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Ⅲ 実施計画 

 

第１章 すこやか やすらぎ 支え合いのまちづくり 【健康福祉分野】 

第１節 子どものすこやかな成長支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・男女の出会いの場となるイベントの開催や縁結びコーディネーターの活動及び結婚相談所入会を

支援します。 

・新たな子育て支援計画を推進するとともに、保育園・幼稚園、学校等の適正配置の検討を行いま

す。 

・乳幼児とその親への交流の場の提供や育児相談・指導を行うため、地域子育て支援センターの運

営や子育て広場の開設などを継続して行います。 

・発達に遅れがみられる子どもを早期に発見し、適切な支援につなげるため、５歳児発達相談会を

行います。また、保護者に対する相談・指導の充実に努めます。 

・子ども医療費の助成について、通院を高校卒業までに引き上げ、子育て世帯の経済的な負担軽減

を図ります。 

・予防接種助成、ひとり親家庭等医療費助成、児童手当の支給など子育て支援を継続して行います。 

・保育料の軽減措置及び第３子保育料無料化を行います。 

・不妊治療を行う者に対する治療費の助成を行います。 

・乳幼児期から青少年期までの健康相談・健康教育、療育指導、食育指導、早寝早起きおいしい朝

ごはんを中心とした生活習慣指導などを通して親子の健康づくりを支援します。 

・親子の健康増進を図るため、妊産婦・乳幼児健診を推進します。 

・延長保育や一時保育、３歳未満児保育などの特別保育を継続するほか、病後児保育の実施により、

就労している保護者の負担軽減を図ります。 

・仕事と子育てなどの両立を支援するため、ファミリーサポート事業や休日保育の助成をします。 

・家庭における子育ての重要性の認識や愛着形成を促すため、子育て応援講座の開催や子育てお役

立ちブックの配布などにより、学習や相談機会を提供します。 

・放課後、保護者が不在となる家庭の児童を対象に、放課後児童クラブ室を開設します。 

・さんさん子育てサポートなど地域ぐるみでの子育て支援を推進します。 

２ 子育て環境の整備 

(1) 保育サービスの充実 

(2) 子育てと仕事の両立支援 

(3) 地域で行う子育て支援 

１ 少子化対策と子育て支援の充実 

(1) 結婚支援の充実 

(2) 次世代育成支援後期行動計画の推進 

(3) 子育ての不安の解消 

(4) 子どもと保護者の健康の増進 
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第２節 高齢者への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・介護従事者を確保するため、資格取得のための修学資金貸与や受験料等の助成を行います。 

・介護サービスの充実を図る一方、介護予防事業を推進し、介護保険事業の健全な運営に努めます。 

・一人暮らし高齢者の孤独感を解消するため、定期的な安否の確認を推進します。 

・自力や親族による屋根雪除雪が経済的に困難な高齢者世帯に対して、屋根雪除雪等の支援を行い

ます。 

・市民後見人養成のあり方や成年後見人の活動を安定的に行うため、検討委員会を設置するととも

に、市民後見人養成講座を開催し、人材の確保に努めます。 

・要介護度の高い在宅高齢者に対して、通院等支援サービス、介護用品の支給、介護家族への手当

支給などを行い、在宅生活を支援します。 

・高齢者向け住宅の改修費用助成や、在宅介護を支援する改修費助成を行います。 

・寝たきり高齢者等に対して、寝具の洗濯サービスを行います。 

・食事づくりが困難な一人暮らしなどの高齢者世帯に対して、食事の配食サービスを行います。 

・高齢者の外出を支援するため、路線バスやタクシー利用料金の一部を助成します。 

・高齢者の生きがいづくりや地域ボランティア活動、健康増進を図るため、老人クラブの活動を支

援します。 

・高齢者の就労支援を推進するため、シルバー人材センターの運営費の助成を行います。 

 

 

 

(1) 積極的な社会参加の促進 

(2) 高齢者の就業支援 

２ 高齢者生きがいづくりの充実 

１ 高齢者福祉の充実 

(1) 介護保険制度の健全な運営 

(2) 地域支え合いの推進 

(3) 在宅福祉サービスの充実 

(4) 福祉施設の整備 

(5) 交通弱者への支援 
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第３節 地域で支え合う福祉の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・社会福祉協議会を通じて、地域での支え合い活動や地域福祉活動を支援します。 

