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№ 質問内容 回答

1
安協（交通安全協会）に属し横断歩道等で街
頭指導をしてきたが、安協との違いは何か？
協力できる事があればした方が良いのでは…

　須坂市交通指導員及びLPS隊員は、街頭指
導により交通安全の指導啓発を行うため、須
坂市交通安全条例に基づき設置しています。
　交通安全協会は、会員の会費によって地域
の交通安全のために取組んでいる団体です。
　交通安全については、須坂警察署・交通安
全協会・須坂市が協力連携して取組んでいま
す。

2

高齢者交通安全世帯訪問
H24年度井上地区3町で実施されているが、
他町での実施はどのように計画されています
か。

　平成24年度に長野県が「高齢者交通安全モ
デル地区」に指定した地区で世帯訪問を実施
しました。
　今年度は、塩川町が指定されているので、
世帯訪問を実施しています。今後も、指定地
域での実施を予定しています。

3

街頭指導箇所の選定と時間等はどのように決
められているのか？
また、街頭指導実施において交通安全への意
識が変わったと感じられることはあったか？

　交通指導員・LPS隊員のお住まいの地域で
の実施箇所を、ご自分で決めていただき、実
施時間は小･学生の通学時間帯をお願いしてい
ます。ボランティアでの活動なで、無理のな
い範囲で取組んでいただいています。
　制服姿で街頭指導を実施することで、ドラ
イバーがより安全運転をしてくれるとお聞き
していますので、街頭指導の効果はあると考
えています。

4 研修視察の実施内容及び目的はどんな事か？

　交通安全活動を推進する市民ボランティア
として交通知識の習得を目的に、２年の任期
中に１度、東京方面へ１泊で実施していま
す。
　警視庁・首都高速道路㈱管理センターを視
察し、交通関係の知識を習得することで、交
通安全活動に繋げていただいており、同じ活
動をする仲間として親睦を深めることで、さ
らに充実した活動が期待できます。
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交通安全街頭指導事業　[市民課]
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№ 質問内容 回答

1
事業の実績について
松川・米持福島マレットゴルフ場、墨坂庭球
場使用料0円はなぜか。

　マレットゴルフ場は、米持マレットゴルフ
場、松川マレットゴルフ場、百々川緑地マ
レットゴルフ場及び福島スポーツ広場マレッ
トゴルフ場がありますが、いずれも、河川敷
内又は堤防沿いに設置されており、フェンス
等で区画はされておりません。どこからでも
マレットゴルフ場内に入ることができるた
め、使用料を無料としています。なお、百々
川緑地マレットゴルフ場の使用料31,100円
は、用具の貸出使用料（１回100円）です。
　墨坂庭球場の利用状況は、墨坂中学校の部
活動がほとんどであるため、使用料は減免と
なっています。

2

H23年度に臥竜公園庭球場トイレ、H24年度
に北部体育館トイレ改修工事と年度でトイレ
の補修事業や改修事業が行われている。外の
部門（外部評価対象にならなかった公衆トイ
レ管理事業）等とも連携してたて割行政で改
修や補修はできないか。
市民が気持ちよく使用するためには、時には
たて割の行政も必要では…
（トイレ一轄管理の方法もあるのではないか
と思う）

　北部体育館トイレ改修工事は、記載がもれ
ていてたいへん申し訳ありませんが、体育施
設のトイレとして県の障害者自立支援補助金
を活用して改修したものです。また、屋内体
育施設のトイレ清掃等は、館内（会議室、更
衣室、廊下、観覧席等）清掃と併せてシル
バー人材センターに委託しています。また、
屋外体育施設トイレの清掃は、生涯学習ス
ポーツ課職員が行っています。
　公衆トイレの清掃等は、生活環境課が授産
施設やシルバー人材センター等に委託して行
なっており、当面、一括管理は困難だと思わ
れます。

3
H25年度委託料が大幅増となった理由は何で
すか。

　勤労青尐年体育センターと日滝卓球場の耐
震診断業務を委託するため、増額となったも
のです。

4
年間延べ利用者がH24年度増加していますが
増加理由は何かありますか。

１　平成23年度に臥竜公園庭球場の８面のう
ち４面を人工芝化したため利用者が大幅に増
加した。
２　夏季合宿等での利用者が増えた。

5
H24年度の施設利用者数がH27年度目標を超
えているので、数値目標の見直しか、新たな
目標をたてるべきではないか？

　体育施設の年間延べ利用者数の平成27年度
目標値は、第五次須坂市総合計画に準じてい
ますが、実態と合っていないため、今後、数
値目標の見直しを行ってまいります。

体育施設管理運営事業　[生涯学習スポーツ課]
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№ 質問内容 回答

