
東区区ビジョンまちづくり計画　第３次実施計画　進行状況一覧表（令和2年度実施事業）

◆全体 ◆目指す区のすがた別

成果 事業数 目指す区のすがた 成果 事業数

　Ｓ：計画以上の成果 9 　Ⅰ　心地よく暮らしやすいまち 　Ｓ：計画以上の成果 3

　Ａ：計画通りの成果 67 　Ａ：計画通りの成果 28

　Ｂ：一部達成 36 　Ｂ：一部達成 16

　Ｃ：未達成 6 　Ｃ：未達成 2

合計 118 小計 49

　Ⅱ　人が育つまち 　Ｓ：計画以上の成果 2

　 　Ａ：計画通りの成果 8

　Ｂ：一部達成 4

　Ｃ：未達成 0

小計 14

　Ⅲ　地域の力が活かされるまち 　Ｓ：計画以上の成果 2

　Ａ：計画通りの成果 20

　Ｂ：一部達成 8

　Ｃ：未達成 3

小計 33

　Ⅳ　魅力あふれるまち 　Ｓ：計画以上の成果 2

　Ａ：計画通りの成果 11

　Ｂ：一部達成 8

　Ｃ：未達成 1

小計 22

合計 118

※事業数については再掲を含む。

事業評価欄中、B：一部達成、
C：未達成のものについて、その理由
が新型コロナウイルス感染症の影響に
よるものは、欄を着色しています。



　１　安心安全なまちづくりの推進

　　　災害や犯罪、交通事故から区民の生命と財産を守るために、「自助」・「共助」・「公助」の連携による安心安全なまちづくりを推進します。

 （１） 防災（減災）対策の充実

事業内容

R2 成果 今後の方向性

1 地域防災力の向上

自主防災組織の防災訓練等の実施日に、防災講
話などを行い自助・共助の大切さなどを市民へ
伝えるとともに、ＡＥＤや心肺蘇生法などを通
して地域防災力の向上を図ります。

自主防災組織等の活動支援 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 総務課

2 わが家の防災力向上事業
自治会・町内会等を対象に、防災出前講座を実
施します。

防災講座の実施 　Ｂ：一部達成 　Ｂ：拡充 総務課

3
吸収源対策公園緑地事業

（白新線公園整備）

施工場所：東区本所地内
公園種別：街区公園
公園面積：0.56ha
事業期間：平成26年度～令和２年度

公園整備
・敷地造成、修景施設工、管理施設
工

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 建設課

4
東区安全安心

ファミリーフェスタ

東警察署や関係団体とともに、交通安全シュミ
レーター体験や防災グッズの紹介、防犯啓発展
示などに加え、パトカーなど特殊車両の展示を
行います。

　D：終了 総務課

担当課事業№ 事業名 事業概要
事業評価

目指す区のすがた Ⅰ 心地よく暮らしやすいまち

施策の方向 Ⅰ－１ 健康で安心安全に暮らせるまちづくり

進行する少子・超高齢社会のなかで、子どもから高齢者まで誰もが健康で安心安全に暮らせるまちを目指します。



 （２） 防犯体制の強化

事業内容

R2 成果 今後の方向性

5
地域安全

マップづくり事業

地域コミュニティ協議会や小学校などと協働
で、児童・保護者が参加する地域安全マップづ
くりを実施します。

地域安全マップづくりの実施
地域安全マップ作品展示会の開催

　Ｂ：一部達成 　Ｂ：拡充 総務課

6 防犯灯補助事業
自治会等が管理する防犯灯（ＬＥＤ）の設置、
取替、電気料の一部を補助します。

防犯灯設置補助事業
防犯灯電気料補助事業

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

7 防犯カメラ整備補助事業
自治会等が設置する防犯カメラの整備費用の一
部を補助します。

防犯カメラ整備補助 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 総務課

4
（再掲）

東区安全安心
ファミリーフェスタ

東警察署や関係団体とともに、交通安全シュミ
レーター体験や防災グッズの紹介、防犯啓発展
示などに加え、パトカーなど特殊車両の展示を
行います。

　D：終了 総務課

 （３） 交通安全対策の推進

事業内容

R2 成果 今後の方向性

8
東区通学路交通安全
プログラム推進事業

学校、地域、道路管理者、交通管理者が連携し
て、東区通学路交通安全プログラムに基づいた
定期的な安全点検を実施し、改善に努めます。

通学路合同安全点検の実施
通学路交通安全推進会議の開催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続
教育支援センター

建設課
総務課

9
交通事故の防止に係る

啓発事業
区内の幼稚園・保育園・小中学校・老人クラブ
等において、交通安全教室を実施します。

交通安全教室の実施 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 総務課

10
道路新設改良事業

（歩道改良や路側帯
カラー化の推進）

歩道改良工事により、歩道の交差点部や乗入れ
箇所を改善します。また、通学路の路側帯をカ
ラー化することにより、児童の安全を確保しま
す。

歩道改良　L=２０0m 　Ａ：計画通りの成果 　Ｃ：縮小 建設課

事業№ 事業名 事業概要 担当課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業評価



事業内容

R2 成果 今後の方向性

６
（再掲）

防犯灯補助事業
自治会等が管理する防犯灯（ＬＥＤ）の設置、
取替、電気料の一部を補助します。

防犯灯設置補助事業
防犯灯電気料補助事業

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

4
（再掲）

東区安全安心
ファミリーフェスタ

東警察署や関係団体とともに、交通安全シュミ
レーター体験や防災グッズの紹介、防犯啓発展
示などに加え、パトカーなど特殊車両の展示を
行います。

　D：終了 総務課

　２　支え合い助け合うまちづくりの推進

　　　人口減少、少子・超高齢社会が進行するなか、子どもを安心して産み育てられる環境の整備に努め、高齢者や障がいのある人などへの支援を図り、人権

　　が尊重され、支え合い助け合うまちづくりを推進します。

 （１） 子育て支援

事業内容

R2 成果 今後の方向性

11
東区子ども・子育て

サポート事業

子育て中の親子のニーズに対応した子育て支援
プログラムを実施します。また、父親の子育て
参加を促進します。

子育て支援講座の開催
子育て応援冊子「ままっぷ」の発行 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

