知識や実技の普及を今後も継続していきま
す。
・多くの市民が楽しみながら健康づくりの意識を
高めることができるように、実行委員会を構成し
て年に1回須坂健康まつりを開催しています。実
行委員会への参画呼びかけを毎年７月頃行ってい
ますので、自主サークル等にも呼びかけて行きた
いと思います。

6

須坂でもこの健康教室から「うた、
体操、手あそび、本、健康会」なか
でもメインになるものを作ることは
可能ですか？作る方向に持って行く
ことはできますか？

・平成１６年度に生涯健康都市づくりをめざし
て、関係課が集まり健康増進プロジェクトを立ち
上げ取り組んできましたが、重点的に各世代に
「食育」と「健康のための運動」を取り入れて実
施してきました。（別紙資料１　平成２５年度
「生涯健康都市すざか」をめざす健康づくりの取
り組み）

健康増進事業（健康教室事業）　[健康づくり課]
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4

№ 質問内容 回答

1
学校名の由来・地域との関連等の指
導はなされているか。（特に中学校
の場合）

学校名の由来については、地名が名称となってい
る学校が、大多数であるため特に指導はしており
ません。校章の由来や校歌の歌詞に出てくる内容
等については、校長講和で話をするなどして学ん
でいます。

2
各学校への学校づくり負担金の金額
はどのように決めているのか？

前年度の実績等を考慮し、妥当と思われる金額を
交付しています。

3

取組みの指標が無いのに評価分析を
行っているのは違和感がある。市は
負担金を出すことだけが目的のよう
に感じられるが、各学校で行われて
いる事業の評価や効果を数値化して
指標にするなど、総合計画に基づい
た目標に対して向上していくよう事
業を進めるべきだと思われる。

各学校ごとに特色を活かした事業を行っていま
す。評価や効果を数値で表すことが難しい事業内
容でありますので、数値化はしていませんが、目
的に沿った、特色ある教育・学校づくりを学校ご
とに進めています。

4

小学校12校、中学校4校、支援1校
があり、特色ある教育地域に根ざし
た学習が進められていますが、何か
1つでいいので全学校で同じテーマ
を決め学習することはできますか？
又須坂の歴史をよりこれからも学習
してひとりひとりの心に刻みこめる
ような学習を希望します。

学校ごとに特色を出していただきたいため、あえ
て統一したテーマはもたず、取り組みをお願いし
ております。

5

№ 質問内容 回答

1
参加者62名の学校・学年毎の内訳
は？

　別添資料２のとおりです。

2 単独事業とした理由は？

平成17年度から22年度までは県の補助対象事業
でした。平成23年度も申請しましたが、事業の経
過年数から対象外となりました。平成23年度以
降、単独事業とした理由につきましては、子ども
たちの成長する姿を見るなかで、事業の必要性を
感じることから単独事業として継続しておりま
す。

3

子どもたちが未来に夢を持てる町作
りとあります。計画の中に須坂の中
を明るくするための花壇作りを入れ
ることはできますか？

各町子ども会や育成会、また学校単位により花壇
作りなどが行われています。そのような自主的な
活動を大切にし、支援していきたいと考えており
ますので、農業小学校としては、花壇作りは考え
ておりません。

教育奨励事業　[学校教育課]

農業小学校運営事業　[子ども課]
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№ 質問内容 回答

4
農業小学校の希望者がもっと多くな
るような呼びかけは考えています
か？

今年度から東京の観光センターに、1日体験入学
のパンフレットを置きました。（試行）
市内児童の募集につきましては、小学校・幼稚
園・保育園にそれぞれ周知を行うほか、新聞・
ホームページなどでも募集を行うなかで現況の児
童数となっていることから来年度以降も同様の募
集を行ってまいります。なお、年度途中からの参
加も可能としております。

№ 質問内容 回答

1

「款」「項」「目」は辞書でひいて
やっと予算や決算書で「部」の下
「項」の上の小分けの名である事が
わかったが、一般的にはあまり聞い
た事がなくなじみがない。
違う言い方（わかりやすい言い方）
に置き換える事はできないか。

「款」「項」「目」は「大項目」「中項目」「小
項目」を表した地方自治法、財政法に定められた
区分方法です。
国や地方自治体がこれに沿って予算を区分してい
ます。わかりやすく説明する際には言い換えるこ
とはできますが、置き換えることはできません。

その他

6 / 6


