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1 7月3日 財政課
総務部
財政課

管財契約係
囲繞地普通財産の処分

囲繞地であり処分が困難な普通財
産を「活用見込みのない資産は積極
的に処分する」方針に沿い処分し
た。

中町にある普通財産で個人の住宅敷地（３軒長屋で１
軒のみ居住）として貸し付けていた土地があったが、当
該土地は囲繞地であり住民は隣接の民間駐車場を
通って出入りをしていた。
平成29年10月に民間駐車場の所有者から「駐車場敷
地を売却したい。ついては市有地への通路部分につ
いて市で購入してほしい。」との申し出があった。
弁護士から通路確保は市の責任であるとの見解を得
ていたことから購入も検討したが、駐車場所有者から
の提示価格が時価に比べかなり高かったことなどから
購入せず、居住者の通路確保を条件に市有地の買主
を公募したが応募がなかった。
そのため、①居住者の転居、②建物所有者（３人）によ
る長屋の解体撤去、③更地とした上で市有地の隣接
地権者を対象に公募する、という方針を立て平成31年
3月に売却することができた。

・事務を進める中で、隣接の民間駐車場の購入予定
者など利害関係人が増え、調整作業の困難さが増し
た。
・居住者との移転交渉の中で、新たな住宅の確保など
多くの条件・要望が出され、その調整に苦慮した。
・長屋の解体業者の選定に市も協力し、建物所有者が
業者からとった見積もりよりも安価で解体撤去ができ、
建物所有者から感謝された。

弁護士の見解を得ていたものの、相手方からの提示
価格を冷静に判断して単なる購入はせず、より良い方
法を模索されている。
通路確保を条件とする公募で買い手がつかなくても、
さらに工夫を加えた方法を検討し、粘り強く利害関係
者と調整をされたり、スムーズに解体が進むよう積極
的に協力されたりしており、良い事例と考える。

2 7月3日 健康づくり課
健康福祉部
健康づくり課

妊産婦のメンタルヘルスに関する
多職種連携による母子保健シス
テム

市の妊婦支援については、出産後か
らのかかわりになっていたが「メンタ
ルヘルス不調の既往を持つ妊婦が
増えていること」「出産後の家族支援
が得られない人がいること」「若年妊
婦へのかかわり」について課題を感
じていた。
また、信州医療センターでも、子ども
虐待ではないかと思われる事例があ
り対策を考えていた。それぞれに課
題を感じていた。

平成25年２月に須高地区市町村の母子保健関係者と
県立信州医療センターの医師、助産師が課題を出し
合い共有し、「エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）」
を活用して切れ目ない支援を行うシステムの検討を開
始した。
市は、平成26年4月から、母子保健コーディネーター
(保健師)を配置し母子手帳交付時に全妊婦さんと面談
し、メンタルヘルスの状況や家族支援の状況などを聞
き、継続支援が必要な場合は医療機関と情報連携や
検討会を開催し多職種で支援方針を話し合っている。
2019年4月に国立成育医療研究センターと共同調査し
た結果の成果がまとまり、科学的有効性が実証された
調査報告は世界初となった。
（成果）
①地域の妊産婦のメンタルヘルスが向上した。
②保健師との関係が深まり、さらには保健サービスの
利用率があがった。

行政と医療機関との連携は、共通の質問票を使うこと
で妊産婦さんの状況を共有しやすくなり、検討会を開
催する中で顔の見える関係づくりができた。そのこと
で、妊産婦さんの不安や悩みに早期に対応が行え、
子育てしやすい地域につながるものである。さらに、効
果検証を行い科学的有効性を実証できたことは、他の
地域の参考となるものであり、表彰に値する。

課題を的確に把握し、その解決方法として自分たちの
動きやすい行政の範囲にとどまらず、医療機関と協力
した活動に繋げている。また、一過性の活動や調査研
究ではなく、検討会など組織も立ち上げており、他課等
の参考になる取組みである。

3 8月2日 福祉課
健康福祉部

福祉課
庶務係

NTT須坂電話交換所定期建物賃
貸借契約の改定

NTT須坂電話交換所については、須
坂市社会福祉協議会の事務所とし
て、平成６年より賃貸借していたが、
市財務規則に則した契約がなされて
おらず、高額な賃料が発生してい
た。

