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Ⅰ 行政改革大綱策定の背景 
 

１．市を取り巻く社会情勢 

 日本経済は、大胆な金融緩和政策などにより、景気は緩やかに回復しつつあります。し

かし、消費税率の引き上げなどから生活必需品の価格も上昇傾向にあり、日常生活では景

気回復を実感するまでには至らない状況となっています。 

 また、少子高齢化の急速な進展による人口減少が進み、社会情勢は大きく変わろうとし

ています。 

 当市における人口減少の状況は、新潟県の人口減少率と比較して減少率が高く、国立社

会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると平成 31年にはおよそ 31,300人まで減少

すると推計されています。 [妙高市人口：34,869人（平成 26年 3月 31日現在）] 

 人口減少によって地域活力を維持していくことが困難となるほか、税収や普通交付税な

ど歳入の減少などの影響が予想されることから、地方自治体もこれらの課題への適切な対

応が求められています。 

 

 

２．市の財政状況 

 歳入の中心となる市税収入は、経済情勢や生産年齢人口の減少などの影響により年々減

少傾向にあります。平成 25年度の市税収入（約 46億円）は、合併後過去９年間の中で最

も多かった平成 19年度（約 57億円）と比較すると約 11億円の減少となっています。 

 一方、歳出は毎年度、固定的に支出される経常的経費のうち、人件費は減少しています

が、高齢化などの進展により社会保障関係経費が増加傾向にあります。歳入と歳出は、今

後も同様の傾向となることが見込まれており、財政状況は一層厳しくなることが予想され

ます。（図１） 

 また、市町村合併に伴う財政上の特例として、普通交付税は合併から 10 年間（平成 27

年度まで）、合併算定替が行われ、合併前の市町村を単位とする積算を合計した額が確保

されています。しかし、平成 28 年度以降は、この特例が段階的に縮減されることから、

平成 33年度には本来の普通交付税額となり、現在の交付額に比べ約 13億円の大幅な減額

となる見通しとなっています。（図２） 

 このように、財政規模の縮小が確実に到来することから、事業の必要性や効果等を十分

に踏まえ、市民に必要な事業を選択し、限られた財源を集中するなど、今以上に効率的な

行政経営が求められます。 
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 図１[市税収入と経常的経費の推移] 
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   [単位：百万円] 

項目 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

市税収入 5,449 5,470 5,771 5,617 5,144 4,895 4,869 4,688 4,662 

経常的経費 11,833 11,777 11,813 11,570 11,677 12,236 12,091 12,464 12,531 

人件費 3,679 3,441 3,463 3,003 2,837 2,831 2,752 2,670 2,552 

社会保障関係費 2,039 2,035 2,174 1,903 2,076 2,714 3,025 2,940 3,076 

※経常的経費…地方財政状況調査（14表）の経常的支出額を掲載 

※社会保障関係経費…国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計繰出金と

扶助費の合計額。（H17～H19 年度は老人保健特別会計、H20 年度

以降は後期高齢者医療特別会計の繰出金） 

 

図２[平成 25 年度の普通交付税算定額及び臨時財政対策債発行可能額を基準に試算した推計イメージ] 
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  ※通常 10 年であるが、当市は H17 年 4 月 1 日合併のため、平成 18 年度から 10 年間

の適用となり通算で 11年となる。 

合併後 16年 

合併後 11年（※） 

新市本来の算定額 

百万円 

▲約 13億円 
合併算定替による増加分 
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３．これまでの取組みと今後の課題 

 本市では、市町村合併後の平成 17 年 9 月に「妙高はねうま新行政運動」として第５次

行政改革大綱を策定しました。第５次行政改革の５年間に、組織機構の見直しや事務事業

の整理・統合、給与の適正化等により歳出を抑制しつつ、受益者負担の適正化や新たな産

業創造、市税等の徴収強化など歳入確保を通じて、行政経営の効率化と財政の健全化に取

り組んできました。 

 さらに、第６次行政改革大綱（平成 22 年１月策定）では、基本理念である「市民と行

政とが協働心を持った自治体経営の実現」を目指し、平成 22年度から平成 26年度までを

推進期間とし、実施計画に基づき取組みを進めてきたところです。 

 これらの取組みにおいては、特に市民との協働という面で共助活動の拡大など新たな取

組みによる成果が得られました。今後、市民との一層の協働や行財政の効率化と健全化、

行政体制の見直しに取組む必要があります。 

 