6
CHECK欄の効率性の評価５に対する評価理
由で”利用者が夜間、週末に集中してい
る。”としている理由が丌明。

　利用者が夜間、週末に集中しているのの
は、利用実態ですので、効率性の評価理由に
は該当しません。たいへん申し訳ありません
が削除をお願いいたします。

7
体育施設の利用予約にネットの利用等は実施
しているか？

　体育施設予約システムが、平成２２年３月
から稼働しています。

8
同じ体育施設でも中山間地活性化事業の施設
だけが農林課の関係になっているがどういう
ことか？

【生涯学習スポーツ課】
　国の補助金等で建設した体育施設は、それ
ぞれ事業の設置目的がありますので、補助を
受けた担当課が管理を行っています。

【農林課】
中山間地域の農林業の振興及び活性化並びに
住民の健康増進を図ることを目的とした施設
のため、農林課所管としています。
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№ 質問内容 回答

1
新エネルギー導入による事業は幅広く行って
いるようですが、その成果はどのくらいなの
でしょうか？

①住宅用太陽光発電設備の導入については順
調に推移し、総合計画の目標値である導入世
帯数1,000件（Ｈ27年度）を達成見込みで
す。
（CO2削減量：1,740ｔ/年）（別紙資料参
照）
②相森中学校太陽光発電事業は民間組織（太
陽エネルギー推進協議会）が行うモデル事業
で、県内他地域への普及が期待されていると
ころです。
（ＣＯ２削減量：99ｔ/年）
③公共施設の屋根貸し事業については市の負
担が無く、災害時における公共施設の機能強
化と地域経済の活性化、また、環境教育の場
としての事業効果あるものと考えます。
（ＣＯ２削減量：175ｔ/年）
④小水力モデル事業については、先進的な取
り組みとして県内外からの視察を受け入れし
ております。発生電力の活用方法は、鳥獣害
対策用電気柵、一時避難所となる農村公園等
への供給であり、地域の特性・要望などに合
わせた活用が重要です。

新エネルギー導入推進事業　[生活環境課]
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№ 質問内容 回答

2
新エネルギーについて、国の考え、県の考
え、それに基づいた須坂市の導入がどのよう
に結び付いているのか？

〇国は、原発に依存しない社会、グリーンエ
ネルギー革命の実現、エネルギー安定供給の
確保、地球温暖化対策の実現などを柱とする
「革新的エネルギー・環境戦略」を策定して
おります。
〇県は、地球温暖化対策と環境エネルギー政
策を統合して推進するため、「長野県環境エ
ネルギー戦略～第３次長野県地球温暖化防止
県民計画」を策定しました。また、自然エネ
ルギー信州ネットを立ち上げ、民間主導によ
る自然エネルギー導入普及についての取組が
行われております。
〇須坂市については、平成18年2月に、地球
環境の保護ならびにエネルギー自給率の向上
を目指した国の新エネルギー転換施策を背景
として「地域新エネルギービジョン」を策定
しました。現在は、このビジョンで定める４
つの重点プログラムの推進を行っております
が、今後も、国県の政策と合致する、地域の
特性に合わせた新エネルギーの導入普及につ
いて研究してまいります。
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№ 質問内容 回答

1

ゼロ予算事業との事であるが、例えば遊休農
地の有効活用法がみつかった場合とか、有害
鳥獣の駆除が必要になり駆除をしなければな
らなくなった時の費用はどこから出るのか？

現在は庁内での検討段階であるためゼロ予算
事業で対応している。今後の検討次第では予
算を伴い進めていくこともございます。
　なお、今回お尋ねの件は、農林課が担当し
ており、「鳥獣被害防止対策事業」の予算科
目より費用を支出します。(h24決算額 1億
2,143万円)

2
市街化区域と道路を隔てた調整区域の見直し
をどのように考えられますか。

　市街化調整区域を見直し、市街化区域に近
接している区域を編入する場合、該当する区
域に具体的な開発計画があり、実行性が担保
されていないと市街化区域編入はできませ
ん。
　また、人口が減尐してる状況で、市街化区
域に未利用地が現在も多くある中では市街化
区域の拡大は難しい状況です。

3
土地利用規制の緩和とは具体的にどのような
事を行うのか？

　現在、市街化調整区域内は開発が規制され
ており、許可なく住宅等が建てられません。
　しかし、市街化調整区域の人口減尐率は他
の地域より高い状況であり、今後集落の維持
にも支障が出てまいりますことから、市街化
調整区域でも一定の範囲で住宅等が建てられ
るような土地利用規制の見直しを研究してい
ます。

4
人口減尐の中、検討を行っているようです
が、検討会議の中から実践に移したものはあ
りますか？

　実施されたものはありません。

土地利用規制見直し事業　[まちづくり課]
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№ 質問内容 回答
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№ 質問内容 回答

1
事業の成果等について
統一した戦略に基づく新たな須坂のPRとは、
どのような物なのか。

　須坂市の魅力は自然や農作物、人の営みや
歴史・文化など多岐にわたり、これらを一体
的に紹介、発信することにより、情報に一貫
性をもたせ須坂市のブランドイメージの向上
を目指すものです。

2

事業の成果等について
数々の事業が実施された事は分かるが、それ
を行った事により、須坂の知名度及び須坂を
訪れた人は、どのように変化したか。

　市では多くの情報発信を行っており、この
事業のみでの効果の確認は困難ですが、平成
24年度の観光客数は前年度対比７％増加しま
した。
　また、㈱ブランド総合研究所が全国1,047
の自治体を対象に実施している「地域ブラン
ド調査」によると、県内19市の認知度は平成
23年度と24年度を比較すると、平均－0.6ポ
イントであるのに対して、須坂市の認知度は
＋1.0ポイントといった結果が出ています。

