
№ 担当部署名 項目 現状課題 取組み、解決内容 選定理由（担当部等の長より） 総務課コメント

1
消防本部
総務課

小布施町・高
山村の消防
本部共通経
費の負担

消防本部18名のうち通
信員6名を除いた12名の
人件費及び救助工作
車、化学車、水槽車の
経費について、現在は
須坂市が全額負担して
いる。

平成24年5月～平成25年6月　須高広
域消防運営協議会幹事会において検
討協議（6回）
平成25年7月～10月　須高の副市町村
長会議を開催し協議（5回）
須高に係る事務事業を行う6名分の人
件費及び特殊車両の更新時の経費及
び維持管理経費について平成26年度
より応分の負担をいただくこととなった。

本部人件費については、広域発足時
から負担を求めていなかった。また、
特殊車両導入時も同じく負担を求めて
いなかったことから、協議は難航した。
人件費は事業人工(にんく)を算出する
など、両町村の理解を求め、車両につ
いては導入の経緯や両町村への出動
実績等示すなどして合意に達した。

長年課題であった消防経費の応分
負担について、事業人工(にんく)や車
両導入経緯、出動実績等の根拠を示
し、町村の理解を得た上で経費を負
担していただくこととなり、職務の遂
行に特に貢献されました。
過去の経緯を続けるのではなく、現
状及び将来を見据え、課題解決に向
けて、関係者の理解を得るためにど
のような対応が必要か考え、解決に
至ったことは他の部署の参考ともなり
ます。

2
消防本部
警防課

消防救急無
線デジタル
化事業

電波法の改正により、現
在使用の消防救急無線
（アナログ式）は、平成２
８年５月３１日までにデ
ジタル化しなければなら
ない。

須坂市消防本部が単独整備の場合、
約４億５千万円の整備費用が必要とな
るため、財源の確保と経費の軽減につ
いて検討した。東北信地域の７消防本
部が共同して整備することにより経費
の節減ができた。
また、緊急防災･減災事業債を活用す
ることにより財源確保できた。（当初、防
災基盤整備事業90－50を予定）
須坂市消防本部の消防救急無線のデ
ジタル化に係る経費は、　245,915,926
円となり約２億円の節減ができた。

平成２２年から７消防本部で共同整備
することについて検討を開始し、平成
２３年に基本設計、平成２４年に実施
設計、本年長野市が代表して日本無
線と契約し事業着手できた。
この間、経費の軽減及び各本部の負
担額、関係市町村の負担についても
充分検討し、財源の確保と経費節減
に努めた。

期限までに消防救急無線のデジタル
化が必要という課題解決にあたり、
経費節減に対する創意工夫により、
有利な財源を確保し、職務の遂行に
特に貢献されました。
須坂市単独で経費節減を考えるので
はなく、近隣市町村との連携を検討
するなど柔軟な対応は、負担軽減、
業務効率化を図ったことは他の部署
の参考ともなります。
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3

財政課
財政係

生活環境
課

廃棄物対
策係

須高衛生セ
ンター乾燥焼
却設備解体
撤去等の財
源確保

須高衛生センター（須高
行政事務組合）では、汚
水処理について下水道
へ接続した後、有害なダ
イオキシン類の飛散防
止のため、乾燥焼却設
備の解体撤去を急ぐ必
要があった。
　ただ、解体撤去のため
に要する巨額の費用
が、構成市町村の負担
となることから、財源の
確保が課題であった。

設備の解体撤去については国等の財
源措置がなく、すべて構成市町村の負
担となることから、須高行政事務組合の
ほか、生活環境課、財政課等、関係課
により後利用を含めて検討した。
その結果、須坂市の災害拠点施設とし
て位置付け、交付税措置70％の緊急防
災・減災事業債の対象とさせたことによ
り、構成市町村の負担が大きく軽減さ
れた。

須高行政事務組合が設備の解体撤去
のみを実施した場合は、交付税措置
のない一般事業債のみとなり、構成市
町村の財政負担が莫大なものにな
る。
　これを須坂市が災害拠点施設として
受電設備の更新を含めて整備するこ
とにより、有利な緊急防災・減災事業
債の活用を可能にした。これにより構
成市町村の負担が大幅に軽減され
た。
○効果額（起債対象事業費 465,400千
円）
一般事業債の元利償還金　約
509,000千円
緊急防災・減災事業債の元利償還金
（交付税措置を除く）　約 158,000千円
効果額　約 351,000千円

須高衛生センター乾燥焼却設備解体
撤去、撤去後の施設有効活用という
課題解決にあたり、経費節減に対す
る創意工夫により、有利な財源を確
保し、職務の遂行に特に貢献されま
した。
関係する須高行政事務組合と生活
環境課、財政課など単独で考えるの
ではなく、経費節減や後利用につい
て庁内外で連携し検討するなどの柔
軟な対応は、他の部署の負担軽減、
業務効率化の参考ともなります。

4

生涯学習
スポーツ
課
スポーツ
振興係

道路河川
課
市道街路
係

北部体育施
設駐車場整
備

①長年駐車場が不足し
ていた。
②周辺農地の地権者と
の交渉が進まなかった。
③既存駐車場が降雨時
等にぬかるみ、舗装の
要望があった。
③財源確保が課題で
あった。

①地権者との交渉により協力が得られ
た。
②多目的防災広場として整備すること
により、社会資本整備総合交付金とい
う有利な財源を活用できた。
③道路河川課のアドバイスにより、既存
駐車場の舗装工事も併せて実施でき
た。

