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№ 質問内容 回答

1
主任児童委員と相談員の職務分担は
どの様に住み分けしているのですか。
又は双方の関連性はあるのですか。

　民生委員法に基づいて各町から選出されている民生委員
が、児童福祉法で「児童委員は民生委員が兼ねる」と定め
られていることから、児童委員を兼ねて地域の中で活動し
ていただいています。その中で主任児童委員は、地域の各
ブロック毎に選出され、子どもに関する心配ごとの相談等、
地域において主に子どもたちを見守る活動をしていただい
ております。
　家庭児童相談員は、市町村の業務として家庭児童相談に
応じるために配置している者で、子どもの発達、家庭、幼・
保・学校での人間関係や生活習慣、児童虐待に係る問題
など、多方面で専門的な業務を行う専門職です。
　双方の連携としては、必要に応じて地域で心配なお子さ
ん・家庭に関する情報共有や見守り依頼などで連携してい
ます。

2

本事業の支援対象となる児童の増加
している現状から、対応の難しさが伝
わってくる。
　「増加する発達相談及び児童虐待防
止への対のための家庭児童相談
員・・・」との記載があるが、発達相談と
虐待児童への対応は全く違うものであ
ると思われる。その対応を相談員1名
で行っていることの説明をお願いした
い。
（H26年度から2名に増員とのことであ
るが）

　家庭児童相談員の職務については、家庭における子ども
の養育や人間関係等、家庭における児童の福祉に関する
事項でありますが、支援を行うためにはその中心となる子
どもの発育等状況の確認や必要に応じては子どもへの支
援を併せて行っていく必要があります。
　児童虐待においても「育てにくさのある子どもを育てるこ
と」「子育てに不安や負担を抱えていること」は虐待に繋が
る高リスクであるともされております。子ども・家庭の相談を
分けて把握するのではなく、全体を把握できるコーディネー
ター機能として家庭児童相談員が位置付けられています。
　平成25年度から特に児童虐待対応の増加が顕著となり
業務量が増加したため、平成26年度から１名の増員配置と
いたしました。

3

障がいのある子どもへの対応につい
ては、他部署との連携が一番重要と思
われる。相談内容によって保護者はい
ろいろな部署の窓口を回らなければい
けない現状があるのか？
一人の子どもを総合的・立体的に支援
する方策は考えられているのかどうか
お聞きしたい。

　相談を受け付けた課が、必要に応じて健康づくり課・子ど
も課・学校教育課・福祉課等の関連課と連携する中で、情
報共有や関係職員で担当者会議等を実施し支援をしており
ます。
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№ 質問内容 回答

4

障がいのある子どもさんの保護者の
方々のニーズや抱えている問題等、保
護者の声をどのように把握していらっ
しゃいますか？

　子どもが乳幼児期（主に未就園児）においては、母子保健
担当である健康づくり課が、乳幼児全戸訪問事業や乳幼児
健診の実施時、また、医療機関と連携する中で、保護者の
相談等に対応しております。
　就園に向けた相談等は健康づくり課と子ども課（家庭児童
相談員・保育園等）が連携をしての対応をしております。
　身体障害者手帳等の発行事務を行っている福祉課窓口
とも連携しております。
　この他、「親子通園施設くれよん」における通園児童の保
護者及び卒園児保護者が集う「みんなで話そう会」の実施
や関係機関・親の会から組織される須高地域自立支援協
議会の専門部会である療育発達支援部会に参加しての支
援方法等情報共有や意見交換等の実施、子育て支援セン
ター・保育園・幼稚園・学校等保護者に接する機会のある
機関の職員によるキャッチなどがあります。

5
児童発達支援のネットワークの構築に
対して須坂市はどのようなかかわりを
持っていらっしゃいますか？

　須坂市では、０～３歳までの乳幼児健診（健康づくり課）の
ほか、３歳児健診以降の子どもの発達を見守り、スムーズ
な就学に繋がるよう、５歳児を対象とした「すこやか相談事
業」（子ども課）を実施しています。
　すこやか相談事業では、発達状況に見守りが必要な児童
に対しては、幼稚園・保育園巡回を行い継続観察が必要な
場合には、さらに６歳・小学校１年次前半まで巡回観察を行
い、その後は、小学校で継続支援が行われていくよう幼・
保・小と連携した支援体制が図られています。
　児童一人ひとりの支援体制は違ってまいりますので、該
当児童及び家庭に必要な支援ができるよう関連機関が連
携をはかり実施していくことになります。（庁内関係機関、児
童在籍園・学校、医療機関、社会福祉法人など）
　外部ネットワークとしては、須高地域自立支援協議会療
育発達支援部会に参加しています。

