3

環境・安心安全

豊かな自然あふれる地域環境を守り、
安心して安全に暮らせるまちづくり
豊かな自然あふれる地域の自然環境を未来の世代に引き継ぐために、
循環型社会を実現させるとともに、防災や防犯、交通安全対策を充実させ、
みんなが安心して暮らせるまちをつくります。

１

自然保護と生活環境の保全に積極的に参加することにより循環型社会をめ

地域から考える

水 ･ 大気を含めた地球規模の循環を考えた環境保全が重要であり、二酸化

市民のみなさん、事業者、行政が一体となって自然環境の大切さを認識し、
ざします。

自然環境の保全

炭素（CO2）削減、種の保存、ごみの減量のための意識改革・社会システム
の構築・生活様式の見直しを推進します。

施策

10 自然環境の保全
理想とするのは……
次世代に豊かな自然環境を引き継いでいくために、
都市的土地利用と自然的土地利用の調和を図ります。
自然保護の啓発や実態把握がされていて、市民のみな
さんが身近で自然にふれあう機会が多く、効果的な環
境保全がすすめられているまち。
施策の指標
主要河川BOD値（微生物が水中の有機物
を分解する際に消費する酸素の量）の改善

生活環境課

取組んでいきます！
環境基本計画の推進
・環境保全･温暖化防止対策･種の保存などを環境基本計画に基づ
き、推進します。

生物多様性地域戦略の策定と推進
・生態系の多様性、種の多様性･遺伝子の多様性を考えた地域戦略
を策定し推進します。

めざしていきます！
外来種駆除活動

― 数値の測 り方 ―

市内７河川の観測地点（11地点）の
うち、目標基準（1.0mg/ℓ以下）を
満たしている地点の割合

現状値

目標値

(21年度)

(27年度)

45％

100％

数値の測り方

年間参加者数

現状値（21年度）

目標値（27年度)

500人

1,000人

現状・課題
自然環境を保全し、豊かな自然を次世代に引き継ぐ
ため、第二次須坂市環境基本計画に基づき、施策を推
進する必要があります。
市民のみなさんからの意見

「美しい自然環境をこのまま守り、次の世代に伝え
たいね」
「須坂市は狭い市だけど、有名な川があったり山や
滝があったり、誇れる市だよ。このまま、この美
しい自然環境を残していきましょう」
「山林に手が入らなくて荒れている。遊休荒廃農地
が増えている。」
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アレチウリ伐採作業

将来像★ 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
第１部 基本構想

施策

11 環境を守る活動の推進
地球温暖化防止のための、意識改革・社会システム
の構築・生活様式の見直しが、すすめられているまち。
施策の指標

地球温暖化防止対策実行計画の策定
・二酸化炭素（CO2）排出量の実態把握と目標値を明確にし、各種団
体と連携し、温室効果ガスの削減を推進します。

重点プロジェクト

・自治会、事業所と連携した清掃活動を推進するとともに、市内一
斉清掃を継続して実施します。

現状値

目標値

(21年度)

(27年度)

ー

12.5％

公害対策
・日常生活に起因する公害を含め、迅速な発生源の特定と除去、原
因の究明・再発の防止をすすめます。

健康・福祉

平成21年の二酸化炭素排出量に
対する年間排出量の削減割合

取組んでいきます！

ボランティアによる清掃活動の推進

二酸化炭素（CO2）
の削減率

― 数値の測り方 ―

第２部 基本計画

理想とするのは……

生活環境課

新エネルギー導入の推進
・太陽光発電やペレットストーブ設置に対し支援します。
・公共施設などへの太陽光発電の設置を推進します。

下水道の水洗化率

目標値

(21年度)

(27年度)

