みんなが主役のまちづくり

第１部 基本構想

須坂に住むみんながどこよりもいちばん須坂が好きで、
住みよいまちを後の世代につなぎます。
市民のみなさんや企業、各種団体が担う「民」の役割の部分と、

第２部 基本計画

7

行政経営

お互いが補完しあう「公（おおやけ）」の役割の部分、
行政をはじめ官公庁が担う「官」の役割の部分を
一人ひとりができることから担い、みんなのまちをみんなでつくります。

重点プロジェクト

１

一人ひとりが自らの人権意識を高め、すべての人々の人権を守り差別

幸せな社会は
人権尊重と
共同参画から

のない社会、男性も女性もいきいき活動できる男女共同参画社会を実

健康・福祉

現するために、市民のみなさん・企業・行政が力を合わせ、社会づくり
を推進します。

子育て・教育

施策

36 人権が尊重される社会の実現
「すべての人が人間として尊重され、心豊かな生活を
送ることができる明るく住みよい社会の実現」をめざ
し、地域に存在する偏見や人権侵害が解消され、地域
社会全体の人権意識が高いまち。
施策の指標

人権教育の推進
・学校や社会・家庭などにおける人権教育を推進します。
・市民のみなさんを対象とした人権教育に関する講座（学習会）を
開催します。
・人権問題に関する、学習活動の支援や推進体制の整備をすすめます。

人権問題解決に対する支援

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

4,158人

4,400人

現状・課題
須坂市では社会情勢の変化に応じた様々な人権課題
の解決に取組むため、平成 26 年 3 月に「須坂市人権政
策推進基本方針」を策定しました。今後はこの基本的
な考え方に沿って事業を推進していきます。また、同
和問題を人権課題の中の 1 つと捉え、解決に向けて取
組んでいきます。この問題を解決するためには、市民
一人ひとりが、人権問題を自らの課題と受け止め、家庭・
重され差別のない社会を実現するため、主体的かつ積
極的に取組むことが必要です。

市民意識の把握
・意識調査を必要に応じ実施して課題を把握し、今後の施策に反映
させます。

啓発活動
・市民のみなさんの手による「部落差別をはじめあらゆる差別をな
くす市民大集会」「人権を考える市民のつどい」などの、人権啓
発イベントの実施を支援します。
・広報などによる啓発・情報提供を実施します。

相談・支援体制の推進
・人権交流センターを総合相談窓口に、同和問題をはじめとするあら
ゆる人権問題について、解決に向けた相談･支援体制を充実します。

めざしていきます！
部落差別をはじめあらゆる差別をなくす市民大集会への参加
数値の測り方

参加者数

現状値（26年度）

目標値（32年度)

700人

800人

273人

300人

資料編

地域、学校、企業・職場などあらゆる場で、人権が尊

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行
行政
政経
経営
営

学習会の年間延参加者数

取組んでいきます！

・人権問題解決に向けて活動している、各種市民団体などに対する
活動を支援･育成します。

町別人権問題学習会への参加

― 数値の測 り方 ―

環境・安心安全 文化・スポーツ

理想とするのは……

人権同和政策課・人権同和教育課

人権教育講座への参加
市民のみなさんからの意見

「役員以外の参加や若年層の参加をどう増やすか」

1講座の平均参加者数

「学習内容がマンネリ化している」
第２部 後期基本計画
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施策

37 男女共同参画社会の実現
理想とするのは……
市民のみなさんが主体となった、身近な話題をテー
マにした男女共同参画の学習を通じて意識を高め、家
庭や地域・学校・職場などあらゆる分野で人権が尊重
され、個性と能力を発揮し、責任も共に担うまち。
施策の指標

― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！
男女共同参画の推進
・「女と男がともに参画する社会づくり条例」、「すざか男女共同
参画計画」に基づき、市及び市民のみなさんや事業者が共に推進
します。