①長年の懸案事項の解決が図られ
た。
②予算の流用について議会等より指
摘されたが、法的に問題ない範囲で課
題に対してチャレンジした。
③整備後は利用者団体等より好評を
得ている。

北部体育施設の駐車場が不足して
いる点や整備が必要という長年にわ
たる課題解決にあたり、経費節減に
対する創意工夫により、有利な財源
を確保し、職務の遂行に特に貢献さ
れました。
地権者との長期間にわたる真摯な協
議や、庁内関係課同士の連携対応
などは、他の部署の負担軽減、業務
効率化の参考ともなります。
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5
産業連携
開発課

県営日滝原
産業団地分
譲完了

① 平成９年度から分譲
を開始。須坂市地籍は
平成16年度から分譲に
至っておらず、景気の低
迷も要因となり大規模区
画が３区画残っていた。
② 平成24年度：企業の
要望に応じたオーダー
メード分譲に対応するた
め市道を新設した。（区
画は、大規模区画３、
オーダーメード分譲区画
１となった）
③ 平成24年度：８年振り
に１区画の契約調印が
実現した。
④ 平成25年度：残り３区
画の分譲を県と連携し
行なった。

① 長野県商工労働部次世代産業集積
室と情報交換を密にし、連携を図り企
業誘致に努めた。
② リース契約、オーダーメード分譲を
可とするなど柔軟な対応を行なった。
③ 高圧電線の引込み時期を早くして欲
しいなどの企業要望に対し、関係機関
との調整を迅速に行い対応した。
④ 最後に残った大規模区画を分割して
２社と分譲仮契約を行なうなど、企業
ニーズ、経済状況に的確に対応した。

① 16年間の永きにわたり県と協力し、
当初目的達成のための努力を継続
し、リース契約、オーダーメード分譲策
などを相次いで提案、企業への情報
提供や分譲用件のきめ細かい説明に
努め、このたびの成果につながった。
② 企業誘致は、地域振興策として、大
変重要な役割が期待でき、併せて市
の産業振興に多大な効果が期待され
るなど、完売による効果とその影響は
計り知れない。
③ 今後は、進出企業が地域の企業と
協力関係を築くことによるネットワーク
の拡大も期待できるなど、地域振興策
としての意義は大変大きい。

分譲開始より景気低迷など外的要因
もある中、分譲完了に向けて、関係
機関である県と密接にコミュニケー
ションを図り連携し、企業ニーズを的
確に捉えた創意工夫による柔軟な対
応は、他の部署へも課題解決に向け
た取組み姿勢の参考ともなります。
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6

産業振興
部　商業
観光課付
（須坂温
泉㈱）加
藤広明

須坂温泉の
集客力向上

泊プランが欲しい

十分

が少ない

名度が低い

ルが埋まらない

ニューアル

（売上手数料）

使った料理プランを開発

による宿泊プランを提供

温泉のイメージアップ

天」へ登録

埋め、キャンセルに対応できる仕組み
を整える

平成25年度須坂温泉株式会社への研
修派遣において、民間での
実務を経験し、民間手法のノウハウを
習得することのみならず、業務改善等
について独自の視点での取り組みを
行い、長らく続いていた売上げの減少
傾向を対前年度プラスに転じさせるな
ど、一定の成果を上げたことは、当該
表彰に値する。

これまでの経験や人脈を活用し、柔
軟なアイデアと積極的な行動で課題
解決への道筋をつけ、経営改善に貢
献されました。
売り上げをアップさせるという明確な
目的を設定し、取組むべきことの優
先順位やスケジュールを立てて課題
解決にあたることは、他の部署の参
考となります。

7
総務部
税務課
収税係

須坂市滞納
整理対策
チャレンジプ
ランの策定
及び未納市
税の縮減

未納市税については、
一貫して増加傾向にあ
り、平成18年度に「須坂
市滞納整理推進本部」
を設置し、滞納整理に努
めたものの、滞納繰越
額の増加は止まらな
かった。23年度はようや
く前年度とほぼ同額とす
ることができた。
　徴収率は19市中19
位。

平成24年度に「須坂市滞納整理対策
チャレンジプラン」を策定し、年度当初
における市税等の滞納繰越分調定額を
毎年約１億円縮減し、28年度における
翌年度滞納繰越額を24年度に比べ５億
円縮減する計画を立てた。
　計画の実現に向け取り組んだ結果、
25年度への滞納繰越額を計画では11
億2,900万円とするものであったが、実
績は約11億1,900万円と計画を達成す
ることができた。
　25年度においても、２月末時点で24年
度計画を上回る状況である。

担当職員自らが、「須坂市滞納整理対
策チャレンジプラン」を策定し、自主的
に滞納額削減目標を定め、危機感を
持って取り組んでいること。また、滞納
整理体制も整える中で、毅然として滞
納処分を行うなど、税の公平・公正の
確保に真剣に取り組んでいる。
さらに、目標額を上回る成果を挙げて
おり、職員の意識高揚と納税意識の
向上を図る上からもその功績は顕著
であると認める。

滞納整理の共通目標となる計画を策
定し、目標達成に向けて関係部署と
も職員一丸となり、職務の遂行に特
に貢献されました。
困難な課題をそのままにせず、課題
解決に向けてどのような対応が必要
か考え、目標を上回る成果を挙げた
ことは他の部署の参考ともなります。
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