88.1％

93.1％

省エネルギーの推進
・企業ごとの二酸化炭素（CO2）削減やごみ減量、各家庭での取組み
を紹介し、市全体で省エネルギーを推進します。

環
環
境・安境
心安全
安心安全

下水道を使える区域の人口の
うち水洗化した人口の割合

現状値

子育て・教育

― 数値の測り方 ―

・小水力発電や燃料電池など先進的技術を利用した新エネルギーの
導入を促進します。

環境を守る学習会開催などによる普及啓発
・定期的な環境に関する学習の機会を提供します。

現状・課題
水・大気を含めた地球規模の循環を考えた環境保全
きており、二酸化炭素（CO2）削減や種の保存などが求
められています。
また、河川と水源の保全については、監視の目が届
えた環境整備が求められています。
公害の発生に関しては工場などによる公害は減少し、
日常生活に起因する都市・生活型公害が増加していま
す。
下水道整備は、目標の平成24年度に完了する予定で
すが、水洗化促進には市民のみなさんの理解が必要で

・森林や里山の保全と適正な整備により、自然環境を守ります。

下水道施設の整備
・平成24年度の完了を目標に下水道整備をすすめます。
・既設の施設の適切な維持管理を計画的におこなうために、必要に
応じて下水道長寿命化・地震対策計画を策定し、下水道事業の健
全運営に努めます。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

きづらい山間地に不法投棄などが見られ、水全般を考

豊かな緑の維持管理

文化・スポーツ

が重要で、なかでも温暖化防止が緊急の課題となって

・地球温暖化防止推進協議会と連携して、具体的な実践についての
紹介や、普及・啓発をすすめます。

水洗化の促進
・下水道が整備された区域内の未接続のお宅に対して、十分な説明
をし、一日も早い接続をお願いするなど、一層の水洗化を促進し
ます。

下水汚泥の有効利用
・循環型社会をめざし、下水汚泥の有効利用を継続します。

す。整備された区域内であっても未接続があり、一層

めざしていきます！

の水洗化促進が課題です。
地球温暖化防止を推進してきましたが、平成22年度
実績では、二酸化炭素（CO 2 ）排出量の平成18年度対
比14%減の目標達成が難しい状況です。
市民のみなさんからの意見

「景観の保全と美化を大切に！ ごみの不法投棄や産
業廃棄物などで汚されないようにしてほしい」

数値の測り方

太陽光発電設備

現状値（21年度） 目標値（27年度)

375件

1,000件

523人

1,000人

年間参加者数
環境を守る学習会･観察会

資料編

「不法投棄が増えている」

累計設置件数

平成21年の市民１人当たりの消費電力に対する削減割合
消費電力削減率

―

12.5％

第２部 前期基本計画

45

施策

12 循環型社会の形成
理想とするのは……
市民のみなさん・事業者・団体・行政が一体となって
日ごろから５Ｒの推進※に取組むことにより、大切な資
源が守られ、環境への負荷が少ないまち。
※注）
５R：ごみになるものは買わない・もらわない「リフュー
ズ Refuse」、ごみを減らす「リデュース Reduce」、
限られた資源を繰り返し使う「リユース Reuse」、修
理して使う「リペア Repair」、資源を再利用する「リ
サイクル Recycle」
の頭文字５つの「R」
。
施策の指標
可燃ごみ・不燃ごみ排出量の削減

― 数値の測り方 ―

市民ひとりあたりの
年間ごみ排出量

現状値
(21年度)

可燃 208kg
不燃 11kg

生活環境課

取組んでいきます！
家庭ごみ有料制の継続、効果などの検証
・家庭ごみ有料化制度を継続実施し、減量効果、分別の度合いなど
を検証し、手数料についても検討をします。

ごみ処理広域化の推進
・可燃ごみ処理の広域化を推進し、エコパーク（一般廃棄物最終処
分場）の建設に向け、地元のみなさんをはじめ、市民のみなさん
の合意が得られるよう努めます。

清掃センターなど処理施設の適正な維持管理
・清掃センター、ストックヤードなどの適正な維持管理に努め、計
画的な設備の修繕、更新をします。

不燃ごみ処理方法の明確化
・可燃ごみ処理の広域化に伴い、不燃ごみの処理方法について検討
し、方向性を明確にします。

目標値

資源物の回収拠点充実

(27年度)

