
資料№２

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

1-2
1 妊娠出産支援
と親子の健康

1-2

細の名称
②－（1）（2）
基本だね　早寝
早起きおいしい朝
ごはん
親子で遊んでI♡
GEO

”大満足””基本だね””Ｉ♡ＧＥＯ”と
いった表現は、他との整合性に疑
問。違和感がある。見出しとしてで
はなく、文章に入れてはどうか。

策定中の第3次親子保健計画に文
言を合わせている。更に出産・育児
に満足できる環境づくりへの意気込
みを表したいという意見から大満足
とした。

出産・育児満足の環境づくりに修正
しました。

こども課

1-2

細の名称 行政サービスの満足度は人それぞ
れで感じ方が違うので、客観的な判
断が難しい。施策として満足度を高
めるのは良いと思うが、判断の基準
とするのは違うのではないか。

お祝い金の支給等での満足度は考
えていない。産んで良かったといっ
た質を満足としている。出産時の満
足度を高めて、育児につなげていき
たい。

同上。

こども課

1-2

細の名称 他市では出産祝い金支給している
例もあり、市として”大満足”の表現
はどうか。

”大満足”の表記は親子保健計画
（策定中）に掲載している表現。そち
らの委員会でも当分科会の意見を
伝えていく。

同上。

こども課

1-2

現状と課題 市内病院の出産割合51.6%、健診満
足度89.2%とあるが、アンケートでは
「医療体制整備」の不満が58.2%と
なっていると整合が取れないのでは
ないか。

満足度としてはアンケートとは別に
把握して、課題について検討してい
く。

-

こども課

1-2

現状と課題 出産割合が51.6%で、48%産まない
人がいるがその原因はどうか。

現在、妊娠届出時に出産施設を選
ぶ要因をアンケート調査中である。
出産前後のサービス、医療体制が
主な原因と考えている。また、良い
サービスがあっても周知不足もある
と考える。

-

こども課

1-2

現状と課題 複雑な課題を抱える親子が増えて
いて、きめ細かな支援を行ってい
る。現状に親子への継続的な支援
を入れてはどうか。

複雑な課題を抱える親子の増加し
きめ細かい支援の必要は、今以上
に必要と考える。

第２項、子育て支援の充実の現状
と課題に記載しています。

こども課

総合計画審議会　第１分科会での意見・質疑（第１章）
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

1-2

現状と課題 市内から産婦人科がなくなる危機
感が市民にないのではないか。出
産だけの問題ではなく、成人女性、
小児科にも関連してくる。一般クリ
ニックの手厚いサービスを考える
と、病院からのアプローチも必要で
はないか。

市内医療機関と話し合い、医療環
境の後退が、市民一人一人にどう
影響するかを伝えていく。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

9歳までゲーム機を持たさないとあ
るが、具体的にどうしていくのか。

この方針で強く進めたいということ。
難しい課題であり、保護者、保育
園、小学校と協議する中で具体的
な方策を検討していく。

9歳までの体験活動等の重要性を
説明し、文言を修正しました。

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

糸魚川市の0から18歳の子育て環
境は大変良いと感じている。上越へ
転出した人からもそのような声を聞
いている。
ただ、イヤイヤ期の２才の子供にタ
ブレット端末で”鬼アプリ”でしつける
といった例もあるようだ。子どもの脳
を守るといったことからも、９才まで
ゲーム機、スマートフォンを持たさな
い条例があってもよい。

９歳までは電子メディアでなく、ふれ
あい、体験、外遊びの推進が子ども
を育てるという強い気持ちで推進し
ていく予定です。条例については親
子保健計画を推進会での意見を聞
き、検討する。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

スマートフォンの所持実態はどう
か。

低年齢だと保護者と共用。5年前に
比べると中学生の所持が伸びてい
る。中学入学祝で購入したり、また
部活の連絡にスマートフォンのアプ
リケーションソフトを用いるといった
ことも聞いている。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

スマートフォンの所持について、大
人として説明する役割もあるのでな
いか。
インターネットで世界につながる危
険性であったり、生活に本当に必要
かなど。

依存、脳の発育等スマートフォンに
よる健康への危険性を積極的に周
知します。

-

こども課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

所持しないことで友達同士の仲間
はずれが怖いのだろう。持つとして
も時間制限をするなどが必要では
ないか。

一方的に所持禁止ではなく「これな
ら守れるルール」を市民と考えた
い。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