平成６年に契約以降、賃料について値引き交渉をして
きた。平成17年、25年には、賃料の見直しを行い、賃
料を下げることができた。平成26年度に向けた改定交
渉の際、固定資産税評価額の100分の６という須坂市
の基準に合わせて欲しいと説明、交渉を行い、平成31
年度の改定時においては市の基準を適用することへ
の理解をいただき、今回の交渉の結果、賃料を下げる
ことができた。
賃料（税抜）：7,170,140円（H25減額後の額）→
2,706,776円（H31.4.1～）

平成６年の時価倍率法による賃借料の算定による契
約以降、平成17年には約103万円減額、平成25年には
さらに約140万円減額、併せて賃貸料算定方法を次回
更新時に市の基準とすることに同意していただくことが
できた。
この結果、現契約は、当初契約額から約700万円減額
となった。
このことは、歴代担当者が継続して課題解決にあたっ
たことによるもので、平成31年度契約を持って課題が
解決した。
継続して課題の解決に取組んだ担当者全員が表彰に
値する。

当初の契約内容が財務規則に則していなかったという
部分があるとはいえ、当時の事情もある中で、歴代の
担当者がその改善を課題ととらえ、長年にわたって対
応を続けてきた結果と考える。
担当者が替わると課題の認識が途切れてしまいがち
である中、しっかりと引き継ぎを行い対応してきたこと
は、他課の参考になるものと考える。

4 8月2日
高齢者福祉課

地域包括支援セ
ンター

健康福祉部
高齢者福祉課

地域包括支援セン
ター

地域支援係

認知症安心サポートガイドの作成

高齢化が進むにつれて、自分や家族
が認知症かどうか悩みを持つ方が増
えてきているが、軽度なものから重
度のものまで様々であるため、相談
すべきかどうか、どこに相談するの
が良いか判断がしにくい状況であ
る。

10項目で構成するチェックリストを作成し、地域包括支
援センターや市内医療機関で配布することとした。
進行度合によって介護者の対応が異なることを、図等
を用いてわかりやすく解説し、状況に応じて相談できる
連絡先をまとめた。また、家族や認知症患者の情報交
換の場となるような有志の会等の連絡先も掲載した。

作成に当たっては、家族会の皆さん、医師からご意見
を伺い、より分かりやすく、また、疑問解決の手助けに
なるものとなるように工夫した点は、単に行政が作成、
提供するという一方方向の取組でないことが、表彰に
値する。
市民の皆さんや関係機関との連携・調整という点で業
務に取り組む姿勢の見本となるものと思慮する。

部等の長様のコメントにもあるとおり、このようなツー
ルは、ともすれば職員が自分で研修を受けたり本を読
んだりした内容を活かし、作成して配布する、という流
れを取りがちである。
それでも良いものになる場合もあるが、実際に利用す
る方や現場で活躍している専門家の方の意見を取り
入れ、利用者目線で作成したことは非常に良い視点で
ある。

平成31年度(2019年度）　課題解決賞　褒状交付一覧
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5 8月2日 高齢者福祉課
健康福祉部

高齢者福祉課
介護保険係

介護保険制度等改正への対応

介護保険法や権限移譲により、新し
い地域支援事業（総合事業）へ移行
のため事業の再構築が求められる。
また市町村所管の指導監督の対象
が拡大している。新サービスを創設
し、また拡大された指導監督権限を、
限られた人員で適正に行使し、付託
に応えるため、必要な知識を習得し、
行使する必要がある。

① 地域支援事業実施要綱の改正及び補助要綱を創
設した。
② 地域密着型サービス事業所の集団指導に、初めて
人事管理及び労務管理の専門家(社会保険労務士)を
招き実施した。
③ 社会福祉法人監査を、社会福祉法改正後初めて実
施した。