・エコサポートすざかのほかに、資源物回収拠点を増やし、充実さ
せます。

可燃 185kg
不燃
9kg

堆肥化の推進、資源化方策の検討
・各家庭での生ごみの堆肥化の支援を引き続きおこなうとともに、
市全体での資源化策について検討します。

現状・課題
平成22年度の可燃ごみ排出量は１万トンを目標と
してきましたが、平成21年度実績１万1,011トンであ
り、達成が難しいことから、平成22年７月から家庭ご
みの有料制を実施しました。今後、なお一層の減量を
すすめます。
市民のみなさんからの意見

「行政は減量を強調するが、市民の意識は薄いよう
だ。有料化されたため、荒廃地や山林にごみを捨て
られるのではないかと心配」
「ごみ処理などの広域化は、早急にすすめるべき課題」
「市民の環境意識を持続し、さらに高めて行くべき！」

不法投棄対策の継続
・監視カメラの設置や、各自治会衛生部長などの協力も得て、パト
ロールを強化し、不法投棄をさせない、許さない環境づくりに努
めます。

めざしていきます！
市内資源物回収拠点数
数値の測り方

拠点合計数

現状値（21年度） 目標値（27年度）

1か所

5か所

2,274世帯

2,700世帯

生ごみ堆肥化実施
補助金交付累計世帯数

不法投棄件数（ポイ捨てごみを除く）
年間不法投棄件数

108件

80件

【ごみ・資源物量の推移】

ごみ収集作業

出典：生活環境課
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将来像★ 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
第１部 基本構想

施策

13 環境衛生施設の整備
し尿処理施設、火葬場、公衆トイレ及び霊園など環
境衛生施設の必要に応じた新たな施設整備、既存施設

取組んでいきます！
し尿処理施設の適切な管理と運営
・処理量が減少しているし尿処理施設を、公共下水道接続へ切り替
えます。

となく清潔に管理し、生活に安心感が得られる環境が

公衆トイレの適正な管理

整っているまち。

・建設から相当の年数が経ち、老朽化が著しい施設の改修や修繕を
します。

施策の指標

重点プロジェクト

の定期的な修繕などがすすめられ、不快感を与えるこ

第２部 基本計画

理想とするのは……

生活環境課

こころ安らぐ霊園の整備と管理

― 数値の測り方 ―

霊園整備区画数

(21年度)

(27年度)

2,750区画

3,600区画

・将来、お墓の管理に不安を抱える市民のみなさんへの対応とし
て、合葬式墓地を設置します。
・民間活力を導入した維持管理について検討をすすめるとともに、
霊園の適正な維持管理をします。

子育て・教育

現状値

目標値

健康・福祉

・松川霊園に隣接して新たに霊園を造成し、霊園需要に対応しま
す。

霊園整備数

めざしていきます！

現状・課題
し尿処理施設は、公共下水道などの進展により処理

公衆トイレの改修

下水道へ接続する必要があります。
火葬場及び公衆トイレは、適正な維持管理、運営を

数値の測り方

未水洗化、老朽化により
改修が必要な
公衆トイレの数

境安全
環環
境・安心
安心安全

量が減少しています。適正な処理をするためには公共

現状値（21年度） 目標値（27年度)

2か所

0か所

おこなう必要があります。

文化・スポーツ

既存霊園は空き区画が少なく、新たな霊園需要に対
応できない状況となっています。
市民のみなさんからの意見

「環境衛生施設整備に、最大限の努力を望みます。と
ても市民が満足しているとは思いません」

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

「目覚ましく環境整備がすすみ、美しい町になりまし
た。しかし、どこに行ってもそうですが、観光地の
トイレの汚れは残念です」

高梨霊園

資料編

太子町の公衆トイレ

村山の公衆トイレ（改修前）

第２部 前期基本計画
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２

誰もが安心して暮らせるよう、日ごろから防災に対する市民のみなさん
の意識を高め、身近な地域防災体制を充実します。行政は素早く正確
な災害情報を提供するとともに、消防力の強化を推進します。

安全に暮らせる

市民のみなさん・地域・行政が連携し、交通安全活動や地域に目を向け

生活支援

た自主的な防犯活動、安全な消費生活の啓発をすすめ、安全・安心なま
ちをつくります。

施策

14 防災体制の充実
理想とするのは……
市民のみなさん・地域・企業・行政が、「自助・共助・
公助」により防災体制を整えるとともに、日ごろから
災害に対する備えが十分になされ、被害が少なく安心
して安全に暮らせるまち。
施策の指標
行政の防災体制が
充実していると感じる人の割合

