3

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

識し、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

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

自然環境の保全

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
環型社会をめざします。
化炭素（CO2）削減や種の保存、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

生活環境課

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がとれ、市民
のみなさんが身近で自然にふれあう機会が多く、自然
保護の啓発や実態把握に努め、効果的な環境保全がす
すめられているまち。

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。

生物多様性の保全
・外来種のアレチウリ等の駆除活動を実施します。

施策の指標

・希少水生生物であるスギナモやチャイロカワモズクの生息調査を
継続し、生物多様性の保全に努めます。

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
― 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

めざしていきます！
外来種駆除活動

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

73％

100％

数値の測り方

駆除活動年間参加者数

現状値（26年度）

256人

目標値（32年度)

500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」
「須坂市は狭い市であるが、有名な川があったり山
や滝があったり誇れる市である。このまま自然環
境を残していきましょう」

アレチウリ撲滅作戦

「市民が自然を守る活動に参加すべきである」

スギナモの保全
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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

環境・安心安全

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

取組んでいきます！
科学的な地球温暖化防止対策の推進
・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。

ボランティアによる清掃活動の推進

重点プロジェクト

国の削減目標を達成するために必要な
須坂市の二酸化炭素 (CO2) 排出量

第２部 基本計画

理想とするのは……

生活環境課

・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。

公害対策
― 数値の測 り方 ―

目標値

(26年度)

(32年度)

＋2.1％

－5.0％

・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割合

現状値

新エネルギー導入の推進
・太陽光発電、太陽熱利用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。

― 数値の測 り方 ―

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

目標値

(26年度)

(32年度)

94.0％

95.9％

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。

環境を守る学習会開催などによる普及啓発

環環
境・安境
心安全
安心安全

現状値

子育て・教育

・小水力発電やヒートポンプ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。

下水道水洗化率

・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等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 32 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
あり、整備された区域内であっても未接続があり、一

・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。

水資源の保全
・地下水を保全しながら、適切に活用し、次の世代に確実に引き継
ぐ方法を研究します。
・河川の水質を監視し、長野県と連携して保全に努めます。

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

・市民環境団体などと連携して、具体的な実践についての紹介や、
普及・啓発をすすめます。

下水道施設の整備
・平成32年度の完了を目標に下水道整備をすすめます。
・現行の事業計画に加えて、アセットマネジメント及び、施設全体
の機能維持のための管理計画を策定し、下水道事業の健全運営に
努めます。

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、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。

層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 26 年度
実績で二酸化炭素（CO2）の排出量の平成 21 年度対比
12.5% 減の目標達成が難しい状況です。

めざしていきます！
太陽光発電設備の設置
数値の測り方

累計設置件数
市民のみなさんからの意見

1,401件

2,000件

―

25件

950人

1,200人

太陽熱利用設備の設置
補助金交付件数

「下水道本管が埋設されても、各家庭が下水道工事を
実施しなければ意味がない。下水道未接続のため側
溝から大変不快な臭いがして我慢できない」

環境を守る学習会･観察会

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

平成21年の市民１人当たりの消費電力に対する割合

年間参加者数

消費電力割合

+1.2％

資料編

「省エネのため、自動車の使用を減らしたい」

現状値（26年度） 目標値（32年度)

-5.0％

第２部 後期基本計画
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循環型社会の形成と
12 環境衛生施設の適切な管理
施策

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
なって日頃から３R 運動 ( ごみを減らす「リデュース

生活環境課

取組んでいきます！
家庭ごみ有料制の継続、効果等の検証

Reduce」、限られた資源を繰り返し使う「リユース

・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。

Reuse」、資源を再利用する「リサイクル Recycle」

ごみ処理広域化の推進

の頭文字３つの「R」) 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。
し尿処理施設、火葬場、公衆トイレや霊園などの環
境衛生施設が適切に維持管理され、市民のみなさん、
須坂市を訪れるお客様が気持ちよく利用できるまち。
施策の指標

