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№ 質問内容 回答

1

「わざわざ店」とは何かがわからない。
総合計画の資料「ほんもの」の本の中でも説
明がなされていない。
わざわざ店をどうするのか詳しい説明が必要
ではないかと思うが…。

「わざわざ店」はわざわざ来店していただけ
る、わざわざ須坂に出店していただけると
いった意味を含んだ、事業の愛称の意味合い
が強く、平成21年度までの事業名は「商店
街空き店舗等活用事業」でした。

2

総合計画で、みんなの活力があふれるまちづ
くり、人々で賑わうための商業振興とありま
すが、支援店舗をみるにこの店がでて総合計
画に合うお店なのか？
その基準はどのようになっていますか？

事業の大きな目的は、商業活性化と空き店舗
の解消で、業種の制約はありません。
対象外としては、スナックやゲームセンター
等の風営法該当業種や画一的な営業を行うフ
ランチャイズ店、学習塾などがあります。

3

23年度から行われているようですが、須坂
の町が目に見えて変わっているように市民か
ら見て思えません。
成果は出ているのでしょうか。シルキーなど
早急な対策をしないと人の流れが変わっても
どってこれないと思います。
早い対策が必要ではないでしょうか。

平成13年度から事業を行っており、直近３
年間では30件が出店し、空き店舗が解消さ
れています。
事業実施には出店希望者の要望に合う物件が
前提となりますので、シルキーなど条件が厳
しい物件は空き店舗解消がなかなか進まない
のが実情です。

4 店舗家賃補助金の支給年数は？

平成25年10月までの出店者は３年間補助対
象、
以降の出店は１年間補助対象です。(制度改正
済)

5 制度のPR方法はどの様になされていますか。
市のホームページや市報のほか、商工会議所
や金融機関にも情報提供をしております。

6 制度の支援年数は何年ですか。
店舗開設時の改修費に対する補助金のほか、
家賃に対する補助が１年間可能です。

7

出店を支援した店舗のその後の様子や市の支
援を受けていることに対するPR等が紹介され
ると、市民の関心も高まると思いますが何か
されていますか？

出店後の状況は不定期に訪問聞き取り調査な
どを行っており、把握に努めています。
また開店等は須坂新聞等でも紹介され、当該
補助金を利用したことも記事になっていま
す。

8

支援店舗には飲食店が多く見られるが、須坂
の名品や食材の利用依頼や店舗間のつながり
を高めて、集客を伸ばす事を考えてはどう
か？

宿泊施設と周辺飲食店とのつながりや、観光
施設への誘導など相乗効果が出てきており、
今後の発展に期待ができます。観光振興の見
地からもサポートしていく必要があると考え
ます。
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№ 質問内容 回答

1
相談があってからアドバイスを行うのではな
く、市としての考えを持っているのでしょう
か？

まずは民間事業者の開発意欲が必要で、市と
しては顧客層の趣向や、市のオリジナリティ
などの観点からアドバイスするなどしていま
す。

観光物産品の開発　[商業観光課]
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わざわざ店等開設支援事業　[商業観光課]
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№ 質問内容 回答

2

須坂のイメージを向上させるための開発支援
を行っているようですが、市民に伝わってい
ない。
開発しても意味がないと思うのですが。
須坂の名物、おみやげが分かりません。

事業完了時にマスコミに向け一斉プレスリ
リースを行うなどＰＲをしています。
市を代表するような「歴史ある土産品」が現
状は乏しいため、必要な事業と考えます。

3
須坂の中にも名前の知れた商店があります。
その方々の須坂の中で貢献してくれるような
働き掛けが市からできるのでしょうか？

市内の酒造場やそば店では独自にイベントを
開催し、誘客とＰＲに効果をあげています。
観光協会等も支援しておりますが、民間の主
体性がさらに必要と考えます。

4
P4「須坂を印象付ける・・・アドバイスを
行った。」
どのような品物でアドバイスを行ったのか？

"ようかん"ではパッケージに「須坂産りんご
使用」を大きく表記したり、ストールではデ
ザインや著作権関係についてなど、多くの点
で助言を行いました。

5

P4「須坂みそを使った・・・開発に向けア
ドバイスを行った。」
どのような商品をどのようなアドバイスを
行ったのか？

須坂商業高校発案の「みそすきカレー」を市
内店舗で提供できるよう、みそ料理の会など
との調整を行いました。（現在市内４店舗で
試験販売中）

6

事業者依存が大きいと思われますが、市とし
ての積極的なかかわりの考え方はあります
か。
（例　市民又は市内高校生による開発コンテ
ストの実施等）

できるだけ民間事業者の意向を尊重するよう
努めていますが、商標や権利関係、市のＰＲ
性など事業者が見過ごしやすい点について積
極的にかかわっています。

7
観光物産品を一般市民よりアイデアを募集で
きないか。

ホームページ等での募集等が考えられます
が、これまでも随時ご意見をいただいていま
す。
ただ、単に主観的な案や地元生産が困難な案
など、実現性が低く生産販売には至っていま
せん。

8

観光物産開発は、単に須坂の名産を利用した
ものでではなく、訪れる人たちが須坂の何に
魅力を持って訪れたかによって、開発の的を
絞っていくことも大事だと思われるが、他の
事業との協力や情報交換等はどのように行っ
ているのか？

非常に重要な観点であり、須坂の名産である
フルーツを、市内企業が開発した機械をつ
かってドライフルーツ化するなどの連携も始
まっております。
異業種の代表者による産業活性化戦略会議な
どで連携を積極的に進めていきます。
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№ 質問内容 回答