（１）第６次行政改革の主な成果 

   第６次行政改革では、職員数の適正化や財政の健全化など目標を上回る成果を挙げ

ることができました。また、市民サービスの面においても、各種の取組みを通じて市

税等の納付環境の整備など利便性の向上を図ってきました。 

 

  ◆市民による共助活動の進展 

    自治組織や各種団体の公益的な活動への支援により、一部地域では市民による共

助活動が進展しました。 

  ◆民間委託の推進 

    浄水場等の運転管理業務や給食調理業務、サテライト妙高維持管理業務などにつ

いて民間委託を導入し、効率的なサービス提供とすることができました。 

  ◆定員適正化計画に基づく定員管理 

    事務事業の見直しや業務の効率化を図り、H22年度から 28名を削減しました。計

画では 386名（H22.4.1）を 369名（H27.4.1）▲17名のところ、H26.4.1現在で 358

名（▲28名）と、計画期間前に削減目標を達成しました。 

  ◆実質公債比率 18％以下の堅持 

    新規の起債発行抑制や繰上償還の実施、優良債の活用により実質公債比率が改善

し、健全な財政運営を維持しました。[H21年度:16.0％→H24年度:12.3％に改善] 

  ◆市税等の納付環境の整備 

    コンビニエンスストアにおいて市税等の納付を可能とし、市民の利便性を高めま

した。 

  ◆公共施設有効活用・再配置計画の策定 

    施設の必要性、耐久性、耐震性から、施設の有効活用や撤去など今後の在り方を

検討し、市としての方向性を示しました。 
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（２）今後取組むべき課題 

   第６次行政改革では、一定の成果が挙がっている取組みがある一方で、残されてい

る課題もあり、新たな課題とともに今後も継続した取組みが必要です。 

 

  ◆市民との協働の推進 

    地域住民の共助活動がさまざまな場面で行われるよう市民との一層の協働が必要

です。 

  ◆自主財源の確保 

    財政運営の健全化では、実質公債比率など目標を達成していますが、今後の財政

状況を見据え、市有資産の有効活用など自主財源の確保をさらに進める必要があり

ます。 

  ◆事務事業の見直し 

    これまでも行政評価に基づき、メリハリを付けた事務事業の見直しを実施してき

ましたが、厳しい財政状況を踏まえて、財政健全化の取組みとの両立を図るため、

事務事業の統合や廃止を含む一層の見直しが必要です。 

  ◆職員数の適正管理 

    第４期の定員適正化計画では、その目標を達成していますが、さらなる効率化を

図り第５期計画の目標を達成するため、職員一人ひとりの能力を最大限に活かし求

められる成果を生み出せるような取組みが必要です。 

  ◆公共施設の適切な管理 

    公共施設の有効活用や統廃合について市としての方針を「妙高市公共施設有効活

用・再配置計画」により明確にしましたが、計画の着実な実施に向けた取組みが必

要です。また、道路や橋などのインフラ施設の維持管理についても長期的な方向性

を明確にするため、「公共施設等総合管理計画」を策定する必要があります。 

    

 

Ⅱ 行政改革大綱の基本理念  

 

 

人口減少社会を迎え、市税や普通交付税など歳入の減少、市民生活の基盤となる地域コ

ミュニティ活動の停滞などの問題が拡大しつつあります。行政には、これらに適切に対応

し、市民サービスの維持・向上や政策的課題への対応を持続できるような自治体経営に取

り組んでいくことが求められています。 

しかし、このような状況の中で、行政だけの力で自治体を経営するには限界があります。 

今後、さらに厳しい状況となることに備えて、自己決定・自己責任の原則のもと、市民

と行政がこれまで以上に連携、協力し、それぞれの役割分担に基づき、目標を共有し力を

合わせてさまざまな課題に対応していかなければなりません。 

これらのことから、本大綱では「市民と行政との協働による持続可能な自治体経営の推

進」を基本理念として、行政改革に取り組みます。 

『市民と行政との協働による持続可能な自治体経営の推進』 
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Ⅲ 行政改革大綱の体系図 

 

 

 

 

 

   

    （１）市民主体の共助活動の促進 

      地域課題の解決に向けた市民の自発的、主体的な活動に対する支援を通じて、

共助活動の充実を促します。 

      ①自治組織や市民団体等との公益的活動における協働 

      ②地域コミュニティを維持するための仕組みづくり 

    （２）市民との相互理解の推進 

      市民との信頼関係を築き相互理解を深めるため、これまで以上に市民と情報

を共有するとともに、行政への市民参画の拡大を図ります。 

      ①市民と行政との情報共有の充実 

      ②行政への市民参画の拡大 

 

