
１　乳幼児から高齢者まで健やかにいきいきとした暮らしづくりを推進します。

項目（単位） H26実績 H27実績 H28実績 H29目標 H29結果 補足・参考指標

1

地域住民等を主体とした訪
問型生活支援サービスの創
出、茶の間の増加及び拡
充（件数）

8 ・地域包括ケアシステムの推進に向け
て、支え合いのしくみづくり会議や推進
員、地域団体などと連携し、日常生
活圏域ごとに住民主体の生活支援
サービスなどを創出する。
・訪問型生活支援サービスの創出
・地域の茶の間の増加
・地域の茶の間の開催頻度の拡充
（週1回開催への移行）

2
地域の茶の間交流会(開催
数）

2 地域の茶間の拡充を目指して、年2回
の交流会を開催

3
西区健康
福祉課

高齢者の社会的孤立を防ぎ、地
域で安心して暮らせるまちづくりを
進めます。

「75歳以上の高齢者のみ
世帯で一人暮らしになった
人」の専門職による状況把
握と支援（訪問・電話等件
数）

対象世帯の
全て

・対象者：(1)同居者の死別などにより
一人暮らしになった者を住基台帳情
報より把握（H27：248人）(2)同居者の
入院入所により実際一人暮らしになっ
ている人を民生委員との連携により把
握
・介護保険サービス利用者・地域包括
支援センターの関わりのある人は除く。
・一人平均2.5回以上/年（訪問・電
話等）

4
西区健康
福祉課

健康づくり事業（西区特色
ある区づくり事業）の参加者
延べ人数（人）
・にしチャレ
・ウオーキング講習会
・その他体操自主グループ
支援等
ハイリスク者健康相談、ハイ
リスク者動脈硬化予防教
室の参加者延べ人数(人）

1,024 1,217 1512 1,650 ・にしチャレ12回
　ウオーキング、ロコモ予防体操を西区
内体育館等で実施
・ウォーキング講座　８回
・その他高齢者体操介護予防自主グ
ループ支援等は、延べ回数で49回を
予定
延べ参加人数1,500人を想定

・新たに、血圧、脂質、血糖が有所見
で特定保健指導を除く者約770名
（H27実績）の2割
延べ参加人数150人を想定

5

健診未受診者アンケート調
査の実施（人）

対象者の全
て

・中野小屋地区の3年連続未受診者
（H25～27）約350人（290世帯）にアン
ケート調査を行い、健康意識等の課
題を抽出

6

健診未受診者訪問（世帯
数）

対象者の全
て

・アンケートの回収ができない世帯に対
しては、個別に訪問調査を行い、受診
勧奨を行う。アンケート回収ができない
世帯を6割と想定（170世帯）

7
黒埼地域
保健福祉セ
ンター

　健康寿命の延伸を目指し、健康
づくりを推進します。

・健診未受診者に対する電
話による「コール・リコール作
戦」および郵送による受診
勧奨実施人数（人）

対象者の全
て

・黒埼地区3年連続未受診者約2000
人（H25～27）のうち60～69歳の約
1200人を対象に、電話番号が確認で
きる見込み者数を5割と想定（平成28
年度実績より）
・電話の受診勧奨ができなかった方に
対し、郵送により受診勧奨チラシ送付
と健診未受診者アンケートを実施

8
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。

子育て支援講座の参加者
数（組）

48 80 248 155 ・親子の絆づくりプログラム（BP）：初め
て親となった2～5か月児の親を対象
・ＮＰ（Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ　Ｐｅｒｆｅｃｔ）プログラ
ム：1歳～3歳児の親を対象
・どならない子育て練習法講座
（CSP）：3歳～小学生の親を対象）
・H29会期数は12期を予定
（H28は国の補助金により、BPを全市
拡大展開したが、今年度は補助金な
く講座会期が減少。H26：4会期、
H27：5会期、H28：20会期）

9
西区総務
課

　地域防災力向上のため、津波や
洪水の浸水想定データをなどを利
用して、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 12 9 9

２　魅力あふれる食と農を活用し、産業と地域の活性化を推進します。

項目（単位） H26実績 H27実績 H28実績 H29目標 H29結果 補足・参考指標

1

・首都圏向けＰＲ実施回数
(回)

