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№ 質問内容 回答

1
埋蔵文化財の調査実績および保存は
どの程度行われていますか？

埋蔵文化財包蔵地内における文化財保護法93条の
届出または94条の通知に基づき、埋蔵文化財の調査
確認等を実施しました。
平成25年度実績
慎重工事　　　　4件（道路改良3件、その他1件）
工事立会い　　47件（個人住宅25件、水道3件、道路1
件、電気通信1件、その他17件）
試掘・発掘調査　14件（道路改良3件、宅地造成3件、
その他2件、個人住宅6件）
発掘調査（受託事業）　2件（須坂園芸高校、県道新田
春木線）

2

昭40年代に豊丘上町で発掘された石
棺は現在どのように保存されている
か。
（以前は博物館裏に置かれていた）

調査いたしましたが、発掘された石棺の存在を含め現
在のところ詳細は不明です。

3

　須坂の殿様「堀直虎」没150周年に向
け26年度の予定、又27年、28年の市の
予定はどのように行っていきますか。
　29年が須坂挙げてのお祭りになるよ
う又盛大にできるよう市民へのアピー
ルを考えてもらえたら、又この須坂の
殿様祭りが150周年を機会に毎年行う
ことができるよう市としての考えはあり
ますか。

　現在、奥田神社が事務局で市も参画していますが、
民間主体で実行委員会発足のための準備会を随時
開催し、各関係団体等と調整を行っています。
　今後、26年度中に実行委員会を立ち上げ、29年度
の没後150周年事業に向けて、市民の意識を啓発す
るためのプレイベント事業を実行委員会で計画する予
定です。須坂市としては、平成25年度に作家の江宮隆
之さんに依頼し「堀直虎」の歴史小説の発刊をしてい
だだきましたが、今後は博物館を中心にした企画展
や、市誌歴史編Ⅱ（近世）、Ⅲ（近現代）の発刊などを
予定しています。
　没後150周年を契機として、実行委員会が発展継続
されるよう支援・協力してまいります。

4

　旧小田切家を今度どのように進めて
いくのですか。
　昨年行った事業を、今年、来年と毎
年の見通しをどのようにお考えです
か。

　旧小田切家につきましては、現在まちづくり課が主
管で旧小田切家住宅調査委員会を立ち上げ、建築当
時の状態に復元することを目指して改修工事中です。
　修復後は、小田切家の歴史的資料、製糸業関連資
料、生活用品などを展示しながら、明治期の建築を
ゆっくり見学し、建物内で長く滞在していただけるよう、
お茶等飲んでいただけるサロンとして憩いの場になる
ような施設を考えております。
　昨年度、緊急雇用事業を活用して収蔵品の整理を
行ってまいりましたが、今後とも整理・調査を継続し、
明治期の須坂の発展を支えてきた小田切家の往時の
生活を偲ばせるための展示資料として活用を図ってま
いります。
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№ 質問内容 回答

5
「各種情報発信」とは、具体的にはどん
なことを行っていますか。

　須坂市ＨＰトピックスへの掲載、須坂市ポータルサイ
トいけいけすざかのブログによる文化財のＰＲ、ツイッ
ター、報道機関への情報提供等、積極的な情報発信
に取り組んでいます。
　また、平成25年度に緊急雇用事業によりオフィシャ
ル文化財データベース「信州須坂のおたから」を開設
し、指定文化財だけでなく地域に伝わるお宝、伝統芸
能等をインターネット上から閲覧できるようにいたしま
した。

6

この事業の内容について（上記の情報
発信の効果も含めて）どの程度市民に
周知（浸透）できていると考えられます
か。

　市民への周知度につきましては、計測できません
が、オフィシャル文化財データベース「信州須坂のおた
から」を開設したことにより、従来は個別に時間をかけ
て調べるしかなかった指定文化財や地域に伝わる道
標などの情報が、画像を交えたインターネットによる検
索が可能になり、市民が文化財を身近に感じることが
できる環境整備が図れました。