① 介護保険法改正に対応し、介護予防推進の観点か
ら（住民主体の）通所サービスＢを普及するため、実施
要項の改正及び補助要綱を創設した。国は「地域の実
情に応じた住民主体のサービス」としており、国の参考
例や先進事例が参考にし難い現状の中、整備をすす
めた。
② 社会的な課題として介護従事者の処遇改善が求め
られるが、地域密着型の多数を占める小規模事業者
では、学習機会も限られる。人事管理及び労務管理等
は、介護報酬で評価するが、小規模事業者ほど課題
が多い現実がある。集団指導の機会を活用し、標記課
題に着目した集団指導に専門家(社会保険労務士)を
招き初めて実施し、事業者を支援した。
③ 監査の内容が、社会福祉法・法人会計介護保険法
と多岐にわたり、習得すべき知識が広範囲。研修機会
を逃さず確保し、知識を習得し、適正な監査をおこなっ
た。

以上、限られた人員と時間の中で、法等の必要な知識
を習得し、適正な法人への支援と監査を行ったこと
は、職員の手本となるものである。

国の制度改正により地方自治体が対応を変えなけれ
ばならないことは多々ある。他自治体が先行して進め
たものを参考にしようとして対応が後手に回ってしまう
こともある中、学習機会や対応策を的確にとらえ、大き
なトラブルなく対応できたことは評価に値する。

6 1月29日 子ども課

教育委員会

子ども課

児童青少年係

育成会補助金の適正化

当市の各区育成会への補助金につ
いては、他市と比較して非常に高額
であった。少子高齢化が進む昨今、
区によっては育成会活動への温度
差もあり、補助金額については見直
すべきとの意見が数年前から出され
ていた。

　補助金額の算出方法について見直し、補助金の減
額を図った。
　育成会はもとより、区長会等でも説明を行い、令和２
年度からの実施にこぎつけた。

平成27年度（2015年度）に見直しに着手しながら頓挫
した事案。一部の議員や区長から反対意見が寄せら
れる中、根気強く説明し目標を達成した。

各区への助成金について見直すことは、本件に限らず
反対意見が寄せられるものであり、本件も一度は頓挫
してしまった。しかし、昨今の財政状況や、育成活動の
現状なども考慮しながら、再度見直しに着手し、関係
団体の皆様に懇切丁寧に説明し理解を得た努力は評
価に値する。

7 1月29日 学校教育課

教育委員会

学校教育課

児童・生徒支援係

須坂市児童センター及び須坂市
放課後児童クラブへの指定管理
者制度導入

須坂市児童センター及び須坂市放
課後児童クラブについては、市の直
営施設として管理運営を行ってきた
が、職員の確保等に苦慮している状
況であった。また、他市等の状況を
見ると、これらの施設を指定管理者
により運営しているケースも多く、市
民サービスの充実や運営経費の抑
制といった面からも、民間活力の導
入を検討していた。

令和２年度（2020年度）４月からの指定管理者制度の
導入に向けて、条例等の改正を行い、事業者の選定
を行った（中央児童センターを除く）。
　事業者は指名で選定するのではなく、広く公募を行
い、県内外の４事業者から応募いただき、市民委員を
主とした選定委員会により選定を行った。

職員確保の課題等を抱える中で、平成29年度（2017年
度）から先進地視察を行うなど準備を進めてきた。
指定管理者募集についても、広く県内外から応募をい
ただいたケースは、須坂市としては初めてのケースで
はないか。

市では、「須坂市民間活力導入指針」に則り、積極的
に民営化、民間委託を進めて効率化を図っている。そ
の中で、市民サービスの充実や運営経費の抑制を目
的として指定管理者制度を導入していただいた。
特に須坂市放課後児童クラブについては、学校施設
の一部を使用したり、ＪＡながの様の施設を賃借したり
しているものも含めて、全ての施設を一括して指定管
理者を導入した。
県内外の４団体から応募をいただいたケースは須坂
市では初めてであり、賃借している公共施設について
指定管理者を導入したケースも須坂市では初めてで
ある。

8 3月6日 あいさつ課 あいさつ課 あいさつ課活動

庁内では、職員によるあいさつ・コ
ミュニケーション活動が実施されてい
るが、一部にはあいさつに積極的で
はない職員も見受けられる。
2017年度から新規採用職員による
「あいさつ課」を立ち上げ、活動を続
けている。