     

    （１）健全な財政運営の推進 

      市税や普通交付税など歳入の減少を見据え、自主財源の確保や事務事業の選

択と集中などにより、健全な行財政運営をさらに進めます。 

      ①自主財源の確保 

      ②「選択と集中」による事務事業の抜本的な見直し 

      ③受益者負担の適正化 

      ④堅実で効率的な財政運営 

    （２）質の高い行政体制の確立 

      人材育成を通じた職員の能力向上と機能的な組織づくりにより、成果を生み

出す体制を確立し、効率的で質の高いサービス提供を目指します。 

      ①職員能力を最大限に活かす人材育成 

      ②機能的な組織づくりと適正な職員管理 

    （３）効率的な行政活動の推進 

      行政サービスの提供手法や提供主体を見直し、行政活動の効率化を図ります。 

      ①業務の効率化による行政サービスの向上 

      ②民間活力の積極的な活用 

      ③公共施設の適切な配置と管理運営 

 

２ 経営的視点による持続可能な行財政運営の推進  

 

第７次行政改革大綱 基本理念 

市民と行政との協働による持続可能な自治体経営の推進 

１ 市民との協働によるまちづくりの推進  
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Ⅳ 行政改革大綱の重点項目  

 

 行政改革の基本理念を達成するため、次の重点項目に取り組みます。 

  １．市民との協働によるまちづくりの推進  

  ２．経営的視点による持続可能な行財政運営の推進  

 

 

 

 市民生活に係る課題を行政が全て解決することは困難になってきています。市民の自

主・自立を基本として、自ら解決できる課題は自らが解決（自助）し、それが困難な場合

に地域や市民団体などコミュニティで解決（互助・共助）したり、行政が補完、支援（公

助）したりするという役割分担に基づき、市民と行政との協働によるまちづくりを推進し

ます。 

 

（１）市民主体の共助活動の促進 

   少子高齢化や過疎化、生活様式の多様化などにより、中山間地域だけでなく、市街

地においても地域コミュニティの相互扶助機能等の低下が見られます。また、高齢者

の見守りや防災に関することなど地域における解決すべき課題が増加しています。 

   このため、地域活動の担い手として自治組織やＮＰＯ、ボランティア団体などの各

種団体が、それぞれの特性や能力を発揮し、身近な課題を主体的に解決できるよう、

これらの団体の公益的な活動に対して支援を行うほか、市民と行政が役割分担に基づ

いて力を合わせて行う協働による事業の実施を通じ、市民による「共助」の活動を促

進します。 

   また、共助の担い手となる地域コミュニティも、人口減少などにより連帯感を失い

つつあり、一部地域ではその存続が危惧されています。このため、地域コミュニティ

が自立した活動を維持できる仕組みづくりを地域とともに進めます。 

 

   【取組項目】 

   ①自治組織や市民団体等との公益的活動における協働 

   ②地域コミュニティを維持するための仕組みづくり 

 

（２）市民との相互理解の推進 

   これまで、広報紙やホームページ、ケーブルテレビによる「みょうこうチャンネル」

の放送などを通じ市民へ情報発信してきました。また、「市長への手紙」などにより

広く市民の声を行政に反映してきました。 

   市民と行政の役割分担に基づいた協働を進めるためには、これまで以上に市民との

コミュニケーションを深めるとともに、行政への市民の参画を進め、共通認識を持つ

ことで相互の理解を得ていくことが必要です。 

このため、より効果的な行政情報の発信と市民ニーズの把握に向けた広報広聴活動

の強化や、市の財政状況、行政評価の結果など行政情報の積極的な公表を通じて、市

１．市民との協働によるまちづくりの推進 
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民と行政との情報共有を充実させます。また、計画策定や行政評価などの市の政策立

案等の場面における市民の参画の拡大を進めます。 

 

   【取組項目】 

   ①市民と行政との情報共有の充実 

   ②行政への市民参画の拡大 

 

 

 

 