　昨年度、関係課による土地利用に関する庁
内検討委員会を開催し、県の担当課とも意見
交換を行いながら、今後の方針について検討
した結果、
①現在の制度のなかで行うことが可能な、市
街化調整区域に一定規模以下の住宅や店舗の
立地を可能とする都市計画法第34条の11号
の指定や、地区計画制度の活用を行っていく
方法
②安曇野市で行ったように、市独自の土地利
用制度を策定し、線引き制度を廃止し、市の
責任において独自の土地利用規制を行う方法
以上の２つの方法があり、須坂都市計画区域
を構成している小布施町や、同じ都市圏であ
る長野市との調整、都市計画区域外である仁
礼、豊丘地区の土地利用規制のあり方も合わ
せながら今後も検討をしていくこととしまし
た。
　今年度につきましては、現在の土地利用規
制緩和制度を利用して行うことができる、都
市計画法第34条の11号指定の一部地域への
導入について、県の担当課と協議を行う中、
新たな指定について相談をしてきておりま
す。
　今後とも、国、県とも相談を進め、線引き
制度の廃止を含め、須坂市に必要な土地利用
規制を研究してまいります。

事業の進み内容の説明がほしい。5

地域活性化事業　[政策推進課]
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№ 質問内容 回答

3

須坂のPR事業である「信州須坂プロモーショ
ン事業」ですが、評価シートの中によく出て
くる割にどんな事なのかはっきりわからな
い。
PR事業の柱である説明をはっきりとしてほし
い。

　委託事業者が持つ地域の情報やネットワー
クを活用した県外などで開催されるイベント
などの出展や、テレビやラジオ、新聞、ＩＣ
Ｔ技術を活用したメディアミックスによる情
報発信事業に取り組みました。
　イベント出展などのリアルなものとメディ
ア発信をあわせて相乗効果を図りました。
　詳細については、別紙資料１を参照してく
ださい。

4
観光事業等、他の事業との協力などの実施は
していないのか。

　「信州須坂プロモーション事業」として取
り組んだイベント出展は、農林課所管の「産
地ブランド推進事業」、商業観光課所管の
「観光・誘客宣伝事業」としても位置づけて
おり、庁内関係課と協力しながら実施してい
ます。
　また、市民の皆さんのほか観光協会などの
団体と連携し事業展開を行いました。
　具体的には、9月26日から10月2日に実施
した東京都庁でのイベントでは、市内のおや
き店さんやＪＡ、湯っ蔵んど、ワイナリー、
観光協会とが協力して取り組みました。

5
地域資源の「掘り起こし」や「磨き」はどの
ようなものか具体的に説明して下さい。

　この地域に住む私たちにとっては普通にあ
るものであっても、市外の人たちから見ると
うらやましいと思える農作物や自然などの
「もの」や「ひと」の営み、伝統行事などの
「こと」、あるいは、地域や人々を思いやる
「こころ」などを、もう一度見つめ直し、気
づくことが「掘り起こし」であり、それを自
らがしっかり支え守り育てるとともに、他に
向けて発信し評価されることで一層誇りが持
てるようになると考えています。そしてさら
に付加価値をつけることに努めることが「磨
き」であると考えます。
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№ 質問内容 回答

6
全国的に須坂の「ほんもの」をPRしているよ
うですが、どのようにPRしているのですか？

　『ほんもの』とは「昔から須坂に暮らして
きた人々が築いてきた伝統や地域の多様な文
化・歴史、四季折々の豊かな自然、奉仕の精
神で互いに協力し、互いに享受しながら地域
の良さをいっそう高めるコミュニティ、須坂
に住むことで創り出される暖かい気風による
ホスピタリティ、豊かで高品質な農産物、地
域に根ざした企業、私たちが須坂を愛する心
や想いでもある」と考えています。
　地域をＰＲする際に重要なことは、須坂の
魅力を市外へ発信すると同時に、須坂に住む
それぞれの人が須坂を大切にする気持ちや誇
りや自信を持つことが、市外に対しての大き
なＰＲになってくるものと考えます。
　市では、「須坂市の魅力」を市外に積極的
にＰＲするため、須高ケーブルテレビ㈱に委
託し「信州須坂プロモーション事業」とし
て、東京、新潟、愛知、富山、神奈川、宮城
県などで開催されたイベントに出展し、須坂
市をＰＲしています。

7
もっと須坂市民が「ほんもの」を考え行動
し、一人一人が須坂を自分のものにしていく
ために、今後どのように考えていますか？

　自分たちが住んでいる須坂に対し、誇りを
持ってもらうことが重要と考えます。どうし
たら誇りが持てるのかについては、地道では
ありますが尐しずつでも、一人ずつでもそう
いう気持ちになっていただけるよう、情報発
信を繰り返していきたいと考えます。

8 須坂のブランドとは何ですか？ 　別紙資料２のとおりです。
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