総務課

取組んでいきます！
防災訓練の実施
・災害に対する対処の仕方を理解し、災害にも対応できるよう、市民
のみなさん、関係機関、行政が連携して防災訓練を実施します。
・自主防災の組織を強化するため、研修会などを開催し、リーダーの
資質向上に努めます。

防災情報の広報
・防災情報がすべての市民のみなさんに迅速かつ正確に伝わるよ
う、防災行政無線など各種広報媒体を充実させます。

防災設備や備蓄品の充実
― 数値の測 り方 ―

市民総合意識調査
個別設問

現 状 値※

目標値

(21年度)

(27年度)

41.6%

70 ％

※注）市民総合意識調査での「防災対策・消防力の強化」に対する満足度

現状・課題
が、昼間の災害を想定した高齢者や女性を含めた組織
強化や、防災訓練などを通じて防災意識を高める活動
が求められています。
つ正確に伝わることが求められています。このため、
防災行政無線だけでなく、防災防犯メール・防災ラジ
オ・消防車両などにより、情報伝達をしています。また、
防災行政無線故障時における部品の調達や、デジタル
化など、設備の改修について検討が必要です。
障がい者、高齢者などの災害時要援護者については、
「新・地域見守り安心ネットワーク」により、地域や関
係団体と連携しながら、日常の活動の中での状況把握
に努め、災害時の迅速で円滑な救助や安否確認などの
体制整備が求められています。
「地域防災組織が各自治会にあるが、十分に機能す
るか不安だ」
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・地域防災マップの見直し作業とあわせて、防災意識の向上をすすめ
ます。

・河川・排水路の整備をすすめます。
・災害防止のため排水機場の維持管理をすすめ、大雨時には素早い
対応をします。

災害応援体制の充実

・近隣市町村や姉妹都市、企業などと災害時応援協定での連携を強
化し、緊急時の迅速で適切な救援救助体制の確保に努めます。

業務継続性の確保
・業務継続計画を策定し、迅速に復旧できる情報システムの構築や
業務体制を整え、災害や事故発生に備えます。

めざしていきます！
地域の自主防災組織による防災訓練（災害図上訓練を含む）
数値の測り方

市民のみなさんからの意見

総合防災訓練

・災害時要援護者の把握や地域の防災情報などを地図に表示し、各
地域で迅速にきめ細やかな対応ができるよう見直しをすすめます。

治水対策の推進

災害の発生やその後の対応など、防災情報が迅速か

「防災無線の活用」

地域防災計画、国民保護計画の見直し
・災害対策基本法、国民保護法や県地域防災計画などに基づき、災
害に対応ができるよう計画の見直しをすすめます。

地域防災マップの更新

すべての自治会で自主防災組織が結成されています

「自主防災組織の活性
化が必要だ！」

・避難した人々に混乱が生じないよう、防災設備や避難所の備蓄物
資の充実に努めます。

実施している自治会数

現状値（21年度）

目標値（27年度)

58自治会

69自治会

5,060人分

5,500人分

食糧品の備蓄
年度末備蓄数

災害時応援協定（地方公共団体、民間）及び
消防相互応援協定などの締結
市が締結した件数

33件

45件

将来像★ 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
第１部 基本構想

施策

15 消防・救急体制の充実
各種の災害から市民のみなさんを守るために、消防
施設や設備の整備などにより防災基盤が強化されてい
実しているまち。
施策の指標

（水害･火災･救急･救助など）

・消防救急デジタル無線の広域化・共同化について調査研究し、整備
をすすめます。

消防防災設備の充実

救急業務の高度化、医療機関との連携及び応急手当の普及啓発
現状値

目標値

・救急隊員の知識・技能の向上と高度救急資器材を整備します。

(20年度)

(27年度)