スマートフォンについては、市として
保護者にメリット・デメリットを説明し
てあげることが必要だ。

保護者に健康に及ぼす危険性を積
極的に説明する。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

小学校でパソコンを使っての授業は
どうか。スマートフォンを9才まで持
たせないこととパソコンを使った学
校教育との整合はどうか。

学校では、パソコン等の活用スキル
とともに、ネットモラルの指導を行っ
ている。家庭のネット環境は、保護
者監督のもとルールを守っていると
は言えない。児童生徒への指導とと
もに保護者の意識改革が必要であ
る。

-

こども教育課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

家庭のパソコンは管理もできる。問
題は個人で所有するスマートフォ
ン。子どもの発達を考えるとしっかり
９歳という年齢を入れた方が良いと
思う。基本理念として必要であり、
家庭に任される部分はあると思う。

最後は家庭の判断になりますが、９
歳までに脳の発達、体の発達の基
本がほぼ完成するため、しっかり「９
歳まで」と言う姿勢を強く持って推進
する。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

９才までは持たせないか、触らせな
いか。
宿題の調べものといった便利な面も
ある。「正しく使う」方が良いのでは
ないか。

親が持っているスマートフォンでも
触らせないという意味。この項目は
「健康づくり」なので、危険性を重視
して発信する。

-

こども課

1-2

②－（2）
親子で遊んでI♡
GEO

いい面、悪い面を知らせること必
要。行政から「このように使って欲し
い」と伝えてはどうか。
委員でも健やかな成長の面が分か
りにくい。市としての考えを市民に
伝えるようにしてもらいたい。

９才までは実体験、体を使った体験
が健やかな成長の基本と考えてい
る。
正しい意味を機会を捉えてきちんと
伝えていく。

-

こども課

3-4
２　子育て支援の
充実

こども課

3-4 現状と課題 取り組み→取組 修正する。 修正済み。 こども課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

3-4

現状と課題
②子育て家庭を
支える取組の推
進

方針にある「子どもの虐待」につい
て現状と課題で触れていないがどう
か。

現状に入れていく。 追加済み。

こども課

3-4

②子育て家庭を
支える取組の推
進

子宮頸がんの予防接種はどうか。 副反応があることから、国から指示
により積極的に進めていない。自己
責任で接種している人はいる。

-

こども課

3-4
②子育て家庭を
支える取組の推
進

4行目　子どもの　→　子どもに 修正する。 修正済み。
こども課

3-4

⑤地域で行う子
育て支援

ファミリーサポートセンター事業の登
録者はどうか。

日常的には数名の利用。主に休
日、夜間となっている。提供会員数
は16名、依頼会員25名。預かる人
が見つからない。年々少なくなって
きている

-

こども課

3-4 協働のとりくみ 分かりにくい。 家庭などの役割を明記する。 修正済み。 こども課
3-4 協働のとりくみ 2行目　「将来の地域お」　お→を 修正する。 修正済み。 こども課

5-6
３　就学前教育の
充実

5-6

３　就学前教育の
充実

子ども一貫教育の中で就学前と後
で分けなくてもよいと感じている。意
見を頂戴したい。
施策①P7-8子ども一貫教育
施策②P3-4子育て支援、P13-14生
涯学習
施策③P1-2妊娠出産支援、P7-8子
ども一貫教育
他と重なる点あり、重複記載とした
い。

