事前配布資料 1

第３次人にやさしいまちづくり推進計画の進捗状況について
１ 平成 27 年度における目標達成状況
第 3 次人にやさしいまちづくり推進計画に掲げた 107 施策・事業のうち、これまで
3 事業について、実情を捉え、他の事業に含めて実施するなどの整理が行われたこと
から、平成 27 年度は 104 施策・事業について調査を実施した。
その結果、90 が目標達成（100％以上）
、12 が目標をほぼ達成（80％以上）してい
る。この 2 つを合わせた割合が全体の 98.1％に達していることから計画に沿って推
進することができた。
施策・
担当課の評価
基本方針
事業数
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
21
18
3
誰もが学べるまちづくり
14
14
誰もが働けるまちづくり
29
26
3
誰もが健康に暮らせるまちづくり
18
17
1
誰もが参加するまちづくり
11
7
2
1
1
誰もが安心して暮らせるまちづくり
5
5
誰もが住みよいまちづくり
6
3
3
誰もが移動しやすいまちづくり
104
90
12
1
1
合
計
凡例

Ａ：目標達成（100％以上）Ｂ：目標はほぼ達成された（80％以上）Ｃ：目標に達しなかった
Ｄ：事業の実施せず

２ 今後の方向性
次年度に向け、継続となる施策・事業数は 96 となり全体の 92.3％を占めている。実施
方法等を変更するものは 9 つとなっている。
施策・
担当課の評価
基本方針
事業数
１
２
３
４
21
20
1
誰もが学べるまちづくり
14
13
1
誰もが働けるまちづくり
29
26
2
1
誰もが健康に暮らせるまちづくり
18
17
1
誰もが参加するまちづくり
11
9
2
誰もが安心して暮らせるまちづくり
5
5
誰もが住みよいまちづくり
6
6
誰もが移動しやすいまちづくり
104
96
7
1
合
計
凡例

1：継続

2：実施方法等を変更

3：縮小

4：廃止

（1）実施方法等を変更するもの ※理由と改善策は主要施策進捗管理表のとおり
施策・事業名
青少年の健全育成のため、各種体験活動などを実施し、心豊かでたくましい子
どもを育むとともに、学校・家庭・地域の連携協力を促進し、社会全体の教育
No.18
力の向上を図ります。
No.23

No.40

No.43

状況に即した雇用問題の解決策の検討を行い、解決策につながる対策事業を提
案します。
ひとり暮らし高齢者などにバランスのとれた食事を提供するとともに、定期的
な安否確認を行うことにより、高齢者が自立した生活を送ることができるよう
支援します。
スポーツ大会や作品展など、各種事業を開催し、高齢者の生きがいづくりと健
康づくりの推進を図ります。
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No.74

No.90

No.94

施策・事業名
高齢者の生きがいの充実を図るため、創作活動の発表や世代を超えた交流の場
を提供します。
冬期集落保安要員の設置により冬期間の主要生活道路を確保するとともに、要
援護世帯等の除雪援助や見守りなどを行い、市民の安全と生活環境の維持向上
を図ります。
全町内会において自主防災組織を結成し、定期的な訓練をすることにより、災
害発生時などに地域住民が協力し速やかに救助や避難ができる体制を整備する
とともに、防災活動に必要な資材整備のための支援を行います。

（2）縮小するもの
施策・事業名
No.66

中山間地の患者を医療機関へ輸送することにより、医療への不安を解消します。
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第３次人にやさしいまちづくり推進計画 主要施策進捗管理総括表
Ｈ27年度達成状況
基本方針 基本目標
（7項目） （14項目）

施策の方向

誰もが理
①人権を護るための施策の推
解し合え
進
る社会
②相談・支援体制の充実
の実現

Ａ：目
標達成
事業数
（100％
以上）

Ｂ：目
標はほ Ｃ：目
Ｄ：事
ぼ達成 標に達
業の実
された しな
施せず
（80％ かった
以上）

未達成理由と改善策

評価される事項と今後の方針

（評価がＣ、Ｄの場合、※すべてを掲載）

（評価がＡ、Ｂの主な事業及び基本方針への貢献度（次年度目標に関する特記事項）が
高いと認められる取組）

【No.5】
上越市障害者計画及び上越市障害福祉計画に基づき事業を推進し、障害のあ
る人の健康と福祉の増進を図ります。

13

12

■評価される事項：農福連携や特別支援学校の生徒向けの合同説明会を実施し、就労
支援に取り組んだほか、障害者差別解消法の施行に向けた制度準
備等を行うことができたため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

1

誰もが学
べるまち
づくり

【No.21】
視覚に障害のある人など、活字による読書が困難な市民に対し読書環境の整
備を図る。
教育環
境の整
備

①学校教育の充実
②生涯学習の推進

8

6

■評価される事項：録音図書ボランティアの協力を受け、障害者のニーズに合った作品
を作製したため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

2

【No.28】
企業の設備投資に対する支援を行い、経営の安定化と雇用の確保を図る。
■評価される事項：支援により、経営の安定化と雇用の増加が図られたため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施
誰もが働
雇用の
けるまち
充実
づくり

①雇用の維持・促進
②相談・支援体制の充実

14

14

【No.33】
育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい人が相互で行う援助活動を
支援する。
■評価される事項：事業周知の場を拡大したことにより、提供会員数が増加したため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

【No.51】
乳幼児や小学生などの感染症予防のため、予防接種を行う。
①高齢者支援の充実
②障害者支援の充実
健康づく
③子育て支援の充実
りの推進
④誰もが健康に暮らすための支
援の充実

26

23

■評価される事項：各健診の際に接種の周知を図ったことから、昨年度の接種率を上
回ったため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

3

誰もが健
康に暮ら
せるまち
づくり

【No.66】
中山間地の患者を医療機関へ輸送することにより、医療への不安を解消する。
医療体
制の充
実

①救急医療体制等の充実
②中山間地における医療の推
進

3

■評価される事項：無医地区における医療不安を軽減するため、患者輸送車を継続して
運行できたため。
■今 後 の 方 針 ：縮小
効率的な運行を図る。

3

1
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第３次人にやさしいまちづくり推進計画 主要施策進捗管理総括表
Ｈ27年度達成状況
基本方針 基本目標
（7項目） （14項目）

すべて
の人の
社会参
加の推
進

施策の方向

①男女共同参画社会の推進
②障害者の社会参加の推進
③高齢者の社会参加の推進
④外国人の社会参加の推進
⑤まちづくりに参加しやすくする
ための環境整備

Ａ：目
標達成
事業数
（100％
以上）

Ｂ：目
標はほ Ｃ：目
Ｄ：事
ぼ達成 標に達
業の実
された しな
施せず
（80％ かった
以上）

未達成理由と改善策

評価される事項と今後の方針

（評価がＣ、Ｄの場合、※すべてを掲載）

（評価がＡ、Ｂの主な事業及び基本方針への貢献度（次年度目標に関する特記事項）が
高いと認められる取組）

【No.70】
障害のある人の社会参加を促進するため、タクシー利用料金の助成や福祉バス
の運行などにより外出時の移動を支援する。

12

11

■評価される事項：いずれも利用者が増加していることから、外出し社会参加する機会
の増加が図られているため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

1

【No.83】
観光案内所や観光ホームページなどにおいて観光情報をより的確にわかりやす
く提供する。
情報
サービス ①広報・公聴活動の充実
誰もが参 の充実
加するま
ちづくり

4

■評価される事項：イベント情報を充実させ、閲覧者の利便性の向上に取組んだ結果、
アクセス数が増加したため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

4

【No.84】
ボランティア活動の育成支援のために、相談、助言、指導を行う。

ボラン
ティア活 ①ボランティア活動に対する支
動の推 援・情報提供の推進
進

■評価される事項：ボランティアセンターへの相談数が増加し、市民のボランティア活動
への積極的な取組を支援することができたため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

2

2

【No.85】
ボランティアをしたい人と、してほしい人をコーディネートし、ボランティア活動の
普及を推進する。
■評価される事項：ボランティアのコーディネート件数が増加し、市民がボランティア活動
を推進することができたため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

雪対策
の充実

①居住空間の除雪を支援する
体制整備
②歩道・道路除雪の推進

【No.90】
冬期集落保安要員の設置により冬期間の主要生活道路を確保するとともに、要
援護世帯等の除雪援助や見守りなどを行い、市民の安全と生活環境の維持向
上を図る。

5

4

■評価される事項：計画していた全地区で事業が実施でき、安全確保と生活環境の維持
が図られたため。
■今 後 の 方 針 ：実施方法等を変更
現在は、県の補助要件を満たす地域のみを対象とした事業を実施し
ているため、全市域に係る冬期の集落支援について検討する。

1

2
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第３次人にやさしいまちづくり推進計画 主要施策進捗管理総括表
Ｈ27年度達成状況
基本方針 基本目標
（7項目） （14項目）

施策の方向

Ａ：目
標達成
事業数
（100％
以上）

Ｂ：目
標はほ Ｃ：目
Ｄ：事
ぼ達成 標に達
業の実
された しな
施せず
（80％ かった
以上）

未達成理由と改善策

評価される事項と今後の方針

（評価がＣ、Ｄの場合、※すべてを掲載）

（評価がＡ、Ｂの主な事業及び基本方針への貢献度（次年度目標に関する特記事項）が
高いと認められる取組）

【No.94】
全町内会において自主防災組織を結成し、定期的な訓練をすることにより、災
害発生時などに地域住民が協力し速やかに救助や避難ができる体制を整備す
るとともに、防災活動に必要な資機材整備のための支援を行う。

誰もが安
心して暮
らせるま
ちづくり
防災対
策の充
実

①災害を回避するための支援
体制の推進
②配慮が必要な人に対する環
境整備

6

3

1

1

1

【No.93】
災害の予防及び災害発生時に的確に対応するため、総合的かつ体系的な防災
体制の整備を進める。

■評価される事項：ハザードマップの配布や周知に努め、災害時の自主的で迅速かつ安
全な避難行動を促すことができたため。
■判 定：Ｃ
■理 由：新たに自主防災組織が10町内で結成されたが、訓練等実施率が44.1％であ ■今 後 の 方 針 ：継続実施
り、目標に達しなかったため。
■改善策：高齢化が進む町内会の活動を地域全体で補完する支援に取組む。

【No.95】
災害時要援護者に配慮した災害対応計画や避難体制の整備を進める。
■判 定：Ｄ
■理 由：国県の上位計画や法令等で、避難行動要支援者や要配慮者に関する災害
対応や避難体制の見直しが生じなかったため。
■改善策：必要に応じて、速やかに市地域防災計画の見直しを行う。

3
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第３次人にやさしいまちづくり推進計画 主要施策進捗管理総括表
Ｈ27年度達成状況
基本方針 基本目標
（7項目） （14項目）

施策の方向

Ａ：目
標達成
事業数
（100％
以上）

Ｂ：目
標はほ Ｃ：目
Ｄ：事
ぼ達成 標に達
業の実
された しな
施せず
（80％ かった
以上）

未達成理由と改善策

評価される事項と今後の方針

（評価がＣ、Ｄの場合、※すべてを掲載）

（評価がＡ、Ｂの主な事業及び基本方針への貢献度（次年度目標に関する特記事項）が
高いと認められる取組）

【No.97】
在宅で生活する高齢者の自立を推進するため、住宅リフォームを支援する。
人にやさ
しい家づ
①住みよい家づくりの推進
くりの推
進

2

■評価される事項：住み慣れた住宅で安心して自立した生活ができ、介護者の負担も軽
減できるよう、リフォームを必要とする人に対し、身体状況に応じた住
環境整備が図られたため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

2

誰もが住
みよいま
ちづくり

【No.99】
市の施設を誰もが安全・安心で快適に利用できるようにするため、公共建築物
ユニバーサルデザイン指針に基づく整備を推進する。
人にやさ
しい都市 ①誰もが利用できる公共施設の
空間の 整備
整備

3

■評価される事項：指針に即した整備になるよう事前協議を徹底し、やむを得ず不適合
となった2件を除き、指針に即した整備を実施したため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

3

【No.103】
歩行者などの交通の安全確保や街頭犯罪の未然防止を図るため、集落間通学
路の街灯を整備する。
歩道・道
路の整 ①安全な歩道・道路の整備
備

4

3

■評価される事項：要望のあった箇所について100％設置したほか、既存防犯灯のLED
化を実施したため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

1

誰もが移
動しやす
いまちづ
くり

【No.107】
市民の日常生活を支える重要な交通手段である並行在来線の維持・確保を図
る。
公共交
通網の
整備

計

①路線バス等の充実
②鉄道の充実

2

104

■評価される事項：えちごトキめき鉄道では、運行時刻の見直しやフリーパスの発売、
リゾート列車の導入など利用促進が図られたため。
■今 後 の 方 針 ：継続実施

2

90

12

1

1

4
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

誰もが学べるまちづくり
①誰もが理解し合える社会の実現
1 人権を護るための施策の推進

1

・市民・企業啓発
市民セミナー 1回
地域人権懇談会 2回
企業研修会 1回
第三次人権総合計
人権同和問題研修会 1
画に基づく各事業を 回
幅広く人権啓発活動
推進し、差別のない
街頭啓発活動等 複数回
人権総合計画に基づく人権擁
を推進し、部落差別を
明るい上越市を築く。 啓発スタンド11基作成
護の確立や人権教育・啓発の ・人権総合計画に基づ はじめあらゆる差別
・市民・企業啓発
・職員啓発
推進などのための施策を推進 き事業を推進
のない人権の尊重さ
・職員啓発
職員研修 4回
します。
れるまち上越を実現
・運動団体支援
人権講座参加 3回
する。
を継続して実施す
大会・集会等参加 複数
る。
回
・運動団体支援
各団体の事業費補助

・市民・企業啓発
市民セミナー 1回
地域人権懇談会 2回
第三次人権総合計画に基づ
企業研修会 1回
セミナー、懇談会等の事
く各事業を推進し、差別のな
人権同和問題研修会 1回
業を計画通り実施し、参
い明るい上越市を築く。
街頭啓発活動等 複数回
加した市民や企業関係
・市民・企業啓発
啓発町内回覧板 50冊
Ａ：目 者、職員に人権・同和問
・職員啓発
・職員啓発
標達成 題に対する理解を深めて
・運動団体支援
職員研修 4回
（100％ いただくことができた。
を継続して実施する。
人権講座参加 3回
以上） （例）地域人権懇談会で
大会・集会等参加 複数回
理解が深まったとする表
人権・同和問題に関する市
・運動団体支援
現が51人中48人であっ
民アンケート実施。
各団体の事業費補助
た。
人権・同和問題に関する市
民アンケート実施し、結果分
析報告書を作成

１：継
続

目標どおり、17小学校区で
目標どおり、18小学校区で
Ａ：目
18小学校区で講話会を開催
講話会を開催し、474人の
講話会を開催し、682人の方 標達成 計画通り、18校区での開
する（3年で全小学校区開
方から参加いただくことが
から参加いただくことができ （100％ 催ができたため。
催）
できた。
た。
以上）

-

第三次人権総合計画に基
づく各事業を推進し、差別
のない明るい上越市を築
く。
・市民・企業啓発
・職員啓発
・運動団体支援
を継続して実施する。

-

共生まちづ
くり課（人
権・同和対
策室）

第四次人権総合計画の
策定

同和問題をはじめとする人権
問題に対する市民の正しい理
解と認識を深め、差別意識の ・講話会開催を支援
払しょくを図るため、地域青少 対象者：ＰＴＡや町内会
年育成会議などが開催する 等地域住民
講話会に対し支援を行いま
す。

人権問題に対する市
民の正しい理解と認
識を醸成し、差別のな
い明るい上越市実現
の一助となる。

１：継
続

-

17小学校区で講話会を開
催する（3年で全小学校区
開催）

-

社会教育
課

3

小・中学校を研究校に指定
し、積極的な同和教育の実践 ・同和教育の研究・研
研究を行うとともに、その成果 修を実施し、その成果
を他の学校や地域に広げ、部 を発信
落差別の解消を目指します。

指定校の累計が市内全小
指定校の累計が市内全小中
・研究指定地区では、講
中学校109校となった。1巡
学校120校となった。2巡目13
演会や現地学習会を実
目が終了し、2巡目9中学
中学校区の研修成果発表ま
施したり、指定地区内の
積極的な同和教育の
校区の研修成果発表まで
でを終了した。
Ａ：目 授業交流を進める等の計
実践研究と成果の発 同和教育研究指定3 を終了した。
同和教育研究指定4中学校 今年度の同和教育研究指定 標達成 画的な取組が行われた。 １：継
表により、部落問題を 中学校区11校を加え 今年度の同和教育研究指
区11校を加える。
7中学校区の22校すべてで、 （100％ また、2月25日の成果発
続
はじめとする人権問 る。
定6中学校区の24校すべ
教職員、保護者、地域の方 以上） 表研修会を通して、取組
題の解消を図る。
てで、教職員、保護者、地
を対象とした同和教育の公
の成果を、市内の小中学
域の方を対象とした同和
開授業や講演会等を実施し
校で共有することができ
教育の公開授業や講演会
た。
た。
等を実施した。

−

同和教育研究指定3中学
校区11校を加える。

−

学校教育
課

4

市民が生涯を通じて心身
健康福祉分野における個別
計画を包括する上越市地域 ・上越市地域福祉計画 共に健やかで安心して生
活できるように、健康づくり
福祉計画を推進し、地域全体 に基づき事業を推進
や福祉に係る施策を推進
の福祉の向上を図ります。
する。

−

−

−

−

5

上越市障害者計画及び上越
市障害福祉計画に基づき事
業を推進し、障害のある人の
健康と福祉の増進を図りま
す。

−

障害者福祉計画に掲載さ
れている施策を実施す
る。特に、地域生活支援
拠点等に関する整備につ
いて、市の方針を整理し、
関係事業所の施設長等に
説明を行っていく。

−

福祉課

2

・上越市障害者計画に
基づき事業を推進
・上越市障害福祉計画
に基づき、障害福祉
サービス基盤を計画的
に整備

17小学校区で講話会を開催
する（3年で全小学校区開
催）

−

−

−

−

−

−

−

特に就労支援では、農福
連携や特別支援学校の
障害のある人が住み
Ａ：目
障害者計画及び障害 障害者計画及び障害福祉 平成26年度で策定した障害 障害者福祉計画に掲載され
生徒へ合同説明会の実
慣れた地域で暮らす
標達成
１：継
福祉計画を一体化し 計画を一体化した計画策 者福祉計画に基づき事業を ている施策を実施することが
施に取り組んだほか、障
ことのできるまちづくり
（100％
続
た計画を策定する。 定を行った。
実施する。
できた。
害者差別解消法の施行
が推進される。
以上）
に向けた制度準備等を行
うことができた。

1
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

関係機関との連携強
化を更に進めるとと
関係機関との連携強化を更
・地域の障害者福祉に 障害のある人が住み もに、相談支援事例
に進めるとともに、相談支援
地域の課題を抽出し、ケア
関する全体協議会、専 慣れた地域で暮らす などから抽出した
事例などから抽出したニー
マネ連絡会や専門部会で
門部会等の各種会議 ことのできるまちづくり ニーズや支援の現場
ズや支援の現場における課
議論を行った。
の開催
が推進される。
における課題をまと
題をまとめ、検討結果を福
め、検討結果を福祉
祉施策へ反映させる。
施策へ反映させる。

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

6

障害のある人の生活を地域
全体で支えるため、上越市
自立支援協議会を開催し、
関係者の連携強化を図り、
住み慣れた地域で暮らすこ
とができるまちづくりを進
めます。

7

男女が、互いの人権
上越市男女共同参画基本計 ・上越市男女共同参画 を尊重し社会のあら
画に基づき事業を推進し、女 基本計画に基づき事業 ゆる分野で平等に参
性の人権を護ります。
を推進
画できるまちが推進さ
れる。

8

上越市介護保険事業計画・高
齢者福祉計画に基づき事業
・介護保険事業計画・
を推進し、高齢者保健福祉
高齢者福祉計画を推進
サービスの環境を整備しま
す。

第５期介護保険事業計画
に基づき、事業を実施する
高齢者が住み慣れた
Ａ：目
第5期計画に基づき、 とともに、介護保険運営協 第6期計画に基づき、総合的 第６期介護保険事業計画に
第６期介護保険事業計画
地域で暮らすことので
標達成
１：継
総合的かつ計画的に 議会や所管事務調査等を かつ計画的に施策を実施す 基づき、総合的かつ計画的
に基づいた事業を実施す
きるまちづくりが推進
（100％
続
施策を実施する。
実施し、第６期介護保険事 る。
に施策を実施する。
ることができたため。
される。
以上）
業計画・高齢者福祉計画
を策定した。

9

子どもの権利が尊重され、健
やかに成長できる地域社会づ ・上越市子どもの権利
くりを目指し、上越市子どもの 基本計画に基づき事業
権利基本計画に基づく事業を を推進
推進します。

子どもの権利が尊重
され、健やかに成長
できる地域社会がつく
られる。

・計画に沿った施策
の推進を図る。
・事業の評価が「目
標達成」「目標はほ
ぼ達成された」に該
当する事業の割合を
80％以上とする。

現計画に沿った施策
の推進を図るととも
に、平成27年度から
平成31年度までを計
画期間とした次期基
本計画を作成する。

上越市男女共同参画基本
計画に基づき、庁内各課
等が基本計画の重点目標
等に基づき、各種事業を
実施した。

・計画に沿った施策の推進
を図る。
・事業の評価が「目標達成」
「目標はほぼ達成された」に
該当する事業の割合を80％
以上とする。

子どもの権利基本計画に
基づき事業を実施するとと
上越市第2期子どもの権利
もに、子どもの権利委員会
基本計画に基づく施策を着
の審議を踏まえ、第2期子
実に推進する。
どもの権利基本計画を策
定した。

担当課名

−

障害のある人が、社会参
加するために必要となる
移動支援について、必要
なときに利用できるよう支
援策の拡充に向けて、さ
らに検討を進める。

−

福祉課

上越市男女共同参画基
本計画（後期）に基づく事
Ａ：目
務事業について、「目標
標達成
１：継
達成」、「目標はぼぼ達成
（100％
続
された」と評価された事業
以上）
の割合が90%以上となっ
たため。

-

・上越市男女共同参画基
本計画（後期）に沿った施
策の推進を図る。
・事業評価が「目標達
成」、「目標はぼぼ達成さ
れた」に該当する事業の
割合を80%以上とする。

-

共生まちづ
くり課（男女
共同参画
推進セン
ター）

−

第６期介護保険事業計画
に基づき、総合的かつ計
画的に施策を実施する。

−

高齢者支
援課

-

上越市第2期子どもの権
利基本計画に基づく施策
を着実に推進する。

-

こども課

−

障害のある人の人権や財
産を守るため、関連する
制度の周知を図り、自立
した地域生活を確保す
る。

−

福祉課

−

上越市基幹相談支援セン
ターを中心に、各相談支
援事業所、各地域の様々
な社会資源との連携を図
り、地域全体の相談支援
体制の底上げと、迅速な
対応ができる体制の整備
を進める。

−

福祉課

障害者福祉計画に掲載され
ている課題について、上越
市自立支援協議会の専門部
会等で議論を行った。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

上越市男女共同参画基本計
画に基づき、庁内各課等が
基本計画の重点目標等に基
づき、各種事業を実施した。

上越市第２期子どもの権利
基本計画に基づき、71事業
を実施した。計画の進捗や
取組内容について、子ども
の権利委員会を2回開催し、
委員の意見を伺った。

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

１：継
続

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

・事業計画に基づき事業
を実施した結果、ほぼす １：継
べての事業で目標を達成
続
したため。

あんしん生活支援事業として
障害のある人の人権や財産
Ａ：目
24時間体制の相談窓口の設
を守るため、関連する制度
標達成
置及び緊急一時保護の受入
の周知を図り、自立した地域
（100％
先としてショートステイ等の
生活を確保する。
以上）
確保に取組んだ。