12
子育て支援施設の

管理運営

こども創作活動館と東区プラザ内に設置されて
いるわいわいひろば及び寺山公園子育て交流施
設い～てらすを管理運営します。

こども創作活動館の管理運営
わいわいひろばの管理運営
寺山公園子育て交流施設い～てらすの管理
運営

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

13 家庭教育振興事業

子育て中の保護者対象の講座を開催し、育児に
関する知識の習得及び仲間作りを支援します。
また、大学と連携し、子育てに関して専門的な
見地からのバックアップを得ながら、事業を実
施します。

家庭教育学級の開催 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 公民館

14 児童虐待の防止
子育て支援関係者を対象に、児童虐待への理解
を深めるための研修や対応の研修を開催しま
す。

児童虐待防止研修会の開催
関係機関スキルアップ研修会の開催

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要
事業評価

担当課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



事業内容

R2 成果 今後の方向性

15 妊婦保健指導事業
母子健康手帳の交付に併せ保健指導を実施しま
す。また、母子保健サービスの利用方法や医療
給付制度等を説明します。

妊婦保健指導の実施 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

16
療育教室

医師による発達相談

保護者が、子どもの特性に合わせた関わり方を
学ぶ療育教室を開催します。また、医師等によ
る、発達の見極めや指導助言、医療機関や療育
機関を紹介する発達相談を開催します。

療育教室の開催
発達相談の開催

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

17 思春期保健事業
中学生・高校生などの思春期の子どもを対象
に、子育ての体験や性感染症等について、健康
教育を開催します。

赤ちゃんふれあい体験学習の開催
思春期健康教室の実施

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

18
青少年の居場所

づくり事業
子どもたちが気軽に立ち寄り、自由に集まるこ
とができる場を提供します。

公民館のフリースペースの開放
学習室の開設

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 公民館

19
こども体験・
ボランティア
活動推進事業

調理・工作・レクリエーションなどの各種体験
講座を開催します。

各種体験講座の開催 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 公民館

 （２） 高齢者への生活支援

事業内容

R2 成果 今後の方向性

20
地域包括ケアシステム

推進事業

地域の高齢者の現況を把握し、それに対応した
高齢者の支援体制の構築を進め、地域による生
活支援（互助）に取り組みます。

高齢者の現況把握
地域による高齢者支援体制の構築支
援

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要
事業評価

担当課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



 （３） 援助を必要とする人への支援

事業内容

R2 成果 今後の方向性

21
障がいへの理解を

深める事業

障がいや障がいのある人に対する理解を深める
ための啓発活動を行います。また、ぷちしょっ
ぷ東区（障がい者施設の自主製品販売を通じた
交流）を開催します。

東区だより等による啓発活動
ぷちしょっぷ東区の開催

　Ｂ：一部達成 　Ｃ：縮小 健康福祉課

22
生活困窮者の

自立に向けた就労支援
ワークポート新潟と連携し、経済的援助を必要
とする人の自立に向けた就労を支援します。

生活保護者等就労自立支援事業の実
施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 保護課

23 子どもの学習支援事業
社会福祉協議会と連携し、低所得世帯の中学生
の学力向上を支援します。

中学生勉強会の実施 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 保護課

 （４） 健康づくり

事業内容

R2 成果 今後の方向性

24 生活習慣病予防事業
生活習慣病を予防するための各種がん検診、健
康相談、骨粗しょう症相談会を開催します。

胃がん・肺がん・乳がん検診の開催
健康相談の開催
骨粗しょう症相談会の開催

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要 担当課

担当課事業№ 事業名 事業概要
事業評価

事業評価



事業内容

R2 成果 今後の方向性

25 特定健康診査等事業
特定健康診査の結果、メタボリックシンドロー
ムに該当する方及び予備群の方などに対して、
特定保健指導を実施します。

特定保健指導の実施 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

26 介護予防事業

生活機能が低下した高齢者（二次予防事業対象
者）に対して、運動機能の向上、口腔機能の向
上、栄養改善の内容を組み込んだ複合プログラ
ムを提供します。

通所型短期集中予防サービス（幸齢
ますます元気教室）の実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