男女共同参画意識の向上
・男女共同参画地域学習会を実施します。

審議会などの委員のうち
女性委員の割合

市の全審議会委員などのうち
女性委員の割合

男女共同参画課

自分らしい生き方・働き方ができる地域づくり

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

33.5％

35％

・事業所や農林業、自営業者等、あらゆる分野で働く人が能力を発
揮できるよう、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
の啓発をおこないます。
・市民のみなさんが、自分らしい生き方や働き方ができるような地
域づくりの啓発をおこないます。

現状・課題

めざしていきます！

須坂市ではこれまで、男女共同参画いきいきフォー

自治会の女性役員

ラム、男女共同参画地域学習会などで、家庭や地域で

数値の測り方

の慣習やしきたりをテーマに男女共同参画意識を高め
るよう取組んできました。また、事業所を対象とした
研修会では、仕事と生活の調和をテーマに共同参画の

女性役員がいる自治会数

意識調査の回答

男女共同参画社会実現への満足度は男女で大きな差が

識を解消するためには、さらに男女共同参画について

意識調査の回答

33.4％
(24年度)

40％

41.6％

50％

男女共同参画地域学習会の実施（２回以上開催した自治会数）
実施した累計自治会数

周知をし、市民のみなさん・事業所・行政が力を合わせ、
学習したことを実践していくことが必要です。

30自治会

「男は仕事、女は家庭」という考え方に反対する人の割合

あります。このことは、まだ、あらゆる分野で性別役割
分担意識があることを表しています。性別役割分担意

18自治会

目標値（32年度)

「男女共同参画社会」という言葉も内容も知っている市民の割合

研修会などを実施してきました。
しかし、市民総合意識調査、区民意識調査などでは、

現状値（26年度）

２自治会

20自治会

積極的に社会参加ができるよう講座を開催

市民のみなさんからの意見

「『男女共同参画』について、もっと市民に知って
もらうことが必要」

研修会や講演会への
累計参加者数

82人

400人

「家庭・地域・職場でより良い生活スタイルを築け
る環境を、自らも努力してつくるべき」

男女共同参画いきいきフォーラム

男女共同参画地域学習会
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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

2

須坂市を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で、私たちが共に須
坂市の将来像を思い描き、実現していくためには、「共創による経営」
が求められます。

都市経営への

持続的に発展するまちをめざし、一人ひとりが当事者意識を持って関

第２部 基本計画

行政運営から
移行

第１部 基本構想

行政経営

わります。

重点プロジェクト

多様な活動主体の参画による
38 地域社会づくりの推進
施策

ボランティア団体、NPO 団体など、地域で活動し
ている様々な組織や個人が主体となって、子育てや福
祉、生涯学習など、共通の課題を解決したり、目的の
ネットワークが充実し、交流しているまち。
施策の指標

姉妹都市、友好都市との交流活動の推進・国際交流
・児童生徒の交流事業や、各自治会・団体等の交流により、異なる
地域の住民間の相互理解をすすめます。

外国籍のみなさんが暮らしやすい地域づくりの推進

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

181団体

220団体

環境・安心安全 文化・スポーツ

― 数値の測 り方 ―

・社会福祉協議会や生涯学習ボランティアネットワークなど、地域
で活動している様々な組織や個人の連携など支援をします。

・外国籍のみなさんに生活情報が適切に伝わる方策などを検討し、
実施します。

ボランティア団体数

ボランティア登録している
団体数

取組んでいきます！
団体間の交流・情報交換、活動の支援

子育て・教育

実現や相互理解を深めるため、市内外の住民との人的

健康・福祉

理想とするのは……

市民課

・それぞれの文化や生活習慣などを正しく理解し尊重しあえるよ
う、国際理解教育の推進と、市民のみなさんによる国際交流活動
を支援します。

めざしていきます！
姉妹都市交流

現状・課題
社会福祉協議会や生涯学習ボランティアネットワーク
よる多種多様なボランティア活動が実施されています。
姉妹都市の神奈川県三浦市、新潟県新発田市、国際
友好都市の中国吉林省四平市とは、児童・生徒の親善
交流や、地域、団体の交流等を実施しています。
外国籍の方に対しても、共にまちの担い手として、
日々の生活の面で、情報の提供と住民交流を深めるこ
とが求められています。

