
（別紙１） 

平成 29 年度今後の地域づくりの提案等（会議のテーマ）に関する調書 

                              第１・第２ブロック（No.1） 

提案の趣旨・目的 

１ 地域づくり活動における区長等の役割の重要性 

市全体、ブロックや町単位それぞれにおいて、市との共創による地域づくり（より豊か

な市民生活を実現するために解決すべき課題の探索・抽出、その課題の解決方策の創出と

実施化）活動を活発かつ効果的に推進できるか否かは、その活動を主導する役割を担う区

長等（区長になることが想定された副区長、会計等の役員を含む。）に適任者を選任できる

か否かが決め手となると言えるだろう。 

※ここでの区長等の適任者とは、定型的事務を適正に処理することは当然として、地域づくり（地域課

題の探索・抽出、その課題の解決方策の創出と実施化）という創造的活動を主導することに必要な意欲、

知力、体力等を有する人としたい。 

  

 したがって、顕在化した個別・具体的な地域課題の解決方策の検討のみならず、地域づ

くり活動を主導する区長等に適任者を選任すること（地域に広く存在する有能な人材に活

躍いただくこと）に係る課題を明確化し、その解決を図ることは、真に地域づくり活動の

活性化を目指すのであれば、避けて通れない重要事項となるため、本テーマを提案するこ

ととした。 

 

２ 地域づくり活動に適した区長等の選任における課題 

地域づくり活動の活性化のためには、その活動に必要な意欲、知力、体力等を有する人

材を、できるだけ多く区長等に選任できる「仕組みづくり」が重要になる。 

その意欲、知力、体力等を有する人材については、ある程度の「若さ」が求められ、必

然的に、フルタイムで働いている、退職前の現役世代（概ね 65 歳以下）に多くいることに

なる。しかし、その現役世代の中から区長等を選任することに関しては、以下のような理

由から、現状ではなかなか困難な状況にある。 

また、地域づくりに関して意欲等を有する宗教関係者や女性の中から区長等を選任する

ことについても、以下のような理由から困難な状況にある。 

※ 近は 65 歳まで勤務すること（65 歳定年）が一般化してきているので、現役世代とは、ここでは概

ね 65 歳以下を想定したい。 

 

(1)現役世代（特に企業等の勤務者）を区長等に選任することが困難なこと 

現状の区長等の選任においては、以下のような理由等から、現役世代（特に企業等の勤

務者）を選任することが非常に困難な状況となっている。 

 〇出席すべき会議・行事等の開催が、平日の勤務時間帯でも実施されること 

〇しかも、その会議・行事等の開催頻度が高いこと 

〇各種会議の招集、各種の申請や照会の回答等の事務、事業の企画・実施、文書配布等

の事務量が多いこと（ブロック長等の上部組織の長になれば、さらに事務量は増大する。）

〇区民の葬儀の周知など、想定できない突発事項への対応も必要なこと  etc. 

いずれにしても、家族等の手助けが無ければ、区長等の業務を担えきれない現状にある。

 

(2)宗教関係者を区長等に選任することが困難なこと 

件名（テーマ１）：市との共創による地域づくりを主導する区長等の選任の円滑化について

～企業勤務者等が区長等を引き受けやすいように工夫している先進事例の調査を～ 



現状では、区の事業に神事が多く含まれているため、仏教等の神道以外の宗教関係者が、

宗教上の理由から、区長等に選任されることを拒むことが多い。 

※現状においては、区費を神事に使うことに異議を唱える宗教関係者はいない。 

 

(3)女性を区長等に選任することが困難なこと 

現状では、慣習的に、区長経験者が氏子総代に就任することになっており、氏子総代は

男性がなることになっていることから、女性を区長等として選任することが困難な状況に

ある。 

地域での取り組み状況について 

１ 現役世代（特に企業等の勤務者）に対する区長等への就任依頼においては、「副区長等

の他の役員との役割分担や相互補完で、責務を果たすことは十分に可能である。」というよ

うな主旨の説明をしているが、本当に務まるか不安（例えば、区長等の仕事のための早退

等が、人事評価にマイナスになるのではないかなど不安要素が多い。）になって断られるケ

ースがほとんどである。したがって、現役世代としては、勤務時間を比較的自由に調整で

きる自営業の人にしか区長等に就任していただけないような状況にある。 

その自営業の人も近年大きく減少しているため、企業等の勤務者を区長等に選任しやす

くすることの必要性は益々高まっている。 

 