27 認知症予防事業
認知症や閉じこもりの恐れのある人を対象に、
認知症予防教室を開催します。

認知症予防教室の開催 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

28
地域で取り組む
健康長寿事業

講演会やウオーキング教室など、地域での健康
づくり・仲間づくりの場を提供するとともに、
地域における健康づくりのリーダーを育成し、
自主的な活動を支援します。

健康づくり・介護予防講演会の開催
地域で活動するリーダーの育成

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 健康福祉課

29 スポーツイベント事業

区民が気軽に参加できるスポーツ事業を開催し
ます。また、スポーツ振興会やスポーツ推進委
員との連携を図り、区民がスポーツに親しめる
環境づくりを進めます。

ウォーキングイベントの開催
東区冬季大運動会の開催支援

　Ｃ：未達成 　Ａ：継続 地域課

事業№ 担当課
事業評価

事業名 事業概要



　１　交通の利便性が高いまちづくりの推進

　　　持続可能な公共交通体系の構築を図り、道路の整備・充実に努め、誰もが移動しやすい、交通の利便性が高いまちづくりを推進します。

 （１） 交通網の充実

事業内容

R2 成果 今後の方向性

30 区バス運行事業
区民の区役所への交通手段を確保するため、区
バスを運行します。また、通院・通学等を考慮
しながら、利便性の向上に努めます。

区バスの運行（松崎ルート、河渡ルー
ト）

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

31
道路新設改良事業

（越後石山駅周辺の
環境整備）

越後石山駅西口広場へのアクセス道路を整備し
ます。（延長L=90m、幅員W=9m）

物件補償調査 　Ｃ：未達成 　Ａ：継続 建設課

32
道路新設改良事業

（国道113号河渡新町
交差点改良）

事業延長：約200ｍ
整備内容：交差点拡幅改良
（右折レーン及び歩道の設置）
事業期間：平成26年度～令和2年度（予定）

交差点拡幅工事（右折レーン設置） 　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 建設課

33
道路新設改良事業

（主要地方道新潟港横越線
竹尾IC交差点改良）

事業延長：約500ｍ
整備内容：交差点拡幅改良
事業期間：平成26年度～

用地測量（バイパス北側）
関係機関協議
地元関係者調整

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 建設課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

施策の方向 Ⅰ－２ 快適な生活環境の整備

交通の利便性の向上を図り、快適な生活環境づくりを推進することにより、暮らしやすいまちを目指します。



 （２） 道路の整備・充実

事業内容

R2 成果 今後の方向性

34
社会資本整備事業

（橋梁の計画的な点検
及び補修）

橋梁の定期点検による状況の把握と、予防的な
維持補修により、橋梁の長寿命化を図ります。

橋梁点検
橋梁補修

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 建設課

35
道路維持補修事業

（舗装台帳の
作成･管理･活用）

舗装工事の記録を、舗装台帳に追記して管理し
ます。

舗装台帳の作成･管理･活用 　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 建設課

10
（再掲）

道路新設改良事業
（歩道改良や路側帯
カラー化の推進）

歩道改良工事により、歩道の交差点部や乗入れ
箇所を改善します。また、通学路の路側帯をカ
ラー化することにより、児童の安全を確保しま
す。

歩道改良　L=２０0m 　Ａ：計画通りの成果 　Ｃ：縮小 建設課

　２　快適な生活環境づくりの推進

　　　生活環境の保全を図り、景観の向上と公園をはじめとした憩いの空間づくりに努め、快適な生活環境づくりを推進します。

 （１） 生活環境の保全

事業内容

R2 成果 今後の方向性

36 背割排水路整備事業
地域コミュニティ協議会からの整備要望によ
り、調査・測量・設計を行い、背割排水路改修
工事を行います。

背割排水路整備延長　L=２７０m
測量設計委託

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 建設課

37 公害の未然防止事業

騒音・振動規制法に基づく届出を提出している
工場等に対し、届出の確認と周辺民家への影響
を調査し、助言・指導を行うとともに、エコア
クション21認証取得を呼びかけます。

工場等に対する助言・指導の実施 　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 区民生活課

38
住みよい郷土推進協議会

東区支部の運営事業

地域コミュニティ協議会から推薦された12名
の運営委員で構成される東区支部で、蚊の駆
除、犬のフン防止、地球温暖化防止等の事業に
取り組みます。

自治会・町内会に蚊駆除薬剤を配布 　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 区民生活課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名
事業評価

事業概要 担当課



 （２） 景観の向上

事業内容

R2 成果 今後の方向性

39
美しい東区環境づくり

事業

コミュニティ協議会単位で実施する東区クリー
ン大作戦に対し、ごみ袋の配布とごみの回収を
支援します。また、不法投棄防止看板を作成
し、自治会・町内会に配布します。

東区クリーン大作戦の実施 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 区民生活課

 （３） 憩いの空間づくり

事業内容

R2 成果 今後の方向性

3
（再掲）

吸収源対策公園緑地事業
（白新線公園整備）

施工場所：東区本所地内
公園種別：街区公園
公園面積：0.56ha
事業期間：平成26年度～令和２年度

公園整備
・敷地造成、修景施設工、管理施設
工

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 建設課

 （４） ごみのない美しいまちづくり

事業内容

R2 成果 今後の方向性

39
（再掲）

美しい東区環境づくり
事業

コミュニティ協議会単位で実施する東区クリー
ン大作戦に対し、ごみ袋の配布とごみの回収を
支援します。また、不法投棄防止看板を作成
し、自治会・町内会に配布します。

東区クリーン大作戦の実施 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 区民生活課

40 海岸一斉清掃の推進事業
海の日に実施する船江浜海岸の一斉清掃に対
し、ごみ袋の配布とごみの回収を支援します。

海岸一斉清掃の実施 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 区民生活課

41
ボランティア清掃の

推進事業

各自治会・町内会が実施するボランティア清掃
に対し、ごみ袋の配布とごみの回収を支援しま
す。

ボランティア清掃の実施 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 区民生活課

担当課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業評価
事業№ 事業名 事業概要

担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要



　１　行政サービスの向上

　　　広報・広聴制度の充実を図り、区民の立場に立った親切・丁寧・迅速な対応ができるように窓口業務の改善に努め、行政サービスを向上させます。

 （１） 広報・広聴制度の充実

事業内容

R2 成果 今後の方向性

42 区だより発行事業

区だよりやホームページ、ＳＮＳを通じて、東
区の魅力、生活に密着した情報、企業（団体）
の取組みなどを紹介します。また、点字・声の
広報を発行し、より多くの区民に情報提供しま
す。

