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企 業 振 興 

須坂市の企業を応援します！ 

7 
July 

市長メッセージ 

   ～「Enjoy
エンジョイ

 SUZAKA
ス ザ カ

」でコロナ禍を乗り越える～ 

2020 

世界中で新型コロナウイルス（以下「コロナ

ウイルス」という。）が猛威を振るう中、市内の

事業者様におかれては、感染拡大防止の取り

組みにご協力いただき、誠にありがとうござい

ます。 

外出自粛への協力として、営業時間短縮や

テイクアウトの取り組みにご協力いただいた小

売店・飲食店の皆様、苦しい状況に置かれる

中、フェイスシールドの作製に乗り出してくださ

った企業・団体の皆様、市役所への次亜塩素

酸水生成装置の設置にご協力いただいた企

業様等々、他にもこの度の難局を乗り越えるべ

く、多くの事業者様のご協力がありました。 

おかげさまで、緊急事態宣言は解除となり

ましたが、今もなお、苦境に立たされている事

業者様も数多くいらっしゃるかと思います。私

も引き続き、補助金情報等をいち早くお届けす

るために新たに開設したメールマガジン、「須

坂産業振興ちゃんねる（登録方法等は８ペー

ジ下部お知らせ欄を参照）」を始めとする

SNSを活用し、給付金や助成金の情報を進ん

で発信するとともに、市においても補正予算を

活用し、皆様を全力でサポートしていきますの

で、「オール須坂市」でこの難局を乗り越えて

いきましょう。 

 

また、こうした状況下ではありますが、国から

は「新しい生活様式」が示され、流行発生地

域との往来は慎重にとなっている一方で、コロ 

ナウイルスの感染拡大を 

防止しつつ、買い物や娯 

楽、スポーツを含めた日 

常生活を送るための行 

動指針が示されました。 

 

自宅で過ごす時間が多くなり、他の地域と

の往来もはばかられる傾向にある今、須坂市

としては地元地域を見直す良い機会として、

「Enjoy SUZAKA」をキャッチフレーズ（合言

葉）にして、お買い物等を地元でお楽しみいた

だくよう進んで発信していきます。 

皆様のご協力もあり、テイクアウト可能な美

味しい食べ物やお菓子などを提供していただ

けるお店がたくさん増えました。ご存じのとお

り、臥竜公園、峰の原高原等の名勝、各博物

館等の素晴らしい文化施設もたくさんありま

す。自慢のフルーツや、それらを使ったジャム等

の加工品、宅飲み需要にお応えできる地場産

のフルーツエールまで、「Enjoy SUZAKA」を

キャッチフレーズにできることの例を挙げれば

キリがありません。 

 

事業者の皆様も、ぜひ「Enjoy SUZAKA」

をキャッチフレーズとして、今できることを発信

していただき、「求めるから、分かち合い（愛）、

与え合い（愛）、譲り合い（愛）」の気持ちを持

って人と接する取り組みを力強く、一緒に推し

進めていきましょう。 

（須坂市長 三木正夫） 
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★お問合せ先 須坂市 商業観光課        TEL:026-248-9005（課専用） 

             須坂市 産業連携開発課    TEL:026-248-9033（課専用） 

※個別の助成金等の問合せは、特設ページに掲載の各問合せ先にお問合せください。 

★お問合せ先 須坂市 税務課   TEL:026-248-9001（課専用） 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入等に相当の減少があり、一時に市税を納付

することが困難な方は、納税が猶予される場合があります。 

●対象となる方 

以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者 

① 新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、

事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。 

② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。  

※対象となる市税、申請手続きの詳細については税務課までお問合せください。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する情報を 

 須坂市ホームページにて公開しています 

 新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ 

 ～納税猶予の「特例制度」のご案内～ 

Email:syogokanko@city.suzaka.nagano.jp または sangyo@city.suzaka.nagano.jp 

Email: s-zeimu@city.suzaka.nagano.jp 

右記 QR コードまたは下記 URL

より特設ページに接続できます。 

(URL:https://www.city.suza

ka.nagano.jp/contents/eve

nt/event.php?id=15304) 

須坂市ホームページで、新型コロナ

ウイルス感染症に関する情報の特設

ページを設けています。事業者様向け

の助成金の情報も掲載しております

ので、ご覧ください。 

tel:026-248-9005
tel:026-248-9033
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?id=15304
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?id=15304
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?id=15304
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★お問合せ先 須坂市 商業観光課   TEL:026-248-900５（課専用） 

              

 