障害の有無に関わらず児
童から高齢者まで休日夜
間を問わず、365日24時
間体制で対応した。また、
１：継
医療型短期入所事業とし
続
て、さいがた医療センター
の病床2床を確保し、重
症心身障害児・者の受入
体制の整備を図った。

2 相談・支援体制の充実

10

11

様々な権利侵害からの保護
障害のある人が権利 障害のある人の人権
あんしん生活支援事業とし
や救済と同時に、障害のある
侵害から保護され、 や財産を守るため、
障害のある人の権利擁
て24時間体制の相談窓口
人が権利を行使できるよう保
権利を行使できるよう 関連する制度の周知
護の取組を推進
及びショートステイ等の受
障するための環境を作りま
保障するための環境 を図り、自立した地域
入体制に取組んだ。
す。
がつくられる。
生活を確保する。

障害のある人やその家族など ・障害者相談支援セン
が生活全般について相談しや ターを中心とした相談
すい環境を整備します。
の実施

障害者相談支援セン
ターを中心に、各相
談支援事業所、各地
域の様々な社会資源
障害のある人やその
の連携を図り、障害
家族などが生活全般
の種別に関わらず生
について相談しやす
活全般の相談を行う
い環境がつくられる。
ことにより、地域全体
の相談支援体制を強
化し、迅速な対応が
できる体制を整える。

障害者相談支援センター
を中心に、各相談支援事
業所、各地域の様々な社
会資源の連携を図り、障
害の種別に関わらず生活
全般のケースに対応した。
また、相談支援体制を見
直し、平成27年度から相
談支援事業の委託先を5
法人から1法人に整理する
ことを市内相談支援事業
所と協議した。

上越市基幹相談支援セン
ターを中心に、各相談支援
事業所、各地域の様々な社
会資源の連携を図り、障害
の種別に関わらず生活全般
の相談を行うことにより、地
域全体の相談支援体制を強
化し、迅速な対応ができる体
制を整える。

2

障害者相談支援センターを
基幹相談支援センターに移
行し、基幹相談支援センター
を中心に、各相談支援事業
所、各地域の様々な社会資
源との連携を図り、障害の種
別に関わらず生活全般の相
談を受けられる体制とした。
各相談支援事業所の困難
ケースに対し、指導・助言を
行うなど、地域全体の相談
支援体制の強化を図った。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

各相談支援事業所、各地
域の様々な社会資源との
連携を図り、障害の種別
に関わらず生活全般の相
談を受けられる体制とし
た。
１：継
地域の困難ケースに対
続
し、基幹相談支援セン
ターが中心となり、ケース
会議を行い、地域の課題
解決に向けた相談支援
体制の強化を図った。
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

12

13

14

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

女性が抱えるあらゆる諸問題
に対し、助言・指導などを行う
・女性相談の実施
ための相談体制を整備しま
す。

売春防止法の目的で
ある売春の防止と、
DV防止法の目的であ
る、DVの防止と被害
者の保護が図られ
る。

日曜日、祝日、年末
年始（12月29日から1
月3日まで）、市民プ
ラザ休館日（毎月第3
水曜日）を除き、着実
に女性相談を開設し
適切な対応を行う。

女性相談員3人を配置し、
センターでの相談及び出
張相談に対応した。延べ
相談者は266人(前年度比
32人増）、延相談件数
3,071件(前年度比489件
増)、相談内容としては、家
庭問題1,507件(49.1％)、そ
のうちDV関係は413件
(13.4%)を占めた。相談方
法では、来所相談134人、
電話相談124人、出張相
談2人、メール相談6人で
ある。性別では、女性252
人、男性14人から相談が
寄せられた。

高齢者の権利擁護などに関
・高齢者相談の実施
する相談体制を整備します。

相談体制を整備する
ことにより、高齢者の
権利を擁護すること
ができる。

高齢者の権利擁護に
関する相談などに対
し、助言や関係機関
との連携を図るなど
相談体制を整備す
る。

福祉課と成年後見市長申
し立て事業要綱の改正及
び成年後見費用助成事業
の要綱改正を行い、制度
の運用について明確に定
めることができた。

高齢者の権利擁護に関する
相談などに対し、助言や関
係機関との連携を図るなど
相談体制を整備する。

成年後見制度の見直し及び
要綱を改正するとともに、市
独自の成年後見制度に関す
るパンフレットを作成した。
高齢者の権利擁護に対する
相談に随時対応を行った。

外国人市民が暮らしやすい環
境づくりを進めるため、相談業 ・外国人相談の実施
務を充実します。

文化や生活習慣の
違いに起因する各種
外国人市民およびそ トラブルや外国人市
の関係者の抱える諸 民が抱えている問題
問題の解決を図り、 の解決を図るため、
快適な生活を送ること 相談員を確保すると
ができる環境をつく
ともに、様々な相談
る。
内容に的確に対応で
きることなど相談員
の資質向上を図る。

月曜・木曜午後、土曜午
前の窓口開設に加えて、
随時、緊急相談に対応で
きる体制を維持した。ま
た、毎月の相談事例検討
会の開催や行政書士によ
る相談事例への助言等に
より、相談員の資質向上を
図った。

文化や生活習慣の違いに起
因する各種トラブルや外国
人市民が抱えている問題の
解決を図るため、相談員を
確保するとともに、様々な相
談内容に的確に対応できる
ことなど相談員の資質向上
を図る。

月曜・木曜午後、土曜午前
の窓口開設に加えて、随時、
緊急相談に対応できる体制
を維持した。また、毎月の相
談事例検討会の開催や行政
書士による相談事例への助
言等により、相談員の資質
向上を図った。

・各学校が特別な支援を必
要とする児童生徒への支援
方策（対応、環境整備）を実
施できるように、相談体制を
整備する。
（引き続き巡回相談員による
学校訪問等の支援を行う）

・2７年度は、６２校が巡回相
・全市立小中学校で、巡
談を活用し、巡回相談の件
回相談員による相談が受
数は1２６０回であった。
Ａ：目
けられる体制が整備さ
・巡回相談員は、校内委員 標達成
１：継
れ、特別な支援を必要と
会に出席し、児童生徒への （100％
続
する児童生徒への対応
対応や環境整備について具 以上）
や環境整備の指導等が
体的な指導及び助言を行っ
実施された。
た。

日曜日、祝日、年末年始（12
月29日から1月3日まで）、市
民プラザ休館日（毎月第3水
曜日）を除き、着実に女性相
談窓口を開設し、適切な対
応を行う。

女性相談員3人を配置し、セ
ンターでの相談及び出張相
談に対応した。延べ相談者
は281人(前年度比15人増）、
延相談件数2,544件(前年度
比527件減)、相談内容として
は、家庭問題1,193件
(46.9％)、そのうちDV関係は
222件(8.7%)であった。相談方
法では、来所相談103人、電
話相談166人、出張相談2
人、メール相談10人である。
性別では女性259人、男性21
人(1人不明）から相談が寄
せられた。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

統一した相談への対応が
Ａ：目
できるよう、制度の見直し
標達成
１：継
及び要綱改正、当市独自
（100％
続
のパンフレットの作成を行
以上）
うことができたため。

前年度より実人数が増加
し、複雑・多様化している
相談に対して、適切な指
導や助言を行うとともに、
１：継
相談者のケースに応じ
続
て、各関係機関や、庁内
関係課とも連携を図り、
相談者の安全・安心を確
保することができたため。

Ａ：目
標達成 各種相談に対応すること
（100％ ができたため。
以上）

１：継
続

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

−

日曜日、祝日、年末年始
（12月29日から1月3日ま
で）、市民プラザ休館日
（毎月第3水曜日）を除き、
着実に女性相談窓口を開
設し、適切な対応を行う。

−

共生まちづ
くり課(男女
共同参画
推進セン
ター）

−

成年後見制度について、
地域包括支援センター、
介護支援専門員などを対
象に制度説明会を実施す
る。
高齢者の権利擁護に関す
る相談に対応する。

−

高齢者支
援課

-

文化や生活習慣の違いに
起因する各種トラブルや
外国人市民が抱えている
問題の解決を図るため、
相談員を確保するととも
に、様々な相談内容に的
確に対応できることなど相
談員の資質向上を図る。

-

共生まちづ
くり課

−

・各学校が特別な支援を
必要とする児童生徒への
支援方策（対応、環境整
備）を実施できるように、
相談体制を整備する。
（引き続き巡回相談員に
よる学校訪問等の支援を
行う）

−

学校教育
課

−

・幼稚園児：対象となる園
児の保護者に対し、入園
料・保育料の一部又は全
部を、補助又は減額する
ことにより経済的負担を軽
減する。
・児童生徒：対象となる保
護者に対し、学用品費や
給食費の一部又は全部を
援助することにより経済的
負担を軽減する。

−

学校教育
課

②教育環境の整備
1 学校教育の充実

15

16

・巡回相談員による学
特別な支援を必要とする児童
校訪問
生徒にきめ細かい教育を実施
・児童生徒の様子の観
するとともに、就学の場や内
察及び心理検査の実施
容について支援、助言を行い
・保護者面談での支援
ます。
方策の助言

家庭の経済的負担を軽減す
るため、入園・保育や就学に
かかる費用を補助します。

・各学校が特別な支
援を必要とする児童
・特別な支援を必要と 生徒への支援方策
する児童生徒にきめ （対応、環境整備）を
細かい教育が実施さ 実施できるように、相
れる。
談体制を整備する。
（巡回相談員による
学校訪問等の支援を
行う）

・幼稚園児：入園料・
保育料にかかる経費
を所得階層に応じて
・幼稚園児：入園料・保 補助または減額する
育料の補助
ことにより、保護者の
・児童生徒：学用品の 負担が軽減される。
購入費、給食費等の援 ・児童生徒：学用品費
助
や給食費の一部を援
助することにより、保
護者の経済的負担が
軽減される。

・幼稚園児：対象とな
る園児の保護者に対
し、入園料・保育料の
一部又は全部を、補
助又は減額すること
により経済的負担を
軽減する。
・児童生徒：対象とな
る保護者に対し、学
用品費や給食費の
一部又は全部を援助
することにより経済的
負担を軽減する。

・26年度は、54校が巡回
相談を活用し、巡回相談
の件数は1042回であっ
た。
・巡回相談員は、校内委
員会に出席し、児童生徒
への対応や環境整備につ
いて具体的な指導及び助
言を行った。

・1169件を認定し、幼稚園
を通じて入園料、保育料に
係る経費の補助を行い、
経済的負担の軽減を図っ
た。
・学用品等の援助：児童
1,410人 101,968千円、生
徒906人 98,456千円

・幼稚園児：対象となる園児
の保護者に対し、入園料・保
育料の一部又は全部を、補
助又は減額することにより経
済的負担を軽減する。
・児童生徒：対象となる保護
者に対し、学用品費や給食
費の一部又は全部を援助す
ることにより経済的負担を軽
減する。

3

・745件を認定し、幼稚園を
通じて入園料、保育料に係
る経費の補助を行い、経済
的負担の軽減を図った。
・学用品等の援助：児童
1,282件93,292千円、生徒796
件88,060千円

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

・援助が必要な世帯の申
請漏れを減らすため、全
児童生徒保護者へ年3回
（学期ごと）に制度周知を
図ることで必要な援助を
実施した。

１：継
続

事前配布資料3

第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

17

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

高校、大学進学者の家庭の
経済的負担を軽減するため、
・奨学金の貸付
奨学金制度の充実を図りま
す。

奨学金の貸し付けに
より、奨学生や保護
者の経済的な負担を
軽減することで、就学
機会が確保できるよう
になる。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

・53人に貸し付けを行い、
・55人に貸し付けを行い、奨
奨学金の貸し付けに
奨学生や保護者の経済的 奨学金の貸し付けにより、奨 学生や保護者の経済的な負
より、奨学生や保護
な負担を軽減した。
学生や保護者の経済的な負 担を軽減した。
者の経済的な負担を
・平成26年度の新規貸付 担を軽減する。
・平成27年度の新規貸付者
軽減する。
者は18人。
は13人。

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

Ａ：目
貸付を妥当とする対象者
標達成
全員に奨学金を貸付でき １：継続
（100％
た。
以上）

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

奨学金の貸し付けにより、
奨学生や保護者の経済
的な負担を軽減する。

−

学校教育
課

・謙信KIDSスクールプロ
ジェクト（27コース）におけ
る申込み定員に対する申
込率100％
・各育成会議を訪問し、課
題の解決に向けた相談・
支援等を行う。
・事務局担当者会議を年3
回開催し、実務指導や意
見交換を通じ事務局体制
の強化を図る。

-

社会教育
課

-

講座の参加者数33,000人
以上

-

社会教育
課

各公民館における事業内
Ａ：目
容の整理・見直しにより
標達成
１：継
講座数は減少したもの
（100％
続
の、受講者数が目標を上
以上）
回ったため。

−

公民館事業数381、講座
の参加者数45,000人以上

-

社会教育
課

録音図書ボランティアの
Ａ：目
協力を受け、障害者の方
標達成
のニーズに合った、作品
（100％
の作製を計画通りに行え
以上）
た。

−

録音図書を年30タイトル
作製、貸出延人数200人
を目指す。

−

高田図書
館

−

体育課

−

2 生涯学習の推進

18

・謙信ＫＩＤＳスクール
青少年の健全育成のため、各
プロジェクト 申込定
種体験活動などを実施し、心 ・謙信ＫＩＤＳスクールプ 青少年の健全育成が 員に対する申込率
豊かでたくましい子どもを育む ロジェクト事業を実施 推進されるほか、社 100％
とともに、学校・家庭・地域の ・地域青少年育成会議 会全体の教育力の向 ・地域青少年育成会
連携協力を促進し、社会全体 の運営・活動を支援
上を図る。
議等で実施する活動
の教育力の向上を図ります。
への参加者数45,000
人以上

・謙信ＫＩＤＳスクールプロ
ジェクトの26コースで定員
以上の申し込みがあった。
・地域青少年育成会議等
で実施した活動への参加
者
143,416人

・謙信ＫＩＤＳスクールプロ
ジェクト 募集定員に対する
申込率100％
・地域青少年育成会議等で
実施する活動への参加者数
140,000人以上

・謙信KIDSスクールプロ
・謙信KIDSスクールプロジェ
ジェクトの申込者数が募
・各育成会議の活動が定
クトで募集定員（570人）に対 Ａ：目
２：実
集定員を上回ったため。
着する一方、事業の内容
する申込率126％
標達成
施方法
・地域青少年育成会議等
や規模に開きも見られる
・地域青少年育成会議等で （100％
等を変
で実施した活動への参加
ため、個別の実態把握及
実施した活動への参加者
以上）
更
者数が目標を上回ったた
び支援を図る。
153,486人
め。

Ｂ：目
平成27年度は890件の講座 標はほ
講座の参加者数38,500人以 依頼を受け、延べ33,678人 ぼ達成
上。
の方から参加いただくことが された
できた。
（80％
以上）

19

市民の自主的・自発的な学習
市民の生涯学習意欲
・市職員等を講師として
活動を支援するため、各種の
の高揚と地域コミュニ 講座の参加者数
派遣し、出前講座を実
行政課題を学習する出前講
ティの活性化が図ら 38,500人以上。
施
座を実施します。
れる。

平成26年度は881件の講
座依頼を受け、延べ
39,183人の方から参加い
ただくことができた。

20

生涯にわたる学習活
・「家庭教育」「青少年
自主的な学習活動の高まり
動の支援により、市民
教育」「成人教育」「まち
3分野で、310講座・
や、まちづくり活動を支援する
の一人ひとりが楽しく
づくり・自治」の分野に
28,500人の受講者を
ため、公民館において各種講
生きがいのある充実
おける地区館及び分館
目指す
座を開催します。
した人生を送れるよう
事業の実施
にする。

「青少年教育」「成人教育
「青少年教育」「成人教育（学
（学びの交流館事業含
びの交流館事業含む）」「ま
427の公民館事業（講座・教
む）」「まちづくり・自治（共
ちづくり・自治（共催事業含
室・大会・展示会等）参加者
催事業含む）」の分野で、
む）」の分野で396講座（事
48,000人。
384講座（事業）を実施し、
業）を実施し、48,151人が参
41,143人が参加した。
加した。

21

視覚に障害のある人など、活
字による読書が困難な市民に
対し読書環境の整備を図りま
す。

活字を読むことが困
・録音図書の作製：60タイ
・録音図書（カセット、デ
難な人が、読みたい 録音図書を年60タイ トル
録音図書を年30タイトル作
イジー図書）や点字図
本を利用したい方法 トル作製、貸出延人 ・録音図書及び点字図書 製、貸出延人数150人を目
書の作製と貸出
で読むことができる環 数150人を目指す。 の貸出延人数：268人
指す。
・対面朗読サービス
境を整える。
・対面朗読：0回

22

各種媒体を通じてスポーツに
関する情報提供を行うととも
に、スポーツ教室の開催や指
導者の養成などにより、ス
ポーツ環境を整備します。

・市広報等への情報提
供
・市民向け講習会の開
催
・スポーツ教室、大会の
開催
・指導者養成研修会の
実施

広報誌、ホームペー
ジの有効活用により、
スポーツ情報の提供
や、スポーツ教室の
参加促進に努めるこ
とで、スポーツ環境を
整える。

作製タイトル数31点
貸出延人数397人

市広報・HP等へ情報
提供回数（回）…80 市広報・HP等へ情報提供
Ｂ：目
市広報・HP等へ情報提供回 市広報・HP等へ情報提供回
回
回数（回）…77回
標はほ
数（回）…90回
数（回）…72回
ぼ達成
スポーツ教室の開催 スポーツ教室の開催種目
された
スポーツ教室の開催種目数 スポーツ教室の開催種目数
種目数（種目）…17 数（種目）…17種目
（80％
（種目）…17種目
（種目）…22種目
種目
以上）

4

・講座の参加者数が目標
の80％である30,800人を
上回ったため。
・体育課で実施している
「ニュースポーツ推進委
員による上越市民エクサ
サイズ講習等」（26年度
１：継
の参加者数：19,495人）
続
が、講師の費用負担があ
ることが27年度中に判明
し、出前講座の対象外と
したため、目標に達しな
かった。

１：継
続

市広報、ホームページ及
び新聞社への情報提供
等の有効活用により、ス １：継
ポーツ情報の提供や、ス
続
ポーツ教室の参加促進が
図られた。

市広報・HP等へ情報提供
回数（回）…90回
スポーツ教室の開催種目
数（種目）…22種目

事前配布資料3

第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

誰もが働けるまちづくり
①雇用の充実
1 雇用の維持・促進

23

ハローワークや雇用促進 ハローワークや雇用促進
状況に即した雇用問題の解
事業の実施により、そ 「雇用対策プロジェク
Ａ：目 労働力の定着など地域経 ２：実
・雇用対策プロジェクト
関係する機関や団体と連携
協議会等の関係機関や 協議会等の関係機関や
決策の検討を行い、解決策に
の時々の状況に応じ ト会議」の開催等を 雇用促進協議会での検討
雇用促進協議会での検討な 標達成 済発展のため、雇用対策 施方法
会議における対策の検
し、雇用促進協議会等を通
団体等と情報交換を行う 団体が実施する施策等と
つながる対策事業を提案しま
た雇用問題の解決が 通じて、新規事業1件 などを行った。
どを行った。
（100％ 事業について検討などを 等を変
討
して施策等を検討する。
とともに、事業の連携強 連携した事業展開を4回
す。
図られる。
を提案する。
以上） 行った。
更
化を図るため
以上行う

-

産業振興
課

24

ニート、フリーター及び若年者
の就労支援を図るため、市内
事業所との個別説明会を開 ・個別説明会の実施
催し、企業の情報を提供しま
す。

25

雇用を促進するため、求職者
への求人情報の提供や、UJI
ターン希望者へ豊富な地域情
報を発信します。

26

勤労者へ各種研修
イベント事業（1,790人利
や講座等の場を提供
勤労者福祉の拠点施
用）、マイ・チャレンジ講座
勤労者の福祉の増進を図りま ・勤労者福祉施設の適
し、勤労者福祉の拠
設として市民に定着さ
（22,696人利用）を行い、
す。
切な管理・運営
点施設として年施設
せる。
施設利用者は110,776人と
利用者11万人を目標
なった。
とする。

27

雇用の確保のため、市内産業
・企業誘致に向け、企
団地などへの企業立地を図り
業訪問等を実施
ます。

28

・企業支援により産業
市内企業の設備投
企業の設備投資に対する支 ・融資制度、優遇制度 の振興と雇用創出が
資に対する支援を行
援を行い、経営の安定化と雇 に基づく貸付や補助金 促進される。
増加雇用数65人
いながら雇用の増大
用の確保を図ります。
等の交付
・奨励企業新規指定
を促す。（20人）
に伴う増加雇用数

ニート、フリーター及
び若年者の自立支援 個別説明会参加企
体制が構築され、就 業数50件
労が促進される。

上越公共職業安定所の主
インターンシップに関する
インターンシップに関する
催で上越地域就職面接会
ホームページを作成し、情報 ホームページを作成し、情報
を開催し、62社の企業が
発信を行う。
発信を行った。
参加した。

・ハローワーク作成の
希望者へ確実に情報 広報上越で就職イベ
求人情報一覧を配布
広報上越に就職イベント
を発信することによ
ント情報等を提供す
・UJIターン希望者へ地
情報等を6件掲載した。
り、雇用を促進する。 る。
域情報を発信

・企業誘致を図ること
で税収の確保と新た
な雇用の場が創出さ
れる。
・企業立地数（移転含
む）

雇用の確保のため、
市内産業団地などへ
企業立地数2社
の企業立地を図る。
（3社）

インターンシップに関する
Ａ：目
ホームページを作成し、
標達成
情報発信を行い、ホーム
（100％
ページ掲載企業を68社と
以上）
した。

１：継
続

-

インターンシップに関する
ホームページ等で情報発
信を引き続き行い、ホー
ムページ掲載企業を90社
以上とする。

-

産業振興
課

Ａ：目
標達成 広報上越に就職イベント
（100％ 情報等を6件掲載した。
以上）

広報上越で就職イベント情
報等を提供する。

広報上越で就職イベント情
報等を提供した。

１：継
続

-

広報上越で就職イベント
情報等を5件以上提供す
る。

-

産業振興
課

勤労者へ各種研修や講座
等の場を提供し、勤労者福
祉の拠点施設として年施設
利用者11万人を目標とす
る。

イベント事業（1,895人利
勤労者福祉施設の拠点と
Ａ：目
用）、マイ・チャレンジ講座
して講座等の場を提供
標達成
１：継
（21,845人利用）を行い、施
し、年間の施設利用者数
（100％
続
設利用者は110,036人となっ
が目標である11万人を上
以上）
た。
回ったため。

-

勤労者へ各種研修や講
座等の場を提供し、勤労
者福祉の拠点施設として
年施設利用者12万人を目
標とする。

-

産業振興
課

雇用の確保のため、市内産
業団地などへの企業立地を 企業立地数4社
図る。（3社）

Ａ：目
企業立地数は4社となり、
標達成
目標である3社を上回っ
（100％
た。
以上）

１：継
続

-

雇用の確保のため、市内
産業団地などへの企業立
地を図る。（3社）

-

産業立地
課

市内企業の設備投資に対す
る支援を行いながら雇用の 増加雇用数85人
増大を促す。（20人）

Ａ：目
増加雇用数は85人とな
標達成
り、目標である20人を上
（100％
回った。
以上）

１：継
続

-

市内企業の設備投資に対
する支援を行いながら雇
用の増大を促す。（50人）

-

産業立地
課

制度融資資金の借換81件、
制度融資資金の借換、据置
条件変更件87件を実施し、
などを通じて、中小企業が資
中小企業者の資金調達に柔
金調達しやすい環境を提供
軟に対応したことで雇用の安
し雇用の安定化を促す。
定化に寄与した。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