区だよりの発行
ぬたりんフェイスブックなどの運営
点字・声の広報の発行

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 地域課

43 区長への手紙
区長への手紙を通じて、区民の皆様からの区政
に対する具体的で建設的なご意見・ご提言を把
握し、迅速な対応に努めます。

区長への手紙の活用 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

44 区政懇談会の開催
区長との懇談会を開催し、地域の課題解決や地
域と行政の協働を推進します。

区政懇談会の開催 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

 （２） 窓口業務の改善

事業内容

R2 成果 今後の方向性

45 窓口業務の改善
職員のスキルアップと各所属の連携によって、
高いレベルの窓口サービスを提供します。

区独自の職員研修の実施 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 総務課

46
行政庁舎の

案内標示の改善
行政庁舎の案内標示を見直し、快適な庁舎環境
の整備に努めます。

東区役所庁舎の案内標示の改善 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 総務課

事業№ 事業名 事業概要 担当課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業評価

施策の方向 Ⅰ－３ 信頼される区役所づくり

区民との約束である「東区サービス憲章」を遵守し、行政サービスの向上に努め、信頼される区役所を目指します。



　１　学習支援と生涯学習の充実

　　　地域・学校・家庭・行政の連携による子どもたちの育ちの支援と、地域の課題解決や生きがいづくりにつながる生涯学習の機会の充実を図ります。

 （１） 教育支援体制の整備

事業内容

R2 成果 今後の方向性

47 教育支援体制の整備

区担当教育委員と区自治協議会との情報交換を
行う区教育ミーティングと、教職員、保護者、
地域教育コーディネーター、地域コミュニティ
協議会との情報交換を行う中学校区教育ミー
ティングを実施します。

区教育ミーティングの実施
中学校区教育ミーティングの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 教育支援センター

 （２） 地域・学校・行政の連携

事業内容

R2 成果 今後の方向性

48
地域と学校

パートナーシップ事業

小中特別支援学校に地域教育コーディネーター
を配置して、学校と社会教育施設、地域活動を
結ぶネットワークづくりや協働事業等を推進
し、子どもの成長や学びを地域全体で支える体
制を構築します。

地域教育コーディネーターの小中特
別支援学校への配置
学校、社会教育施設、地域活動を結
ぶネットワークづくり
学校の教育活動、課外活動における
地域人材との協働と参画
学校における学びの拠点づくり

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 教育支援センター

49 ふれあいスクール事業

各小学校ＰＴＡと教育委員会が、地域住民の運
営スタッフと連携して、放課後や土曜日に体育
館や空き教室での自由遊びや体験活動を実施し
ます。

小学校におけるふれあいスクールの
実施

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 教育支援センター

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

目指す区のすがた Ⅱ 人が育つまち

施策の方向 Ⅱ－１ 学習機会の充実と人材の育成

地域・学校・家庭・行政が連携して未来の担い手である子どもたちの育ちを支援するとともに、地域の課題解決や生きがいづくりにつながる

生涯学習の機会を充実させることにより、多様な人材が育つまちを目指します。



 （３） 家庭教育の充実と子育て支援

事業内容

R2 成果 今後の方向性

11
（再掲）

東区子ども・子育て
サポート事業

子育て中の親子のニーズに対応した子育て支援
プログラムを実施します。また、父親の子育て
参加を促進します。

子育て支援講座の開催
子育て応援冊子「ままっぷ」の発行 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

13
（再掲）

家庭教育振興事業

子育て中の保護者対象の講座を開催し、育児に
関する知識の習得及び仲間作りを支援します。
また、大学と連携し、子育てに関して専門的な
見地からのバックアップを得ながら、事業を実
施します。

