第五次須坂市総合計画
2011 ▶ 2020 長野県須坂市

求めるから、
分かち合い
（愛）
、与え合い
（愛）
、譲り合い
（愛）へ
須坂市長

平成 23 ～ 27 年度を計画期間とする第五次須坂市総
合計画・前期基本計画までの成果を踏まえ、市の将来
像の完成に向けた取組みを継続するために、この度平
成 28 ～ 32 年度を計画期間とする後期基本計画を策定
しました。
今回策定した後期基本計画では、健康長寿発信都市『須坂ＪＡＰＡＮ』の取組み、移
住定住の促進などの施策を新たに盛り込みました。また、地方創生の実現を図るために、
平成 27 年 10 月に策定した「須坂市人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略」
の４つの基本目標を後期重点プロジェクトとして、位置づけました。
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」の実
現に向けて、農商工観、産学官金、医療・福祉のネットワークなど共創による地域づく
りにより一層、取組んでいきます。
※「共創」とは、分野の異なる人々がお互いにアイデアを提供し、連携を図りながら、ある共
通目的を創造していくことです。

後期基本計画においても、前期基本計画の７つの基本目標を引継ぎ、「ほんもの」を
さらに魅力あるものへと磨くとともに、
「求めるから、分かち合い（愛）、与え合い（愛）、
譲り合い（愛）」の市政をすすめていきます。
最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、ご尽力を賜りました総合計画審
議会委員並びに市議会議員の皆様をはじめ、市民総合意識調査、各種アンケート調査な
どで貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様に心からお礼申し上げます。
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基 本 構 想

第1部

基本構想では、須坂市のまちづくりに対する基本となる考えと目標とする
まちの将来像を示し、市民のみなさんとの共創による将来像の実現を果たす
共通の約束として、以下のとおり位置づけます。

将 来 像
目的

３つの基本理念

まちづくりの
基本となる考え方

７つの基本目標

みんながめざす須坂市の
未来の姿を実現するために
おこなうこと

基本構想

基

本

施

基本目標をより具体化した
活動の目標

策

後期重点プロジェクト

基本計画

施

基本施策を実現するための
具体的な手段

策

…………………………………施 策 指 標…………………………………

取

組

手段

施策を実現するための
具体的な個別の手段

み

…………………………………………取 組 み 指 標…………………………………………

安心・安全

元

気

交流

計画の愛称と将来像
愛

称

将来像

いきいきすざか

みんなのまちづくり計画

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
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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
将来像は、須坂市のまちづくりを進めていく上での基本的な姿
勢や考え方を示すものです。それは、私たちの生活の根本は豊か
な自然や、はるか昔から須坂に暮らしてきた人々が築いてきた歴
史文化の上に成り立っていることを認識し、須坂市に住むことの
魅力を高めるとともに、一人ひとりの活力を生み出すものでなけ
ればなりません。須坂市に暮らすみんなが個性を発揮できるまち
づくりを目指して、これからの私たちがめざす須坂市の未来の姿
として、須坂市の将来像を、

｢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」

とします。

３つの 基 本 理 念
須坂市の将来像を実現させるための、まちづくりをすすめていく基本となる考え
方は次の３つです。

元
安心・安全
みんなが須坂市で心配なく
心穏やかに暮らせるまちづくり

気

みんなの行動で須坂市を
賑やかにしていくまちづくり
人口増のまちづくり
人づくり

福祉のまちづくり

戦略産業の集積づくり

子育て教育のまちづくり
思いやり医療のまちづくり
防災防犯のまちづくり

交

流

人と人とのコミュニケーションを
基本に、須坂市内外に
つながりが生まれるまちづくり
文化創造のまちづくり
地域資源の融合によるまちづくり
環境都市づくり
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持続的・戦略的都市経営
市民サービスの向上
健全財政運営
業務改善、効率化
外部・民間活力の活用
共創

第
１部部基本計画
第２
基本構想

７つ の 基 本 目 標
将来像を実現させるためには３つの基本理念を常に考え、目標年度の平成３２年

第２部 基本計画

度までの具体的な事業は以下の７つの柱を基本目標とします。

（1） みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり
みんなが困っている人に手を差しのべ、お互いに助け合い、住み慣れたまちで、みんなが
健康に安心して暮らせるまちをつくります。

重点プロジェクト

（2） 子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり
須坂でしか学び、体験できない特色ある教育環境の中で、未来を担う子どもたちが安心し
てのびのび育ち、みんなの未来に夢が持てる“共育（共に育む）”のまちをつくります。

健康・福祉

（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

子育て・教育

つくります。

（4） 多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり

環境・安心安全 文化・スポーツ

創造的な人々が住み、一人ひとりが持つ文化的資源を持ち寄り、人々がまちの文化を育
て、まちの多様な文化が人を育て、市民のみなさんにとって誇りとなる「まちとしての価
値」をさらに高めます。個々で学んだことを地域づくりにいかすための還元を通じ、市民
のみなさんが交流することで、お互いを尊重し合い集えるまちをつくります。

（5） みんなの活力があふれるまちづくり
経済のグローバル化や、都市と地方の格差に対応できる地域の総合力による産業体制を整
えるために、お互いの連携を通して、新しいアイデアの創造や人材の育成、雇用の確保に
より、活力あふれるまちをつくります。

産業振興

など

（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

まちづくり

快適に生活できるまちをつくります。

（7） みんなが主役のまちづくり
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ぐ

行政経営

ために、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、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。

資料編

第１部 基本構想
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総合計 画 の 構 成 と 期 間
第五次須坂市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」により構成
され、須坂市が目指すまちづくりの基本を示します。
【総合計画の構成と計画期間】

23年度

24年度

25年度

26年度

基

27年度

本

28年度
構

29年度

30年度

31年度

32年度

想
実施計画

実施計画は、３年間の計画期間を設け、１年ごとに
計画の実行→分析・評価→計画の修正→実行というサイクルを繰り返します。

実施計画
実施計画
実施計画

実施計画

前期基本計画

毎年度計画を見直し実行

後期基本計画

（1）基本構想
これまでの経過や現状、課題を踏まえ、須坂市のまちづくりに対する基本となる考えと、目標と
するまちの将来像を示します。市民のみなさんとの共創による将来像の実現を果たす、共通の約束
として位置づけます。
◆計画期間

平成 23（2011）年度 から 平成32（2020）年度 まで

（2） 基本計画
基本構想で目標とした将来像を実現するため、現状や将来像を考えた上で基本目標（みんながめ
ざす須坂市の未来の姿を実現するためにおこなうこと）ごとに施策を体系的に示し、重要度や優先
部門を定め実施する基本方針を定めます。
◆計画期間

前期基本計画……平成23（2011）年度から平成27（2015）年度まで
後期基本計画……平成28（2016）年度から平成32（2020）年度まで

（3） 実施計画
基本計画に掲げる方針を実現するための、具体的な事務事業を示します。毎年度の予算をつくる
際の基本的な方針とします。なお、実施計画は第五次総合計画とは別にあらためてつくります。
◆計画期間

３年間の計画期間を設け、1年ごとに
計画の実行→分析・評価→計画の修正・実行というサイクルを繰り返します。

基本構想 ⇒ 基本計画 ⇒ 実施計画 ⇒ 予算方針 ⇒ 予算 ⇒ 実施事業の順で、より具体的な取組
み内容となります。
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第
１部部基本計画
第２
基本構想

土地利用構想
（1）基本理念

第２部 基本計画

須坂市の区域における国土（以下「市土」という。）は、現在及び将来における市民生活に必要
な限られた資源です。また、生活と生産を通ずる諸活動の共通の基盤です。
このことから、市土の利用にあたっては、市民のみなさんの理解と協力のもとに、公共の福祉を
優先させ、恵まれた自然・歴史的環境との調和に配慮し、須坂の特性を十分にいかした、安全、健
康で文化的な生活環境の確保と須坂の均衡ある発展を図ることを基本理念とします。

重点プロジェクト

行政だけではなく、市民のみなさんとの共創や、国や県との連携により、土地利用のあるべき姿
の実現に向けて、総合的かつ計画的におこなわなければなりません。

市土利用をめぐる

グローバル化の進展、
高速交通網整備による
産業構造の変革

安全・安心や環境に
対する意識の高まり

健康・福祉

少子化・高齢社会、
人口減少の加速

基本的条件の変化

地方分権の進展と
戦略的都市経営の必要性

地球規模での
環境問題

子育て・教育

公共の担い手の
多様化と役割の増大

自然災害の多発

環境・安心安全 文化・スポーツ

基本視点……持続可能な市土管理

● 計画的かつ有効な市土
利用

など

市土利用の総合的な都市経営

共創の推進と“人財”の活用

● 安全で安心できる市土
利用

● コンパクトなまちづく
り

● ボランティア意識の高
まり

● 環境と共生を重視した
市土利用

● 市土利用のプロセス管
理

● 直接的、間接的な関わ
り

環境の保全と美しい市土形成

土地の有効利用

市土利用の市民的経営

まちづくり

市土利用の質的向上

産業振興

土地需要の量的調整

市土の保全と安全性の確保

行政経営

必要な措置の概要

資料編

●自然的条件を踏まえた ● 恵まれた自然環境の保 ●耕作放棄地の有効利用 ●公共の福祉の優先
防災の推進
全
●空き店舗、空き家、空 ● 地 域におけ る 交 流 促
●災害に強い都市づくり ● 快適で質の高い生活環
き地など既存ストック
進、コミュニティの維
境の創造
の推進
の有効活用
持発展
●土砂、水害対策の総合 ● 歴史・文化をいかしたま ●農地は ｢所有」から「利 ●みんなが参加する市土
ちづくり
的な推進
用」を促進
管理

第１部 基本構想

9

（2）利用区分別の市土利用の基本方向
区

分

目

標

面

積

の

考

え

方

● 農産物の安定供給のために、耕作放棄地の発生防止と再利用による、農用

農

用

地

地の確保と整備
● 良好な管理による多面的機能の維持
● 安全・安心な農産物の供給や、環境負荷の軽減に配慮した農業生産の推進
● 林業の持続的かつ健全な発展と、多面的機能維持のために、多様で健全な

森

林

森林の整備と保全
● 野生鳥獣被害対策を考慮した里山の整備と保全、及び森林の適正な利用

原

野

水面・河川
水路

● 貴重な自然環境を形成している原野の保全・再生
● 河川氾濫地域における安全性の確保（減災対策の促進）
● 既存用地の持続的な利用
● 交流・連携の促進、市土の有効利用や生活・生産基盤の整備を進めるため

に必要な用地の確保
道

路

● 農林業の生産性の向上、農用地や森林の適正な管理のために必要な用地の

確保
● 既存用地の持続的な利用
● 都市計画道路整備や生活道路の整備改良
● 既存住宅ストックの有効活用や、耐震・環境性能を含めた質の向上と、良

宅

地

好な居住環境を形成するために必要な用地の確保
● 都市における土地利用の高度化、低未利用地の有効利用の促進

宅
工業用地
地
その他の
宅

地

の

他

● 既存工業団地の有効利用
● 産業集積を進める上で必要な用地を確保
● 中心市街地における商業の活性化
● 郊外の大規模集客施設について、周辺の土地利用との調整や景観との調和

に配慮
● 空き店舗等都市の低未利用地や、農山村の耕作放棄地の、積極的な再利用・

そ

有効利用
● 住民意向・環境保全に十分配慮しながら、公園や福利厚生施設等の整備

蔵の町並み

10

基本計画の構成
基本計画では、基本構想で目標とした将来像を実現するため、現状や将来像を
考えた上で基本目標（みんながめざす須坂市の未来の姿を実現するためにおこな
うこと）ごとに施策を体系的に示します。
基本構想で述べた 7 つの「基本目標」を 18 の「基本施策」に分け、
この「基本施策」

第2部

をさらに 45 の「施策」に分け、をさらに細かな「取組み」に分けていくことで、

後期基本計画

基本目標の目的達成のための手段をより具体的な実施内容としています。
「施策」と「取組み」では、実施内容をわかりやすく説明するためと、達成状
況を測り実効性を高めるために指標を設定しています。
将 来 像
目的

３つの基本理念

まちづくりの
基本となる考え方

７つの基本目標

みんながめざす須坂市の
未来の姿を実現するために
おこなうこと

基本構想

基

本

施

基本目標をより具体化した
活動の目標

策

後期重点プロジェクト

基本計画

施

基本施策を実現するための
具体的な手段

策

…………………………………施 策 指 標…………………………………

取

組

施策を実現するための
具体的な個別の手段

み

…………………………………………取 組 み 指 標…………………………………………

安心・安全

11

12

元

気

手段

交流

第五次須坂市総合計画

❷
幸せな社会は人権尊重と共同参画から

行政運営から都市経営への移行

時代のニーズに対応できる工業

人々で賑わうための商業振興

たくさんの人が訪れるまちづくり

雇用の確保と充実

自然とともに暮らすための土地の有効利用

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

快適な居住環境の整備

❶

❸
❷
❶

❺
❹
❸
❷
地域資源をいかした農林業の充実

市民スポーツ活動の充実

❶

❷

安全に暮らせる生活支援

市民の学び、文化・芸術を創造し、発展するまちの基礎に

❷

地域から考える自然環境の保全

❶

❶

子育て支援の充実
教育環境の充実

社会福祉の充実
健康な暮らしの充実

基 本

交流のまちづくり
みんなが須坂市で心配なく

みんなの行動で須坂市を

人と人とのコミュニケーションを基本に、
心穏やかに暮らせるまちづくり

賑やかにしていくまちづくり

須坂市内外につながりが生まれるまちづくり

施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策

施策
施策
施策
施策
施策
施策

施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策
施策

施策
施策
施策

施策
施策
施策
施策
施策

施策
施策
施策

施策
施策
施策

施策
施策
施策
施策
施策

計

施策

長期的展望に立った財政運営

男女共同参画社会の実現

多様な活動主体の参画による地域社会づくりの推進

特色をいかした地域振興の推進

情報発信、広聴・広報の充実

ＩＣＴによる利便性の向上と効率的なシステム運用

地域コミュニティの活性化

地域資源をいかした移住定住の促進

市民と共に歩む、信頼され活気ある組織・体制づくり

38 39 40 41 42 43 44 45

公共交通の確保

人権が尊重される社会の実現

36 37

水環境の保全と水道水の安定的な供給

橋や道路整備の推進

安心で快適な住環境の推進

33 34 35

土地の有効利用の推進

良好な景観要素の保全と育成の推進

31 32

観光資源の活用

雇用機会の充実と産業人材の育成

労働環境の整備と勤労者福祉の増進

30
28 29

商業の活性化

観光産業の振興

26 27

新産業創出・企業誘致の推進

25

森林の多面的機能の維持保全と共生

既存産業の高度化・高付加価値化の促進

23 24

スポーツ活動の充実

農業の活性化

21 22

生涯学習・文化芸術・歴史を大切にしたまちづくりの推進

20

消費生活の安全

生涯学習の機会充実

18 19

循環型社会の形成と環境衛生施設の適切な管理

防災体制の充実

消防・救急体制の充実

交通安全対策の推進

地域安全対策の推進

13 14 15 16 17

子育て環境の充実

自然環境の保全

環境を守る活動の推進

10 11 12

児童・青少年健全育成の推進

9

特色ある魅力的な学校づくりの推進

8

❷
❶

❷
❶

基本施策

（６）
みんなが快適に
生活できるまちづくり
（４）
多様な文化を学び育て、
交流する創造的なまちづくり
（２）
子どもたちが未来に
夢をもてるまちづくり

基本目標

（７）
みんなが主役の
まちづくり
（５）
みんなの活力があふれる
まちづくり
（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
（１）
みんなが助け合い、
健康に暮らせるまちづくり