・地域福祉における連帯感と相互扶助機能の充実のため、中核的な役割を果たしている社会福祉協

議会の運営を支援し、市民の自主的な福祉活動や情報交換の場の提供に努めます。 

・青海地域高架下の多目的ホールを、高齢者の憩いの場、多世代交流の場として整備し、昼食の提

供のほか、定期的に健康づくり・介護予防の周知や実技等を行います。 

・ふれあいセンターや青海総合福祉会館の修繕を行い、施設の適正な管理に努めます。 

・障害を有する就学前児童の適応訓練や就労を希望する障害者の就労訓練を支援します。 

・障害者の社会的自立を促進するため、共同生活の場の提供と日常生活の指導を支援します。 

・障害者が地域で生活できるよう地域活動支援センターの運営委託や日常生活用具の給付、日中一

時支援、訪問入浴サービス、移動支援、相談支援など各種の支援事業を行います。 

・在宅での生活が困難な重度の障害者に対して、施設での生活を支援します。 

・障害者の障害の程度に応じて、交通費助成、特別障害者手当の支給、医療費の助成、補装具費の

支給、住宅改修費の助成など経済的な負担の軽減を図ります。 

・生活保護に至る前に、生活困窮者に対して、生活を維持できるよう包括的な相談支援等を行いま

す。 

(1) 生活保護制度の適正な運用 

(2) 国民健康保険の健全な運営 

３ 社会保障制度の適正・健全な運営 

(1) 相談支援体制の充実 

(2) 介護給付事業・地域生活支援事業の充実 

(3) 安全・安心な生活の確保 

２ 障害者の自立と社会参加の促進 

(1) 地域社会での相互扶助機能の充実 

(2) 社会福祉協議会・福祉団体等への支援 

(3) 社会福祉施設の管理運営 

(4) 災害時の要援護者への支援 

１ 地域福祉の充実 
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第４節 健康づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・健康診査や健康相談の充実を図り、疾病の早期発見・早期治療に結びつけるとともに、市民が健

康づくりを行うための環境整備を進めます。 

・生活習慣病を予防するため、食生活の改善指導等と併せて、生活習慣病予防教室、水中運動教室、

健康体運動教室及び地区運動教室等を開催し、市民の運動習慣化を促進します。 

・見守り体制の強化とゲートキーパーの養成や相談訪問の実施など、自殺対策に取組みます。 

・健康づくりセンターを拠点として、運動を取り入れた市民自らの健康づくりを推進します。 

 

 

 

第５節 地域医療体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・山間へき地地域の診療所運営を継続します。 

・修学資金の貸与により、医師・医療技術者の確保に努めます。 

・地域医療に役立てるため、大学が行う当市をフィールドとした臨床研究を支援します。 

・市内に不足する医師・看護師を確保するため、各種研修や資格取得などに対する助成を行います。 

・市内の病院に勤務する看護師を確保するため、離職されている看護師の再就職支援を行います。 

・地域の基幹的病院である糸魚川総合病院の高度医療施設設備等の整備、救急医療体制の維持確保

を支援します。 

・救急医療対策事業を推進し、365 日 24 時間の救急医療体制の維持と充実に努めます。 

(1) 365 日 24 時間の救急医療体制の維持 

(2) 2.5 次的救急医療体制の整備促進 

２ 救急医療体制の充実 

(1) 地域医療体制の充実 

(2) 医師確保の推進 

(3) 医療技術者確保の推進 

(4) 医療技術者の勤務環境の整備 

１ 地域医療体制の充実 

(1) 拠点施設の充実 

(2) 地域における活動施設の充実 

２ 健康づくり活動施設の充実 

(1) 疾病の予防・早期発見・早期治療の促進 

(2) 食育による健康づくりの推進 

(3) 運動による健康づくりの推進 

(4) 自殺対策の推進 

１ 市民自らの健康づくりの推進 
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第２章 明日を担うひとづくり 【教育分野】 

第１節 就学前教育・学校教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・幼稚園・保育園、小・中学校、高等学校間の交流と連携を図り、一貫した教育活動を推進します。 