 今後見込まれる生産年齢人口の減少に伴う税収減や、普通交付税の合併算定替終了によ

る縮減など、財政規模が縮小していく状況においても、市民に必要な行政サービスの提供

や、政策的課題への対応を続けていかなければなりません。 

 このため、自主財源の確保や職員の定員管理、財政規模に見合った事務事業の抜本的な

見直し、民間活力の活用などを進めることで、行政サービスのさらなる効率的な提供を行

い、経営的な視点に立って持続可能な行財政運営を推進します。 

 

（１）健全な財政運営の推進 

   持続可能で安定的な財政基盤を確立し、将来を見据え財源確保と歳出削減を図って

いく必要があります。 

   このため、市税等の収納率の向上や市有資産の活用により自主財源の確保に努める

とともに、選択と集中による徹底した事務事業の見直しを進めます。また、施設使用

料や手数料を社会情勢に見合ったものに見直しつつ、受益と負担の公平性を確保しま

す。 

   さらに、財政健全化判断比率などの数値目標を定め、堅実で効率的な財政運営に努

めます。 

 

   【取組項目】 

   ①自主財源の確保 

   ②「選択と集中」による事務事業の抜本的な見直し 

   ③受益者負担の適正化 

   ④堅実で効率的な財政運営 

 

（２）質の高い行政体制の確立 

   市民との協働のまちづくりを進めていくために、市職員にはこれまで以上に創造的

な思考と行動が求められています。人的体制としては、さらなる効率化を図るために

職員数を厳しく管理すると同時に、困難な行政課題への対応やサービスの向上のため

に、これまで以上に職員一人ひとりの能力を高める人材育成と組織運営を進め、質の

高い行政体制の確立を目指します。 

   市ではこれまでも、「市民の幸福のために最大限の力を発揮する職員」をあるべき

２．経営的視点による持続可能な行財政運営の推進 
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姿として、人材育成に努めており、目標管理や業務改善を通じた意識改革とともに、

市民との協働を構築し、まちづくりを企画、実行する能力の開発に努めます。 

   また、課題ごとに機能的に対応できる組織体制の整備を進めるとともに、今後の社

会情勢と業務量を踏まえ、適切な職員数の管理に努めます。 

 

   【取組項目】 

   ①職員能力を最大限に活かす人材育成 

   ②機能的な組織づくりと適正な職員管理 

 

（３）効率的な行政活動の推進 

   限られた財源の中で、最少の予算で最大限の効果を発揮しなければならず、そのた

めには行政サービスの提供手法や提供主体の見直しなどにより行政活動の一層の効

率化を進める必要があります。 

   国においては、今後、マイナンバー制度を導入し、社会保障や税など各制度におけ

る行政事務の簡素化や効率化を推進することとしており、当市においても、これらの

制度や情報通信技術などを有効活用し、業務の効率化を図ります。 

   また、これまで浄水場等の運転管理業務や給食調理業務などについて、民間委託を

導入してきました。今後も継続して「民間ができることは民間で、地域ができること

は地域で、市民ができることは市民で」を基本に、企業やＮＰＯなど幅広い民間活力

を活用し、専門性の向上やコスト削減を図り、効率的できめ細かな行政サービスを提

供します。 

   一方、道路や橋などインフラ施設を含む公共施設については、今後、老朽化等に伴

う大規模な改修が必要となる状況にあり、大きな財政負担となることが確実視されて

います。各施設の必要性や重要性から優先付けを行い、それに合わせた整備水準を明

確にするとともに、更新する施設については、事業費の平準化など財政状況に配慮し

ながら、これらの施設の機能維持と持続的な市民サービスを提供していかなければな

りません。 

   このため、新たに「公共施設等総合管理計画」を策定し、施設の長寿命化策を進め

るとともに、維持管理の効率化など適切に管理運営を行います。 

さらに、「妙高市公共施設有効活用・再配置計画」に基づき、着実に施設の有効活

用や統廃合を進めます。 

 

   【取組項目】 

   ①業務の効率化による行政サービスの向上 

   ②民間活力の積極的な活用 

   ③公共施設の適切な配置と管理運営 
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Ⅴ 行政改革大綱の進め方  

 

１．推進期間 

 本大綱の推進期間は、これまでの行政改革や第２次妙高市総合計画の計画期間と合わせ、

平成２７年度から平成３１年度までの５ヵ年とします。 

 

２．実施計画 

 行政改革大綱の達成に向け、実施計画を策定します。実施計画では、達成目標及び達成

年度の明確化を図ります。 

 また、定期的に実施計画の進捗状況を調査し、市民へ公表します。 

 