7
この事業について、市民団体（ボラン
ティア含む）等と、どの程度の協力がで
きていますか。

　旧越家住宅（登録有形文化財）については、春木町
を中心とした「旧越家ふれあいクラブ」が管理運営を
行っています。また「八丁鎧塚」（県指定史跡）につい
ては上八町史跡保存会が周辺の維持管理を行ってい
ます。また、旧園里学校は毎年４月末～５月の桜の時
期にあわせ、園里学校ふれあいクラブが休日に臨時
開館を行っています。
　上記のほか、文化財保護団体として、10団体が維持
管理を行っているほか、高山蝶の保護パトロール員を
市民の中から委嘱しております。

8
文化財の保存・活用が「文化芸術を核
とした街づくり」にどのように貢献してい
るのか。

　県指定史跡「八丁鎧塚」を活用した「八丁鎧塚まつ
り」の開催や井上氏史跡や奇妙山遺跡では毎年地域
の皆さんによる例祭が営まれ、上八町の赤熊、高梨の
牛獅子など、地域の無形民俗文化財が大切に守り伝
えられています。また、子ども達を対象とした神楽教室
を続けている地域もあります。
　各地域に伝えられている文化財と、それに伴うお祭
りや保存活動など、地域コミュニティの維持や伝統の
継承、青尐年の育成に寄与しているものと考えていま
す。
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№ 質問内容 回答

9

文化財が現代にどのような意味を持つ
のかを若い世代に伝える取り組みとそ
の成果はどのようになっているのか。
特に「市の歴史や文化財等に対する市
民の関心が高まった」とあるが、何を指
標に評価しているのか。

　平成22年度より、市誌編さんの成果を市民にお伝え
するため、「博物館」「旧上高井郡役所」「市誌編さん
室」「図書館」連携事業として、歴史文化講座を開催し
ています。また、25年度には歴史小説「将軍慶喜を
叱った男　堀直虎」を作家　江宮隆之さんに執筆いた
だき、市内小中高校へ無償配布し、また、多く市民等
に購入していただきました。出版記念講演会には、300
人の参加がありました。毎年多くの参加者があり、今
年で第５回目となる「八丁鎧塚まつり」は、東日本最古
最大級の積石塚古墳の「八丁鎧塚」の価値を子どもた
ちを含めた市民等に理解していただくイベントとして定
着しており、このような事業の開催により、指標はあり
ませんが、市民の関心は着実に高まっていると思わ
れます。

10
提供した学習教材はどのような内容で
あり、その成果はどうであったか。

　学習教材のひとつとして、平成25年12月より、オフィ
シャル文化財データベース「信州須坂のおたから」を
開設いたしました。インターネット上から、市内の指定
文化財や登録有形文化財、地域に伝わる伝統芸能や
石造物など、地区別、種類別に検索することが可能で
す。
　また、サイト内にキッズコーナーを設定し、文化財に
ちなんだクイズを楽しむことも出来ます。
 なお、アクセス数は９月末日現在で約70,000回、一日
平均で250回です。

2 賦課徴収事務費　[税務課]

№ 質問内容 回答

1
不納欠損額とする判断基準は何なの
か。

　地方税法第15条の7第１項において、滞納処分の執
行停止要件を、①滞納処分をすることができる財産が
ないとき、②滞納処分をすることによってその生活を
著しく窮迫させるおそれがあるとき、③その所在及び
滞納処分することができる財産がともに不明であると
き　と規定されています。これにより執行停止した事案
について執行停止後３年経過した場合等に不納欠損
処分としています。

2
収入未済額が年々増加しているが、未
納者は”ゴネ得”なのですか。

　未納額のある方等については、電話・訪問・文書に
よる催告を行ないます。それでも納付いただけない場
合には、財産の差押等を行ない加算された延滞金とと
もに強制徴収をします。決してゴネ得ということはあり
ません。なお、収入未済額の推移については、別紙資
料１「市税滞納繰越額の推移」を参照願います。
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2 賦課徴収事務費　[税務課]

№ 質問内容 回答

3
徴収実績１千万円程度を強調していま
すが、税務担当課として、もっと突っ込
んだ対応はどう考えてみえますか。

　市での対応が困難な事案20件を長野県地方税滞納
整理機構へ移管しており、毎年１千万円という徴収が
できていることは、一定の成果が上がっているものと
考えています。

