
１ 人と人がつながり、安心・安全に暮らせるまちづくりを推進します。

項目（単位） H24実績 H25実績 H26実績 H27目標 H27結果 補足・参考指標

1

高齢者等あんしん見守り活
動事業（実施自治会数累
計）

3 9 11 19 17

未達成

2

高齢者を地域で支えるモデ
ル事業（実施団体数）

3 6 3

未達成

高齢者世帯への訪問
（1人暮らし高齢者世帯訪
問数）

454 384 対象世帯の
全て

143
（全て）

（高齢者のみ世帯訪問数
（1人暮らし世帯を除く））

対象世帯の
約半数

459

4

ウオーキング講習会等
・参加者延べ人数（人）

167 219 275 382 ・ウォーキング11回
　新潟大学との連携により、「初心者
向け」と「経験者向け」で実施する。
・総おどり体操など3回

達成

5

介護予防教室及び自主グ
ループ育成支援
・参加者延べ人数（人）

760 805 830 835 介護予防教室及び自主グループ育成
支援は、延べ回数で78回を予定

達成

6
西区健康
福祉課

　子育て中の親の孤独感、不安感
を軽減させ、健全な子育てを支援
します。

支援プログラムの参加者数
（組）

25 48 65 80 ・BP（ベビープログラム）プログラム：初め
て親となった2～6か月児の親子を対象
・ＮＰ（Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ　Ｐｅｒｆｅｃｔ）プログラ
ム：1歳～3歳児の親子を対象
・会期数は5回を予定

達成

7
西区総務
課

　災害対策として、津波浸水想定
や液状化しやすさのデータを利用す
るなど、地域の避難マップづくりを行
います。

地域の避難マップ（データ）
完成数

3 0 3 10 12 ・自治会・町内会やコミュニティ協議会
を単位として作成する。
・ワークショップを開催し、地域の方の情
報や意向を取り入れ作成する。

達成

２ 都市と農村が融合するまちづくりを推進します。

項目（単位） H24実績 H25実績 H26実績 H27目標 H27結果 補足・参考指標

1
・首都圏向けＰＲの取組
(回)

2 6 8 11
達成

2
・ネスパス来場者数(人) 5,000 19,000 20,000 23,000

達成

3
・「くろさき茶豆夏の陣」での
茶豆販売量（㎏）

50 58
達成

4
・いもジェンヌペースト取扱
件数及び量

25
2.0ｔ

27
4.0t 達成

5
西区農政
商工課

　都市と農村の交流と地場産農産
物の周知を図り、消費の拡大を図
ります。

農業まつり来場者数(人)
・すいかまつり
・新米・大根・ねぎの収穫祭

8,500 10,000 11,000 11,000 11,500 ・すいかまつり　6,500
・新米・大根・ねぎの収穫祭　4,500

達成

３ だれもが学び合える学術と文化のまちづくりを推進します。

項目（単位） H24実績 H25実績 H26実績 H27目標 H27結果 補足・参考指標

1
西区地域
課

　だれもが学び合える学術と文化の
まちを推進するため、様々な分野で
大学と連携して事業を実施しま
す。

大学との連携事業件数 25件 24件 26件 26件 26件 ・西区各所属が大学と連携して行う事
業数

達成

2
西区地域
課

　地域特性を生かした新たな文化
創造の支援とスポーツ振興を図る
ため、大学や地域と連携し住民が
親しみやすい事業を実施するととも
に、西区の一体感の醸成を図りま
す。

アートプロジェクト及びスポー
ツ応援プロジェクト参加者人
数、ふれ！ふれ！西区ふれ
あいまつり来場者数

11,261人 10,672人 10,623人 11,000人 16,505人 ・地域と大学連携プロジェクト音楽・造
形部門（4,900人）、スポーツ応援プロ
ジェクト（1,958人）、ふれあいまつり
（4,142人）の参加者（来場者）数

達成

４ 豊かな自然と快適な住環境を大切にするまちづくりを推進します。

項目（単位） H24実績 H25実績 H26実績 H27目標 H27結果 補足・参考指標

1
西区地域
課

　自然環境の保全と活用を推進す
るため、佐潟に関連する活動の支
援等を通じて、環境保全意識のさ
らなる定着を図るとともに、交流人
口の拡大を目指します。

佐潟水鳥・湿地センターの
来館者数

67,603人 62,557人 69,858人 71,000人 77,419人 ・平成27年度～　潟環境研究所、水
と土の芸術祭2015との連携を予定。
・H27目標値は前回水と土の芸術祭
会場時の来場者数を考慮。 達成

2
西区区民
生活課

　コミュニティ協議会等が実施す
る西区一斉クリーンデーに協力・
支援を行うなど、環境美化に努
めます。

西区一斉クリーンデーへ
の参加人数（人）

4,767 5,630 5,586 5,700 5,849 ・各コミュニティ協議会や自治会、新
潟大学の実行委員会等が参加

達成

3
・中原邸一般公開時のまち歩き，
西蒲区との連携ツアー，黒埼・内
野地域のまち歩き実施(回)