-

こども課

5-6
全体 学校前の教育の視点で記載しては

どうか。
就学時までに大切にしたい内容を
記載したい。

乳幼児期、家庭で大切にしたい事
項を記載しました。 こども課

5-6

全体 学校教育にもつながるが、次の項
目との区別がわかるようにしてはど
うか。

人間形成の土台づくりの視点での
内容としたい。

家庭教育と各教育期との連携を記
載しました。 こども課

5-6

③乳幼児教育の
充実

乳幼児教育として、教育だけでな
く、道徳心、社会教育についても触
れてもらいたい。

重要な内容なので、検討したい。 幼少期における豊かな体験活動、
遊びを通した道徳性の育成につい
て記載しました。

こども課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

7-8
４　質の高い学校
教育の推進

7-8
４　質の高い学校
教育の推進

基本方針　生きる力は知徳体のバ
ランスのとれた子どもを育てること

-
こども教育課

7-8

章名 「夢をかなえる」からすると、キャリア
教育が大切ではないか。

②ふるさと学習による郷土愛の醸
成の中に記載する方向で検討した
い。

施策②の項目に「キャリア教育の推
進」を追加します。 こども教育課

7-8

現状と課題 中学３年生の学力が低い分析はど
うか。

家庭学習の時間が短い傾向にあ
る。

家庭学習につながる授業づくりへの
取組を、「授業改善」に含めて学校
に指導します。

こども教育課

7-8

現状と課題 ふるさと愛着度は20代で低いが、ジ
オパーク学習を受けた年代ではな
いのではないか。香港海外派遣も
あり今の子どもは小中で十分ジオ
パーク学習受けているのではない
か。高校ではジオパーク学習よりも
学力を伸ばす方が良いのではない
か。
高校でのジオパーク学習について
具体的に何か考えているか。

小中高と連続性を持たせたい。転
出しても戻ってくることを考えると、
ふるさと愛の形成に努めたい。目的
は高校生においてもふるさとを愛す
る心を育みたいということ。今のとこ
ろ具体的な取組は未定。再度内容
をふるさと愛を育む方向で検討した
い。

「現状と課題」の中で、地元企業と
の連携を重視した中学校や高等学
校での魅力ある授業づくりの一層
の推進について記載しました。

こども教育課

7-8

現状と課題 小学校のジオ学習は定着している
し、事業の継続が大事と感じてい
る。
義務教育以外の場で、クラブ活動
や、社会教育などでジオの専門学
習の場を設けることで、興味を持っ
て選択して学べる環境づくりはでき
ないか。

高等学校でジオパークを中心とした
地域の特色を生かした学習機会の
可能性を共に探り、魅力ある学校づ
くりを支援してまいります。

-

こども教育課

7-8

現状と課題 不登校０でないとあるが、具体方策
ないようだ。いじめについての具体
的な施策はどうか。主要事業には
記載がある。

不登校は、③の教育相談体制に含
まれている。
いじめについては③の中で調整し
たい。

「具体的な施策」④として、いじめの
未然防止、早期解消に向けて地域
全体で児童生徒の社会性育成に取
り組む内容を追加します。

こども教育課
こども課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

7-8

現状と課題
具体的な施策

18才選挙権について具体的な施策
が必要ではないか。選挙の仕組
み、法についても学ぶ必要がある。
高校生につながる中学生にも意識
として説明していくべきではないか。

国の指導で高校の授業の中で法律
違反防止を中心に説明される。市
選管としても出前講座等で説明して
いく予定にしている。計画への記載
は別として取組はしっかり行ってい
く。

-

総務課

7-8
現状と課題
具体的な施策

選挙については全国共通なので記
載不要ではないか。

- -

7-8

現状と課題 「特別な支援を必要とする子ども」
への具体的な施策として「学習障
害」についての記載が必要ではな
いか。

③○の2つ目「個のニーズに応じた
教育」に含まれる。具体的な表現は
さけた。

具体的な障害名の記載は避け、
「学校での生活や学習に困り感をも
つ子ども」という表現に改めます。 こども教育課

7-8

③一人ひとりの教
育的ニーズに対
応する体制の充
実

8Ｐ③の個のニーズではなく、発達
障害、学習障害といった記載の方
がわかりやすく安心できる。

全て上げることはできないが、記載
を検討したい。

同上。

こども教育課

7-8

⑤保育士・幼稚
園教諭、教職員
の資質の向上

「指導力育成を支援」とあるが具体
的には何か。

学ぶ楽しさ、できる喜びを子どもた
ちが学ぶことのできる園、学校の指
導力を強化したい。教委・外部講師
とで育成していきたい。

研修内容に応じて、幼・保、小、中、
高の教員が学ぶ機会を設定しま
す。 こども教育課

7-8

協働のとりくみ 内容が一般的。分けて記載するな
ど工夫してもらいたい。

子ども一貫教育基本計画にすでに
役割が掲載されていて、様々な思
いが入っている。ただ、新たな取組
もあり、具体的な記載を検討する。

子ども一貫教育基本計画に基づい
た内容を盛り込みます。

こども教育課

9-10
５　学校等教育環
境の整備

9-10

５　学校等教育環
境の整備

少子化から適正配置を検討してい
く。
施設の耐震化を記載している。

-

こども課

9-10 現状と課題 一番下　　過程→家庭 修正する。 修正済み。 こども課

9-10
施策指標 施策指標のＨ31全校天井落下防止

とあるが、見込みはどうか。
計画として進めていきたいものであ
る。

-
こども課

9-10 アスベストについては問題ないか。 ない。 - こども課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