6 11 18 18

2

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

11,000 11,500 9,500 11,500

3

・西区新鮮あさ市実施回数
（回）

24 23 24 24

4

・いもジェンヌペースト取扱
件数及び量

27
4.0ｔ

25
2.9t

27
4.0ｔ

5

・「くろさき茶豆夏の陣」での
茶豆販売量（㎏）

58 45 60

6
西区地域
課

　西区の魅力を、広く区内外に発
信するとともに、区民とその魅力の
共有を図ります。

・区のＰＲ事業件数（件） 7 7 ・西区かがやき（ＰＲ）大使、及び本州
東日本西区長サミットへの参画による
西区魅力を発信した事業件数

　都市と農村の交流を進めるととも
に，特産農産物の知名度向上と
消費拡大を推進します。

担当所属

・農業体験ツアーを通じたPR
・ネスパス、市場関係者会議などで
のＰＲ
・特産品ごとに農業まつりを開催

・首都圏向けＰＲ内訳
　　首都圏でのPR 12回
　　首都圏からの誘客 5回
　　首都圏バイヤー販売会議 1回
・農業まつり来場者数内訳
　　すいかまつり 7,000人
　　新米・大根・ねぎの収穫祭4,500人西区農政

商工課

西区農政
商工課

　農商工連携による「いもジェンヌ」
や「くろさき茶豆」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。

・いもジェンヌ生産面積拡大支援と
商品開発支援
・くろさき茶豆出荷時に大野町商店
街でＰＲイベントの開催

主な取組（事業）

平成29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

評価

No. 担当所属 組織目標 主な取組（事業）
指標

No.

西地域保
健福祉セン
ター

○健康寿命延伸事業
・特定健診モデル地区未受診者対
策事業

　健康寿命の延伸を目指し、健康
づくりを推進します。

組織目標

西区健康
福祉課

・高齢者孤立防止訪問事業

・西区発！健康ステップアップチャレ
ンジ（にしチャレ）
・ウオーキング講習会
・高齢者体操自主活動支援講座
等

○健康寿命延伸事業
・ハイリスク者健康相談事業（西区
発！健康アップ事業）
・ハイリスク者動脈硬化予防教室
（めざせ！しなやか血管スクール）

高齢者等が住み慣れた地域で安
心して生活できる支え合いのしくみ
づくりを進めます。

・住民主体の訪問型生活支援
・地域の茶の間支援事業
・地域の茶の間交流会開催事業
・地域の茶の間バスツアー

・子育て支援講座の実施
・子育て支援関係者の交流会を開
催
・子育て情報誌の発行

・ワークショップを3回開催し、地域の
方の情報や意向を取り入れながら
避難経路や危険な場所などを記載
して作成する。

○健康寿命延伸事業
・黒埼地区特定健診未受診者対
策事業の実施

・西区かがやき（ＰＲ）大使による年
間を通じた区のＰＲ
・本州東日本西区長サミットへの参
画

指標

資料５－２



３　豊かな自然と環境を大切にするまちづくりを推進します。

項目（単位） H26実績 H27実績 H28実績 H29目標 H29結果 補足・参考指標

1
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 10 11 12 13 ・ボランティア団体及びコミュニティー協
議会等の活動団体

2

・中原邸一般公開時のまち
歩き、北国街道ツアー、黒
埼・内野地域のまち歩き実
施(回)

7 12 14 14

3

・ボランティアガイドの案内人
数（人）

765 735 494 770

4
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。

飛砂防止柵設置延長（m） 219 291 200 ・3か年計画で設置をすすめ平成29年
度に残りの区間を完成させる

5
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（人）

69,858 77,419 69,228 70,000 ・地域のまちあるき、潟環境研究所、
環境部との連携を予定

6

西区一斉クリーンデーへの
参加人数（人）

5,586 5,849 5,910 5,950

7

ボランティア清掃への支援件
数（件）

318 339 406 420

組織目標 主な取組（事業）
指標

西区区民
生活課

　西区の環境美化を進めます。 ・一斉クリーンデーへの協力・支援
・自治会、民間団体が実施するボラ
ンティア清掃活動への支援
・西川、新川の清掃活動への協力・
支援
・育て！エコな子、西区っ子事業

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
北国街道ツアー
・赤塚地域の砂丘・地形を生かした
コースの作成
・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

No. 担当所属

・保安林整備講座開催
・保安林の保全に必要な物品等の
貸出

評価

・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

・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

・中原邸一般公開まち歩き
 　春・秋各2回
・北国街道ツアー
 　春・秋各2回
・黒埼南3回、内野1回、大野町2回

・飛砂防止柵の設置
・効果の検証