市民ひとりあたりの

清掃センターの今後の検討

資源物の拠点回収の継続

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

可燃 203kg
清掃センターごみ搬入量 不燃 7.7kg

清掃センター等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。

・可燃ごみ処理の広域化に伴い、今後の清掃センターのあり方につ
いて検討します。

可燃ごみ・不燃ごみ排出量

― 数値の測り 方 ―

・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
ご理解とご協力が得られるよう努めます。

可燃 197kg
不燃 7.0kg

・エコサポートすざか、日野地域公民館、市役所前での拠点回収を
継続して実施します。

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。

不法投棄対策の継続

現状・課題
平成 22 年７月から家庭ごみの有料制を実施しまし
た。目標としている「ひとりあたりの年間ごみ排出量」
につきまして、可燃ごみは平成 27 年度目標値 185kg
に対し平成 26 年度実績 203kg と達成が難しい状況と
なっています。不燃ごみにつきましては、平成 27 年度
目標値 11kg に対し平成 26 年度実績 7.7kg となり、目
標を達成しています。今後も、引き続き生ごみの堆肥
化等を促進し、一層の減量をすすめます。

・監視カメラ、ダミーカメラの設置や各自治会衛生部長等の協力も
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。

し尿処理施設、火葬場の適切な管理と運営
・し尿処理施設、火葬場の適切な維持管理、運営を継続します。

公衆トイレの適切な管理
・建設から年数が経ち、老朽化した施設や設備の修繕をします。

こころ安らぐ霊園の整備と管理
・霊園の必要な整備と適正な維持管理に努めます。

し尿処理施設は公共下水道の普及により搬入量が減
少しているが、火葬場、公衆トイレ、霊園と同様、市民
生活に必要不可欠な施設であり、適切な維持管理、運

めざしていきます！
生ごみ堆肥化実施
現状値（26年度） 目標値（32年度)

数値の測り方

営を継続する必要があります。

補助金交付累計世帯数

3,100世帯

2,698世帯

市民のみなさんからの意見

「市役所庁舎前やエコサポートすざかでの資源物拠点
回収について、もっと周知をし、多くの市民に利用
していただきたい」
「畑にごみを捨てられて困っている。不法投棄の根絶
をしてほしい」
「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」
「将来、お墓の管理が不安でしたが、合葬式墓地を設
置してもらい本当によかった」

不法投棄件数（ポイ捨てごみを除く）
年間不法投棄件数

【ゴ ミ ・ 資 源 物 収 集 量（単位：t) 】

16,000
14,000
12,000
10,000

70件

77件

4,101

4,120

4,096

4,257

4,090

3,980

639

604

594

458

440

415

11,143

11,011

11,012

10,777

10,657

10,694

21

22

23

24

25

3,819 資源物
402

不燃ごみ

8,000
6,000
4,000

10,575 可燃ごみ

2,000
0
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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

平成 20

26 年度

２
安全に暮らせる

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。
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

第２部 基本計画

生活支援

第１部 基本構想

環境・安心安全

なまちをつくります。

13 防災体制の充実
理想とするのは……
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、防災・減災対策の
充実で安心して安全に暮らせるまち。

・自主防災の組織を強化するため、研修会等を開催し、リーダーの
資質向上に努めます。

・災害の発生やその後の対応など、防災情報が全ての市民のみなさ
んに迅速かつ正確に伝わるよう、防災行政無線のデジタル化をす
すめます。
目標値

(26年度)

(32年度)

47自治会

69自治会

環環
境・安境
心安全
安心安全

実施している自治会数

現状値

防災訓練の実施
・災害に対する正しい対処の仕方を理解し、突然の災害にも的確に
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。

防災情報の広報

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）実施数
― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！

子育て・教育

施策の指標

総務課

健康・福祉

市民のみなさんや地域、企業、行政が「自助・共助・

重点プロジェクト

施策

防災設備や備蓄品の充実
・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。

地域防災計画、国民保護計画の見直し

全ての自治会で自主防災組織が結成されていますが、
災害を想定して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
災害の発生やその後の対応など、防災情報が迅速か
つ正確に伝わることが求められており、防災行政無線
だけでなく携帯電話会社の緊急速報メール、市の登録
制メール、市のホームページ、SNS や消防車両などに
より情報伝達をしています。また、防災行政無線故障