生活困窮者への支援
障がい者福祉の充実
高齢者福祉の充実
みんなで助け合う福祉
地域医療を支える体制づくり
健康づくりの充実

画

須 坂 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略
後期重点プロジェクト

元気なまちづくり

基本構想

施策

安心・安全のまちづくり
基本理念

7

6

5

4

3

2

1

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
将 来 像

第五次須坂市総合計画

後 期 基 本 計 画
〈後期重点プロジェクト〉

1

重点プロジェクトの基本的な考え方
基本構想に掲げる将来像の達成に向けて、本市の抱える課題を効果的、効率的に
解決し、「選択と集中」による施策の展開が求められます。重点プロジェクトは、
本計画期間内に特に優先的・重点的に取組む施策を部局横断的に推進するプロジェ
クトです。本計画期間内に重点的に取組む施策や、分野を横断して展開する施策を
「須坂市後期重点プロジェクト」として位置づけます。

2

後期重点プロジェクトと須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の関係性
須坂市では、平成 27 年 10 月に策定した須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以
下、「総合戦略」）で掲げる施策を市の優先的・重点的に取組む事業として捉えてい
ます。そのため、これまでの重点プロジェクトの項目を『総合戦略の基本目標』に
置き換えて地方創生の施策を展開していきます。
総合戦略を後期重点プロジェクトと位置付け、実効性のある PDCA サイクル、
KPI（成果指標）の検証と進捗管理を毎年実施し、効果的に事業が実施されるよう
に管理運営していきます。
また、総合戦略には本市独自の中心的な施策である健康長寿発信都市「須坂ＪＡ
ＰＡＮ」の具体的な取組みが盛り込まれており、各プロジェクト内で実施していき
ます。

3

プロジェクト項目
① 人口増加プロジェクト

前

期

② 生涯健康都市プロジェクト
③「人財」
・
「知財」育成活用プロジェクト
④ 地域発 環境保全・エネルギー創出プロジェクト

① 須坂市にしごとをつくり、安心して働けるようにする

後

期

② 須坂市への新しい人の流れを創る
③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④ 安心な暮らしを守るととともに、地域と地域を連携する

第2部

後期基本計画

15

4

健康長寿発信都市「須坂JAPAN」

「市民の健康増進」のために活動する保健補導員制度発祥の地

須坂

終戦を迎えた昭和 20 年に旧高甫村で、地域の女性が住民の命を守るために立ち
上がりました。やがてその活動が「保健補導員制度」となり、健康づくりを柱に須
坂市の発展に寄与してきました。昭和 33 年には「須坂市保健補導員会」が組織され、
「市民の健康増進」において中心的な役割を担ってきました。
健康に関する学習（食事・運動・禁煙等）を重ね自ら実践し、その知識をもとに家
庭や地域へ広め市民が健康増進できるように活動しています。また、自ら健康で生
活できる市民が増えていくよう、各町（市内 67 町）から選出され、任期は 2 年とし
ています。加えて、市と地域役員とも協働で健康づくりをすすめてきました。
こうした取組みが評価され、平成 26 年に「第 3 回健康寿命をのばぞう！アワード」
厚生労働大臣最優秀賞を受賞しました。

須坂市保健補導員会の
活動風景

須坂エクササイズを紹介

減塩食の学習会

第３回
健康寿命をのばそう！アワード
厚生労働大臣最優秀賞受賞
平成 26 年授賞式の様子

16

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

健康長寿発信都市「須坂ＪＡＰＡＮ」の実現に向けて
みを軸に「ほんもの」の宝をつなぎ、新たな価値を市民の皆さんと創り、地域の活
性化をめざすものです。
今、人口減少・少子高齢化という時代の中で、須坂の歴史の上に立ち、健康づく
りの先達として、次の事業を中心に取組んでいきます。
プロジェクト

①今ある健康長寿の取組みをさらにすすめる。
②地域資源（住民力、匠、農業、商業、工業、観光など）を活用した
新たなネットワークで、須坂市の発展性を見出していく。

そしてそのプロセスを須坂から全国へ、そして世界へ発信していくため、
「須坂ＪＡＰＡＮ」としました。
イメージ図

須坂で暮らしたい、訪れたい、働きたい人が増える

移 住・定 住

医療費抑制と介護予防で持続可能な地域を全国に発信

地方創生

起

環境・安心安全 文化・スポーツ

健 康・観 光

子育て・教育

健康長寿発信都市「須坂JAPAN」創生プロジェクト

業

認知症予防と健康長寿・生涯健康・生涯現役
新たな地域づくり

健康のおすそ分け

地域支えあい

ソーシャルキャピタルの
高い地域

など

保健補導員
経験者
（7,000人）

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

健康と観光による
新たなビジネスの創出
健康を
産業・起業へと
結びつける

健康長寿食

介護予防
子育て支援

認知症予防
保健補導員会

住民の健康増進活動

食事を通じた
健康増進

食生活改善推進
協議会

NIHの８項目

アメリカの国立衛生研究所提唱

須坂エクササイズによる
新たな取組み

健康づくりの
ノウハウを伝える
若い世代への継承

点ト 健康・福祉
第２部 基本計画 重
重点プロジェク

健康長寿発信都市「須坂ＪＡＰＡＮ」とは、これまでの健康づくりに関する取組

住民が伝える

資料編

「運動習慣をつける」「高血圧
の改善」「人的交流など社会認
知活動」「Ⅱ型糖尿病の改善」
「地中海食などバランスの良い
食事を摂る」
「適正体重の維持・
生活習慣病の改善」
「禁煙」
「う
つ状態の改善」

健康長寿の基礎づくり
現状

要介護認定率が長野県19市中最も低い
介護保険料が長野県19市中最も低い

第２部 後期基本計画
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5

将来目標人口
本市目標人口を推計する上で、国立社会保障・人口問題研究所の推計値を基準に、
出生率が段階的に上昇し 2035 年（平成 47 年）にかけて人口置換水準の 2.07 に上
昇すると仮定し、シミュレーションを実施しました。この将来目標人口を達成する
ために４つのプロジェクトに取組んでいきます。

単位：人

56,000
52,168
51,000

50,672

52,168

49,511

50,312

48,199
46,772
45,307

48,298

46,000

43,845

46,027

42,479
41,153

43,577

41,000

39,820
38,501

41,031
38,508

36,000

36,031
33,578

31,000

31,106
26,000

28,652
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
（H22） （H27） （H32） （H37） （H42） （H47） （H52） （H57） （H62） （H67） （H72）

社人研ベース 52,168

50,312

48,298

46,027

43,577

41,031

38,508

36,031

33,578

31,106

28,652

独自推計

50,672

49,511

48,199

46,772

45,307

43,845

42,479

41,153

39,820

38,501

52,168

須 坂市の目標人口

2020 年（平成 32 年）

49,500 人
※後期基本計画目標年

18

将来像

2040 年（平成 52 年）

43,800 人

2060 年（平成 72 年）

38,500 人

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

6

プロジェクト

須坂市にしごとをつくり、
安心して働けるようにする
プロジェクトの指標
指 標 項 目

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

26.7％

30.0％

就業支援センター利用者の就職率

28.9％

30.0％

プロジェクト

新規学卒（市内高卒）の市内企業への就職率

（１） 現状・課題
本市が実施した首都圏在住の方を対象に実施した調査結果によると、移住を考えるうえで、不安な

子育て・教育

ことでは 5 割の方が「移住先に働き口があるか」と回答しています。また、結婚・出産・子育てに関
わるアンケート調査では、産みたいと希望する理想的な子ども数を下回る理由として、
「大学教育に
対する教育費にお金がかかる」や「出産費用等の経済的な負担が大きい」などの経済的な負担を挙げ
る市民が多数存在しています。

環境・安心安全 文化・スポーツ

須坂市の出生率の向上や市内へ新しい人の流れを創るためにも、強固な産業基盤の構築をすすめ、
市内に安定した働き口を創出していく、また、地元で創業ができる支援体制整備が課題となっています。

（２） 基本的方向性
① 健康長寿発信都市「須坂ＪＡＰＡＮ」創生プロジェクトによる地域の再生
② 魅力的で集客力のある店の開設支援
③ まちの賑わい創出や新たな出店等による就業機会の拡大

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

④ 企業誘致、既存産業の高度化・高付加価値化の推進による雇用の拡大
⑤ 産学官金連携による研究開発や新産業の創出、販路拡大への支援

特に関連の強い施策
健康づくりの充実

施 策 21

農業の活性化

施 策 23

既存産業の高度化・高付加価値化の促進

施 策 24

新産業創出・企業誘致の推進

施 策 25

商業の活性化

施 策 28

雇用機会の充実と産業人材の育成

施 策 29

労働環境の整備と勤労者福祉の増進

資料編

施策１

点ト 健康・福祉
第２部 基本計画 重
重点プロジェク

１

第１部 基本構想

後期重点プロジェクト（須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

市内企業が須坂創成高校の授業を支援
（アスザック久保社長講演会）

第２部 後期基本計画
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プロジェクト

２

須坂市への新しい人の流れを創る
プロジェクトの指標
指 標 項 目

行政のサポートによる移住者数
長野県観光地利用者統計調査の観光入込客数
文化・観光施設入館者数
須坂クラシック美術館、笠鉾会館ドリームホール
世界の民俗人形博物館、須坂市動物園

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

―

60人

109万3,200人

112万人

21万8,800人

22万人

（１） 現状・課題
本市が首都圏在住の方を対象に実施した調査結果によると、須坂市に対する評価として、
「将来移
住したい、もしくは移住の候補地のひとつとしたい」は 6.7％、
「移住先としては何ともいえないが、
今後訪れてみたい」は 6 割以上となっており、須坂市への潜在的な訪問ニーズは高いとみられます。
また、須坂市への来訪希望者から「自分の目で見て実際の雰囲気を感じてから」や「須坂市への移住
に関する情報がほしい」との意見も多数あります。
そのため、今後の移住施策を進めていくうえで、実際に須坂市に行ってみる機会をつくることや相
談機関の充実、移住者同士の交流の場をつくることなど
が、今後の移住施策の推進における課題といえます。

（２） 基本的方向性
① 健康長寿発信都市「須坂ＪＡＰＡＮ」の魅力の発信
② 須坂市の認知度の向上、交流人口の拡大
③ 地域間交流の積極的な推進
④ 移住希望者への情報発信とニーズへの的確な対応
⑤ 地域おこし協力隊の積極的活用

インバウンド海外誘客（地域おこし協力隊の蒋さん）

特に関連の強い施策
施策１

健康づくりの充実

施 策 26

観光産業の振興

施 策 27

観光資源の活用

施 策 39

特色をいかした地域振興の推進

施 策 43

地域資源をいかした移住定住の促進

移住相談
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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

若い世代の
結婚・出産・子育ての希望をかなえる
プロジェクトの指標
指 標 項 目

現 状 値（26年度）

1.50

プロジェクト

合計特殊出生率

目 標 値（32年度）

1.68

（１） 現状・課題
本市が実施した結婚・出産・子育てに関わるアンケート調査結果によると、産みたいと希望する子
どもの平均人数 2.47 人に対して、実際に産み、育てられる子どもの平均人数は 2.00 人と産みたい人
数を大きく下回っています。市内在住の若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえていくためにも、

子育て・教育

出生率の改善につなげていくための施策が必要となっています。

点ト 健康・福祉
第２部 基本計画 重
重点プロジェク

３

第１部 基本構想

プロジェクト

そのため、誰もが安心して子育てできる環境整備に加え、子育て支援サービスの充実などを図り、
希望する数の子どもを産み、育てられる施策の展開を図っていきます。

環境・安心安全 文化・スポーツ

（２） 基本的方向性
① 安心して子どもを産み育てる環境の充実
② 子育て家庭を支えるニーズに沿った支援
③ 子育てのしやすい地域・職場づくりの推進
④ 男女の出会いの場の創出
⑤ ふるさと須坂を誇れる・好きになる教育の推進

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

特に関連の強い施策
施策７

特色ある魅力的な学校づくりの推進

施策８

児童・青少年健全育成の推進

施策９

子育て環境の充実

施 策 29

労働環境の整備と勤労者福祉の増進

施 策 37

男女共同参画社会の実現

須坂千曲保育園のホールでの遊びの様子

資料編

第２部 後期基本計画
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プロジェクト

４

安心な暮らしを守るとともに、
地域と地域を連携する
プロジェクトの指標
指 標 項 目

現 状 値（26年度）

98.9％

99.0％

13,126人

13,700人

自治会へ加入している世帯の割合
元気な高齢者数（介護支援を必要としない高齢者）

目 標 値（32年度）

（１） 現 状・課題
本市が実施した市民総合意識調査結果の健康の維持・増進への取組状況をみると、約 3 割の市民が
「毎日（ほぼ毎日）おこなっている」と回答しています。今後は市民の健康に対する意識を一層高め
ていくとともに、運動の継続につなげていくため保健補導員会との連携による健康体操の普及や、市
民が気軽にウォーキングができるコースの整備などすすめていきます。
また、本市の防災体制について充実しているか尋ねた設問をみると、
「そう思う」
、
「どちらかとい
えばそう思う」と回答した市民は 4 割程にとどまっています。自治会活動への取組状況では、
「参加
している」
、
「どちらかといえば参加している」と回答した市民は半数程となっています。今後は、防
災体制の強化をはじめ、緊急医療の充実、公共交通の確保、環境保全などにつながる取組みをおこなっ
ていきます。加えて、市民の自治会活動への積極的な参加を促し、自分たちの地域は自分たちで守り
育てていくといった意識の醸成も図っていきます。

（２） 基本的方向性
① 健康長寿発信都市「須坂ＪＡＰＡＮ」創生プロジェクトの推進
② 地域の防災力の強化
③ 公共交通の確保
④ 環境の保全
⑤ 空き家、空地、歴史的建造物などの有効活用
⑥ 連携中枢都市圏の機能充実

特に関連の強い施策
施 策 13

防災体制の充実

施 策 14

消防・救急体制の充実

施 策 34

安心で快適な住環境の推進

施 策 35

公共交通の確保

須坂エクササイズ（井上保育園にて）

市民バス
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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

