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【基本計画】 

西蒲区区ビジョンまちづくり計画 第３次実施計画の位置付け 

「区ビジョンまちづくり計画第３次実施計画」は、「区ビジョンまちづくり計画」本編の基本計画で示されたまちづくりの方向性の実現に向け、２０１９年度から２

０２０年度までの２年間で重点的に取り組む事業をまとめ、区のまちづくりを具体化するものです。また、実施計画は変化の激しい社会・経済に機敏に対応させるた

め２年ごとに策定します。 

にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画） 

       区ビジョンまちづくり計画 

第１次実施計画 第３次実施計画 第４次実施計画 

H27 H28 H29 H30 2019 2020(R2 2021(R3 2022(R4

豊かな自然、歴史と文化のかおりに満ちあふれ、人と人があたたかくつながるま

区の将来像 

１ 魅力あふれる農水産物を供給するまち 

２ 観光とレクリエーションのまち 

３ 歴史と文化を守り伝え続けるまち 

４ 人が行き交う活力あふれるまち 

５ 人の和でつながる安心・安全なあたたかいまち 

目指す区の姿 

【実施計画】 

重点的・集中的に実施する事業や取り組み、その成果を評価するための指標などを掲載 

   具体化 

 

１ 魅力あふれる農水産物を供給するまち－①ブランド力向上と交流促進 

                      ②担い手の強化・育成 

２ 観光とレクリエーションのまち－①観光資源の開拓と保全 

                   ②健康増進とスポーツ・レクリエーション 

３ 歴史と文化を守り伝え続けるまち－①歴史・文化資源の保全と活用 

                    ②次世代への継承に向けた文化活動支援 

４ 人が行き交う活力あふれるまち－①西蒲区の実情に合った交通環境の整備 

                   ②商工業の振興 

５ 人の和でつながる安心・安全なあたたかいまち 

                －①安心・安全で快適な生活基盤づくり 

                 ②支え合い学び合う人の和づくり 

                 ③あなたもその一人。協働のまちづくり 

まちづくりの方向性 

区ビジョンまちづくり計画」は、上位計画である「にいがた未来ビジョン」（新潟市総合計画）の一部を構成する「区ビジョン基本方針」の実現に向け、より具体的に西蒲区の取り

組みを示すまちづくりの計画です。全体の計画期間は、平成２７年度から令和４年度までの８年間です。 

にいがた未来ビジョン 

区ビジョンまちづくり計画 

     基本計画 

  区ビジョン基本方針 

第２次実施計画 
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魅力あふれる農水産物を供給するまち １ 

田園型政令市にふさわしい広大な優良農地や、日本海に面し漁港を備える

立地を活かし、高品質で多様な「西蒲ブランド」の農水産物の供給拠点と

なるまちを目指します。 

農業体験や観光漁業などを通じ、生産者と消費者の交流を深めていくと

ともに、生産から加工、販売まで手がける６次産業化の推進などにより

農業・水産業の魅力を伝え、将来の担い手が育つまちを目指します。 

目指す区の姿 
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目指す区の姿

１　魅力あふれる農水産物を供給するまち

①ブランド力向上と交流促進

➊　売れるものづくり

実績
2018 2019 2020

1
農業生産工程管理（GAP）手
法普及推進事業

農業生産工程管理（GAP）手法の導入推進を行い農業経営
の効率化を図るとともに、消費者ニーズに応じた安全性の
高い農産物の生産体系の普及を図ります。

・J-GAP新規認証取得　３
件
・J-GAP指導員資格新規
取得　２件(３名)

・GAP認証新規取得 １件
・GAP指導員資格新規取
得 １件※いずれも国際水
準に対応を想定

・GAP認証新規取得 １件
・GAP指導員資格新規取
得 １件※いずれも国際水
準対応を想定

西蒲区
産業観光課

2 新潟食と花のＰＲ事業
「地産地消推進の店」の認定や地産地消に関するキャン
ペーン等の実施により，地場農産物の消費拡大を図り，地
域内における農産物の循環システムの形成を促進します。

西蒲区内の認定件数：
32件

店舗への啓発
キャンペーン内容拡充
新規認定件数：1件以
上

店舗への啓発
キャンペーン内容拡充
新規認定件数：1件以
上

食と花の推進課

新 3 新たな産地づくりプロジェクト

平成30年からの生産調整手法や，消費動向・流通体系な
ど，農業をめぐる様々な情勢変化に対応し，将来の農業を
担う担い手にもうかる農業経営を残すため，新たな農産物
等の特産品の開発に取り組みます。

①産地化対象農産物
等の決定：未着手
②たまねぎ、キャベツの
生産面積：5ha

①産地化対象農産物
等の決定：3種
②たまねぎ、キャベツの
生産振興：栽培面積
12ha

産地化対象農産物の
生産拡大
※数値目標は前年度に
決定

西蒲区
産業観光課

➋　農業・水産業を通じた交流促進

実績
2018 2019 2020

4
市民農園・市民ランド等の管
理運営

農園の提供により、野菜や花の栽培を通じて自然と触れ合
うとともに、農業に対する理解を深め、生産者との交流を推
進します。

市民農園入園区画数：96
区画
市民ランド参加者数： 593
名（3コース実施）

市民農園入園区画数：96
区画

市民ランド3コース実施

市民農園入園区画数：96
区画

市民ランド3コース実施

西蒲区
産業観光課

5
中之口農業体験公園を活用
した農業体験や交流事業

中之口地区の資源を活用した農業体験や自然生態系に配
慮した憩いの場を提供するほか、都市と農村間の交流を実
施し、地域の活性化を図ります。

施設PR事業参加者数：
1,407人

施設PR事業参加者数：
1,400人以上

施設PR事業参加者数：
1,400人以上

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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②担い手の強化・育成

➊　意欲的な取組みへの支援

実績
2018 2019 2020

6 環境保全型農業取組推進
農産物の付加価値向上や環境に配慮した農業の実現に向
け、農業者等が実施する環境保全型農業への取り組みを
支援します。

環境保全型農業直接
支払取組面積：108ha
上記を除く5割減・減栽
培取組面積：413ha

環境保全型農業直接
支払取組面積：114ha
上記を除く5割減・減栽
培取組面積：413ha

環境保全型農業直接
支払取組面積：120ha
上記を除く5割減・減栽
培取組面積：413ha

西蒲区
産業観光課

新 7

にしかん環境にやさしい農業
実践
　～環境配慮型農業の推進
～

農家組合や生産者部会から、環境に配慮した農業の実践を
「にしかん農業環境配慮共同宣言」として宣言してもらうとと
もに、一連の取組を公表・ＰＲすることで、農業者と一般市民
の相互信頼を醸成し、環境配慮型農業の実践を進めます。

課題整理及び次年度活
動内容の検討（組織内
検討）

①環境にやさしい農業実践
計画の策定（4団体×各1計
画）
②にしかん農業環境配慮共
同宣言の策定・公表（4団体
共同）

①環境にやさしい農業実践
計画に基づく農業生産活動
の実践（4団体）
②にしかん農業環境配慮共
同宣言の評価の実施（年度
末に1回）

西蒲区
産業観光課

➋　農地集積と経営の合理化

実績
2018 2019 2020

8 農地中間管理事業
農業経営の維持・安定化を図るため、農地中間管理機構な
どによる農地集積を推進し、経営の合理化に努めます。

農地集積・集約率：
44.3％

事業啓発
農地集積・集約率：
47％以上

事業啓発
農地集積・集約率49％
以上

西蒲区
産業観光課

9 農業経営力向上支援事業
集落営農・複数個別経営の法人化や集落営農の組織化に
向けた支援を実施します。

法人化等相談：4件
法人等設立：１件
上記にむけた相談：2件

法人等設立：１件
上記にむけた相談：2件

西蒲区
産業観光課

10 新規参入農業者の確保
農地情報公開システムで耕作放棄地を公開し、多様な担い
手の農業参入を支援しながら、新規参入農業者の確保を図
ります。

新規参入農業者：3経
営体

新規参入農業者：3経
営体

新規参入農業者：3経
営体以上

西蒲区
農業委員会

11 優良農地の確保
耕作放棄地と違反転用地の現状を的確に把握し、法律に基
づいた手続きを確実に実施しながら優良農地の確保を図り
ます。

耕作放棄地面積：
27.8ha

耕作放棄地面積：26ha 耕作放棄地面積：26ha
西蒲区

農業委員会

12 元気な農業応援事業

農業所得の安定を図るための生産規模拡大、加工用米への取り
組み、生産コスト低減、省力化への取り組みについてや、「稼げる
農業」を実現するためのより高収益な園芸作物への取り組みを支
援します。