１：継
続

-

制度融資資金の借換、据
置などを通じて、中小企業
が資金調達しやすい環境
を提供し雇用の安定化を
促す。

-

産業振興
課

2 相談・支援体制の充実

29

中小企業者に融資などの支
援を行い、経営基盤の安定化 ・制度融資等の実施
と雇用の維持を図ります。

制度融資資金の借換82
制度融資資金の借
中小企業の経営基盤
件、条件変更104件を実施
換などを通じて、中小
を安定させることによ
し、中小企業者の資金調
企業者が資金調達し
り雇用の維持が図ら
達に柔軟に対応したことで
やすい環境を提供す
れる。
雇用の安定化に寄与し
る。
た。

5

柔軟な制度運用を行うこ
とで、中小企業者の資金
調達に寄与したとともに、
雇用安定化を推進した。

事前配布資料3

第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.
施策の
方向

30

施策・事業

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

・職業訓練施設の適正
企業で働く技能労働者の職業
な管理
訓練を支援し、勤労者の技能
・若手技能者の育成支
と地位の向上を図ります。
援

訓練の場を提供する
ことで企業で働く技能
労働者の技能向上が
図られる。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

職業訓練法人上越職業訓
人材ハイスクールの
職業訓練法人上越職業訓練
練協会に人材ハイスクー 人材ハイスクールの適正な
適正な管理を行い職
協会に人材ハイスクールの
ルの管理・運営を委託し、 管理を行い職業訓練の場を
業訓練の場を提供す
管理・運営を委託し、1,584人
1,435人に認定職業訓練を 提供する。
る。
に認定職業訓練を行った。
行った。

6

達成
状況

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

上越人材ハイスクールの
適切な管理運営を行い、
職業訓練の場を提供する １：継
ことで、技能労働者の技
続
能向上に資することがで
きたため。

理由等

-

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

人材ハイスクールの適正
な管理を行い職業訓練の
場を提供する。

-

担当課名

産業振興
課
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.
施策の
方向

施策・事業

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

31

・対象者に自立支援教育
訓練講座の受講希望の確
認を行い、希望者に対して
すべての対象者に受 開設講座等の案内を送付
母子家庭の母の主体的な能
講希望の確認を行 した。
・自立支援教育訓練講 母子家庭の生活の安
力開発を支援し、就労を促進
い、希望者に対して ・自立を希望するひとり親
座受講料の一部を給付 定と向上が図られる。
します。
開設講座等の案内を 家庭の母又は父への情報
送付する。
提供や相談を通じて自立
支援プログラムを作成し、
求職活動の支援を行っ
た。

すべての対象者に受講希望
の確認を行い、希望者に対
して開設講座等の案内を送
付するほか、就労の希望者
が就職に結びつくよう、ハ
ローワークと連携して自立支
援プログラムを作成し、求職
活動を支援する。

32

生活保護の受給者や相談
者に就職情報の提供や面
接時の対応支援等を行っ
支援により保護受給 生活保護の受給者
たほか、就労意欲や生活
生活保護の受給者や相談者
世帯の中に稼働者が や相談者に、就職情
・就職情報の提供や面
能力が低いなどの課題を
の経済的自立に向けた就労
いる世帯の就労世帯 報の提供や面接時
接時の対応支援
抱える被保護者に対して、
支援を行います。
率の向上が図られ
の対応支援等を行
意欲喚起を図るための健
る。
う。
康づくり講座やパソコン教
室等の支援事業を行っ
た。

生活保護の受給者や相談者
に就職情報の提供や面接時
生活保護の受給者や相談
の対応支援等を行ったほ
者に、就職情報の提供や面
か、就労意欲や生活能力が
接時の対応支援等を行う。
低い被保護者に対して、意
被保護世帯に占める稼働世
欲喚起を図るための健康づ
帯の割合 15％以上
くり講座やパソコン教室等の
支援事業を行った。

33

・民生委員・児童委員協議
会や各種団体を対象に説
・事業周知の場を拡 明会を開催（年19回）
育児の援助を受けたい人と育
家庭と地域の子育て 大するとともに、依頼 ・保育園の保護者を対象
児の援助を行いたい人が相 ・ファミリーサポートセン
力の向上が図られ
会員のニーズに見
に説明会を開催（年10回）
互で行う援助活動を支援しま ターの管理・運営
る。
合った提供会員を
・公共施設に事業ＰＲポス
す。
100%調整する。
ターの掲示
・提供会員調整割合：
100％

・事業周知の場を拡大すると
ともに、依頼会員のニーズ
に見合った提供会員を100%
調整する。

・すべての対象者に受講案
内のチラシを配布した。（年3
回）
・自立支援プログラムの作成
件数 9件

達成
状況

判断理由等

【目標に関する特記事項】

方向性

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

・これまで年2回だったチ
ラシの配布回数を、児童
扶養手当定期支払に同
１：継
封することとして年3回に
続
増やしたことで、受講を希
望する方への周知が一
層図られたため。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

就労支援促進計画に基
づき、稼働年齢層の抽
出・分類・分析を行い、就
労支援員との面談、就労
支援計画の策定、見直
し、再計画と、PDCAサイ
クルによる就労支援を
行った結果、目標数値を
達成することができた。
（15％）

理由等

-

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

すべての対象者に受講希
望の確認を行い、希望者
に対して開設講座等の案
内を送付するほか、就労
の希望者が就職に結びつ
くよう、ハローワークと連
携して自立支援プログラ
ムを作成し、求職活動を
支援する。

自立支援教育訓練給付
金の給付割合を、2割→6
割（ハローワークの雇用
保険制度の給付金が対 こども課
象外の人は2割上乗せ）に
拡充する。（国の制度の
拡充に伴う）

生活保護の受給者や相
談者に、就職情報の提供
や面接時の対応支援等を
行う。
被保護世帯に占める稼働
世帯の割合を15%以上と
する。

１：継
続

担当課名

福祉課

・事業周知の場を拡大し
たことにより、提供会員数
Ａ：目
が前年比で40人増加した
標達成
１：継
ため。
（100％
続
・依頼会員のニーズに対
以上）
する提供会員を100％調
整することができたため。

−

・事業周知の場を拡大す
るとともに、依頼会員の
ニーズに見合った提供会
員を100%調整する。

−

こども課

・4月1日より全ての公立認
可保育園で平日午前7時
30分からの保育を実施し
保護者の多様な保育 た。
・保育が必要な子どもに対し
ニーズに対応するた
・待機児童数が0人であっ
て、保育士を配置した。
Ａ：目
め、早朝保育を拡充 ・0，1歳児の途中入園につ 年間を通じて待機児童が発
たため。
・5月と11月に保育士資格取 標達成
１：継
するとともに、0，1歳 いては、保護者の希望を 生しないように保育士などの
・再就職セミナー参加者
得者（潜在保育士）を対象と （100％
続
児の途中入園につい 聞きながら調整を図り、54 人材を確保する。
のうち、3人を採用につな
した再就職セミナーを実施し 以上）
て調整を図り待機児 園で受け入れた。なお、途
げることができたため。
た。（参加者：10人）
童をゼロにする。
中入園を希望した0、1歳
児の保護者235人のうち46
人が育児休業を延長し、
入園しないことになった。

−

・年間を通じて待機児童
が発生しないように保育
士などの人材を確保す
る。

−

保育課

-

・病児・病後児保育室の
利用申込に対して、100％
受入れする。

-

こども課

-

学校外で開設している児
童クラブについて、児童が
安全に移動ができるよう
学校と協議を行い開設場
所を検討する。
支援員・補助員資質向上
のため、県知事が行う研
修会に計画的に参加す
る。

−

学校教育
課

・民生委員・児童委員協議会
や各種団体を対象に説明会
を開催（年27回）
・保育園の保護者を対象に
説明会を開催（年18回）
・公共施設に事業ＰＲポスターの掲示
・提供会員調整割合：100％

34

・0・1歳児、障害児の保
育受入
・午後7時までの延長保
保育ニーズに応じて、児童の
育を実施
保育を実施します。
・一時預かりを実施
・24時間保育・休日保
育の実施

35

・利用申込に対して、100％
受入れした
・制度を広く周知するため、
利用申込数に対する受入
こどもセンターのイベントで
保護者の子育てと就 病児・病後児保育室 れ率：100％
Ａ：目
集団保育や家庭保育を行うこ
病児・病後児保育室の利用 の紹介や、ポスターを子育て
利用申込に対して、受入
・病気または病気回復 労の支援とともに、児 の利用申込に対し
標達成
とが困難な病気の児童の保
申込に対して、100％受入れ ひろばや小児科等に掲示し
れを断ることがなかった
期の児童の保育を実施 童の健全な育成が図 て、100％受入れす 利用者数
（100％
育を実施します。
する。
た。
ため
られる。
る。
病児保育室：2,872人
以上）
病後児保育室：834人
利用者数
病児保育室：2,820人
病後児保育室：1,075人

36

放課後児童クラブの
開設を希望する学区
放課後児童クラブの実施によ 学校または近隣の施設 放課後児童クラブの において、児童クラブ
り、保護者の就労を支援しま で放課後児童クラブを 実施により、保護者の または児童クラブに
す。
実施する。
就労を支援する。
代わる方策により、
放課後の子どもの居
場所を確保する。

仕事と子育ての両立
を支援し、子育ての負
担感を緩和して、安心
して子育てができるよ
う環境整備が図られ
る。

今後の方向性

保護者から開設希望があっ
た2校（諏訪、附属小）で新規
保護者から開設希望が
放課後児童クラブの開設を 開設を行った：開設数49校
あった1校で新規に開設し 希望する学区において、児 通年登録児童数が10人未満
た。通年登録希望者が10 童クラブまたは児童クラブに の児童クラブを通年開設に
人未満のため長期休業の 代わる方策により、放課後 移行した。
みの開設
の子どもの居場所を確保す 学校外で開設していた児童
開設数47か所
る。
クラブで学校内に余裕教室
が確保できた1校について、
学校内に移転開設した。

7

１：継
続

保護者の要望に沿って、
Ａ：目
新規開設、学校内への移
標達成
１：継
転等により児童の安全の
（100％
続
確保や保護者の就労支
以上）
援を図ることができた。
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

誰もが健康に暮らせるまちづくり
①健康づくりの推進
1 高齢者支援の充実

37

要援護高齢者などへ積極的
に訪問し、生活情報を収集す
るとともに、地域包括支援セン
ターの運営内容について情報
を発信します。

訪問時の啓発活動に
・訪問による実態把握と
より、地域包括支援セ
情報発信
ンターの認知度を高
・地域包括支援セン
めるとともに、生活情
ター職員の研修会開催
報が収集できる。

要援護高齢者等へ
積極的に訪問し、生
活情報を収集すると
ともに、地域包括支
援センターの運営内
容について情報発信
する。

昨年度に引き続き65歳以
上のひとり暮らし高齢者及
び高齢者のみ世帯の実態
把握を実施。地域包括支
援センター職員を対象とし
た研修会は年8回、疾病の
理解や重症化予防のため
の内容のほか、介護保険
制度改正や第6期介護保
険事業計画について実施
した。

38

適切な保険給付を行
介護保険事業計画に基づく介
うことにより、介護が
護保険サービスの拡充を図 ・介護サービスの拡充
必要になっても自立し
り、必要な保険給付を行いま ・必要な介護保険給付
た生活を送ることがで
す。
きるようにする。

介護保険事業計画に
基づく介護保険サー
ビスの拡充を図り、
必要な保険給付を行
う。

ショートステイの空き状況
検索システムの導入を行
い、サービスが利用しやす
くなるようにした。また、多
職種による個別地域ケア
会議を実施し、事例研究を
とおり、必要なサービスに
ついて検討を行い、適正
な給付につなげた。

39

介護予防に特化した
高齢者地域サロンの
・運動や口腔ケア等の 訪問による日常生活
虚弱高齢者の閉じこもり予
実績の評価を行い、
指導と社会交流による の指導や支援により、
防及び介護予防を推進しま
次年度以降の高齢
閉じこもりの予防
閉じこもりと介護予防
す。
者地域サロンの内容
・身体機能評価の実施 が推進できる。
を見直し、全地域で
の実施を目指す。

訪問指導：対象者163人に
対し、述380回訪問を実
施。訪問対象者に要介護
認定へ移行した者は0人で
あり、移行率０％。
高齢者地域サロン事業は
48会場で実施し述9,272人
が参加した。次年度以降
国の介護保険制度改正を
受け、全地域での実施に
向けて、大潟区で更に介
護予防に特化した内容で
の実施を試行的に行っ
た。

40

ひとり暮らし高齢者などにバラ
ンスのとれた食事を提供する
とともに、定期的な安否確認 ・高齢者に配食サービ
を行うことにより、高齢者が自 スの提供
立した生活を送ることができる
よう支援します。

41

身近にあるこどもの家などを
地域の高齢者に開放し、趣味 ・生活指導員等による 交流の場を提供する
活動やレクリエーション、交流 交流支援と介護予防に ことにより、生きがい
の場としての生きがい活動を 関する情報の提供
活動が推進できる。
推進します。

42

シニアパスポート事
高齢者にシニアパスポート
公共施設の利用促進 業を継続し延べ18万
を交付し、外出のきっかけ
により、家族や仲間と 人以上の高齢者が
にしてもらうほか、家族や ・62施設で高齢者の施 の交流を深めながら 利用している実績を
28年度からの見直しがス
26年度は現行どおり実施
仲間との交流を深めながら 設使用料（利用料金） 健康を維持し、生きが 踏まえ、高齢者の外
ムーズにスタートできるよう
・利用者数 188,907人
健康を維持し、生きがいの の減免を実施する。
いのある充実した生 出のきっかけや生き
市民に周知する。
ある充実した生活ができる
活を送れる状態にす がいづくりに寄与す
よう支援します。
る。
る事業の在り方を検
討する。

ひとり暮らし高齢者
ひとり暮らし高齢者な
等にバランスのとれ 年間約73,000食を手渡し
どが自立した生活を
た食事を提供すると による配食を行い、安否確
送ることができるよう
ともに、定期的な安 認を行った。
にする。
否確認を行う。

−

−

高齢者世帯等への訪問を積
極的に実施し、支援が必要
な人に対しては、関係機関
への紹介やサービスの導入
につなげた。地域包括ケアシ
ステムの構築に向けた地域
ケア会議の今後の方向性を
検討した。

−

地域包括ケアシステムの
構築に向け、委託事業内
容を見直すと共に、地域
包括支援センターの機能
強化のための再配置につ
いて、再配置案をまとめ
る。

−

高齢者支
援課

介護支援専門員や地域包括
毎月のケアプランのチェッ
支援センター職員を対象に、
クを通して、適切なサービ
介護保険事業計画に基づく
Ａ：目
要介護認定者のアセスメント
スの提供につなげること
介護保険サービスの拡充を
標達成
１：継
の方法や適切なケアプラン
ができ、研修会を通し、適
図り、必要な保険給付を行
（100％
続
立て方等についての研修会
切なケアプランについて
う。
以上）
を行うとともに、ケアプランの
の考え方の理解を得るこ
チェックを行った。
とができた。

−

地域包括支援センター毎
に、介護緯線専門員のケ
アプランチェックを行い、
また資質向上に向けた研
修会を実施する。

−

高齢者支
援課

・住民主体での実施を図る。
・元気な高齢者の参加を図
る。
・住み慣れた地域でいつま
でも暮らしていくために介護
予防にどのような取組が必
要かを明確にできる。
・参加者の要介護認定移行
率が前期高齢者4.8％、後期
高齢者38％以下である。

−

住民組織化の協議を進め
る地区：3地区
週3回、１日コースの事業
展開を図る。

−

高齢者支
援課

−

高齢者支
援課

高齢者のみ世帯や独居高
齢者等へ積極的に訪問し、
各種相談への対応や介護
予防についての情報提供を
行い、地域包括ケアシステ
ムの構築を目指す。

28か所の地域自治区におい
て、1か所ずつ拠点施設を定
め高齢者が気軽に集うこと
ができる地域支え合い事業
を展開した。13区においては
住民組織、合併前上越市15
区おいては、住民組織化も
含め社会福祉協議会への委
託とした。

ひとり暮らし高齢者等にバラ
年間約71,000食を手渡しに
ンスのとれた食事を提供す
よる配食を行い、安否確認を
るとともに、定期的な安否確
行った。
認を行う。

−

−

8

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

高齢者世帯等への訪問
を積極的に実施すること
ができ、支援が必要な人 １：継
に対しては、関係機関へ
続
の紹介やサービスの導入
につなげることができた。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

目標どおり、２８か所の地
域自治区において、地域
支え合い事業を展開する
ことができた。合併前上
１：継
越市においては、２地区
続
において住民組織化を図
ることができた。
参加者の要介護移行率
は目標以下であった。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

予定通り配食による在宅
福祉支援を行うことがで
合併前上越市について ・合併前上越市内につい
きた。
２：実 は、民間事業所が行って て、民間移行が可能かを
また区におけるデイサー 施方法 いる配食とそれに付随し 検討し、早急に市の方針
ビスが廃止された際に
等を変 た見守りサービスを積極 を決定する。
は、当事業の利用によ
更 的に活用する必要がある ・区における効率的な配
り、在宅での生活自立を
（事務事業の見直し）
食方法を検討する。
図ることができた。

−

−

−

28年度からの事業の見
27年度は現行どおり実施し
直しを検討し、一部の事
Ａ：目
た。
業所において独自の附加
標達成
１：継
・利用者数 180,329人
サービスを実施することと
（100％
続
28年度からの事業の見直し
した。また、H28年6月から
以上）
について検討した。
観光文化施設を対象外と
することとした。

−

−

−

-

・事業の見直し内容につ
いて周知する。
・独自サービスについて効
果を検証し、事業継続を
検討する。

−

−

高齢者支
援課
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向
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施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

スポーツ大会や作品展など、
各種事業を開催し、高齢者の ・スポーツ大会や作品
生きがいづくりと健康づくりの 展等の開催
推進を図ります。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

・シニアスポーツ大会
・シニアスポーツ大会
スポーツ大会や作品
14地区において実施
14地区において実施
スポーツ大会や作品展な
高齢者の生きがいづ 展など、各種事業を ・シニアゲートボール大会
・シニアゲートボール大会
ど、各種事業を開催し、高齢
くりと健康づくりの推 開催し、高齢者の生
8地区において実施
8地区において実施
者の生きがいづくりと健康づ
進が図られる。
きがいづくりと健康づ ・シニア作品展
・シニア作品展
くりの推進を図る。
くりの推進を図る。
出展数 ：486点
出展数 ：468点
来場者数：1,987人
来場者数：1,948人

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

・スポーツ大会や作品展
スポーツ大会や作品展な
老人クラブ連合会の組織 など、各種事業を開催し、
Ａ：目
２：実
ど、各種事業を開催し、
強化を図り、段階的に市 高齢者の生きがいづくりと
標達成
施方法
高齢者の生きがいづくり
主催の事業から老人クラ 健康づくりの推進を図る。
（100％
等を変
と健康づくりの推進を図る
ブ連合会の自主事業へ ・老人クラブ連合会の自
以上）
更
ことができた。
移行する。
主事業化に向け、関係機
関と協議を行う。

担当課名

−

高齢者支
援課

−

障害者総合支援法に基づ
き、障害福祉サービスの
利用に係る各種給付費を
支給し、障害のある人
個々の希望や状況に応じ
て必要なサービスが利用
できるようにする。

−

福祉課

１：継
続

−

障害者の方からより多く
受診してもらうようホーム
ページでの周知を行う。

-

健康づくり
推進課

Ａ：目 障害のある人に医療費の
国・県の制度に基づき、医療
標達成 助成や手当の支給を行
１：継
費の助成及び手当の支給を
（100％ い、経済的負担を軽減す
続
行うことができた。
以上） ることができた。

-

医療費の助成や手当の
支給により、障害のある
人の経済的負担を軽減す
る。

-

福祉課

2 障害者支援の充実
障害者自立支援法に
基づき、障害福祉
サービスの利用に係
る各給付費を支給
し、障害のある人
個々の希望や状況に
応じて必要なサービ
スが利用できるよう
にする。

障害福祉サービスの申請
や相談に対し、相談支援
専門員と連携し、利用者
の生活や障害の状況に
合ったサービスの提供が
できた。

44

障害福祉サービスの
障害福祉サービスの拡充を図 ・介護・訓練等給付の
拡充により、障害のあ
り、障害のある人が自立した 実施
る人が自立した地域
地域生活が送ることができる ・地域生活支援事業の
生活が送ることができ
よう支援します。
実施
る状態にする。

45

障害のある人とその家族を対
象とした、安全・安心に受診で
きる環境を整えた健康診査を
実施します。

46

・重度心身障害者に対
する医療費の助成及び
自立支援医療費の支
心身に障害のある人の経済
給
的負担を軽減するため、医療
・各種手当の支給
費の支給や助成を行います。
・心身障害者扶養共済
制度掛金及び精神障害
者入院医療費の助成

47

障害のある人の日常生活に
日常生活を快適に過
・日常生活用具の給付 障害のある人の日常
おける便宜を図るため、日常
ごすため、障害のあ 国等の制度に基づき、助
・補装具の購入費や修 生活上の困難を改善
生活用具の給付などを行いま
る人に日常生活用具 成を行うことができた。
理費の支給
する。
す。
等を給付する。
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障害者手帳をお持ちの方など
の公共施設の利用料を減免
し、外出のきっかけにしてもら
うほか、家族や仲間との交流
を深めながら健康を維持し、
生きがいのある充実した生活
ができるよう支援します。

検診を希望する障害
健康診査を実施する
・年間1回予約制の健
のある人とその家族
ことにより、障害のあ
障害のある人とその家族
康診査を実施
が年に1回の健康
る人とその家族が健
98名が健診を受けること
・送迎、介助、車いすに
チェックを受けること
康な生活を送れる環
ができた。
よる対応
ができる。（希望者の
境が整備される。
100%受診）

心身に障害のある人
に適切な支援（助成・
手当の支給）を行うこ
とで、経済的負担を軽
減する。

公共施設の利用促進
により、家族や仲間と
・障害者手帳等をお持
の交流を深めながら
ちの方や介助者等の公
健康を維持し、生きが
共施設の利用料等の
いのある充実した生
軽減を実施
活を送ることができる
状態にする。

障害者自立支援法に基づ
き、障害福祉サービスの利
Ａ：目 障害のある人の個々の
用に係る各給付費を支給
国・県の制度に基づき、障害
標達成 希望や状況に応じて必要 １：継
し、障害のある人個々の希 福祉サービスの提供を行うこ
（100％ な福祉サービスの提供を
続
望や状況に応じて必要な
とができた。
以上） 行うことができた。
サービスが利用できるように
する。

検診を希望する障害のある
人とその家族が年に1回の
健康チェックを受けることが
できる。（希望者の100%受
診）

医療費の助成や手
国・県の制度に基づき、医 医療費の助成や手当の支
当の支給により、障
療費の助成及び手当の支 給により、障害のある人の
害のある人の経済的
給を行うことができた。
経済的負担を軽減する。
負担を軽減する。

・障害のある人の健診を実
施
平成27年8月4日
・送迎、介助、車いすによる
対応を行った。
・116人の受診があった。

日常生活用具・補装具の
給付を行い、障害のある
人の日常生活上の困難
を改善できた。

１：継
続

−

日常生活用具・補装具の
給付を行い、障害のある
人の日常生活上の困難を
改善する。

−

福祉課

「障害者週間」記念事業
Ａ：目
「障害者週間」記念事業とし
実施期間中、多くの方が
標達成
て公共施設の2日間無料開
施設を利用し、障害のあ
（100％
放を実施した。
る人の外出支援のきっか
以上）
けづくりとなった。

１：継
続

−

対象者に制度の周知を図
り、障害のある人の外出
のきっかけとしてもらう。

−

福祉課

日常生活を快適に過ごすた
国等の制度に基づき、助成
め、障害のある人に日常生
を行うことができた。
活用具等を給付する。

対象者に制度の周知
「障害者週間」記念事業と 対象者に制度の周知を図
を図り、障害のある
して公共施設の2日間無料 り、障害のある人の外出の
人の外出のきっかけ
開放を実施した。
きっかけとしてもらう。
としてもらう。

