
須坂市第6次総合計画策定にかかる関連計画の方向性等の整理 別紙３

分野 番号 計画等の名称
上位
計画

関連
計画

計画のビジョン・構想・スローガン等 基本目標・重点的施策等

1

須坂市公共施設等総合管理計画
（同個別計画）

総計

・公共施設等だけを考えた「部分最適化」ではなく、須坂市のまちづくりを考えた「全
体最適化」に取組む

【公共建築物】
・「新しくつくる」から「賢くつかう」へ
・ 「市民負担の少ない施設」としての有効活用
・身の丈に合った、管理し続けられる施設への更新
【社会基盤施設】
・中長期的な維持管理費の全体最適化
・市民ニーズへの対応の全体最適化
・管理水準の全体最適化

2
須坂市行財政改革第四次チャレ
ンジプラン 総計

・持続的・戦略的都市経営・市民と共に歩む、信頼され活気ある組織・体制づくり（後
期基本計画施策44）
・長期的展望に立った 財政運営（後期基本計画施策45）

3
第2次須坂市地域福祉計画・第3
次須坂市地域福祉活動計画

総計
4,6,10,3

1
地域住民が主体となって、みんなで支え合う福祉のまちづくり ・生活課題の解決への住民等の積極的参加・利用者主体のサービスの実現・サービ

スの総合化の確立・生活関連分野との連携

4

須坂市障がい福祉計画・障がい
児福祉計画（第５期）

総計,3 5

・みんなで助け合い地域で元気に暮らせる社会をめざして ・施設入所者の地域生活への移行・精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築
・地域生活拠点等の整備・福祉施設から一般就労への移行
 ・障がい児支援の提供体制の整備

5
第四次須坂市障がい者等長期行
動計画

4
・みんなで助け合い地域で元気に暮らせる社会をめざして

6
「須坂市高齢者いきいきプラン」
第八次老人福祉計画・第七期介
護保険事業計画

総計,3 9
・高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で幸せに暮らせるまち 地域包括ケアシステムの実現

7

第２期保健事業実施計画（データ
ヘルス計画）

6,9

・レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進 ・地域で共に生活する
・自分らしく生きる
・安心して生活する
・うるおいのある生活
・相互の理解を深める

8

第３期須坂市食育推進基本計画
「須坂市食で健やか計画」

総計 6,9,31

・人とのつながりを感じる食で、豊かな心と体を育てる ・共食の推進・栄養バランスのよい食生活
・規則正しい食習慣の普及
・食事を作る力を育む
・食への感謝の気持ちを育む
・食文化の継承への取組みの推進
・地産地消の推進

9

須坂市健康づくり計画「第2次 健
康須坂ときめき21」（平成29年度
中間見直し版）

総計
6,8,10,2

7,31

・生涯を通じて、健康で充実した生活を実現する
・病気にならない、病気があっても元気に生活する（発症予防と重症化予防）

・生活習慣病の予防
・生活習慣の改善
・元気にいきいきと生活する
・地域のつながり・人がつながる健康づくり

10

第３期須坂市自殺予防対策計画
「いのちつなぐ須坂市自殺予防対
策計画」 総計 3,9

・生きることの包括的な支援 ・住民一人一人の気づきと見守りを促す
・自殺対策を支える人材の育成
・地域におけるネットワークの強化
・生きることの促進要因への支援
・児童生徒のSOSの出し方に関する教育

11

廃棄物処理基本計画

総計,13

・ “ゼロエミッションへ挑戦するまち”づくりを通じて資源循環型社会を構築し、真に人
間的で、豊な市民生活を実現する。

・ごみの発生抑制に努め、使い終わったものを再利用または再資源化し、ごみの減
量と資源の保全を図る
・ごみの減量を行なってなお排出されるごみは適正な方法で処理し、中間処理施設
での資源化をできるだけ行ない、最終処分量の減量を図る
・ポイ捨てを無くし、きれいで清潔なまちづくりを進め、不法投棄やポイ捨てをさせな
い環境づくりを目指す
・市民・事業者・市がお互いに支援、協力、連携し、それぞれの役割と責任を自覚し、
循環型社会の実現に努める

12
須坂市地球温暖化防止実行計画
2016

13
・二酸化炭素排出量を削減するため、職員の意識の向上を図り、市役所全体で取り
組む
・排出係数が低い燃料等に変換し、二酸化炭素排出量の削減を図る

13

第二次須坂市環境基本計画

総計

・すべてのいのちが輝く　田園環境健康都市すざか～水と緑をはぐくみ、自然と共生
するまちを、みんなで未来に～

・地球温暖化防止に取り組もう
・生物多様性を保全し、高めよう
・ごみを減らし、資源を大切にしよう
・安全・安心・快適なまちをつくろう
・環境について、ともに学び行動しよう

14

第二次須坂市環境行動計画

総計,13

・すべてのいのちが輝く　田園環境健康都市すざか～水と緑をはぐくみ、自然と共生
するまちを、みんなで未来に～

・地球温暖化防止に取り組もう
・生物多様性を保全し、高めよう
・ごみを減らし、資源を大切にしよう
・安全・安心・快適なまちをつくろう
・環境について、ともに学び行動しよう