毎年継続的に交流事業を
おこなっている民間団体数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

５団体

６団体

２団体

３団体

－

41件(累計)

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行
行政
政経
経営
営

活動、CSR（企業の社会的責任・社会貢献活動）などに

数値の測り方

国際交流
活動中の
国際交流団体の実数
ボランティア活動問合せ数
ボランティアセンター
紹介件数

市民のみなさんからの意見

「地域ボランティアを積極的に支援してほしい」
「種々のボランティア活動があり、活発におこなわれ
ていて良い」

資料編

「今まで区長、民生児童委員等に関わってきたが、こ
のようなボランティアによる行政部門は実に広い。
このような人たちが楽しく活動できるような配慮を
してほしい」

第２部 後期基本計画
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施策

39 特色をいかした地域振興の推進
理想とするのは……
須坂市の優れた特産品や、イメージが須坂の地域ブ
ランドとして広く認知されることにより、産業の活性
化や観光客の増加が図られ、地域がいきいきとしてい
るまち。
施策の指標

「地域ブランド調査」による
須坂市の認知度

取組んでいきます！
地域ブランドの推進
・地域資源の「掘り起こし」や「磨き」により地域の活性化をすす
めます。
・地域資源や、地域ブランド、マーケティング思考を意識した人材
育成を推進します。

信州須坂ふるさと応援団など人的ネットワークの構築
・応援団員に対して、メールマガジンなどにより須坂市の四季折々
のニュースや地域資源についての情報を発信するとともに、モニ
ター制度として積極的に活用します。

須坂市を知っている人の割合

― 数値の測 り方 ―

政策推進課

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

12.4点

25点

・｢ふるさと信州須坂のつどい」などを開催し、地域のＰＲ、人的交
流、都市圏における認知度向上、新たな応援団員の獲得をすすめ
ます。

信州須坂ふるさと応援寄附金の取組み
・国のふるさと寄附金制度を受けて、須坂市に関心のある方やゆか
りのある方への情報提供のほか、各イベントでもPRします。

現状・課題
須坂市には、優れた特産品や豊かな自然、歴史・伝統、
文化、産業など、数多くの地域の「宝」がありますが、
須坂市に対する「認知」に結び付いていない面もあり
ます。
この優れた地域資源を発掘し、どう磨き上げていく
かがこれからの地域づくりに求められる最も重要な課

・ポータルサイトの活用など、寄附金の拡大につなげます。
・希望の活用方法に従い、寄附金をふるさとづくりに役立てます。

地域づくりへの支援
・地域づくり団体等活動支援貸付事業などにより、県の「地域発
元気づくり支援金」をはじめとした各種公募型助成事業への応募
など、地域づくり団体の活動を支援します。

｢産官学民｣の連携推進による地域振興（大学等との連携）

題であるとともに、地域内外に向けた情報発信は、地

・「健康づくり」「環境」「にぎわい」など、まちづくりの多様な
分野に大学などと各部局間で連携して事業をすすめます。

域の活性化には不可欠です。

・｢蔵の町並みキャンパス事業｣を推進します。

地域のみなさんが自分の地域を知り、その良さに気

めざしていきます！

づき、地域に誇りを持つことが求められています。

信州須坂ふるさと応援団
市民のみなさんからの意見

数値の測り方

「須坂は素晴らしい。もっと宣伝したら良いと思う」
「市でおこなっている活性化はとてもいいのでこれか
らも続けてほしい」
「果樹や野菜などのブランド化は進んできている。田
舎の良さがある」

現状値（26年度） 目標値（32年度)

累計応援団員数

2,800人

4,000人

1,395件

10,000件

20件

23件

1,300人

1,600人

信州須坂ふるさと応援寄附金
年間寄附件数
公募型助成事業への応募
年間応募件数
蔵の町並みキャンパス事業
年間延べ参加者数

蔵の町並みキャンパス
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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