支援件数　 120件
支援率　　　11.5%

支援件数　 120件
支援率　　　11.5%

支援件数　 120件
支援率　　　11.5%

西蒲区
産業観光課

13 新規就業者研修支援事業

若年農業従事者の就業人口の拡大とスキル向上を図るため、新
規就業者を雇用した農業経営体に対し、雇用経費の一部を助成
することで就業先の確保や先進的な研修を受ける機会を整備しま
す。

支援件数：9件 支援件数：10件以上 支援件数：10件以上
西蒲区

産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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➌　農業・水産業の基盤整備

実績
2018 2019 2020

14
ほ場整備事業（国・県事業負
担金）

河間三ツ門地区ほか13地区において、大区画ほ場整備事
業を実施します。 14地区ほ場整備 14地区ほ場整備 13地区ほ場整備

西蒲区
産業観光課

15
県営地盤沈下対策事業[2期]
（負担金）

地盤沈下対策として、揚水機場や排水機場などの整備事業
を実施します。
※H24年度～H32年度

排水機場ポンプ設備更
新
測試

排水機場1箇所、頭首
工１箇所の修繕

排水機場1箇所、頭首
工１箇所の修繕

西蒲区
産業観光課

16
県営かんがい排水事業[4期]
（負担金）

国営西蒲原排水事業の効果を高めるため、末端排水路の
整備を実施します。
※H8年度～H33年度

排水路整備工事
測試

排水路整備工事
測試

排水路整備工事
西蒲区

産業観光課

17 農道維持管理支援事業
小規模な農業用排水路の整備事業や砂利支給・グレーダ
による農道の維持整備を実施します。

農道補修：6地区
整備に係る原材料配
分：20地区

農道補修：6地区
整備に係る原材料配
分：20地区

農道補修：6地区
整備に係る原材料配
分：20地区

西蒲区
産業観光課

18 漁港管理事業
漁港施設の適正な維持管理業務を行い、施設機能の維持
を図ります。

・巻漁港施設の維持管理
・県営間瀬漁港環境施設の維持
管理
・間瀬海岸埋立地施設の維持管
理

適正な維持管理 適正な維持管理
農村整備・水産課

西蒲区
産業観光課

19 林道の維持管理事業
巻、岩室地区における林道(23路線)の維持管理、整備を実
施します。

・土砂崩落１か所
・改修作業２か所
・倒木処理５か所
・路面清掃/除草４か所
・砂利搬入１回

草刈
砂利支給
必要箇所の整備

草刈
砂利支給
必要箇所の整備

西蒲区
産業観光課

20 森林保全事業 森林の保全、維持管理を実施します。
森林パトロール：24回
（越前浜・角田地区各
12回）

パトロール実施 パトロール実施
西蒲区

産業観光課

21
ほたるの里交流館維持管理
事業

県産木材のPR施設である「ほたるの里交流館」を活用し、
低迷する林業の活性化を推進します。

DVD放映や自主事業実
施
事業啓発
見学・来訪者数：2,936
人

DVD放映や自主事業実
施
事業啓発
見学・来訪者数：2,400
人以上

DVD放映や自主事業実
施
事業啓発
見学・来訪者数：2,400
人以上

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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観光とレクリエーションのまち ２ 

越後七浦海岸や角田山、多宝山、上堰潟などの豊かな自然環境や数ある歴

史的文化遺産と岩室温泉を有機的に結び、多彩な楽しみ方ができる観光拠

点となるまちを目指します。 

超高齢社会に対応し、豊かな自然環境を活かしたウオーキングや、高齢者

向けの競技を含む各種スポーツの推進などにより、多様なレクリエーショ

ンの普及を図り、「健幸」づくりのまちを目指します。 

目指す区の姿 
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目指す区の姿

２　観光とレクリエーションのまち

①観光資源の開拓と保全

➊　魅力の拡大・発信

実績
2018 2019 2020

22 岩室観光施設管理運営
西蒲区の歴史、伝統文化、観光資源等の情報を発信し、観
光振興及び地域の活性化を図ります。

いわむろや来館者数：
210,000人

いわむろや来館者数：
210,000人以上

いわむろや来館者数：
210,000人以上

西蒲区
産業観光課

23 にしかん観光誘客促進事業

県外や海外からの誘客促進を図るため、県央エリアなど歴
史文化的につながりのある地域と連携し、広域観光ツアー
商品造成に向けたモデルコースツアーの実施や、北国街道
まち歩きの継続的な取組みとあわせ区の魅力発信を実施し
ます。

・北国街道まち歩き　５
回
・ツアー参加者数：９９
人

・モデルツアー：4回
・北国街道まち歩き：2
回

・モデルツアー：4回
・北国街道まち歩き：2
回

西蒲区
産業観光課

24 わらアートまつり
武蔵野美術大学や市民と協働で「わらアート」を制作・展示
し，地域性を活かしたイベントとして，国内外に広く魅力を発
信します。

・来場者数：44,436人
・海外からの問い合わせ
件数：15件

・来場者数：78,000人以上
・海外からの問い合わせ
件数：15件以上

・来場者数：78,000人以上
・海外からの問い合わせ
件数：15件以上

西蒲区
産業観光課

25
地区伝統文化保存・地区まつ
り補助金

地域の活性化や観光振興を図るため、各地域の伝統文化
やまつりの保存・普及にかかる経費を補助します。

まつり開催等の維持 まつり開催等の維持 まつり開催等の維持
西蒲区

産業観光課

26 海水浴場の管理運営
指定海水浴場における海浜事務所の開設や監視員の配置
など、海水浴客が安心できる管理運営を行います。

指定海水浴場４カ所の
管理運営
入込客数：99,410人

適切な維持管理
入込客数：99,500人以
上

適切な維持管理
入込客数：99,500人以
上

西蒲区
産業観光課

新 27 西蒲映画活用事業
西蒲区の魅力を題材として制作した西蒲映画3部作を活用
し、交流人口の拡大や移住者の増加、インバウンド獲得に
向けた事業を展開します。

西蒲映画の第3作目
「老人とツッコミ」（仮称）
の制作

実行委員会の立ち上げ・運
営
市外での上映会の開催：1回
以上

実行委員会の運営
市外での上映会の開
催：1回以上

西蒲区
産業観光課

新 28
インバウンド受入態勢整備事
業

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け，インバウ
ンド需要を確実に取り込むため，区内等の観光関連事業者を対象にイン
バウンド対応の必要性や外国人の多様性，他地域での成功事例などを
学ぶセミナー等を開催し，インバウンド誘客への機運向上と受入態勢の
整備を図ります。