第五次須坂市総合計画

後 期 基 本 計 画
〈基 本 計 画〉

基本計画の各施策の構成
それぞれの施策は、
「理想とするのは……」「めざすのは？」「現状・課題」
「取組んでいきます！」「めざしていきます！」の項目で整理し、計画期間
中におこなう内容を示します。

基本目標

基本 計 画 書 の 見 方

基本構想で示した基本目標につい
て、みんながめざす須坂市の未来
の姿を実現するためにおこなうこ
とを記載しています。

基本施策
「基本目標」に沿った「基本
施策」の名称とその取組み
内容を、簡単にわかりやす
く記載しています。

理想とするのは……
後期基本計画終了後にめざ
す将来像や、施策をすすめ
る際の理念などを具体的に
記載しています。
「 め ざ す の は？」 と し て、
施策全体に関わる内容や施
策の中で主要な内容につい
て、達成状況を計るために
指標を設定しています。

施

策

「基本施策」に沿った「施策」
の名称を述べます。
「施策」の中の「取組み」の
それぞれの担当部署をとり
まとめ、施策指標の目標達
成に向け施策を推進する主
担当部署を示しています。

取組んでいきます！
抽出した課題を解決し、基
本計画期間終了後に理想と
する姿とするために、平成
28 年 度 か ら 取 組 む 内 容 を
説明しています。

めざしていきます！

現 状・課 題
施策ごとに、これまでの取
組みや施策の現状、今後の
課題を記載しています。

「取組んでいきます！｣ の達
成状況を計るための指標を
記載しています。事務事業
評価により総合計画の進行
管理につなげます。

市民のみなさんからの意見
アンケートなどでいただきました
市民のみなさんの意見を紹介して
います。

記載されている指標は、期間中の達成状
況によりその内容や目標値を再確認し、
取組みの実効性を高めていきます。

第2部

後期基本計画
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1

みんなが助け合い、
健康に暮らせるまちづくり
みんなが困っている人に手を差しのべ、お互いに助け合い、
住み慣れたまちで、みんなが健康に安心して暮らせるまちをつくります。

１
健康な
暮らしの充実

施策

1

生涯を通じて、心身ともに健康で長寿を喜び、自立した生活を送ること
は、誰もの願いです。
このため、医療・保健・福祉・介護などの関係機関が緊密に連携し、健
康維持増進、疾病の予防、福祉施策の充実、介護への適切な対応がで
きるネットワーク構築を推進します。

健康づくりの充実

理想とするのは……

健康づくり課

現 状・課 題

市民の皆さんが、生涯にわたり健康で充実した生活

心疾患や脳血管疾患、がんは、死因の約 6 割を占め

が送れるように、生活習慣病の予防とこころの健康づ

ており、生活習慣病の予防対策が重要であり、妊娠期

くりに積極的に取組み、「自分の健康は自分でつくり守

を含め子どものころからの食生活や運動などの生活習

る」という住民参画の活動を推進しているまち。

慣の改善が必要です。

施策の指標
心筋梗塞や脳梗塞、腎不全、認知症の
発症の危険を高める糖尿病の患者数
（須坂市国民健康保険の５月診療分患者数の対前年増加人数）
― 数値の測 り方 ―

糖尿病患者数の増加人数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

54人

5人

国民健康保険の医療費は、平成 21 年度から 25 年度
の 5 年間で 15％伸びており、特に糖尿病で治療する人
が増えているため重症化予防の対策が必要です。( 糖尿
病患者数：平成 25 年 1,676 人、平成 26 年 1,730 人 )
健康で、こころ豊かに生活できるための母子保健対
策、特定健康診査・保健指導、各種がん検診、各種健
康教室・相談、予防接種など保健対策の充実が求めら
れています。
自殺者数は、平成 21 年の 20 人をピークに減少して
いますが、自殺は個人的な問題だけでなく、その背景
にある様々な社会的要因があることから、こころの健康
づくりや相談支援体制など総合的な取組みが必要です。
市民のみなさんからの意見

「小学校区単位で健康づくりができる機会
があるといい」
「若い世代からの健康維持・増進の取組み
をしている人が少ない」
「保健補導員制度の活動が健康長寿につな
がっていると感じる」

食ですこやか親子でクッキング
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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

めざしていきます！
検診・健康診査の年間受診率（対象者のうち受診者の割合）
検診・健康診査の内容

現状値（26年度） 目標値（32年度）

乳幼児健康診査

40％

大腸がん検診

16.1％

40％

・保健補導員会、食生活改善推進協議会などの研修を充実し、地域
での自主活動を推進します。

肺がん検診

13.6％

40％

・いつでも、どこでも、誰でもできるウォーキング、健康体操「須
坂エクササイズ」を普及します。

子宮がん検診

16.4％

50％

・8020運動（80歳で20本以上自分の歯を残す）を推進するため、
子どものころからの歯科保健について、保育園や小中学校と連携
して実施します。

乳がん検診

22.6％

50％

286人

500人

11人

0人

・市民の皆さんと協働で健康まつりなどの開催や、地域での健康づ
くり活動を支援します。

母子保健の推進
・乳幼児健診や妊娠期から子育て期の相談体制を充実し、子どもた
ちが健やかに育ち、親が安心して育児できるよう支援します。
・子育て世代包括支援センターを設置して、すべての妊産婦が安
心、安全な出産、育児ができるよう医療、保健、福祉の関係者と連
携した支援体制の充実を図ります。
・不妊・不育症治療費、未熟児養育医療費、福祉医療費の助成によ
る支援をおこないます。

胃がん検診

環境・安心安全 文化・スポーツ

8.5％

・職域との連携による働きざかりの健康づくり研究会や、学校にお
ける健康づくり活動と連携をします。

子育て・教育

100％

（3ヶ月～3歳）

健健
康・康
福祉
福 祉

98.7％

・各種予防接種や健康診査・人間ドックなどを受診しやすい環境を
整備します。

重点プロジェクト

健康づくり活動の推進
・健康づくりの指針となる「第2次須坂市健康づくり計画」に基づ
き、保健指導、健康講座などをおこない、市民の皆さんが生涯を
通じて生活習慣病予防を主体的に実践できるよう取組みます。

第２部 基本計画

取組んでいきます！

第１部 基本構想

健康・福祉

「体重計にのろう」実践の表彰
累計表彰者数
自殺者数
県統計による年間人数

健康のための食育の推進
・第２期食育推進基本計画「須坂市食で健やか計画」に基づき、食
育関係団体、保育園、学校などと協力して、食育を推進します。

・家庭や地域の食育を推進するため「食で健やか応援隊」などの活
動の充実を推進します。

こころの健康づくりの輪を広げる活動の推進
・自殺に傾いた人や、悩んでいる人に早期に気づき、適切な相談に
つなぐため、医療機関などと連携し、ネットワークの構築を充実
させます。
・市民のみなさんを対象にした講座の開催や、企業と連携した研修
会を開催し、こころの健康づくりや精神疾患に対する正しい知識
の普及を図ります。

「健康長寿」をキーワードとした、新たな事業の創出
・健康長寿発信都市「須坂JAPAN」創生プロジェクト全体会議を
開催します。

・市内温泉施設などを活用し、保健補導員などによる須坂エクササ
イズの指導、食生活改善推進協議会による健康を意識した健康長
寿食を体験し、健康増進に加え、須坂市の魅力を伝えるための体
験型旅行プランを開発し実施します。
・銀座NAGANOを活用して健康長寿発信都市「須坂JAPAN」の魅
力を発信します。

「須坂JAPAN」ロゴマーク
須坂市章の亀甲紋と、長寿のシンボルである亀をかけています。
また、六角形はあらゆる原子結合の中で最も強い結合です。

６つの色は、対角線の関係
にある２色をセットにし、健
康長寿発信都市の魅力を表
しています。
赤：須坂エクササイズ
（厚生労働大臣 最優秀賞）
紫：巨峰 ナガノパープル
（生産量日本一）
黒：日本人の伝統や和の心

資料編

・健康長寿を意識した商品等を開発し、「須坂JAPAN」ロゴをつ
けて販売します。

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

・子どものころから食育を推進するため、小学校３年生を対象に食
育事業を実施します。

など

黄：須坂市民のおもてなしの心
緑：市の木 クマスギ
臥竜公園
上信越高原国立公園
白：蔵と雪
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施策

2

地域医療を支える体制づくり

健康づくり課

理想とするのは……

施 策 の 指標

須高地域にある診療所および 3 病院、介護福祉関係

24 時間在宅療養生活のための
在宅医療安心ネットを活用した
「須高在宅ネットワーク」の参加機関

機関、行政の協力連携体制により、市民の皆さんがい
つでも安心して必要な医療福祉を受けられるまち。

― 数値の測り方 ―

「須高在宅ネットワーク」
参加機関

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

39機関

50機関

須高在宅ネットワークのイメージ
須高地域では、在宅療養者とその家族が 24 時間安心して療養生活が送れるよう、情報
共有システム ｢在宅医療安心ネット｣ を活用した連携体制の構築に取組んでいます。
主治医・訪問看護師・ケアマネジャー・後方支援病院がチームとなって在宅療養者を見
守る・支える仕組みです。

連 携

主治医

後方支援

診 療 所
急性期病院（須坂病院）

・処置内容や注意事項の共有・周知
・訪問看護師やケアマネからの情報取得
・主治医の方針や指示を関係者に周知

在宅療養支援病院（新生病院・轟病院）
・緊急時、主治医不在時の後方支援

連 携

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー）

在宅療養者・家族

・介護記録・情報の登録、参照
・利用者さんの日頃の様子を
関係者へ報告・連絡・相談

・看護内容の情報の登録、参照
・主治医への報告・相談

連 携

須坂市・小布施町・高山村
（行政）
・全体調整
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将来像

訪問看護ステーション

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 22 年度から須高三市町村が実施主体となり、
安心・安全を支える地域をめざし、医師会、歯科医師
会、薬剤師会と須高地区の病院や福祉と介護事業者が
り、感染症や災害時の医療体制整備と在宅医療福祉の
推進をおこなってきました。

取組んでいきます！
安心できる医療体制の整備
・医療・保健・福祉・介護のネットワーク構築を推進します。
・限られた医療資源を有効に活用するため、医療の機能分担の周知
に努めます。

重点プロジェクト

連携して地域医療福祉介護のネットワークの構築を図

第２部 基本計画

現状・課題

第１部 基本構想

健康・福祉

・かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の普及を推進
します。
・休日、夜間及び救急医療体制の充実をすすめます。

養までの医療保健福祉介護が連携した地域医療体制や
情報システムの整備確立をさらにすすめていきます。
市民のみなさんからの意見

「須坂病院、須高医師会、行政が中心に健康増進のた
めの活動ができている」

・地域医療を守るために、医師確保等について須高三市町村が連携
し関係機関へ働きかけます。

国民健康保険の健全な運営
・国民健康保険税の納税を促し、被保険者の負担の公平性と健全経
営に努めます。

子育て・教育

「医療体制の整備は重要と考えている市民が8割」

・大規模災害、感染症などに対応する医療体制を整備します。
・在宅療養支援における医療・介護の連携体制の構築を推進します。

健健
康・康
福祉
福 祉

疾病予防から、治療、リハビリテーション、在宅療

・加入者へ情報を積極的に公開し、疾病予防や啓発を推進し、早期発
見・早期治療に努めます。
・データヘルス計画に基づき、被保険者の健康増進、糖尿病などの
生活習慣病の発症や重症化予防の保健事業を実施します。

環境・安心安全 文化・スポーツ

・平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化等の制度改正に
対応し、被保険者に混乱が生じないように努めます。

福祉医療費による支援
・必要な医療を受けられるよう、障がい者や乳幼児などへの医療費
を助成します。

難病患者への支援
・難病の人の相談支援の充実に努めます。

めざしていきます！

など

数値の測り方
須高地域医療福祉推進協議会理事会

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

48.0％

60％

受診した人

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

特定健診の年間受診率（対象者のうちの割合）

特定保健指導年間実施率（対象者のうちの割合）
保健指導を
6ヶ月間継続した人

46.5％

60％

ジェネリック医薬品利用率
利用している人

64％

80％

資料編
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２

身体が不自由になっても、高齢になっても、遠慮なく助けを求める声が
出せ、常に地域とのつながりが感じられるようなまち。
助け合いのネットワークが根付いて、「みんなで支え、支えられる」と
いう安心感が得られるまち。

社会福祉の充実

困った人がいれば、当たり前のように手が差し伸べられ、ボランティア
活動が盛んなまち。
人と人との絆による、ふれあいのまちをめざします。

施策

3

みんなで助け合う福祉

理想とするのは……
誰もが地域で安心して健康に暮らしていくために、支
援が必要な人が地域の中で孤立することなく、地域全体
で見守り、寄り添い、支援をおこなうことができるまち。
地域に住む誰もが「支え」
「支えられる」関係にあり、
立場や世代を超えて、人と人、人と地域がつながり合い、
地域の課題に対して、それぞれができることを活かし
て「支え合う関係」をつくっているまち。
施策の指標

福祉課

取組んでいきます！
助け合い活動の推進
・「新・地域見守り安心ネットワーク」を充実し、一人暮らしの高
齢者や障がい者、要介護者などの見守りを強化する中で、孤立死
をなくし日々の暮らしに安心感を与えます。
・社会福祉協議会主催の助け合い起こし事業を支援し、「助け
て！」を言える地域づくりをすすめます。

ボランティア活動の活発化
・社会福祉協議会に委託している福祉のまちづくり推進事業により
ボランティア活動の充実を図り、誰もが気軽にボランティア活動
に参加できるよう体制を整備します。
・ボランティアを市民活動として位置づけ、ボランティア活動の拡
大をすすめます。

福祉ボランティアの活動状況

地域福祉の実現
― 数値の測 り方 ―

福祉ボランティア活動に
参加している人の数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

1,326人

1,800人

現状・課題
少子高齢化などの社会情勢の変化に伴い、地域住民

・社会福祉協議会と連携して、住民主体の理念に基づき、地域の福
祉課題の解決に取組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域
福祉の実現をめざします。

地域の見守り活動の推進
・常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助をおこない、社
会福祉の増進に努める民生児童委員の活動を支援し、地域の見守
り活動を推進します。

の抱える生活課題は多様で複雑なものとなってきてお
り、家庭や地域での助け合いや地域住民同士の絆がま

めざしていきます！

すます重要となってきています。

「新・地域見守り安心ネットワーク」の登録

各自治会の役員や民生児童委員を中心とした要配慮
者の見守り組織「新・地域見守り安心ネットワーク」や、
社会福祉協議会での助け合い推進事業などの、地域で
の見守りの必要性はますます高まっています。
地域で人びとが安心して暮らせるよう、地域での見

50％

目標値（32年度)