行政経営

施策

40 情報発信、広聴･広報の充実
行政は「地域づくり市民会議」や市民アンケート、
各種調査などによって幅広い意見や情報を集める。市
の様々な情報を広くわかりやすく提供し、市民のみな
施策の指標

・「Ｓコレ調査（簡易な市民意識調査）」を実施し、様々な方から
須坂に関するご意見をお聞きします。

広報の充実
・CMS（コンテンツ管理システム）の機能を充実させます。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

−

85％

・ホームページやブログ、フェイスブック、ツイッター等のあらゆ
る広報媒体を活用して、情報の提供を充実させます。
・広報に関係する様々な研修会に参加し、広報紙を充実させます。
・パブリシティを積極的に行い、メディアを通した情報発信を充実
させます。

子育て・教育

現状・課題

健康・福祉

― 数値の測 り方 ―

広聴の充実
・「地域づくり市民会議」を開催し、市民のみなさんと市長との直
接対話の機会を充実させます。

・誰もが見やすいホームページにします。

広報すざか または
市ホームページを見ている人の割合

地域づくり市民会議
アンケート調査

取組んでいきます！

重点プロジェクト

さんは知りたい情報をいつでも入手できるまち。

第２部 基本計画

理想とするのは……

政策推進課

めざしていきます！

共創・協働でまちづくりをすすめるには、行政の情
があります。
ICT（情報通信技術）の進展により、インターネット
を利用した行政情報が簡単に入手できるようになりま
したが、
「ホームページなどに知りたい情報が公表され
ていない」
、
「ホームページの更新が遅い」などと指摘
されています。また、ホームページなどを見られない
方のために、紙媒体による広報の充実も求められてい
ます。
「市民一人ひとりに市で取組んでいること
を伝える方法を考えてほしい」
「滞納情報が伝えられていない」

数値の測り方

１カ所あたりの
平均出席者数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

39人

45人

50万200件

52万件

ホームページ閲覧件数
トップページを開いた回数
マスコミへの広報換算額
新聞やテレビなどに
取り上げられた回数を
単価計算した年間合計額

3億1,600万円 3億5,000万円

など

（過去3年平均）

産 業 振 興 都市基盤整備 行
行政
政経
経営
営

市民のみなさんからの意見

「地域づくり市民会議」出席者数

環境・安心安全 文化・スポーツ

報が早い段階から正しく市民のみなさんに伝わる必要

Ｓコレ調査（簡易な市民意識調査）により意見をいただく人の数
回答者の累計人数

―

3,000人

「問題の共有や情報が乏しい」
「知りたい情報が公表されていない」

資料編

地域づくり市民会議

第２部 後期基本計画
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ICTによる利便性の向上と
41 効率的なシステム運用
施策

理想とするのは……
日々進歩する ICT（情報通信技術）を利活用し、市
民のみなさんのニーズと費用対効果のバランスを考慮
してシステムを運用するとともに、情報格差や地域格
差が改善され、市民のみなさんが安心して快適な生活
施策の指標

利便性の向上と業務の効率化
・市民のみなさんの必要性と費用対効果のバランスを考慮し、ICT
を活用した住民サービスを提供するとともに、市役所業務の効率
化をすすめます。

・市民のみなさんの財産を守る観点から、行政が持つ情報のセキュ
リティ対策を推進します。

情報格差の改善

行政手続きのオンライン利用率

オンライン利用促進対象手続
きの年間オンライン利用率

取組んでいきます！

情報セキュリティ対策などの推進

を送れるまち。

― 数値の測 り方 ―

・市民のみなさんが情報利用格差を改善できるよう、パソコン講習
などを実施します。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

