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№ 質問内容 回答

1
民生児童委員・主任児童委員の活動
に対し担当課職員の関わり度合はど
の程度あるのですか。

　民生児童委員協議会の事務局として、月１回の
地区会長会議と年２回の総会や研修会等を通じ、
市や社会福祉協議会との連携を図っています。
　また、各部会の活動の支援や、生活保護や高齢
者関係で地域での見守りの協力のほか、活動経費
等の支援や県の民生委員児童委員連絡協議会を通
した研修等の支援を行っています。
　地域福祉を推進するうえで、市の担当職員、社
会福祉協議会と民生児童委員との連携、協力はま
すます重要となっています。

2

　要援護者等福祉推進事業の対象者
数はどの程度なのですか。
　また民生児童委員・主任児童委員
一人当りの対象者数にアンバランス
(地域特性)はありませんか。

　要援護者の対象者は、9月30日現在で2,237人と
なっています。
　民生児童委員の定数は、厚生労働大臣の定める
配置基準により、120～280世帯に1人とされ、須坂
市ではこの基準により町ごとに民生児童委員を委
嘱しています。町により住民の数や要援護者数も
異なっており、民生児童委員一人あたりの対象者
数の単純な比較は困難です。
　民生児童委員は要援護者はもちろん住民の最も
身近な相談役として様々な活動をしていただいて
おります。
　民生児童委員の定数等については、平成27年11
月の民生児童委員改選に合わせ、要望をお聞きし
ていきます。

3

Ⅱ事業の成果等で、119人が委嘱さ
れ推進が図られたとありますが、成
果として考えられる項目でしょう
か。

　民生委員は、民生委員法により市町村に設置さ
れた民生委員推薦会が推薦した者について、都道
府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱するこ
ととされており、平成25年12月の改選に当たり、
定数である119人全員の民生委員を推薦させていた
だき、欠員がなく民生委員が委嘱されたことは、
事業の成果として記載すべきことであると考えて
おります。
　また、この委嘱された119人の民生児童委員さん
により、地域福祉の推進が図られたことも事業の
成果であると考えています。
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4

助け合い推進事業の一貫で、たすけ
られ大賞が毎年行われています。た
すけてということの大切さは、とて
もよく分かりますが、応募が少ない
と聞いています。少ないのであれ
ば、たすけられ大賞を変更してもと
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
がるために、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、18年度からは福祉大会を助け合い推進大会と
し、19年度からは市外の方からも事例を募集し、
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。
　応募が少なくなっていることも含め、助け合い
推進会議において効果を検証し、議論を深めてま
いります。

5

地域住民が主体となってみんなで支
え合う町づくりの実現に努力されて
きていることが大体の要点になって
います。須坂市は昔から福祉に力を
入れ、充実した市と言われてきて
今、どの程度すすんでいるのです
か。

　須坂市地域福祉計画では、自助、共助、公助の
３つの視点から、基本理念である「持続可能な福
祉のまちづくり」に取り組んでいくこととしてい
ます。取り組みの方向性を「市民との協働」「民
間の活力」「助け合い起こし」として地域住民が
主体となってみんなで支え合う福祉のまちづくり
を目指しています。
　その一つの例として、「新・地域見守り安心
ネットワーク」を区が中心となり、民生児童委員
をはじめとして地域のネットワークによる会議の
中で、地域の見守りは地域で行っていただいてい
ます。
　このように、自助、共助、公助を基本として地
域住民が主体となった地域福祉の推進に取り組ん
でいます。

6

健康づくり課の関連事業との連携は
どのような状況でしょうか？「健康
増進事業」「精神保健事業」他、横
の繋がりと協力、情報共有が重要か
と思います。課を超えたマンパワー
をどのように活かしていらっしゃる
のでしょうか。

　地域福祉とは、子どもから高齢者まで住民の誰
もが住み慣れた地域の中で、心豊かに安心して暮
らせるまちづくりを、自助、共助、公助の連携に
よって実現しようとするもので、その中では「心
も体も元気な地域を目指して」として健康づくり
にも取り組むこととされています。
　健康で安心して暮らすことができるまちづくり
は、地域福祉にも重要なことであり、須高地域医
療福祉推進協議会や地域包括医療協議会など様々
な場面で協力をしています。
　これからも情報共有など横の繋がりを推進し、
地域福祉に取り組んでまいります。
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7

上記の質問とも関連しますが、「主
な活動状況」に「調査・実態把握」
とあります。どのような実態把握を
されていらっしゃるのでしょうか？
またこれらの集計・分析などの結果
はどのように活用されているので
しょうか？健康づくり課内での共有
の状況などお聞きしたいと思いま
す。