340件

・近隣病院との連携を強化します。

348件

・市民のみなさんへの応急手当の普及啓発をすすめます。

子育て・教育

予防対策の推進
・防火対象物や危険物施設の立入検査体制を強化し、防火管理体制
を充実します。

現状・課題

ように、
消防施設及び消防設備などの整備をすすめます。

・防災意識の啓発を推進します。

また、高齢社会の進展に伴い、各種災害から災害時
要援護者を守るため、市民のみなさん・消防団・自主
務の高度化と医療機関との連携も課題です。
市民のみなさんからの意見

「行政と地域で、一体となっていく姿勢が必要だね」

・高齢社会における消防団の組織について研究し、活性化をすすめま
す。

消防体制の広域化の検討
・将来的な消防の広域化に向け、広域応援体制の充実・強化について
引き続き検討し、体制を整えます。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

「認知症になっても安心して地域で暮らせる社会で
あって欲しいな」

消防団活性化とイメージアップの推進
・消防団員が勤務する事業所への協力依頼、各自治会へ消防団加入の
協力依頼及び消防団員加入広報を実施します。

文化・スポーツ

防災会との連携強化が求められており、併せて救急業

環
環
境・安境
心安全
安心安全

確に判断して、最大限の消防力を効果的に運用できる

・高齢者などの災害時要援護者をはじめ、市民のみなさんの生命財
産を火災から守るために、住宅用火災警報器の普及促進をすすめ
ます。

災害が複雑多様化しているため、災害を迅速かつ的

めざしていきます！
医療機関との連携

須高管内の平成21年中

数値の測り方

救急発生状況

病院関係者と救急隊員に
よる救急研究会年間開催数

その他 12％
交通 8％
一般負傷
15％

健康・福祉

人口１万人あたりに対する
災害出動件数

消防防災施設の充実
・通信指令設備の保守点検整備及び災害に強い消防水利の整備をす
すめます。

・消防車両（消防ポンプ自動車・特殊車両）、高規格救急車、消防資
器材などの計画的な整備・更新を実施します。

各種災害における出動数の減少

― 数値の測り方 ―

取組んでいきます！

重点プロジェクト

る。一人ひとりの防災意識も高く、地域の防災力が充

第２部 基本計画

理想とするのは……

消防本部

現状値（21年度） 目標値（27年度）

12回

24回

2,068人

2,274人

応急手当の普及啓発
急病 65％

救急発生件数：2,253件
出典：須坂市消防年報

消防出初式

応急手当講習年間受講者数

住宅用火災警報器普及・設置促進
調査した全住宅数のうち
設置済住宅の割合

56.7％

100％

指摘件数のうち
改修件数の割合

82.1％

資料編

防火対象物･危険物施設の立入検査体制の強化と防火管理体制の充実
100％

事業所・自治会へ消防団協力依頼及び加入広報の実施
加入広報実施数のうち
承諾事業所数

7団体

10団体

第２部 前期基本計画
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施策

16 交通安全対策の推進 市民課
理想とするのは……
子どもを交通事故から守り、高齢者が安全に安心し
て外出できる道路交通環境の整備を推進し、一人ひと
りが交通安全意識と交通マナーの向上に努め、交通事
故のないまち。
施策の指標
交通安全教室

市内での交通事故発生件数の減少

取組んでいきます！
道路交通環境の整備

― 数値の測り方 ―

人身事故の
年間発生件数

現状値

目標値

(過去5年平均)

(27年度)

230件

218件

・交通安全施設を整備します。

交通安全意識の啓発
・交通指導員など地域ボランティアによる街頭指導をします。
・交通安全教室を開催します。

現状・課題

通園、通学の子どもや歩行者が安心して歩ける歩道の整備

マイカーの普及、高齢社会の進展、社会・経済活動の
24 時間化などにより、交通事故の発生が後を絶ちませ
ん。また、高齢者が関わる事故割合が増えています。
幼少期から交通ルールを体得し、一人ひとりが交通
事故にあわない、交通事故を起こさない意識を、強く

・通学路への歩道の設置を推進し、歩道設置が困難な場所は、車道と
路肩の識別を高めるカラー舗装を施工します。
・カーブミラー、ガードレール、道路標識などの整備を促進します。