ホームページの字幕表
示を5か国語対応

・セミナー開催：１回
・観光地・イベント等写
真撮影・データ作製

・セミナー開催：１回
・観光地・イベント等写
真撮影・データ作製

西蒲区
産業観光課

29
新潟空港からの二次交通整
備事業

新潟空港から岩室温泉および弥彦温泉までの乗合タクシー
を往復運行し，空港利用者の西蒲区域への誘客促進を図り
ます。

・７月１５日運行開始
（往路のみ）
・プロモーション：4回

・弥彦村と共同で、事前予約
制乗合タクシーを往復運行
・岩室温泉・弥彦温泉の観光
関係団体との連携による関
西圏等でのプロモーション

・弥彦村と共同で、事前予約
制乗合タクシーを往復運行
・岩室温泉・弥彦温泉の観光
関係団体との連携による関
西圏等でのプロモーション

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

新 30
新たな三次交通手段整備事
業

岩室温泉を起点として，角田山麓や岩室地区にある主要な観光資源を巡
る観光周遊バスを試験運行し，「新潟空港からの二次交通整備事業」と
連携することで，県外客やインバウンド対応に向けて，区内および隣接す
る観光エリアとの周遊性の向上を図ります。

・地域の観光関係者と
の検討会を立上げ
・周遊バスのルートや
運行ダイヤを検討

地域の交通事業者へ
の委託により観光周遊
バスを試験運行

地域の交通事業者へ
の委託により観光周遊
バスを試験運行

西蒲区
産業観光課

31 上堰潟公園DEひまわり

新潟市に点在する「潟」を代表する４潟の１つである上堰潟
の夏のイメージアップを図るため、上堰潟公園の南側にお
いてひまわりを育成し、西蒲区の観光拠点づくりに取り組み
ます。

開花時期を含む１ｹ月
間の公園全体の来場
者数：4,000人

開花時期を含む１ｹ月
間の公園全体の来場
者数：4,000人以上

開花時期を含む１ｹ月
間の公園全体の来場
者数：4,000人以上

西蒲区
建設課

32 観光宣伝事業
交流人口の拡大を目的として、区で行われるまつりなどのイ
ベントや誘客事業について、全国紙への広告掲載や県内外
でのＰＲ活動を通じて、誘客宣伝活動を行います。

・他区や関係自治体と
連携した宣伝活動
・全国紙やＴＶメディアを
活用した宣伝活動

イベント連携
広告掲載

イベント連携
広告掲載

西蒲区
産業観光課

➋　新たな観光ニーズへの対応

実績
2018 2019 2020

33
にしかん観光誘客促進事業
［再掲］

県外や海外からの誘客促進を図るため、県央エリアなど歴史文化
的につながりのある地域と連携し、広域観光ツアー商品造成に向
けたモデルコースツアーの実施や、北国街道まち歩きの継続的な
取組みとあわせ区の魅力発信を実施します。

・北国街道まち歩き：5
回
・ツアー参加者数：9人

・モデルツアー：4回
・北国街道まち歩き：2
回

・モデルツアー：4回
・北国街道まち歩き：2
回

西蒲区
産業観光課

34 わらアートまつり［再掲］
武蔵野美術大学や市民と協働で「わらアート」を制作・展示
し，地域性を活かしたイベントとして，国内外に広く魅力を発
信します。

・来場者数：44,436人
・海外からの問い合わせ
件数：15件

・来場者数：78,000人以上
・海外からの問い合わせ
件数：15件以上

・来場者数：78,000人以上
・海外からの問い合わせ
件数：15件以上

西蒲区
産業観光課

➌　環境保全・環境教育
実績
2018 2019 2020

35 森林保全活動推進事業
植林、間伐などの森づくり作業を行う森林ボランティアの育
成を図ります。

・年１５回
・延べ参加人数９１名
（前年比＋６名）

・媒体等を活用
・新規加入者数：１名以
上

・媒体等を活用
・新規加入者数：１名以
上

西蒲区
産業観光課

36 松くい虫防除事業
松くい虫の被害拡大を防止するため、被害木の伐倒くん蒸
処理や薬剤散布（無人ヘリ）による防除を行います。

伐倒駆除くん蒸：458本
危険木伐採
被害本数：1,129本

発生被害木の全量駆
除
被害本数：1,016本

発生被害木の全量駆
除
被害本数：914本

水産林務課
西蒲区

産業観光課

新 37 西蒲区こども環境プロジェクト

未来の子どもたちが、より豊かに暮らせる環境や社会、まちづくり
のために、環境やリサイクルについて楽しく学習できる「実験パ
フォーマンス」事業や他校との意見交換が出来る「西川流域子ど
も環境サミット」、身近な川をとおして環境保全に関心を持ってもら
う「西川絵画ポスターコンクール」を実施します。

・環境サミット参加校：４
校
・環境サミットに参加し
た子どもの環境関心度
77％

サミットに参加した子ど
もの環境関心度75％以
上

サミットに参加した子ど
もの環境関心度75％以
上

西蒲区
区民生活課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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②健康増進とスポーツ・レクリエーション

➊　スマートウェルネスシティ（健幸都市づくり）の推進

実績
2018 2019 2020

新 38 からだ測定！運動教室
健康づくりへの関心、意識向上を図るため、既存施設にお
いて、運動実施機会の少ない冬期などに運動教室を実施し
ます。

からだ測定！運動教室
の実施：12回
参加者の運動意欲向
上率：68％

参加者の健康意識の
向上：90％以上

参加者の健康意識の
向上：90％以上

西蒲区
健康福祉課

39 自転車利用環境推進事業
「新潟市自転車利用環境計画」に基づき、走行空間の整備
を推進します。

・国道４６０号L=1,200ｍ
の自転車通行帯整備

自転車通行帯の整備 自転車通行帯の整備 西蒲区
建設課

➋　健康寿命の延伸

実績
2018 2019 2020

40
生活習慣病予防教室（血管
のまもり方）

誰もが心身ともに自立し、活動的に暮らすことのできる「健
康寿命」を延伸するため、生活習慣病を予防する教室など
を実施します。

教室参加者の内容理
解度：90.2％

教室参加者の内容理
解度：90％以上

教室参加者の内容理
解度：90％以上

西蒲区
健康福祉課

41
特定健診・各種がん検診等の
周知、PR活動

各種検診の必要性を理解することにより受診意識を高める
など、地域団体における受診の勧奨を行います。

・ミニドック受診者数710名
（H29受診者561名、うち2
年連続未受診者310名）

ミニドック型集団健診受
診者数：600人以上

ミニドック型集団健診受
診者数：600人以上

西蒲区
健康福祉課

42
食生活改善推進委員による
食育事業

生活習慣病予防のための食生活普及と地域の食文化を踏
まえ、食生活改善推進委員が各年代に対応した食育事業を
実施します。

実施回数：19回
参加者数：539人

参加者数：250人 参加者数：250人
西蒲区

健康福祉課

43
リハビリ自主グループへの支
援

主催事業で結成されたリハビリ自主グループに対して、運動
普及推進委員が体操やレクリエーションの支援を行います。

自主グループ数：5グ
ループ

グループ数の維持 グループ数の維持
西蒲区

健康福祉課

44
コミ協との協働による健康づく
り教室

生活習慣病の予防・悪化防止、介護予防など健康寿命の延
伸に努めるため、食生活改善や運動習慣の定着を図り健康
な老年期を過ごせるよう、地域の主体的な健康づくり教室の
実施に向けて支援を行います。

漆山地区、松野尾地
区、峰岡地区で、コミ協
との協働による健康づく
り教室の開催

コミ協との協働による健
康づくり教室の開催及
び継続実施

コミ協との協働による健
康づくり教室の開催及
び継続実施

西蒲区
健康福祉課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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➌　スポーツとレクリエーションの普及・推進