地域防災マップの更新
・「新・地域見守り安心ネットワーク」と連携し、要配慮者の把握
や地域の防災情報などを地図に表示し、各地域において、迅速で
きめ細やかな対応ができるよう見直しをすすめます。
・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。

災害時における応援体制の充実
・近隣市町村や姉妹都市、企業などと災害時における応援協定での
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。

時における部品の調達やデジタル化など設備の改修に

業務継続性の確保

ついて検討が必要です。

・業務継続計画に基づき、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。

高齢者、障がい者などの要配慮者については、
「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、日常の活動の中で状況の把握に努め、
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。

めざしていきます！
災害時における応援協定（地方公共団体、民間）及び
消防相互応援協定の件数
数値の測り方

「防災行政無線が聞こえない・聞こえづらい」
「避難所の備蓄品を充実してほしい」

市が締結した件数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

47件

50件

７か所

16か所

資料編

市民のみなさんからの意見

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

います。

文化・スポーツ

現状・課題

・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。

地域の防災拠点施設の充実
無線機器を設置した
防災拠点施設(避難所)数

第２部 後期基本計画
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施策

14 消防・救急体制の充実
理想とするのは……
各種の災害から市民のみなさんを守るために、消防
施設や設備の整備等により防災基盤が強化されている。
一人ひとりの防災意識も高く、地域の防災力が充実し
ているまち。

消防本部

取組んでいきます！
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。

消防防災設備の充実
施策の指標

・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。

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

出火率の減少

・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。
・近隣病院との連携を強化します。

― 数値の測 り方 ―

人口１万人あたりに対する
出火件数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

3.46件

3.0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。

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。
・高齢者などの要配慮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。

現状・課題
災害が複雑多様化し、また増加しており、災害状況

・防災意識の啓発を推進します。

を迅速的確に判断して最大限の消防力を効果的に運用

消防団活性化とイメージアップの推進

できるように、消防施設及び消防設備などの整備をす

・消防団協力事業所表示制度への協力依頼、消防団サポート事業へ
の登録を依頼します。

すめます。
また、高齢社会の進展に伴い、各種災害から要配慮
者（特に避難行動要支援者）を守るため、市民のみな
さん、消防団、自主防災会との連携強化が求められて
います。併せて救急業務の高度化と医療機関との連携

・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。
・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、引き続き体制を検討していきます。

に取組んでいきます。

めざしていきます！

市民のみなさんからの意見

「地域医療機関として、須坂病院の充実を」

医療機関との連携
数値の測り方

病院関係者と救急隊員に
よる救急研究会年間開催数

須高管内の平成26年中

救急発生状況

応急手当講習受講者数
(累計)

交通 7％

出典：須坂市消防年報

34回

5,773人

7,500人

住宅用火災警報器普及・設置促進

急病 65％

救急発生件数：2,825件

24回

応急手当の普及啓発

その他 14％
一般負傷
       14％

現状値（26年度） 目標値（32年度)

調査した全住宅数のうち
設置済住宅の割合

消防出初式

78％

100％

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
指摘件数のうち
改修件数の割合

73％

100％

消防団協力事業所表示制度・消防団サポート事業への
登録及び広報の実施
登録件数（累計）
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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

29件

45件

第１部 基本構想

環境・安心安全

施策

15 交通安全対策の推進
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

交通安全意識の啓発
・年４回の交通安全運動期間を中心に、警察署、交通安全協会など
と連携し、人波作戦、高齢者世帯訪問などを実施します。

通園、通学の子ども達や歩行者が安心して歩ける歩道の整備

市内での交通事故発生件数

・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。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

197件

150件

マイカーの普及、高齢社会の進展、社会・経済活動

・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。

めざしていきます！
交通死亡事故の防止

せん。また、高齢者が関わる事故割合が増えています。

数値の測り方

交通事故死者の数

環環
境・安境
心安全
安心安全

の 24 時間化などにより、交通事故の発生が後を絶ちま
幼少期から交通ルールを体得し、一人ひとりが交通

子育て・教育

現状・課題

健康・福祉

人身事故の年間発生件数

道路交通環境の整備
・交通安全施設を整備します。

・交通指導員等地域ボランティアによる街頭指導をします。

施策の指標

― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！

重点プロジェクト

故のないまち。

第２部 基本計画

理想とするのは……

市民課

現状値（26年度） 目標値（32年度)