2019年度のあいさつ課では、職員がモデルになってポ
スターを作成したり、日にちを決め、自主的に登庁及
び帰宅時間帯に庁舎入り口であいさつ活動を行ったり
した。

これまでのあいさつ課活動とは異なり、ポスターを作成
して庁舎通路に掲示するなど、市職員としては新しい
やり方で取組を行っている。また、登庁及び帰宅時間
帯に庁舎入り口でのあいさつ運動を行うなど、自主
的、積極的に取組んでいる。

今年度のあいさつ課では、自分たちが日程を決めて庁
舎入り口でのあいさつ運動を行うなど自主的に活動を
行っている。これまで市が行ってきた取組みとは異な
り、役職のある職員ではなく一般職員の、しかも新規
採用職員からの活動であり、他の職員からも非常に良
い評判を聞いている。
加えて、自作でポスターを作成されたが、モデルとなっ
た職員の人柄が表れ、見た人を思わず笑顔にさせる
ポスターで、多くの職員から評価を得ている。
固い考え方ではなく、一般職員の立場から楽しくあいさ
つの推進をしており、これまでの市で実施してきた取
組以上の効果があったと考えている。
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9 3月6日 健康づくり課

健康福祉部

健康づくり課

健康支援係

保健予防係

健康スムージーの開発と普及

須坂市では、健康長寿発信都市「須
坂JAPAN」を掲げ、下記２点に取り組
んできた。
① 今ある健康長寿の取組をさらに
進める。
② 地域資源を活用した新たなネット
ワークで、須坂の発展性を見出して
いく。

2016年度に市民の健康増進を目的として、須坂産食
材を使ったスムージーの開発を行い、普及に努めてき
た。
毎年度事業を進め、2019年度には試飲会を21回開
催、提供飲食店舗を22事業所に拡大し、レシピコンテ
ストやフェス、講演会も開催した。2020年度は、令和元
年東日本台風や新型コロナウイルス対策等の影響が
あったものの、提供飲食店舗は、27事業所と市内外に
スムージー提供店舗を拡大している。
あわせて、2019年には、スムージードレッシング３種を
新たに商品化、販売を開始し、須坂の新たな手土産と
して好評を得ている。

健康長寿発信都市「須坂JAPAN」の意図、必要性、ま
た役割を具現化し、順調に取組を発展・拡大し、ス
ムージーを提供する事業所を増やしてきている。
また、スムージードレッシングの開発販売は、「須坂
JAPAN」の目的である、地域資源を活用した新たな
ネットワークの構築だけでなく、農産物の需要拡大や
市民への野菜摂取の啓発、食と健康の融合、地域ブ
ランドとしての成長が期待されるなど、新たな須坂の発
展性を見出すツールとして、さらなる貢献が今後も期
待できる。

本取組は、材料の生産者（農）、製造者（工）、販売者
（商）、お土産としての効果（観光）に市の健康長寿の
取組（ブランド効果）をうまく組み合わせた、効果的な
取組である。
派生商品(ドレッシング)も生み出しており、他のプロ
ジェクトの見本になると考えている。

10 3月6日 産業連携開発課

産業振興部

産業連携開発課

産業連携推進係

フルーツ発泡酒の開発と普及

須坂市では、以下を目的として2016
年度からフルーツ発泡酒の開発と普
及を行ってきた。
・新規雇用の創出
・須坂産果物のＰＲによる果実振興
・賑わい創出

2016年度に信州須坂フルーツエール協議会を立ち上
げ、須坂産果物を使ったフルーツ発泡酒の開発を行
い、普及に努めてきた。
開発に当たっては、事業者が酒類製造免許を取得す
る段階からマーケティング、販路開拓等、多様な面で
サポートを行ってきた結果、2019年度には市内で信州
須坂ビアフェスティバルを開催し、３月現在で提供店舗
数が148店舗になった。
「2019年秋季全国酒類コンクール」において、第１位を
獲得した事。
あわせて、贈答用にも使えるビン製品の開発や、信州
須坂ふるさと応援寄附金の返礼品にも採用された。

事業開始当初、非常にハードルが高いと言われてい
た酒類製造免許を、協議会や事業者と一体となって取
得に向けた研究を行ったり、製造場所や販路を確保し
たり、職員が裏方となって努力した結果と考えている。