３．庁内の推進体制 

 行政改革を推進するにあたっては、副市長を本部長とする行政改革推進委員会を中心に、

庁内に横断的な検討部会を設置し、全庁的に取組みます。 

 

４．市民検討会の設置 

 行政改革を進めるうえでは、市民の理解と改革に対する連携・協力が不可欠です。この

ため、市民各層で構成する市民検討会を設置し、検討・協議を通じてその意見を改革に反

映します。  

 

５．大綱及び実施計画の見直し 

 社会経済情勢の変化などに柔軟に対応できるよう、大綱及び実施計画は必要に応じて見

直しができるものとします。  

 



第７次行政改革大綱　実施計画

１　市民との協働によるまちづくりの推進

　（１）市民主体の共助活動の促進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠

自治基本条例に基づく
まちづくりの推進

総務課
（全課）

1

　各種会議、集会等における説明や、社会情
勢への適合に向けた条例の見直しなどを通じ
て、市民及び職員への普及・啓発を図り、条
例の運用を推進する。

まちづくり市民意
識調査における
条例認知度：40％
以上

　条例の啓発などの取組みに
より毎年度の逓増を見込む。
H25年度：33％
（認知度：内容を知ってい
る、言葉は聞いたことがある
人の割合）

総務課 2
　地域の防災力、減災力の向上を図るため、
防災訓練の実施など自主防災組織の主体的な
活動を支援する。

実践的な訓練実施
率：100％

　全ての自主防災組織が避難
訓練などの実践に即した訓練
を実施する。
　H25年度：58.5％

環境生活課 3
　国立公園妙高の保全・保護活動を推進する
ため、管理運営団体が実施する特定外来植物
の駆除などの活動を支援する。

協議会主催による
保全・保護活動へ
の参加者数：300
人

　高山植物保護活動及びオオ
ハンゴンソウ駆除参加者数
（H25年度計145人）に、新た
に実施予定のスイレン駆除、
ライチョウ保護等を加え、2
倍強の参加者数を見込む。

総務課
福祉介護課

4

　安心・安全な地域づくりを推進するため、
高齢者のみ世帯などの要援護世帯に対する地
域での除雪や見守りなどの生活支援活動を支
援する。

新たに生活支援に
取組む地区数：15
地区

　新たに3地区／年の取組み
を見込む。（3地区×5年）
　H24～H26年度：10地区

健康保険課 5
　健康寿命の延伸を図るため、市民の日常的
な運動習慣の定着化など地域での健康づくり
を支援する。

健康づくりに取組
む自治会数：135
団体

　H26年度の健康づくりリー
ダー等選出自治会数：135団
体／197団体
　健康づくりリーダー、食生
活改善推進委員を選出してい
る自治会数を堅持する。

農林課 6

　荒廃地をなくし、美しい景観の魅力的な交
流の場をつくるため、地元組織グループが行
うハートランド妙高周辺畑の景観維持活動を
支援する。

活動参加者：200
人

　毎年度50人程度のサポー
ターズ会員の増加を見込む。
　H26年度大洞原農地再生推
進協議会メンバー：15名

◆地域への情報
提供と相談支援
（地域安心ネッ
トワークや補助
金の活用）

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆各種研修会の
実施
◆地域での健康
づくり活動への
支援
◆食育委託事業
の実施
◆委員活動に関
するPR

◆継続 ◆継続 ◆継続

①自治組織や市民団体
等との公益活動におけ
る協働

市民による公益活動の
促進

◆各種会議や集
会等における条
例趣旨の周知、
ＰＲ

◆自治基本条例
の社会情勢との
適合の確認と見
直し
◆各種会議や集
会等における条
例趣旨の周知、
ＰＲ

◆各種会議や集
会等における条
例趣旨の周知、
ＰＲ

◆継続 ◆継続

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

◆防災リーダー
研修会の開催
◆防災士の派遣
◆防災士研修会
の開催
◆訓練実施の働
きかけ

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆管理運営組織
の立ち上げと運
営
◆環境保全、動
植物保護活動に
むけた啓発活動
やパトロール等
の実施

◆市民や各種団
体への啓発

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続

◆サポーターズ
クラブの創設
◆クラブ運営方
法の確立
◆PR、募集
◆花畑維持活動
の実施

◆PR、募集
◆花畑維持活
動、交流活動の
企画、実施

◆継続 ◆継続 ◆継続

1



市民活動の支援の充実 生涯学習課 7

　市民活動支援センターにおける、市民団体
等の情報収集、団体の掘り起こしや育成支
援、団体相互のネットワーク化などにより、
多様な団体による活動の活性化を推進する。