家庭教育学級の開催 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 公民館

 （４） 生涯を通じて学び育つ学習機会の充実

事業内容

R2 成果 今後の方向性

50
アクティブシニア

支援事業
中高年が生きがいを持つことができるきっかけ
づくりを支援します。

地域の高齢者や団塊の世代向けの講
座の開催

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 公民館

51 男女共同参画推進事業
男女共同参画推進のための啓発事業を、男女共
同参画地域推進員と共に実施します。

男女共同参画推進のための講座等の開
催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

52 老人憩の家の管理運営
老人憩の家で、高齢者の健康増進と教養向上を
目的としたレクリエーションの場を提供しま
す。

憩の家の管理 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



 （５） 生涯スポーツ活動の支援

事業内容

R2 成果 今後の方向性

53 生涯スポーツ支援事業
生涯スポーツ活動を推進し、スポーツ振興会や
スポーツ推進委員との連携を図りながら、区民
がスポーツに親しめる環境づくりを進めます。

スポーツ振興会の活動支援 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

54 体育施設の管理運営
体育施設の指定管理者との連携を図りながら、
子どもから高齢者まで誰もが気軽に体育施設を
利用できる事業を実施します。

体育施設の管理運営 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

　２　人材育成の充実

　　　企業や大学などの各種機関・団体と連携して、地域を支える人材の育成を図ります。

 （１） 地域を支える人材の育成支援

事業内容

R2 成果 今後の方向性

55
コミュニティ・コーディ
ネーター養成講座の開催

地域づくりの拠点を中心に、地域事情に精通
し、情報収集や課題の把握、解決に向けた助言
などを行うことができる人材を発掘、育成しま
す。

コミュニティ・コーディネーター養
成講座の開催

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 公民館

56 健康栄養対策事業
食を通じた健康づくりを推進する食生活改善推
進委員や、運動を通じた健康づくりを普及する
運動普及推進委員の育成研修会を開催します。

食生活改善推進委員・運動普及推進
委員の育成研修会の開催

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



 （２） 各種団体と連携した人材育成

事業内容

R2 成果 今後の方向性

57

東区の産業・観光
にぎわいプロジェクト

（東区ものづくり
プロジェクト）

工場見学やものづくり体験事業などの実施を通
じて、産業に関する理解を深めるとともに、産
業のまち東区とものづくりの魅力を発信しま
す。

工場見学の実施
ものづくり体験事業の実施

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 地域課

58
東区公園愛護会連絡

協議会などとの連携に
よる公園愛護活動

東区公園愛護連絡協議会及び各公園愛護会が行
う公園管理や美化活動について、より一層連携
を深めて取り組みます。

公園愛護連絡協議会等との連携
利用マナー等啓発強化

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 建設課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



　1　地域力の向上

　　　自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、区自治協議会、ボランティア・ＮＰＯなど、住民自治を担うあらゆる主体との連携を深め、区民との協働

　　によるまちづくりを進め、地域力の向上に努めます。

 （１） 住民自治を進めるための体制の整備・拡充

　①　自治会・町内会

事業内容

R2 成果 今後の方向性

59 自治会等事務委託

行政連絡事務、統計調査事務、行政協力事務に
ついて、自治会・町内会と委託契約を行い、自
治会等の体制整備を進めるとともに、行政情報
を区民へ周知します。

行政連絡事務、統計調査事務、行政
協力事務委託の実施

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

60
地域コミュニティ

育成事業
地域コミュニティ協議会の運営に要する経費を
助成します。

地域コミュニティ協議会運営助成金の
交付

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

61
自治会等集会所建設費・

借上費の補助事業
自治会・町内会がコミュニティ活動を行う集会
所施設に関する補助を行います。

自治会等集会所建設費補助金の交付
自治会等集会所施設借上補助金の交
付
自治会等集会所用地借上補助金の交
付

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

62 地域活動補助事業

地域コミュニティ協議会、自治会等に対し、地
域課題の解決を図る活動や、コミュニティ活動
に直接必要な設備の整備に要する費用の一部を
補助します。

地域活動補助金の交付 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

目指す区のすがた Ⅲ 地域の力が活かされるまち

施策の方向 Ⅲ－１ 地域力の向上と連携強化

地域で活動している各種団体への支援を充実させ連携を図ることにより、地域の力が発揮できるまちを目指します。



事業内容

R2 成果 今後の方向性

44
（再掲）

区政懇談会の開催
区長との懇談会を開催し、地域の課題解決や地
域と行政の協働を推進します。

区政懇談会の開催 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

　②　地域コミュニティ協議会

事業内容

R2 成果 今後の方向性

60
（再掲）

地域コミュニティ
育成事業

地域コミュニティ協議会の運営に要する経費を
助成します。

地域コミュニティ協議会運営助成金の
交付

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

63
東区内地域コミュニティ

協議会連絡会の開催

地域コミュニティ協議会の代表者による連絡会
を開催し、地域間の連携及び情報共有体制を推
進します。

東区内地域コミュニティ協議会連絡
会の開催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

44
（再掲）

区政懇談会の開催
区長との懇談会を開催し、地域の課題解決や地
域と行政の協働を推進します。

区政懇談会の開催 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

64
地域コミュニティ

協議会の拠点の確保
地域が主体的にまちづくりを行うための拠点の
確保を進めます。

地域コミュニティ協議会の拠点の確
保

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 地域課

62
（再掲）

地域活動補助事業

地域コミュニティ協議会、自治会等に対し、地
域課題の解決を図る活動や、コミュニティ活動
に直接必要な設備の整備に要する費用の一部を
補助します。

地域活動補助金の交付 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

47
（再掲）

教育支援体制の整備

区担当教育委員と区自治協議会との情報交換を
行う区教育ミーティングと、教職員、保護者、
地域教育コーディネーター、地域コミュニティ
協議会との情報交換を行う中学校区教育ミー
ティングを実施します。

区教育ミーティングの実施
中学校区教育ミーティングの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 教育支援センター

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



事業内容

R2 成果 今後の方向性

65
コミュニティセンター等

の管理運営

コミュニティ活動の中心的施設として、コミュ
ニティセンター、コミュニティハウス、臨空船
江会館の10施設を、地域コミュニティ協議会
等を指定管理者に指定し、管理運営を行いま
す。