9-10

節名 「教育環境の整備」はハードのみを
意味するか。特別支援学級の教員
体制などソフト面はどうか。
8Pの③の表現（個のニーズ）ではわ
かりづらい。

ハードが中心となる。
ソフト面については、8Ｐの③一人ひ
とりの教育的ニーズに対応する体
制の充実の中に記載している。
「個のニーズ」書き方を検討したい。

「個のニーズ」を「学校での生活や
学習の困り感をもつ子どもの個別
のニーズ」とします。 こども教育課

9-10

0－18才までの計画すばらしい。残
りたい人への支援はどうか。郷土愛
はよいが皆羽ばたいていってしま
う。補助制度や専門学校が無理な
ら専攻科の配置はどうか。

地方創生総合戦略でも、大学等の
卒業後の就職先として、研究機関
や教育機関の誘致について調査研
究を行うこととしていることから、専
門学校や大学等の誘致とあわせ、
その可能性調査を行う。

移住定住分野の中で、実現性を踏
まえた記載を検討します。

企画財政課
定住促進課

9-10

皆外へ出てしまって戻って来なけれ
ば困る。就職がなく、あっても臨時
採用だと生活できない。

第３章で就業支援の強化、雇用環
境の整備を行います。

-
企画財政課
定住促進課

11-12

１　結婚を希望す
る若者への婚活
支援

11-12

１　結婚を希望す
る若者への婚活
支援

未婚者が多い現状。特に男性の未
婚者が多い。
現在アンケートを実施中である。

-

環境生活課

11-12

全体 婚活支援がここに入ってくると流れ
に沿っていなくて違和感がある。例
えば市の活性化に入れられない
か。

当初は最初に婚活支援の項目を考
えていたが、０才から成人までの構
成とした。

-

企画財政課

11-12

施策指標 市全体の婚姻数158でなく、縁結び
ハッピーコーディネート事業の実績
は入れられないか。

H27の実績は1組。 コーディネーターはボランティアで
やっていただいており、プレッシャー
をかけられないため、掲載できな
い。

環境生活課

11-12

①出会いの場創
出支援

アンケートで結婚の希望は聞いて
いるか。したくない人の把握は？
現実として経済的や生活環境的に
厳しいところもある。

現在実施しているアンケートの中で
「結婚したいか」はお聞きしている。

-

環境生活課

11-12

協働のとりくみ 企業として社員に結婚を勧めること
は難しいのではないか。

人事管理ではセクハラ、パワハラと
なる可能性もある。記載方法を検討
したい。

個人へ進めることでなく、「イベント」
の周知という表現にします（ポス
ター掲示程度を想定）。

環境生活課

- 7 -
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

11-12

全体 中学生・高校生までは男女交際の
意欲ある。女の子の積極性も目
立っている。その後なくなるのかを
考えると、結婚の良さを伝えていく
べきと感じている。親の後押しも必
要ではないか。新婚家庭への助
成、支援があっても良いと感じてい
る。

結婚の良さを子供、親へ伝える場
の設定が難しい。広報等で知らせる
ものではない。
新婚家庭への助成については、他
市の事例があるかも含めて研究し
たい。

-

環境生活課

11-12

②結婚に向けた
意識醸成の取組

未婚男性向け講座とあるが、未婚
者数は特に女性が少ない。都会か
ら女性を連れてくるということか。

具体的に固まっているものではない
が、セミナーとしては婚活イベント参
加の際の服装だったり、会話、きっ
かけづくりといった婚活につながる
講座を考えている。

-

環境生活課

13-14
１　社会教育の充
実

13-14

主要事業 協働の取組に「ひとづくり、まちづく
りを推進」とあるが主要事業にその
ような事業が見当らない。特に青海
地域では支館体制が中心に地域づ
くりが行われており、地域に応じた
取組として、ひとづくり・まちづくりの
事業を挙げてもらいたい。