実績
2018 2019 2020

新 45
にしかんスポーツサポート事
業

スポーツをとおした健康づくり，スポーツ活動の活性化を進
めるため，スポーツに親しむ機会の提供と支援を行います。

講師派遣：4件
スポーツ交流会等参加
者数：87人

講師派遣：4件以上
教室参加者数：50人以
上

講師派遣：4件以上
教室参加者数：50人以
上

西蒲区
地域総務課

46
西蒲区スポーツ大会等開催
事業

区内のスポーツ振興と一体感醸成を目的として、スポーツ
大会、講習会の運営に必要な経費について補助金を交付し
ます。

補助金の交付
・交付件数13件

事業啓発
交付件数：13件以上

事業啓発
交付件数：13件以上

西蒲区
地域総務課

47 スポーツ振興会事業
新潟市推進委員連盟が実施する事業のほか、各地区ス
ポーツ振興会が開催する大会や教室へスポーツ推進員が
参加し運営補助などを行います。

37事業　1,350,000円補
助

各地区スポーツ振興会
が開催する事業への補
助金交付

各地区スポーツ振興会
が開催する事業への補
助金交付

西蒲区
地域総務課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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歴史と文化を守り伝え続けるまち ３ 

角田山のふもとに点在する数多くの遺跡などに光をあて、いにしえの時代

からこの地に連綿と続く人々の営みについて、それらを学ぶ環境と語り部

を育み、将来にわたり伝え続けます。 

江戸時代、さまざまな文化を伝えた北国街道や、郷土玩具の「鯛車」、

「のぞきからくり」、「越後傘ぼこ」など、西蒲区に古くから伝わる文化

を内外に発信し、後世まで守り伝え続けます。 

目指す区の姿 
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目指す区の姿

３　歴史と文化を守り伝え続けるまち

①歴史・文化資源の保全と活用

➊　歴史・文化の保全と活用推進

実績
2018 2019 2020

48
地区伝統文化保存・地区まつ
り補助金［再掲］

地域の活性化や観光振興を図るため、各地域の伝統文化
やまつりの保存・普及にかかる経費を補助します。

まつり開催等の維持 まつり開催等の維持 まつり開催等の維持
西蒲区

産業観光課

49 ハザ並木保護
新潟市指定文化財である門田のハザ並木を保護するため、
維持管理を行います。

ハザ並木植栽長さの維
持

ハザ並木植栽長さの維
持

ハザ並木植栽長さの維
持

西蒲区
地域総務課

50
のぞきからくりの保全と活用
の推進

のぞきからくりの保全と活用の推進し、交流人口の拡大を
図る。

のぞきからくり口上の実
演：３回

のぞきからくりの口上実
演

のぞきからくりの口上実
演

西蒲区
地域総務課

51
にしかん観光誘客促進事業
［再掲］

県外や海外からの誘客促進を図るため、県央エリアなど歴
史文化的につながりのある地域と連携し、広域観光ツアー
商品造成に向けたモデルコースツアーの実施や、北国街道
まち歩きの継続的な取組みとあわせ区の魅力発信を実施し
ます。

北国街道まち歩き：5回
実施。
（うち2回弥彦村区域を
コースに含む）

近隣市町村の観光地、
産業等を精査し、モデ
ルコースツアーを実施
する

近隣市町村の観光地、
産業等を精査し、モデ
ルコースツアーを実施
する

西蒲区
産業観光課

➋　人材育成

実績
2018 2019 2020

52
区民の住む地域、自然、郷土
を探る

西蒲区の歴史の特徴である縄文遺跡をはじめとする古代史
等のほか、西蒲区にゆかりのある人物や自然等を学ぶ講座
を実施することで郷土理解を深め、かつ地域への愛着を育
みます。

講座満足度：100％
講座内容拡充
講座満足度：90％以上

講座内容拡充
講座満足度：90％以上

巻地区
公民館

53
「のぞきからくり」の口上師・組
立師による活動支援

全国で唯一実演可能な「のぞきからくり」の口上師・組立師
による活動の期会等を提供（支援）します。

のぞきからくり口上実
演：3回
自主活動事業参加者
数：15名

のぞきからくり口上実
演：3回
自主活動事業参加者
数：15名

のぞきからくり口上実
演：3回
自主活動事業参加者
数：15名

西蒲区
地域総務課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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②次世代への継承に向けた文化活動支援

➊　地域文化活動の支援

実績
2018 2019 2020

54
地区伝統文化保存・地区まつ
り補助金［再掲］

地域の活性化や観光振興を図るため、各地域の伝統文化
やまつりの保存・普及にかかる経費を補助します。[再掲]

