6

みんなが快適に
生活できるまちづくり
生活基盤や道路、交通体系などを整備し、
花と緑のうるおいとやすらぎが生まれ
私たちが快適に生活できるまちをつくります。

１

これまで受け継いできた自然や景観を守り、緑豊かなまちや、住んでい

自然とともに
暮らすための
土地の有効利用

る人が愛着を持ち、住みやすく住み続けたいまち、離れて暮らしていた
子どもや市外の人も住みたくなるまちづくりをめざします。
定住化の促進に努め、空き地、空き家や耕作放棄地を減らし、計画的
な土地利用をすすめます。

土地の有効利用の推進

蔵の町並み

道路を飾る花壇（南原町老人クラブ寿会）
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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

都市基盤整備

施策

30 土地の有効利用の推進
市街地では未利用地が減り、若い人が住み、高齢者
が歩いて買い物などができ、農村部では後継者対策に
よる農業経営活性化、耕作放棄地の利活用による解消
気になる土地の利用がされているまち。

取組んでいきます！
人口減少・地域コミュニティ維持への対策
・市街地への定住化促進に努めます。
・市街化調整区域の土地利用規制緩和の区域指定をすすめます。

重点プロジェクト

が図られ、山間部では自然環境が保全され、森林が元

第２部 基本計画

理想とするのは……

まちづくり課

未利用地の有効活用
・都市計画マスタープランに基づく計画的な土地利用を推進します。

須坂長野東インターチェンジ周辺地区の有効な土地

・環境、景観に配慮した民間開発を指導します。

健康・福祉

利用がすすみ、社会資本のストック効果が発現された

・民間活力による未利用地の宅地化などを支援します。

都市計画の見直し

まち。
施策の指標
市街化区域のうち、都市的土地利用の割合

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

86.6％

88％

インター周辺地区の開発
・須坂長野東インターチェンジ周辺地区の開発が可能となるように
取組みます。

子育て・教育

― 数値の測 り方 ―

基礎調査の土地利用別面積のう
ち、都市的土地利用の面積割合

・都市計画区域区分、都市施設について、社会･経済情勢により見直
します。

農地の有効利用
・耕作放棄地の解消に努めます。
・野生動物被害対策を強化します。

現状・課題

環境・安心安全 文化・スポーツ

・環境保全など公益的機能の増進に努めます。

地籍調査事業

須坂市の市街地はコンパクトシティの基盤が整って
いますが、特に中心市街地においては人口減少及び高
齢化がすすみ、未利用地が増えています。また、市街
化調整区域は土地利用上に厳しい規制があることから、
人口減少が著しく、空き家も増加しています。
須坂長野東インターチェンジ周辺地区は、商工業な
すすんでいません。
農村部では耕作放棄地が増加傾向にあり、野生動物
被害対策などをすすめながら農地の有効活用について
検討する必要があります。
都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律（農
振法）などによる規制は厳しく、必要かつ有効な土地
利用を図るためには規制の見直しがされるように働き
かけることが必要です。
市民のみなさんからの意見

・調査成果である地籍図、地籍簿を作成します。

めざしていきます！
市街化区域内人口
数値の測り方

現状値（26年度）

市街化区域のある
自治会の人口集計

目標値（32年度)

3万4,312人

3万3,300人

5件

30件

など

都市市基基
産業振興 都
盤盤
整備 行 政 経 営
整 備

どの立地に適していますが、有効な土地利用があまり

・土地の適正な保全と合理的な利活用のため、一筆地調査や地籍細
部測量などを実施します。

1,000㎡以上の宅地造成事業
市街化区域内でおこなう
住居を目的とした
開発行為の累計事前協議数

市街化調整区域の新たな土地利用
区域指定された地域の
住宅及び店舗等の
建設戸数の累計

0件

50件

「須坂駅周辺に、空きビルや空き店舗が増えて淋
しい」

資料編

「大型ショッピングモールや若者が働ける会社を
誘致してもらいたい」
「農地の有効利用を！ 市街化調整区域の規制の
在り方や農業振興地域の見直しが必要では？」
「区域区分や用途地域など、都市計画の見直しも
必要！」

第２部 後期基本計画
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2

すばらしい景観や
たくさんの緑と
水環境保全の
まちづくり

自然環境と歴史的・文化的資産に恵まれた郷土の景観を今後も守り育
て、伝え、住みよいまち、活力あるまちづくりをすすめます。
また、住民参加による花を愛する感性ある人づくり、訪れた方にやさし
く温かい魅力あるふるさとづくりを、花と緑のまちづくりによりすすめ
ます。
須坂の水道水は、安心・安全・安価でより安定的に供給できるよう、引
き続き管理体制を整備します。