1

戦略的広報とは？
　　　↓
総合計画の体系の事業内容に「観光資源を連
携させた戦略的な観光情報のPRや…」とある
が、戦略的とはどのようにやるのか？

単に広く広報するのではなく、限られた予算
の中で効率的なＰＲを実施するため、地域・
客層などのターゲットを絞ってのＰＲ等を考
えています。

観光資源の連携と戦略的広報　[商業観光課]
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№ 質問内容 回答

2
戦略的な観光情報のPRや発信の戦略的とは具
体的にどのようなものか？

滞在型のツアーコースの提案や地域を絞った
誘客宣伝の実施。
地域については新幹線の北陸延伸を見据え、
北陸地方や、大阪方面を重点的に実施してい
ます。

3
P４の分析・振り返りの効率性が良くないの
は、どのように分析しているか？

広域の観光団体が複数存在し、それぞれでパ
ンフレットを作成するなど同様の事業を実施
しているため、効率が悪い部分があると考え
ます。

4

観光協会への委託料に対して。
利用者が尐なく、シルキーに行ってみました
が、ひっそりしていました。検討が必要では
ないでしょうか。
また蔵のまち観光交流センターも同じです。
アイデアの検討が必要です。大切な税金が毎
年ただ終わっていくように感じます。
毎年同じことをするのではなく、考えを変え
て行うことはできるのでしょうか？

シルキーの観光案内所及び蔵のまち観光交流
センターは観光客にとってのフロントとして
重要であり、電話問い合わせへの応対や荷物
預かりなど、情報提供を含めた様々なサービ
スを行っています。(施設貸出等含む)
また、観光協会は観光案内だけでなく、自主
イベントの実施や観光地での物産販売、県外
での観光ＰＲや旅行業者への旅行プラン売込
みなども行っており、市の観光振興に重要な
組織であると考えます。

5
小布施町・高山村との連携を含めたPRをどう
考えられますか。

6
観光の町小布施町と連携した観光戦略は出来
ないか。

7
観光協会に依存されている点が多いと見られ
るが、市の観光課としての意見を聞きたい。

観光客に対する窓口的な業務では、ノウハウ
の蓄積や、専門知識をもったスタッフなど、
柔軟性がある対応が可能なことが観光協会の
メリットと考えます。
市は裏方的に観光地等の危険個所修繕や維持
管理などを重点業務としており、依存ではな
く「役割分担」をしています。

8
大阪に拠点を置いての誘客宣伝では、どのよ
うな戦略で行っているのか？

新幹線の北陸延伸により大阪方面から北陸新
幹線を利用することにより須坂市へのアクセ
スがよくなることから、先を見据えて誘客宣
伝に取り組んでいます。
須坂市の知名度が低いため、物産販売を通し
ての観光ＰＲに加え、マスコミやインター
ネットを利用して、まず須坂市を知っていた
だけるよう活動しています。

9

観光資源の連携という面では、各観光地への
接続やルート、飲食、物産販売と一連でのア
ピールが必要と思われるがどのように行って
いるのか？

観光案内や観光ＰＲイベント等において、単
に観光地の情報を紹介するだけでなく、パン
フレット等を利用しながら、アクセスや周辺
のイベント・ご当地グルメの情報などをあわ
せて案内しています。

須高地域広域観光協議会(事務局：須坂市観光
協会)において小布施町と高山村と連携して観
光案内をしているほか、広域観光マップの作
成や、ツアーコースの造成など連携して実施
しています。
また、それぞれの観光協会相互間で研修を実
施するなど連携を深めています。
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№ 質問内容 回答

1

遊休農地を減らす事業としては良いと思う
が、実際に遊休農地は減っているのか？
猪や熊などの有害獣などの被害も出ているの
で有害獣の駆除もあわせて考えてもらわなく
てはいけなくなってきていると思う。

平成24年度の遊休荒廃農地は、前年対比で
約７ha減尐しています。（別紙資料１）
平成24年度、有害鳥獣駆除を猟友会に委託
し、サル68頭、イノシシ94頭等を駆除しま
した。それと併せて、サル・イノシシ用電気
柵を約17km設置し、被害の拡大を防止して
います。（総延長は約46km）

2
学校教育と連携した子どもたちの農作業体験
で、平成25年度は全校で実施するのか。

平成24年度同様、10校での実施を予定して
います。

3
生活保護者で健康な若者に農業就農者として
募集することは出来ないか。

国の青年就農給付金事業では、生活保護者は
支給の対象外です。
本事業では、研修終了後、独立し、農業経営
を行うという意欲や心構えが最も大切です。

4
市として農業の出来る人の育成等の考えはあ
るか。

国や県の制度や補助金のほか、須坂市独自の
補助金も整備し、農業の担い手の育成、支援
を行っています。
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№ 質問内容 回答

1
高校生の就職希望者が増えていると言うが、
市内の企業の求人及び就職率等はどうなって
いるのか。24年度実績は？

平成24年度（平成25年３月卒業生）の就職
状況
　　　　　　　　数字は３月末現在
　　　　　　　　（　）は、平成23年度実
績
１　求人数143人（126人）
２　求職者数101人（91人）
３　求人倍率は1.42倍（1.38倍）
４　就職内定者数は99人（86人）
５　就職内定率は98.0%（94.5%）
　
　なお、６月末現在就職内定率は100%とな
りました。

2
小学５年生の職業現場見学事業で平成24年
度9校とあるが、不参加校の不参加理由は？
また平成25年度は全校で実施するのか。

　不参加の理由は、学校での計画立案時に日
程調整が合わないなどで、授業に組み入れる
ことができなかったとお聞きしております。
　その結果を検証する中で、平成25年度に
おける全校実施について、昨年度中に教育委
員会に依頼をいたしました。

職業観の早期醸成事業　[産業連携開発課]

農業後継者対策事業　[農林課]
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