100％

3,021人

5,800人

30,216回

31,200回

民生児童委員の活動状況

地域社会の福祉課題の解決に取組んでいきます。
市民のみなさんからの意見

「隣近所のつながりを大切にして、助け合っていく
ことが大事」
「ボランティア活動に参加したいと思うが、具体的
にどのように動いていいのかわからない」

将来像

登録をお願いした要配慮
者が登録された割合

年間延べ利用者数

市民活動等を、地域住民やボランティア、行政・関係

28

現状値（26年度）

須坂市ボランティアセンター利用

守りや、地域に根ざした種々の福祉ボランティア活動、
諸機関、社会福祉関係者が協働して実践することで、

数値の測り方

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

年間延べ訪問回数

施策

高齢者福祉の充実

高齢者福祉課

理想とするのは……

第２部 基本計画

4

第１部 基本構想

健康・福祉

施 策 の 指標

高齢者が、それぞれの経験や知識を生かしながら、

元気な高齢者数

地域の中で生きがいを持って社会参加できる、活力の
あるまち。

介護や支援を必要としない
高齢者の人数

なっても、交流と相談できる場所が近くにあり、必要

(高齢者人口－介護認定者)

な時に必要なサービスが利用でき、住み慣れた地域で

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

13,126人

13,700人

重点プロジェクト

― 数値の測り方 ―

ひとり暮らしや介護を必要とする状態や、認知症に

健健
康・康
福祉
福 祉

安心して暮らせるまち。
高齢者の特性や認知症が理解され、介護を必要とす
る高齢者や認知症高齢者とその家族を、地域で支え合
うまち。

子育て・教育

須坂市地域包括ケアシステムのイメージ
地域包括支援センター
在宅介護支援センターなど

医 療

介 護

急 性期
病

■居宅系サービス

住まい（生活の場）

院

回復期

地域ケア会議

環境・安心安全 文化・スポーツ

地域医療福祉
ネットワーク推進室

・訪問介護 ・通所介護
・訪問看護 ・通所リハビリ

・自宅・シルバーハウジング
慢性期

・訪問入浴 ・短期入所

・有料老人ホーム・ケアハウス

・訪問リハビリ

高齢者

・小規模多機能

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

・認知症デイサービス

訪問看護
ステーション

生活支援・介護予防
■施設系サービス

日常の医療
・診療所
・歯科医療
・調剤薬局

■介護予防・生活支援サービス事業

■一般介護予防事業

・介護老人福祉施設

・訪問系サービス

・介護予防普及啓発事業

・介護老人保健施設

・地域介護予防活動支援事業

・養護老人ホーム

・地域リハ活動支援事業など

・グループホーム

（委託訪問介護・訪問指導など）

・通所系サービス

（委託通所介護・介護予防教室など）

・生活支援

（見守り・権利擁護・配食など）

地域サロン
長野県地域包括医療協議会
須高地区協議会

生きがい

生活支援コーディネーター
老人クラブ
社会福祉協議会

ボランティア

就

労

ケアマネージャー

資料編

須高地域医療
福祉推進協議会

■障がいサービス

シルバー人材センター

第２部 後期基本計画
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現状・課題
急速に進む高齢化の中で、高齢者の健康増進や生き
がい活動、介護予防、生活の支援をはじめ、寝たきり
や認知症予防事業等の更なる充実が求められています。
また、認知症になっても安心して暮らせる地域をめざ
し、地域住民や関係する団体などが連携して支援する体
制を強化するとともに、地域の認知症に対する正しい理
解と支援を推進することがさらに重要となってきていま
す。併せて、高齢者の様々な権利を擁護し、生活全般に
わたってサポートする体制の確立も求められています。
「医療」
「介護」
「予防」
「住まい」
「生活支援・福祉サー
ビス」が相互に関係し、連携しながら高齢者の在宅生活
を支える「地域包括ケアシステム」の充実が課題です。

市民のみなさんからの意見

取組んでいきます！
生きがいづくりと社会参加の促進
・高齢者が地域で生きがいを持って社会参加できるよう、経験や知
識・技能をいかした活躍できる就業環境づくりやボランティア活
動参加を支援します。
・高齢者がいきいきと生活できるよう、生きがいと健康づくりを推
進するため、生涯学習や自主的団体への活動支援や、老人クラブ
に助成し活動の活性化を支援します。
・高齢者の地域社会への参加を促進するには、公共交通機関や道路
の整備などが必要なため、関係機関と協議をおこなう中で整備の
推進をめざします。

安心して暮らせる環境整備
・高齢者を地域で支え合う地域づくりのため、福祉や介護、医療の
関係機関、団体と協力し、「地域包括ケアシステム」の構築をす
すめます。
・総合相談窓口である地域包括支援センターの周知と、体制の充実
を図ります。
・地域ケア会議の充実を図り、地域課題の把握と課題解決のための
施策を推進します。

「高齢者が主体的に活動できる社会の構築が重要」

認知症高齢者対策の推進

「介護保険外でも認知症の人たちが集まれる場をつ
くってほしい。ボランティアに入ってもらいリハビ
リなどが行えるとなお良い」

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発に努めるとともに、地域に
おける支援体制を構築するため、認知症の人やその家族を地域で
支援する認知症サポーターと、認知症サポーターの養成役となる
キャラバンメイトの養成を推進します。
・相談体制を充実させ、認知症の早期発見・早期治療をすすめると
ともに、認知症高齢者とその家族が安心して生活を送ることがで
きるように支援します。

めざしていきます！
須高広域シルバー人材センターとシニアクラブ
数値の測り方

須坂市の登録会員数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

3,018人

3,600人

地域密着型サービス事業所
事業所の登録定員数

154人

300人

認知症サポーター養成
養成講座累計受講者数

介護予防の推進
・介護予防知識の普及・啓発や介護予防事業の充実により、高齢
者が自立した生活が送れるよう、一人ひとりに寄り添った適切な
サービスを提供します。
・高齢者の介護予防を地域ですすめるため、介護予防サポーターを
育成し、活動を支援します。

生活支援サービスの充実
5,340人

8,600人

介護予防サポーター養成
養成講座累計受講者数

高齢者の権利擁護
・高齢者が尊厳を持って豊かに暮らすため、成年後見制度の普及・
啓発に努めます。

239人

400人

・高齢者がひとりでも安心して暮らせるために、安否確認を兼ね
た「安心コール」や「配食サービス」のほか、緊急通報装置の整
備、「見守り支援事業協力隊」の拡充をすすめます。
・地域で高齢者をささえるため、地域資源の発掘、担い手の養成、
サービスの開発、関係者のネットワーク化をすすめ、生活支援体
制の整備をすすめます。

介護保険制度の推進
・要支援・要介護状態となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし
続けられるよう、地域密着型サービスの施設整備をすすめます。
・介護保険制度を円滑に運営するため、介護給付費適正化と保険料
の滞納対策をすすめます。

30

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

施策

障がい者福祉の充実

理想とするのは……
障がいのある人もない人も、みんな同じく、地域の
一員として、共にいきいきと安心して暮らせるまち。
就学や就労が確保されていて、差別のない安心して暮
らせるまち。
施策の指標

― 数値の測り方 ―

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

6人

24人

※平成26年度の一般就労実数6人、以降毎年3人ずつの
一般就労を目標とする。

社会参加の促進
・障がい者スポーツ大会や障がい者文化芸術祭の支援や、自動車運
転免許の取得や自動車の改造に要する費用の一部を助成すること
で、社会参加を促進します。

コミュニケーション手段の充実
・手話通訳者や要約筆記者の養成などにより、障がい者の意志疎通
の円滑化を支援します。

在宅生活への支援
・在宅介護サービス充実や福祉機器の普及、在宅福祉利用券の給付、
介護者への支援などにより、障がい者の在宅での生活を支えます。

子育て・教育

福祉施設から一般就労した
障がい者の数の累計

相談支援の充実
・相談支援センターを中心とした相談・支援体制を充実します。

健健
康・康
福祉
福 祉

障害者総合支援法による
福祉サービスにより一般就労した人の数

取組んでいきます！

重点プロジェクト

地域住民の障がい者に対する理解が深く、地域での

福祉課
第２部 基本計画

5

第１部 基本構想

健康・福祉

福祉サービスの充実
・須高地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携し、課題の共有
と協議をします。
・相談支援専門員を中心に必要なサービスを提供します。

障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享
有するかけがえのない個人として尊重され、分け隔て

・ヘルプカードを活用した障がい者理解を促進します。
・須高地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携し、企業に対し
障がい者の雇用を働きかけます。

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

人権尊重、差別をなくす啓発

ら共生する社会を実現することが求められています。

・障害者差別解消法の取組みなど、障がい者の人権尊重と差別をな
くすための啓発活動をすすめます。

また、可能な限りその身近な場所において、必要な日
常生活または社会生活を営むための支援を受けることが
でき、社会参加の機会が確保されなければなりません。

環境の整備
・関係機関と連携し、障がい者用トイレや駐車スペースの整備、歩
道段差の解消や点字ブロックの敷設など、障がい者や高齢者が安
心して暮らせるまちづくりを推進します。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保

環境・安心安全 文化・スポーツ

障がい者理解の促進

現状・課題

され、地域社会において他の人々と共生することが妨
げられるといった、社会的障壁を除去しなければなり
ません。

めざしていきます！
手話奉仕員養成講座への参加

市民のみなさんからの意見

「須坂市は障がい児に対してとても熱心だ」
「歩道の点字ブロックを郊外にも設置すべき」

数値の測り方

年間参加者数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

152人

190人

専門性の高い相談支援の提供（相談支援専門員の研修）
研修会開催回数

0回

5回

4件

10件

3,218ｍ

4,150ｍ

障がい者に対する啓発広報
広報紙記事累計掲載件数

資料編

歩道の段差解消
工事実施済みの合計距離

第２部 後期基本計画
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健康・福祉

施策

6

生活困窮者への支援

理想とするのは……
生活に困っている人が気軽に相談でき、地域での支
え合いなどにより、相談に対して適切な支援がおこな
われることで、自立と尊厳が確保され、健康で文化的
な生活を送ることができるまち。

自立した被保護世帯の割合

― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！
相談、支援体制の充実
・関係機関と連携して、生活困窮者の相談に応じ、必要なサービス
につなげるなど、自立に向けた支援を充実します。

生活困窮者支援を通じた地域づくり
施策の指標

保護廃止総数のうち
自立による保護廃止の割合

福祉課

・生活困窮者への支援により、さまざまな分野の社会資源の連携の
促進と活性化を図り、行政、関係機関、地域住民等が協働で地域
づくりに取組みます。

生活保護の適正実施

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

35％

40％

・最低生活の保障と、被保護世帯の自立に向け、就労支援をはじ
め、実情に応じた支援をすすめます。

めざしていきます！
生活に関する相談支援

現状・課題

数値の測り方

安定した雇用機会の縮小と経済的困窮の拡大、家族

年間延べ面接相談件数

やコミュニティ機能の低下といった社会構造の変化の
なかで、複合的な課題を抱えた個人や家族が増加して

現状値（26年度） 目標値（32年度)

121件

150件

生活困窮者自立相談機関による相談支援

おり、生活保護に至る前の段階の自立支援を強化する

就労につながった数(年間)

ことが求められています。

―

10人

生活に関する相談は複雑多岐にわたり、複合的な課
題を抱える世帯からの相談が増えています。相談事例
や被保護世帯の状況を見ると、借金問題、家庭内暴力、

市民のみなさんからの意見

家族・人間関係、精神疾患を抱えるなどの事例に加え、

「低所得であっても地域で生きられるには……」

引きこもりの事例の増加が目立ちます。

「本当に困っている人に、福祉サービスがおこな
われているの？」

被保護世帯を世帯類型別で見ると、高齢者世帯、障
がい・傷病世帯など、自立が困難な世帯が大半を占め
ていますが、ここ数年では就労可能な年齢世代を含む
その他世帯が増加傾向にあり、特に 50 ～ 60 歳代の定
職についていない世帯からの申請が増えています。
このような状況から、最低限度の生活保障に加え、
各種の社会保障制度や関係機関と連携して、経済的な
安定や生活の自立に対する支援が求められています。
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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

子どもたちが
未来に夢をもてるまちづくり

第１部 基本構想

須坂でしか学べない、体験できない特色ある教育環境の中で、
第２部 基本計画

2

子育て･教育

未来を担う子どもたちが、安心してのびのび育ち、
みんなの未来に夢がもてる“共育(共に育む)”のまちをつくります。

１

教育は人づくりであり、まちづくりです。

重点プロジェクト

基礎学力の向上はもちろん、豊かな感性と想像力を育む教育、地域と
手を携えた、ふるさと須坂を好きになる教育を推進するとともに、『地

教育環境の充実

域の子どもは地域で育てる』理念の実現に向け、教育環境の充実をめ

健康・福祉 子
子育育
て・て
教育
教 育

ざします。
また、次代を担い、地域と世界に貢献する人材の育成に努めます。

施策

7

特色ある魅力的な学校づくりの推進

理想とするのは……

学校教育課

現 状・課 題

施策の指標

環境・安心安全 文化・スポーツ

みんながそろって楽しく学校に通え、感性豊かな、
今を元気に生きる子どもたちが育っているまち。

基礎学力の向上はもとより、地域と手を携えた、ふ
るさと須坂を誇れる・須坂を好きになる教育が求めら
れるとともに、不登校対策といじめ防止が、学校教育
における最重要課題となっています。

不登校児童生徒の割合

また、障がいのある子どもをはじめ、特別に支援を
要する子どもたち一人ひとりに寄り添った教育を推進

― 数値の測 り方 ―

---------中学校生徒

現状値
(26年度)

0.49％
------3.38％

目標値

する必要があり、須坂支援学校と長野養護学校すざか

(32年度)

分教室との連携など、幼・小・中・高の一貫した特別

0.4％
------2.8％

など

支援教育が必要となっています。

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

欠席日数30日以上の児童生徒
小学校児童

市民のみなさんからの意見

「学校経営にもっと地域の特色を盛り込み、基礎学
力向上、教師の資質向上を」
「小学校の統廃合をせず、地元で子どもを育ててい
くことはとてもよい」
「給食がとても充実した献立でよい」

栄養教諭による給食指導

資料編

食ですこやか親子でクッキング

第２部 後期基本計画

33

取組んでいきます！
須坂を好きになる教育の推進

いじめ防止対策の推進

・ふるさと須坂に誇りが持てるよう、社会科副読本「私たちの須坂
市」の活用など、須坂の歴史や特性をいかした地域を好きになる学
習を進め、豊かな感性、創造力をはぐくむ教育を推進します。

・「須坂市いじめ防止基本方針」を踏まえ、いじめ防止などの対策を
総合的かつ効果的に推進します。

基礎学力の向上

・学校施設の計画的な整備･改修を推進し、快適な教育環境を確保する
とともに、学習内容の多様化に対応した設備・教材を整備します。

・基礎学力を充実させるため、標準学力検査により基礎学力の定着を
確認し、必要に応じ指導改善をするとともに、教職員の研修を一層
推進します。
・全小中学校に外国語指導助手（ALT）を派遣し、語学力の向上及び
国際理解の向上を図ります。