・子ども一貫教育基本計画を策定し、家庭・地域・学校が一体となった子ども一貫教育を推進しま

す。 

・農林漁業の体験活動や食に関する教育、ふるさと糸魚川に関する学習活動を推進します。 

・漢字検定及び英語検定助成、大学見学、市内児童・生徒の学力の実態の把握・分析などにより、 

一人ひとりの学力向上に努めます。 

・外国語指導助手の配置や中学生の海外派遣などにより、英語教育の充実と国際感覚の育成に取り

組みます。 

・全中学生を対象とした芸術鑑賞会を行い、豊かな情操をはぐくみます。 

・生活習慣病の疑いを早期に発見し、生活習慣の改善指導を行い、生活習慣病の予防を図ります。 

・教育相談員、適応指導教室指導員等を配置し、児童・生徒の悩みや不安に対して、迅速にきめ細

かな指導や支援に努めます。 

・外国籍児童・生徒に対し、日本語の指導を行い、語学力の支援を図ります。 

・いじめ防止のため、関係機関と連携して取り組むとともに、教育・心理検査を実施し、子どもの

状況について適切な把握に努めます。 

・教育補助員を配置し、特別支援学級や多人数学級などにおける個に応じたきめ細かな学習指導に

努めます。 

・保育士及び幼稚園教諭の研修会を行い、職員の資質向上に努めます。 

・教職員研修、保護者と教職員、地域住民も含めた教育講演会の開催などにより、教職員の指導力

と家庭の教育力の向上に努めます。 

１ 「子ども一貫教育方針」に基づく教育の推進 

(1) 幼稚園・保育園（所）、小・中・高等学校の交流と連携の推進 

(2) 家庭での子育て支援の充実 

(3) 乳幼児教育の充実 

(4) 質の高い学校教育の推進 

(5) 地域に信頼される学校づくりの推進 

(6) 一人ひとりの教育的ニーズに対応する体制の充実 

(7) 保育士・幼稚園教諭、教職員の指導力の向上 

３ 学校教育環境の整備 

(1) 教育環境整備基本方針の策定 

(2) 学校施設の適正管理 

(3) 特別支援学校の設置 

(4) 学校ＩＣＴ環境の充実 

(5) 安全・防犯対策の充実 

(1) 幼稚園・保育園（所）の運営 

(2) 施設の整備充実 

２ 幼児教育環境の整備 



 
- 8 -

・保育環境、子育て環境の充実に努め、民営保育所の運営を支援します。 

・屋内運動場等の天井落下防止対策やトイレ洋式化の改修を進め、充実した学習環境と安全性を確

保します。 

・パソコンなど情報活用能力の向上を図るため、情報機器整備や授業支援の充実に努めます。 

・スクールバスの運行、定期券の支給、こどもフリーパス購入費の助成により、児童・生徒の通学

を支援し、保護者の負担軽減を図ります。 

・地域ボランティア（防犯パトロール員）や関係機関と連携し、通学路等の防犯パトロールなどに

より、学校内外の安全・防犯対策の向上に努めます。 

 

 

 

第２節 生涯学習の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・自主的な生涯学習活動を推進し、各地区公民館事業を支援するとともに、生涯学習活動と地区コ

ミュニティ活動や地域づくり活動との連携強化に努めます。 

・パソコン講習会、ジオパーク関連講座など各種の生涯学習講座を行い、市民の学習する機会や情

報の提供に努めます。 

・青少年の自然体験活動など様々な実体験や異なる年齢の人々との交流活動を促進し、社会の中で

自立し、協調できる青少年の育成を推進します。 

・子どもの年齢に応じた子育て講座や親子体験活動など学習機会を提供し、家庭における教育力の

向上に努めます。 

・新刊図書の整備や図書館における情報通信機器を活用した資料提供などの充実を図り、市民の学

習活動の支援や利用の促進に努めます。 

・地区公民館の耐震補強、改築及び改修を進め、生涯学習活動の拠点施設の充実を図ります。 

(1) 推進体制の充実 

(2) 生涯学習機会の充実と社会教育の推進 

(3) 青少年の育成 

(4) 家庭教育の充実 

(5) 指導者・団体の育成 

(6) 図書館機能の充実 

１ 生涯学習体制の整備 

(1) 施設の整備充実 

(2) 施設の機能充実と有効活用 

２ 生涯学習基盤の整備 
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第３節 文化の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・市民自らが企画運営する芸術文化鑑賞事業に対する支援を行い、市民の主体的な芸術文化活動を

促進するとともに、美術展覧会や市民芸能祭を開催するなど、市民の芸術文化水準の向上を図り

ます。 

・演劇公演やコンサートなど優れた芸術・文化の鑑賞機会を市民に提供し、芸術文化の普及に努め

ます。 

・郷土の文人相馬御風の顕彰を進め、俳句・短歌など市民の文学活動を促進します。 

・糸魚川ジオパークの情報発信と教育普及活動を推進するため、リニューアルしたフォッサマグナ

ミュージアムにおいて特別展や記念講演会を開催します。 

・フォッサマグナパークの保存活用計画を策定し、断層露頭と枕状溶岩の展示改修を図ります。 

・松本街道、親不知、硬玉産地など国指定文化財の適正な保存管理と活用を図ります。 

・諸開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査を行い、適正な保存と活用に努めます。 

・年中行事等の調査を行い、報告書や記録映像等を作成し、地域の貴重な文化財の保存を図ります。 

・市制施行 10周年と新幹線開業を記念して、縄文シティサミットを開催し、地域の歴史・文化遺

産を活用した展示会や講演会などを行い、学習機会の提供や文化の発信に努めます。 

 