２ 現状においては、区長等の候補者から、仏教等の宗教関係者や女性を外している。 

解決のための方策について 

地域づくり活動を主導する区長等に適任者を選任できる「仕組みづくり」（提案） 

１ 現役世代（特に企業等の勤務者）を区長等に選任しやすくする方策 

 モデルケースとして、現役の市職員（50 歳以上、臨時職員を含む。）が、勤務時間外のみ

で、区長等の職責を果たせるように、以下のような視点を含め、区長等の職務内容を見直

し合理化する。そして、実際に、市職員が区長等に立候補しその職を務め、その合理化内

容を評価し更に改善する。その市職員の上司も、部下の区長等就任を歓迎・支援する。 

○区長等を招集する会議・行事等は平日の夜間や休日とし、現役世代が参加しやすくする。

○会議開催の代わりに、メールでの照会・回答等を活用するなど、区長等を招集する会議

の開催頻度をできる限り少なくする。 

○市等からの照会・回答事務や文書配布等の手間を要する仕事は、できるだけ削減する。

                                     etc. 

 現役の市職員が区長等を引き受けやすいように、区長等の職務内容を改善（合理化）で

きれば、企業等の勤務者も引き受けやすくなるだろう。 

 

２ 宗教関係者や女性を区長等に選任しやすくする方策 

県内外の他の市町村等で、区の事業と神事の実施主体を明確に区分し、区長等の地域づ

くりのリーダーを選任しやすくし、地域づくりに効果を上げている事例について、市が広

く調査し、調査結果（参考にできる事例等）を区に紹介し、区の事業運営体制（組織、会

計等）の改善等を支援する。 

 

３ 速やかに対応可能な区長の事務処理量の軽減策 

市職員が、各区長の事務補助員を兼務（あるいは、市が別途雇用した職員が専任）し、

区長の事務処理を補助（代替）する体制を整備する。事務補助員が、担当区長からの依頼

等に基づき、書類の作成・提出等を支援する。 

 

 



市の基本的な考え方 

１ 現役世代（特に企業等の勤務者）を区長等に選任しやすくする方策 

 ⇒ 現状でも、市職員が消防団員や区役員等に就くことを奨励しています。 

○区長等を招集する会議・行事等は平日の夜間や休日とし、現役世代が参加しやすくする。

 ⇒ 区長会では年度計画を立てる際に、役員会で意見をお聞きし、開催日時などを決めて

います。以前、平日夜間や休日に実施した年度がありましたが、地元区の行事・会議

は平日夜間や休日が多く出席できないとの意見をいただいた経過もあります。 

   今後も、年度始めの役員会でご都合を伺い、会社員等の区長さんが多い年度は、平日

夜間や休日の方が都合を付けやすいかを話し合いで日程調整をしていきます。 

 

○会議開催の代わりに、メールでの照会・回答等を活用するなど、区長等を招集する会議

の開催頻度をできる限り少なくする。 

 ⇒ 努力している。今後の対応のため個別具体的な会議名などを提案・教えていただきた

いと思います。 

 ⇒ メールの活用は増やす予定です。（今年度 69 町のうち、19 人の区長がメールアドレス

を登録されています。事務機器購入補助金（パソコン導入補助 1/3）もご活用くださ

い。 

○市等からの照会・回答事務や文書配布等の手間を要する仕事は、できるだけ削減する。

 ⇒ 今後も件数を削減できるものは削減いたしますので、具体的に削減できると思われる

ものを提案・教えていただき対応してまいります。 

 ⇒ 市内 69 町のうち 41 町(59.4%)は、使送文書配達先に副区長宅、総務部長宅、公会堂

などの区長以外の場所となっています。 

２ 宗教関係者や女性を区長等に選任しやすくする方策 

⇒ 市内でも区長と神社総代を兼ねていない区もあります。 

 ただいま、長野県教育委員会が無形民俗文化財となっている祭事調査をしおりますの

で、祭事の実施主体についても、その結果が県から公表されましたらお伝えいたしま

す。 

 