特色ある教育の推進
・各学校の自主性や地域的特性を活かした、特色ある教育・学校づく
りを推進します。
・「理科大好キッズ育成事業」「峰の原高原自然体験学習」など、須
坂市独自の特色ある教育をすすめます。

特別支援教育の推進
・障がいのある子どもやその保護者の相談と支援（教育支援）につい
て、関係機関との連携をすすめます。
・学校現場においては、必要に応じて教員補助員を配置するなど、子
どもの特性に応じた教育環境を整備します。
・ぷれジョブ活動（特別な支援を必要とする子どもたちの職業体験）
を支援します。

不登校対策の推進

学校施設・設備など教育環境の整備

・老朽化した学校給食センターの整備をすすめます。

教育の機会均等の確保
・児童生徒が経済的理由により就学が困難となることのないよう、そ
の保護者に対して必要な支援（就学援助）をおこないます。
・高等学校及び高等専門学校並びに大学に在学又は進学する者で、経
済的事情で就学が困難な者に対し奨学金を貸与します。

学校と家庭・地域の連携強化
・地域交流、環境・福祉教育、作物栽培、地域文化学習、読み聞か
せ、登下校時の安全対策など、PTAや地域との連携を一層強化し、
地域の子どもは地域で育てるため、地域のみなさんと協力します。
・地域の皆さんとの連携をすすめ、子どもたちを支援していただいた
り、教育や学校運営について話し合っていただいたりするなど、学
校と地域が「こんな子どもを育てたい」という願いを共有しながら
学校づくりをすすめる「信州型コミュニティスクール」を整えます。

食育の推進
・子どもたちが心身ともに健康で、生涯にわたって生き生きと暮らす
ことができるよう、その基礎となる食育を推進します。

・子どもたちの将来的な「社会的自立」に向けて、中間教室の設置、
スクールカウンセラーや不登校対策支援員の配置などの施策を推進
します。

めざしていきます！
学校に行くのは楽しいと思う児童の割合
数値の測り方

全国学力・学習状況
調査の回答

信州型コミュニティスクールの実施

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

88%

100%

数値の測り方

実施している学校数

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

１校

15校

毎日朝食を食べる児童生徒の割合
今住んでいる地域の行事に参加している児童の割合
全国学力・学習状況調
査の回答

91%

100%

数値の測り方

現 状 値（25年度）

目 標 値（32年度）

児童生徒の食に関する
実態調査の回答

小学校 91.5%
中学校 88.0%

100%

峰の原スキー教室
根子岳登山

高甫小全校登山
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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

施策

児童・青少年健全育成の推進

理想とするのは……
子どもたちが、家庭や地域の中で様々な体験や交流
を通じて自ら生きる力を育んでいるまち。

子育てセミナーの参加者数

取組んでいきます！
家庭・地域の教育力向上
・家庭・地域の教育力を向上させるために、家庭教育講座（子育て
セミナー）を開催します。

重点プロジェクト

施策の指標

子ども課
第２部 基本計画

8

第１部 基本構想

子育て･教育

・家庭の日の普及啓発をすすめ、豊かな心を育む家族のふれあいを
促します。
・子どものよさを見つけて褒めることにより、自信や誇りを与えて
大きく育てる、児童青少年育成委員会善行賞を推進します。
・あいさつ・愛の声かけ運動を展開します。

年間参加者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

1,358人

1,500人

現状・課題
子どもたちが自ら考え、行動していくためには、家庭
での教育を基礎とし、家庭や学校、地域が連携し、子
どもたちの様々な体験や交流の場が必要です。
る中で、家庭・地域の教育力の低下が懸念されること
から、家庭、地域の教育力を向上させるとともに子ど
もたちが、事故、犯罪に巻き込まれることがないよう、
地域全体で見守ることが必要です。
市民のみなさんからの意見

「子どもたちを育てる身近な親の資質を高めるべく
「親教育」の仕組みが必要と思う」

「イベントの参加に親の押し付けでなく、子どもの声
を生かして子どもたちに行動する力をつけてあげて
ほしい」
「親世代がしっかりした考えを持っていないのに、子
どもにばかり期待するのは間違っていると思う」

・地域の子ども会のリーダーとなるべく人材を育成するためリー
ダー養成研修をおこないます。
・小学校を卒業した中学、高校、大学の世代の子どもたちが子ども
会活動を支援する「須坂リーダーズクラブ」の活動を支援します。
・健全な心身を育み、互いに交流を深めるためスポーツによる交流
会の見直しと充実を図ります。
・地域の育成会が行う活動を支援します。
・自然や農業の楽しさ･厳しさを体験することにより、たくましい精
神力や豊かな創造力を身に付け、協調性や食育など生きる力を育
むための「農業小学校」を継続します。
・「地域の子どもは、地域で守り育てる」ために、家庭・地域・学校
が連携し、健全育成事業を推進します。

非行防止・環境浄化活動の推進
・児童青少年育成委員会、須高少年警察ボランティア協会、須高ホ
ワイト・エンジェルス隊などによる「あいさつ運動」や「愛の声
かけ運動」などの街頭補導活動の実施により、非行行為の未然防
止をすすめます。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

「ゲームに夢中になり、親子や家族との対話が少な
く、外で体を動かして伸び伸び遊ぶことが少なく
なってきている。そのため、人とのかかわりや思い
やり、感謝といった利他的な愛が薄れてきているよ
うな気がする」

家庭・地域・学校の連携による児童・青少年の健全育成支援
・子ども会育成連絡協議会（各町育成会長の組織）と連携し、子ど
もの手による子ども会活動や「子どもフェスティバル」など、子ど
もたちが、自主的かつ主体的に行事を計画・運営できるよう支援し
ます。

環境・安心安全 文化・スポーツ

また、少子化や核家族化、地域社会の絆が希薄化す

健康・福祉 子
子育育
て・て
教育
教 育

― 数値の測 り方 ―

・関係機関や地域住民と連携・協力し、子どもたちに有害な環境の
浄化に努めるとともに、関係業界に協力を求めます。
・商店などとの協力により、万引きや自転車盗などの初発型非行の
防止に努めます。
・警察や関係機関と情報を交換し、非行防止活動の成果などを情報
発信します。

めざしていきます！
児童青少年育成委員会善行賞の表彰
数値の測り方

累計表彰件数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

60件

90件

20チーム

30チーム

スポーツ交流会の実施
参加チーム数

資料編

第２部 後期基本計画
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２
子育て支援の
充実

施策

9

子育て家庭の不安感や負担感を軽減するため、気軽に相談できる窓
口の充実と情報提供に努め、子育て家庭のニーズに応じた支援が必
要です。
また、障がいがある子どもや発達に支援を必要とする子どもへの、
一人ひとりの特性に寄り添った支援が必要です。

子育て環境の充実

理想とするのは……

子ども課

現 状・課 題

一人ひとりの子どもが、夢と希望に向かっていきい
きと育っているまち。

急速な少子化や核家族化の進行、地域での関係の希
薄化や共働きの増加など、子育て家庭を取り巻く環境

施策の指標

は大きく変化しており、孤立感や負担感が増大してい
ます。
市では、平成 27 年３月に「須坂市子ども・子育て

病児保育の実施

支援事業計画」（平成 27 年度～ 31 年度）を策定し、
― 数値の測 り方 ―

病児保育実施施設数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

０か所

1か所以上

すべての子どもが健やかに成長するために、幼児期に
おける教育や保育、子ども・子育て支援事業の提供体
制の確保など子どもと子育て家庭への支援に取り組ん
でいます。
また、「地域の子どもは地域で育てる」という子育て

市民のみなさんからの意見

「子育て支援センターはイベントが充実している」
「希望しても入園できないことのないようにしてほ
しい」

の理念のもと、家庭・地域・企業・行政の連携による「子
育て家庭にやさしいまちづくり」を推進しています。

「乳幼児期の保護者に向け、情報提供の場をつくる
ことが必要」
「須坂市は、障害のある子に対し、とても熱心で放
課後も児童クラブでみてくれる」

子育て支援センターでの遊びの様子
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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

子育て･教育

第２部 基本計画
重点プロジェクト

新しくなった豊丘保育園

取組んでいきます！
地域の子育て環境整備の推進
・様々な活動をおこなう団体や子育て支援サービスなどのネットワー
クを構築します。

・子育て世代包括支援センターの役割を担い、保護者などが子育てに
関する相談がしやすく、かつ的確に対応できるよう相談窓口を充実
し、相談体制を整えます。

・子育てガイドブックの作成や子育て応援メルマガの発行、子育てナ
ビ（市ホームページ）の充実など様々な媒体を活用した子育て情報
を提供します。

・子育て支援センターの子育て講座や交流事業などを充実します。

・地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育てに関する
意識啓発などをすすめます。

・高齢者の豊富な経験や知識を生かし、自然体験や伝統行事などの実
施による子育て交流や講座を充実します。

・子育て支援センターなど、子育て中の親子が遊び、集える場所の整
備・拡充をすすめます。

・子育てと仕事が両立できるよう関係課と連携し、企業へ育児休業制
度などの普及と啓発に努めます。

保育サービスの充実

特別な支援が必要な児童・保護者へ

・保育園の待機児童ゼロを維持します。

・関係機関との連携により、児童虐待防止対策の充実と早期発見・早
期支援に努めます。

・市内保育園全園と認定こども園での０歳児保育を実施し、子育て家
庭を支援します。
・第２子及び多子世帯の経済的負担軽減を図り、保育料を軽減します。
・保育の質や保育士の専門性を向上させるため、計画的に保育士の研
修をおこないます。
・私立保育園などと連携した特別保育事業（延長保育、病後児保育
等）の充実により、多様な保育需要に対応します。

・早い段階から英語に触れ、慣れ親しみ、小学校の英語学習への滑ら
かな移行を図るため英語活動を実施します。
・小学校の授業終了後及び長期休暇期間中の、児童の適切な遊び・学
びの場を、民間活力も活用して提供します。

・保育園などでのCAP研修（人権教育プログラム）の実施により、子ど
もたちが自分を大切にする意識を高め、また保護者の子どもへの関
り方の見直しを図り、児童虐待防止につながるよう取組みます。
・発達障がい児の早期発見・早期支援に努めると共に、保護者に対す
る支援をおこない、小学校へのスムースな就学につなげます。
・保育園、幼稚園で適切な指導がおこなわれるよう、保育士などの資
質向上をすすめます。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

・食を通じて、親子や家族、地域との関わりを深め、子ども一人ひと
りの“食べる力”を豊かに育みます。

環境・安心安全 文化・スポーツ

・ひとり親家庭を含めた、子育て家庭の経済的負担軽減をすすめます。

健康・福祉 子
子育育
て・て
教育
教 育

子育て支援サービスの充実
・すべての子育て家庭への支援のため、地域で子育てを助け合う
「ファミリー･サポート･センター事業」や「ブックスタート事
業」、「ながの子育て家庭優待パスポート事業」など、子育て支援
サービスを充実します。

・保育園及び児童センター、放課後児童クラブにおいて、障がい児及
び発達に支援を必要とする児童の受入れを推進します。

男女の出会いの場の創出
・結婚相談所及び各機関が実施する交流会などを通じて市内外の男女
に出会いの場を提供します。

めざしていきます！
保育園の待機児童ゼロの維持
数値の測り方

保育の必要性がありながら
入園できない児童の数

子育て情報の提供・拡充
現 状 値（26年度） 目 標 値（32年度）

ゼロを維持

ゼロを維持

ファミリー・サポート・センター会員数の拡大

数値の測り方

子育てナビ（市ＨＰ）の
閲覧回数

現 状 値（27年度） 目 標 値（32年度）

420回/月

500回/月

保護者のＣＡＰ研修（人権教育プログラム）受講者の拡大

275人

300人

提供会員

   73人

100人

累計登録会員数

数値の測り方

年長児の保護者の参加率

現 状 値（26年度） 目 標 値（32年度）

63％

資料編

依頼会員

80％

第２部 後期基本計画
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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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4

多様な文化を学び育て、
交流する創造的なまちづくり
創造的な人々が住み、一人ひとりが持つ文化的資源を持ち寄り、
人々がまちの文化を育て、まちの多様な文化が人を育て、
市民のみなさんにとって誇りとなる「まちとしての価値」をさらに高めます。
個々で学んだことを地域づくりにいかすための還元を通じ、
市民のみなさんが交流することで、
お互いを尊重し合い集えるまちをつくります。

１
市民の学び、文化・芸術
を創造し、発展する

学びの主体は市民のみなさん一人ひとりです。
みなさんの自主的な学習権を守り、地域づくりにいかすための取組みを
推進します。

まちの基礎に

竜の里マラソン

ニュースポーツフェスティバル
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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

生涯学習、文化振興、スポーツなど

施策

18 生涯学習の機会充実
市民のみなさんが、社会教育及び生涯学習を通じ、
自ら学び挑戦する心を育み、学んだことを地域にいか
していく活動により、相互の交流が盛んにおこなわれ、

取組んでいきます！
学習機会の拡大と充実
・市民のみなさんのニーズに合った魅力ある講座や、地域の特色を
いかした講座を開催します。

地域づくり活動の活性化

む活動が推進されているまち。公民館では、市民のみ

・各自治会の公民分館や、地域づくり推進委員会※の地域づくり活
動を支援します。

情報発信と地域づくり活動がおこなわれているまち。

※注）地域づくり推進委員会：生涯学習の成果を生かしておこなう、地域
の活性化、地域の歴史・文化・体育・ボランティア活動及び地域で
子どもを育てる事業等の地域づくり事業をおこなう団体。各町公民
分館関係者、各町区長が推薦した者などからなる。

健康・福祉

施策の指標

重点プロジェクト

知識・技術が広がる環境づくりや、地域の連帯感を育
なさんとともに社会教育及び生涯学習活動の核として、

第２部 基本計画

理想とするのは……

中央公民館

各種講座の情報提供
中央公民館・地域公民館等の延べ使用者数

各館の年間延べ利用者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

20万5,976人

21万人

多くの市民のみなさんが、公民館などを利用し社会
教育や生涯学習が活発におこなわれている反面、学習
する人が限定され、特に若年層や団塊の世代に拡大さ
れていない傾向にあります。また、学んだ成果をいか
して地域で活動する人が少ない状況もあります。
市民のみなさんからの意見

「やりたい気持ちはあるが、平日夜は子ども優先。
子育て中の会社員には利用できない」
「子ども、大人含めて興味関心を引くような活動内
容、広報の仕方を考えた方がいい。指導者などの
リーダー教育も必要」

めざしていきます！
中央公民館・地域公民館が主催する講座
数値の測り方

階層別講座、教養講座､
国際化講座､
地域･まちづくり講座
延べ参加者数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