施策

31 良好な景観要素の保全と育成の推進
理想とするのは……

まちづくり課

現 状・課 題
須坂の特性をいかした景観づくりをすすめていくた

四季折々の自然景観、蔵の町並み、水辺環境、坂など、
須坂の特徴的な景観を残しつつ、街灯、看板、街路樹、

め、平成 25 年 10 月に須坂市景観計画を施行しました。

花壇など身近にある景観も、須坂らしい景観となって

この計画に基づき豊かな自然と歴史・文化が織りなす、

いるまち。

魅力あふれる私たちの景観を共創でいかして後世に伝

一日中過ごせる充実した環境が整った公園が身近に

えていくことが必要です。
歴史的景観保存対策事業、街並み環境整備事業により

あり、子どもから高齢者まで幅広い世代が利用してい

歴史的建物などの修理修景をおこなってきました。今後、

るまち。
市民ボランティアによる活発な花づくりにより、市
内に花が咲き誇っているまち。
施策の指標

須坂市歴史的建造物の
累計登録数

ためには、その価値についての認識と活用が必要です。
公園は子どもたちの遊び場だけでなく、憩いの場、
交流の場、加えて、防災機能なども備えた重要な施設
です。快適な環境づくりに向け緑化や維持管理におい

歴史的建造物の登録

― 数値の測 り方 ―

これらの歴史的建物を市民の財産として後世に継承する

ても市民のみなさんの協力が必要です。
花と緑のまちづくり事業を通じ、市内には約 100 か

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

所の花壇やフラワーロードがあり、市民のみなさんに潤

20件

50件

いを与え、見る人の目を楽しませてくれます。
臥竜公園は市民のみなさんの憩いの場であり、市外
からも多くの観光客が訪れる公園ですが、桜の樹勢回

市民のみなさんからの意見

「景観保全と創造、公園整備とまちなか緑化を推進し
てほしい」

復、竜ヶ池の水質浄化、老朽化した動物園施設の計画
的な改修などが必要です。

「以前よりも文化のまち 、蔵の町という印象が強く
なり、他にはないカラーで魅力を感じる」
「花や緑を市民と市の職員が共同してキレイな町づく
りをしていけたらいいと思う」
「子どもたちが遊んだり、親同士も交流する場となる
公園を充実してほしい」
「市のシンボルでもある須坂市動物園や臥竜公園の
整備と活用を進め、素晴らしい公園をもっとアピー
ルしてほしい」

フラワーロード整備ボランティア
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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

都市基盤整備

めざしていきます！

取組んでいきます！

オープンガーデン

景観をいかしたまちづくり

景観育成団体への活動支援
・景観育成団体を支援します。

第２部 基本計画

・景観計画に基づき、市内の優れた自然環境、歴史や須坂らしい文化を
維持保全し、後世に引継ぎます。

現状値（26年度） 目標値（32年度)

数値の測り方

参加庭園数

50か所

50か所

歴史的建造物を活用した新たな施設

歴史的資産をいかしたまちづくり
緑化の推進
・自主的な緑化運動や花づくり運動を促進し、花づくりの輪を拡げます。
・オープンガーデンを推進します。

12か所

20か所

152,862人

180,000人

累計施設数

重点プロジェクト

・歴史的・文化的に貴重な建築物の維持・保存・活用を支援します。

須坂市動物園
年間の入園者数

・交通の安全を確保しながら、街路樹などによる沿道の緑化を推進します。

・より一層市民に親しまれる公園となるよう、公園全体の調和を図りつ
つ環境整備をすすめます。

満足した来園者の割合

健康・福祉

須坂市動物園来園者の満足度（来園者アンケート）

臥竜公園の環境整備

93％

91.4％

動物園のあり方と施設整備

子育て・教育

・手づくりによる「ふれあい」と「いやし効果」の高い動物園となるよ
う取組みます。

環境・安心安全 文化・スポーツ

施策

32 水環境の保全と水道水の安定的な供給
理想とするのは……
生活に密接する水道が、安心・安定して供給され、
安価で使えます。さらに持続的に水量・水質が確保で
きるよう水源地の保全が図られているまち。

・水源地域の環境保全をすすめ、水道水の安定供給に努めます。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

86.1％

90.0％

めざしていきます！
水道の有収率
現状値（26年度） 目標値（32年度)