第６章と重なる部分もあり、そちらと
併せて検討する。地区の実情に合
わせた取組が必要と感じている。

主要事業一覧は、実施計画事業と
して個別の施策を記載しているもの
で、ひとづくり・まちづくりはすべての
事業に共通する方向性であること
から、事業一覧として記載はしな
い。

生涯学習課

13-14
現状と課題
トピック

新公民館とあるが、この計画では”
新”はとるべきでないか。

“新”を削除し、公民館とする。 修正済み。
生涯学習課

13-14

全体 専門性を持った職員が少ないので
はないか。専門性を持った職員が
中心となって様々な市民の委員会、
例えば社会教育委員をリードしても
らいたい。図書館の職員についても
司書配置など同様に感じている。
子ども読書はどうか。

第２次子ども読書活動推進計画の
中で職員の研修や知識の習得など
具体的な取組を進めていく。専門員
は置けるかは明言できない。
社会教育主事は複数いるのでぜひ
利用していただきたい。
図書司書や社会教育主事等専門
性のある職員配置がある場合、事
業推進において、中心的存在となる
よう進める。必要に応じて、各種研
修会に参加し事業推進に反映した
い。

-

生涯学習課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

13-14

全体 旧公民館体制の方が市民向けの活
動を一生懸命行ったり、支援したり
手厚かった。市から公民館職員へ
の指導をお願いしたい。

以前の方がよかったという話は聞い
ている。長い目で見てもらいたい。

現状と課題で把握しているので、将
来的な方向性については、原文ど
おりとする。 生涯学習課

13-14

具体的な施策
②青少年の学習
の充実

務めます→努めます。 指摘のとおり改める。 修正済み。

生涯学習課

13-14 協働のとりくみ 推進してまいります→推進します。 指摘のとおり改める。 修正済み。 生涯学習課

15-16
２　スポーツ環境
の充実

15-16
全体 レベルが高い。よくやっていると思

う。
- -

生涯学習課

15-16

全体 2020年の東京オリンピックに出場す
る選手が出てくると盛り上がる。現
在、指導者の育成に力を入れてい
る。市民全体で支援できるような体
制ができればと考えている。

スポーツ推進事業や体育団体等支
援事業の中で取り組みたい。

-

生涯学習課

15-16

全体 東京オリンピックが良い契機とな
る。”オリンピック”の言葉を入れて
はどうか。

検討する。
小中学生の北信越大会、全国大会
への出場増えている。学校やジュニ
アの指導があってのことと感じてい
る。小中高以降の継続が課題と感
じている。

東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会により市民のスポーツ
への関心が高まることが期待される
ことについて、現状と課題に追記し
ます。

生涯学習課

15-16

③スポーツ大会
の開催と誘致の
推進

高校野球の大会は美山球場ででき
ないか。規格が合わないのであれ
ば、改善していかないのか。

県内を南北に分けて開催していて、
長岡・柏崎・三条と一緒の地域と
なっている。開催できる規模を考え
ると上記３つが主体となっている。
両翼90ｍでは足りず、95ｍ必要。上
越でも拡張したが駐車場対策が必
要と言われている。両翼を拡張して
も、駐車場や、地理的に厳しい。

施設整備については、公共施設等
総合管理指針に基づき、検討しま
す。

生涯学習課

15-16
全体 一流のスポーツを見せることは必要

であり、施設の充実は重要だ。
- 施設整備については、公共施設等

総合管理指針に基づき、検討しま
す。

生涯学習課

15-16

全体 今後を考えると、プロが使えるくらい
の球場整備は行うべきではないか。

両翼拡張より管理棟整備を優先し
たい。有料開催も含めてできるよう
に努めたい。

施設整備については、公共施設等
総合管理指針に基づき、検討しま
す。

生涯学習課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

17-18
１　芸術文化の振
興

17-18
全体 全体的な意見としては、特に「子供

たち」への取組が大事だと感じた。
- -

文化振興課

17-18

全体 子どもが参加できる取組は良いと
思う。せっかくなので、子どもにとっ
ても顕彰などが分かりやすい取組
にしてもらいたい。

取組を検討する。 学校を始め、文化活動団体や地域
と連携し、若いうちから文化に親し
む機運を盛り上げる旨、計画に追
記します。

文化振興課

17-18

全体 文化面でも羽ばたける育成をお願
いしたい。文化、スポーツ隔てなく大
会出場への支援をしてもらいたい。

文化活動もスポーツ大会出場と同
様な支援はある。スポーツとは大会
としての形態が異なることから難し
いところだが、周知に努めたい。

-

文化振興課

17-18

全体 子どもたちと地域の文化的な活動と
の接点が少ない。従って学校教育
の場面であったり、行政からも子供
たち向けに鑑賞する場であったり、
文化的な取組支援をお願いしたい。