１ 芸術文化の振興 

(1) 市民の芸術文化活動への支援 

(2) 優れた芸術文化の鑑賞機会の提供 

(3) 文化施設の充実 

(4) 博物館施設の充実と活動の推進 

(1) 文化財の保存及び活用 

(2) 伝統文化の継承及び活用 

(3) 文化財収蔵・公開施設の整備 

２ 地域固有の歴史・文化の継承と活用 
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第４節 生涯スポーツの振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎実施概要 

・各種レクリエーション・スポーツ教室の開催、各種スポーツ活動に対する支援を行い、スポーツ

による市民の健康づくりを推進します。 

・スポーツ大会の開催、有名選手の招致、体育協会やスポーツ推進委員への活動支援を行い、市民

のスポーツへの関心を高め、競技力の向上を図ります。 

・市制施行 10周年、新幹線開業を記念して、大相撲夏巡業糸魚川場所を開催し、日頃、味わえな

いスポーツ観戦の場を提供します。 

・大学等が実施するスポーツ合宿等の誘致に努め、交流の促進と競技レベルの向上を図ります。 

・青海屋内水泳プールの修繕など、快適な社会体育施設の維持管理に努めます。 

・能生体育館の整備を促進します。 

 

１ 生涯スポーツの推進 

(1) 生涯スポーツ活動の推進 

(2) 生涯スポーツ推進体制の充実 

(3) 競技スポーツの振興 

(4) スポーツ大会の開催と誘致 

(1) 施設の整備充実 

(2) 施設の有効活用 

２ スポーツ環境の整備 
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第３章 便利で快適なまちづくり 【生活基盤分野】 

第１節 交通ネットワークの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎実施概要 

・地域高規格道路松本糸魚川連絡道路の事業着手に向け、気運を醸成する活動を展開します。 

・国道８号糸魚川東バイパスの間脇～梶屋敷間の早期事業着手を促進します。 

・交通ネットワークビジョンに沿った幹線市道の整備を推進します。 

・都市計画道路中央大通り線の早期完成を促進します。 

・生活に密着した道路を改良、整備し、利便性の向上に努めます。 

・橋りょうの長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持補修を行います。 

・姫川港の護岸改良、岸壁整備など、港湾施設の拡充を促進します。 

・青海駅運営委託や鉄道沿線のイベントと連携した取組を行い、鉄道の利用促進に努めます。 

・県と連携してえちごトキめき鉄道株式会社の経営支援を行い、マイレール意識の醸成に取組みま

す。 

・路線バスやコミュニティバス等の運行費及び車両購入費の助成を行い、生活交通手段の確保維持

に努めます。 

(1) 地域高規格道路の整備 

(2) 国県道の整備 

１ 広域幹線道路網等の整備 

(1) 港湾施設の整備 

(2) 港湾機能の拡充 

(3) 環境対策の充実 

３ 港湾の整備 

(1) 主要幹線道路の整備 

(2) 都市計画道路の整備 

(3) 生活道路の整備 

(4) 橋りょうの長寿命化 

２ 市道等の整備 

(1) 北陸新幹線の建設促進 

(2) 鉄道の利便性の向上と利用促進 

(3) 並行在来線の事業計画の策定 

(4) バス等の利便性の向上と利用促進 

４ 公共交通機関の充実 
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第２節 北陸新幹線開通に向けたまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎実施概要 

・定住促進を図るため、市外から移住する際の空き家の改修費用等の助成を行います。 

・平成 27年春の新幹線開業を契機に、ジオパークの普及・啓発活動に努めるとともに、モニター

ツアーやキャンペーンを実施し、新幹線の利用促進と交流人口の拡大に努めます。 

・新幹線駅舎１階に整備した糸魚川ジオステーションジオパルを活用し、ジオパークや観光案内の

充実を図り、広告宣伝活動を強化します。 

 

 

 

第３節 地域情報化の推進 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・地域コミュニティ活動及び情報伝達を安定的に行うため、有線テレビ放送設備及び機器の更新を