[市民課]

 ⇒ 平成 29 年５月に実施した「区・自治会における男女共同参画意識調査」の調査結果

を各区長様あて報告いたします。女性役員の選出について参考としていただき、今後

各区におかれまして、ご検討くださいますようお願いいたします。 

[男女共同参画課]

３ 速やかに対応可能な区長の事務処理量の軽減策 

⇒ 区長事務の軽減のため、これまでも区への配布物の軽減や区から選出していただく

各種委員の見直しなどを行ってまいりました。 

提案いただきました事務補助員の配置につきましは、自治会は独立した公共的団体

でありますので、その事務を市の職員が行うことはできませんが、各自治会と市との

連絡役や相談などを行う「須坂市職員『町別サポーター』」を市の部課長に依頼し、各

町に配置していますので、ご活用いただければと考えております。また、区長事務の

中で、軽減できる事務がありましたら、教えていただけるとありがたいです。 

[政策推進課]

 

 



（別紙１） 

平成 29 年度今後の地域づくりの提案等（会議のテーマ）に関する調書 

                            第１・第２ブロック（No.2） 

    提案の趣旨・目的 

 

１ 自主防災会が抱える重要課題 

(1)地域づくりの基盤として重要な各町の自主防災体制の中核組織である自主防災会につ

いては、各町は、市が各町に提示しているモデル規約等に基づき、規約・規程等を制定し、

設置・運営していると思われるが、当町においては、人的、資金的な制約等から、モデル

規約等に基づき制定した「本上町自主防災会規約」と「本上町自主防災会運営規程」通り

の設置・運営ができていない状況にある。 

 

(2)また、町の防災活動を主導するには、ある程度の専門的知識や経験が必要なことから、

毎年、会長等の役員が一斉に交代する現状の自主防災会では、十分な防災活動（訓練から

万が一の場合の対応等）を期待できない状況にある。会長等の中核的な役員は、一定年数

以上務める、専門家集団的な組織に変えていくことが必要と考えられるが、どのように組

織化・運営していけば良いのか、具体的方策を見出せない状況にある。 

 

２ 市による新たな自主防災会モデル規約・規程等の提示の必要性  

自主防災会は、各町の自主防災活動の中核組織であることから、当町のような人的、資

金的制約等のある町であっても、設置・運営が可能な専門家集団的な自主防災会へ改善で

きるよう、市は、自主防災会の組織（人的体制、運営方法等）や、実施可能な活動項目（各

町で実施する防災訓練等）等を明示する、新たなモデル規約・規程等を各町に提示し、そ

の具現化を支援する必要があると考え、本テーマを提案することとした。 

 

   地域での取り組み状況について 

 

１ 「本上町自主防災会規約」及び「本上町自主防災会運営規程」に係る課題 

(1)規約では、毎年、事業計画、予算、決算等の決議に関する幹事会及び総会を開催するこ

とになっているが、実施できていない。 

 

(2)また、規約では、自主防災会の運営については、当町の一般会計とは別に、会費収入等

を基にした特別な会計を設けることになっているが、実施できていない。 

 

(3)運営規程では、自主防災会は、毎年度、各種の防災訓練を一定の頻度で、企画・実施す

ることになっているが、高齢化等からの人的制約もあって、企画・実施サイドからも参加

者サイドからも実施困難な状況にある。 

 

 

件名（テーマ２）：市との共創による地域づくりの基盤となる自主防災体制の改善について

～お金も人手もかけずに専門家集団的自主防災組織を運営している先進事例の調査を～



 