50%

55%

・高速通信サービス展開を通信事業者に要望するなど対策を取るこ
とにより、地域間の情報格差の改善に努めます。

オープンデータの推進
・市民や事業者のみなさんが情報を活用しやすくするため、市が所
有する電子データのうち、二次利用可能なものを順次公開します。

現状・課題
発展し続ける情報通信技術をめぐる動向に的確に対
応し、様々な課題に対応できる情報通信基盤の整備と
情報化施策の推進が必要となっています。

めざしていきます！
公民館などで実施するパソコン講座受講者数
数値の測り方

市民のみなさんの生活を快適にできる情報通信技術

年間受講者実人数

を有効に活用するため、市民のみなさんのニーズと費
用対効果を考慮した情報化を推進します。
情報通信技術の発達に対応できる人づくりと環境の

オープンデータサイト等に
掲載するデータ数

市民のみなさんからの意見

「コストと市民サービスとのバランス」
「定型業務を合理化するため、ＩＴ化をすすめる」

オープンデータポスター

将来像

現状値（26年度） 目標値（32年度)

360人

400人

10件

40件

オープンデータ公開数

整備が必要です。
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政策推進課

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

行政経営

施策

42 地域コミュニティの活性化
少子化・高齢社会の時代にあって、市民のみなさん
と行政が連携しながら共創によるまちづくりをすすめ
るため、区 ( 自治会 ) の活動を支援しているまち。
発に活動するとともに、地域のみなさんが「地域課題
の発見解決」に取組むしくみがつくられ、地域の様々
まち。

自助・互助

共助

市民

地域

自治会及び区長会活動への支援
・区長会事務局やサポーター職員を通じ、各自治会の実践活動、行
政情報などを積極的に提供します。
・区長と市長との意見交換会、「地域づくり市民会議」など様々な
機会を通じて、地域と行政の情報を共有します。
・地域コミュニティの活性化のため、婦人会、育成会、シニアクラ
ブなど自治会の諸団体と連携するとともに、公会堂建設等補助金
の交付や各種助成事業の申請を支援します。

健康・福祉

な資産が大切にされ、それぞれの魅力が高まっている

取組んでいきます！

重点プロジェクト

自治会が地域コミュニティの中心的な組織として活

第２部 基本計画

理想とするのは……

市民課

地域課題の発見、解決のしくみづくりを行う団体への支援
・共通の課題を持つ自治会や企業などで構成する組織を単位とし
て、それぞれの課題の発見や解決に取組むしくみづくりを支援し
ます。
・地域の課題を解決するための情報共有をすすめます。

子育て・教育

・陳情、要望などへの解決策を共に考え、適切かつ迅速に対応します。

めざしていきます！
行政

助成事業への申請件数

自治会への加入率

― 数値の測 り方 ―

全世帯のうち自治会へ
加入している世帯の割合

現状値（26年度） 目標値（32年度)

数値の測り方

施策の指標

環境・安心安全 文化・スポーツ

公助

自治会団体等の
年間申請件数

8件

8件

地域課題の発見や解決に向けた取組み数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

98.9％

99.0％

複数の自治会が主体となっ
て課題解決に取り組む団体
等数(ブロック単位を除く)

4団体

2団体

産 業 振 興 都市基盤整備 行
行政
政経
経営
営

など

市民のみなさんからの意見

現状・課題
共助（地域住民と行政の共創）
、公助（行政）によるも

「団結力の強いグループや仲間がたくさん存
在している。横同士がつながれば大きなグ
ループになると思う」

のがありますが、地域のコミュニティを活性化するた

「自治会活動などに住民が比較的協力的だ」

めにも、役割分担を明確にしながら協力することが求

「自治会活動は、今の時代にあった活動を」

地域の課題解決のためには、自助・互助（地域住民）
、

められています。
須坂市では、市民のみなさんと行政が協力し合い、
住みよく、活力あるまちづくりを「共創」で取組んで
います。
自治会においても、福祉、衛生、防犯、防災、児童
育成活動などで行政との連携をとりながら、地域コミュ
ニティの活性化に協力しています。

資料編

核家族化や生活形態の多様化がすすみ、役員の担い手
不足や各種行事等の実施などで課題がある中、女性や退
職されたサラリーマンなどの参画が期待されています。

区長会と市長との意見交換会

さらに、地域ごとに異なる資源、人口、環境などの
条件や課題をふまえ、それぞれに適した方法で課題の
解決に取組むしくみを整えていく必要があります。
第２部 後期基本計画
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施策