行います。 

・多様なネットワークを利用し、防災やコミュニティ情報、各種行政手続き等の利便性の高い行政

情報や行政サービスを提供します。 

２ 魅力あるまちの顔づくり 

(1) 新幹線駅周辺の整備 

(2) 新幹線沿線の整備 

(3) 交通結節機能の強化 

１ 新幹線開業を契機としたまちづくり 

(1) 交流の促進 

(2) 中心市街地の活性化 

(1) 行政サービスの充実 

(2) 市民の情報活用力の向上 

１ 情報通信基盤の利活用 
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第４節 住みよい住環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎実施概要 

・地震災害における住宅の被害を軽減するため、住宅の耐震診断や耐震補強改修を支援します。 

・公営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅の修繕を計画的に行い、より良い住環境づくり

に努めます。 

・持ち家住宅の建設や改築による定住を促進するため、勤労者住宅資金貸付、高齢者・障害者住宅

整備資金貸付等の低利融資制度を行います。 

・公園施設長寿命化計画に基づき、経年劣化した公園施設のリニューアルを行い、安心して利用で

きる施設整備に努めます。 

・満開の桜並木を再生し、市民及び観光客の憩いの場とするため、美山公園内の老木・危険木の伐

採及び植樹を推進します。 

・国の重要無形文化財である「竹のからかい」の伝承と周知のために、竹のからかい広場の整備を

行い、防災拠点とするほか、地域住民の憩いの場、ふれあいの場を提供します。 

・大野地区及び下早川地区簡易水道施設の整備を行い、安全で安定した給水に努めます。 

・経年劣化した配水管、ガス管の布設替え、水源施設、ガス供給施設の整備を行い、耐震性を高め、

安全で安定した給水とガスの供給に努めます。 

・道路新設や宅地開発等に伴う公共下水道汚水管渠の整備及び集合処理方式以外の地域における合

併処理浄化槽の設置を推進し、汚水処理普及率の向上に努めます。 

・浄化槽排水放流先の水路改修や浄化槽排水専用管の整備を行い、農業用水の水質保全や生活環境

の改善を図ります。 

・下水道施設の耐震対策や長寿命化計画を策定し、予防保全的な改築更新により、適正な維持管理

に努めます。 

・効率的な維持管理を行うため、下水処理場の統合を進めます。 

(1) 住宅の整備 

(2) 住みやすい住宅地の形成 

１ 住宅・宅地の整備 

(1) 安全で安定した給水 

(2) サービスの充実と効率的な運営管理 

３ 上水道の整備 

(1) 公共水域の水質保全と住環境の整備 

(2) 下水道機能の保全 

(3) 下水道施設の適正な維持管理と更新 

(4) 事業の効率的な運営管理 

４ 下水道の整備 

(1) 都市公園の整備 

(2) 身近な公園の整備 

２ 公園緑地の整備 

(1) 安全で安定したガスの供給 

(2) サービスの充実と効率的な運営管理 

５ 都市ガスの整備 
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第５節 国土の保全と整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎実施概要 

・木浦・藤崎地区における国土調査を推進します。 

・雨水幹線の整備や河川排水路改修を推進します。 

・釜沢用水等の整備を推進し、農地保全と災害防止を図ります。 

・中山間地の防災を図るため、地すべり対策や治山事業を推進します。 

・大和川漁港海岸の侵食対策のため、潜堤整備や養浜を促進します。 

・親不知漁港の機能保全計画を作成し、漁港施設の長寿命化と性能強化のための整備を行います。 

 

 

 

(1) 海岸侵食対策の促進 

(2) 海岸養浜の促進 

３ 海岸の保全と整備 

１ 調和ある土地利用の推進 

(1) 土地利用の推進 

(2) 国土調査の推進 

２ 治山・治水 

(1) 河川・排水路の整備 

(2) 農地保全と災害防止 

(3) 治山・砂防施設の整備 

(4) 森林整備の促進 
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第４章 交流いきいき産業のまちづくり 【産業分野】 

第１節 働きやすい労働環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・地元就職の促進及び労働団体が行う勤労者福祉事業に対する助成を行います。 

・新規学卒者及びＵ・J・Iターン就職者に対する就職資金の低利融資、利息の助成を行います。 

・求人説明会や企業見学バスツアーなどを行い、地元就職の促進に努めます。 

・移転整備した新たな職業訓練校において、労働者の職業能力の開発、訓練活動に対する支援を行

います。 

・市民及び市内企業の従業者が資格等を取得するための受験料の助成を行います。 

(1) 勤労者福祉の増進 

(2) 就業支援の強化 

１ 雇用環境の整備 

(1) 地元就職、Ｕ・Ｊ・Ｉターン就職の促進 

(2) 企業の採用活動支援 

(3) 職業能力開発の促進 

２ 人材の確保と育成の支援 
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第２節 活力ある商工業の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・見本市等の出展に対する支援を行い、既存企業のビジネスマッチングを促進します。 