２ 自主防災会の専門性等に係る課題 

自主防災会の会長以下の役員の任期は、会長（区長兼務）・副会長（副区長・会計が兼務）

が１年、評議員が２年のため、防災に関する専門知識修得への意欲も高まりづらく、また、

専門知識の蓄積とその活用への期待も困難な状況にある。 

実際に、例えば、毎年度の防災訓練の企画等においても、どのようにすれば効果的な訓

練ができるのか判断ができず、非常に苦労している状況にある。 

 

３ 上記１及び２の課題への取り組み状況 

(1)現状に鑑みて、当町の一般会計とは別の特別な会計による自主防災会を町として運営す

ることは、人的にも資金的にも困難な状況にある。現状に即した、実施可能な自主防災会

規約への改正について、今年度から検討を開始している。 

 

(2)自主防災会の専門性を高めるための組織化・運営の在り方については、どのように検討

していくべきか分からず、検討に着手できない状況にある。 

 

このような状況下、当町としての自主防災機能を維持・向上させる現実的対応策として、

当面は以下の考え方を基本としている。 

 〇災害発生時に、町民の生命・財産の安全確保のために中心となって活動することにな

る、自主防災会の会長以下の役員（総務評議員等）の「役員であることの意識付け」、「役

員として承知しておくべき基本的事項（最低限必要事項）の周知徹底」のための事業を

優先して実施する。 

 

〇高齢化等の現状に鑑みて、実施可能で効果的な防災訓練の内容等を具体的に提示する

など、実用的な「自主防災会運営規程」への改正について検討を開始する。 

 

      解決のための方策について 

 

自主防災会は、各町の地域づくりの基盤となる自主防災活動の中核組織であり、極めて

重要なものである。 

そこで、市は、当町のような人的、資金的制約等のある町であっても、設置・運営が可

能で、専門家集団的な性格を有する自主防災会の組織（人的体制、運営方法等）や、自主

防災会が実施すべき活動項目（最低限実施すべき防災訓練内容等を含む。）についての検討

の参考になる先進事例等を調査研究し、現状に即した実用的な新たな「自主防災会規約」

や「自主防災会運営規程」等のモデルを各町に提示し、その具現化を支援する。 

 

市の基本的な考え方 

① 自主防災組織の訓練活動に関しての取り組み事例について 

● 毎年県消防学校で２日間の日程で「長野県自主防災組織リーダー研修会」が実施されて

おります。これは、防災に関する知識、技能の習得、役割についての自覚を高め、地域

における自主防災組織の活性化や組織づくりを推進できる人材の養成を図ることを目

的とするもので、全町（区）にご案内したところ、平成 28 年度は、田の神町、亀倉町、



夏端町、中島町の４町５人の出席がありました。今年度も予定しておりますので、出席

をお願いいたします。 

● 第７ブロック（旭ヶ丘町、北旭ヶ丘町、松川町、光が丘ニュ―タウン）の４町は合同で

防災訓練を実施しております。各町公会堂等の一時避難場所に集結後、指定緊急避難場

所である旭ヶ丘小学校へ避難。消火栓・消火器の消火訓練、煙体験、ＡＥＤ訓練等を実

施しております。（４町で 700 人規模の参加あり、10 年以上続いている） 

● 村山町 浸水想定区域に該当していることから、千曲川堤防危険個所視察の実施、消火

訓練、応急処置訓練、炊き出し訓練、水防工法訓練等を実施しております。 

 

② 規約・規定等のモデルについて 

● 自主防災組織の基本は、『自分たちの地域は、自分たちで守る』いわゆる「自助」・「共

助」 

● 具体的には、「地域を知る」、「地域ぐるみの自助の促進」、「実践的な防災訓練」、「いざ

という時の避難体制を整える」、「避難所の環境を整える」、「みんなの安否を確認する体

制を整える」 

● 規約・規定に盛り込む主な項目 

「組織に関すること」 … 組織編制、任務分担 

「日常時の活動に関すること」 … 地区の特性、訓練計画、資機材の整備 

「災害時の活動に関すること」 … 情報収集伝達、消火対策、救出・救護、避難等 

「他の団体と協力して行う活動」 … 地元消防団との協力 

● 資料 参照 

 