3万人

2万7,655人

公民分館が学習活動を実施
年間実施自治会数

など など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

「まだまだ市民は文化や生涯学習に関して理解して
いないのでは」

学習の成果を発表する場の提供
・活動の励みとして絵画、写真などをはじめ、学習の成果を発表す
る機会をひろげます。

環境・安心安全 文文
化・スポ化
ーツ
スポーツ

現状・課題

※注）SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービス。インターネット
上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。

子育て・教育

― 数値の測り方 ―

・「公民館だより」を中心に、チラシ、ホームページ、SNS※など
を活用した情報提供を充実します。

69自治会

38自治会

講座の情報を、公民館だより、チラシ、ホームページから
得ている人の割合
講座受講者アンケート

90％

79％

中央公民館・地域公民館等を会場とした展示など
年間実施回数

60回

40回

須坂中央地域づくり推進員会事業講演会

資料編

須坂中央地域づくり推進委員会事業「キッズ・ヨガ」

第２部 後期基本計画
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生涯学習・文化芸術・歴史を大切にした
生涯学習スポーツ課
19 まちづくりの推進
施策

理想とするのは……
だれもが、ライフステージに応じた生涯学習に取組
み、学びで得た力を地域社会に還元をし、発展するまち。
施策の指標
メセナホール等文化振興事業団管理施設、
図書館、博物館などの施設利用者数
― 数値の測り方 ―

年間利用者数
入館者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

30万8,572人

32万5,000人

現状・課題

取組んでいきます！
文化芸術振興ビジョンの推進
・文化芸術振興を「ひとづくり」「まちづくり」の核としてとら
え、「市民力・産業力の創造」をめざす「文化芸術振興ビジョ
ン」を推進します。

文化財情報の発信
・デジタルアーカイブ※「信州須坂のおたから」を充実し、情報の共
有化をすすめます。
※注）デジタルアーカイブ：有形・無形の文化資源を、デジタル化し
て保存等を行うこと。

生涯学習関連施設の連携
・生涯学習ポータルサイトを充実し、関連情報の一覧性の向上と情
報発信に努めます。

全市をフィールドとした取組みの展開

生涯学習の理念は幅広く、多くの人が日々実践して
いる様々な学びや活動が「生涯学習」に通じていると
は意識せずに取組んでいます。また多くの場合、学ん
だことが個人のレベルにとどまり社会・地域への還元
には至っていません。
一方で、山積する社会的課題の解決に取組むために

・「どこでも図書館」「まるごと博物館」「メセナの風」などの取
組みから、「いつでも」「どこでも」「だれでも」文化や芸術に
触れ、自ら取組めるような活動を展開します。

図書館機能の充実
・所蔵資料の充実化と、読書をはじめとする図書館の利用形態の多
様化に対応した活動をすすめます。

生涯学習の充実

は、市民の皆さんの学びから生みだされる力が無くて

・生涯学習推進センター講座を充実します。

はならないものです。個々人の様々な学びや活動が、

・生涯学習推進リーダーの育成をすすめます。

社会や地域（須坂）を豊かにすることと無縁でないこ
とが感じられ、個人や様々な団体の取組みを理解し合

めざしていきます！

いつなぎ合わせることが求められています。

生涯学習や文化芸術活動に取り組んでいる人の割合
数値の測り方

市民のみなさんからの意見

「地域独自の文化を地道に育て、継承していくことが
基本」
「製糸業の歴史に魅力を感じているので、養蚕で町お
こしをする。小学校などで蚕の飼育を体験させるな
ど、須坂の歴史として養蚕に触れる機会があれば良
いと思う」
「本の数が少ないと思います。建物も狭いこともあり
ますが、子どもから大人までたくさんの本に触れ合
える場所にしてください」

現状値（26年度） 目標値（32年度)

市民総合意識調査の回答

23％

35％

デジタルアーカイブ「信州須坂のおたから」による
文化財などの公開
811件

1,000件

27万1,655冊

30万冊

5,123人

6,000人

109人

128人

累計公開件数
図書館の利用
年間貸出冊数
出前講座
年間受講者数
生涯学習推進リーダーの育成
生涯学習指導者養成講座
累計受講者数
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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

第１部 基本構想

生涯学習、文化振興、スポーツなど
スポーツを生涯にわたって親しみ楽しむことは、人生を豊かに充実した
ものにします。

市民スポーツ

子どもから高齢者までみんなが、そのライフステージに適したスポー

第２部 基本計画

ツ・レクリエーション活動に親しみ、明るく健康で活力にあふれた生涯

活動の充実

スポーツ社会を築きます。

20 スポーツ活動の充実
理想とするのは……
と自ら学び挑戦する心を育み、学んだことを地域にい
かしていく活動を推進し、市民のみなさん相互の交流
が盛んにおこなわれ、地域の連帯感や活力が醸成され
るまち。

生涯学習スポーツ課

取組んでいきます！

健康・福祉

市民のみなさんがスポーツを通じ、健康で生き生き

重点プロジェクト

施策

スポーツ事業の充実
・子どもから高齢者までライフステージに応じたスポーツ教室の開
催などスポーツに親しむ機会の充実を図ります。

指導者の育成

施策の指標

子育て・教育

・スポーツ推進委員などスポーツリーダーとなる指導者を育成します。

スポーツ団体などの活動支援
・体育協会を通じ、協会に加盟する各種競技団体の活動支援と各種
スポーツ大会開催を支援します。

体育施設利用者数

― 数値の測り方 ―

年間延利用者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

36万5,782人

42万人

環境・安心安全 文文
化・スポ化
ーツ
スポーツ

スポーツ施設の充実
・市営体育施設を気軽にスポーツを楽しめる場、競技力を向上する
場として安全に配慮し、維持管理をおこないます。

学校体育施設の有効利用
・市内小中学校の体育館やグラウンドなどを市民のみなさんに開放
します。

現状・課題
スポーツ団体やサークルなど、多くの市民のみなさ
んが体育館や運動広場を使用し活発に活動している一
教室開催に伴い新たなサークルの結成も見られるが、
会員の減少・若い世代に拡大していかない傾向にあり
ます。
施設面では、施設の老朽化がすすんでおり、今ある
社会体育施設を安全に使用できるよう適切な維持管理
をおこなっていく必要があります。
市民のみなさんからの意見

「大規模な大会が開催できるようなスポーツ施設を整
備してほしい」

「毎日、百々川緑地公園でマレットゴルフをしている
が、整備されていて気持ちいい。これからも続けて
いきたい」

数値の測り方

市民総合意識調査
個別設問

など など

現状値（26年度） 目標値（32年度)

65％

31％※

※現状値は「週１回以上スポーツを実施している人の割合」

地域別（６ブロック）スポーツ教室への参加
年間参加者数

500人

419人

竜の里須坂健康マラソン全国大会への参加
全参加者数

（うち市内参加者数）

2,487人

（1,135人）

3,000人

（1,400人）

「スポーツリーダーバンク」への登録
登録者数

29人

40人

資料編

「隣接する中野市、長野市、千曲市は、プロの野球、
サッカー、バスケットボールの本拠地となってい
る。須坂市と体育協会などが前面に立って、スポー
ツを通して市を活性化してほしい」

日頃からウオーキングや競技スポーツ、スポーツ観戦、
大会ボランティアなどのスポーツ活動をしている人の割合

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

方、団体やサークルではメンバーが固定化・高齢化し、

めざしていきます！

子ども向けスポーツ教室への参加
年間延参加者数

358人

600人

第２部 後期基本計画
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5

みんなの活力があふれるまちづくり
経済のグローバル化や、都市と地方の格差是正に対応できる
地域の総合力による産業体制を整えるために、お互いの連携を通して、
新しいアイデアの創造や人材の育成、雇用の確保により、
活力あふれるまちをつくります。

１

須坂市は、長い間に積み重ねられた高い栽培技術により、全国有数の

地域資源を
いかした
農林業の充実

果樹産地となっています。このほか、特有の伝統野菜などの農業資源
を活用し、さらなる農業振興をすすめます。
また、総面積の約７０％を占める山林の間伐や治山事業をすすめ、豊か
な森林を維持していきます。

施策

21 農業の活性化

農林課

理想とするのは……
市民のみなさんが意欲と自信をもっていきいきと農
業に取組めるまち。
施策の指標
支援制度を利用した耕作放棄地解消面積

取組んでいきます！
高品質・付加価値の高い農産物の栽培
・農業者、JA、農業改良普及センターなどと連携し、ブランド力の重
要な要素である「安心･安全」な農産物の提供・普及をすすめます。
・伝統野菜の維持継承をすすめます。
・地域の消費者から信頼される「地産地消(賞)※」を推進します。
※注）地産地消(賞)：地元生産・地元消費を略した言葉。市民のみなさ
んに須坂産農産物をよく味わい、更にその良さを認め、賞賛し
ていただくという願いを込め「
（賞）
」を付けています。

― 数値の測 り方 ―

現状値

累計解消面積

目標値

(26年度)

(32年度)

39.6ha

62.0ha

※該当する農地は農地台帳に記録されている農地

新たな販路拡大と販売促進
・インターネット、プロモーション事業により販路を開拓します。
・農業関係機関と連携して、大都市圏を中心とした売り込みをおこ
ないます。

グリーンツーリズムなど体験・交流型農業の推進

現状・課題

・須坂市の農業と観光が連携したメニューを展開します。

高品質で地域の特性をいかした農産物が多く、果実
出荷量が全国で高位置にありますが、従事者の高齢化
と担い手が不足しています。
有害鳥獣被害が深刻化しており、被害防止対策や耕
作放棄地の拡大防止が重要な課題です。
市民のみなさんからの意見

「須坂市の果物はとてもおいしいので、もっと全国
の人に知ってもらいたい」
「若い世代が農業をやりたい環境を作ってほしい、
遊休農地活用の取組と推進を」
「人口もほどほどで果樹も豊富だが、後継者がいな
いのが心配」

有害鳥獣被害対策の推進
・耕作放棄地の拡大防止と野生動物との住み分けのために、市民の
みなさんとともに里山に隣接する山林への緩衝帯整備や電気柵等
の設置･管理をすすめます。
・猟友会と連携し、被害防止対策をすすめます。

耕作放棄地解消対策の推進
・須坂市農業再生協議会と連携し、耕作放棄地解消に向け農地バン
クなどの各種事業を推進します。

家畜防疫対策の促進
・須高家畜防疫協議会など関係機関と連携し、伝染病予防に努めます。

農業後継者対策の推進
・県及び関係機関と連携し、新規就農者をはじめとする後継者を育
成・支援します。

農業経営者対策の推進
・各種補助制度により、農業経営を支援します。
・農業サポートセンターを運営し、労力の支援をします。
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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

産業振興
ナガノパープル

めざしていきます！
新規就農に向けて研修を受講する累計参加者数

新規就農研修給付金給付者数

目標値（32年度)

11人

55人

22人

85人

第２部 基本計画

現状値（26年度）

数値の測り方

農地バンクの利用権設定累計者数
登録農地への利用権設定者数

グリーンツーリズム体験
プログラム年間参加人数

150人

（児童・学生団体の体験含む）

重点プロジェクト

体験･交流型農業への参加者数
190人

（476人）

（590人）

53.06㎞

61.36㎞

設置済みの累計距離

健康・福祉

電気柵などの設置

サンふじ

22 森林の多面的機能の維持保全と共生

子育て・教育

施策

農林課

市民のみなさんからの意見

理想とするのは……
め、適切な森林の育成管理と基盤整備により、森林を社
会全体の「緑の財産」として次の世代に引き継ぐまち。

「森林セラピーなどによる癒し及び健康増進に向け
た地域づくりの研究」

環境・安心安全 文化・スポーツ

健全な森林の維持と多面的・公益的な機能の保持のた

「自然環境はむやみに植栽をせず二次林（雑木林）
として維持し『身近な里山』としてほしい」

緑の募金の還元金を、公共施設への緑化木の配布、
みどりの少年団の育成など各地域の活動に活用する。
施策の指標

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

913ha

1,200ha

など

産業振興
産
業振興

累計実施面積

森林の保健機能の増進
・自然を求めて訪れる観光客や地域の方が安全に森林浴を楽しみ、
癒し効果による身心の健康増進ができるよう、里山の遊歩道など
を整備します。

間伐整備の実施面積

― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！

・森林の持つ、保健・レクリエーション機能を活用し、多くのみなさ
んが、森林ウォーキングや自然散策を楽しめるよう、森林環境の保
全に努めます。

間伐事業の推進と間伐材の活用
・間伐材の活用により、木の文化の再認識や森林に対する関心を高
めます。

現状・課題
森林を守り、豊かに成長させるためには、適期の間
伐が必要です。効率的な作業に取組んでいますが、木
材需要の減少と木材価格の低迷により林業は厳しい状
況にあります。

森林（もり）の里親制度の推進
・森林の里親制度により、健全な森林づくりや交流による地域の活
性化を推進します。

作業道などの整備
・間伐経費を削減し、搬出間伐と成木の搬出が今後も恒常的におこ
なえるよう、作業道を新設・整備します。

めざしていきます！

治山事業の推進

「緑の募金」還元金の有効活用
現状値（26年度）

募金還元金を活用した
累計事業数

２件

目標値（32年度)

４件

・集中豪雨などによる土石流災害を防ぐため、自然環境の保全と適切
な整備で保安林の防災機能を強化します。

資料編

数値の測り方

松くい虫などの防除対策の推進
・地上薬剤散布と被害木伐倒駆除により、まん延防止をすすめ、緑
豊かな景観形成を保全します。

松くい虫防除対策の推進
被害木伐倒駆除事業
（年間）

都市基盤整備 行 政 経 営

・森林整備計画に基づき、里山地区を中心に間伐作業をすすめます。

785㎥（1,013本)

500㎥（600本)

第２部 後期基本計画
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２

を取り巻く環境が急激に変化する中で、このような変化に対応できる

時代のニーズに

そのために、国・県などの公募資金の活用による技術開発や研究開発、

人口減少・少子化・高齢社会の到来、国際競争の激化など、地域経済
工業の活性化が必要です。

対応できる工業

販路開拓や企業立地の支援体制の強化、産学官金連携の環境整備など
により、工業の活性化とともに地域活性化を図ります。

施策

23 既存産業の高度化・高付加価値化の促進
理想とするのは……

産業連携開発課

現 状・課 題

地域に住むみなさんが豊かに暮らせる経済環境をつ

須坂市は高い開発力をもった高付加価値型産業の集

くるため、市内企業の経営革新、産学官金連携などに

積をめざし、意欲ある企業への積極的な支援による産

よる技術開発や販路開拓により、企業活動が活発にお

業振興が望まれています。

こなわれているまち。

そのため、産業コーディネート・アドバイス事業を中
心とした産学官金連携事業を実施し、研究開発、販路

施策の指標

拡大、産業人材の育成支援、研究会活動を推進し、提

産業コーディネータ、産業アドバイザーが
関わって新製品・新技術などの
開発支援をおこなった件数
― 数値の測り方 ―

累計開発支援件数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

22件

50件

案公募型事業の導入に向けた支援をおこなっています。
今後は、社会的課題解決型プロジェクトを推進し、
とりわけ、地域資源を活用した農業、商業、工業、観
光の各産業が連携し、さらに付加価値を高めた製品の
開発、商品化が必要です。
市民のみなさんからの意見