9

Ａ：目
障害者健診に申込みの
標達成
あった人について100％
（100％
受診した。
以上）

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

事前配布資料3

第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

3 子育て支援の充実

49

・虐待の通報や心配
なケースとして情報
が寄せられた場合
・子どもの虐待の予防・
に、早期かつ適切に
対応（訪問や相談、研
対応できるよう、庁内
子どもの虐待を予防するとと 修会や会議等の開催、 親の育児不安や負担 組織連携のシステム
もに、対応を図るため、連絡・ 育児等のアドバイス、 感の軽減が図られるとと を構築する。
もに、子どもの健やかな成長が
相談体制の充実を図ります。 情報交換や交流）
・保護者が抱える多
促進される。
・要保護児童対策地域
様な相談に的確に対
協議会の運営
応できるよう、家庭相
談員の研修機会を増
やし、相談員の資質
向上を図る。

・虐待の通報や心配なケー
家庭相談員の研修会参加
スとして情報が寄せられた
数
場合に、早期かつ適切に対
・8回/年
応できるよう、庁内組織連携
のシステムを構築する。
要保護児童対策地域協議
・保護者が抱える多様な相
会年間開催数
談に的確に対応できるよう、
・代表者会議
1回
家庭相談員の研修機会を増
・実務者会議
17回
やし、相談員の資質向上を
・個別ケース会議 112回
図る。

相談対応実績 857件

・専門職及び家庭相談員
2名による子育て不安の
解消や負担感の軽減を
図るとともに、関係機関と
連携体制を構築しなが
Ａ：目
ら、児童虐待の発生予
標達成
防、早期発見・早期対応
（100％
を図ることができた。
以上）

−

・関係機関と連携し、児童
虐待の発生予防、早期発
見・早期かつ適切に対応
する。
・保護者が抱える多様な
相談に的確に対応できる
よう、家庭相談員の研修
機会を逃さず参加し、相
談員の資質向上を図る。

−

すこやかな
くらし支援
室

里帰りや長期入院等を除
く家庭について、訪問指
導を実施した。
１：継
乳幼児健診の受診率は
続
昨年度を下回ったが、適
切な時期に健診を実施す
ることができた。

-

妊婦・乳幼児の適切な時
期に健康診査、訪問指導
を行い、乳幼児の健やか
な成長発達を目指す。
（出生児の全数を訪問す
ることを目指す、乳幼児健
診受診率98％以上を維持
する

-

健康づくり
推進課

Ｂ：目 平均予防接種率が目標
乳幼児、小学生等を
乳幼児、小学生等を対象に
標はほ 値を下回っているため。
対象に予防接種を実 ・乳幼児、小学生等を対象
・乳幼児、小学生等を対象に
予防接種を実施し、平均予
ぼ達成 ただし、水痘の接種率が １：継
施し、平均予防接種 に予防接種を実施
予防接種を実施
防接種率 90％以上を確保
された 改善されたことから、平成 続
率 90％以上を確保 ・平均予防接種率78.7%
・平均予防接種率85.02％
する。
（80％ 26年度の平均接種率を
する。
以上） 上回った。

-

乳幼児、小学生等を対象
に予防接種を実施し、平
均予防接種率 90％以上
を確保する。

-

健康づくり
推進課

１：継
続

−

引き続き幼児期の歯科保
健事業を推進する。
・平成28年度から妊婦と
その配偶者に対して、医
療機関委託の歯科健診を
行い、妊娠期から歯科保
健の取組を推進する。

−

健康づくり
推進課

１：継
続

−

乳幼児期の生活習慣の
確立
（健康学習の場 200回以
上）

−

健康づくり
推進課

１：継
続

-

（健康学習の場 150回）

−

こども課

妊婦・乳幼児の適切
な時期に健康診査、
妊婦や乳幼児の健康 訪問指導を行い、乳
診査や訪問指導を通 幼児の健やかな成長 出生児の訪問率 98.8％
して、こどもの育ちを 発達を目指す。
乳幼児健診受診率
支援し、健やかな成 （出生児の全数を訪 98.4％
長発達を目指す。
問することを目指す、
乳幼児健診受診率
96.6％）
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①妊婦一般健康診査
安心して妊娠・出産を迎える
公費負担
支援をするとともに、乳幼児
②乳幼児健康診査
の健やかな成長発達を目指
③妊婦、産婦、新生児
し、妊婦や乳幼児の健康診査
への訪問指導
や訪問指導などを行います。
④未熟児訪問指導

51

乳幼児、小学生等を
対象に予防接種を実
乳幼児や小学生などの感染
施することにより、感
症予防のため、予防接種を行 ・各種予防接種の実施 染の恐れがある疾病
います。
の発生とまん延を防
ぎ、公衆衛生の向上
を図る。

52

・歯科医師の診察、相
談
幼児期における歯質の向上を
・ブラッシング指導
図るため、歯の衛生に関する
・歯の衛生に関する周
診察や相談、周知、啓発に取
知、啓発
り組みます。
・フッ化物歯面塗布
（フッ素塗布）

53

保護者がこどもの育
・生活習慣の確認
ちについて学習するこ
乳幼児の基礎的な食習慣や
・子どもの発育、発達に とにより、乳幼児期の
生活リズムの確立のための学
ついての講話、相談
生活習慣が確立さ
習機会を設けます。
・バランス食の学習
れ、健やかな成長発
達につながる。

54

・妊産婦・子ども医療
・妊産婦・子ども医療費
費助成の制度を知ら
助成
なかったという人から
各種手当の支給や医療費の ・ひとり親家庭等医療費
子育て世帯に対する の苦情をゼロとする。
助成事業などにより子育て家 助成
経済的負担の軽減が ・積極的な事業周知
庭に対する経済的負担の軽 ・子育てジョイカード事
図られる。
を行い、子育てジョイ
減を図ります。
業の推進
カード事業の新規協
・児童手当の支給
賛店舗数を5店舗以
・児童扶養手当の支給
上とする。

乳幼児健診を受診し
た子ども全員に歯科
医師による診察、相
定期的な診察と指導 談、ブラッシング指
によるう触及び歯周 導、および歯の衛生
疾患を予防。
に関する周知・啓発
を行う。
(参加者全員：100%実
施)

要保護児童対策地域協議会
年間開催数
・代表者会議
1回
・実務者会議
17回
・個別ケース会議 135回

・家庭相談員が研修機会
を逃すことなく参加するこ
とで、資質の向上に努め
ることができた。

家庭相談員の研修会参加数
・3回/年

妊婦・乳幼児の適切な時期
に健康診査、訪問指導を行
い、乳幼児の健やかな成長
発達を目指す。
出生児の訪問率 99.0％
（出生児の全数を訪問する 乳幼児健診受診率 97.3％
ことを目指す、乳幼児健診
受診率98％以上を維持す
る）

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

乳幼児健診を受診した子ど
乳幼児健診の受診者に対
・幼児健診を受診した子ども
幼児健診を受診した子ど
も全員に歯科医師による診
Ａ：目
して、歯の衛生に関する周
全員に対して歯科健診を実
も全員に対して、歯科健
察、相談、ブラッシング指
標達成
知・啓発を実施
施。
診やブラッシング指導等
導、および歯の衛生に関す
（100％
・実施率100％
を行うことにより、歯科保
る周知・啓発を行う。
以上）
実施率 100％
健の向上につながった。
(参加者全員：100%実施)

乳幼児健診・離乳食相談
乳幼児期の生活習
会・保育園における健康
慣の確立
学習
（健康学習の場 150
回）
開催回数 205回

・医療費助成や各種手当
の給付に関して、新規対
象者への申請漏れがない
よう、市民課や各総合事
務所と連携し周知するとと
もに、申請のない人に個
別に案内を行った。
・広報上越に子育てジョイ
カード事業の協賛店舗募
集の記事を掲載。
・子育てジョイカード事業
の新規協賛店舗数：13件

乳幼児期の生活習慣の確
立
（健康学習の場 150回）

・妊産婦・子ども医療費助
成、児童手当については、
市民課窓口との連携及び住
民異動リストをもとに、未申
請者に対し申請を促し、申
請漏れがないようにする。
・積極的な事業周知を行い、
子育てジョイカード事業の新
規協賛店舗数を5店舗以上
とする。

10

１：継
続

1歳児健診において、生
乳幼児健診・離乳食相談会・ Ａ：目
活リズムや食生活につい
保育園における健康学習
標達成
ての集団学習を追加した
（100％
ことにより、目標を上回る
開催回数 220 回
以上）
実績となった。

・申請漏れが起こらないよ
・市民課窓口との連携及
う、市民課窓口と連携し、対
び住民異動リストの確認
象者に手続きの案内を行っ Ａ：目 の結果、申請漏れがな
た。
標達成 かった。
・広報上越に子育てジョイ
（100％ ・子育てジョイカード事業
カード事業の協賛店舗募集 以上） の新規協賛協賛店舗数
の記事を掲載した。
の目標を達成することが
・子育てジョイカード事業の
できたため。
新規協賛店舗数：11件
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

55

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

出産や育児に関する様々な
・パパママ教室
保護者が安心して妊 初産婦のすくすく赤
不安や負担を軽減するため、
・子育て、女性、思春期 娠・出産・育児にのぞ ちゃんセミナー参加
相談・支援体制の充実を図り
相談
める。
率 80％以上
ます。

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

【目標に関する特記事項】
※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

方向性

理由等

１：継
続

−

初産婦のすくすく赤ちゃん
セミナー参加率 80％以
上

−

健康づくり
推進課

Ａ：目
保護者からの相談に対す
保護者からの相談に対する
標達成
１：継
・保護者からの相談に対する
る面談を100％実施でき
面談を100％実施する。
（100％
続
面談率：100％
たため。
以上）

−

保護者からの相談に対す
る面談を100％実施する。

−

こども課

−

・これまでの講座に加
え、初めて子育てをする
保護者を対象とした親
支援講座を年1回（全4
回の連続講座）実施す
る。
・13区に住む子育て世
帯が参加しやすいよう
に、安塚区、三和区、大
潟区を会場を会場に各
１回子育て応援講座を
実施する。

−

こども課

−

・子育てに関係する課等と
連携し、各課のイベント等
も含めた子育て関連情報
を毎月2回掲載更新する。

−

こども課

Ｂ：目
標はほ
初産婦のすくすく赤ちゃん 初産婦のすくすく赤ちゃんセ 初産婦のすくすく赤ちゃんセ ぼ達成 昨年度を上回る参加率と
セミナー参加率 62.8％
ミナー参加率 80％以上
ミナー参加率 72.0％
された なった。
（80％
以上）

多様化する保育ニー
ズのため、保護者の
子育ての不安や悩
み、また保護者自身 保護者からの相談に
の悩みを聴き入れ共 対する面談を100％ ・保護者からの相談に対
有しながら、適切に対 実施する。
する面談率：100％
応することで保護者
への心の負担を軽減
し安心感が図られる

今後の方向性

56

保育園に通園する子どもの保
護者の不安や悩みを解消す
・面談・相談の実施
るため、各保育園で面談・相
談を実施します。

57

・これまでの講座に加え、子
どもを預かることについての
学習や体験の場を提供し、
これまでの講座に加
こどもセンターを開設し、家庭
転入者や初めて子育てを 各種イベントで子どもを保育
え、転入者や初めて
で子育てをしている保護者や
する人を対象とした講座 するボランティアを養成する
子育て世帯の育児不 子育てをする人を対
乳幼児に対し遊びや学びの
（参加者数88人）、利用者 講座を年1回（全5回の連続
・こどもセンターの運営 安や負担感の軽減が 象とした講座と利用
場を提供するほか、子育て相
支援事業をＰＲする講座 講座）実施する。
図られる。
者支援事業をＰＲす
談や子育て情報の提供を行
（参加者数37人）を各1回 ・13区に住む子育て世帯が
る講座を各1回実施
います。
実施した。
参加しやすいように、浦川原
する。
区、柿崎区、板倉区を会場
に各１回子育て応援講座を
実施する。

58

子育てに関係する課
子育て支援サイトを通じて子
等と連携し、各課の
育てバリアフリー施設の周知
子どもたちのためのよ
・子育て支援サイトの運
イベント等も含めた
を含めた子育て関連情報を提
りよい環境づくりを進
用
子育て関連情報を毎
供し、子育てをしやすい環境
めることができる。
月2回掲載更新す
を整備します。
る。

・利用者が得たい情報をス
ムーズに取得できるようホー
ムページの改修を行う。
・子育てに関係する課等と連
更新件数：1,243件
携し、各課のイベント等も含
うち関係課からの情報提
めた子育て関連情報を掲載
供による更新件数：662件
する。
子育て関連情報を毎月2
回以上更新した。

子どもを預かることについて
の学習や体験の場を提供
し、各種イベントで子どもを
保育するボランティアを養成 Ａ：目
する講座（参加者数92人）、 標達成 各講座を実施できたた
13区に住む子育て世帯が参 （100％ め。
加しやすいように、浦川原
以上）
区、柿崎区、板倉区を会場
に子育て応援講座（参加者
数30人）を各１回実施した。

子育て関連情報を毎月2回
以上更新した。

Ａ：目
標達成
更新件数：697件
（100％
うち関係課からの情報提供 以上）
による更新件数：557件

１：継
続

・子育てに関係する課等
と連携し、子育て関連情 １：継
報を毎月2回以上更新す 続
ることができたため。

4 誰もが健康に暮らすための支援の充実

59

健康診査日程や健康関連情
報を市広報やホームページ
に掲載するとともに、健康
診査カレンダーを配布しま
す。

・健康診査カレンダーの
全戸配布
・広報及びホームペー
ジへの健診日程等の掲
載

60

町内会や自主グループ等の
団体に講師を派遣し、健康
・出前講座の実施
に関する知識や情報を提供
します。

・健康診査カレンダー
市民への健康に関す
全戸配付
る情報のタイムリーな
・健診スケジュールを
提供が行われている
前月の広報上越お知
状態
らせ版へ掲載

・健康診査カレンダー全戸
配布
・施設健診スケジュールを
広報上越お知らせ版へ掲
載 12回

・生涯を通じた健康 ・生涯を通じた健康づくり
生涯を通じた健康づく づくりを支援するため を支援するための講座を
りの支援
の講座を開催する
開催した
（開催回数 400回） (開催回数258回）

・健康診査カレンダー全戸配
付
・健診スケジュールを前月の
広報上越お知らせ版へ掲載

健康診査日程や健康関連情
報を市広報やホームページ
に掲載し、健康診査カレン
ダーを配布した。

１：継
続

−

健康診査カレンダーの全
戸配布と広報への掲載に
より周知を図る。

-

健康づくり
推進課

・生涯を通じた健康づくりを
支援するための講座を開催
する
（開催回数 400回）

生涯を通じた健康づくりを支 Ａ：目 目標実施回数は達成す
援するための講座を開催し 標達成 ることができ、広く市民に １：継
た
（100％ 健康に関する知識や情報 続
（開催回数 400回）
以上） を提供することができた。

−

・生涯を通じた健康づくり
を支援するための講座を
開催する
（開催回数 400回）

-

健康づくり
推進課

11

Ａ：目
計画通り健康診査カレン
標達成
ダーの配布と、お知らせ
（100％
版での周知が図られた。
以上）
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

61

市民に対し、感染症
インフルエンザ等感染症
等に関する情報提供
必要な医療情報を収集し、
・適切な時期に適切 に関する情報を、FM放送
・感染症等の流行期の を行うことにより、感
・適切な時期に適切な内容
多くの媒体を使って市民に
な内容の情報提供を やホームページ等により、
適切な情報提供
染症や疾病を予防
の情報提供を行う
タイムリーに周知します。
行う
流行期に適切に周知する
し、公衆衛生の向上
ことができた。
を図ることができる。

62

・市民自らが自己の
健康課題に気付き生
活習慣を改善するこ
とにより、生活習慣病
・糖尿病等生活習慣病 をはじめとする疾病の
健康寿命の延伸と質の高い
予防、重症化予防
発症及び重症化を予
満足した生活の実現を目的と
・地域ごとの健康課題 防する。
し、生涯にわたる健康づくりを
解決に向けた活動支援 ・地域の健康課題に
支援する保健活動を展開しま
・こころの健康サポート 沿った活動を自主的
す。
センター相談事業
に計画・実施できる。
・自殺に関する相談
者が関係機関窓口に
つながり、解決が図ら
れる。

63

生活習慣病やその予備群の
人が自らの健康状態を自覚
し、改善策を身につけ、将来
病気になったり重症化するの
を予防するための行動ができ
るように、家庭訪問によって支
援します。

・訪問指導が必要な人
に対し、適切な指導等
を実施し、自立を支援
・生活習慣改善のため
の訪問指導に重点を置
き、対象者の検査数値
の改善を図る

H28年度

・生活習慣病予防講座参
加者の維持・改善率は
・生活習慣病予防講 67.5％。
座参加者の改善率 ・健診結果説明会参加率
80％
は77.9％。
・健診結果説明会参 ・自殺予防研修会の開催
加率80％維持
や「気づき・傾聴・つなぐ・
・自殺に関する相談 見守る」体制づくりを推進
者が関係機関窓口に することにより、自殺予防
つながり、解決が図 を支援する基盤づくりを進
られるよう支援する めた。
・こころの健康サポートセ
ンター相談件数281件

生活習慣改善のため
の訪問指導に重点を
訪問指導件数5,790
置き、対象者の検査
件
数値の改善を図る。

・生活習慣改善のための
訪問指導に重点を置き、
訪問指導を行った
・訪問指導件数6,571件

インフルエンザ等感染症に
関する情報を、FM放送や
ホームページ等により、流行
期に適切に周知することが
できた。

達成
状況

判断理由等

感染症関連情報の提供
Ａ：目
により、広く周知を図るこ
標達成
とができ、感染症予防の
（100％
観点から公衆衛生の向
以上）
上を図ることができた。

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

１：継
続

-

・生活習慣病予防講座の維
・継続的な講座と説明会
・生活習慣病予防講座参加 持・改善率63.1％
の開催実施により、参加
者の改善率80％
（糖負荷検査59.5%・腎臓を
Ａ：目 率は増加し、改善率は概
・健診結果説明会参加率
守るための学習会66.6%）
標達成 ね前年度並みを維持する １：継
80％維持
・結果説明会380回、参加者
（100％ ことができた。
続
・自殺に関する相談者が関 数19,200人
以上） ・自殺のハイリスク者に対
係機関窓口につながり、解 ・結果説明会参加率は85.0%
して、適切な関係機関へ
決が図られるよう支援する ・こころの健康サポートセン
つなぐことができた。
ター相談件数221件

訪問対象者から、目標とす
る訪問指導件数7,050件

・生活習慣改善のための訪
問指導に重点を置き、訪問
指導を行った
・訪問指導件数 7,500件

Ａ：目
標達成 訪問すべき対象広く訪問
（100％ 指導を行うことができた。
以上）

診療所開設日数：365日

-

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

・適切な時期に適切な内
容の情報提供を行う

・生活習慣病予防講座参
加者の改善率80％
・健診結果説明会参加率
80％維持（結果説明会予
定回数380回、参加予定
数19,500人以上）
・自殺に関する相談者が
関係機関窓口につなが
り、解決が図られるよう支
援する

担当課名

-

健康づくり
推進課

−

健康づくり
推進課

１：継
続

-

訪問対象者から、目標と
する訪問指導件数7,990
件

−

健康づくり
推進課

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

平日夜間や休日における
救急患者に対して、応急 １：継
的な診療を行い、市民の
続
安全・安心を確保できた。

−

・年間を通じた時間外診
療の提供（診療所開設日
数：365日）

−

健康づくり
推進課
（地域医療
推進室）

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

各診療所の開設により、
地域における医療不安の １：継
解消及び安全・安心の確
続
保が図られた。

−

・各地域における医療不
安の解消及び安全・安心
の確保（診療所開設数：8
施設）

−

健康づくり
推進課
（地域医療
推進室）

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

・無医地区における医療
吉川区地域バス運行に
患者輸送車の運行によ
不安を軽減するため、患
ついて、土曜日は吉川診
り、無医地区における医 ３：縮
者輸送車を継続して運行
療所は休診日であり、利
療不安を軽減し、市民の
小
（患者輸送車運行日数：
用者も少ないことから、土
安全・安心を確保できた。
中ノ俣・週2回、吉川区川
曜日の運行を休止する。
谷・毎週月〜金）

−

健康づくり
推進課
（地域医療
推進室）

②医療体制の充実
1 救急医療体制等の充実

64

診療時間外における
平日夜間や休日などにおける
医療不安を軽減し、 ・年間を通じた時間
・年間を通じた休日・夜
急患患者に対して、応急的な
地域における救急医 外診療の提供（診療 診療所開設日数：365日
間診療所の開設
診療を行います。
療体制の充実を図
所開設日数：365日）
る。

・年間を通じた時間外診療
の提供（診療所開設日数：
365日）

2 中山間地における医療の推進

65

66

牧・くろかわ・吉川・清里・安
塚・大島・清里歯科・中ノ俣・ ・各診療所の開設
寺野診療所の存続を図り、地 常設診療所 7施設
域住民が健康で安心して生活 出張診療所 2施設
ができるよう支援します。

中山間地の患者を医療機関
へ輸送することにより、医療
への不安を解消します。

・各地域における医
各地域における医療
療不安の解消及び安
不安の軽減し安全・
診療所開設数：9施設
全・安心の確保（診
安心を確保する。
療所開設数：9施設）

・各地域における医療不安 診療所開設数：8施設
の解消及び安全・安心の確 （平成26年度末で出張診療
保（診療所開設数：8施設） 所（寺野診療所）を廃止）

・無医地区における
・無医地区における医療不
・中ノ俣地区における患
医療不安を軽減する
安を軽減するため、患者輸
者輸送車の定期運行 無医地区における医 ため、患者輸送車を 中ノ俣地区患者輸送車運
送車を継続して運行（患者
・吉川区川谷地区にお 療不安を軽減し安全・ 継続して運行（患者 行回数：週2回、吉川区地
輸送車運行日数：中ノ俣・週
ける患者輸送バスの定 安心を確保する。
輸送車運行日数：中 域バス運行日数：295日
2回、吉川区川谷・毎週月〜
期運行
ノ俣・週2回、吉川区
土）
川谷・毎週月〜土）

12

中ノ俣地区患者輸送車運
行：週2回
吉川区地域バス運行：毎週
月〜土
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

基本方針

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

誰もが参加するまちづくり
①すべての人の社会参加の推進
1 男女共同参画社会の推進

①男女共同参画の
啓発や市の取組に関
した紹介を行う情報
紙を年4回発行する。
②男女共同参画社
会の実現に向け効果
的な内容となる講座
を年7回開催する。

①男女共同参画の啓発及
び、取組の紹介の一環とし
て、男女共同参画情報紙
「ウィズじょうえつ」を年4回
発行した。
②男女共同参画社会の実
現に向けて効果的な内容
となるよう、センター講座
及びミニ座談会を11講座
延べ13回開催した。

①男女共同参画の啓発や
市の取組に関した紹介を行
う情報紙を年4回発行する。
②男女共同参画社会の実
現に向け効果的な内容とな
る講座を年7回開催する。

68

拠点施設である男女 男女共同参画推進セ
男女共同参画推進センター
共同参画推進セン
ンター登録団体との
を運営し、男女共同参画の ・男女共同参画推進セ ターを中心に、男女共 懇談会を開催し、セ
促進に関する市民活動を支 ンターの運営
同参画の促進に関す ンター運営の充実に
援します。
る活発な市民活動の ついて意見交換を年
推進が図られる。
1回開催する。

センター登録団体との懇
談会を4回開催した。第1
部でセンター事業企画
(案)、第2部でセンター運
営の充実について意見交
換を行った。
また、懇談会とは別に第2
次男女共同参画基本計画
改訂に向けた意見交換会
を延べ2回開催した。