★お問合せ先 須坂商工会議所   TEL:026-245-0031 

              

 

 

 

須坂市では、「コロナに負けるな！須坂市経営継続応援商品券」の取扱いを始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナに負けるな！須坂市経営継続応援商品券 

Email:syogokanko@city.suzaka.nagano.jp 
   須坂市内のお店のテイクアウト＆デリバリーを 

   ご利用ください！ 

【目的】 

新型コロナウイルス感染拡大防止対応により、

通常営業できない店舗・事業所が経営継続できる

よう応援することが目的です。 

後日使える商品券を購入し、お料理や商品、サ

ービスの代金を先払いすることで、外出自粛要請

により客足が遠のいてしまった店への応援の思い

を届ける仕組みです。 

 

【商品券取扱い店舗】 

右記QRコードまたはURLよりご確認ください。 

【商品券の取扱いの流れ】 

取扱い店舗で商品券台紙（５００円券１０

枚つづり）を販売しています。コロナウイルス 

終息後に訪れたいお店で商品券を購入くだ

さい。（終息前でもテイクアウトなどでの利用

も可能です。）※商品券は 

店舗捺印のある店舗でのみ 

使用可能。他店では使用 

できません。 
URL:https://www.city.suzaka.nagano.jp/

contents/event/event.php?id=15435 

自宅で気軽にお店の味を楽しめるよ

う、テイクアウト・デリバリーを行うお店が

増えています。 

須坂商工会議所では、テイクアウト・デ

リバリーが利用可能な店舗を応援する情

報サイト「すざかっテイク２０２０」をオープ

ンしました。 様々なお店の料理、スイーツ

などをお楽しみいただけるので、ぜひご利

用ください。 

【ご利用はこちら】  

テイクアウト・デリバリー利用可能な

店舗はこちら。（右記 QR コードまた

は下記 URLから利用可能店舗一覧

をご覧いただけます。） 

【登録店募集中】 

サイトへの登録店も募集しています。

掲載無料なので、登録してみません

か。（右記 QR コードまたは下記 URL

よりご登録ください。） 

URL: https://guide.suzaka.or.jp/shop/ 

URL: https://guide.suzaka.or.jp/shop/entry/ 

tel:026-
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?id=15435
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?id=15435
https://guide.suzaka.or.jp/shop/
https://guide.suzaka.or.jp/shop/entry/
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★お問合せ先 須坂市 健康づくり課   TEL:026-248-9018 

              

 

★お問合せ先 須坂市人権同和教育課（人権交流センター内）TEL:026-245-0909（課専用） 

              

 

 

 

 

 

風しんは、感染者の咳やくしゃみ、会話な

どで飛び散るしぶき（飛沫）を吸い込んで感

染し、成人が感染すると高熱・発疹の長期化

や関節痛など重症化の可能性があります。 

妊娠早期の妊婦が感染すると、赤ちゃん

が先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とす

る先天性風しん症候群をもって生まれてくる

可能性があります。 

 

・風しんの抗体検査及び予防接種が 

無料となる対象者 

昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1

日生まれの男性の方 

※上記の方は風しんの定期予防接種を受

ける機会がなく、抗体保有率が低いと言わ

れています。そのため、令和 4年 3月 31日

までに限り、風しん抗体検査・予防接種を無

料で受けられます。 

令和2年4月に対象者へクーポン券を送

付していますので、クーポン券に従って抗体

検査を受けてください。抗体検査の結果、風

しんの抵抗力が無いこと（抗体なし）が分か

った場合は抵抗力（免疫）をつけるため、予

防接種を受けましょう。 

 

【市内の実施医療機関】 

轟病院・やすらぎｸﾘﾆｯｸ須坂・飯島内科医

院・しぶさわ耳鼻医院・滝澤内科医院・ｸﾘﾆｯ

ｸﾆﾚｲ・松澤内科ｸﾘﾆｯｸ・たむらこどもｸﾘﾆｯｸ・

宮下医院・小池医院・佐藤医院・スザカ心療

内科ｸﾘﾆｯｸ・旭町医院・田﨑内科ｸﾘﾆｯｸ・大

島医院・県立信州医療センター・小林医院・

細川医院・山口内科医院・永田医院・西沢

内科胃腸科医院・たけまえ医院・大峡耳鼻

咽喉科医院 

※おおくぼ眼科須坂ｸﾘﾆｯｸは予防接種のみ 

※市外の実施医療機関は、市ホームページ

や厚生労働省ホームページで確認できます。

 

 

 

 

 