・地域の各産業が持つ資源や技術を有効に結び付け、新たな商品、サービス、販路、地域ブランド

を創出するため、なりわいネットワークを活用し、農林水産業、商工業等の様々な産業間の連携

を促進します。 

・地元産品のＰＲや商品開発を行い、期間限定のアンテナショップ等を利用し、販路拡大に取り組

む事業所を支援します。 

・中小企業に対する設備資金や運転資金の有利な融資を行います。 

・企業立地における優遇税制のほか、用地取得費や借地料に対する助成を行い、新たな企業進出を

促進します。 

・中心市街地の空き店舗等を活用した新たな事業への取り組みを促進するため、改修・運営資金の

助成や利子補給を行います。 

・商店街等が行う共同の販売促進活動や魅力的なイベントなどのほか、移動販売事業の運営に対す

る助成を行います。 

・糸魚川産ヒスイをはじめとする鉱物を活用した交流人口の拡大を図るため、糸魚川翡翠鉱物展開

催に対する助成を行います。 

(1) 既存企業の競争力の強化 

(2) 既存企業の経営安定化支援 

(3) 企業の誘致 

１ 鉱工業の振興 

(1) 既存商店の魅力アップへの支援 

(2) 創業の支援 

(3) 事業承継の支援 

(4) 商店街の利便性の向上と「賑わい」の創出 

２ 商業の振興 
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第３節 魅力ある観光の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・修学旅行や合宿等を誘致するための助成制度により、観光ツアーや体験型教育旅行の誘致に努め、

糸魚川世界ジオパークを活かした交流人口拡大を図ります。 

・市内海岸利用の魅力アップ推進計画に基づき、海の魅力アップのための環境整備を行い、海水浴

客等の増加を図ります。 

・ジオパークの普及啓発を行い、市民・団体等が更なるジオパーク活動を進めるため、糸魚川ジオ

パーク協議会の活動を促進します。 

・宿泊施設におけるリフォームに対する助成を行い、新幹線開業によるお客さまの受入れ態勢の充

実を図ります。 

・糸魚川の特色ある食の知名度を向上するため、イベント出店及び情報発信などへの支援を行いま

す。 

・糸魚川駅の糸魚川ジオステーションジオパルを核として、ジオパークや糸魚川観光の情報発信の

充実を図ります。 

・北陸新幹線開業により増加するお客さまを迎える受入れ態勢の整備と誘客拡大に向けた機能強化

を図るため、観光協会への支援を行います。 

・食や地酒の魅力発信を行う団体の活動を支援し、交流人口の拡大を図ります。 

・越後上越食の嵐・国際ご当地グルメグランプリ等の開催により、糸魚川駅前のにぎわいづくりや

当市の魅力発信につなげます。 

・観光パンフレットの配布、観光情報の広告宣伝活動、観光案内看板の整備などにより観光誘客を

推進します。 

・権現荘のリニューアルを進め、観光客の受入れ態勢の充実を図ります。 

・旧国鉄北陸本線レンガトンネル周辺の遊歩道等の整備を行い、国の名勝親不知の新たな観光名所

への誘客を促進します。 

・宿泊施設への公衆無線ＬＡＮ整備を促進し、観光客の情報取得や発信の利便性を高めます。 

(1) ジオパークを活用した観光資源の連携と魅力づくり 

(2) 滞在型体験型観光機能の充実 

(3) 特産品の改良促進と提供機会の充実 

(4) 観光関連産業の活性化と地域振興 

１ 観光資源の活用と地域振興 

(1) 効果的な宣伝活動の強化 

(2) 観光・物産イベント等の実施と支援 

２ 誘客・宣伝活動の促進 

３ 受入れ態勢の充実 

(1) 観光の担い手の連携強化 

(2) 接客・観光案内の資質向上 

(3) ジオパーク受入れ機能の充実 

(4) ジオツーリズムの充実 

(5) 観光施設及びジオサイトの整備・運営 

(6) 観光交通の確保 
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・定期観光バスの運行により、市内観光地への誘客を推進します。 

・スキー場の利用促進を図るため、小・中・高等学校児童生徒へのバス代の助成を行います。 

・新幹線駅からの二次交通を確保し、利便性の向上や利用者拡大を図ります。 
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第４節 農林水産業の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・人・農地プランに基づき、地域の農業の担い手育成・支援を行うとともに、就農希望者の滞在費