コミュニティ施設の管理運営 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

66
地域コミュニティ活動

活性化支援事業
地域コミュニティ協議会のスキルアップを図る
講座などを開催します。

地域コミュニティ協議会などを対象
にした講座の開催
地域コミュニティ協議会と連携した
講座の開催

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 公民館

20
（再掲）

地域包括ケアシステム
推進事業

地域の高齢者の現況を把握し、それに対応した
高齢者の支援体制の構築を進め、地域による生
活支援（互助）に取り組みます。

高齢者の現況把握
地域による高齢者支援体制の構築支
援

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

　③　区自治協議会

事業内容

R2 成果 今後の方向性

67 東区自治協議会運営事業
東区自治協議会及び部会を開催し、区民と行政
が協働して、地域のまちづくりや地域の課題解
決に取り組みます。

自治協議会の開催（月1回程度）
部会の開催（月1回程度）
次期自治協議会委員の選考

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

68 東区自治協議会提案事業
自治協議会提案事業を実施し、区民と行政が協
働して、地域のまちづくりや地域の課題解決に
取り組みます。

自治協議会提案事業の実施 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

69
東区自治協議会の
さらなる活性化

自治協議会委員の委員研修会を実施します。ま
た、広報紙「自治協かわらばん」を発行しま
す。

委員研修会の実施
自治協議会広報紙の発行

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

4７
（再掲）

教育支援体制の整備

区担当教育委員と区自治協議会との情報交換を
行う区教育ミーティングと、教職員、保護者、
地域教育コーディネーター、地域コミュニティ
協議会との情報交換を行う中学校区教育ミー
ティングを実施します。

区教育ミーティングの実施
中学校区教育ミーティングの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 教育支援センター

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



　④　ボランティア・ＮＰＯなど

事業内容

R2 成果 今後の方向性

62
（再掲）

地域活動補助事業

地域コミュニティ協議会、自治会等に対し、地
域課題の解決を図る活動や、コミュニティ活動
に直接必要な設備の整備に要する費用の一部を
補助します。

地域活動補助金の交付 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

53
（再掲）

生涯スポーツ支援事業
生涯スポーツ活動を推進し、スポーツ振興会や
スポーツ推進委員との連携を図りながら、区民
がスポーツに親しめる環境づくりを進めます。

スポーツ振興会の活動支援 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

48
（再掲）

地域と学校
パートナーシップ事業

小中特別支援学校に地域教育コーディネーター
を配置して、学校と社会教育施設、地域活動を
結ぶネットワークづくりや協働事業等を推進
し、子どもの成長や学びを地域全体で支える体
制を構築します。

地域教育コーディネーターの小中特
別支援学校への配置
学校、社会教育施設、地域活動を結
ぶネットワークづくり
学校の教育活動、課外活動における
地域人材との協働と参画
学校における学びの拠点づくり

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 教育支援センター

70
子育て支援ボランティア

の育成
子育て支援ボランティアの育成及び交流に取り
組みます。

子育て支援ボランティア研修会の開
催

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 公民館

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



　２　地域内連携の推進

　　　大学や市民団体など各種団体と連携したまちづくりを進め、文化・スポーツ活動を通じて区の一体感の醸成を図り、地域内連携を推進します。

 （１） 情報共有体制の推進

事業内容

R2 成果 今後の方向性

63
（再掲）

東区内地域コミュニティ
協議会連絡会の開催

地域コミュニティ協議会の代表者による連絡会
を開催し、地域間の連携及び情報共有体制を推
進します。

東区内地域コミュニティ協議会連絡
会の開催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

42
（再掲）

区だより発行事業

区だよりやホームページ、ＳＮＳを通じて、東
区の魅力、生活に密着した情報、企業（団体）
の取組みなどを紹介します。また、点字・声の
広報を発行し、より多くの区民に情報提供しま
す。

区だよりの発行
ぬたりんフェイスブックなどの運営
点字・声の広報の発行

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 地域課

 （２） 各種団体との連携

事業内容

R2 成果 今後の方向性

71
東区まんなか文化

プロジェクト

地元で活動する文化団体と協働した事業を開催
します。また、新潟県立大学と連携した文化振
興事業を実施します。

文化団体と協働した事業の開催
新潟県立大学との連携事業の実施
市民劇団「座・未来」による演劇公演の
開催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

72
市立校園長及び教頭との

情報交換
区学校園と行政が、学校園の現状を共有するこ
とを通して、信頼関係を構築します。

区校園長と区役所との懇談会の実施
区教頭と区役所との懇談会の実施

　Ｃ：未達成 　D：終了 教育支援センター

73
東区地域福祉計画・

地域福祉活動計画の推進

東区地域福祉計画・地域福祉活動計画（東区地
域ふれあいプラン）について、東区社会福祉協
議会と連携して円滑な推進を図ります。

東区地域福祉計画・地域福祉活動計
画の策定・進行管理
東区地域福祉計画・地域福祉活動計
画推進委員会の開催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



事業内容

R2 成果 今後の方向性

74
区民のこいのぼり

プロジェクトin寺山公園

無償で提供していただいた「こいのぼり」を掲
揚するとともに、地域の関係団体と連携したイ
ベントを開催し、東区の強みである子育て支援
や、産業・ものづくりなどの魅力を市内外にア
ピールします。

こいのぼりの掲揚
関連イベントの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続
建設課
地域課
健康福祉課

 （３） 一体感の醸成

事業内容

R2 成果 今後の方向性

75
東区歴史浪漫
プロジェクト

魅力ある地域の歴史について、普及啓発すると
ともに、区民や商店街などと協力しながら、地
域の誇りづくりと活性化に取り組みます。

普及啓発事業の実施（まち歩きな
ど）
探索調査事業の実施
関連活性化事業の実施（スタンプラ
リーなど）
東区公認キャラクター「ぬたりん」
の着ぐるみの活用

　Ｂ：一部達成 　D：終了 地域課

29
（再掲）

スポーツイベント事業

区民が気軽に参加できるスポーツ事業を開催し
ます。また、スポーツ振興会やスポーツ推進委
員との連携を図り、区民がスポーツに親しめる
環境づくりを進めます。

ウォーキングイベントの開催
東区冬季大運動会の開催支援

　Ｃ：未達成 　Ａ：継続 地域課

42
（再掲）

区だより発行事業

区だよりやホームページ、ＳＮＳを通じて、東
区の魅力、生活に密着した情報、企業（団体）
の取組みなどを紹介します。また、点字・声の
広報を発行し、より多くの区民に情報提供しま
す。