数値の測り方

総給水量に対する
料金徴収の対象となった
水量の割合

現状・課題

など

・アセットマネジメント(資産管理)及び水道ビジョンの策定によ
り、中長期の更新需要･経営見通しに基づく計画的な施設更新、資
金確保など経営の安定化に努めます。

都市市基基
産業振興 都
盤盤
整備 行 政 経 営
整 備

水道の有効率

総給水量のうち、家庭や事業
所などに届いた水量の割合

取組んでいきます！
水環境の保全と水道水の安定供給
経営の安定化と効率的・効果的な施設の維持管理

施策の指標

― 数値の測 り方 ―

水道局

89.2％

85.6％

少子化・高齢社会の進展や産業構造の変化により、
水需要は年々減少傾向にあります。このような状況の
中で、水道事業も効率的な経営努力が必要であり、特
に漏水をなくすなどして有効率※、有収率※を上げる必
※注）有効率：総給水量のうち、家庭や事業所などに届いた水
量(有効水量)の割合

市民のみなさんからの意見

「果物や野菜がおいしい。水がおいしい。
空気もきれい」

資料編

要があります。

有収率：有効水量のうち、料金収入のあった水量の割合
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3
快適な
居住環境の整備

少子化・高齢社会に対応した、安心・安全に生活できる環境を整え、住
居環境や道路・交通環境の改善などにより、心癒され潤いのある生活
が送れるまちづくりをすすめます。
電車やバスなどの公共交通は、市民のみなさんの自立した日常生活、
観光や地域間の交流、環境負荷軽減などに大きな役割を持つ交通手段
であり、地域全体で利用し支えることで存続をすすめます。

施策

33 橋や道路整備の推進

道路河川課

理想とするのは……
長期的視点に立った橋や道路などの老朽化対策を行
い、公共施設の安全性が確保されたまち。
少子化・高齢社会に対応した歩行者に支障がない歩

取組んでいきます！
橋りょう長寿命化修繕計画に沿った整備
・橋りょう長寿命化修繕計画に基づく定期点検の実施と、長寿命化
修繕工事を計画的にすすめます。

道の設置や変則交差点の整備による慢性的な渋滞の解

幹線・生活道路網の整備及び修繕

消、交通事故防止などの道路環境の改善や、公共交通

・幹線・生活道路の整備や修繕を計画的にすすめます。

との連携と充実により、交通の円滑化が図られた道路

歩道段差の解消

が整備されているまち。

・段差のある歩道を、歩行者に支障がない快適な歩道空間にするた
めに段差解消をすすめます。

施策の指標

変則交差点の整備
・慢性的な渋滞の解消や、標識や路面表示などの設置による安全性
の向上による交通事故防止対策をすすめます。

道路改良率

治水対策事業の推進
― 数値の測 り方 ―

道路台帳に基づく
市道の改良率

現状値

目標値

・河川・側溝などの整備をすすめます。

(26年度)

(32年度)

51.7%

52%

・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。

旧屋代線跡地の整備
・道路系とした整備を基本に各地区に合った活用を図ります。

現状・課題
橋や道路等の公共施設の老朽化に伴い、事後的な修

めざしていきます！

繕などの対応から予防的な対応に転換し、計画的に各
施設の長寿命化を図ることが必要です。

歩道の段差解消距離

通園・通学の子どもたちが利用する通学路などで歩
道整備・改良が遅れているところがあります。

目標値（32年度)

数値の測り方

現状値（26年度）

工事実施済みの合計距離

3,218m

4,150m

4か所

8か所

交通事故や渋滞を引き起こす原因の一つである変則
交差点の改良が必要な場所がまだ残っています。

交差点整備
交差点の累計改良数

市民のみなさんからの意見

「歩道の歩きづらいところを減らしてほしい」

橋りょう長寿命化修繕計画による修繕

「須坂は、道がわからない」
「変則的な交差点が多く、常々危険を感じている」
「道や歩道にも段差や破損が多く、小さな子どもや高
齢者にとって優しい環境とは言えない」
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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

修繕橋りょう累計数

7か所

14か所

第１部 基本構想

都市基盤整備

施策

34 安心で快適な住環境の推進
市民のみなさんが快適に暮らせる居住環境が整い、
周辺の環境に悪影響をもたらす空家がないまち。
いつどこでも起こりうる大規模地震に備え、一般住