「地場産業に力を入れてほしい。若い人たちが須坂市内で
生活できる社会」
「観光、産業面での連携は増加し振興が図られているが、
もっと中小の工場や個人経営のお店など、横のつながりや
他団体などとの連携、経営する人たちの意識改革がないと
今後一層、空店舗・倒産などが増えていくのではないか」

【 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移】

人

億円

1,600

20,000
1,246

15,000
1,127

1,189

1,257

1,293

1,337

1,400
1,129

出荷額（単位：億円）

1,140

1,204

1,226

1,200
1,000

1,067
907

10,000

800

従業者数（単位：人）
6,447

5,000

6,394

6,256

6,374

6,661

6,532

5,837

5,915

5,031

5,474

5,632

600
5,623

400

事業所数（単位：か所）

200
0

215

203

200

186

195

193

176

175

174

166

156

156

平成 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 年度

0

※調査対象事業所は、従業者 4 人以上の事業所。
※「工業統計調査結果報告書」（長野県企画振興部情報政策課統計室）による。
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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

産業振興

〈産官学金連携の取組み〉
若手経営者支援

環境配慮型農業

第２部 基本計画

事業の社会性

須坂創生高等学校
デュアルシステム支援

ソーラーシェアリング
次世代施設園芸

■ 須坂経営革新塾
■ 須坂地域ものづくり人材育成ネットワーク

鳥獣害対策機器
医療・介護・福祉機器

解決すべき課題

販路開拓

■ ITC ビジネス研究会

新技術・新産業創出

■ イノベート SUZAKA

健康長寿発信都市

人材育成

高齢社会に向けた対応

創業支援
■ 蔵の町並みキャンパス推進協議会

担い手不足

地域企業の技術力、経営基盤の強化
・産業コーディネート・アドバイス事業を中心とした産学官金連携
事業による企業の技術開発、研究開発などを支援します。
・企業などの資金需要に応じた制度資金の融資をあっせんします。
・企業の在職者及び次世代の技術者・技能者など産業人材の育成を
支援します。

「健康長寿」をキーワードとした製品等の開発

社会的課題解決型プロジェクトの推進
・既存組織の連携を促進し、地域が抱える社会的課題解決型のプロ
ジェクトを支援します。

提案公募型事業（競争的資金）の導入
・国・県などの提案公募型事業（競争的資金）の導入により、技術
開発・研究開発などを支援します。

組織横断型推進体制の確立
・庁内関係各課との連携によるプロジェクト推進体制を整備します。

めざしていきます！
企業が技術開発等のために活用する国・県などの
公募型支援金等の申請書作成に係る支援
数値の測り方

申請書作成累計支援件数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

77件

180件

28件

65件

受注開拓事業補助金の交付
累計交付件数

など

「健康長寿」をキーワードとした
ヘルスケア産業製品、商品の開発
累計開発件数

－

３件

都市基盤整備 行 政 経 営

・産業活性化戦略会議等を開催します。

■ 産業活性化戦略会議

産業
業振
振興
興
産

・「健康長寿」をキーワードとしたヘルスケア産業製品、商品の開
発を促し製品、商品化をめざします。

地域資源活用

環境・安心安全 文化・スポーツ

取組んでいきます！

子育て・教育

事業継承

健康・福祉

雇用創出

重点プロジェクト

■ 先進的農業支援

※注）ＩＴ：コンピュータやインターネットに関連する技術のこと。
ＩＣＴ：情報・通信に関する技術のこと。
（従来から使われているＩＴに代
わる言葉として使われており、海外ではＩＴよりＩＣＴの方が一般的。）
ＩｏＴ：パソコンやスマートフォンだけでなく、身の回りのあらゆるモノに
埋め込まれたセンサー等のデバイスがインターネットに繋がり、相互で
通信が可能になる技術や仕組み、状態のこと。

販路開拓の支援
・企業が展示会・商談会へ出展する際、国・県などの支援機関と連
携して販路開拓を支援します。
・信州首都圏総合活動拠点「銀座ＮＡＧＡＮＯ（ショップスペー
ス）」に商品を出品する事業者を支援します。

資料編

産学官金連携の促進
・企業に対し教育機関のほか、金融機関とも連携した総合的な支援
体制を構築します。
・ＩＴ ※ 、ＩＣＴ ※ の ほ か 、次 世 代 型 のＩｏＴ ※（ I n t e r n e t o f
Things）関連産業などに取組む企業を支援します。
・須坂の地域資源を活用した、高付加価値の製品開発をおこなう企
業を支援します。

第２部 後期基本計画
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施策

24 新産業創出・企業誘致の推進
理想とするのは……
企業誘致を推進し地域経済の活性化や雇用の創出を
支える柱として、活発に企業活動がおこなわれている
まち。
新産業創出・企業誘致の推進に向けた、研究開発、
販路開拓、工場立地や移転、農商工観連携、雇用促進
に係る助成などによる支援をおこないます。
施策の指標

産業連携開発課

取組んでいきます！
企業誘致の推進
・市内の空き工場など特定地域の有効活用による企業誘致を推進
し、雇用の場の確保に取組みます。
・既存の産業団地周辺に、新たな産業団地の造成をすすめていきます。

創業希望者への支援
・創業支援事業計画に基づき、創業支援事業者と共に創業支援セミ
ナーの開催やワンストップ窓口の設置など、創業希望者（ＩＴ人
材等）への支援をおこないます。

産学官金連携の場の提供
特定地域※への企業誘致 ( 工場立地 ) 数

― 数値の測 り方 ―

企業立地振興事業補助金の
累計交付件数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

６件

10件

（工場新設、空き工場への誘致含む）

・共同研究施設、企業間の交流スペースなどを備えたネットワーク
拠点施設として、信州大学須坂市研究連携センター（ＳＳＲＣ）
を民間企業の集まる場とします。

ふるさと投資を活用した支援
・地域資源の活用やブランド化など、地方創生などの地域活性化
に資する取組みを支えるさまざまな事業に対し、クラウドファン
ディング※などの手法を用いて、市内の金融機関と連携し、個人や
企業へ支援をおこないます。

※注）特定地域：都市計画法第８条第１項に規定する準工業地域、工業地域及び
工業専用地域、県・市等が造成した工業団地・産業団地等の地域のこと。

※注）クラウドファンディング：個人・企業・その他の機関が、イン
ターネットを介して寄付・購入・投資などの形態で、不特定多数
の投資家から少額ずつの資金を集める仕組みのこと。

現状・課題

めざしていきます！

企業誘致については県営日滝原産業団地の全ての宅

創業希望者（ＩＴ人材等）の創業

面で分譲契約（うち賃貸借契約１社）が完了したこと
により、雇用の創出と財政の健全化に寄与し、製造品

数値の測り方

出荷額等が増加傾向にあります。

創業した累計件数

県、
（一財）日本立地センターなどと連携した特定地
域の空き工場や工場立地が可能な未利用地への企業誘
な産業団地の造成をすすめてまいります。
また、県の地域再生計画よる企業の本社機能、研究
所などの誘致を図ります。
市民のみなさんからの意見

「柱となる新たな産業の創出と企業誘致による若者の定住」
「企業誘致できるインフラ整備。企業税制優遇対策」
「市民と行政一体で新しい産業を見いだし、昭和中頃までの
にぎやかさを街に。新しい産業を増やし、企業誘致」

将来像

０件

２件

−

１件

ふるさと投資を活用した支援

致と、企業誘致による雇用の場を確保するため、新た
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現状値（26年度） 目標値（32年度)

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

クラウドファンディング等
の手法による累計支援件数

3

経済状況や社会情勢の急激な変化とともに、消費者のニーズや生活の
価値観が多様化し、業態も変化してきています。
特色のある商店などが集まり、人々が買い物や食事を楽しみ、行って歩
きたくなるような、賑わいと活気のあるまちをめざします。

第２部 基本計画

人々で
賑わうための
商業振興

第１部 基本構想

産業振興

25 商業の活性化
理想とするのは……
個性的で魅力のある店が集まり、歩いて楽しいまち。
施策の指標

魅力的で個性的な店の出店支援
・空き店舗などを活用した出店や、利用者のための店舗改修を支援
します。
・起業者へ創業のための支援をします。

子育て・教育

― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！

集客イベントなどへの支援

魅力的で集客力のある店の開設数

・須坂市観光協会、須坂商工会議所、須坂市商店会連合会などと連
携して、商業の活性化につながるイベントを支援します。

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

５件

７件

商店街などの環境改善のためのインフラ整備支援
・商店街などの高度化、近代化などの基盤整備を促進するため、意
欲のある商店街などを支援します。

環境・安心安全 文化・スポーツ

わざわざ店等開設支援事業
の申請件数(開設）

商業観光課

健康・福祉

消費者にとって、日用品の買い物に不便がないまち。

重点プロジェクト

施策

大型商業施設出店計画
・民間事業者の出店計画などの段階に応じた支援をおこないます。

現状・課題
商店街の減少や、近隣市への大型店の出店などによ
り、買い物客の市外流出がすすんでいます。
このような中で、特色をいかした個性的な店舗や特

創業希望者への支援
・創業支援事業計画に基づき、創業支援事業者と共に創業支援セミ
ナーの開催やワンストップ窓口の設置など、創業希望者（ＩＴ人
材など）への支援をおこないます。

徴のある店舗の出店を促すとともに、活性化に意欲の
て楽しい、快適に生活できるまちをめざす必要があり
ます。

めざしていきます！
市内で買い物をする割合（地元滞留率）
数値の測り方

また、市内で欲しい物を買い揃えることができる、
ら、民間事業者の出店計画などの段階に応じた支援を
おこなうとともに、地元産品の販売拡大につなげる工
夫が必要となります。
市民のみなさんからの意見

「大型店が無く買い物を考えた時、つい長野市まで買
い物に行ってしまう」
「もう少し商店街に魅力的な施設があると長野市や中
野市へショッピングに行くこともなく、地元に活気
が戻ると思う」

長野県商圏調査における
地元滞留率

現状値（26年度） 目標値（32年度)

48.9％

50％

4件

5件

都市基盤整備 行 政 経 営

大型商業施設の出店に対する市民ニーズが高いことか

など

産業
業振
振興
興
産

ある商店街を支援するなどして、買い物が楽しい歩い

集客イベントなどの実施
商業活性化を目的とした
イベントなどの実施件数

商店街などによる環境改善のためのインフラ整備
商店街環境整備事業の
申請件数

1件

2件

資料編

「銀座通りに店ができてきて、ちょっと歩いて寄って
みる雰囲気が生まれつつあるのは嬉しい」
「須坂長野東インターチェンジ付近に大型店を誘致し
てほしい」

第２部 後期基本計画
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4

観光資源を活用するとともに、さらに磨きをかけ、様々な関係団体との

たくさんの人が
訪れる
まちづくり

連携により、積極的な情報発信や観光旅行商品の開発などに取組んで
いきます。
観光産業を振興することで、「一度は訪れたくなるまち」、そして「も
う一度訪れたくなるまち」をめざします。

施策

26 観光産業の振興

商業観光課

理想とするのは……
地域の伝統文化・お祭の再生など、地域行事を通じ
たコミュニティ活動で近所づきあいを広げ、地域の良
さを知り、須坂の魅力を訪れる人に伝え、交流を深め
ることにより、地域で連携して観光産業を振興し、観
光に訪れる滞在客が増えているまち。
施策の指標

取組んでいきます！
観光物産品の販売促進
・既存施設の活用や、市民のみなさんや関係団体との連携により、
観光物産・土産品の販売を促進します。

観光産品の開発
・果樹、味噌などの特産物をいかしたグルメや、特産品に付加価値
をつけた銘品、土産品の開発を支援します。

観光情報ＰＲ・情報の発信
・須坂の伝統や歳時記なども含めた、積極的な観光情報ＰＲ・情報
の発信により須坂の魅力を伝えます。

観光消費額

社会的課題に適応した観光振興
― 数値の測り方 ―

長野県観光地利用者統計
調査の観光消費額合計

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

26億357万円

27億円

・環境や健康などの社会的課題やニーズに適応した観光産業の開発
を支援します。

インバウンド（外国人旅行者）対策
・海外メディアで情報発信を行い外国人観光客の誘客に努めます。
また、外国語版観光パンフレットの作成をおこないます。

現状・課題
観光情報の発信により、須坂市の観光情報は全国的
にも知られつつありますが、宿泊施設が少ないこと、観
光客の滞在時間が短いことなどの課題があります。市

めざしていきます！
観光交流センター販売額

民のみなさんや関係団体と連携した観光施策や、観光

数値の測り方

消費拡大のための施策により、観光産業を振興するこ
とが必要です。

年間販売額

「須坂には昔から続く、お酒やみそ屋、おいしい和菓
子屋がありもっと広めた方が良いと思う。意外と隠
れた観光スポットがあると思う」
「イベント時に各団体が協力しあって、野外で飲食で
きる場所や、雑貨、お土産物が買えるようなオープ
ンスペースがあれば良いと思う」

年間発行回数

300万円

38回

50回

3,868人

5,000人

786人

850人

観光協会窓口案内
年間案内者数
外国人旅行者

「おいしいものが沢山あるのに、ＰＲ不足で小布施町
や高山村へ人が流れてしまう」

将来像

288万円

観光メールマガジンの発行
市民のみなさんからの意見
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現状値（26年度） 目標値（32年度)

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

年間外国人宿泊者数

第１部 基本構想

産業振興

施策

27 観光資源の活用
蔵の町並みや、素晴らしい自然や景観などの観光資
源を連携し点から線へ繋ぎ、面へと展開することで、
歴史・自然・文化・伝統が融合された須坂の魅力が発

・観光資源を連携させた積極的な観光情報のＰＲや発信により、効
果的な観光振興を支援します。

広域観光資源の連携と広報

観光地利用者数

・長野・新潟県内の市町村などと広域的な観光資源の連携による効
果的な広報により、観光客の増加とブランド化をすすめます。
現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

109万3,200人

112万人

健康・福祉

― 数値の測り方 ―

・観光案内板の設置、観光施設間の連携により、観光資源の線的･面
的な整備による観光ルートを開発します。

観光資源の連携と積極的広報の実施

施策の指標

長野県観光地利用者
統計調査の観光入込客数

取組んでいきます！
既存観光資源の連携

重点プロジェクト

揮でき、また訪れてみたいと思われるまち。

第２部 基本計画

理想とするのは……

商業観光課

観光資源を活用した旅行プランの開発
・観光協会などと連携し、歴史・自然・産業など観光資源を活用し
て、「観光旅行商品」の開発と仕組みをつくります。

子育て・教育

観光資源の魅力再発見のための事業

現状・課題
自然や景観、蔵の町並み、おいしい果物など、恵ま
更に、須坂の魅力を再発見できるようなイベントの開
催や観光ガイドによる観光案内などの事業に取組んで
いくことが必要です。