 [ 総務課 ]

                                     

 

 

 

 

 



（別紙１） 

平成 29 年度今後の地域づくりの提案等（会議のテーマ）に関する調書 

                            第１・第２ブロック（No.3） 

    提案の趣旨・目的 

 

１．公園の活用・遊具の充実について 

  １）八木沢川公園の周辺にアパートが増え未就学の児童が増加 

  ２）鉄棒・ベンチしかなく遊具の増設をしたい 

  ３）近隣の公園（森田公園）と比較すると遊具が少ない 

  ４）公園としての基準・遊具の設置条件を知らせてほしい 

２．安全性の維持 

  １）安全点検の依頼（教育委員会から）が来るも目視のみ 

  ２）点検手順・修理依頼等の手順が必要 

３．費用負担の原則はどうなるか 

 

   地域での取り組み状況について 

 

１．公園の除草と清掃（区・育成会・ＰＴＡ・景観育成共同にて年３回） 

 ２．遊具・給水場の維持管理（春・冬） 

 ３．樹木・防犯灯の維持管理（通年） 

 ４．空き缶・食べ物の包装のゴミが多く近隣の方の協力で清掃 

 

      解決のための方策について 

 

１．除草・清掃をこまめに行い子供・大人も気持ちよく遊べる環境にする 

２．遊具の充実により子供が楽しく・安全に遊べるよう、定期的な管理の実施 

３．ゴミ散乱防止の看板設置 

４．公園管理・安全性の基準を明確にし、次年度役員に申し送りをする 

  すべての公園が同じ基準で維持管理できること 

 

 

 

件名（テーマ３）：公園の活用と安全性の維持について 



市の基本的な考え方 

日頃より、公園の草刈りやゴミ拾いなどの日常管理について、地元区のご協力に感謝申

し上げます。 

八木沢公園は、組合施行による土地区画整理事業により整備された公園で、地権者や地

元区などと相談する中での遊具が設置され、事業完了に伴い市に寄贈されました。 

遊具の設置基準につきましては、近年遊具による事故が多発したこともあり、安全に遊

具の使用ができるよう、国土交通省の「都市公園における遊具の安全管理に関する指針」

（社）日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」に基づき、安全に遊べるスペー

スを確保する中で設置をしています。 

また、近隣の公園の設置状況等も考慮しながら、遊具の設置を行っており、八木沢公園

につきましては、面積が約 700 ㎡と小規模であり、近隣の森田公園の遊具の設置状況等も

考慮する中で、健康遊具等が設置されております。 

八木沢公園への遊具の追加設置については、先ほどの基準から安全に遊べるスペースを

確保して設置するためには、公園内の樹木を伐採する必要もあり、森田公園や宮原公園が

近隣にあって遊具の設置があることから、近隣の公園での利用をお願いします。 

遊具の点検につきましては、月 1 回の職員による点検に併せ、年 1 回の専門業者による

点検や、八木沢公園にはございませんが、砂場の清掃と消毒などを行っております。 

専門業者による点検により不具合の指摘があった場合は、修繕等を行い使用しておりま

すが、予算の都合などですぐに修繕ができない場合は、一時的に遊具の使用を中止するな

どの措置を講じております。 

遊具の修繕等の費用負担については、都市公園や開発行為による宅地造成に伴い設置さ

れた公園は、市が管理者となりますので、市が修繕や遊具の更新、新設を行っております。

公会堂の庭や神社の境内などにございます区で管理している公園の遊具の修繕等は、区

で負担していただいておりますが、その場合、市より補助する制度がございます。 

 

[まちづくり課]

 

 


	①市の共創による地域づくりを主導する区長等の選任の円滑化について
	②市との共創による地域づくりの基盤となる自主防災体制の改善について総務課
	③公園の活用と安全性の維持について