まつり開催等の維持 まつり開催等の維持 まつり開催等の維持
西蒲区

産業観光課

55 越王太鼓保存事業
旧巻町時代に生まれた「越王創作太鼓」を保存する会員の
活動にかかる経費を補助します。

越王太鼓保存会への補
助：１件
（ホオバチの更新　10組）

保存会の維持 保存会の維持
西蒲区

地域総務課

56
和納無形文化財保存会補助
金

和納地区に伝わる神楽、棒遣い、仕掛け花火拍子を保存・
継承する保存会の活動にかかる経費を補助します。

和納無形文化財保存
会への補助：1件

補助制度の維持
保存会の維持

補助制度の維持
保存会の維持

西蒲区
地域総務課

57 巻地区文化祭
区民の多様な文化活動が活発になるよう、文化祭の開催支
援を行い、文化祭を通じ地域住民の交流を図ります。

参加団体数：26団体
来場者数：3,615人

参加団体数：25団体
来場者数：3,500人以上

参加団体数：25団体
来場者数：3,500人以上

巻地区
公民館

58 巻芸能祭
区民の多様な芸能活動がより活発になるよう、発表の機会
となる芸能祭を行います。

実施回数：3回（詩吟発
表会、民謡民舞の集
い、カラオケ発表会）

芸能祭内容拡充
実施回数：2回以上

芸能祭内容拡充
実施回数：3回以上

巻地区
公民館

59 文化協会補助金
各地域における文化団体の連携を図り、その活動を通じ文
化の普及・振興を図ります。

補助対象協会数：4
自主運営の推進
補助対象協会数：4

自主運営の推進
補助対象協会数：4

中央公民館

60 潟東総合文化祭負担金
潟東総合文化祭の出品数・来場者数増加に向けた企画お
よび文化祭の主体となる文化団体連絡協議会に負担金を
交付します。

潟東文化団体連絡協
議会への助成

協議会の維持 協議会の維持
西蒲区

地域総務課

61 パートナーシップ支援事業
様々な活動や体験を通じて、地域の歴史や自然、風土を学
ぶとともに、地域住民との交流促進を図ります。

親子DE地引き網ほか
11事業実施

事業内容拡充
実施体制維持

事業内容拡充
実施体制の維持及び拡
充

巻地区
公民館

62 西蒲区本の森学び講座
地域の特色を活かす伝統・歴史・文化・風土などの資料や
情報を収集するとともに、地域住民と共催で事業を開催しま
す。

地域ボランティアによる
講座開催：3回

事業内容拡充
地域ボランティア体制
の維持

事業内容拡充
地域ボランティア体制
の維持

西川図書館

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

15



➋　地域のまつり開催支援

実績
2018 2019 2020

63 西蒲区観光協会連絡会
観光協会や地域コミュニティ協議会などの各種関係団体と
イベント日程などの情報共有を行います。

観光協会連絡会開催：
12回

観光協会連絡会開催：
8回

観光協会連絡会開催：
8回

西蒲区
産業観光課

64 区内まつり紹介
各地域が行うまつりを紹介するホームページを開設するほ
か、パンフレットの掲載を行います。

ホームページ開設
パンフレット掲載
まつり参加者数：
151,800人

ホームページ内容拡充
パンフレット掲載
まつり参加者数：
151,800人以上

ホームページ内容拡充
パンフレット掲載
まつり参加者数：
151,800人以上

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

16



人が行き交う活力あふれるまち ４ 

西蒲区の実情に合った公共交通体系を構築し、だれもが移動しやすい環境

を整えることで地域の交流促進を図り、人が行き交うにぎわいのあるまち

を目指します。 

高速交通アクセスに恵まれた立地条件を活かした新たな企業誘致の推進や、

商工業のさらなる振興により雇用創出と定住者確保を図ることで、活力あ

ふれるまちを目指します。 

目指す区の姿 
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目指す区の姿

４　人が行き交う活力あふれるまち

①西蒲区の実情に合った交通環境の整備

➊　公共交通の利便性向上

実績
2018 2019 2020

新 65
西蒲区生活交通改善プラン
改訂事業

西蒲区の自然環境や社会環境を活かした交通施策の実施
を目指し、西蒲区生活交通改善プランを改定します。

・新たな交通施策の具
体的内容の提案を委託
・プラン改訂に関する方
針
決定

・西蒲区地域公共交通
検討会議開催
・庁内検討会議開催

・プランに掲載した取り
組みの実施

西蒲区
地域総務課

66 区バス運行事業
区バスの利便性向上を図るため、利用者ニーズに合った
ルートやダイヤの見直しなどを行います。

乗車人数：15,601人
収支率：42％

収支率：30％以上 収支率：30％以上
西蒲区

地域総務課

67 生活交通確保維持事業
地域の生活交通確保を図るため、存続が必要とされる不採
算バス路線への補助を行います。

区内路線数：19路線
（民間路線バスの不採
算路線補助）

区内路線数：18路線
（民間路線バスの不採
算路線補助）

区内路線数：18路線
（民間路線バスの不採
算路線補助）

都市交通
政策課

68 巻駅周辺整備事業 都市計画決定に向け、庁内・関係機関との調整を図ります。
駅前広場等周辺整備
の支障物調査、計画素
案の策定

関係機関協議 関係機関協議
西蒲区
建設課

69 巻駅パークアンドライド
出発地から自動車を利用し、途中で公共交通に乗り換えて
目的地まで移動するパークアンドライドの利用促進に向け、
区だよりやホームページなどの掲載を行います。

・パークアンドライド駐
車場の運営
・事業啓発
・パークアンドライド利
用台数：7,140台／年

パークアンドライド利用
台数：7,140台／年以上

パークアンドライド利用
台数：7,140台／年以上

都市交通
政策課

➋　人にやさしい道路整備

実績
2018 2019 2020

70
主要地方道新潟中央環状線
事業［明田工区の一部］

新潟東港から主要地方道新潟寺泊線間の整備を行いま
す。

排水路工事
道路ボックスカルバート
工事、用排水路工事

道路ボックスカルバート
工事、用排水路工事

西部地域
土木事務所

71
主要地方道新潟中央環状線
事業［黒埼工区の一部］

新潟東港から主要地方道新潟寺泊線間の整備を行いま
す。

用地買収・工事 用地買収・工事
工事 西部地域

土木事務所

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

72
国道整備事業
［一般国道４０２号］

一般国道４０２号の間瀬地区、獅子ヶ鼻大橋の整備を行い
ます。

調査・設計（環境調査
含む）、公有水面埋立
願書作成、漁業補償算
定

調査・設計 調査・設計 西部地域
土木事務所

73
国道整備事業
［一般国道４６０号］

一般国道４６０号の巻南バイパスの整備を行います。
用地交渉・取得用地維
持管理

用地交渉・取得用地維
持管理

用地交渉・用地測量
西部地域

土木事務所

74 橋梁補修事業
道路橋などの定期点検を実施するほか、橋梁維持管理計
画及びこれまでに実施した道路施設の総点検結果に基づ
き、計画的な維持管理を行います。

【建設課】
橋梁点検：143橋
【西部地域土木事務
所】
橋梁標準点検：40橋

【建設課】
橋梁点検：231橋
【西部地域土木事務
所】
橋梁標準点検：70橋

【建設課】
橋梁点検：287橋
【西部地域土木事務
所】
橋梁標準点検：62橋

西蒲区
建設課

西部地域
土木事務所

75 道路ストック点検事業
道路標識や案内看板などの点検を行い、結果に基づき、計
画的な維持管理に取り組むほか、新規設置を行います。

道路照明撤去及び設
置：4基

道路照明撤去及び設
置：10基

道路照明撤去及び設
置：2基

西蒲区
建設課

76
自転車利用環境推進事業
［再掲］

「新潟市自転車利用環境計画」に基づき、走行空間の整備
を推進します。［再掲］

国道４６０号L=1,200ｍ
の自転車通行帯整備

自転車通行帯の整備
自転車通行帯の整備

西蒲区
建設課

②商工業の振興

➊　製造業等の活性化

実績
2018 2019 2020

77 立地促進等各種補助

首都圏等の企業に対する誘致活動を積極的に行うととも
に、航空機関連産業などの指定業種を重点的に支援するこ
とにより、地域の強みと特性を生かした産業の集積を図りま
す。

申請件数：4件

立地希望事業者への
啓発

申請件数：１件以上

立地希望事業者への
啓発

申請件数：１件以上

西蒲区
産業観光課

78 中小企業開業資金
従来の一般開業、創業関連保証等による融資に加え、特定
創業支援事業の支援を受けた者に対する融資限度額及び
保証料補助を拡充し、新規開業を促進します。

新規開業：4件
融資希望者への啓発
新規開業：1件以上

融資希望者への啓発
新規開業：1件以上

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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➋　商店街の活性化

実績
2018 2019 2020

79
次世代店舗支援（既存店魅
力向上）事業

独自性・新規性を備えた魅力的な店舗の改装費用や、次世
代に渡って市民に愛され続ける事業を支援します。

商工会を通じて商店主
へ情報提供実施
助成件数：７件

商工会を通じた商店主
への啓発
助成件数：5件以上

商工会を通じた商店主
への啓発
助成件数：5件以上

西蒲区
産業観光課

80
地域資源活用・農商工連携
等商店街活性化促進事業

食と花の銘産品「越王おけさ柿」を中心とした農産物を活用
して、地域拠点商業活性化推進計画に記載された活性化事
業を行う商店街・団体に対し助成します。

次年度に向けた既存事
業の整理・検討の実施

ツアー参加者５０名 ツアー参加者５０名
西蒲区

産業観光課

81 創業サポート事業
市内の空き店舗で創業する事業者に対して、店舗賃借料を
補助します。

巻商工会にて事業説明
会を実施
活用相談２件

情報提供・啓発
空き店舗や不足業種解
消に向けた活用：1件以
上

情報提供・啓発
空き店舗や不足業種解
消に向けた活用：1件以
上

西蒲区
産業観光課

82
次世代店舗支援（商店街空き
店舗活用）事業

商店街の空き店舗を活用し、独自性・新規性を備えた魅力
的な店舗の出店を支援します。

巻商工会にて事業説明
会を実施
活用相談２件

情報提供・啓発
空き店舗解消に向けた
活用：1件以上

情報提供・啓発
空き店舗解消に向けた
活用：1件以上

西蒲区
産業観光課

83
商店街活性化ステップアップ
事業

個店の魅力を向上することを目的とし、経営・販売の専門家
を招へいして研修する事業のほか、学生と協働で取り組む
事業に対し助成します。

巻商工会への事業説
明

情報提供・啓発
研究又は研修、調査に
かかる補助：1件以上

情報提供・啓発
研究又は研修、調査に
かかる補助：1件以上

西蒲区
産業観光課

84 商店街にぎわい創出事業
商店街の活性化を促進するため、商店街区などで行う集客
効果が高く、発展の可能性のあるイベント事業に対し助成し
ます。

５イベント８団体への補
助

イベント事業開催の維
持

イベント事業開催の維
持

西蒲区
産業観光課

85
商店街ＬＥＤ街路灯等電気料
助成事業

商店街の街路灯やアーケード照明のうちＬＥＤ灯に生じる電
気料に対し助成します。

助成件数：9件
商店街への啓発
助成件数：9件以上

商店街への啓発
助成件数：9件以上

西蒲区
産業観光課

86 商店街環境整備事業
商店街の環境を整備し、消費者に便利で快適な買い物の場
を提供し、商店街の魅力をアップする事業に対し助成しま
す。

巻商工会で事業説明会
実施
８区商店街のLED街路
灯配電盤移設ほか2件

商店街への啓発
助成件数：1件以上

商店街への啓発
助成件数：1件以上

西蒲区
産業観光課

87 中小企業指導事業補助金
商工会の会員である中小企業者を対象とし、経営改善や技
術発達を目的に様々な事業を展開している商工会に対し補
助します。

商工会への補助：5件
商工会開催事業の維
持

商工会開催事業の維
持

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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人の和でつながる安心・安全なあたたかいまち ５ 