本取組は、材料の生産者（農）、製造者（工）、販売者
（商）、お土産としての効果（観光）に加え、イベントの
開催による賑わい創出効果をうまく組み合わせた、効
果的な取組である。
県からもハードルが高いと言われていた酒類製造免
許の取得を実現するなどの成果も評価できる。

11 3月6日 健康づくり課

健康福祉部

健康づくり課

国保年金係

国民健康保険高額療養費の申請
簡素化

高額療養費の申請は、窓口で高額
療養費支給申請書と領収書の原本
を添付し申請する必要があり、対象
となった都度申請にご来庁いただく
必要があった。申請者の中には、高
齢者の方もおられ、窓口への来庁が
困難な方、書類不備により何度も来
庁いただく場合などがあり、高齢世
帯の負担増と煩雑な事務になってい
た。

平成29年３月施行された、国民健康保険法施行規則
の一部改正に伴い、市町村が条例等で別段の定めを
することで、70歳以上74歳以下のみで構成される世帯
に対し、高額療養費の申請を簡素化できる事とされ
た。これにより、一度簡素化の申請をすれば、それ以
降は口座振込が可能となった。
法改正を契機に、平成31年２月要領等を整備・施行
し、市民の利便性の向上、事務の効率化を図った。

法改正以前から、高齢世帯の申請に係る負担と煩雑
な事務に課題を持ち、法改正を契機に条例の改正等
の事務を迅速に行い、検証した。
また、基幹系システムの更新と合わせて対応し、シス
テム改修経費を負担することなく、市民の利便性向上
と事務の簡素化、経費の削減が図られた。
常に課題意識を持ち、法改正情報等の収集に努め、
また適時迅速に改善に取組んでいる。
なお、県内初の具体的取組みとして、県内外から問合
せがあり、他市の見本となっている。

法改正以前から課題意識を持っていたことで、法改正
のタイミングをうまくとらえた結果、県内初の取組として
実現することができた。
日頃から課題意識を持つことの大切さを表しており、
他の業務においても参考になる事例である。

12 3月6日 高齢者福祉課

健康福祉部

高齢者福祉課

介護保険係

介護保険サービスの周知と保険
給付の適正化

〇介護保険サービス利用の際に、い
くつかのプロセスが必要となることか
ら、新規利用者に戸惑いが生じてい
た。
〇福祉用具貸与及び住宅改修は、
給付基準が保険者裁量に任されて
おり、特に軽度認定者は、国基準の
みでの判断が困難で、給付の適否に
ついて相談・確認が全件で求めら
れ、事務の煩雑さを招いており、さら
に、担当者による判断の違いを生じ
る危険性があった。

〇広報須坂で、介護保険サービス利用までのプロセス
を利用者・支援者の声を交えながら、わかりやすく周
知、サービス利用の促進を図った。
〇福祉用具貸与や住宅改修について、当市の手続き
の現状と他市の状況を把握、フロー図等を用いマニュ
アルを作成、ホームページーに掲載し、市民への周知
を図り、併せてケアマネジャーへ周知し、さらに意見聴
取・徹底した。また、問合せ等を整理し、FAQを作成し
た。

業務の課題を的確にとらえ、住民の目線に立って、周
知とマニュアル化に取組み、サービス利用の促進と業
務改善を図った。
周知にあってはより分かりやすく、より身近な制度とし
ての活用を新規利用者の視点で説明した。また、福祉
用具の貸与・住宅改修については、基準や判断方法
を明確化し、煩雑な事務を整理し、担当者による判断
の違いを無くす仕組みを作り上げた。
いずれも、常に課題意識を持ち、改善に取組んだもの
で、サービスへの市民理解・活用の促進と、職員の事
務軽減、関係者の負担軽減が期待される。

担当業務をただこなすのではなく、サービスの受け手
である市民にとって、何が支障となるかを考え、適切に
改善を図っている。
周知においてはフロー図を用いるなど工夫を凝らして
おり、改善という一時的な手間をかけることで、恒常的
な市民サービスの向上と職員の事務軽減に繋がるこ
とを示す良い事例である。