43 地域資源をいかした移住定住の促進
理想とするのは……
移住定住先として須坂市を選んでいただくため、首
都圏をはじめ県内外の移住定住希望者の様々なニーズ
に応えられるよう、相談体制・情報発信・受け入れ態勢
を充実させることで、更なる移住定住者が増えるまち。
施策の指標

行政のサポートによる
移住者数

取組んでいきます！
県内外からの移住定住の促進
・県内外の移住定住希望者の様々なニーズに応え移住定住者の増加
を図る。

相談体制の充実
・移住定住コーディネーターを設置し、移住希望者への情報提供を
図る。

移住定住先としての知名度アップ

移住者数の増加

― 数値の測 り方 ―

政策推進課

・移住応援サイトのアクセス数の増と相談件数の増を図る。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

０人

60人

移住定住希望者の積極的受入及び定住促進
・空き家バンクの運営及び移住体験ツアーなどを実施する。

めざしていきます！
移住定住コーディネーターの設置

現状・課題

数値の測り方

今後、全国的に人口減少が見込まれるなか、近年、

移住定住
コーディネーターの数

長野県への移住希望者は増加しており、県内では、す
でに飯山市や大町市、飯島町など移住定住に向け積極
的に取組んでいる市町村もあり、当市においては、こ

現状値（26年度） 目標値（32年度)

0人

5人

空き家バンクの登録数（成約含む）

れまで移住希望者のニーズに対し的確に対応しきれて
いない現状があり、平成 26 年４月に信州須坂移住支援

空き家バンクの累計登録数

5件

（成約数２件）

100件

（成約数50件）

チームを設置し移住支援に向けた体制を強固なものと
しました。今後、更に移住定住に向けた取組みを積極
的におこなっていく必要があります。

空き家案内

（郷土食で交流）
移住体験ツアー

（農作業の体験）
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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

市民と共に歩む、
44 信頼され活気ある組織・体制づくり

第１部 基本構想

行政経営
施策

現 状・課 題

職員一人ひとりが、市民のみなさんや各種団体など
と役割分担しながら、働く意欲と使命をもって、市民
のみなさんとともに課題解決に取組んでいるまち。
近隣の市町村や関係団体と連携し、それぞれが得意
施策の指標

地社会情勢の変化に対して、限られた人員で対応す
るため、効率的な組織づくりや、市民のみなさんや各
種団体などとの役割分担をすすめる必要があります。
広域的課題としては、医師不足対策、消防業務、ゴ
ミ処理、公共交通、主要道路網、観光振興などがある
ことから、近隣の市町村や関係する団体と連携してこ
れらの課題に取組む必要があります。

市役所業務の改善

市民のみなさんからの意見

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

７件

100件

「職員の皆様が意欲的に取組んでいるので、心から
感謝している」

健康・福祉

職員年間提案件数

重点プロジェクト

とする分野や特有の資源を活かし合うまち。

第２部 基本計画

理想とするのは……

― 数値の測 り方 ―

総務課

「市民がもっと自由に役所の職員と気軽に話せる環
境作りが大切だと思う」
「意欲的な職員が増えていってほしい」

子育て・教育

取組んでいきます！
長野広域連合及び構成市町村との連携

・５Ｓ
（整理、整頓、清掃、清潔、習慣）
を徹底し、業務改善に活用します。

・住民サービスの向上や効率的な行財政運営に向け、長野広域連合の
機能が十分いかされるよう、長野広域連合及び構成市町村との連携
を強化します。

・業務を洗い出して可視化をすすめます。
・行政評価で業務の成果や課題を整理し、公表します。
・職員提案制度を活用し、業務の効率化をすすめます。

須高行政事務組合及び構成市町村との連携

情報公開と個人情報保護

・医療、交通、観光など、様々な分野において、隣接市町村をはじめ
とした須高地域の連携を強化します。

・個人等、第三者の権利利益に配慮しながら、市民のみなさんの知る
権利を保障し、市政の公正な執行に寄与するため、情報公開制度を
適正に運用します。
・個人情報の適正な収集や使用、管理を徹底し、個人の権利利益を保
護するため、全職員対象の研修の実施や、相談体制を充実します。