地域ぐるみで支え合う人の和を醸成し、だれもが笑顔で安心して暮らし続

けられる、あたたかみあふれるまちを目指します。 

地域のだれもが次代を担う子どもたちの学びを支え、学び合いを通じて人

と人とのつながりが生まれ、広がるまちを目指します。 

目指す区の姿 

区自治協議会、コミュニティ協議会、自治会、自主防災組織など、住民自

治を担うあらゆる主体の連携を深め、課題解決に向けて地域全体で取り組

む安心・安全なまちを目指します。 
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目指す区の姿

５　人の和でつながる安心・安全なあたたかいまち

①安心・安全で快適な生活基盤づくり

➊　災害対策の強化

実績
2018 2019 2020

88
地域防災力育成事業、防災
学習

一人ひとりの防災意識の向上につながるよう、防災訓練の
支援や防災啓発などを行います。

自主防災訓練開催数：
61回
中学生体験型防災学
習：巻東中学校生徒：
307名

防災訓練開催支援
防災学習に参加した中
学生の防災関心度：
80％

防災訓練開催支援
西蒲区

地域総務課

89 避難所運営体制連絡事業
災害時に避難所を円滑に運営するため、地域住民、施設管
理者、行政職員の３者で、避難所における現地検討を実施
します。

【避難所運営体制連絡会】
参加者：延べ 253人
現地検討実施避難所：４５か
所

全避難所の現地検討を
実施

全避難所の現地検討を
実施

西蒲区
地域総務課
健康福祉課

90 防災対策
自然災害に対し、迅速な対応が図れるよう、西蒲区の防災
ハザードマップの活用や河川管理者及び砂防対策の関係
機関との協力を図ります。

土砂災害危険箇所確
認・調査回数：1回

土砂災害危険箇所確
認・調査実施回数：1回

土砂災害危険箇所確
認・調査実施回数：1回

西蒲区建設課
地域総務課

➋　防災組織体制の整備

実績
2018 2019 2020

91 避難行動要支援者支援事業
地域の防災力強化のため、自治会による避難行動要支援
者の支援の実現に向け、働きかけを行います。

避難行動要支援者名
簿の配布自治会数：
188自治会

避難行動要支援者名
簿配付自治会数：189
自治会以上

避難行動要支援者名
簿配付自治会数：190
自治会以上

西蒲区
地域総務課

92 地域防災力育成事業
安全で災害に強いまちづくりを進めるため、自主防災組織
の設立支援、体制強化を図ります。

新規結成：5自治会 新規結成：5自治会 新規結成：5自治会
西蒲区

地域総務課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

22



➌　防犯・交通安全対策

実績
2018 2019 2020

93 交通安全推進事業
警察、交通安全協会、行政が連携して実施する街頭指導
や、小中学校等と協働で実施する交通安全教室により、啓
発活動を推進します。

街頭指導：29回
交通安全教室等実施

交通安全教室、街頭指
導実施

交通安全教室、街頭指
導実施

西蒲区
地域総務課

94 区民の安心・安全対策事業
各自治会、防犯団体が連携して実施する街頭防犯活動や、
新潟市防犯ボランティアネットワーク登録団体の育成よび活
動の支援を行います。

防犯パトロール：18回 街頭防犯活動の実施 街頭防犯活動の実施
西蒲区

地域総務課

95
校区交通安全推進協議会補
助金

小学校単位で組織される校区交通安全推進協議会が実施
する児童の完全確保や交通安全思想の普及、啓発などの
活動に対する支援を行います。

補助金で地域の様々な
活動を実施

協議会活動の維持 協議会活動の維持
西蒲区

地域総務課

96 防犯灯設置補助事業
自治会などが設置し、管理する防犯灯の設置費用に係る補
助を行います。

自治会等への補助：38
件

自治会等への啓発・補
助

自治会等への啓発・補
助

西蒲区
地域総務課

97 防犯灯電気料補助事業
自治会などが設置し、管理する防犯灯の電気料に係る補助
を行います。

自治会等への補助：
137件

自治会等への啓発・補
助

自治会等への啓発・補
助

西蒲区
地域総務課

新 98 防犯カメラ整備補助事業
自治会などが設置し、管理する防犯カメラの設置費用に係
る補助を行います。

制度の検討、危険個所
点検会議、合同点検の
実施

自治会等への啓発・補
助

自治会等への啓発・補
助

西蒲区
地域総務課

➍　暮らしやすい環境整備

実績
2018 2019 2020

99 未普及対策事業
衛生的で快適な生活の確保を目指し、下水道や合併処理
浄化槽など総合的な汚水処理施設の整備を行います。

汚水管渠整備延長：
0.7km
合併処理浄化槽整備
基数：14基

汚水管渠整備延長：
0.6km
合併処理浄化槽整備
基数：30基

汚水管渠整備延長：
0.6km
合併処理浄化槽整備
基数：30基

下水道計画課

100 下水道接続啓発活動
戸別訪問による接続勧奨や説明会などにより、下水道事業
への理解を深めてもらい早期の接続を促進します。

・下水道接続勧奨訪問
件数：3,674件
・公共下水道水洗化
率：1.91％上昇

公共下水道水洗化率：
1.54％以上上昇

公共下水道水洗化率：
1.54％以上上昇

西部地域下水
道事務所

101 市民の３Ｒ意識啓発の強化
使用済小型家電リサイクルなどの取り組みを各種媒体によ
り広報します。

サイチョプレス発行：7回
サイチョプレス発行：7回
（うち特集号発行1回）

サイチョプレス発行：7回
（うち特集号発行1回）

循環社会推進課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

102 ごみの減量推進
ごみ排出量の現状、燃やすごみや生ごみの資源化方法な
どを各種媒体により情報提供を行っていきます。

・ごみ分別及び減量説明会：
26回
・区役所だより掲載：1回
・ごみ減量アイディア募集：15
点
・ごみ減量アイディア集作成：
1,000部作成

1人1日あたりの収集ご
み量前年度以下

1人1日あたりの収集ご
み量前年度以下

西蒲区
区民生活課

103
空き家活用リフォーム推進事
業

空き家の利活用の促進を図るため、空き家への住み替えや
福祉活動において、リフォームに係る費用の一部を助成し
ます。

空き家活用件数：7件 利用啓発・助成 利用啓発・助成 住環境政策課

104 地域提案型空き家活用事業
地域の課題である空き家について、地域住民の主体的な取
り組みによる空き家の活用や跡地活用を引き続き支援する
とともに、UIJターンの促進に関する活動を支援します。

空き家に関する調査・
活用件数：0件

利用啓発・助成 利用啓発・助成 住環境政策課

②支え合い学び合う人の和づくり

➊　子育てを応援しあえる環境づくり

実績
2018 2019 2020

105
放課後児童健全育成事業
(放課後児童クラブ）

放課後児童クラブ（ひまわりクラブ）のニーズや実情を踏ま
えた受入環境の整備を進めます。

松野尾ひまわりクラブ
の整備、鎧郷ひまわり
クラブの整備予算確保

安心安全の観点から学
校から一定の距離のあ
るクラブを学校内で整
備：１施設

潟東地域実行計画に基
づき、学校敷地内で整
備：１施設

こども政策課
西蒲区

健康福祉課

106
西蒲区「楽しい子育て支援」
事業

子育てへの不安や孤立感を軽減し、安心して子どもを産み
育て、子育てを楽しむことができる環境づくりを進めるほか、
次世代の育成として小中学生の子育て体験を実施します。