4
平成25年度末の市税の滞納額を税別
に知りたい。

　資料として送付してあります９ページの13 税目別収
納実績の「収入未済額」をご覧ください。

5
滞納額うち回収不能な分があるか。ま
たその処理にどのように行われている
のか知りたい。

　再三の催告等によっても納付をいただけない場合に
は、財産調査等を行った上で強制徴収をします。しか
し、調査の結果、換価できる財産がない場合等は滞納
処分の執行停止を行い、その後不納欠損処理をして
いきます。

6
「移管」とは具体的にどういうことなの
か、簡単で結構ですので説明して下さ
い。

　長野県地方税滞納整理機構は、県及び県内全市町
村で構成する地方自治法に基づく広域連合であり、構
成団体から移管を受けた税の徴収を行ないます。機
構は移管を受けた税について地方税法等に基づき滞
納処分を行なうなどして徴収し、徴収金は移管元の自
治体に支払われます。

7
「移管」件数を年度あたり20件にしてい
る理由はなんですか。

　平成23年度のスタート時の市の状況、県全体で1000
件の移管等を勘案し20件ということになっています。な
お、３年後に見直しということで、本年度においてアン
ケート調査が実施されている状況です。

8
事案の内「継続」とはどういうもの（状
況）ですか。

　滞納整理機構への移管期間は原則１年です。ただ
し、１年では解決に至らず引き続き機構にて対応を進
める事案は、機構とのヒアリングを経て継続としている
ものです。

3

№ 質問内容 回答

1
今年も異常災害が各地で発生しており
ますが、今年度の事業計画への見直し
等はどのように対応されていますか。

　国のガイドラインに基づいて対応しています。
　特に強調されていることは、避難勧告等は、空振りを
おそれず、早めに出すこと。須坂市では、夜中でも躊
躇せず発令の方針です。

2
各家庭に設置されている防災無線の
普及率を知りたい。

　各家庭に、防災無線は設置されておりません。
　防災ラジオを平成19年、24年に購入希望者をつのり
購入していただきました。台数は920台ほどです。
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№ 質問内容 回答

3
総合防災訓練はいつから実施している
のか。平成23年に起きた東日本大震
災より以前から実施していたのか。

　東日本大震災より以前から実施しています。
　56災害の翌年に「須坂市民防災の日」が制定され、
以来8月23日に近い日曜日に実施しています。

4

総合防災訓練では、消防署の職員や
郵便局職員なども参加しているが、どう
いう経緯で参加しているのか。また、総
合防災訓練だけに限らず、連携が図ら
れているのか。

　消防署は須坂市役所の部局です。郵便局など総合
防災訓練に参加していただいている外部団体は、須
坂市と災害時の応援協定を締結している団体です。
　協定締結により、災害時の応急対策及び復旧事業
に迅速に取り組んでいただけます。

5
4中学校区での持ち回り実施ではなく、
もっと頻繁に実施し、市民の関心を高
めるべきではないか。

　総合防災訓練は、毎年須坂市全域、市民全員の訓
練として取り組んでおります。校区の方のみを対象とし
ての開催はしておりません。
　総合防災訓練とは別に、各町(自主防災組織)で、防
災訓練を実施していただいておりますので、参加をお
願いします。

6

　防災訓練を一ケ所で行うのではなく、
各地区の避難所に避難する訓練はで
きそうですか。
　市役所を中心に、各地区の場所にど
のように避難するかの訓練も必要では
ないかと思うのですが、可能ですか。

　全69区に自主防災組織があり、自主防災組織で避
難計画がされていますので、各組織で実施していただ
きたく考えています。
　避難は、地域ごと（山間地、田園地帯、市街地など）
に特性がありますので、どのように行動するか一元化
はできません。その地区にあった避難行動計画を自
主防災組織で計画していただいています。
　須坂市では、国のＪアラートを用いた緊急地震速報
訓練に合わせて、避難行動の訓練を呼びかけいま
す。本年は、6月5日に実施しましたが、皆さんは対応
できましたでしょうか。11月5日「津波防災の日」にも同
様の訓練を行う旨の通知があり、防災行政無線で放
送するので、避難行動をお取りいただくようお願いしま
す。