法令等の順守を徹底

将来像の実現に向けた柔軟な取組み
・その時点の社会や経済の環境、須坂市の状況などに応じ、将来像の
実現のために必要な事業を柔軟に推進します。

連携中枢都市圏の機能充実
・生活、福祉、交通、観光など様々な分野での圏内の資源を相互で有
効に活用する事業の整備、拡大を推進します。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

・決裁過程での、内部チェック機能を強化します。もし、法令などの
違反があった場合は、速やかに情報を公表し、誠実に対応します。

環境・安心安全 文化・スポーツ

業務の成果を高める改善と効率化の推進

職場内の環境対策を推進
・節電、省エネ対策を推進します。
・労働安全衛生法に基づく、快適職場指針やストレスチェックの活用
により、職場環境を改善します。

一人ひとりの職員が能力を発揮し、自己実現できる職場づくり
・目標の提示と柔軟な役割分担、密接な職場内コミュニケーションな
ど、一人ひとりが主体的に業務を推進します。
・職員のやる気を市民サービスの向上や業務改善に結びつけるしくみ
をつくります。

求められる人材像を定義し、職員を育成･確保する人材戦略

堅実な法規審査
・法令や他の例規との整合と、確実で明快な表現方法を慎重に見極め
ることにより、担当課の業務執行を支援します。

文書事務の適正化を徹底
・職員研修や、文書事務のチェックにより、市民のみなさんの財産で
ある公文書の事務の適正化を徹底します。

数値の測り方

職員応対マナーアンケート設問
「窓口に来られた時、職員が
あいさつをしましたか？」

現状値（26年度） 目標値（32年度)

70％

100％

45件

70件

483人

467人

38.9％

100％

職員の専門研修
専門研修年間受講件数
職員数
正規職員数

資料編

・職務遂行にあたり、発揮した能力や挙げた目標の達成度を評価する
人事評価制度や、職員が自主的に参加する研修プログラムなど、常
にスキルを高めることができる、人材育成システムをつくります。

来庁者に対する職員応対

行政経営

魅力ある働きがいのある職場づくり
・全員が役割を分担しつつ、お互いに認め合い協力しあえる職場環境
を整備します。

めざしていきます！

庁舎内での環境負荷低減
庁舎照明LED化率

第五次須坂市総合計画・後期基本計画「施策の指標」全体達成度
達成した施策の割合

32.6％

100％

第２部 後期基本計画
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施策

45 長期的展望に立った財政運営
理想とするのは……

財務課

現 状・課 題

財政状況の長期展望を踏まえた上で、市税等の自主
財源をはじめ、あらゆる財源の確保に努め、収支バラン
スの取れた財政運営がされているまち。

実質公債費比率など財政健全化の指標は、早期健全
化基準よりも大幅に低い数字で、健全財政を維持して
います。しかし、これまで安心・安全のまちづくり、子

これらの財政状況を常に分かりやすく公表し、市民

育て環境の整備などを目指して、学校の耐震化、保育

のみなさんと財政運営の基本的な考え方の共有が図ら

園の建替えなどをすすめてきた結果、起債残高は増加

れているまち。

し、基金残高は減少しています。

市民のみなさんは、市の財政状況に関心を持つとと

市の一般財源である市税や地方交付税は、地方の景

もに、予算が適正に執行され、税金の無駄遣いがない

気回復の遅れや国の財政再建などにより、その動向は
不透明です。そのため、
「早期健全化基準を超えていな

かきちんと点検しているまち。
施策の指標

いので安心」ということではなく、さらなる財源の確
保と、経常経費も含めた事業の見直しを、施策の優先
順位などの情報を公開しながら、市民のみなさんと一

財政力指数

緒にすすめていくことが必要です。
― 数値の測 り方 ―

財政力指数
3か年の平均値
※

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

0.523

0.530

※注）財政力指数：標準的な行政活動を行うため必要な
財源をどのくらい自分で調達できるかの財政基盤
の強さを表す指標。
（この指数が1に近いほど、財源に余裕がある自治
体とみることができます）