ＮＰプログラム：2クール
計14名参加
子育て体験教室：7校参
加
親子でふれあう体験イ
ベント：1回（372名参加）

ＮＰプログラム：1クール
参加者数8名，満足度9
割
子育て体験教室：参加
校数7校
親子でふれあう体験イ
ベント：1回，参加者数
450名，満足度9割

乳幼児子育てサポート
講座：1クール参加者数
10名，満足度9割
子育て体験教室：参加
校数7校
親子イベント：1回，満足
度9割

西蒲区
健康福祉課

107 子育て応援アプリの運営

子育てに関する制度やイベント、施設情報を容易に調べる
ことができるほか、地域情報や子どもの年齢に応じた必要
な情報を積極的に発信・通知する機能を有するアプリを提
供します。

運用保守の継続
利用者の声収集
広報、ＰＲ活動
情報の充実

アプリの運用・保守 アプリの運用・保守 こども政策課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

108 ブックスタート事業
絵本をとおした親子のふれあいづくりのために、一歳誕生歯
科健診会場でボランティアが絵本の読み聞かせを行い、絵
本を１冊プレゼントします。

ブックスタート実施人
数：317人（見込み）

絵本の読み聞かせ・プ
レゼント実施

絵本の読み聞かせ・プ
レゼント実施

西川図書館

109 休日保育、病児保育の推進
多様な保育サービスを推進するため、区内における休日保
育を継続するとともに、区内で新たに病後児保育を実施しま
す。

休日保育実施園：１園
病児保育実施施設：０
施設

休日保育実施園：１園
病後児保育実施施設
整備：１施設

休日保育実施園：１園
病後児保育実施施設：
１施設

保育課
西蒲区

健康福祉課

110
妊娠・出産・子育ての一貫し
た支援

妊娠・出産・育児における切れ目ない母子保健事業のほ
か、学校や地域、関係機関との連携による思春期健康教育
を実施します。

おやこ遊びの会：12回
思春期健康教育(12校)
学校保健・保健行政担
当者会議1回実施

おやこ遊びの会：12回
思春期健康教育：6校
養護教諭との連携

おやこ遊びの会：12回
思春期健康教育：6校
養護教諭との連携

西蒲区
健康福祉課

➋　高齢者や障がい者を地域で支える仕組みづくり

実績
2018 2019 2020

新 111 にしかんハートメール
区民が安全で、安心した生活を送るために災害情報をはじ
め、福祉に関する情報を、携帯電話やパソコンの電子メー
ルでお知らせします。

福祉関係者や自治会長等に
も登録を呼びかけ
民生児童委員の登録：６割

自治会長や福祉関係者等にも
登録を呼びかけ
民生児童委員の登録：６割以上
自治会長50人以上

自治会長や福祉関係者等にも
登録を呼びかけ
民生児童委員の登録：７割以上
自治会長50人以上

西蒲区
健康福祉課

112
高齢者を地域で支えるまちづ
くりの推進

西蒲区内４圏域の支え合いのしくみづくり会議において、地
域の特性に合ったサービスの創出を進めます。

・地域の茶の間開設数：3件（西川圏域2件
中之口・潟東圏域1件）
・住民主体の訪問型生活支援開設数：2件

・地域の茶の間開設数：3件
・住民主体の訪問型生活支
援開設数：2件

・地域の茶の間開設数：3件
・住民主体の訪問型生活支
援開設数：2件

西蒲区
健康福祉課

113 地域ケア会議推進事業
協議体とも連携しながら、地域の支援体制づくり、ネットワー
クづくりのため、地域ケア関係者を集めたケア会議を開催し
包括的・継続的な支援体制の構築に努めます。

圏域ケア会議8回、区ケ
ア会議1回

圏域ケア会議8回、区ケ
ア会議1回

圏域ケア会議8回、区ケ
ア会議1回

西蒲区
健康福祉課

114 認知症サポーター養成事業
認知症サポーター養成講座受講者の活躍の場を広げます。

認知症サポーター養成講座
受講者数：695名、にしかん
オレンジサポーター養成研修
受講者数：10名

認知症サポーター養成講座
受講者数：700名、オレンジ
パートナー養成研修受講者
数：15名

認知症サポーター養成講座
受講者数700名、オレンジ
パートナー養成研修受講者
数：15名

西蒲区
健康福祉課

115 ケアマネジメント向上支援
介護支援専門員のケアマネジメント力を高めるため、事例
検討会や研修会などを開催するとともに、関係機関との連
携強化のためネットワーク構築を支援します。

各地域包括支援センターに
よる検討会・研修会開催回
数：11回（12月末時点）
４包括共催の勉強会開催数：
2回（12月末時点）

各地域包括支援センターに
よる検討会・研修会開催回
数：18回
４包括共催の勉強会開催開
催数：2回

各地域包括支援センターに
よる検討会・研修会開催回
数：18回
４包括共催の勉強会開催開
催数：2回

西蒲区
健康福祉課

116 幸齢ますます元気教室
生活機能の維持改善を図るため、要介護状態に陥りやすい
高齢者を対象に運動、栄養指導、口腔機能向上指導を行い
ます。

H30年度参加者数：236
人

参加者数の維持 参加者数の維持
西蒲区

健康福祉課

117
高齢者等見守りキーホルダー
事業

認知症高齢者が徘徊などで家に戻れなくなったとき，早期
発見につながるよう支援します。

登録者数：938人 登録者数：1,100人 登録者数：1,200人
西蒲区

健康福祉課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

118
障がい者基幹相談支援セン
ター事業

障がい者(児）やその家族が安心して地域で暮らるよう、各
種相談や情報提供など総合的な支援を行います。

区事例検討会等の実
施：8回、延参加人数：
111人

区事例検討会等の実
施：8回

区事例検討会等の実
施：8回以上

西蒲区
健康福祉課

119 日常生活用具給付事業
在宅の重度障がい者（児）が安心して生活できるように、日
常生活用具を給付します。

給付件数：1,323件 給付実施 給付実施
西蒲区

健康福祉課

➌　地域ぐるみの「学び合いの場」づくり

実績
2018 2019 2020

120
地域と学校パートナーシップ
事業

地域と学校や社会教育施設を繋ぐネットワークづくりのほ
か、地域人材との協働による学びの拠点づくりを推進しま
す。

１校あたりの学校支援
ボランティア延べ人数：
2,050人

１校あたりの学校支援
ボランティア延べ人数：
1,800人以上

１校あたりの学校支援
ボランティア延べ人数：
1,800人以上

西蒲区教育支
援センター

121
図書館における学校と地域と
の連携支援

学校と地域との連携を支援するため，学校からの依頼に応じてボランティ
ア講習会講師，出前お話会，職場体験の受入，夏季休業中の学校図書
館地域開放行事へ情報提供などを行います。

出前お話会　2校
地域・保護者対象の読み聞かせ
講習会　1校
職場体験学習の受入　　2校

支援内容を学校へ周知
依頼に応じて支援

支援内容を学校へ周知
依頼に応じて支援

西川図書館

➍　生涯学習の推進

実績
2018 2019 2020

122
区民の住む地域、自然、郷土
を探る［再掲］

西蒲区の歴史の特徴である縄文遺跡をはじめとする古代史
等のほか、西蒲区にゆかりのある人物や自然等を学ぶ講座
を実施することで郷土理解を深め、かつ地域への愛着を育
みます。