6
須坂病院との連携などはどのようにし
ていらっしゃいますか？

　家庭児童相談としては、発達の遅れ等で受診の必要な児
童を繋げることがあります。　また、児童虐待防止対策を進
めている須坂市虐待被害者等支援対策連絡協議会におい
ては、須坂病院を含む須高医師会と連携しています。

　健康づくり課においては、須坂病院と連携し、産後うつの
早期発見・早期対応を行っています。
　小・中学校では、須坂病院の子どもの心相談医を就学相
談委員などに委嘱しており、各種相談対応や職員研修を
行っていただいております。

7
他の福祉関連事業（及びその担当者）
との連携をはかって、よりよいサービス
に結びつけることなどをしていますか。

　子ども・家庭への支援の検討の際には、もっとも良い支援
ができるよう関連機関と連携の下、対応を進めています。

家庭児童相談事業　[子ども課]
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№ 質問内容 回答

8

こうした相談は特に「個人情報」の管理
が問題になると思います。管理は万全
とは思いますが、逆にその扱いが障害
になって十分なサービスができなくなる
ことはありませんか。

　特に支障はありません。

9

近年虐待児童が多くなっている中、１
名の相談員の増員だけでは、多様な
問題に対応でき、須坂の子ども達が安
心して生活ができるのか不安です。
もっと多くの増員は望めるのか。

今後の状況により必要があれば増員を検討することとなり
ます。

10

家庭児童相談員２名となっています
が、どのような構成になっているのか。
その態勢で２名という人数は適当なの
か。

　本年度は、対応しているケースの状況を把握する必要か
ら２名同行の上、対応してることが多いですが、今後、子ど
もの居住地域で分けて担当することを考えています。
　現状においては、態勢が不足しているとは考えておりませ
ん。

11

専門の機関を専門数を設けるのもよい
が、小中高校の教育に携わる方にも、
研修プログラムを設けて育成し、すぐ
対処できるようにすることが、相談員
の労力の軽減にも繋がるのではない
か。

　児童の発達支援として、小・中・高校においては、各校に
特別支援コーディネーターが配置されておりますほか、既
に一般教諭へも研修が取り入れられております。

12
平成26年から2人に相談員を増員し、
現在は効率よくかつ丁寧に対応が行
われていますか

　本年度は、対応ケースの状況把握のため２名同行での対
応が主となっております。
　各ケースへの対応については、引き続き丁寧な対応を心
がけております。２名体制となったことで、各業務を遂行す
るにあたって相談員の日程調整に余裕がもてるようになっ
たことがサービスの向上にも繋がっていると考えておりま
す。

2 財政管理事業　[財政課]

№ 質問内容 回答

1 より一層の健全財政運営を望みます。

人口減尐と高齢化により、「税や保険料を負担する人が減
り、サービスを必要とする人が増える」時代を迎えました。
そのため、
・真に必要とされる事業の実施と施設の整備。あれば便利
だが、なくても大きな支障のない がまんのできるものは、十
分検討
・国の制度等を活用した多様で積極的な財源確保
などにより、今後も健全財政運営に努めます。

2
「財務会計システムの使用料」とは、計
算機システム等のリース料ですか。

計算機システム等の使用料です。具体的には、
・予算編成システム
・決算統計システム
・起債管理システム
・クラウド基盤使用料
です。

家庭児童相談事業　[子ども課]
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2 財政管理事業　[財政課]

№ 質問内容 回答

3

「市民にわかりやすく伝えること」とは、
具体的にはどんなことをしているので
すか。また、それに対する市民の反応
はどうですか。

予算・決算や財政健全化の状況を市報、ホームページでお
知らせしています。その際、金額だけでなく、具体的な事
業、県内19市中の順位、市民ひとり当たりの金額の掲載や
決算を家計に例えるなど、市民の皆様に関心を持っていた
だけるよう工夫しています。
また、市内各ブロックごとに毎年開催される「地域づくり市
民会議」で市の財政運営について説明しています。
市民の皆様の反応については、残念ながら あまりご意見
等をいただいておりません。