子どもや高齢者が安心して歩ける道路整備
・変則的な交差点の改良と、快適な歩道空間にするために段差を解
消し、歩行者に支障がない環境を整備します。

持ち続けることが必要です。
交通事故の未然防止・被害の軽減のために、シート
ベルト・チャイルドシートの正しい着用や、自転車の
安全利用、飲酒運転の根絶などについてもさらに取組

めざしていきます！
交通安全意識の啓発
数値の測り方

む必要があります。

交通安全教室の開催、広報チ
ラシの配布など年間実施数

市民のみなさんからの意見

「交差点の改良が必要だ」
「生活道路に通過車両が入ってくるのは困る！」

41回

45回

1,982m

2,800m

歩道の段差解消
工事実施済みの合計距離

「交通指導員制度が充実しているね」

年末防犯パトロール
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現状値（21年度） 目標値（27年度)

消費者まつり

将来像★ 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
第１部 基本構想

施策

17 地域安全対策の推進
地域ぐるみの見守り活動など地域のつながりが強く、
市民のみなさん・地域・行政が一体となり犯罪を未然
に防ぐまち。
施策の指標

― 数値の測り方 ―

刑法犯の年間発生件数

防犯診断・防犯パトロール
・防犯指導員による地域の実情に合わせたパトロールを実施します。

日常的な見守り活動
・地域安全サポーターによる散歩を通じた通学路や地域の見守り活
動など、各自ができる範囲で継続的に活動します。

重点プロジェクト

市内での犯罪発生件数の減少

取組んでいきます！

第２部 基本計画

理想とするのは……

市民課

防犯意識の啓発

目標値

(21年度)

(27年度)

429件

400件

現状・課題

防犯のための明るい環境づくり
・適切な防犯灯の設置、維持管理を推進します。

健康・福祉

現状値

・広報紙やそっくりパトカーなどを活用して防犯意識の啓発普及を
すすめます。

目ざしていきます！

「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識が高
えています。通学路やまちを見守る、地域安全サポー
ターが日常的にパトロールをしています。
防犯灯の適切な管理など、自分の住むまちに関心を

防犯意識の啓発
数値の測り方

現状値（21年度） 目標値（27年度)

広報チラシなどの配付回数
及び、防犯診断の報告の
年間実施回数

子育て・教育

まり、自主的に防犯活動に参加するボランティアが増

30回

20回

や視線が、犯罪の発生しにくい環境
づくりにつながります。

環
環
境・安境
心安全
安心安全

持つことが重要です。住民の声かけ
市民のみなさんからの意見

「行政と地域で、一体となっていく姿勢が必要だね」
「安心して地域で暮らせる社会であって欲しいな」

文化・スポーツ

施策

18 消費生活の安全

市民課

悪質商法や食の安全などに関する消費者情報を提供
し、地域と連携した被害防止対策をすすめ、消費生活
の安全を守るまち。
施策の指標
消費生活に関する講座への参加者数

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

理想とするのは……

取組んでいきます！
子どもや高齢者などに対する情報提供
・各自治会の民生児童委員への資料配布、公民館の高齢者講座、社
会福祉協議会ふれあいサロンとの連携などにより、研修会や啓発
チラシを配布します。
・悪質商法や振り込め詐欺の被害防止や食の安全など情報を提供。

関係機関との連携による消費者保護
・長野消費生活センターの研修会や講師の依頼など、日ごろから関係
機関との情報を交換します。

― 数値の測 り方 ―

出前講座などの参加者数

現状値

目標値

(21年度)

(27年度)

182人

220人

めざしていきます！
広報紙、チラシ回覧・配布などによる情報提供
数値の測り方

現状・課題
の付き合いも希薄となり、悪質商法などの被害にあっ
ても、家族や友人に相談できない状況があります。

年間実施回数

目標値（27年度)

15回

25回

72件

90件

資料編

高齢者のみの世帯の増加や、核家族化が進み、近隣

現状値（21年度）

消費生活に関する相談
年間相談実施件数

市民のみなさんからの意見

「悪質商法にあっても、他人には話せないし相談できないな…」
「公的な情報の共有が必要だ！」
第２部 前期基本計画
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