3 7 10 12
達成

4
・ボランティアガイドの案内人
数（人）

350 765 860 735
未達成

5
西区農政
商工課

　海岸保安林の保全・育成のた
め、保安林保全活動を行うボラン
ティア団体やコミュニティー協議会等
を支援します。

・活動団体数 8 8 10 11 11 ・ボランティア団体9
・コミュニティー協議会・自治会2

達成

6
西区建設
課

　小針青山海岸周辺地区におけ
る緊急輸送路の機能を確保するた
め、国道402号の飛砂対策を講じ
ます。

人工堤防築造延長（m） 260 100 228

達成

５ 地域と区役所が共に歩むまちづくりを推進します。

項目（単位） H24実績 H25実績 H26実績 H27目標 H27結果 補足・参考指標

1
西区地域
課

　区自治協議会との協働を推進す
るため、地域課題の解決に向けて
さらに連携して取り組むとともに、区
民の認知度向上を図ります。

区自治協議会広報紙の発行
回数

4回 4回 4回 4回 4回 ・区自治協議会の取組を紹介する広
報紙（各戸配布）の発行回数

達成

2
事業支援件数 7件 7件 8件 8件 8件

達成

3

講座・研修会等の実施回
数及び参加者数（延べ）

15回 18回 22回 18回
270人

29回
400人 達成

4
西区区民
生活課

　市民ニーズに的確に応じられるよ
う窓口対応の充実に努め、市民
サービスの向上を目指します。

窓口アンケート年度平均点
（点）

4.46 4.56 4.59 4.60 4.61 ・5点満点

達成

5
西区総務
課

　「地域と区役所が共に歩むまちづ
くり」を推進するため、区独自の人
材育成を実施します。

区独自の研修会
実施回数

11 20 25 25 23

未達成

西区地域
課

　地域における自治を推進するた
め、コミュニティ協議会の事業支援
を行うとともに、コミュニティ活動に関
わる講座・研修会等を実施しま
す。

・コミュニティ協議会が実施する事業
の支援
・自治会研修、地域デザイン講座、
同ジュニア版等の実施

・事業提案、企画参画、共同開催等
の件数
・地域デザイン講座、コミュニティ協議
会等を対象とした講座・研修会等の実
施回数、及び同参加者数（平成27年
度～指標追加）

達成

・保安林内の清掃
・枝落とし
・松葉がき
・保安林の指導，上記に必要な物
品等の貸出

・人工堤防の築造、法面安定処
理、海浜植物の植栽
・飛砂防止柵の設置
・効果の検証

評価

指標

西区農政
商工課

　農商工連携による「くろさき茶豆」
や「いもジェンヌ」などの特産農産物
の高付加価値化による生産拡大と
消費拡大を図り商店街の活性化
にもつなげます。

・くろさき茶豆初出荷時に大野町商
店街でＰＲイベントの開催
・いもジェンヌ生産面積拡大支援と
商品開発支援 ・26年度　23件・1.3ｔ

西区農政
商工課

　西区特産品の首都圏での知名
度向上と消費拡大を図ります。

・ネスパス、市場関係者会議などで
のＰＲ

・フィールドイノベーション活動
・スキルアップを目的とした、業務に
関する研修の受講

・窓口対応実地研修
・接遇能力向上研修
・新規・異動職員研修
・応急手当講習　ほか

・広報紙発行の支援

・特産品ごとに農業まつりを開催

・西区アートプロジェクト（音楽・造
形）
・いきいき高齢者を目指そう作戦
・飛砂対策　など（西区各所属分）

・西区アートプロジェクト（音楽・造
形）
・西区スポーツ応援プロジェクト
・西区ふれあいまつり（期間：１日）

主な取組（事業）

・ﾈｽﾊﾟｽ
・市場関係者会議
・首都圏百貨店販促　など

西区農政
商工課

　赤塚地区の「北国街道」沿いや
黒埼・内野地域にある観光資源を
活用し、観光客の誘客を図りま
す。

・北国街道
　ボランティアガイドを活用したまち歩き
　西区・西蒲区連携ツアーの実施
・黒埼及び内野地域
　ボランティアガイドを活用したまち歩き

・中原邸一般公開　春・秋各2回
・西蒲区との連携ツアー　春・秋各2回
・黒埼・内野地域　各1回

・佐潟ボランティア解説員制度の運
用
・佐潟水鳥・湿地センターを拠点と
した啓発活動の実施
・各種イベントでのＰＲ
・里潟づくりの推進

・ポスター・チラシの作成・配布、広
報紙への掲載など
・ごみ袋等の配布、ごみ回収の依頼
等

評価

No. 担当所属 組織目標 主な取組（事業）
指標

評価

No. 担当所属 組織目標

No. 担当所属 組織目標 主な取組（事業）
指標

指標

No.

3

西区健康
福祉課

　健康寿命の延伸を目指し、健康
づくりを推進します。

○いきいき高齢者を目指そう作戦
・高齢者転倒予防教室
・高齢者の体操教室
・高齢者体操自主活動支援講座
・ウオーキング講習会
・自ら進める健康づくり教室
・健康づくり講座

担当所属 組織目標 主な取組（事業）
指標

平成27年度　西区長マニフェストに掲げた取組の指標一覧表

評価

西区健康
福祉課

　高齢者等が住み慣れた地域で
安心して生活できる仕組みづくりを
進めます。

・高齢者等あんしん見守り活動事
業
・高齢者を地域で支えるモデル事業
・孤立ゼロ作戦訪問事業

・介護サービス受給者等を除く75歳以
上の高齢者のみ世帯を訪問、実態を
把握し、必要なサービスにつなげる。
（訪問対象世帯は、今後精査）
・新たに75歳となる１人暮らし世帯を、
おおむね200世帯と想定、訪問は、熱
中症予防訪問事業で実施する。
・高齢者のみ世帯（1人暮らしは除く）
を、おおむね1400世帯と想定、２ヵ年で
訪問する。

○しあわせ親子育成事業
・育児支援プログラムの実施
・子育て情報誌の発行

・コミュニティ協議会の会議などで説
明
・作成計画に基づき、各地域に直
接働きかけ

評価

No. 担当所属 組織目標 主な取組（事業）

資料３-２