男女共同参画推進センター
登録団体との懇談会を開催
し、センター運営の充実につ
いて意見交換を年1回開催
する。

69

団体がもつ専門性や
ネットワークを生かし
男女共同参画社会の実現を ・男女共同参画活動等
た事業実施をすること
目指し活動する市民団体のノ 補助金の交付
で、男女共同参画に
ウハウを生かした啓発事業を ・男女共同参画推進セ
ついての意識の醸成
推進します。
ンター講座の実施委託
が効果的に図られ
る。

67

男女共同参画の考え
各種事業を実施し、男女共
を普及することで、男
同 参 画 社 会 の 推 進 に 向 け ・情報紙の発行
女共同参画社会への
た、市民の意識啓発を図り ・各種啓発講座の実施
実現の推進が図られ
ます。
る。

第2次男女共同参画
基本計画に基づく事
業を、男女共同参画
推進センター登録団
体に委託し、団体が
もつ専門性やネット
ワークを生かした事
業を2回実施する。

①男女共同参画の啓発及
び、取組の紹介の一環とし
て、男女共同参画情報紙
「ウィズじょうえつ」を年4回発
行した。
②男女共同参画社会の実現
に向けて効果的な内容とな
るよう、センター講座を8講座
延べ12回開催した。

センター登録団体との懇談
会を4回開催した。第1部でセ
ンター事業企画(案)、第2部
でセンター運営の充実及び、
関係者との効果的な連携方
法等について意見交換を
行った。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

①情報紙は、センターが
素案を作成し、センター
登録団体との懇談会で内
容の協議及びチェックを
行うことにより、双方の長
所を生かした紙面づくり
１：継
ができたため。
②身近なところから、男女 続
共同参画について知って
もらうための啓発講座を
開催することで、市民に
対し男女共同参画の意義
を周知することができた
ため。

懇談会では、男女共同参
画について専門的な観点
Ａ：目
で実践している立場か
標達成
１：継
ら、現状や課題等につい
（100％
続
て、別の視点での意見
以上）
や、アドバイスを受けるこ
とができたため。

-

①男女共同参画の啓発
や市の取組に関した紹介
を行う情報紙を年4回発行
する。
②男女共同参画社会の
実現に向け効果的な内容
となる講座を年7回開催す
る。

-

男女共同参画推進セン
ター登録団体との懇談会
を開催し、センター運営の
充実について意見交換を
年1回開催する。

−

共生まちづ
くり課(男女
共同参画
推進セン
ター）

−

共生まちづ
くり課(男女
共同参画
推進セン
ター）

−

共生まちづ
くり課(男女
共同参画
推進セン
ター）

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

委託講座については団体
の持つネットワークを生
かしたり、幅広い講座内
容であったことから、参加
１：継
数の増加が図られ（H26
続
222人→H25 303人）広く
男女共同参画の普及啓
発に資することが出来た
ため。

-

70

障害のある人の外出の機
障害のある人の外出の機会
会を増やすための支援を
を増やすための支援を行うこ
行うことができた。
・タクシー利用料金等の
とができた。
タクシー券・燃料費助成者
助成
障害のある人の社会参加を
タクシー券・燃料費助成者数
数
・リフト付福祉バス・乗
促進するため、タクシー利用
障害のある人の社会 障害のある人の外出
6,363人
5,910人
用車の運行
障害のある人の外出を支援
料金の助成や福祉バスの運
参加を促進すること を支援し、外出の機 通所交通費助成件数
通所交通費助成件数
・福祉有償運送実施団
し、外出の機会を増やす。
行などにより外出時の移動を
ができる。
会を増やす。
2,342件（延）
2,215件（延）
体の円滑な運営を確保
支援します。
福祉バス利用者数
福祉バス利用者数
・自動車の改造費用、
7,455人
7,313人
免許取得費用の助成
福祉バス稼働日数
福祉バス稼働日数
392日（対前年度19日増）
373日（対前年度費5日
増）

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

利用者数等が増加してい
ることから、外出の機会を １：継
増やすことにつながって
続
いる。

-

タクシー券や燃料費等の
助成を行うことにより、障
害のある人の外出の機会
を増やす。

-

福祉課

71

手話奉仕員などの派遣や養
養成講座の内容を見
聴覚に障害のある人
成を通じて、聴覚に障害のあ ・手話奉仕員等の養成
直し、ニーズに応じら
の社会参加を促進す
る人の社会参加を促進しま
及び派遣
れる奉仕員を1名以
ることができる。
す。
上増やす。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

手話奉仕員・要約筆記奉
仕員の派遣件数が増加し
た。
１：継
手話奉仕員数を1名増や
続
すことができた。
（手話奉仕員数15名）

-

養成講座の内容を見直
し、ニーズに応じられる奉
仕員を1名以上増やす。

−

福祉課

−

補助金を交付することに
より、60歳を超える健康で
働く意欲がある高齢者
に、臨時的かつ短期的に
就業機会を提供し、高齢
者の福祉の増進と能力を
生かした活力ある地域社
会づくりを支援する。

−

高齢者支
援課

団体の持つネットワークな
どを生かしながら、参加数
の増加が図られ（H24 142
人→H25 299人）広く男女
共同参画の普及啓発に資
することが出来たため。

第2次男女共同参画基本計
画に基づく事業を、男女共
同参画推進センター登録団
体に委託し、団体がもつ専
門性やネットワークを生かし
た事業を2回実施する。

第2次男女共同参画基本計
画に基づく事業を、男女共同
参画推進センター登録団体
に委託し、団体がもつ専門
性やネットワークを生かした
事業を6講座10回実施した。

第2次男女共同参画基本
計画に基づく事業を、男
女共同参画推進センター
登録団体に委託し、団体
がもつ専門性やネット
ワークを生かした事業を2
回実施する。

2 障害者の社会参加の推進

手話奉仕員などの派遣や
養成講座の内容を見直し、
養成を通じて、聴覚に障害
ニーズに応じられる奉仕員
のある人の社会参加を促
を1名以上増やす。
進できた。

手話奉仕員の養成講座の実
施や派遣事業を通じて、聴
覚に障害のある人の社会参
加を促進できた。

3 高齢者の社会参加の推進

72

補助金を交付するこ
とにより、60歳を超え
補助金を交付することによ
る健康で働く意欲が
り、60歳を超える健康で働く
高齢者の福祉の増進と能力
シルバー人材センターの
高齢者の福祉の増進 ある高齢者に、臨時
意欲がある高齢者に、臨時
Ａ：目
を生かした活力ある地域社会
運営を支援することで、
・シルバー人材センター と能力を生かした活 的かつ短期的に就業 補助金交付額 17,801,000 的かつ短期的に就業機会を
標達成
づくりを支援するため、シル
補助金交付額 17,801,000円
高齢者の就労の機会を
への補助金の交付
力ある地域社会がつ 機会を提供し、高齢 円
提供し、高齢者の福祉の増
（100％
バー人材センターに補助金を
確保し、生きがいと健康
くられる。
者の福祉の増進と能
進と能力を生かした活力あ
以上）
交付します。
づくりに寄与した。
力を生かした活力あ
る地域社会づくりを支援す
る地域社会づくりを
る。
支援する。

13
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続
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

高齢者の地域におけ
る福利活動や健康増
高齢者が健康を保持
進活動及び教養講座
し、仲間同士の活発
等への積極的な参加
な交流と生きがいの
を促すほか、高齢者
推進が図られる。
相互の交流を深め
る。

取組状況
（実績）

単位老人クラブ補助金
交付決定額18,603,446円
老人クラブ連合会連絡協
議会補助金
交付決定額7,929,740円
老人クラブ連合会連絡協
議会事務費補助金
交付決定額200,000円

73

高齢者の地域における福利
活動や健康増進活動、教養
・老人クラブへの助成
講座などへの積極的な参加を
金の交付
促すとともに、高齢者相互の
交流の場を提供します。

74

高齢者の生きがいの 入館者数
高齢者の生きがいの充実を
・シニアセンターにおけ 高齢者の生きがいづ 充実を図るため、創 ・本町ふれあい館
図るため、創作活動の発表の
る常設ギャラリーの展 くりと活発な世代間交 作活動の発表の場
13,432人
場や世代を超えた交流の場を
示、談話室の提供
流が深まる。
及び世代を超えた交 ・直江津ふれあい館
提供します。
流の場を提供する。
3,441人

取組状況
（実績）

目標

今後の方向性
【目標に関する特記事項】
※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

達成
状況

判断理由等

・単位老人クラブ補助金
交付額18,060,500円
高齢者の地域における福利
・老人クラブ連合会連絡協
活動や健康増進活動及び教
議会補助金
養講座等への積極的な参加
交付額7,776,510円
を促すほか、高齢者相互の
・老人クラブ連合会連絡協
交流を深める。
議会事務費補助金
交付額200,000円

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

老人クラブの活動を支援
することで、地域活動や
健康増進活動及び教養
講座等への参加を促し、
高齢者相互の交流を深
めることができた。

高齢者の地域における福
利活動や健康増進活動
及び教養講座等への積極
的な参加を促すほか、高
齢者相互の交流を深め
る。

−

高齢者支
援課

入館者数
高齢者の生きがいの充実を
・本町ふれあい館
図るため、創作活動の発表
13,965人
の場及び世代を超えた交流
・直江津ふれあい館
の場を提供する。
3,464人

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

・高齢者の生きがいの充
施設が老朽化しているこ 実を図るため、創作活動
創作活動の発表の場及
２：実
とから、本町ふれあい館 の発表の場及び世代を超
び世代を超えた交流の場 施方法
の機能を平成28年度末ま えた交流の場を提供す
を提供し、高齢者の生き 等を変
でに周辺施設へ移転す る。
がいづくりに寄与した。
更
る。
・本町ふれあい館の機能
を周辺施設に移転する。

−

高齢者支
援課

-

日本語でコミュニケーショ
ンをとりにくい外国人に対
し、日本語学習機会を提
供する。

-

共生まちづ
くり課

方向性

１：継
続

理由等

−

4 外国人の社会参加の推進

75

外国人の社会参加を推進す
るため、日本語教室を開催し ・日本語教室の開催
ます。

日本語でコミュニ
日本語でコミュニケー
ケーションをとりにく
ションがとれることで、
い外国人に対し、日
外国人が社会参加で
本語学習機会を提供
きるようになる。
する。

市内２会場において、火曜
（夜間）、水曜・金曜・土曜
（午前）に講座を開催（年
間90回）した。

市民プラザを会場に火曜（夜
間）、水曜・金曜・土曜（午
前）に講座を開催（年間88
回）した。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

外国人市民の生活に合
わせた講座時間の設定
やレベルに応じた指導を
行ったほか、災害時の行 １：継
動や言葉を学習する時間 続
を設けるなど、受講者の
ニーズにきめ細かく対応
できたため。

・地域協議会だよりの発行
（区平均3.4回）等により、地
域住民への情報提供を行っ
・地域協議会だよりの発行
た。
（区平均3.2回）等により、
・地域活動支援事業を通じて
地域住民への情報提供を
地域協議会の認知度を50% 地域協議会の制度の周知を
行った。
図った。
とする。
・地域活動支援事業を通じ
・H28.4の地域協議会委員の
て地域協議会の制度の周
改選にあわせて、広報上越
知を図った。
への特集記事の掲載や市民
活動団体への公募の案内な
ど、地域協議会のＰＲに努め
た。

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

認知度調査を行わなかっ
たため、明確な数値は分
からないが、地域協議会
委員の改選に向けた取
１：継
組を進め、委員への応募
続
者が前回（H24)よりも増
加したことから、関心の高
まりを感じた。

-

地域協議会の認知度を
50％とする。

-

自治・地域
振興課

市民大学ＯＢ会がまちづく
りのリーダーや担い手とな
る多様な人材を育成するノ
ウハウを十分に蓄積され
ていることから、平成26年
度から自主運営に移行
し、29人が受講した。

市民大学ＯＢ会がまちづくり
のリーダーや担い手となる多
様な人材を育成するノウハ
ウを十分に蓄積されているこ
とから、平成26年度から自主
運営に移行し、平成28年度
は21人が受講した。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

まちづくりに意欲ある参
加者21名中、18名が修了
し、今後もまちづくりに積 １：継
極的に参加する、さらに
続
深く学習するとの意見が
多かったため。

-

まちづくりに意欲ある市民
が参加できるよう、まちづ
くり市民大学の運営を支
援する。

-

共生まちづ
くり課

イベント特設サイトの作成を
行うなどインターネットでの
情報発信、県外への観光誘
客キャンペーン等を積極的
に行った。
イベントの参加を促し、多く 平成27年度観光イベントの
の方から参加いただけるよう 入込数は前年度比5%増加。
な観光イベント情報を広く提 ※観桜会、上越まつり、はす
供する。
まつり、謙信公祭、レルヒ
祭、上越菊まつり
※入込数
25年度1,984,370人
26年度2,058,600人
27年度2,158,224人

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

北陸新幹線開業を絡めた
観光誘客に努めるなど、
積極的なPR活動を行った １：継
結果、観光イベントにお
続
いては過去最高の入込
数を記録した。

-

イベントの参加を促し、多
くの方から参加いただけ
るような観光イベント情報
を広く提供する。

-

観光振興
課

日本語でコミュニケーション
をとりにくい外国人に対し、
日本語学習機会を提供す
る。

5 まちづくりに参加しやすくするための環境整備

76

地域協議会の活動を通じて、
・地域協議会の開催
地域住民の意見を市政に反
・地域協議会だよりの
映させ、市民主体のまちづくり
発行
を推進します。

・地域協議会だより等
により適切な情報提
供を行い、地域協議
地域協議会の認知
会の認知度を高め
度を50%とする。
る。
・Ｈ26年度に50%の認
知度を目標とする。

77

まちづくりに対する市民意
・市民活動団体との協
識の高揚を図るとともに、
働によるまちづくり市民
まちづくりのリーダーとな
大学の運営
る市民の育成を図ります。

市民の新しいまちづく
りの気運の醸成とま
ちづくりリーダーの人
材育成が図られる。

78

誰もが気軽に参加でき、楽し
める観光イベントを実施しま
す。

−

ホームページへのイベント
カレンダーの掲載やイベン
トページの作成などを行っ
た。
平成26年度観光イベント
イベントの参加を促
誰もが参加しやすく、
の入込数は前年度比4%増
・誰もが気軽に参加で
し、多くの方から参加
誰もが楽しめるイベン
加。
き、楽しめる観光イベン
いただけるような観
トが創出されている状
※観桜会、上越まつり、は
トを実施する。
光イベント情報を広く
態
すまつり、謙信公祭、レル
提供する。
ヒ祭、上越菊まつり
※入込数
24年度1,712,452人
25年度1,984,370人
26年度2,058,600人

−
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

79

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

13区すべてのコミュニ
住民による地域づくり活動や
ティプラザについて整
交流の拠点となるコミュニティ ・コミュニティプラザ整備
備と供用が済んでい
プラザを整備します。
る状態とする。

H28年度

目標

−

取組状況
（実績）

−

取組状況
（実績）

目標

−

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

達成
状況

判断理由等

方向性

理由等

−

−

−

−

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

−

−

−

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

・広報紙では、8月1日号
のユニバーサルデザイン
による編集の取組が県の
広報コンクールで評価さ
れ、県知事賞を受賞し
た。
・平成27年7月に実施した
１：継
市政モニターアンケートで
続
は、ホームページが「使
いやすい、どちらかという
と使いやすい」との回答
割合が32.4％となり、前回
調査（平成25年10月、
30.4％）に比べて2.0ポイ
ント増加した。

各種広報媒体の特長をい
かしながら、行政情報を
的確にわかりやすく発信
する。

−

広報対話
課

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

・各種広聴事業の実施に
より、市民ニーズを的確
に把握し、寄せられた意
見等について、可能なも
のから市政運営へ反映す １：継
るとともに、計画策定等
続
の参考とした。また、実施
状況を広報上越やホーム
ページで周知し、市民と
の情報共有を図った。

対話集会で意見交換され
た内容や、市政モニター
アンケートの結果、市民
の声ポスト、パブリックコメ
ントなどで寄せられる意
見・提言を、市政運営に
反映させる。

−

広報対話
課

利用者から「聞き取りやす
く、利用しやすい」という評
価が得られるよう努める。

−

福祉課

②情報サービスの充実
1 広報・公聴活動の充実

80

・広報紙は、平成26年度に
続き年2回（8月1日号、2月1
・広報紙は、平成25年度に
日号）、ユニバーサルデザイ
続き年2回（8月1日号、11
ンに配慮した紙面づくりに取
月1日号）、ユニバーサル
・広報上越発行（年23
り組んだ。
デザインに配慮した紙面
回）
・ホームページは、機器の更
市民が行政情報を得
づくりに取り組んだ。
広報上越やホームページなど ・市ホームページ運用
各種広報媒体の特
新にあわせ、読み上げ機能
やすい状態になること
・ホームページは、アクセ 各種広報媒体の特長をいか
の各種媒体を通じて、市民に ・コミュニティＦＭ放送等
長を生かしながら、
を改善するとともに、アクセ
で、開かれた市政の
シビリィティ方針に基づき、 しながら、行政情報を的確に
行政情報をより的確に分かり の媒体を通じた情報提
行政情報を的確でわ
シビリィティ方針に基づき、
推進と市政に対する
全ページをチェックし必要 わかりやすく発信する。
やすく提供します。
供
かりやすく発信する。
全ページをチェックし必要な
理解が深まる。
な修正を行った。
・報道機関への情報提
修正を行った。
・ＦＭ放送では、水難事故
供（随時）
・ＦＭ放送では、交通事故や
やクマ出没、特殊詐欺など
クマ出没、インフルエンザ流
への注意喚起など、タイム
行などへの注意喚起など、タ
リーな情報提供を行った。
イムリーな情報提供を行っ
た。
・対話集会は、高校生及び
産業分野、農業分野の関係
団体等を対象に4回実施し
・対話集会は、地区別の
た。
開催から対象者別の開催
・市内22か所の公共施設に
に移行し、高校生及び福 対話集会で意見交換された 市民の声ポストを設置し、市
祉関係団体等を対象に3 内容や、市政モニターアン 政に対する意見や提案等を
回実施した。
ケートの結果、市民の声ポ 聴いた。
・市民の声ポストに寄せら ストなどで寄せられる意見・ ・市政モニターへのアンケー
れた意見等は、市の考え 提言を、市政運営に反映さ トを2回実施し、市政運営に
を示した後、市民の声デー せる。
関する市民の意識・実態・
タベースに登録し、情報の
ニーズ等を把握した。
共有化を図った。
・主要な計画等の策定にお
いて、市民からの意見を公
募するパブリックコメントを実
施した。

81

・市民対話集会の開催
市民対話集会の開催やパブ
・市政モニターアンケー
リックコメントの実施などによ
トの実施
り市民ニーズの的確な把握に
・パブリックコメントの実
努め、市民と情報を共有しな
施
がら市民の声を市政運営に
・市民の声ポストの設
反映させます。
置

市民ニーズを的確に
把握することで、開か
れた市政と市民本位
のまちづくりが推進さ
れる。

対話集会で意見交換
された内容や、市政
モニターアンケートの
結果、市民の声ポス
トなどで寄せられる
意見・提言を、市政
運営に反映させる。

82

市の広報紙の内容をテープに
・カセットテープによる
録音し、視覚に障害のある人
情報提供
に提供します。

情報を提供するする
ことにより、社会参加
を促進することができ
る。

利用者から「聞き取り
カセットテープだけでなく、 利用者から「聞き取りやす カセットテープだけでなく、希
やすく、利用しやす
希望者にはデイジー（ＣＤ） く、利用しやすい」という評価 望者にはデイジー（ＣＤ）版で
い」という評価が得ら
版での提供をしている。
が得られる状態にする。
の情報提供をしている。
れる状態にする。

83

・きめ細やかな案内業
務を提供することで、
・高田・直江津駅前観 観光客が的確に情報
光案内所の機能充実 を入手でき、利便性
観光案内所や観光ホーム
・新幹線新駅観光案内 の向上が図られてい
ページなどにおいて観光情報 所の設置について検討 る状態とする。
をより的確にわかりやすく提 ・観光に関するホーム ・観光案内所利用件
供します。
ページの内容充実
数
・わかりやすい観光案 ・ホームページアクセ
内看板の設置
ス件数
・観光案内看板の設
置

・観光案内所利用件
数
（変更前）25,500件
（変更後）19,500件
・観光ホームページ
への月平均アクセス
数
（変更前）19,200件
（変更後）7,200件

・観光案内所利用件数
29,072件
・観光ホームページへの
月平均アクセス数
12,277件

・観光案内所利用件数
19,500件
・観光ホームページへの月
平均アクセス数
7,200件

15

・観光案内所利用件数
16,260件（高田・直江津）
72,127件（上越妙高）
・観光ホームページへの月
平均アクセス数
11,892件

Ａ：目
音声により、情報提供す
標達成
ることで、社会参加を促
（100％
進することができた。
以上）

１：継
続

-

・観光案内所
Ａ：目 ・観光ホームページ
標達成 イベント情報を充実させ １：継
（100％ るなど、閲覧者の利便性
続
以上） を向上させる取組を行っ
た結果、アクセス数が増
加した。

・観光案内所利用件数
96,000件
-

・観光ホームページへの
月平均アクセス数
10,000件

・観光案内所
高田・直江津・上越妙高
駅の合計。
・観光ホームページ
観光振興
平成28年3月に開設した 課
「上越観光Navi」の内容の
充実化、サイトの周知を
積極的に行うことでアクセ
ス数を増加させる。
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.
施策の
方向

施策・事業

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

③ボランティア活動の推進
1 ボランティア活動に対する支援・情報提供の推進

84

85

ボランティア活動の育成支援
・ボランティアセンター
のために、相談、助言、指導
の運営
を行います。

ボランティアセンターにお
いて、市民がボランティア
ボランティアセンター 活動に積極的に取り組め
事業を広く周知し、ボ るよう、相談対応・助言等
各種支援により、多く
ランティア活動の育 により支援を行った。ま
の市民がボランティア
成支援のために、相 た、市民活動団体のイベ
活動に積極的に取り
談、助言、指導を行 ント情報やボランティア情
組める状態となる。
う。
報、各団体への支援情報
（相談件数350件）
等を積極的にホームペー
ジに掲載した。
（相談件数366件）

ボランティアセンター事業を
広く周知し、ボランティア活
動の育成支援のために、相
談、助言、指導を行う。
（相談件数350件）

市民活動団体等へのアン
ケート結果やヒアリングを基
に、ＮＰＯ・ボランティアセン
ターの機能の充実につい
て、チラシの作成やメール配
信、交流会の開催など、可
能なところから実施した。

ボランティアをしたい人と、し
てほしい人をコーディネート
・ボランティアセンター
し、ボランティア活動の普及を の運営
推進します。

ボランティアセンター
事業を広く周知し、ボ
各種支援により、多く ランティアのコーディ
の市民がボランティア ネートを継続すること
活動に積極的に取り で、ボランティア活動
組める状態となる。
を推進する。
（コーディネート件数
100件）

ボランティアセンター事業
の情報を発信を行い、ボラ
ンティアをしたい人と、して
ほしい人をコーディネート
し、ボランティア活動を促
進した。（コーディネート件
数113件）

ボランティアセンター事業を
広く周知し、ボランティアの
コーディネートを継続するこ
とで、ボランティア活動を推
進する。
（コーディネート件数100件）

市民活動団体等へのアン
ケート結果やヒアリングを基
に、ＮＰＯ・ボランティアセン
ターの機能の充実につい
て、チラシの作成やメール配
信、交流会の開催など、可
能なところから実施した。