当会では、企業内における人権教育を一

層推進し、一人ひとりが尊重され、誰もが働

きやすい職場づくりを目指しています。 

現在、市内の８１の事業所が加入し、活動

しています。 

主な活動内容は、 

① 企業経営者人権教育研修会 

② 企業人権教育指導者養成講座 

③ 現地研修会 

④ 企業内人権教育推進の支援（講師

の無料派遣や人権啓発 DVDの無料

貸出し等）です。 

※会員は随時募集しています。ぜひご加

入ください。 

 

 

風しんの感染を拡大させないために！ 
    ※昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性は、 

           抗体検査と予防接種を受けましょう【無料です】 

Email:s-kenkodukuri@city.suzaka.nagano.jp 
  「須坂市企業人権教育推進会議」の会員募集中 

Email:s-jinkendowakyoiku@city.suzaka.nagano.jp 

tel:026-
tel:026-


令和２年７月８日（水）                                  No.25 

5 

★お問合せ先 須坂市消費生活センター・特殊詐欺被害防止センター TEL:026-248-9002 

              

 

 

 

 

 

特殊詐欺被害が頻発しています。働き世代の皆さんも「親を守る」という意識を持つことが被害

防止につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺から 
大切な家族を守るために 

Email: shohiseikatsu＠city.suzaka.nagano.jp 

（１）詐欺のきっかけは電話から。電話機

対策が有効です！ 

   詐欺の犯人は録音されることを避けるた

め、留守番電話になると電話を切ります。  

   また、在宅中でも留守番電話にすることで

必要な電話かどうか事前に判断し、電話に

出ることができます。  

   その他、家族等の番号登録、番号表示サー

ビスの利用、非通知電話拒否設定などを利

用して、不審な電話に出ないように対策しま

しょう。 

 

（２）合言葉を決めましょう！ 

家族にしかわからない合言葉や緊急の連

絡先をあらかじめ決めておきましょう。 

 

（３）こまめに連絡を取り合いましょう 

普段連絡を取り合えていないご家族にぜ

ひ連絡をとり、特殊詐欺はひとごとではない

ことを伝えましょう。 

● 家族で特殊詐欺を撃退 

 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に

関する相談が全国の消費生活センター等に 

寄せられています。 

（１）相談事例 

・特別給付金の代理申請を行う団体を名

乗る者から電話で個人情報や口座情報

を聞かれた。 

・高齢の母が訪問してきた者に銀行通帳

やマイナンバーカードを渡してしまった。 

 

（２）被害にあわないために 

・不審な電話に個人情報や預金口座の内

容を伝えないでください。 

・他人に銀行通帳やキャッシュカードなど

を絶対に渡さないでください。 

悪質商法に注意！  
● 新型コロナウイルスに便乗した 

tel:026-
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★お問合せ先 須坂市新生活運動推進委員会 事務局 市役所市民課内 TEL:026-248-9002 

              

 

 

 

 

一人ひとりの心がけで明るく住みよい社会へ 

 須坂市には６項目の申し合わせ事項があります。みんなでできるところから実行しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 取扱い 

 新生活運動推進委員会で金額などをあらかじめ印刷したお見舞い袋、香典袋、見舞い返礼 

はがきを 10円でお譲りしますので、ご利用をお願いします。 

 ・取扱場所 

      市役所市民課 

      生涯学習センター、各地域公民館 

 

◇ 貸衣裳 

 婦人会で式服（男物）や留め袖、七五三衣裳など、衣裳の貸出しを

しております。ご利用ください。 

・取次ぎ 

生涯学習センター（TEL 026-245-1598） 

 

 

 

 須 坂 市 新 生 活 運 動 

（１）結婚祝について 

●華美な結婚式は控え、会費制としましょう。 

●祝宴費用は会費内でまかないましょう。 

（２）病気見舞について 

●お見舞いは 2,000円以内としましょう。 

●お礼は口頭または新生活はがきで。 

※近親者は除きます。 

（３）葬儀について 

●香典は、1,000円以内としましょう。 

●お礼は、口頭または新生活はがきで。 

●ご焼香は、平服でも失礼にはあたりません。 

※近親者は除きます。 

（４）環境美化について 

ごみは、決められた日に指定袋で、ごみステ 

ーションに出しましょう。家の周りを整理して、花と

緑で飾りましょう。 

（５）健康で明るいまちづくり 

●地域の奉仕活動や行事に、すすんで参加しま

しょう。 

●毎月第３日曜日の「家庭の日」には、家族のふ

れあいを深めましょう。 

●元気なあいさつで、一日を始めましょう。 

（６）始めよう、ごみを出さない暮らし方 

●過剰な包装を断り、買い物袋を持参しましょう。 

●繰り返し使えるものを何度も使い、使えなくなっ

たものは、資源としてリサイクルしましょう。 

●どうしても捨てるしかない物は、正しく分別して

ごみ指定袋で出しましょう。 

Email: s-shimin＠city.suzaka.nagano.jp 

tel:026-
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市内に点在する文化施設や文化財、歴史・芸術、郷土食、それらを取り巻く人のすべてを活用し