学校単位での文化的な活動として、
地域の方から講師として来ていただ
いて活動している。一流の芸術を見
る機会も大事と思うので、違った形
での記載を考えたい。

学校を始め、文化活動団体や地域
と連携し、若いうちから文化に親し
む機運を盛り上げる旨、計画に追
記します。

文化振興課

17-18

具体的な施策 子どもの文化的な素養育成、支援
はどうか。

世代は限定していない。郷土ゆかり
の文人顕彰として、俳句大会、短歌
大会開催し、子どもからも参加して
もらっている。

同上。

文化振興課

17-18
具体的な施策 中学生の観劇について具体的施策

に掲載してもらいたい。
芸術鑑賞会は学校の授業の一環と
して行っている。

-
文化振興課

17-18

具体的な施策
②優れた芸術文
化の鑑賞機会の
提供

地域の取組は充実している。一流
事業招致が少ないのではないか。5
月ストリングス8月弦楽四重奏と
いったことのないように、長期的な
計画で実施するなど、行事の調整し
てはどうか。

意見をお聞きしながら、誘致のタイ
ミングなどを含めて、今後そのよう
にしていきたい。

-

文化振興課

17-18

現状と課題
協働のとりくみ

“応援”が２か所あるが、行政計画
の表現としてふさわしいかどうか。
P18は「支援」で良いと思う。

検討する。 「支援」へ記載を修正します。

文化振興課

19-20
２　歴史・文化の
継承と活用



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

19-20
２　歴史・文化の
継承と活用

具体的な施策③の文章を修正す
る。

「伝統文化を次世代に継承するた
め、伝承活動や保存活動を支援し
ます。」へ修正します。

文化振興課

19-20

関連個別計画 青海川硬玉産地保存管理・保存整
備計画あるが、青海川ヒスイ峡にト
イレがない。最終のトイレとしては、
大沢地区の公園となる。トイレの位
置を知らせる気配りが必要ではな
いか。

小滝川整備はH27に終了。次は親
不知、その後青海川の整備となる。
見せる環境整備の後にトイレ等も考
えていきたい。

-

文化振興課

19-20
関連個別計画 仮設のトイレ設置はどうか。 小滝川でも1年間設置してみたが、

ほとんど利用されなかった。
-

文化振興課

19-20 全体

文化財の環境整備後は情報発信
必要。また来てもらえる工夫、リピー
ターとなってもらえるような取組が必
要。

各施設が連携し、ストーリー性を
持った解説や分かりやすい見学
コースの設定など、さらに魅力を高
める取組を進める。

-

文化振興課

19-20
全体
他にも関わる

小野健さんがずっと携わってくれて
いた栂海新道の道管理、整備はど
うなるのか。ボランティア集めはでき
ないか。素晴らしい取組を継続して
いく仕組が必要だ。明るい糸魚川に
向けた取組、希望にみちた取組を
広報に載せてもらいたい。知らしむ
寄らしむ踊らせることが行政の使命
ではないか。

伝承の取組としては、文化団体の
補助金を活用して川詰神楽は継続
できた事例の一つとなっている。

-

文化振興課

19-20

周知は必要だ。広報に掲載したか
らと言ってそれで終わりではなく、危
機感を持って考えてもらいたい。

意見として今後の事業の推進の際
参考にしたい。

-

文化振興課

19-20
栂海新道のボランティアは全国に
募るという方法もあると思う。

同上。 -
文化振興課

19-20

ボランティアを集めるのは地域でも
難しくなっている。シルバー人材セ
ンターへの登録も少なくなってきて
いると聞いている。高齢者の活躍、
ボランティアとしての参加は総合的
に考える必要がある気がしている。

同上。 -

文化振興課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

19-20
ボランティアは心のゆとり、経済的
ゆとりがないと続けられない。

同上。 -
文化振興課

19-20

例えば高齢者をどのように支援して
いくか、支援していく側が少なくなっ
てきている現状がある。それがすべ
て行政のせいか、という事でもない
気がする。

同上。 -

文化振興課