15
須坂市特定事業主行動計画 ・職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代

育成支援対策を計画的かつ着実に推進する。
・職員の職業生活と家庭生活との両立のために必要な環境整備を図る。

16
須坂市人権政策推進基本方針

総計
・「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
い社会を築く

17
第五次須坂市男女共同参画計画

総計
性別により制約されることなく、男女が対等な立場であらゆる分野に参画し、責任を
共に担う男女共同参画社会の実現を目指す

・市民との協働による男女共同参画意識の向上
・女性のチャレンジ支援多様な働き方のできる地域づくり

18

須坂市スポーツ推進計画

総計

・いつでも！ いつまでも！ 誰とでも！　スポーツ文化を感じる須坂 ・子どものスポーツ機会の充実
・ライフステージに応じたスポーツ活動の推進、環境の整備
・競技力の向上に向けた選手育成、指導者養成の推進
・地域に活力をもたらすスポーツ環境づくり

19
須坂市立博物館基本計画

総計
・多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり（後期基本計画基本目標
・市民が学び、文化・芸術を創造し、発展するまちの基礎にする

・まるごと博物館機能分散型総合博物館

20

第三次国土利用計画〈須坂市計
画〉

総計

・都市地域の低未利用地1が高度に活用され、工業・商業の用地と住空間が調和す
る
・緑豊かな公園が整備・保全され、町にうるおいを与える美しい水辺環境や市民が憩
える親水空間が整備される
・農地の環境整備が進み、持続的な農家運営がなされ、周辺環境にも優しく、環境と
生産が両立する
・自然が保全され、森林が元気になる21 須坂市舗装長寿命化修繕計画 1 ・須坂市のまちづくりを考えた道路鋪装の『全体最適化」

22

須坂市景観計画

23 13,24

・豊かな自然と歴史・文化が織りなす魅力あふれる私たちの景観を 共創でいかし伝
える

・豊かな自然景観の保全
・素晴らしい眺望景観の保全
・先人が築いた歴史的景観の保全
・生活の営みの景観の保全と創造
・共創による景観まちづくり

23
景観形成基本計画

総計
・大地がもたらした自然景観に関する保全
・有史以来、先人が創り、残してきた歴史的景観の保全
・都市の発展とともに私達が創ってきた身近な景観の保全と改善

24
須坂市都市計画マスタープラン

総計
・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 ・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

・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

25
「水循環・資源循環のみち2015」
構想

・企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉の増進を図
る

・快適で安全・安心な下水道サービスの提供
・下水道施設の維持・向上
・健全経営による事業の継続

26

須坂市水道事業基本計画

総計

・災害に強く安全かつ安定したゆとりある質の高い水道づくり ・施設の見直しによる適切で有効的な利用及び管路の強化
・老朽管の更新による有収率の向上
・水源の水質汚染の多様化、複雑化に対応した水質管理体制の充実、強化
・危機管理体制の充実、強化

27

須坂市母子保健計画

13 8,31

・すべての親と子が健やかに、こころ豊かに育つまち　すざか ・すべての妊産婦が必要な支援を受け、安心、安全な出産・育児ができる
・子どもが健やかに育ち、親が安心して育児できる
・子どもが自分の体について知り、健康に生活できる
・地域が子育てする家族を見守り、支援することができる

28

須坂市子ども読書活動推進計画 ・「いつでも、どこでも、だれでも」読書できるまちづくり ・生涯学習施設における読書活動の推進
・家庭での読書活動の推進
・地域での読書活動の推進
・保育園・幼稚園・学校での読書活動の推進

29 須坂市いじめ防止基本方針 ・家庭や地域の理解や協力、関係機関との連携を通じたいじめの防止

30

須坂市教育大綱

総計

・子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり（後期基本計画基本目標）
・多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり（後期基本計画基本目標）
・家庭・地域・保育施設や学校・行政等、地域全体が連携し合って、「地域の子どもは
地域で育てる」教育の充実を図る
・須坂を好きになる教育を推進

・特色ある魅力的な学校づくりの推進・児童・青尐年健全育成の推進・子育て環境の
充実・人権が尊重される社会の実現・生涯学習の機会充実・生涯学習・文化芸術・歴
史を大切にしたまちづくりの推進・スポーツ活動の充実

31

須坂市子ども・子育て支援事業計
画

総計

・子どもを安心して産み育て、地域みんなで子育てを支えるまち
・一人ひとりの子どもが、夢と希望に向かって生き生きと育つまち
・家庭生活・仕事が安心して実現できる、子育てを応援するまち

・子育て家庭を支える
・ニーズに沿った支援の推進
・子どもの健やかな育ちを支える環境の整備
・社会的支援の必要な子どもやその家庭への支援
・仕事と生活の調和がとれる社会づくり

32

須坂市人権教育推進計画

16

・人権尊重の意義及び様々な人権問題についての理解と認識を深める
・自らの権利の行使に伴う責任を自覚して、互いに人権を尊重し合う「共に生きる心」
を醸成する
・人権問題を自らの課題として解決し、人権を尊重する社会を築いていく意欲と実践
力を高める
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