た「まるごと博物館構想」。それを軸にさまざまな事業を展開し、“まちの元気を作り出す”プロジ

ェクトが始まります。 

 

■事業が目指す将来像 

①文化振興と地域への愛着度向上（若者の転出

抑制・市内還流） 

②観光集客施設との相乗効果で市内への人の

流れを循環（地域資源による回遊性） 

③観光消費額の増加と新たな雇用創出・チャレン

ジ人材の育成 

 

 

■予定している事業例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
など 

 

※ブランディング：ブランドの特徴や他との違いを明確にし、同一のイメージを共有。他と明確に

差別化するイメージをつくりあげ価値を高める。 

※ターゲット戦略：誰に向かって発信していくか目標を設定し、趣味嗜好や興味にあった内容を

発信する 

※EC：電子商取引（electronic commerce）の訳。インターネット上で取引をすること 

                                    

 

 

      「まるごと博物館構想」を核とした 

「人」・「地域資源」で紡ぎだす まちの元気創出事業 

ブランディング・ターゲット戦略※ 須坂の魅力を磨いて内外に PR 

学習・観光に使えるアプリ等開発 まるごと博物館を楽しむ交通整備 

事業者・宿泊施設の EC※化支援 キャッシュレス導入促進 

観光ガイドの育成と体験講座 おみやげ品の開発販売促進 

 

 
（写真出典：「須坂市観光協会」より） 
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★お問合せ先 須坂市 文化スポーツ課   TEL:026-248-9027 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからいろいろな思いやアイディアを反映させて盛りあげていきます。事業の成功には須坂に

関わるみなさまのご協力が不可欠です。一緒にまちの元気をつくりましょう。 

この事業は国の地方創生推進交付金の活用を予定してします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臥竜公園、蔵の町並み、旧小田切家住宅、

米子大瀑布、八丁鎧塚古墳など。須坂市に

は博物館の中だけではおさまりきらない歴

史文化自然があります。市全体を博物館に

見立てて、あらゆるところで文化財に触れ、

地域の文化を学び、楽しむことができる仕

組みが「まるごと博物館構想」です。人が文

化を育て、文化が人を育てるという循環によ

り、「まちとしての価値」を高めていくことを

目的にしています。 

 

 

「まるごと博物館構想」とは？ 

Email: bunkasports＠city.suzaka.nagano.jp 

発行／編集 須坂市役所 産業連携開発課  TEL  : ０２６－２４８－9033（課専用） 
Email : sangyo@city.suzaka.nagano.jp 

 

～お知らせ１～ 

須坂市の産業振興に関するお

知らせ、市及び県、国等の補助

金のご案内、その他イベント情報

等をお知らせする「須坂産業振

興ちゃんねる」（メールマガジン）

の発行を開始しました。 

最新の情報から、見落としが

ちなお知らせまで、毎月第２、第

４水曜日に発行します！ 市民、

事業者の皆さん、ぜひご登録を

お願いします！ 

～お知らせ２～ 

企業振興ニュースは、紙面での発行及びメール配信から、須坂市ホームページへの電子版の掲載に

移行させていただきました。引き続きのご愛顧をよろしくお願いいたします。 

◎新しくメルマガを登録する方 

https://service.sugumail.com/s

uzaka/member/（または右記 QRコ

ード）にアクセス。利用規約に同意い

ただき、次の画面内「須坂産業振興ち

ゃんねる」にチェックを入れ登録完了。 

◎すでに別のメルマガを登録済の方 

配信されたメルマガにある「利用者情報の変更・解除」のURL

からマイページへ。「登録情報変更」から「配信カテゴリ選択

画面」に進み、「須坂産業振興ちゃんねる」を選び登録完了。 

 
（QR コードはこちら） 

（写真出典：「須坂市観光協会」より） 

〇 企業振興ニュースからのお知らせ 

tel:026-
https://service.sugumail.com/suzaka/member/
https://service.sugumail.com/suzaka/member/