2

№ 質問内容 回答

1
市有建物損害共済加入状況等のうち
市営住宅について保険料の一部受益
者負担は考えられないのですか。

　民間の集合住宅などでも建物に対する保険は家主が加
入し、部屋ごとにそれぞれ個人で万一に備えて家財保険等
に加入するのが一般的だと思います。また、市営住宅は低
所得者に低廉な家賃で貸すために造られていますので、建
物保険料の一部受益者負担は考えておりません。
　なお、市の普通財産（特定の行政の目的に直ちに用いら
れることのないもの）で、自治会など団体に貸し付けている
建物については、各団体において共済保険料をご負担いた
だいております。

2
「事業費の内訳」の「その他」の項目に
ある、「基金、積立金等」とはどういうも
のですか。

基金は、緊急な財政需要や大規模な施設整備事業に備え
るための市の預金です。財政課所管の基金は、
・財政調整基金
・減債基金
・公共施設等整備基金
・職員退職手当基金
です。
毎年度、財政状況をみながら基金（預金）を増額（積立て）
しています。

3
「年間実績」に書かれている「売却や貸
付による収入」と「事業費」との関係
は。

　年度実績及び予定欄には、歳入科目（地方交付税、財産
収入、繰入金、繰越金、市債など）のうち、普通財産を積極
的に処分するとした事業概要・効果に関連した歳入科目で
ある「財産収入」のうち、「不動産売払収入」と「財産貸付収
入」について記載してあります。
　事業費欄については、事業費（財政管理事業、財産管理
事業、契約事業、償還金など）のうち、財産管理事業費につ
いて記載してあります。
　それぞれ、事業概要に関連した部分のみを抜き出して記
載してありますので、歳入歳出での単純な比較はできませ
ん。

財産管理事業　[財政課]
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№ 質問内容 回答

4

「住んでよかった、住み続けたい須坂
市」にするために思いきった政策を考
え実行する必要があるかと思います
が、須坂の住み続けたいと思うところ
はどこで、どこに財政を投入していま
すか。

第五次須坂市総合計画では、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。
ここでいう須坂市の「ほんもの」とは、
・伝統や地域の多様な文化
・四季折々の豊かな自然
・奉仕の精神で互いに協力し、地域の良さを一層高めるコミュニ
ティ
・温かい気風によるホスピタリティ
・地域に根差した企業
・須坂を愛する心や想い
とされています。

将来像の実現に向けて、第五次須坂市総合計画の前期基本計
画（平成23～27年度）では、次の４つを重点プロジェクトと位置づ
けています。
・人口増加プロジェクト
・生涯健康都市プロジェクト
・「人財」・「知財」育成活用プロジェクト
・地域発 環境保全・エネルギー創出プロジェクト

これらを踏まえ、平成26年度の当初予算編成では、
・市制施行60周年
・公共施設の最適な維持・管理にむけて
・人材（財）の育成
・人口増加策の充実
・北陸新幹線金沢延伸と善光寺御開帳にむけて
を重点事業としました。

3

№ 質問内容 回答

1
農業委員会主導のもとに、遊休農地
解消と新規就農者支援の拡大を望み
ます。

昨年度の農地パトロールの結果から、全ての遊休農地所
有者へ適切な管理の依頼と貸し借り等の意向調査を行い、
今年の６月からこの情報を紹介しています。
また、新規就農者の研修先として前農業委員２名が里親と
なり、就農の支援をしています。

2

現在の方針で進めた場合、5年、10年
のスパンで考えてみて、この方向性が
ベストと思われますか？新規施策など
検討する予定はありますか。

　現在の方式がベストであるとは考えていません。これに代
わる方法があれば、改めるべきであると考えています。（例
えば№４の農地中間管理制度など）

3

この事業と農業委員会運営費（うち、
遊休農地解消対策について）とこの2
つの事業は、主な目的が非常に近い
ように見えるのですが、2つに分けて実
施しているのはなぜですか。併せて実
施することで、より良いサービスに結び
付けることは考えられないでしょうか。

　農林課の遊休農地解消対策事業は、市民を対象に、遊
休農地を農地として再生・利用する取り組みに対し支援す
るものです。農業委員会の遊休農地解消経費は、農業委
員会が遊休農地所有者に通知等をするための経費です。

遊休農地解消対策事業　[農林課]