「健康長寿」をキーワードとした体験型旅行プランの開発
・「健康・観光」をテーマとし、地域資源を活用した体験型旅行プ
ランを開発します。

環境・安心安全 文化・スポーツ

れた観光資源を点から線へ繋ぎ、線から面へ展開し、

・観光協会などと連携し、地元の魅力を再発見できるようなイベン
トの開催や観光ガイドによる観光案内を実施します。

観光施設の適正な管理
・経年により老朽化した施設等の改修や修繕をします。

市民のみなさんからの意見

「観光資源は数多くあるが、それらを生かす施策をす
すめてほしい」

送付依頼に対するパンフレット発送
数値の測り方

現状値（26年度） 目標値（32年度)

年間送付件数

802件

1,000件

101件

120件

など

産業
業振
振興
興
産

「各施設を周遊するよう
な仕掛けを考えるが必
要がある」

めざしていきます！

観光資源への観光ガイドの案内
観光ガイド受託件数

都市基盤整備 行 政 経 営

湯っ蔵んど

市の観光資源を訪れるツアーバス
ツアーバスの年間台数

406台

450台

「健康・観光」をテーマとした体験型旅行プランの開発
旅行プランの開発件数

０件

10件（累計）

資料編

米子大瀑布

第２部 後期基本計画
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5
雇用の
確保と充実

働く意欲を持った人たちが、その知識や経験をいかし、自分にはどんな
仕事が向いているのかを理解した上で、その希望に応じた職業に就く
ことができ、充実した人生を送ることができるよう、雇用の確保と充実
及び勤労者福祉の増進に取組むとともに、求職者や就業者向けの各種
講習会を開催し、職業能力の向上をすすめます。

施策

28 雇用機会の充実と産業人材の育成
理想とするのは……
働く意欲を持った人たちが、自ら希望する職業につ
き、その知識や経験をいかし、充実した人生を送るこ
とができるまち。
施策の指標
就業支援センターの利用者が就職した割合

― 数値の測 り方 ―

年間相談者に対する
新規就職者の割合

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

28.9％

30.0％

産業連携開発課

取組んでいきます！
就業支援センター（愛称「ゆめわーく須坂」）の充実
・求職者、在職者に対する丁寧なキャリアカウンセリングにより、
的確に就業への方向付けをします。
・利用者への情報提供などアフターケアも充実します。
・就業支援センターの事業内容を広報への掲載などにより、市民の
みなさんにＰＲします。
・求職者の早期就業に向けたセミナーなど開催します。
・就職面接会など就職情報の発信により、Ｕ・
Ｉ・Jターンを推進します。

企業が求める産業人材の育成支援
・企業の研修ニーズを把握し、産業人材の育成を目的とした講座を
開催します。

須坂市版デュアルシステムに係わる支援
・須坂創成高等学校創造工学科生徒の地元企業での就業体験、企業
実習の受入れなどにより産業人材の育成を図ります。

現状・課題
高校卒業者や大学卒業者の地元への就職先の確保を
すすめ、若年者の地元就職を促進するとともに、中高
齢者の転職、就業を支援するため、相談業務を更に充
実させ、個々の適性にあった就業を支援する必要があ
ります。
また、求職者や就業者向けの各種講座などを充実し、
職業能力を向上させる必要があります。

・また、市内企業への就職率も高めます。

職業観の早期醸成事業
・職業観の早期醸成のため高校２年生の職業現場の見学事業を実施
します。
・次世代を担う小中学生に対し、ものづくりの楽しさを学んでもら
う講座を開催し、将来の産業振興につなげていきます。

農業サポートセンターの運営
・農家の求めに応じた労力不足に対し支援します。
・サポーターの技術者講習会などを開催します。

市民のみなさんからの意見

「最大の弱みは雇用だと思う。働く場所があって初め
て生活の基盤が須坂にできると思う」

めざしていきます！
新規学卒（市内高卒）が市内企業へ就職した割合

「雇用の場の確保など、若者が希望を持って生き生き
と暮らせる施策」
「未来をつくる子供た
ちをどう健やかに育て
るか。教育や就職など
に力をいれて」

数値の測り方

新規学卒（市内高卒）の
市内企業への就職率

現状値（26年度） 目標値（32年度)

26.7％

30.0％

求職者向けセミナーを開催した回数
累計開催回数

５回

－

高校２年生対象の職場見学の内容充実
参加者アンケートで訪問企業に
「興味を持った」割合

91.0％

95.0％

須坂市農業サポートセンターの利用者の達成度
農家と農業サポーターの
マッチング率
ゆめわーく
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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

72％

80％

第１部 基本構想

産業振興

施策

理想とするのは……
勤労者がいきいきと働き、実りある人生を送ること
ができるよう、企業との連携を通じて働きやすい環境
づくりや勤労者福祉の増進がすすめられているととも

取組んでいきます！
勤労者互助会事業の充実
・中小事業所に働く未組織労働者の福利厚生を支援するため、勤労
者互助会の充実及び加入促進をすすめます。

重点プロジェクト

に、仕事と生活の調和がとれたまち。

産業連携開発課
第２部 基本計画

29 労働環境の整備と勤労者福祉の増進

勤労者生活資金融資事業
施策の指標

・生活資金融資制度、住宅関連融資制度を充実します。

中小企業退職金共済への加入促進
勤労者互助会の会員数

年間会員数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

1,378人

1,460人

健康・福祉

― 数値の測 り方 ―

・中小企業の従業員の退職金制度を確立するため、勤労者退職金共
済機構等と契約した者の共済掛金について支援します。

「社員の子育て応援宣言」の啓発
・子育てのしやすい職場を増やすために、長野県が実施している「社
員の子育て応援宣言」をＰＲし、登録企業の増加を図ります。

子育て・教育

男女共同参画社会づくりの啓発
・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現のための
啓発をおこないます。

現状・課題
須坂市の勤労者の多くは中小企業で働く者であり、

労働環境の改善により勤労者福祉を増進する必要があ
ります。
男女共同参画社会に対応した、子育て支援や介護休
暇制度等の周知と男女共同参画社会づくりの意識を高
める必要があります。

めざしていきます！

環境・安心安全 文化・スポーツ

労働条件や福利厚生の面で大企業と格差があることか
ら、勤労者福祉施設の充実、福利厚生の充実・促進、

勤労者生活資金融資の利用
数値の測り方

須坂市勤労者生活資金の
年間融資件数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

23件

40件

3,072万円

5,400万円

勤労者生活資金の融資
須坂市勤労者生活資金の
年間融資額

市民のみなさんからの意見

「女性が仕事をしながら安心して妊娠、子育てができ
るよう、施策を充実してほしい」
「勤労者への福利厚生が充実していない」

中小企業退職金共済加入奨励補助金の利用事業所
中小企業退職金共済加入
奨励補助金の年間補助件数

122件

など

産業
業振
振興
興
産

「若者への社会的メリットを増やす（福利厚生）」

130件

「社員の子育て応援宣言」
累計登録企業数

15社

都市基盤整備 行 政 経 営

企業による、従業員が仕事と子育ての両立ができるような
「働きやすい職場環境づくり」の取組みの宣言
20社

「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」
という言葉を知っている市民の割合
数値の測り方

意識調査の回答

現状値（24年度） 目標値（32年度)

28.2%

40%

資料編

第２部 後期基本計画
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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）

60

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
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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

66

将来像
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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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第五次須坂市総合計画

第３部

資料編

計 画づくりの体制

市 民 の み な さ ん

須坂市議会

提

案

後期基本計画への意見

市

長

委 嘱・諮 問

総合計画審議会［条例で設置］

答

申

審 議 会 委 員（16 名）
幹事（副市長、部局長）

総合計画庁内策定委員会

事 務 局（政策推進課）

◆第五次須坂市総合計画全体に
ついて調査審議

［庁内組織］

説 明・審 議

委

員（部局長）

事務局（政策推進課）

◆総合計画づくりの調査研究
◆分野別の計画原案を作成

・地域づくり市民会議
・市民総合意識調査

さまざまな機会による
計画づくりへの参加

委員長（副市長）

７つの
分科会

・Ｓコレ調査

総括事務局［政策推進課］

・雇用・子育てアンケート調査

総合計画づくりの円滑な推進

・移住推進アンケート調査

各種アンケート実施

・結婚、出産、子育てアンケート調査

データ収集

・パブリックコメント など

素案作成

ほか

審 議会委員名簿 （敬称略）
〈学識経験者〉
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〈市長が必要と認める者〉

遠

藤

守

信

会 長
信州大学特別特任教授

塩

野

元

信

須坂市区長会 副会長

小

澤

吉

則

会長職務代理
一般財団法人 長野経済研究所 調査部長

植

木

新

一

須坂市社会福祉協議会 会長

土

本

俊

和

信州大学教授

藤

澤

とし江

須坂市保健補導員会 理事

伊

藤

照

子

長野県立 長野県須坂看護専門学校 校長

春

原

博  

須坂商工会議所 事務局長

小

池

清

一

須高医師会 会長
（６月～ 下鳥 正博）

牧

良

一

須高農業協同組合 組合長

黒

岩

七

女

須坂市男女共同参画推進市民会議 会長

坂

田

一

子

須坂市女性団体連絡協議会 会長

傳

田

明

康

須坂市体育協会 会長

金

井

辰

巳

須坂市観光協会 会長

豊

田

竹

前

誠
幸

須坂青年会議所 理事長

枝

須坂市保育園保護者会連合会 会長

第１部 基本構想

諮 問書
２７政第50号
平成２７年６月15日
会長

様
須坂市長

第２部 基本計画

須坂市総合計画審議会

三木 正夫

第五次須坂市総合計画後期基本計画、須坂市人口ビジョン
須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略について（諮問）

重点プロジェクト

市民が夢を持ち、市民参画と共創により持続可能な須坂市をつくりあげるため、まちづ
くりの基本である下記の計画策定について、須坂市総合計画審議会条例第２条及び須坂市
総合計画策定条例第４条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

健康・福祉

記
１

第五次須坂市総合計画後期基本計画

平成28年度～平成32年度）

２

須坂市人口ビジョン

３

須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 （計画期間

平成27年度～平成31年度）

子育て・教育

（計画期間

環境・安心安全 文化・スポーツ

答 申書
平成２８年２月１０日
須坂市長

三木正夫

様
須坂市総合計画審議会
会長 遠 藤 守 信

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

第五次須坂市総合計画・後期基本計画について（答申）
平成27年６月15日付27政第50号において、第五次須坂市総合計画・後期基本計画について諮問
を受け、市民の視点あるいは専門的見地から審議会において慎重に審議を重ねてまいりました。
また、須坂市市民総合意識調査、各種アンケート、地域づくり市民会議、パブリックコメント等
を通じて多くの皆さんからご意見をお寄せいただき、第五次須坂市総合計画・後期基本計画に反映
させることができました。
今後は、社会と経済の動向を踏まえ、時代の変化に柔軟に対応しながらこの後期基本計画に掲
げた45施策の取組みを着実に実施することを求めるとともに、その推進にあたっては市民と一体と
なった積極的な取り組みが行なわれることを願い、将来にわたって住みよい、安心して暮らせるま
ちの実現を望みます。

別

資 料 編

審議の結果を別冊のとおり答申いたします。

冊
・第五次須坂市総合計画（後期基本計画）答申

第３部 資料編
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計 画づくりの経過
年 月

総合計画審議会

総合計画庁内策定委員会（分科会）

市民参画、アンケート等調査

そ

の

他

12日～28日

平 11
成
26
年 12

市民総合意識調査

1

2

3

2月2日～5月31日

Ｓコレ調査
（Suzakaご意見収集コレクト調査）

4

5

２日

第１回庁内策定委員会

6月5日～19日

雇用子育てアンケート調査
結婚・出産・子育てアンケート調査

平 6 15日 第１回（諮問）
成

6月5日～7月31日

27

庁内策定委員会（分科会）

年

6月10日～15日

移住推進アンケート調査

7
7月1日～8月28日

地域づくり市民会議
8 26日 第２回

20日

第２回庁内策定委員会

31日 議会経過報告

9 30日 第３回

10 27日 第４回

11

12 24日 第５回

1 25日 第６回
平
成
28

2 10日（答申）

年
3
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８日～22日

パブリックコメント実施

20日

議会経過報告

第１部 基本構想

第五次須坂市総合計画づくりへの市民のみなさんの参加経過
１. 会議など

第２部 基本計画

(1) 地域づくり市民会議
		実 施 日：平成２７年７月１日(水)～８月２８日(金)
		策定状況報告
(2)「須坂市パブリック・コメント手続運用指針」に基づく意見募集

重点プロジェクト

		実施期間：平成28年１月８日（金）から１月22日（金）まで
		閲覧場所：市ホームページ

２. アンケートなどの調査

健康・福祉

(1) 市民総合意識調査
		調査期間：平成26年11月12日（水）～28日（金）
		回収結果：回答数

781人（調査対象2,000人）

子育て・教育

(2) 雇用子育てアンケート調査
		調査期間：平成27年６月５日（金）～19日（金）

		回答結果：回答数

178事業所（調査対象400事業所）

環境・安心安全 文化・スポーツ

(3) 移住推進アンケート調査
		調査期間：平成27年６月10日（水）～15日（月）
		回答結果：回答数

1,000人

(4) 結婚・出産・子育てアンケート調査
		調査期間：平成27年６月５日（金）～19日（金）
		回答結果：回答数

522人（調査対象1,500人）

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

(5) Ｓコレ調査（Suzakaご意見収集［コレクト］調査）
		調査期間：平成27年２月２日（月）～５月31日（日）
		回答結果：回答数
(6) 平成26年度

431件

まちづくりのための転出者及び転入者アンケートの実施

【転出者アンケート】
		調査期間：平成26年５月１日～平成27年４月30日
		転出届出件数：854件
		アンケート回収数：102件
【転入者アンケート】
		調査対象者転入期間：平成26年１月１日～12月31日

資 料 編

		アンケート送付数：500件
		アンケート回収数：125件

第３部 資料編
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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

第五次須坂市総合計画
〈 基 本 構想・後期基本計画〉
発

行：平成 28 年３月

企画編集：須坂市総務部

須坂市
政策推進課

長野県須坂市大字須坂 1528 番地の 1
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須坂市市章

須坂市市民憲章

美しい自然に恵まれ、輝かしい伝統を受けついできたわたくしたちは、
須坂市のかぎりない平和と発展を願い、
誇りと責任をもって、ここにこの憲章を定めます。

１ 清潔で美しいまちをつくります。
１ 健康で仕事に励みます。
１ 人間性を尊重し、おたがいに協力します。
１ 教養を深め、郷土の文化を高めます。
１ 明るく心豊かな家庭をきずきます。
昭和 49 年 11 月 1 日制定

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