講座満足度：100％
講座内容拡充
講座満足度：90％以上

講座内容拡充
講座満足度：90％以上

巻地区
公民館

123
巻地区文化祭開催支援［再
掲］

区民の多様な文化活動が活発になるよう、文化祭の開催支
援を行い、文化祭を通じ地域住民の交流を図ります。

支援数：3（巻地区公民
館文化祭、峰岡公民館
文化祭、漆山公民館文
化祭）

文化祭開催支援 文化祭開催支援
巻地区
公民館

124 絵本の読み聞かせ会
西蒲区内の図書館で絵本の読み聞かせ会を実施し、生涯
学習につながるよう、子どもの読書環境を整備します。

読み聞かせ会の参加
者数：1,454人

読み聞かせ会実施
読み聞かせ会参加者
数：1,400人以上

読み聞かせ会実施
読み聞かせ会参加者
数：1,400人以上

西川図書館

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

125 資料貸出及び調査相談事業
西蒲区内の図書館で暮らしや地域の課題解決に役立つ資
料を収集し、区民からの調査相談に応えるとともに、貸出や
事業を実施します。

西蒲区内図書館の1日あたり
の来館者数：834人
西蒲区内図書館の区民1人
当りの貸出点数：6.1点

館内情報・イベント啓発
西蒲区内図書館の1日あたりの
来館者数：800人以上
西蒲区内図書館の区民1人当り
の貸出点数：5.9点以上

館内情報・イベント啓発
西蒲区内図書館の1日あたりの
来館者数：800人以上
西蒲区内図書館の区民1人当り
の貸出点数：5.9点以上

西川図書館

126 家庭教育学級
子育て中の親同士の仲間づくりと育児の悩みや不安の解消
を図るための講座を開催します。

ゆりかご学級：1回
幼児期実施館数：3館

講座内容拡充
講座満足度：80％

講座内容拡充
講座満足度：80％

巻地区
公民館

127 長寿大学
高齢者の生きがいづくりや自立促進につながり、地域の活
性化を図るための講座を開催します。

開催数：12回
参加者数：687人

講座内容拡充
講座満足度：80％

講座内容拡充
講座満足度：80％

巻地区公民館
峰岡公民館
漆山公民館

③あなたもその一人。協働のまちづくり

➊　地域活動の支援と協働の推進

実績
2018 2019 2020

128 区自治協議会提案事業
地域活動団体や行政との協働を通じ、区民に身近なまちづ
くりや地域課題の解決に向けたよりよい事業を実施します。

地域課題解決に繋がっ
た事業数：4事業

地域課題解決に繋がる
事業実施

地域課題解決に繋がる
事業実施

西蒲区
地域総務課

129
地域活動補助金(地域活動補
助）

地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、NPO等が行う地
域活動に対し、その内容に応じて補助率を設け、補助金交
付を行います。

活動補助金事業件数：97
件
（うち重点分野件数：37
件）

コミ協活動拡充
活動における重点分野
の割合30％以上

コミ協活動拡充
活動における重点分野
の割合30％以上

西蒲区
地域総務課

130
地域コミュニティ協議会運営
助成金

地域コミュニティ協議会の運営体制強化を図るため、自立
促進や事務局員を雇用できる体制づくりなどを支援します。

運営助成金活用率：
100％

コミ協への助言・支援
運営助成金活用率：
98％以上

コミ協への助言・支援
運営助成金活用率：
98％以上

西蒲区
地域総務課

131 西蒲区地域支援チーム活動
地域が抱える課題及び必要な支援に対し、西蒲区役所職員
などから構成する組織横断的な地域支援チームが地域活
動の支援を実施します。

支援要望調査の実施
（要望なし）

継続的な啓発と支援体
制の維持

継続的な啓発と支援体
制の維持

西蒲区
地域総務課

132
自治会等集会所建設費補助
金

自治会・町内会が行う集会所の建設・修繕に補助を行いま
す。

自治会等への補助：3
件

自治会等への啓発・補
助

自治会等への啓発・補
助

西蒲区
地域総務課

133
移住モデル地区定住促進住
宅支援事業

移住モデル地区の指定を受けた越前浜地区へ県外から移
住した世帯に対する支援を行い、定住人口増加を促進しま
す。

県外移住：2件
定住促進奨励金：1件300,000
円
転居費用：2件201,000円
家賃補助：1件110,000円

事業啓発
県外からの年間定住世
帯：3件

事業啓発
県外からの年間定住世
帯：3件

西蒲区
産業観光課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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実績
2018 2019 2020

134
地域コミュニティ協議会会長・
事務局長等会議

地域コミュニティ協議会間及び行政との情報交換などを行う
会長、事務局長等会議を開催します。

会長・事務局長等会議
開催数：2回

定期的な会議開催 定期的な会議開催
西蒲区

地域総務課

135 男女共同参画啓発事業
男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画地域推進
員による啓発事業を実施します。

啓発事業実施
事業満足度：66.7％

啓発事業内容拡充
事業満足度：66.7％以
上

啓発事業内容拡充
事業満足度：66.7％以
上

西蒲区
地域総務課

➋　人材育成

実績
2018 2019 2020

137 区自治協議会委員研修
自治協議会委員のレベルアップを支援するため、西蒲区自
治協議会委員を対象とした区独自の研修会を実施します。

区独自の委員研修会
開催
参加者：13人

委員との協働による研
修内容の検討
西蒲区研修会参加者
数：14人以上

委員との協働による研
修内容の検討
西蒲区研修会参加者
数：14人以上

西蒲区
地域総務課

138
地域コミュニティ協議会対象
の実務研修等

地域コミュニティ協議会を対象に，運営していくうえで必要な
知識の習得に向け研修会を実施します。

専門研修開催数：2回
実務研修開催数：2回

実務研修参加者理解
率：80％以上

実務研修参加者理解
率：80％以上

西蒲区
地域総務課

139
地域コミュニティ・コーディネー
ター養成講座

地域課題に取り組み、地域のつなぎ役となるコーディネー
ターを育成する講座を開設します。

活動地区数：1地区（間
瀬）

コミュニティ・コーディ
ネーター活動の維持

コミュニティ・コーディ
ネーター活動の維持

巻地区
公民館

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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➌　地域のための区役所づくり

実績
2018 2019 2020

140 区役所職員研修
職員研修により職員の能力や意識の向上を図り、西蒲区
サービス憲章に則った区民に親しみやすい区役所運営を目
指します。

職員研修回数：9回
職員研修内容拡充
職員研修回数：8回

職員研修内容拡充
職員研修回数：8回

西蒲区
地域総務課

141
地域提案・要望の把握
まちづくり懇談会の開催

地域コミュニティ協議会単位による地域提案・要望書の提出
のほか、地域課題の解決を協働で進めるための意見交換
会を実施します。

地域提案・要望書の回
答方法検証
区内全コミ協、コミ協単
位での懇談会の実施

地域提案・要望書への
回答
懇談会の開催

地域提案・要望書への
回答
懇談会の開催

西蒲区
地域総務課

142 区役所だより発行事業
地域や区政に対する理解を深め、協働のまちづくりを促進
するため、「区役所だより」による情報発信を行います。

区役所だより発行：24
回

区役所だより内容の拡
充

区役所だより内容の拡
充

西蒲区
地域総務課

143 ホームページ運営事業
より身近で信頼される区役所づくりを促進するため、様々な
情報をホームページやフェイスブックなどにより積極的かつ
正確、迅速に提供します。

ホームページ：更新55
回
フェイスブック：　「いい
ね！」新規50件増

ホームページ
　更新：55回
フェイスブック
　「いいね！」新規：50
件増

ホームページ
　更新：55回
フェイスブック
　「いいね！」新規：50
件増

西蒲区
地域総務課

№ 事業・取り組み 取り組み内容
工程　又は　数値目標

担当課
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