年1件

年0件

3,218m

4,150m

事故にあわない、交通事故を起こさない意識を強く持
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

歩道の段差解消距離
工事実施済みの合計距離

文化・スポーツ

ち続けることが必要です。交通事故の未然防止・被害

についてもさらに取組む必要があります。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

市民のみなさんからの意見

「歩き・自転車での行動が多いが、歩道
によっては凸凹の所がある」
「変則的な交差点が多い」
「市民の交通意識向上を図ってほしい」

交通安全教室

資料編

交通安全世帯訪問

第２部 後期基本計画
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施策

16 地域安全対策の推進
理想とするのは……
地域ぐるみの見守り活動など地域のつながりを強め、
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

刑法犯の年間発生件数

取組んでいきます！
自主防犯パトロール
・地域安全運動期間を中心に、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。
・講習を受講した地域安全サポーターによる青色パトカーを活用し
たパトロールを実施します。

日常的な見守り活動

市内での犯罪発生件数

― 数値の測 り方 ―

市民課

・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。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

260件

200件

防犯意識の啓発
・広報誌や防犯情報紙「セーフティー須高」の隣組回覧、青色パト
カーを活用して、防犯情報の提供と防犯意識の啓発普及をすすめ
ます。
・警察署、防犯協会と連携し、街頭啓発活動などを実施します。

防犯のための明るい環境づくり

現状・課題
自分たちのまちは自分たちで守る意識が高まり、自
主的に防犯活動に参加するボランティアが増えていま

・適切な防犯灯の設置、維持管理を推進します。
・パトロール用の帽子や車用マグネットシートなどを支援します。

す。通学路やまちを見守る地域安全サポーターが日常

めざしていきます！

的にパトロールをしています。
防犯灯の適切な管理等、自分の住むまちに関心を持

青色パトカーを活用した自主防犯パトロール

つことが重要です。住民の声かけや視線が犯罪の発生

数値の測り方

しにくい環境づくりにつながります。
市民のみなさんからの意見

自主防犯パトロール回数

須坂警察署で認知した
特殊詐欺被害件数（年）

「地域の組織が少なくなり、人と人との地域的な
つながりが薄くなっている」

44

将来像

67回

75回

４件

0件

市内での特殊詐欺被害認知

「防犯パトロール、帽子の配布、声がかけやすい」

駅前啓発活動

現状値（26年度） 目標値（32年度)

小中学生防犯ポスター展示

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

環境・安心安全

施策

17 消費生活の安全

市民課

取組んでいきます！

悪質商法や食の安全などに関する消費者情報を提供

子どもや高齢者等に対する情報提供

し、地域と連携した被害防止をすすめ、消費生活の安
施策の指標

・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し
ます。

消費生活に関する講座への参加者数

目標値

(26年度)

(32年度)

59人

220人

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

健康・福祉

出前講座等の年間参加者数

現状値

重点プロジェクト

・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。

全を守るまち。

― 数値の測 り方 ―

第２部 基本計画

理想とするのは……

めざしていきます！
数値の測り方

高齢者のみの世帯の増加や地域の高齢化、核家族化

広報紙・チラシの配布・
回覧件数、ブログ更新件数

が進み、近隣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

子育て・教育

広報紙、チラシ回覧・配布などによる情報提供

現状・課題

現状値（26年度） 目標値（32年度)

50回

27回

※
PIO-NET（パイオネット）
への登録件数

市民のみなさんからの意見

環環
境・安境
心安全
安心安全

須坂市消費者相談窓口における消費生活に関する相談

あります。

100件

44件

※注）PIO-NET：全国消費生活情報ネットワーク・システム

文化・スポーツ

「悪質商法にあっても他人には話さない、相談しな
い」
「公的な情報の共有が必要」

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

消費生活講演会

出前講座

資料編

第２部 後期基本計画
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