助成や農業法人での研修支援など、多様な担い手の確保に努めます。 

・多面的機能支払制度を推進し、共同作業による農地・農業用水等の保全管理を支援します。 

・中山間地域直接支払第４ステージへのスムーズな移行と併せ、中山間地域等の耕作放棄地の拡大

を防止するため、継続的な営農活動を促進します。 

・有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、防護柵の設置など対策経費を助成します。 

・畜産農家の経営安定を図るため、畜産衛生対策費や物流経費の助成を行います。 

・農地の集積・集約化を進め、担い手の農作業の効率化や経営の安定化を図ります。 

・糸魚川産品の生産及び消費拡大のため、地産地消に取組む飲食店等を推進店として認定し、地産

地消の取組を拡大します。 

・６次産業化に取組む企業を支援します。 

・県営一般農道（中山地区）の全線開通に向け整備促進を図ります。 

・用水路の整備や畦畔補強など農業生産基盤を整備し、生産の省力化・効率化を図ります。 

・農道や林道の橋りょうについて、長寿命化計画に基づき、計画的な耐震化整備・補強工事を行い

ます。 

・農業利用されている豊富な水を、小水力発電による再生可能エネルギーとしての利用を研究しま

す。 

・森林の多面的機能発揮のため、森林整備を推進します。 

・地元産木材を使用した住宅建築に対する助成のほか、中国への木材輸出の実現に向けて、現地で

の木材等展示場にかかる経費を助成し、木材の利用促進と販路拡大を図ります。 

・県営林道（放山線、海沢線）、市営林道（入山線、岡倉谷線ほか）の開設・改良整備を推進しま

す。 

・自伐型林業推進のため、森林所有者自らが森林整備を実施できるよう支援します。 

・ヒラメやアユなど稚魚の放流活動に対して助成し、漁業資源の保護・育成を促進します。 

(1) 担い手の育成と経営の安定 

(2) 地元産食材の消費拡大 

(3) 農業生産基盤整備の推進 

１ 農業の振興 

(1) 担い手の育成と経営の安定 

(2) 地元産木材の利用拡大 

(3) 森林整備の促進 

２ 林業の振興 

(1) 担い手の育成と経営の安定 

(2) 地元産食材の消費拡大 

(3) 漁港施設整備の推進 

３ 水産業の振興 
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第５章 環境にやさしい安全・安心のまちづくり 【生活環境分野】 

第１節 環境の保全と資源循環型社会の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・生ごみ処理機器やごみ集積施設の設置に対する助成、廃棄物の分別収集、再資源化を進め、ごみ

の減量化と資源リサイクルを促進します。 

・ごみ処理施設の適正管理を図るとともに、次期ごみ処理施設の整備検討を推進します。 

・周辺環境に配慮した安全安心な処理に向けて、一般廃棄物最終処分場の整備計画を推進します。 

・し尿処理施設の維持管理の効率化を図るとともに、下水道処理施設への投入に向けた整備計画を

推進します。 

・住宅用太陽光発電設備やペレットストーブ等設置に対する助成のほか、地熱発電の可能地調査等

を行い、新エネルギーの導入支援を行います。 

・大気、水質、騒音等の環境調査を実施し、生活環境の保全に努めます。 

・有害鳥獣による人的被害、農作物被害の防止に努めます。 

・冬期道路交通の確保を図るため、除雪機械の計画的な入れ替え・更新を行い、適切な維持管理に

努めます。 

・市道の老朽化した融雪施設の更新を進めます。 

・地区住民が自主的に取組む除雪活動を支援するため、小型除雪機を貸与します。 

・ごみの不法投棄を抑止するため、パトロールや啓発活動により、環境美化に努めます。 

・花いっぱい活動を通じた美しいまち並み景観づくりを推進します。 

(1) 環境美化の推進 

(2) 親水施設の整備 

５ 美しいまち並み・景観の整備 

２ 循環型社会の形成 

(1) ごみの減量化とリサイクルの促進 

(2) 廃棄物等処理施設の適正管理 

(3) 地球温暖化防止対策の推進 

(4) 新エネルギーの推進 

(1) 豊かな自然の保護 

(2) 市民意識の高揚 

１ 自然環境の保全 

(1) 環境の保全 

(2) 鳥獣被害の防止 

３ 生活環境の充実 

(1) 道路除雪の充実 

(2) 生活弱者への支援 

(3) 雪の利活用の推進 

４ 克雪・利雪のまちづくり 
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第２節 安全・安心のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・平成 34年 11 月末で、防災行政無線の旧式アナログ無線機器が使用できなくなるため、デジタル