要援護高齢者等へ
積極的に訪問し、雪
害による安否確認や
除雪支援の必要性な
どの情報収集をす
る。

民生委員を通じ要援護世
帯の雪害の有無及び除雪
支援の必要性などの情報
収集を行うとともに、電話
や窓口での相談に対応し
た。

民生委員を通じ要援護世帯
要援護高齢者等へ積極的に
Ａ：目 除雪費助成も含め、相談
の雪害の有無及び除雪支援
訪問し、雪害による安否確
標達成 等に対応し、冬期間にお
の必要性など情報収集を行
認や除雪支援の必要性など
（100％ ける除雪への不安の解
うとともに、電話や窓口での
の情報収集をする。
以上） 消が図れた。
相談に対応した。

-

引き続き、ＮＰＯ・ボラン
ティアセンターの機能の充
実について、市民活動団
体等から意見を聴きなが
ら利用の拡大を目指す。
（相談件数：500件）

-

共生まちづ
くり課

-

引き続き、ＮＰＯ・ボラン
ティアセンターの機能の充
実について、市民活動団
体等から意見を聴きなが
らボランティア活動を推進
する。
（コーディネート件数150
件）

-

共生まちづ
くり課

１：継
続

−

要援護高齢者世帯等へ
積極的に訪問し、雪害に
よる安否確認や除雪支援
の必要性などの情報収集
をする。

−

高齢者支
援課

Ａ：目
ボランティアの相談件数
標達成
１：継
（27年度：500件）が増加し
（100％
続
たため。
以上）

Ａ：目
ボランティアのコーディ
標達成
ネート件数（27年度：144
（100％
件）が増加したため。
以上）

１：継
続

誰もが安心して暮らせるまちづくり
①雪対策の充実
1 居住空間の除雪を支援する体制整備

86

要援護世帯を支援するた
・雪害による安否確認
め、雪害による安否確認や
や除雪支援の必要性
除雪支援の必要性などを情
等の情報収集
報収集します。

要援護世帯を支援す
ることにより、雪に対
する不安が軽減され
る。

87

要援護世帯宅などの除雪作
必要に応じ、除雪ボラ
業に協力してくれる市民を ・市民ボランティアの募 ンティアの募集及び 必要に応じ、除雪ボ
除雪ボランティアとして登 集、登録、除雪ボラン 派遣を行うことで除雪 ランティアの募集及
録し、除雪の協力体制を整 ティアの斡旋
の協力体制を整備す び派遣を行う。
備します。
る。

88

要援護世帯に対し、住居の屋
根及び玄関前の除雪費用の ・除雪費の一部助成
一部を助成します。

申請に基づき認定し
要援護世帯に対し、
た世帯に対し、住家
除雪費用の一部を助
の屋根及び玄関前の
成し安心した生活を
除雪費用の一部を助
送られるようにする。
成する。

社会福祉協議会や新潟県
社会福祉協議会や新潟県の
の除雪ボランティアの募集
除雪ボランティアの募集等を
等をボランティアセンター 必要に応じ、除雪ボランティ
ボランティアセンターのホー
のホームページに掲載し、 アの募集及び派遣を行う。
ムページに掲載し、市民へ
市民への周知に協力し
の周知に協力した。
た。

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

社会福祉協議会や新潟
県の除雪ボランティアの
募集等をボランティアセン １：継
ターのホームページに掲
続
載し、市民への周知に協
力した。

-

社会福祉協議会や新潟
県と連携しながら、除雪ボ
ランティアの募集、必要に
応じて派遣を行う。

-

共生まちづ
くり課

・申請に基づき約5,004世
帯を要援護世帯と決定し、
その内、除雪の支援が必
要な1,526世帯に対し、除
雪費の一部について助成
を行った。

民生委員の協力を得て、
Ａ：目
昨年度を上回る決定世帯
標達成
１：継
数となり、冬期間における
（100％
続
除雪への不安の解消が
以上）
図られた。

−

申請に基づき認定した世
帯に対し、住家の屋根及
び玄関前の除雪費用の一
部を助成する。

−

高齢者支
援課

・申請に基づき5,093世帯を
申請に基づき認定した世帯
要援護世帯と決定し、その
に対し、住家の屋根及び玄
内、除雪の支援が必要な802
関前の除雪費用の一部を助
世帯に対し、除雪費の一部
成する。
について助成を行った。

16
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

達成
状況

判断理由等

方向性

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

異常降雪時と朝方からの
降雪を除けば、市民から
の除雪が間に合っていな
いなどの問合わせは無
く、目標は達成できた。

１：継
続

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

2 歩道・道路除雪の推進
降雪状況に応じた除
雪を行い、道路交通
冬期間の道路交通が を確保するとともに、
確保される。
平常時の早朝除雪
は、午前7時までの完
了に努める。

89

冬期における歩行者空間の
確保と安全な道路交通の確
・道路除雪の推進
保を図るため、円滑な市道
除雪に取り組みます。

90

過疎高齢化が進む
冬期集落保安要員の設置に
中山間地集落内の
より冬期間の主要生活道路
冬期間の生活道路を
を確保するとともに、要援
市民の安全と生活環 確保するとともに、高
・冬期集落保安要員の
護世帯等の除雪援助や見守
境の維持向上が図ら 齢者世帯や公共施
設置
りなどを行い、市民の安全
れる。
設の雪処理により、
と生活環境の維持向上を図
住民の安全確保と生
ります。
活環境の維持を図
る。

地域を熟知した除雪業者
が、効率的な除雪を実施
したことから、通常降雪で
は午前7時までに除雪が
完了した。

降雪状況に応じた除雪を行
い、道路交通を確保するとと
もに、平常時の早朝除雪
は、午前7時までの完了に努
める。

地域を熟知した除雪業者
が、効率的な除雪を実施し
たことから、通常降雪では午
前7時までに除雪が完了し
た。

保安要員を設置した集落
や、集落支援業を委託し
た集落における冬期間の
生活道路の確保と、要援
護世帯や公共施設の雪処
理を実施し、雪害の未然
防止を図ることができた。
・保安要員の設置：7地
区、7人
・支援業務委託：3地区

過疎高齢化が進む中山間
地集落内の冬期間の生活
道路を確保するとともに、高
齢者世帯や公共施設の雪
処理により、住民の安全確
保と生活環境の維持を図
る。

・現在は、県の補助要件
（高齢率等）を満たす地域
集落支援業務を委託した地
過疎化・高齢化が進展す
のみを対象とし事業を実
区における冬期間の生活道
る中山間地域において除
Ａ：目 計画していた全地区で事 ２：実 施しているため、他地域
路の確保と要援護世帯や公
雪の担い手を確保でき
標達成 業が実施でき、当該地区 施方法 を含めた全市域に係る冬
共施設の雪処理を実施し、
る、支え合い体制の構築
（100％ の安全確保と生活環境の 等を変 期の集落支援について検
雪害の未然防止を図ること
に向けた関係課との協議
以上） 維持が図られたため。
更 討する。
ができた。
を終え、新制度へ移行す
・平成28年度を目標に現
・支援業務委託：7地区
る。
制度を廃止し、新制度へ
移行する。

−

降雪状況に応じた除雪を
行い、道路交通を確保す
るとともに、平常時の早朝
除雪は、午前7時までの完
了に努める。

−

道路課

−

市民安全
課

②防災対策の充実
1 災害を回避するための支援体制の推進

91

92

・市内で発生した犯
罪、災害、交通事故
などの情報を市民へ
市内で発生した犯罪、災害、
簡易な方法で迅速に
交通事故などの情報を市民
知らせることにより、
・安全メールによる情報
へ知らせることにより、市民が
市民が様々な事態に
発信
それらの事態に迅速に対処で
対処するために必要
きるようにします。
となる情報を、より多
く有している状態にす
る。
・安全メール登録件数

避難所はもとより、災害に
より避難したすべての被災
者に必要な物資を提供でき ・防災備蓄品の確保
るよう、災害用備蓄品の維
持管理を行います。

避難所はもとより、災
害により避難したすべ
ての被災者に必要な
物資を提供できるよう
にする。

市民の生命、身体、
財産に危険が及ぶお
それのある事案を未
然に防ぐため、市民
に情報提供を行う。

適時的確な情報発信に努
め、携帯電話会社や児童・
生徒の保護者及び市民と
連携し、受信者拡大を図っ
た。
[上越市みんなで防 ・平成26年度のメール配
犯安全安心まちづく 信件数183件（防犯35件、
り推進計画平成25年 防災14件、交通安全5件、
度の安全メール登録 その他129件）
件数目標5,500件（平 ・平成27年3月末現在の登
成26年度目標値
録件数5,876件）
6,000件）]

発信内容について、平成26
年度までの4項目に火災情
報を加えた。
市民の生命、身体、財産に
・平成27年度のメール配信
危険が及ぶおそれのある事
件数196件（防犯25件、防災
案を未然に防ぐため、市民
5件、交通安全8件、火災88
に情報提供を行う。
件、その他70件）
・平成28年3月末現在の登録
件数 6,366件

応援協定による流通備蓄の
確保を進めるとともに、引き
災害救助用備蓄物
続き避難者各自の非常持出
資の更新により、
等により食料を確保すること
21,000人分の2食分の食
21,000人分の2食分
を促す。
料の確保が完了している。
の食料備蓄を維持す
市の備蓄に関しては、災害
る。
救助用備蓄物資の更新を継
続し、21,000人分の2食分の
食料備蓄を維持する。

17

災害救助用備蓄物資の更新
を継続し、21,000人分の2食
分の食料備蓄を維持できて
いる。

Ａ：目
標達成 配信内容の充実、登録件 １：継
（100％ 数の増加
続
以上）

-

適時的確な情報発信に努
める。
登録件数を6,500件以上と
する。

−

市民安全
課

Ａ：目
被災者に必要な物資を提
標達成
１：継
供できるよう、食料備蓄を
（100％
続
維持できたため。
以上）

−

災害救助用備蓄物資の
更新により、21,000人分の
2食分の食料備蓄を維持
する。

−

危機管理
課

事前配布資料3

第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

施策・事業

施策の
方向

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

・津波洪水ハザード
マップ及び土砂災害
ハザードマップの作
成し市民に広く周知
し、災害時の迅速な
避難行動と防災意識
の高揚を図る。
・防災行政無線や防
災ラジオ等設置の促
進活動を続け、配備
率の維持・向上に努
める。
・市民向けサイトに自
主避難の判断となる
気象情報等を掲載
し、市民の自主避難
を支援する。

・避難所の見直し結果を反
映させた洪水ハザードマッ
プと、新潟県津波浸水想
定に基づく津波浸水想定
区域を記載した津波ハ
ザードマップを、津波・洪
水ハザードマップとして作
成し、全世帯に配布した。
また、21地区（14種類）の
土砂災害ハザードマップを
作成し、関係町内会に配
布した。
・安塚区、頸城区、吉川
区、三和区で使用している
ケーブルテレビ告知端末
装置の生産中止に伴い、
現行機器の保守対応が困
難になったことから、4区に
おける災害時の緊急連絡
手段を確保するため、代
替機として防災行政無線
戸別受信機を整備した。
・市民向けに市ＨＰ（パソコ
ン用）サイト及び携帯電話
用サイトで「上越市防災気
象情報」を開設し、情報提
供を図った。

・津波洪水ハザードマップ及
び土砂災害ハザードマップ
を作成し市民に広く周知す
ることで災害時の迅速な避
難行動と防災意識の高揚を
図る。
・防災行政無線や防災ラジ
オ等設置の促進活動を続
け、配備率の維持・向上に
努める。
・市民向けサイトに自主避難
の判断となる気象情報等を
掲載し、市民の自主避難を
支援する。

・土砂災害ハザードマップ
は、県の警戒区域の指定が
完了した地区を対象に18種
類27地区について作成し、
関係町内会等に配布した。
また、津波・洪水ハザード
マップは、危機管理課及び
各区窓口に設置しているほ
か、3月下旬から4月上旬に
は市民課に臨時窓口を開設
し転入者等に配布した。
・防災行政無線や防災ラジ
オは、これまで町内会や消
防団等を通じた設置の促進
活動により希望する家庭等
に配備が完了したことから、
市ホームページでの周知や
電話、市民課臨時窓口で案
内にすることにより、未設置
者や転入者への設置促進に
努めた。
・市民向けに市ＨＰ（パソコン
用）サイト及び携帯電話用サ
イトで「上越市防災気象情
報」を開設し、情報提供を
図った。

・支援策を講じ、組織
の育成強化を図ると
・自主防災組織結成町
ともに、災害時に迅
・災害時などに地域住
内会または結成見込の
速に活動できるよう、
民が協力し、速やか
町内会への防災資機
定期的な訓練実施を
に救助や避難ができ
材等整備の補助
促す。
る体制となり、自助・
・自主防災訓練等の活
・自主防災組織の訓
共助による地域防災
動支援
練等実施率を7割以
力が向上する。
・防災士の養成
上にする
・自主防災組織の結
成数を増加させる

・訓練（座学を含む）を実
施していない自主防災組
織20団体を、職員と防災
アドバイザーが訪問し、組
織の活性化に向けた支援
を実施した。
・26年度の自主防災組織
結成率は97.5％、結成済
み自主防災組織の訓練実
施率は、55.1％

・支援策を講じ、組織の育成
強化を図るとともに、災害時
に迅速に活動できるよう、定
期的な訓練実施を促す。
・自主防災組織の訓練等実
施率を7割以上にする
・自主防災組織の結成数を
増加させる

93

・土砂災害及び洪水
等、災害に対する市
民の防災意識を啓発
し、自助・共助による
地域防災力の向上を
図る。
・ハザードマップの作
・災害情報を市全域
災害の予防及び災害発生時
成・配布
で迅速かつ的確に伝
に的確に対応するため、総合
・防災行政無線等の整 達する。
的かつ体系的な防災体制の
備、運用
・異常気象現象に適
整備を進めます。
・防災気象情報の提供 応した防災対策の実
施及び市民への的確
な情報伝達による防
災・避難行動の促進
により、災害被害の未
然防止又は軽減を図
る。

94

全町内会において自主防災
組織を結成し、定期的な訓
練をすることにより、災害
発生時などに地域住民が協
力し速やかに救助や避難が
できる体制を整備するとと
もに、防災活動に必要な資
機材整備のための支援を行
います。

H28年度

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

・津波・洪水ハザードマッ
プ及び土砂災害ハザード
マップを作成・配布するこ
とにより、災害時の自主
的で迅速かつ安全な避難
行動を促すことができた
ため。
・市ホームページでの周
知や電話、市民課臨時窓
Ａ：目
口で案内にすることによ
標達成
１：継
り、未設置者や転入者へ
（100％
続
の設置促進に努め、希望
以上）
者に配備することができ
たため。
・市民向けサイトに自主
避難の判断となる気象情
報等を掲載し、市民の自
主避難を支援した。また、
避難に関する情報等につ
いては、エリアメール等に
より市民周知を図った。

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

・津波洪水ハザードマップ
（国及び県の新たな浸水
想定に基づき、改訂予定）
及び土砂災害ハザード
マップ（県の警戒区域の
指定が完了した地区につ
いてマップを作成）を作成
し市民に広く周知すること
で災害時の迅速な避難行
動と防災意識の高揚を図
る。
・防災行政無線システム
等は、保守点検を行い常
に使用できる状態を維持
する。
・市民向けサイトに自主避
難の判断となる気象情報
等を掲載し、市民の自主
避難を支援する。

-

危機管理
課

高齢化の進行が防災活
動の担い手不足と活動の
・自主防災組織の訓練実施 Ｃ：目
２：実 減退につながっており、
訓練等実施率が44.1％で
率は、44.1％であった。
標に達
施方法 活動が困難となる状況も
あり、目標に達しなかった
・自主防災組織は新たに10
しな
等を変 見られることから、活動が
ため。
町内会において組織された。 かった
更 困難となっている町内会
を地域全体で補完する支
援に取組む。

自主防災組織の実効性あ
る活動促進に向け、防災
士会との連携による研修
会等を開催するほか、防
災士の資格取得や資機
材整備等を支援する。

−

市民安全
課

国県の上位計画や法令等
で、避難行動要支援者や要
配慮者に関する災害対応や
避難体制の見直しがあった
場合は、当市においても検
討を行い、必要に応じて市
地域防災計画の見直しを行
う。

避難行動要支援者や要配慮
避難行動要支援者や要
者に関する災害対応や避難
配慮者に関する災害対応
体制以外の事項について、 Ｄ：事
や避難体制にについて国 １：継
市地域防災計画の自然災害 業未実
県の上位計画や法令等
続
対策編及び原子力災害対策
施
の見直しは、生じなかっ
編を見直した。
たため。

−

国県の上位計画や法令
等で、避難行動要支援者
や要配慮者に関する災害
対応や避難体制の見直し
があった場合は、当市に
おいても検討を行い、必
要に応じて市地域防災計
画の見直しを行う。

−

市民安全
課

避難行動要支援者の台帳
整備に努め、災害弱者の的
確な把握と緊急時の迅速な
対応に向けた庁内体制を整
えるとともに、町内会を中心
とした個別避難計画の作成
を支援していく。

避難行動要支援者の台帳整
備に努め、災害弱者の的確
な把握を行うとともに、町内
会を中心とした個別避難計
画の作成を支援することが
できた。

−

引き続き、避難行動要支
援者の台帳整備に努め、
災害弱者の的確な把握を
行うとともに、町内会を中
心とした個別避難計画の
作成を支援していく。
また、緊急時の迅速な対
応に向けた庁内体制の整
備を検討する。

−

高齢者支
援課

-

2 配慮が必要な人に対する環境整備

95

96

国県の上位計画や
法令等で、避難行動
要支援者や要配慮
災害発生時における
・災害時要援護者に配
者に関する災害対応
災害時要援護者に配慮した
災害時要援護者への
慮した災害対応計画及
や避難体制の見直し
災害対応計画や避難体制の
支援が適切かつ円滑
び避難体制を整備す
があった場合は、当
整備を進めます。
に実施される状態に
る。
市においても検討を
する。
行い、必要に応じて
市地域防災計画の
見直しを行う。

災害時要援護者の的確な把
握と緊急時の迅速な対応に
向けた仕組みの充実を図り
ます。

災害に迅速に対応で
・災害時要援護者名簿
きるよう要援護者の
の充実
把握と緊急時の支援
・個別避難計画策定の
が適切かつ円滑に実
支援
施される状態にする。

災害時要援護者の
台帳整備に努め、災
害弱者の的確な把握
と緊急時の迅速な対
応に向けた庁内体制
を整える。

避難行動要支援者や要配
慮者に関する災害対応や
避難体制以外の事項につ
いて、市地域防災計画の
自然災害対策編及び原子
力災害対策編を見直し
た。

新規に同意した方の情報
を避難行動要支援者（旧
災害時要援護者）台帳に
追加し、最新の台帳を作
成し、併せて各町内会に
個別避難計画の作成につ
いて、マニュアルを示し、
より進めてもらうように依
頼した。
また、関係課を含めたシス
テム操作研修会を実施し
緊急時に備え対応した。

18

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

個別避難計画を作成した
町内会の割合は81.7%と
全町内会作成までは至っ １：継
ていないため。また、庁内 続
体制の整備も未着手のた
め。

事前配布資料3

第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

施策・事業

施策の
方向

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】
※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

方向性

理由等

１：継
続

−

在宅で生活する高齢者の
自立を推進するため、住
宅リフォームを支援する。

-

高齢者支
援課

-

補助金の交付を行い、障
害のある人が住み慣れた
住宅で安心して自立した
生活を送ることができるよ
うにする。

−

福祉課

−

市の施設を新設、増設、
改修する場合は、指針に
基づいて設計されている
か事前協議を行い、指針
に基づく整備を推進する。

−

共生まちづ
くり課

−

共生まちづ
くり課

−

都市整備
課

誰もが住みよいまちづくり
①人にやさしい家づくりの推進
1 住みよい家づくりの推進

97

98

在宅で生活する高齢者の自
立を推進するため、住宅リ
フォームを支援します。

・補助金の交付

障害のある人が住み慣れた
住宅で安心して自立した生活
・補助金の交付
を送られるよう、住宅リフォー
ムを支援します。

県の補助金要綱に基づ
き、住宅リフォームを必要
在宅で生活する高齢
在宅で生活する高齢
とする人に対し、補助金の 在宅で生活する高齢者の自
者の自立を推進する
者の自立を促進す
交付を行うことができた。 立を 推進す るため 、 住 宅リ
ため、住宅リフォーム
る。
(申請件数75件、うち決定 フォームを支援する
を支援する.
68件・却下6件・取下げ1
件）

県の補助金要綱に基づき、
住宅リフォームを必要とする
人に対し、補助金の交付を
行うことができた。(申請件数
77件、うち決定67件・却下10
件）

補助金を交付することに
より、住み慣れた住宅で
Ａ：目
安心して自立した生活を
標達成
送れるようにするととも
（100％
に、介護者の負担を軽減
以上）
することができる住環境
を整備することができた。

施工事業所など関係
者間の連携が確保さ
障害のある人が住み れている状態を維持
慣れた住宅で安心し し、障害のある人の
て自立した生活を送 身体状況に応じて住
ることができる。
宅環境の整備が行き
届くよう、必要な費用
を助成する。

県の補助金要綱に基づき、 Ａ：目 補助金の交付を行い、障
住宅リフォームを必要とする 標達成 害のある人が住み慣れた １：継
人に対し、補助金の交付を （100％ 住宅で安心して自立した
続
行うことができた。
以上） 生活を送ることができた。

県の補助金要綱に基づ
き、住宅リフォームを必要
とする人に対し、補助金の
交付を行うことができた。

施工事業所など関係者間の
連携が確保されている状態
を維持し、障害のある人の
身体状況に応じて住宅環境
の整備が行き届くよう、必要
な費用を助成する。

市の施設を新設、増
設、改修する場合
は、指針に基づいて
設計されているか事
前協議を行い、指針
に基づく整備を推進
する。

指針に基づいて設計され
ているか事前協議を行
い、指針に基づく整備を推
進した。
○適合率
Ｈ23：77.8％→H24：87.5％
→H25：94.1％→H26：
89.3％
※適合率は当該年度に事
前協議のあった施設のう
ち指針に適合している施
設の割合

指針に基づいて設計されて
いるか事前協議を行い、指
針に基づく整備を推進した。
市の施設を新設、増設、改 ○適合率
修する場合は、指針に基づ Ｈ23：77.8％→H24：87.5％→
いて設計されているか事前 H25：94.1％→H26：89.3％→
協議を行い、指針に基づく H27：90.0％
整備を推進する。
※適合率は当該年度に事前
協議のあった施設のうち指
針に適合している施設の割
合

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

事前協議20件中2件の不
適合は、いずれも既存の
建物の改修であり、一部
分を指針に適合させるこ
とにより全体の構造に影
響するものであったり、幅
員をさらに狭くしてしまう
１：継
ものであったことから、一
続
部の箇所の不適合はや
むを得ないと認めたもの
である。その他の施設に
ついては、事前協議によ
り指針に適合した整備と
なった。

民間の公共的施設に
ついては、県福祉の
まちづくり条例整備マ
ニュアルに基づく協
議、指導、助言の実
施し、マニュアルに基
づく整備を推進する。

県福祉のまちづくり条例整
備マニュアルに基づく協議
を行い、不適合箇所への
指導・助言を行った。
○適合率
Ｈ23：21.7％→H24：30％→
H25：35.29％→H26：
17.9％

民間の公共的施設について
は、県福祉のまちづくり条例
整備マニュアルに基づく協
議、指導、助言の実施し、マ
ニュアルに基づく整備を推
進する。

県福祉のまちづくり条例整備
マニュアルに基づく協議を行
い、不適合箇所への指導・
助言を行った。
○適合率
Ｈ23：21.7％→H24：30％→
H25：35.29％→H26：17.9％
→H27：18.5％