　「主な活動状況」の「調査・実態把握」は民生
児童委員が行う活動記録の「その他の活動件数」
で分類される活動で、世帯の支援に必要な情報収
集や状況把握、民児協の独自調査、市町村、社会
福祉協議会、他の機関・団体からの依頼により調
査を行ったものを計上することとされています。
　基本的には、民生児童委員の活動を分類するも
ので、市町村から県に報告をし、民生児童委員の
活動把握に役立てているもので、市が関わること
が必要な場合や、健康づくり課と共有する必要が
あるもの以外は特に提供等はしていません。

8

③ 地域福祉の根本的な部分にかか
わるかと思いますが、公的福祉サー
ビスの整備だけでなく地域の人々の
結びつき・交流活動が「豊かな生
活」実現には重要な要因かと思いま
す。専門機関の活動とボランティア
活動、まちづくり活動などの連動は
どのように進めていらっしゃるかお
聞きしたいと思います。

　須坂市地域福祉計画では、「持続可能な福祉の
まちづくり」を、「自助」「共助」「公助」の意
識をもって、住民主体の助け合いの精神により推
進することとしています。住民一人ひとりの努力
と、住民同士の相互扶助、公的な制度の連携に
よってさまざまな生活課題を解決する取り組みが
必要です。
　そのために、市役所内各部局の連携、社会福祉
協議会との連携を図り、地域福祉に関連する組織
団体とのネットワークの形成、民間事業者と連携
した福祉サービスの提供や地域福祉活動の推進な
どにより福祉のまちづくりを進めています。
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№ 質問内容 回答

1
パンフレットやポスターによる誘客
効果の評価について、なにか調査等
をしていますか。

2
上記以外の方法（マスコミ取材等）
の効果についてはどうですか。

3
本事業での実施内容の企画は、誰が
（どういうチームが）どういうやり
方で立案しているのですか。

事業全体の実施内容については商業観光課観光係
において企画をしています。
観光ＰＲ等の委託事業については、受託事業者に
おいて、場所・イベント内容等を吟味し、企画立
案しています。

4

昨年より事業費が1000万円以上増額
されているが、主には委託費の増額
である。市の専門職員を置く考えは
ないか。

委託費の主なものは、観光協会に委託している
「観光案内誘客業務委託」と須高ケーブルテレビ
に委託している「観光ＰＲ業務委託」です。
25年度委託費26,899千円は決算額であり、委託費
を当初予算で比較しますと、25年度37,700千円、
26年度34,592千円であり、26年度は3,178千円の減
となっています。

観光客の増減は複合的要因によるところが大き
く、各手法による数値的な個別効果の把握は困難
と考えています。
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5
事業費のうちその他の事業費につい
て知りたい。

その他事業費の主なものにつきましては、25年
度、26年度とも役務費（主に広告料）です。

6
更なる活動の展開・拡大に努められ
ることを期待します。

26年度末の北陸新幹線の金沢延伸、27年度の善光
寺御開帳等を見据え、多くのお客様に須坂市に訪
れていただくよう、引き続き観光誘客に努めま
す。

7

須坂市に多くの人が訪れてもらうた
め繰り返し情報を発信する、又観光
客が訪れることにより活性化を図れ
るとありますが、その前に須坂市の
ここを観光にしていきたいことの宣
伝をする必要があるのではないかと
考えますが。

米子大瀑布、臥竜公園、蔵の町並み、フルーツ等
を重点にＰＲを行っています。
須坂市は大きな柱となる観光地のある市ではあり
ませんので、総合的にＰＲしていく必要があると
考えます。

8

情報発信事業は大変多岐にわたり実
施されていると思われる。観光客や
須坂を訪れる人たちの分析やニー
ズ、観光客頭打ちの傾向の原因等の
検討はどのようになされているので
しょうか？

県や各種調査機関等の統計調査を基に分析をして
いますが、観光客の増減につきましては、複合的
要因によるものであり、個々の事業による影響に
ついては図りにくいと考えます。
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№ 質問内容 回答

1
「地域活性化」の具体的なイメージ
はどう設定していますか。

　第五次須坂市総合計画において、須坂市の将来
像を「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」としています。
　『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。
　須坂の魅力を積極的に情報発信するとともに、
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ち、地域の持続性を高めるこ
とが地域を活性化させる上では重要であると考え
ます。
　そのためには、須坂という名がブランドとして
全国の中で確立し、須坂の様々な資源を魅力に感
じて市外から多くの方が訪れ、地域経済が活性化
する。また、市民が自分の住んでいる場所に誇り
が持っているとともに、須坂に住みたいと思う人
が多くなることと考えています。
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№ 質問内容 回答