取組んでいきます！
公共施設の耐震診断・耐震補強
・公共施設の耐震診断･耐震補強をすすめ、地震に強い施設整備を
すすめます。

一般住宅などの耐震診断・耐震補強の支援

対応したバリアフリー化、子育て世帯の定住促進のた

・耐震診断の実施、耐震補強工事に対する補助金の交付により、居
住者の安全・安心確保と地震に強いまちづくりをすすめます。

・長寿命化計画に基づいた環境整備をすすめます。

住宅の耐震補強

― 数値の測 り方 ―

空家対策
現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

49件

70件

・空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき空家の適正管理に
努めます。

子育て・教育

個人住宅の
耐震補強補助件数の累計

公営住宅の整備
・住宅に困窮する低所得者に対して住宅を提供します。

健康・福祉

施策の指標

重点プロジェクト

宅・公共施設の耐震性が確保され、加えて高齢社会に
めの居住環境が整ったまち。

第２部 基本計画

理想とするのは……

まちづくり課

めざしていきます！
市有施設の耐震化
数値の測り方

須坂市の人口は、全国的な傾向と同じく今後も減少
し、それに伴い空家が増加していくとの推計がされて
いることから、多くのみなさんが須坂市に定住し住み
続けられる居住環境の整備が必要です。
地震災害から市民のみなさんの生命と財産を守るた
め、昭和 56 年５月 31 日以前に建築工事に着手した戸

市有施設のうち災害拠点
施設などの耐震化率

現状値（26年度） 目標値（32年度)

84.4%

100%

0件

10件

環境・安心安全 文化・スポーツ

現状・課題

危険空家の改善
指導等により
建物の修繕など改善された
累計危険空家数

建住宅、災害時に災害拠点や避難施設となる公共施設
などの耐震度を高めるため、耐震診断・耐震補強工事

都市市基基
産業振興 都
盤盤
整備 行 政 経 営
整 備

など

をすすめ、安心して暮らせるまちづくりをすすめる必要
があります。
市民のみなさんからの意見

「住宅や公共建築物の耐震化をすすめ、安心して暮ら
せるまちに！」
「隣が空き家なので困っている。空き家対策課などを
つくり、近所に迷惑にならないように空家対策を推
進していただきたい」

資料編

第２部 後期基本計画
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都市基盤整備

施策

35 公共交通の確保

市民課

理想とするのは……
電車やバスなど公共交通をみんなで利用して支え、
便利で持続可能な公共交通の環境が整っているまち。
施策の指標
すざか市民バス・
すざか乗合タクシーの利用者数
― 数値の測 り方 ―

年間延べ利用者数
（市民バス・乗合タクシー）

取組んでいきます！
すざか市民バス、すざか乗合タクシーの利用促進
・利用状況を把握し、利便性を高めます。
・初めて利用する市民のみなさんや来訪者にも、分かりやすい情報
提供をします。

バスＩＣカード導入によるサービス向上と利用促進

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

11万人

11万人

・長野市バス共通ＩＣカード「くるる」のすざか市民バス導入に伴
い、運賃支払いに係る利便性の向上と運賃支払い時間短縮による
定時性の向上、渋滞緩和、運転手の負担軽減による安全性の向上
及び長野市との相互交流を図ります。

公共交通事業者への支援
・現状や課題を共有し、存続させるために「乗って残す、乗ってい
かす」活動を支援します。

現状・課題
電車やバスなどの公共交通は、高校生や高齢者、車

・長野電鉄沿線市町村と連携し、安全輸送のため鉄道設備等の整備
への支援と沿線地域の活性化を図ります。

を持たない人などの生活を支える大切な交通手段であ
り、環境にやさしい、地域の重要な社会資本です。こ

めざしていきます！

の公共交通の維持には、市民のみなさんと行政などが

ＩＣカードの利用促進

連携した利用促進が必要です。

数値の測り方

マイカーの普及や人口減少などにより、公共交通の

ＩＣカード利用者の
乗降者数

利用者は減少傾向にあり、公共交通事業者の経営は厳
しい状況となっており、国や県、市の補助金で支援し
ています。過度なマイカー依存から、公共交通を利用

現状値（26年度）

６万人

目標値（32年度)

13万7,000人

須坂駅利用者数
数値の測り方

する生活スタイルへの転換が待たれます。

須坂駅の
長野電鉄乗降客数

市民のみなさんからの意見

現状値（25年度）

目標値（32年度)

209万4,551人 209万5,000人

「年配者や車の運転のできない者はどこへ行くにも不
便すぎる」
「公共交通機関の運賃が高すぎて利用しにくい。もう
少しバスの本数を増やしてほしい」

バスＩＣカードくるるスタート

IC カードくるる記念カードと台紙
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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