7

日中、保育園・小学校・中学校を含め
た地区の役員との訓練を行うことによ
り、実際災害が起きた時、スムーズに
行動できると考えますが。

　小中学校は、施設を提供するだけです。避難所の開
設は、市職員が行います。
　避難所の運営は、避難者で行うのが原則ですので、
それぞれの区及び避難所を同一にする区で、避難所
生活の方針をについて、打合せをしていただきたく考
えております。市は、自主防災組織等からの相談に対
応させていただきます。

8
非常用備蓄品の購入量（あるいは必要
量）は、どういう基準で決めています
か。

　避難所生活で最低限必要となる必需品を整備しま
す。
　例えば、非常食にあっては、須坂市地域防災計画に
基づいて、人口の５％相当市人口53,000人、2,650人
分
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№ 質問内容 回答

9

「対象事業選定のための資料」総合評
価コメントに「・・・そのためのハード、ソ
フトの対応が十分であるかを常に把握
している必要がある。・・」とあるが、具
体的にはどのような内容なのか。

　避難勧告等の情報伝達は、国のガイドラインで示さ
れている伝達手段の（ＴＶ放送、ラジオ放送、緊急速報
メール、防災行政無線、ツイッター等ＳＮＳ、車両によ
る広報、登録制メール・電話・ＦＡＸ、自主防災組織等
の直接的な声かけ）は、全て対応済みであり、須坂市
は他に、ホームページでもお知らせします。これらの機
能を即応できる状態であるかを把握すること。

10
自助・共助・公助の連携が重要と思わ
れる。横の連携強化のための取り組み
は。

　自主防災組織で訓練を行う際に、訓練指導の要請
で、消防署が出向いています。
　自主防災組織に助成事業の照会をしております。
　出前講座などで自助・共助・公助の説明をしていま
す。

11

保育所や学校の防災・危機管理対策
の取り組みと市の取り組みの連携、ま
た防災危機管理に活かせるコミュニ
ティーの形成など、日常的にどの程度
「防災」を意識した取り組みがなされて
いるのか。防災マップの活用や見守り
安心ネットワークの認知度や活動実績
などをお聞きしたい。

　保育所・学校は、須坂市の組織の一部ですので、連
携は、一元化されています。
　コミュニティの形成は、全69区に自主防災組織が結
成されており、毎年、防災マップ及び新・地域見守り安
心ネットワークの見直しをしていただいておりますが、
その際、見直すこと自体が目的ではなく、地域の方々
が主体となって防災を考え作り上げる過程で地域の問
題点を洗い出しそれを認識し、解決する方策を考えて
ほしい」ことを説明してあります。
　平成25年度における防災マップ・新・地域見守り安心
ネットワークの見直しは、全ての自主防災組織から報
告をいただいております。訓練については、64の組織
から報告をいただいております。

12
防災無線の聞き取りが難しいがその対
応はどう考えているか。

　屋外放送が聞こえにくい方のために、防災ラジオを
平成19年、24年に購入していただいております。
　放送の際は、放送内容を聞けるテレフォンサービス
（消防本部から放送の場合は対象外）を用意してあり
ます。また、防災に関する放送の際は、防災防犯メー
ルで放送内容を配信しております。防災防犯メールを
受信できるように、市のホームページから登録をお願
いします。

13
今年の大雪の場合などの除雪の対策
はどう考えているか。

　本年の大雪に際して、災害応急対策で浮かび上がっ
た課題（１職員参集、２情報発信、３除雪体制・方法
等、４計画の見直し）の４項目22議題について、関係
課で「雪害対策の検討会」を行いました。市民には、除
雪体制・方法等について、情報提供を今までもしてお
りましたが、よりきめ細やかに情報提供します。
　除雪の対策は、毎年、道路河川課で除雪計画を立
てて対応しています。
　本年の大雪の際には、県・市及び市内の業者が、昼
夜を問わずフル回転で除雪しておりました。市民の皆
様も地域でできることは地域で行う。不要不急な外出
は控えるなど除雪に御協力をお願いします。
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