Ａ：目
標達成
（100％
以上）

県福祉のまちづくり条例
整備マニュアルに基づく
１：継
協議を行い、不適合箇所
続
への指導・助言を行った。

−

民間の公共的施設につい
ては、県福祉のまちづくり
条例整備マニュアルに基
づく協議、指導、助言の実
施し、マニュアルに基づく
整備を推進する。

護岸崩壊部の改良工事と併
護岸崩壊部の改良工事と
せ、歩道拡幅を実施した。
Ａ：目 予定していた改良工事お
併せ、歩道拡幅を実施し
護岸築造工事全体 L=105
誰もが利用しやすい
誰もが利用しやすい公園整
標達成 よび歩道整備工事を実施 １：継
た。
ｍ
公園整備を進める。
備を進める。
（100％ し、利用しやすい公園整
続
全体 L=105ｍ
平成27年度 L=48.1ｍ
以上） 備を行った。
平成26年度 L=56.9ｍ
歩道整備工事
平成27年度 L=125.6ｍ

−

引き続き、誰もが利用しや
すい公園整備を進める。

②人にやさしい都市空間の整備
1 誰もが利用できる公共施設の整備

99

市の施設を誰もが安
全・安心で快適に利
用できる環境を整え
市の施設を誰もが安全・安心 ・公共建築物ユニバー
る。
で快適に利用できるようにす サルデザイン指針に基
Ｈ22年度適合率55.9%
るため、公共建築物ユニバー づく市の施設整備
（周期調査：3年毎、全
サルデザイン指針に基づく整 （学校施設、公民館、体
施設のうち指針適合
備を推進します。
育施設、観光施設等）
施設の割合）から向
上している状態とす
る。

100

民間の公共的施設が誰もが
使いやすい施設となるよう、
新潟県福祉のまちづくり条例
に基づき協議や指導、助言を
行います。

101

誰もが利用しやすい
・県福祉のまちづくり条
誰もが利用しやすい都市公園
公園整備を進めるこ
例整備マニュアルに基
の整備を進めます。
とにより公園の利用
づく整備
が促進される。

条例に基づき協議・
指導・助言すること
・県福祉のまちづくり条
で、誰もが使いやす
例整備マニュアルに基
い「人にやさしい施
づく協議、指導、助言の
設」の整備が促進さ
実施
れ、適合率が向上し
ている状態とする。

19
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

基本方針

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

誰もが移動しやすいまちづくり
①歩道・道路の整備
1 安全な歩道・道路の整備

102

誰もが安全に安心して移動で
・歩道・道路整備の推
きる歩道や道路を整備しま
進
す。

歩道や道路を整備す
ることにより、誰もが 道路整備計画に基づ 道路整備計画に基づき、
安全に安心して移動 き歩道・道路の整備 歩道及び道路整備を
できる生活空間を確 に努める。
2.59km実施
保する。

103

歩行者などの交通の安全確
保や街頭犯罪の未然防止を
・街灯整備
図るため、集落間通学路の街
灯を整備します。

街灯を設置することに
より、危険性の低減 前年度の要望等で設 要望のあった市内7か所
前年度の要望等で設置すべ
が図られ、より安全・ 置すべき個所をすべ 29灯の防犯灯設置を行っ
き個所をすべて設置する。
安心な通学路を確保 て設置する。
た。
する。

Ａ：目
標達成 要望箇所について100％
（100％ 対応した。
以上）

104

カーブミラー等を設置
Ａ：目
安全な交通環境を確保するた
することにより、危険 前年度の要望等で設
・道路反射鏡や道路標
要望のあった市内8か所に 前年度の要望等で設置すべ 要望のあった市内20か所に 標達成 要望箇所について100％
め、道路反射鏡や道路標識を
性の低減が図られ、 置すべき個所をすべ
識の整備
カーブミラーを設置した。 き個所をすべて設置する。 カーブミラーを設置した。
（100％ 対応した。
整備します。
より安全・安心な交通 て設置する。
以上）
環境を確保する。

105

雁木を生かしたまちづくりを実
・雁木の修繕、新築や
現するため、雁木の保存を行
雁木下の段差解消工
う個人や法人などに対し補助
事に対する補助
金を交付します。

雁木整備補助金制
度を継続し、雁木の
保存・活用に取り組
雁木の機能性や生活
む市民団体との連携
空間としての利便性
を通じた更なる制度
の向上が図られる。
のＰＲを進めながら、
市民による雁木整備
を促進する。

補助金交付 6件
1,964千円（予算執行率
39.2％）
※3月補正▲3,036千円

道路整備計画に基づき歩
道・道路の整備に努める。

Ａ：目 道路整備計画に基づき当
道路整備計画に基づき、歩
標達成 該年度に予定していた道 １：継
道及び道路整備を1.73km実
（100％ 路整備等が実施できたた
続
施
以上） め。

−

道路整備計画ぶ基づき歩
道・道路の整備に努める。

−

道路課

要望のあった市内3か所7灯
の防犯灯を設置した。また、
既存防犯灯のＬＥＤ化工事を
実施した。

１：継
続

−

市が管理する防犯灯を適
正に管理する。

−

市民安全
課

１：継
続

−

要望箇所に対して指針に
基づき判断し、適切に対
応する。

−

市民安全
課

−

雁木整備補助金制度を継
続し、雁木の保存・活用に
取り組む市民団体との連
携を通じた更なる制度の
ＰＲを進めながら、市民に
よる雁木整備を促進す
る。

−

文化振興
課

−

・市民の日常生活を支え
る路線バスの運行を見直
しながら、維持・確保を図
る。
・北陸新幹線や在来線と
の接続に配慮したダイヤ
への見直しを実施する。

−

新幹線・交
通政策課

雁木整備補助金制度を継続
し、雁木の保存・活用に取り
補助金交付 8件
組む市民団体との連携を通
1,636千円（予算執行率
じた更なる制度のＰＲを進め
46.7％）
ながら、市民による雁木整
備を促進する。

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

市民による雁木整備に補
助金を交付したことによ
り、雁木の保全・整備の
促進に寄与したとともに、
雁木の保存・活用に取り
組む市民団体等との連携
１：継
を通じて雁木をいかした
続
まちづくりを促進した。し
かし、交付件数が見込み
数（10件）に達しなかった
ため、町内会回覧やＨＰ
等での制度周知を引き続
き行う。

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

・生活交通確保計画に基
づき、路線バス等の運行
を支援し、市民の日常生
活の移動手段を確保し
た。
・「上越市バス交通ネット
ワーク再編計画」を作成
し、平成31年度までの具
体的な再編内容と利用促
進を定めた。
・各区で利用促進案を検
討し、路線バス等の生活 １：継
交通の維持・確保を図っ
続
た。
・利用者が減少基調にあ
ることは変わらず、引き続
き、運行計画の見直しや
利用促進に取り組む必要
がある。
・北陸新幹線や在来線、
路線バスの接続に一部
課題があり、引き続き効
率的なネットワークの構
築に努める必要がある。

②公共交通網の整備
1 路線バス等の充実

106

・生活交通確保計画を策
定し、路線バス運行サービ
・市民の日常生活を スを確保した。
支える路線バスの運 ・浦川原区において予約
児童生徒の通学や高齢者の
・生活交通確保計画に
行を見直しながら、 型エリア運行バスを本格
通院など、市民の日常生活を
基づく事業を実施し、路 市民の移動手段を維 維持・確保を図る。 運行するとともに、三和区
支える重要な交通手段である
線バスの維持・確保を 持・確保する。
・北陸新幹線開業に においてもバス路線を3路
路線バス等の維持・確保を図
図る
合わせて、運行経
線から2路線に統合した。
ります。
路、ダイヤの見直し ・平成27年度以降の公共
を実施する。
交通に対する取組方針を
定めた「上越市総合公共
交通計画」を策定した。

・生活交通確保計画を策定
し、路線バス運行サービスを
確保した。
・主に三和区にて実施したバ
・市民の日常生活を支える
ス路線の統合について、評
路線バスの運行を見直しな
価検証に基づき、一部運行
がら、維持・確保を図る。
内容を変更した。
・北陸新幹線や在来線との
・上越市総合公共交通計画
接続に配慮したダイヤへの
の実施計画（上越市バス交
見直しを実施する。
通ネットワーク再編計画）を
作成し、路線再編案及び利
用促進案の具体化を行っ
た。

20
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画主要施策進捗管理表（各課報告）
人・まち計画での位置付け

基本方針

Ｈ27年度

Ｈ26年度（参考）

達成状況
（担当課等による評価）

目標とする
成果・指標

基本目標
No.

施策・事業

施策の
方向

施策・事業の概要
※Ｈ23年度からＨ27
（具体策を記入する） 年度の5年間における
事業実施によっても
たらされる成果や効
果を記入する。

H28年度

目標

取組状況
（実績）

取組状況
（実績）

目標

達成
状況

判断理由等

今後の方向性
【目標に関する特記事項】

方向性

理由等

※左記目標を設定するに
あたり、平成27年度の実
目標
施状況や今後の方針、予
※何をどこまで行うのかを
定等を踏まえ、事業内容
具体的に記入する。
の拡充（充実）など基本方
針への貢献度がより高い
取組となる場合はその内
容を記入する。

担当課名

2 鉄道の充実

107

市民の日常生活を支える重
要な交通手段である並行在
来線の維持・確保を図りま
す。

・関係の協議会を通
じ、在来線（並行在来
線）の利用促進や、
経営確保の要望活
・経営主体による開業
動を行い、維持・存
準備の支援
続を図る。
・並行在来線の経営確 市民の移動手段を維
・新潟県や糸魚川
保に向けた要望活動
持・確保する。
市、妙高市、えちごト
・並行在来線の利用促
キめき鉄道㈱ととも
進
に並行在来線の開業
に向けた準備を進
め、利便性の高い鉄
道づくりを目指す。

・えちごトキめき鉄道㈱へ
の追加出資を行い、同社
が円滑に開業できるよう準
備を進めた。
・北陸新幹線開業後にお
いても在来線の利便性が
確保されるように、鉄道事
業者や関係機関に要望活
動等を行った。
・新潟県開業準備協議会
を通じて、利用促進事業を
実施する市民、団体に対
する事業費の一部を助成
したほか、3/14・15にはえ
ちごトキめき鉄道開業イベ
ント実施し、開業機運を高
めた。

・関係の協議会を通じ、並行
在来線の利用促進を行い、
維持・存続を図る。
・開業後の並行在来線の利
便性等を検証し、さらなる利
便性向上等について要請を
行う。

１：継続
２：実施方法等を変更
３：縮小
４：廃止
Ａ：目標達成（100％以上）
Ｂ：目標はほぼ達成された（80％以上）
Ｃ：目標に達しなかった
Ｄ：事業未実施
○

21

・えちごトキめき鉄道活性化
協議会に参画し、利用促進
団体へ事業費の一部を助成
し、開業1周年イベントを実施
した。
・えちごトキめき鉄道へ、北
陸新幹線との接続の改善を
要望し、10月にダイヤ改正
が行われた。

Ｂ：目
標はほ
ぼ達成
された
（80％
以上）

・えちごトキめき鉄道で
は、運行時刻の見直し、
イベント時の増車、フリー
パスの発売、リゾート列
車の導入などの利用促進
が図られている。
１：継
・えちごトキめき鉄道活性
続
化協議会の活動を充実さ
せ、事業者、市民団体、
沿線自治体による利用促
進の取組をさらに進める
必要がある。

−

・関係の協議会を通じ、並
行在来線の利用促進を行
い、維持・存続を図る。
・開業後の並行在来線の
利便性等を検証し、さらな
る利便性向上等について
要請を行う。
・設備投資等への支援を
実施し、安全・安心な移動
手段を確保する。

−

新幹線・交
通政策課

No.

照会先

1

広報対話課

2

新幹線・交通政策課

3

防災危機管理課

4

自治・地域振興課

5

共生まちづくり課

6

文化振興課

7

福祉課

8

高齢者支援課

9

健康づくり推進課

10

こども課

11

産業振興課

12

産業立地課

13

観光振興課

14

都市整備課

15

道路課

16

学校教育課

17

生涯学習推進課

18

公民館

19

体育課

20

高田図書館 直江津図書館
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答

【当日配布資料1】

平成27年度
事業No.

施策・事業

施策・事業の概要

意見・要望・質問内容
目標

23

取組状況（実績）

達成
状況

担当課

判断理由等

ハローワークと共同で上越地域障害者雇用促進フォーラムを
開催し、障害者雇用をすすめる企業からの講演および吉川高
等特別支援学校の取組みを紹介し、障害者雇用への理解の促
障害のある人の雇用、労働環境の整 進を図っているほか、障害者合同就職面接会を年二回開催し、
状況に即した雇用問題の解決
・雇用対策プロジェクト 事業の実施により、その
Ａ：目標達 労働力の定着など地域経済発 備について、企業に対する啓発・意 障害者雇用の促進を図っている。
策の検討を行い、解決策につ
雇用促進協議会での検討
会議における対策の検 時々の状況に応じた雇用問
成（100％ 展のため、雇用対策事業につ 識改革のために企業経営者を対象と 市では、障害者雇用を推進する事業主に対し、市発注の物品 産業振興課
ながる対策事業を提案しま
などを行った。
討
題の解決が図られる。
以上） いて検討などを行った。
した勉強会を多く開催する必要があ の購入及び役務提供の調達にあたり、障害者多数雇用事業主
す。
る。
を優先して指名するとともに、啓発用のチラシを配布したほか、
障害のある人の就職に有効な資格を取得する際の受験料及び
旅費を助成する上越市障害者資格取得支援補助金を創設し
た。

雪害も含め、最近は地震や洪水など
自然災害が頻発し甚大な被害や人
の命を奪う災害が全国で起きてい
る。地球の温暖化など異常気象が原
因とされる被害を最小限にするため
には訓練が一番効果がある。市民全
員が年1回は訓練に参加するような
啓発と施策の実施が望まれる。

94

回答欄

全町内会において自主防災
組織を結成し、定期的な訓
練をすることにより、災害
発生時などに地域住民が協
力し速やかに救助や避難が
できる体制を整備するとと
もに、防災活動に必要な資
機材整備のための支援を行
います。

・自主防災組織結成町
内会または結成見込の
町内会への防災資機材
等整備の補助
・自主防災訓練等の活
動支援
・防災士の養成

・支援策を講じ、組織の育成
強化を図るとともに、災害時
に迅速に活動できるよう、定
期的な訓練実施を促す。
・自主防災組織の訓練等実
施率を7割以上にする
・自主防災組織の結成数を
増加させる

・自主防災組織の訓練実
施率は、44.1％であった。
・自主防災組織は新たに
10町内会において組織さ
れた。

Ｃ：目標に
訓練等実施率が44.1％であ
達しな
り、目標に達しなかったため。
かった

災害時要援護者の的確な把握と緊
急時の迅速な対応について、市が基
本的なマニュアルを策定し各町内会
に示し、実態の把握と指導をすべき
である。町内会毎に対応対策に大き
な落差がある。
現在、形式的に防災訓練を実施して
いる町内会が圧倒的い多い。役員の
みが参加して終わらせ、市への報告
書内容と実態が異なっているが市は
把握しているか。地域別に市、町内
会、民生委員、防災士との合同会議
を行うべきである。市は机上のみの
把握にしかすぎない。

当課が事務局を務め、防火防災意識の普及を目的に組織す
る上越市防災委員会を通じ、防災訓練の実施を啓発している
ほか、市総合防災訓練の実施により市民や自主防災組織の防
災意識の向上を図っている。
しかし、近年の防災訓練の実施率が低迷していることから、
防災活動の取組が困難になっている町内会を、地域全体で補
完する支え合い体制について検討を始めたほか、防災・減災の
知識と技術を有する防災士から自主防災組織の活動や訓練に
深く関わってもらうことにより、自主防災組織をより活性化させ
防災活動の実効性が一層高まるよう支援に取り組むこととして
いる。

避難行動要支援者の個別避難計画は、情報伝達や安否確認
市民安全
の方法、避難所までの経路や避難手段など、具体的な避難支
課
援の内容を定めるものであり、市では自主防災組織（町内会）
や地域支援者が避難行動要支援者と協議する際のポイントを
手引きにまとめ町内会（自主防災組織）へ配付しており、町内
会（自主防災組織）ではこの手引きを活用いただいているもの
と考えている。
なお、防災訓練の内容が市への報告と実態が異なるとのご指
摘であるが、そのような事実は承知していない。
また、近年の防災訓練の実施率が低迷していることから、防
災活動の取組が困難になっている町内会を、地域全体で補完
する支え合い体制について検討を始めたほか、防災・減災の知
識と技術を有する防災士から自主防災組織の活動や訓練に深
く関わってもらうことにより、自主防災組織をより活性化させ防
災活動の実効性が一層高まるよう支援に取り組むこととしてい
る。
※「避難行動要支援者の個別避難計画 作成・修正の手引き」
は高齢者支援課が所管

第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答
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平成27年度
事業No.

施策・事業

施策・事業の概要

意見・要望・質問内容
目標

106

107

その他

取組状況（実績）

達成
状況

回答欄

担当課

判断理由等

・生活交通確保計画に基づ
き、路線バス等の運行を支援
し、市民の日常生活の移動手
段を確保した。
・生活交通確保計画を策
・「上越市バス交通ネットワー
定し、路線バス運行サービ
ク再編計画」を作成し、平成31
スを確保した。
年度までの具体的な再編内容
・主に三和区にて実施した
と利用促進を定めた。
児童生徒の通学や高齢者の
バス路線の統合につい
Ｂ：目標は
・生活交通確保計画に
・各区で利用促進案を検討し、
通院など、市民の日常生活を
て、評価検証に基づき、一 ほぼ達成
基づく事業を実施し、路 市民の移動手段を維持・確
路線バス等の生活交通の維
支える重要な交通手段である
部運行内容を変更した。
された
線バスの維持・確保を図 保する。
持・確保を図った。
路線バス等の維持・確保を図
・上越市総合公共交通計 （80％以
る
・利用者が減少基調にあること
ります。
画の実施計画（上越市バ
上）
は変わらず、引き続き、運行計
ス交通ネットワーク再編計
画の見直しや利用促進に取り
画）を作成し、路線再編案
組む必要がある。
及び利用促進案の具体化
・北陸新幹線や在来線、路線
を行った。
バスの接続に一部課題があ
り、引き続き効率的なネット
ワークの構築に努める必要が
ある。

高齢化により自家用車の運転ができ
なくなって生活ができなくなる人が増
えている。公共交通機関も赤字で経
営縮小などで利用が不便になってい
る。民間のボランティアや新しい移動
手段を検討する時期に来ている。中
長期的な対策が必要である。

・市では、これまで市民の生活交通を確保する観点から地域公
共交通の見直しを行ってきたところであり、平成27年3月に策定
した「上越市総合公共交通計画」においても、「生活交通の維
持・確保」を基本的な方針の1つとして掲げ、この方針の下、バ
ス路線の再編や鉄道を含む地域公共交通の利用促進等の取
新幹線・交
組を行っている。
通政策課
・しかし、近年、高齢者による免許証返納が増加傾向にあり、交
通弱者の増加も見込まれる。
・将来的に既存の交通事業者による生活交通の維持が困難に
なることも想定し、他市や海外の先進事例も参考にしながら、
今後の公共交通のあり方を検討していきたいと考えている。

・えちごトキめき鉄道では、運
・えちごトキめき鉄道活性
行時刻の見直し、イベント時の
化協議会に参画し、利用
増車、フリーパスの発売、リ
・経営主体による開業準
促進団体へ事業費の一部 Ｂ：目標は ゾート列車の導入などの利用
備の支援
市民の日常生活を支える重要
を助成し、開業1周年イベ ほぼ達成 促進が図られている。
・並行在来線の経営確 市民の移動手段を維持・確
な交通手段である並行在来線
ントを実施した。
された ・えちごトキめき鉄道活性化協
保に向けた要望活動
保する。
の維持・確保を図ります。
・えちごトキめき鉄道へ、
（80％以 議会の活動を充実させ、事業
・並行在来線の利用促
北陸新幹線との接続の改
上）
者、市民団体、沿線自治体に
進
善を要望し、10月にダイヤ
よる利用促進の取組をさらに
改正が行われた。
進める必要がある。

40〜74歳の国保加入者には約4千件の受診勧奨訪問等を実
施し、健診受診後の結果説明会や戸別訪問等、自分の結果を
理解し必要に応じて医療機関受診や生活改善等を実施し、継
続して健診結果を見ていく取組を行っている。その成果として後
期高齢者になっても継続して健診受診し、その後の説明会に参
加する市民が平成27年度は817人と多い状況である。また、受
診しやすいよう過去3年の受診歴を基に受診券を発行してお
高齢者、障害者、子供は社会的弱者
国保年金課
り、高齢になっても障害を持たないための施策を行っている。
で、健康づくり支援が欠かせない。健
健康づくり
身体・知的・精神に障害がある人を対象とした健診を年１回予
康診断の受診率アップの施策が必
推進課
約制で実施し、平成27年度は96人が受診している。段差がなく
要である。
移動がスムーズに行える上越医師会館を会場とし、送迎や介
助者の配置など安心して安全に受診できるよう配慮している。
乳幼児健康診査の未受診者に対しては、ハガキや電話及び
訪問による受診勧奨を行っており、平均受診率は90％以上を
維持している。今後も、乳幼児のすこやかな発育・発達を支援
するため、健康診査の周知及び未受診者への働きかけを継続
していく。

第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答

【当日配布資料1】

平成27年度
事業No.

施策・事業

施策・事業の概要

意見・要望・質問内容
目標

その他

その他

.

取組状況（実績）

達成
状況

回答欄

担当課

判断理由等

誰もが参加するまちづくりについて、
男女共同参画も、障害者、高齢者、
外国人の社会参画も、まちづくりに参
加しやすくするための環境整備が最
も重要であり、担当課が横の連携を
密にして施策を検討していくことが大
切である。

配慮すべき人の社会参画について、各担当課において取組を
推進していく中で、人にやさしいまちづくりの視点が十分取り入
共生まちづ
れられているかを共生まちづくり課がチェックしているほか、人
くり課
にやさしいまちづくり推進会議においても意見聴取し、施策に反
映していく体制をとっている。

・第3次人にやさしいまちづくり推進計
画の主要施策の推進について、行政
側の評価はほとんど「Ａ」であるが、
市民の意識調査の結果では、理解
度、内容不知が5〜30％未満が多く、
このギャップをどのように考えるかが
問題である。

事業を実施した結果、目標を達成したことにより評価としては
「Ａ」としていても、その取組が人にやさしいまちづくりにつな
がっているかわかりづらいこと、また「人にやさしいまちづくり」
や「ユニバーサルデザイン」などの用語の理解度と施設の快適
さの実感とは必ずしも同じではないことなどが、市の取組と市
民の意識に差が生じた理由と考えられる。

共生まちづ
また、ご指摘のとおり、市民の皆さんの理解度や意識、実感が くり課
・開催した会議の参加者は一定の理
どれくらい得られたかということが本来の評価であると考える。
解が進むと思われるが、それは市民
全体の何％の人に相当するのか、会
以上のことから、次期推進計画では、計画のあり方や対象範囲
議を3回計画して3回実施できたので
を見直すとともに、市の取組をわかりやすくアピールし、結果的
100％Ａ評価でよいのか。理解度が
に市民が人にやさしいまちを実感できるような内容となるよう検
上がった、効果があったなどが本来
討している。
の結果評価と思います。

資料1

第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答
平成26年度
No.

事業No.