区だよりの発行
ぬたりんフェイスブックなどの運営
点字・声の広報の発行

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 地域課

76
東区区民ふれあい祭

開催事業

東区のほぼ真ん中である東総合スポーツセン
ターを会場に、区内各地域の伝統芸能、文化活
動の発表の場を設けるとともに、特産品等の紹
介・販売を行い、東区に対する親しみや愛着を
もってもつ契機とするとともに、区のにぎわい
創出を図ります。

東区区民ふれあい祭の開催 　Ｃ：未達成 　D：終了 地域課

74
（再掲）

区民のこいのぼり
プロジェクトin寺山公園

無償で提供していただいた「こいのぼり」を掲
揚するとともに、地域の関係団体と連携したイ
ベントを開催し、東区の強みである子育て支援
や、産業・ものづくりなどの魅力を市内外にア
ピールします。

こいのぼりの掲揚
関連イベントの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続
建設課
地域課
健康福祉課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



　１　地域の誇りづくり

　　　地域に伝わる歴史や文化を活用したまちおこしと、東区プラザを含む区役所庁舎などの既存施設を活用したにぎわいづくりを進め、地域の誇りづくりに

　　　つなげます。

 （１） 文化活動の振興

事業内容

R2 成果 今後の方向性

71
（再掲）

東区まんなか文化
プロジェクト

地元で活動する文化団体と協働した事業を開催
します。また、新潟県立大学と連携した文化振
興事業を実施します。

文化団体と協働した事業の開催
新潟県立大学との連携事業の実施
市民劇団「座・未来」による演劇公演の
開催

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

76
（再掲）

東区区民ふれあい祭
開催事業

東区のほぼ真ん中である東総合スポーツセン
ターを会場に、区内各地域の伝統芸能、文化活
動の発表の場を設けるとともに、特産品等の紹
介・販売を行い、東区に対する親しみや愛着を
もってもつ契機とするとともに、区のにぎわい
創出を図ります。

東区区民ふれあい祭の開催 　Ｃ：未達成 　D：終了 地域課

 （２） 既存施設の有効利用

事業内容

R2 成果 今後の方向性

77
区役所庁舎の

有効利用の促進
区役所庁舎の南口エントランスホールを、市民
の様々な活動の場として提供します。

南口エントランスホールの一般利用
及び市の事業などでの活用

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 総務課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

目指す区のすがた Ⅳ 魅力あふれるまち

施策の方向 Ⅳ－１ 個性を活かしたまちづくり

産業のまち、豊かな水辺に囲まれるまち、空と海の玄関口のまち、という東区の魅力を区内外に発信し、活力あるまちを目指します。



事業内容

R2 成果 今後の方向性

78 東区プラザの管理運営
東区プラザの利便性の向上を図り、市民の文化
活動、学習活動及び多様な交流の場として提供
します。

利用者のニーズ把握のためのアン
ケートの実施
稼働率の向上

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

74
（再掲）

区民のこいのぼり
プロジェクトin寺山公園

無償で提供していただいた「こいのぼり」を掲
揚するとともに、地域の関係団体と連携したイ
ベントを開催し、東区の強みである子育て支援
や、産業・ものづくりなどの魅力を市内外にア
ピールします。

こいのぼりの掲揚
関連イベントの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続
建設課
地域課
健康福祉課