税金等の滞納繰越額は減少していますが、さらに債
権管理の適正化を図るとともに、市民のみなさんのニー
ズに対応した納付方法の検討により新たな滞納を生じ
させないことが必要です。
市民のみなさんからの意見

「予算や財政など政策の順位をわかりやすく」
「須坂市は何に力をいれているのかわからない」
「財政状況は、中学生でもわかるように説明してほしい」

取組んでいきます！
財政状況の公表

収納環境の充実

・財政状況をわかりやすく公表します。

・クレジットカード公金収納 ※やコンビニ収納などを進めるととも
に、収納環境のさらなる充実、向上に努めます。

・新公会計制度（貸借対照表の作成など）による財政分析をします。

※注）クレジットカード公金収納：クレジットカードにより税金などを支

財政計画の策定
・基本計画の実施計画策定に合わせて、財政の中・長期計画を策定
します。

予算編成への市民参加
・議会での質疑、各種団体・市民のみなさんとの懇談会等で出され
た意見を予算編成に生かします。

健全財政の継続
・健全化判断比率を適正数値（早期健全化基準以内）に保ち、財政
を運営します。

歳入の確保
・市有資産の有効活用を促進し、活用する見込みのない普通財産の
売却をすすめます。
・公共施設の使用料など受益者負担の適正化をすすめます。
・国、県、民間の補助金や事業など外部資金を効果的に活用します。
・インターネットオークションを活用し、不用物品の売却をすすめ
ます。

払うことができること。

収納体制及び対策の強化
・公平公正な徴収をすすめます。
・滞納整理を進めるため、市税等滞納整理対策チャレンジプランによ
り、須坂市滞納整理推進本部において進行管理をおこないます。
・計画的に滞納整理を実施し、状況を市民のみなさんにお知らせし
ます。
・滞納案件の内容を精査し、状況別に仕分けします。

公共施設など行政が持つ財産の総合的管理の推進
・全市的な視点から公共施設などの適正な配置や、建設・管理運営
方法などの見直しを通じて、最少の経費で施設の効用を最大にす
るとともに、公共施設の維持管理費用の低減化を図ります。
・公共施設等総合管理計画に基づく施設の適正配置や活用、長寿命
化・効率化・省エネルギー化などによる総合的かつ計画的な施設
管理を推進します。
・施設の売却や譲渡・貸付などによる未利用財産の活用や処分をす
すめます。

歳出の節減
・優先順位を明確にし、費用対効果により事業を見直します。
・定型業務の合理化やICT化の推進による経費節減をすすめます。
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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

行政経営

第２部 基本計画
重点プロジェクト

健康・福祉
子育て・教育
環境・安心安全 文化・スポーツ

臥竜山から撮影（北西方向）

めざしていきます！
財政状況の広報
現状値（26年度）

目標値（32年度)

7回

8回

広報紙掲載回数

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

数値の測り方

など

国などから長期的に借り入れる資金の返済が済んでいない残高
一般会計の市債残高

170億2,594万円

170億円未満

自治体財政の健全化を示す指標
実質公債費比率

7.9％

12.0％未満

38.7％

35.0％未満

91.3％

90.0％未満

行政経営

収入に対する借金返済額の割合。
黄信号の基準は25%

将来負担比率
年間収入に対する将来的に負担する
可能性のある借金の総額の割合。
黄信号の基準は350%

経常収支比率

資料編

税金や地方交付税など使い道が自由
な収入に対する固定的な支出の割
合。比率が低いほど柔軟性が高い

市税の徴収率（滞納繰越分を含む）
その年に納める税金のうち
納められた額の割合

90.57％

95.00％

第２部 後期基本計画
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