2

【広聴広報事業と関係しての質問】
・市民の意見を聴取した後、どのよ
うに反映させているのでしょうか。
また、その成果の一般市民への報告
はどうされているのでしょうか。

　地域づくり市民会議で定住者の増加対策や観光
振興、農産物のブランド活性化など様々な提案を
いただいております。すぐに実現は難しいです
が、地域活性化のための取り組みの参考にさせて
いただいております。
　成果については、特に一般市民に報告はしてお
りませんが、地域づくり市民会議での市の考え方
や会議録はホームページで公表しています。

3

【広聴広報事業と関係しての質問】
市民の声を聴く・・と言う場合に、
子ども・若者の意見や希望はどのよ
うな形で把握されていますか？

＊観光・地域活性・まちづくりなど
は、全部繋がっておりパワーを集中
させて効率よく行う必要があると思
いますが、その点工夫されているこ
とをお聞きしたいと思います。

　特に子ども・若者に限っての意見は把握してい
ません。地域づくり市民会議の開催やアンケート
の実施などを行い、幅広い世代の方からご意見を
いただいていきたいと考えています。

＊信州須坂プロモーション事業では、観光観光紹
介や物産販売、消防ラッパ隊の吹奏披露などオー
ル須坂で取り組んでいます。また、「まち歩き誘
導型情報配信」では、まちの歩き方、飲食店、美
術館、動物園、須坂百景など、須坂の様々な魅力
を紹介しています。

4

移住希望者に対する支援体制につい
て
希望者数と対応、移住につながった
人数はどのくらいか。
(25年度実績と、26年度現時点の数
字も、参考に知りたい。)

　昨年度においては、移住希望者の問合せに迅速
に対応できるよう、政策推進課に一元的な相談窓
口を設置し、大阪で開催された「田舎暮らしセミ
ナー」に参加した際、数件の問い合わせをお受け
いたしましたが、残念ながら移住に結び付けるこ
とはできませんでした。これを踏まえ、今年度か
ら「信州須坂移住支援チーム」を新設し、空き家
バンクの創設やパンフレットの作成等を行い、
「ふるさと回帰フェア」等を通じて積極的な情報
提供に努めていますが、今のところ実績には結び
付いていません。
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1
「広報すざか」や「イベント情報」
のチラシの編集企画は、どういうメ
ンバーが担当しているのですか？

「広報すざか」は正規職員2名が担当。「イベント
情報チラシ」は正規職員(係長)１名が担当してい
ます。「広報すざか」の編集企画は係長を含めて3
名で行っています。「イベント情報チラシ」の編
集企画はコンベンション会議の資料を参考にし、
係長１名で行っています。

2
（もしまだ実施されていないのな
ら）編集企画に何らかの形で市民が
参加することは考えられますか？

　広報すざかモニター制度を実施しており、現在
10名の市民がモニターになっていただいていま
す。「広報すざか」を読んでいただき、毎月アン
ケートに答えていただいており、紙面づくりの参
考にしています。
　なお、広報すざかの中にある公民館だよりにつ
いては、市民９名が編集委員になっていただき、
企画編集を手伝っていただいています。

3

　配付物の直送化数等は、どの程度
あるのですか。
　また直送化に至った経緯はどの様
な理由ですか。

　164世帯（10月1日現在）に直送しています。
　経過については、市内全世帯に「広報すざか」
をお届けするという基本的な考えがあり、直送を
行っております。

4
須坂ブランドを確立するとあります
が、今ある須坂ブランドはどんなも
のがありますか。

　別紙「須坂市のブランドとは何ですか？」のと
おりです。

5

市民会議のテーマはどれも須坂に
とって魅力的なテーマです。話し
合った後、どのように活用して実現
していますか。

　地域づくり市民会議は、地域住民と市が懇談
し、地域の声を市政に反映するとともに、地域住
民と市が共創により、活力と魅力ある明るい地域
づくりを進めることを目的にしています。
　いただいた意見の多くは、すぐに解決すること
がむずかしい内容ですので、地域の課題と受け止
め、今後の事業計画作成の参考にしていきたいと
考えています。
　なお、提案を実現できた事例としましては、井
上地区のテーマ「長野電鉄屋代線廃線後の地域振
興策」の中の『井上駅跡地をしるす標柱』を、地
元の皆さんと協議しながら、26年５月に設置しま
した。
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