施策・事業

施策・事業の概要

意見・要望・質問内容
目標

1

2

3

4

27

39

60

94

取組状況（実績）

雇用の確保のため、市内産業
雇用の確保のため、市内産
・企業誘致に向け、企業
団地などへの企業立地を図り
業団地などへの企業立地を 企業立地数2社
訪問等を実施
ます。
図る。（3社）

虚弱高齢者の閉じこもり予
防及び介護予防を推進しま
す。

・運動や口腔ケア等の
指導と社会交流による
閉じこもりの予防
・身体機能評価の実施

達成
状況

・生涯を通じた健康づくり
を支援するための講座を
開催した
(開催回数258回）

担当課

担当者

判断理由等

平成26年度は誘致交渉に時間を要し年度内に売買契約が締
誘致交渉に時間を要し、年度
結できず目標（3社）を達成できなかったが、平成27年度は順調
Ｃ：目標に
産業立地課だけの問題ではなく市を
内に売買契約が締結できな
に交渉が進み、11月30日現在、4社（新規1、市内移転2、用地
達しな
あげて取り組むような大きな対策が
産業立地課 今井
かったため、目標に達しなかっ
拡張1）との契約（仮契約含む）が完了している。
かった
必要ではないか。
た。
今後も引き続き、庁内関係課（用地管財課、新幹線・交通政
策課等）と連携しながら、企業誘致に努める。

訪問指導：対象者163人に
対し、延380回訪問を実
施。訪問対象者に要介護
認定へ移行した者は0人で
介護予防に特化した高齢者 あり、移行率０％。
地域サロンの実績の評価を 高齢者地域サロン事業は
Ａ：目標達 次年度以降のサロンに向け、
行い、次年度以降の高齢者 48会場で実施し延9,272人
成（100％ 内容を吟味することができた
地域サロンの内容を見直
が参加した。次年度以降
以上） 為。
し、全地域での実施を目指 国の介護保険制度改正を
す。
受け、全地域での実施に
向けて、大潟区で更に介
護予防に特化した内容で
の実施を試行的に行っ
た。

・生涯を通じた健康づくりを
支援するための講座を開催
する
（開催回数 400回）

回答欄

地域サロンの参加者は地域によって
減少しているのは事実。その理由の
一つに会場の立地条件があり、会場
まで遠く、交通手段が問題になって
いる。（例：有田地区ではカルチャー
センターのみで地区は広範囲である
ため参加者が減少傾向にある）この
ような所はかなりある。ただ回数だけ
増やせばよいのではなく、参加者を
増やすことに重点をおくべきではない
か。

健康づくりを支援するための講座、
研修を年2回地区単位の町内会長、
健康づくり推進委員等を対象に行っ
Ｂ：目標は
ているが、これらの受講者による各
ほぼ達成
ほぼ計画どおり取り組むことが 町内会での啓蒙活動はなされていな
された
できたため。
い。出前講座を受講しやすい曜日・
（80％以
時間を町内会と担当課で協議し、積
上）
極的に実施すべきではないか。受診
だけでなく健康指導にも重点をおくべ
きではないか。

町内会や自主グループ等の
団体に講師を派遣し、健康
に関する知識や情報を提供
します。

・出前講座の実施

全町内会において自主防災
組織を結成し、定期的な訓
練をすることにより、災害
発生時などに地域住民が協
力し速やかに救助や避難が
できる体制を整備するとと
もに、防災活動に必要な資
機材整備のための支援を行
います。

町内会防災組織はあるものの、災害
時に的確に即応できるかが問題。町
内会での災害訓練は参加対象者、
・訓練（座学を含む）を実
人数、訓練内容が往々にしてセレモ
・支援策を講じ、組織の育成 施していない自主防災組
ニー化している。担当課は実施報告
・自主防災組織結成町
強化を図るとともに、災害時 織20団体を、職員と防災
のみを鵜呑みにせず、実態把握をき
内会または結成見込の
Ｂ：目標は
に迅速に活動できるよう、定 アドバイザーが訪問し、組
・訓練目標は達成率が79％と ちんと行い指導と対策を行うべきで
町内会への防災資機材
ほぼ達成
期的な訓練実施を促す。
織の活性化に向けた支援
なり、目標には至らなかった。 はないか。
等整備の補助
された
・自主防災組織の訓練等実 を実施した。
・組織は新たに10組織が結成 防災士のいない町内会がまだ多くあ
・自主防災訓練等の活
（80％以
施率を7割以上にする
・26年度の自主防災組織
された。
るときく。各町内会には必ず防災士
動支援
上）
・自主防災組織の結成数を 結成率は97.5％、結成済
を置くべく調査と指導を行うべきであ
・防災士の養成
増加させる
み自主防災組織の訓練実
る。防災士の組織を全市一本ではな
施率は、55.1％
く、各地区に組織化して市から助成
を行い指導訓練等も実施して災害時
の実践に役立つよう早急に対応すべ
きではないか。

介護保険法の改正により事業の組換えを行いＨ26年度まで実
施していた高齢者地域サロンを廃止しＨ27年度からは、すこや
かサロンを実施している。対象者は６５歳以上の高齢者であり、
市内28地域自治区ごとに通いの場や交流の場を設置し、介護 高齢者支援
細谷
予防の取組を行っている。事業は13区は住民組織に、合併前 課
上越市15区は社会福祉協議会に委託し、13区においては送迎
を行っている。拠点以外にも出前サロンを開催するなど、徒歩
で参集できないエリアの方々には対応を行っている。

健康に関する地域の実態や課題について認識を共有すると
ともに、地域の健康づくり活動につなげるため、町内会長、健康
づくりリーダー、食生活改善推進員、運動普及推進員を対象と
して、健康づくりチーム研修会を年2回開催している。
健康づくり
各町内会においては、この研修会に出席された方々が中心と
推進課
なって各種の健康講座等を開催いただいており、内容について
は町内会と担当の保健師・栄養士で協議の上決定している。
なお、日程については、それぞれの町内会において決めてい
ただいている。

植木

自主防災活動については、上越市自主防災組織訓練マニュ
アルを平成25年度に作成し、自主防災組織（町内会）へ配付
し、訓練の充実を図るとともに、専門的な見地から指導・助言を
行う防災アドバイザーを派遣している。
防災士については、防災士が不在の約450町内会への配置
を進めるため、今年度から防災士の養成を再開しているが、定
員90名に対して、申込者が52名に留まった。
市民安全課 滝澤
今後は、上越市防災士会とさらなる連携を図るとともに、地域
においては、過疎化・高齢化の進展により地域防災の担い手
不足や活動の減退も懸念されることから、一定のまとまりを
持った地域を単位とした防災活動を通じ、防災意識の高揚や地
域で支え合う体制の構築を目指し、自主防災組織への支援に
取り組むこととしている。
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第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答
平成26年度
No.

事業No.

施策・事業

施策・事業の概要
目標

5

106

取組状況（実績）

達成
状況

意見・要望・質問内容

回答欄

産業厚生会館や武道館ができても、
あと5年もすれば13区の高齢者は市
の中心部へは行けなくなる問題があ
るが、対策を検討しているか。隣の
富山市では、市内全域から富山駅ま
で料金100円の巡回バスが走ってい
る。

平成26年度において、市では、市民の日常生活を支える重要
な交通手段である地域公共交通について、そのあり方を見つ
め直し、持続可能な地域公共交通の実現に向け、平成31年度
までの基本方針や目標、施策を定めた「上越市総合公共交通
計画」を策定した。
その中で、居住地から各地区の中心部、各地区の中心部から
市の中心部へ移動できるように、関係機関が連携を図りなが
ら、公共交通ネットワークの維持・確保に向けて取り組むことと
している。

担当課

担当者

判断理由等

・計画に基づき、路線バス運行
サービスを確保した。
生活交通確保計画を策定
・12月から浦川原区において
し、路線バス運行サービス
少量輸送システムの試験運行
児童生徒の通学や高齢者の
を確保した。また、浦川原
・生活交通確保計画に
を始めた。
通院など、市民の日常生活を
・市民の日常生活を支える 区において新たな少量輸 Ａ：目標達
基づく事業を実施し、路
・バスの日フェスタや、頸城自
支える重要な交通手段である
路線バスの運行を見直しな 送システムの試験運行を 成（100％
線バスの維持・確保を図
動車㈱創立100周年イベントと
路線バス等の維持・確保を図
がら、維持・確保を図る。
行うとともに、三和区にお
以上）
る
連携した、上越の公共交通を
ります。
いても同様のシステムの
紹介するパネル展を開催した
導入を目指して地元住民
ほか、保育園児が描いた絵画
との協議を行った。
をバスの車内に展示するなど
利用促進に努めた。

新幹線・交
池田
通政策課

6 その他

【再配置計画に関する回答】
将来予想される人口減少社会への対応、さらには普通交付税
の段階的縮小等に伴う厳しい財政状況等を踏まえると、今後、
総じて老朽化が進み、大規模な修繕や更新が見込まれる多数
上越市は中心市街地活性化計画を の公共施設等をこのままの状態で維持していくことは困難であ
推進しているが、一方合併した13区 ることから、市では平成27年2月に公の施設の再配置計画を策
は過疎化が著しく快適な集会場所も 定し、現在及び将来世代の市民のためにも、集会施設を含む 行政改革推
ない。現在ある施設も再配置計画や 様々な施設の適正配置を進めているところであります。
進課
財政問題から廃止の方向になってい
る。
※行政改革推進課として、再配置計画の部分について回答い
たしますが、ご意見の趣旨は、中心市街地と周辺地域とでは施
設整備の状況に格差がある、ということではないかと推察され
ます。市として、かかる格差があると認識しているのか否かを含
め、共生まちづくり課の方で正式な回答を整理してください。

7 その他

「人にやさしいまちづくりパトロール
隊」を創設し、基本方針の5、6、7に
ついて、市内をいくつかのブロックに
分けて特に公共施設、道路等の物理
的障壁の有無についてパトロールし
てはどうか。

計画のNo86民生委員による要援護世帯の雪害安否確認や除
雪支援、No90冬期集落保安要員による雪害の未然防止、No99
ユニバーサル指針に基づく公共施設の整備を実施しているほ 共生まちづ
内藤
か、計画登載事業ではないが、年間を通じた道路パトロールを くり課
市と業者で連携して行っているなど、各分野で災害や事故の未
然防止対策をとっている。

障害のある人が除雪や送迎等をお
願いしたいときの助成制度や有償ボ
ランティア制度はあるが、実際に必
要とするときにサービスを受けられな
いことが多い。制度の周知を十分に
図り、ボランティアをしてくれる方の増
加を図れないものか。

障害のある人が利用できる障害者総合支援法に基づく障害福
祉サービスは、障害の種別や区分によって多種多様で、一部
のサービスでは世帯構成や所得制限などにより、実際に利用
できないケースもある。また、移動支援サービスにおいて、障害
福祉サービスに該当しない場合は他の福祉サービスを利用い
ただくこととなっているが、ボランティアの不足により対応できな
い場合がある。
福祉課
市では現在、移動支援サービスを始めとする各種サービスを障
害のある皆さんがより利用しやすくなるよう、障害者自立支援
協議会で検討を行っており、併せてボランティアの確保につい
ても検討を重ねている。ご意見をいただいた障害のある人への
制度周知についても、市広報紙やホームページ、福祉ハンド
ブックのほか、相談支援専門員等を通じて、一層理解いただけ
るよう周知に努める。

8 その他

小林

資料1

第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答
平成26年度
No.

事業No.

施策・事業

施策・事業の概要

意見・要望・質問内容
目標

取組状況（実績）

達成
状況

回答欄

担当課

判断理由等

障害が原因で働くことが困難な人の日中の活動をサポートする
ための集いの場「地域活動支援センター」が市内に3か所ある。
地域活動支援センターは障害のある人同士が語りあったり、作 福祉課
業を行ったりすることができる、社会との交流の場を促進する
場である。

9

その他

担当者

小林

障害のある人が集い、語り合ったり
情報を共有する場を作ることはでき
ないか。また、そのような場に参加し
やすいようなバスの運行を検討して
いただきたい。
参考：糸魚川市と糸魚川バスの取
組
高齢者と障害者が自己負担
3000円で半年、1030円で
頸城自動車において、1日乗り放題のフリー乗車券を1,000円で
1ヵ月間、路線バス乗り放題 販売しているほか、70歳以上の方には1か月5,000円、6か月
20,000円で乗り放題となるフリー定期券を販売している。
また、身体障害者手帳や知的障害者療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳等をお持ちの方に対して運賃の割引を実施してい 新幹線・交
池田
る。
通政策課
バスの運行経路やダイヤ変更については、利用者のニーズ等
を踏まえながら適宜見直しを行っているので、定期的な会議や
集会等があれば、それに合わせた見直しの可能性についてバ
ス事業者と検討する。

10 その他

現在の計画には高齢者と若い世代との交流に関する項目はな
「誰もが参加するまちづくり」の施策
いが、高齢者の生きがいづくり事業やボランティア活動の中で
の中に、高齢者と若い世代との交流
共生まちづ
高齢者と若い世代の交流の機会を設けている。また、敬老会や
山田
に関するものがみられないが、世代
くり課
65歳以上の方が参加できる新総合事業（通いの場）においても
間交流の場が必要ではないか。
子供たちとの交流も見られている。

11 その他

各区のコミュニティセンターの役割として、ボランティア活動や
市民活動の育成・支援が盛り込まれており、無料で会場を利用
各区にボランティアの拠点を設置し が可能である。
共生まちづ
て地域のボランティア活動の情報交 情報交換の場として、12月に市民活動団体の交流会を開催し、
山田
くり課
換の場として活用してはどうか。
多くのボランティア団体も参加していただいた。引き続き情報交
換の場を設けるとともに、参加者の意見をお聴きしながら必要
に応じ、分野別、地域別の交流会なども検討する。

資料1

第3次人にやさしいまちづくり推進計画 意見・要望・質問に対する回答
平成26年度
No.

事業No.

施策・事業

施策・事業の概要

意見・要望・質問内容
目標

12 その他

取組状況（実績）

達成
状況

回答欄

担当課

担当者

判断理由等

原子力発電所における事故を想定し
た避難計画ができたが、地震が起き
て津波が発生し、原発事故が起きた
福島原発のような複合災害が発生し
た場合の避難方法ができていないの
ではないか。

複合災害時には様々なことが想定されることから、それら全て
を網羅した避難計画を策定することは、現時点では困難であ
る。
このため、まずは基本的な対応をまとめた「上越市原子力災
害に備えた屋内退避・避難計画（初版）」を策定したところであ
り、これを1つの柱として、複合災害など様々な状況に臨機に対
応していく。
なお、市外・県外での避難先の確保など、より踏み込んだ複 市民安全課
合災害対策については、引き続き国や県、関係市町村とともに 原子力防災 笠松
検討を進めていくこととしており、また、県が見直しを進めてい 対策室
る「津波浸水想定」の結果も反映するなどしながら、本計画の
実効性を高めていく。
※要配慮者の避難体制についても、新潟県が設置したワーキ
ングチームで具体の検討が進められているところであり、その
検討結果等を避難計画へ反映するなど、必要な対応を進めて
いく。

第 4 次人にやさしいまちづくり推進計画（案）の概要
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１ 上越市人にやさしいまちづくり推進計画について
⑶ 基本方針
「上越市人にやさしいまちづくり条例」の基本理念に基づき、障害のある人や高齢者をはじめとするすべ

条例で定めている施策

第 4 次計画（8 項目）

第 3 次計画（7 項目）

ての市民の基本的人権が尊重され、社会参加の機会が確保された豊かで住みよい地域社会の形成を総合的に
進めるため、
「上越市人にやさしいまちづくり推進計画」を策定する。
【根拠】

広報活動の充実等（第 8 条）

誰もが理解し合えるまちづくり

―

教育環境の整備（第 9 条）

誰もが学べるまちづくり

誰もが学べるまちづくり

就業の機会の確保等（第 10 条）

誰もが働けるまちづくり

誰もが働けるまちづくり

保健・医療・福祉に関するサービス
の効果的な提供（第 11 条）

誰もが健康に暮らせるまちづくり

誰もが健康に暮らせるまちづくり

ボランティア活動の促進（第 12 条）

誰もが互いに支え合うまちづくり

誰もが参加するまちづくり

防災上の配慮等（第 13 条）

誰もが安心して暮らせるまちづくり

誰もが安心して暮らせるまちづくり

市の施設・事業者の施設・住宅の整
備等（第 16 条、第 17 条、第 18 条）

誰もが住みよいまちづくり

誰もが住みよいまちづくり

公共車両等の整備等（第 19 条）

誰もが移動しやすいまちづくり

誰もが移動しやすいまちづくり

・上越市人にやさしいまちづくり条例（平成 11 年 3 月）
（推進計画の策定）
第 7 条 市長は、人にやさしいまちづくりに関する施策を総合的に推進するための計画を策定しなけ
ればならない。
【これまでの計画の策定状況】
第 1 次人にやさしいまちづくり推進計画（計画期間：平成 12 年度〜16 年度 5 年間）
第 2 次人にやさしいまちづくり推進計画（計画期間：平成 18 年度〜22 年度 5 年間）
第 3 次人にやさしいまちづくり推進計画（計画期間：平成 23 年度〜27 年度 5 年間）
２ 第 4 次人にやさしいまちづくり推進計画策定の方向性
第 4 次人にやさしいまちづくり推進計画の策定において、改めて条例の原点に立ち返り、高齢者、障害者

⑷ 基本目標
基本方針

等が安全かつ快適に生活できる状態にすることが、結果としてすべての市民が安全かつ快適に生活できる状
態につながるという視点に立って以下のとおり見直しを行う。

1 人にやさしいまちづくりに関す
る理解度の促進

誰もが学べるまちづくり

1 教育環境の充実

1 誰もが理解し合える社会の実
現
2 教育環境の整備

誰もが働けるまちづくり

1 就労支援の充実

1 雇用の充実

誰もが健康に暮らせるまちづくり

1 健康づくりの推進
2 福祉の推進
3 医療体制の充実

1 健康づくりの推進
2 医療体制の充実

誰もが互いに支え合うまちづくり

1 地域活動、市民活動の推進

誰もが安心して暮らせるまちづくり

② 計画の基本方針については、条例の基本方針等に基づいた内容となるよう、一部見直す。
③ 基本方針を目指すための基本目標を設定し、さらに基本目標を達成するための施策の方向を設定する。
④ 市民意識調査等の結果を反映する。
⑤ 個別の事業は計画に掲載せず、別に年度ごとの進捗管理及び評価を行う。

1 防災対策の充実
2 雪対策の充実

1
2
3
1
2

すべての人の社会参加の推進
情報サービスの充実
ボランティア活動の推進
雪対策の充実
防災対策の充実

1
2
1
2

1
2
1
2

人にやさしい家づくりの推進
人にやさしい都市空間の整備
歩道・道路の整備
公共交通網の整備

⑥ 基本方針ごとに評価指標を設け、施策の評価を行うこととする。
・市民意識調査の結果や関連データを指標として設定し、計画評価に活用する。
・指標は、毎年度の市政モニターアンケートや計画改定時の市民意識調査により測定する。
⑦ 評価結果について、推進会議に示し、漏れ落ちや事業間連携の必要性等について意見をもらい、施策
に反映する。
３ 第 4 次計画の概要（案）

誰もが住みよいまちづくり
誰もが移動しやすいまちづくり

施設の整備
住環境の整備
歩道・道路の整備
公共交通の充実

⑴ 目指すべき人にやさしいまちの姿（第 3 次計画を継承）
・誰もが安全・安心で快適に暮らせるまち
⑵ 基本的な考え方（第 3 次計画を継承）
・あらゆる障壁（物理的障壁、制度的障壁、文化・情報面での障壁、意識上の障壁）のないまちづくり

第 3 次計画（14 項目）

誰もが理解し合えるまちづくり

① 計画の骨格となる目指すべき人にやさしいまちの姿「誰もが安全・安心で快適に暮らせるまち」、基
本的な考え方「あらゆる障壁のないまちづくり」は変更しない。

第 4 次計画（13 項目）

⑸ 計画期間
・平成 29 年度〜平成 33 年度（5 年間）

第4次人にやさしいまちづくり推進計画施策等体系図（案）

目指すべき
人にやさしいまちの姿

基本的な考え方
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人にやさしいまちづくりの基本方針

誰もが理解し合えるまちづくり

基本目標

1 人にやさしいまちづくりに関する
理解の促進

施策の方向

① 人にやさしいまちづくりの普及啓発
② 相談・支援体制の充実

人にやさしいまちづくりの考え方を広く理解し
てもらうための広報や教育・学習を推進するほ
か、高齢者・障害者等が生活に必要な相談や支
援体制を整えます。

誰もが学べるまちづくり

誰
も
が
安
全
・
安
心
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

1 教育環境の充実

① 学校教育の充実
② 多様な学習機会の充実

児童・生徒一人一人の教育ニーズに応じた支援
を推進するほか、高齢者・障害者等の生涯を通
じた多様な学習機会の拡充を推進します。

1 就労支援の充実

誰もが働けるまちづくり

あ
ら
ゆ
る
障
壁
の
な
い
ま
ち
づ
く
り

＜取り除くべき障壁＞

① 雇用機会の充実
② 労働環境の整備

高齢者・障害者等が生きがいをもって自分らし
く暮らせるよう、就労機会の確保や労働環境の
向上を図ります。

1 健康づくりの推進

① 保健活動の充実

高齢者・障害者等が安心して快適な生活を送るため
の健診の推進や保健指導の充実を図ります。

物理的

誰もが健康に暮らせるまちづくり

2 福祉の推進

① 高齢者福祉の推進
② 障害者福祉の推進

高齢者・障害者等が住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう各種支援を推進します。

制度的

3 医療体制の充実

① 地域医療体制の充実

高齢者・障害者等が安心して適切な医療が受け
られるよう医療体制の充実を図ります。

文化・情報面

誰もが互いに支え合うまちづくり

1 地域活動、市民活動の推進

① 福祉に関する市民活動団体等への支援
② 福祉に関するボランティア利用のための支援

高齢者・障害者等に関するボランティア参加、
地域活動、市民活動への支援を図るほか、ボラ
ンティアを必要とする人の利用促進を図りま
す。

意識上

1 防災対策の充実

誰もが安心して暮らせるまちづくり

① 防災対策や避難支援体制の充実
② 自主防災活動の推進

高齢者・障害者等への防災に関する情報提供や
避難時に必要な施策を推進します。

2 雪対策の推進

① 除雪対策の充実

高齢者・障害者等の冬期間の安全な通行空間の
確保と除雪に必要な施策を推進します。

1 施設の整備

誰もが住みよいまちづくり

① 公共施設におけるユニバーサルデザインの推進
② 民間施設におけるユニバーサルデザインの推進

高齢者・障害者等が安全かつ快適に利用できる
よう施設整備を促進します。

2 住環境の整備

① 居住環境の整備

高齢者・障害者等が安全かつ快適に生活できる
よう居住環境の整備を促進します。

1 歩道・道路の整備

誰もが移動しやすいまちづくり

① 安全安心な歩道・道路の整備

高齢者・障害者等が安全かつ快適に移動できる
よう歩道・道路整備を促進します。

2 公共交通の充実
高齢者・障害者等が安全かつ快適に利用できる
よう公共車両等に必要な施策を推進します。

① 地域公共交通の利便性の向上
② 地域公共交通の安全安心な運行
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計画改定スケジュール
月

時期

6
月

中旬
下旬
上旬

7
月

人まち計画

推進会議
►第 1 回推進会議案内発送

►関連施策の庁内照会

中旬
下旬

►市長方針協議

►第 1 回人にやさしいまちづくり推進会議（平成 27 年度事業取組状
況報告、市民意識調査報告、第 4 次計画方針説明）

上旬
8
月

中旬
►第 2 回推進会議案内発送

下旬
上旬
9
月

中旬
下旬

10
月

►第 2 回人にやさしいまちづくり推進会議（第 4 次計画案協議）

上旬
中旬

►第 3 回推進会議案内発送

下旬
上旬
11
月

12
月

1
月

中旬
下旬

►パブリックコメント

上旬

►所管事務調査

中旬
下旬
上旬

►計画印刷契約準備

中旬

►推進会議次期委員構成決裁

下旬

►計画印刷入札
►推進会議次期委員団体への
推薦依頼

上旬
2
月

3
月

►第 3 回人にやさしいまちづくり推進会議（第 4 次計画案協議）

中旬

►推進会議次期委員公募

下旬
上旬
中旬

►推進会議次期委員選定、通知

下旬

►計画冊子納品

►第 4 回推進会議案内発送

►第 4 回人にやさしいまちづくり推進会議（第 4 次計画策定報告）