財産管理事業　[財政課]
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3

№ 質問内容 回答

4

遊休農地解消の政策は今の現状で
は、歯止めにはならないのではないだ
ろうか。環境などの悪条件によって荒
廃せざる農地もある為、その状況に
よって規制緩和して、その土地を有効
利用させる為の自由化はどうでしょう
か。（一定の条件を設ける）

　農地の有効活用を進めるため、国では農地中間管理機
構で農地を借り受け、大規模経営や企業などの担い手に
集約する施策を打ち出していますが、営農条件の不利な農
地の活用は想定されていません。農地としての再生が困難
なものについては、農業委員会で非農地とし、地域農業の
振興につながる農地以外（里山、６次産業化施設、再生エ
ネルギー施設など）での利用を検討することになります。

5
平成25年度末時点の須坂市の遊休農
地の面積を知りたい。

　農業委員会の一筆調査によると１８８ｈａです。

6
年々農業従事者の高年齢化で遊休農
地が増加すると思います。その対策を
知りたい。

　№４参照

3

№ 質問内容 回答

1
農業委員会主導のもとに、遊休農地
解消と新規就農者支援の拡大を望み
ます。

昨年度の農地パトロールの結果から、全ての遊休農地所
有者へ適切な管理の依頼と貸し借り等の意向調査を行い、
今年の６月からこの情報を紹介しています。
また、新規就農者の研修先として前農業委員２名が里親と
なり、就農の支援をしています。

2

この事業と遊休農地解消対策事業［農
林課］とこの2つの事業は、主な目的が
非常に近いように見えるのですが、2つ
に分けて実施しているのはなぜです
か。併せて実施することで、より良い
サービスに結び付けることは考えられ
ないでしょうか。

農林課の事業は市民が利用する内容で、農業委員会の事
業は当会が行う事業を内容としています。
農業委員は農林課の遊休農地解消補助金などを利用者へ
紹介したり、地域で組織を作り自ら利用者として遊休農地
解消を行うなどの取り組みも行っています。

3

農地パトロールを毎年おこなっていま
すが、須坂にとってこうした方がいいと
か、感じたこと考えたことはあります
か。そして成果に繋がっていますか。

遊休農地を減らすためには、借り受け希望者へより多くの
情報提供が必要と考え、昨年度に貸し借りなどの意向調査
を実施しました。この結果、500筆の情報を追加して提供を
行っています。

4

モデル事業の中身はどのようなもの
だったのでしょうか。またどのような効
果があったのでしょうか。今後に生か
す要素はありましたか。

農業委員が遊休農地を活用して、作物を栽培しているもの
で、自ら行うという目に見える活動を解消の指導に役立て
ています。この取り組みは、地元小学校や地域も関わる事
業になっているものもあります。

5

「園芸塾」を農林課、須坂園芸高校と
主催したとあるが、どのような効果が
あったのですか？また、須坂商業高校
と合併しても続けていくのか？

卒業生の中から新規の農業者が出ています。また、家庭菜
園程度の栽培面積の方でも、技術や知識の習得ができる。
高校合併後も継続予定です。

遊休農地解消対策事業　[農林課]

農業委員会運営費（うち、遊休農地解消対策について）　[農業委員会事務局]
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№ 質問内容 回答

1
松林以外混植地で被害木が散見され
ますが、対応の遅れではないかと懸念
されます。

　市では守るべき松林を守るとともに被害区域の拡大を防
ぐため、防除対策として松林に、薬剤の予防撒布や被害木
の伐倒駆除を行っています。
　適期防除を徹底するため、伐倒駆除については、駆除効
果の高い秋期に極力駆除することとし、また、春期に駆除を
行う場合は、松くい虫（マツノマダラカミキリ）の羽化する時
期までに駆除を終了することとしています。
　市で被害木の処理を実施できる箇所は市内全体森林面
積８，３７４ha(国有林を除く）の一部に限られています。宅
地や農地と同様に森林も所有者の財産です。森林所有者
の皆様による被害木処理や間伐、除伐等の適正な森林管
理をお願いしています。

2
年々松くい虫におかされる本数が増加
している現状に対して、予算が前年よ
り減額されている理由を知りたい。

財政的な制約から、毎年の予算は同額を計上しています。
年度により、防除の必要が出た場合、その都度補正予算を
計上して対応しております。

３　その他　松くい虫防除対策事業　[農林課]
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