化に向けた無線局、中継局、屋外子局、戸別受信機の整備を行います。 

・市内全域の火災、気象、有害動物、防犯、交通等の情報を登録者に対して安心メールを配信する

とともに、ホームページでも配信情報を掲載します。 

・総合防災訓練の実施により、防災意識の啓発と防災体制づくりを進めます。 

・地域における防災リーダーの育成と自主防災組織の設立及び活動に対する支援を行います。 

・消防車両の更新と救急救助資機材の整備を行い、万全な消防救急活動に備えます。 

・消防団積載車の更新、格納庫の整備を行い、消防団の拠点化を進めます。 

・防火水槽、消火栓等の消防水利の計画的な整備を進めます。 

・平成 28年５月末で、消防救急無線のアナログ電波が使用できなくなるため、デジタル化に向け

た消防救急無線設備や消防団車載無線機等の整備を行います。 

・高度救命処置用資機材を整備し、救急医療体制の充実に努めます。 

・救命率の向上のため、救急救命士の養成及び応急手当の普及推進を図ります。 

・地域住民による防犯パトロールや防犯活動を推進します。 

・市内に点在する空き家の危険度調査を実施し、住環境の改善につなげます。 

・交通安全指導員の配置や交通安全推進団体への活動助成等により交通安全を推進します。 

・悪質商法などの消費者トラブルに対応するため、専門相談員を配置し、相談体制の充実に努めま

す。 

(1) 自らを守る消費者の育成 

(2) 消費者保護体制の充実 

４ 消費者保護の推進 

２ 消防救急体制の充実 

(1) 火災予防対策の推進 

(2) 消防力の強化 

(3) 応急手当の普及 

(4) 救急体制の高度化 

(1) 災害に強いまちづくりの推進 

(2) 危機管理体制の整備推進 

１ 防災・危機管理の推進 

(1) 防犯活動の推進 

(2) 交通安全対策の推進 

３ 防犯・交通安全対策の充実 
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第６章 自立と協働のまちづくり 【地域づくり・自治分野】 

第１節 自主的・主体的なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎実施概要 

・広報いといがわ、おしらせばん、市ホームページ、防災行政無線、ＣＡＴＶなどを活用して、市

民に分かりやすい行政情報の提供に努めます。 

・人権教育・啓発推進基本指針の見直しに係る市民意識調査を実施します。 

・男女共同参画社会実現のために、市民と一体となって男女共同参画推進の取組を進めるとともに、

女性相談の充実に努めます。 

・各地区の集会施設の新築や改築、耐震改修整備費などを助成します。 

・高齢化が進む集落の機能維持のため、ボランティアを募集し、関係者との調整及び作業支援を行

います。 

・中山間地域の集落に集落みまもり隊を配置し、集落機能及び地域力の維持向上を支援します。 

・３大都市圏等からの地域おこし協力隊の受入れ、地域活性化に向けた取組を促進します。 

・地区住民が主体的に取組む、地域資源を活用した地域密着型ビジネスを支援します。 

・地区住民の自主的・主体的な地域づくり活動を支援するため、地域づくりプランの策定と実施事

業に対して助成を行います。 

・地域コミュニティ活動を担う人材の育成と団体の設立及び運営を支援します。 

・小・中学生への啓発活動を通じて、市民憲章を推進します。 

・平和都市宣言に基づく平和教育を充実するため、中学生の広島派遣を行います。 

・市内に在住する外国籍住民に対する生活相談や日本語セミナーを実施します。 

・姉妹都市、友好都市、知音都市との交流活動を支援します。 

・情報共有によりチームワークを高め、糸魚川に愛着を持てる活動を通して、30年先も持続可能な

まちを目指すチーム糸魚川の取組を推進します。 

・市内で開催される同窓会への助成と合わせて、各種定住施策やふるさと納税の周知を行い、定住

促進とふるさと納税の増加を図ります。 

(1) 広報・広聴活動の推進 

(2) 情報公開の推進 

１ 市民に分かりやすい行政の推進 

(1) 自治組織への支援 

(2) 地域づくりプランの策定とプラン実現への支援 

３ 自治組織・機能の充実 

(1) まちづくりへの市民参加の促進 

(2) 人権意識の高揚と人権啓発の推進 

(3) 男女共同参画の推進 

２ 市民参加の基礎づくり 

(1) コミュニティ活動の促進 

(2) 人材の育成 

(3) 多様な交流の促進 

４ 市民活動の促進 