53
（再掲）

生涯スポーツ支援事業
生涯スポーツ活動を推進し、スポーツ振興会や
スポーツ推進委員との連携を図りながら、区民
がスポーツに親しめる環境づくりを進めます。

スポーツ振興会の活動支援 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

54
（再掲）

体育施設の管理運営
体育施設の指定管理者との連携を図りながら、
子どもから高齢者まで誰もが気軽に体育施設を
利用できる事業を実施します。

体育施設の管理運営 　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続 地域課

12
（再掲）

子育て支援施設の
管理運営

こども創作活動館と東区プラザ内に設置されて
いるわいわいひろば及び寺山公園子育て交流施
設い～てらすを管理運営します。

こども創作活動館の管理運営
わいわいひろばの管理運営
寺山公園子育て交流施設い～てらすの管理
運営

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 健康福祉課

64
（再掲）

地域コミュニティ
協議会の拠点の確保

地域が主体的にまちづくりを行うための拠点の
確保を進めます。

地域コミュニティ協議会の拠点の確
保

　Ａ：計画通りの成果 　D：終了 地域課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



 （３） 歴史的文化資源の活用

事業内容

R2 成果 今後の方向性

79 文化振興事業
市民文化遺産等の文化財や東区の歴史の啓発・
周知に努めます。

区だよりやＳＮＳによる啓発・周知 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

75
（再掲）

東区歴史浪漫
プロジェクト

魅力ある地域の歴史について、普及啓発すると
ともに、区民や事業者などと協力しながら、地
域の誇りづくりと活性化に取り組みます。

普及啓発事業の実施（まち歩きな
ど）
探索調査事業の実施
関連活性化事業の実施（スタンプラ
リーなど）
東区公認キャラクター「ぬたりん」
の着ぐるみの活用

　Ｂ：一部達成 　D：終了 地域課

　２　地域産業の支援

　　　製造業や卸売業・小売業といった多種多様な地元産業の活性化を図り、企業との連携を深め、地域産業を支援します。

 （１） 地元産業の活性化

事業内容

R2 成果 今後の方向性

80
東区の産業・観光

にぎわいプロジェクト
（区内企業ＰＲ事業）

区役所庁舎の企業ＰＲコーナーにおける製品展
示の充実や、東区ホームページ・スペシャルサ
イト「ゲンキ魂」を活用して区内企業をＰＲし
ます。

企業ＰＲコーナーの管理運営
スペシャルサイト「ゲンキ魂」を活
用した区内企業のＰＲ

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

75
（再掲）

東区歴史浪漫
プロジェクト

魅力ある地域の歴史について、普及啓発すると
ともに、区民や事業者などと協力しながら、地
域の誇りづくりと活性化に取り組みます。

普及啓発事業の実施（まち歩きな
ど）
探索調査事業の実施
関連活性化事業の実施（スタンプラ
リーなど）
東区公認キャラクター「ぬたりん」
の着ぐるみの活用

　Ｂ：一部達成 　D：終了 地域課

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価

事業№ 事業名 事業概要 担当課
事業評価



 （２） 企業（団体）との連携

事業内容

R2 成果 今後の方向性

80
（再掲）

東区の産業・観光
にぎわいプロジェクト
（区内企業ＰＲ事業）

区役所庁舎の企業ＰＲコーナーにおける製品展
示の充実や、東区ホームページ・スペシャルサ
イト「ゲンキ魂」を活用して区内企業をＰＲし
ます。

企業ＰＲコーナーの管理運営
スペシャルサイト「ゲンキ魂」を活
用した区内企業のＰＲ

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

57
（再掲）

東区の産業・観光
にぎわいプロジェクト

（東区ものづくり
プロジェクト）

工場見学やものづくり体験事業などの実施を通
じて、産業に関する理解を深めるとともに、産
業のまち東区とものづくりの魅力を発信しま
す。

工場見学の実施
ものづくり体験事業の実施

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 地域課

7５
（再掲）

東区歴史浪漫
プロジェクト

魅力ある地域の歴史について、普及啓発すると
ともに、区民や事業者などと協力しながら、地
域の誇りづくりと活性化に取り組みます。

普及啓発事業の実施（まち歩きな
ど）
探索調査事業の実施
関連活性化事業の実施（スタンプラ
リーなど）
東区公認キャラクター「ぬたりん」
の着ぐるみの活用

　Ｂ：一部達成 　D：終了 地域課

4２
（再掲）

区だより発行事業

区だよりやホームページ、ＳＮＳを通じて、東
区の魅力、生活に密着した情報、企業（団体）
の取組みなどを紹介します。また、点字・声の
広報を発行し、より多くの区民に情報提供しま
す。

区だよりの発行
ぬたりんフェイスブックなどの運営
点字・声の広報の発行

　Ｓ：計画以上の成果 　Ａ：継続 地域課

　３　自然環境を活かした憩いの空間づくり

　　　通船川や栗ノ木川、じゅんさい池公園など、豊かな自然環境を活かした憩いの空間づくりに努めます。

 （１） 自然環境の活用と保全

事業内容

R2 成果 今後の方向性

81
新潟市保存樹等の
報奨金交付事業

保存樹等の保全活動に対して、報奨金を交付し
ます。

保存樹等に対する報奨金の交付 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 建設課
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 （２） 水辺を活かした魅力づくり

事業内容

R2 成果 今後の方向性

82
じゅんさい池公園観桜会

開催事業
じゅんさい池公園の観桜会やホタルの里をＰＲ
します。

　D：終了 建設課

83 海水浴場の管理
海水浴シーズンに合わせて、海浜事務所を設置
するとともに監視員を配置して、誰もが安心安
全に楽しめる海水浴場の環境を整えます。

海水浴場の管理 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

　４　交流人口の拡大

　　　豊かな産業と自然環境、空港や港など、観光資源の魅力を区内外に発信し、交流人口の拡大を図ります。

 （１） 観光資源の活用

事業内容

R2 成果 今後の方向性

84

東区の産業・観光にぎわ
いプロジェクト

（産業観光の魅力発信事
業）

東区の工場夜景を核とした夜景スポットを巡る
ツアーや産業関連のフォトコンテストを実施す
ることで産業の魅力を区内外に発信し交流人口
の拡大を図ります。

工場夜景バスツアーの実施
工場夜景特設ページの作成

　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

8２
（再掲）

じゅんさい池公園観桜会
開催事業

じゅんさい池公園の観桜会やホタルの里をＰＲ
します。

　D：終了 建設課

8３
（再掲）

海水浴場の管理
海水浴シーズンに合わせて、海浜事務所を設置
するとともに監視員を配置して、誰もが安心安
全に楽しめる海水浴場の環境を整えます。

海水浴場の管理 　Ａ：計画通りの成果 　Ａ：継続 地域課

74
（再掲）

区民のこいのぼり
プロジェクトin寺山公園

無償で提供していただいた「こいのぼり」を掲
揚するとともに、地域の関係団体と連携したイ
ベントを開催し、東区の強みである子育て支援
や、産業・ものづくりなどの魅力を市内外にア
ピールします。

こいのぼりの掲揚
関連イベントの実施

　Ｂ：一部達成 　Ａ：継続
建設課
地域課
健康福祉課
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