市民活動支援セン
ター利用件数：
1,500件／年間延
件数

　H25年度：1,323件／年
　年間延べ利用件数の10%増
を見込む。

総務課
生涯学習課

8
　既存の助成制度を検証し、助成制度の統廃
合や拡充などの見直しを行い、効果的、効率
的に地域コミュニティ活動を支援する。

助成制度の見直し
完了

　助成制度の検証結果と市民
ニーズ等を踏まえて、効率
的、効果的な制度とする必要
がある。

総務課
生涯学習課

9

　地域コミュニティ活動を担う人材の育成や
活動への専門的、実務的な面からの人的支援
などのコミュニティ活動支援策を検討、実施
する。

新たな支援策の実
施

　人的支援など助成に拠らな
い手法を検討、実施する必要
がある。

地域コミュニティの効
率的な運営の促進

総務課
生涯学習課
関係課

10

　自治会間での事業の共同運営や、小規模自
治会の組織運営の統合など、地域コミュニ
ティの効率的な運営やその検討に対して、情
報提供や助言などの支援を行う。

運営方法改善に取
組む自治会数：20
団体

　市内197自治会の10％で取
り組むことを見込む。

　（２）市民との相互理解の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠

ＩＣＴを活用した情報
の受発信

総務課 11

　インターネットを活用したアンケートの実
施やＳＮＳの活用など、ＩＣＴを活用して市
政情報を効率的、効果的に受発信する仕組み
を整備する。

ＳＮＳによる情報
受発信件数：700
件

　市ホームページの目標更新
回数：2回／日と同数とす
る。
　365日×2回≒700回

市民に分かりやすい市
政情報の発信

総務課
全課

12

　市が抱える政策的課題等の市政情報につい
て、広報紙やホームページ等を通じて、常に
最新の情報を積極的に分かりやすく発信し、
市民との共通認識を図る。

市ホームページア
クセス数：
420,000件

　H26年度市ホームページア
クセス数見込み：400,000件
から年１％の増加を見込む。

市民が意見を出しやす
い仕組みづくり

総務課 13
　パブリックコメント制度や市民が参加する
会議などの在り方について検証し、市民が意
見を出しやすい制度の運用を図る。

パブリックコメン
トのホームページ
閲覧数：100件／
案件

　H26年度実績：76件／件を
基準とし、年5％程度の増加
を見込む。

行政評価への市民参画
の推進

企画政策課 14

　市民と有識者による第三者評価を実施し、
行政評価の客観性、透明性の確保と、市民意
見を踏まえた効果的・効率的な事業への見直
しを推進する。

第三者評価での意
見の反映割合：
80％

　市民の意見を積極的に取り
入れながら、事業の見直しを
進める必要がある。
※直近3年間（H23～H25）の
意見の反映割合の平均：
75.2％

◆高齢化率の高
いコミュニティ
などにおける運
営見直しの必要
性や周辺との連
携可能性の把握

◆地域を含めた
方策の検討・助
言

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆助成制度の検
証
◆制度設計
（地域との検
討）

◆新制度実施 ◆制度運用 ◆継続

◆先進事例研究
◆制度設計（地
域との検討）

◆新制度実施 ◆継続 ◆継続

◆助成制度の検
証
◆先進事例研究

①自治組織や市民団体
等との公益活動におけ
る協働

②地域コミュニティを
維持するための仕組み
づくり

地域コミュニティ活動
への総合的な支援

①市民と行政との情報
共有の充実

②行政への市民参画の
拡大

◆市民活動団体
の
相談対応、情報
収集、情報発
信、団体同士の
交流促進、スキ
ルアップ支援の
実施

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆ＳＮＳの導入
◆インターネッ
トを活用したア
ンケート調査等
の検討

◆インターネッ
トを活用したア
ンケート調査の
仕組みの構築

◆継続 ◆継続 ◆継続

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

◆庁内における
行政情報の共有
◆時期を逃さな
い情報の発信
◆情報更新管理
の徹底

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続

◆第三者評価に
おける市民意見
のとりまとめ
◆事前評価（事
中評価）ヒアリ
ングにおける対
応状況の確認

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆市報や市ホー
ムページのほ
か、様々な情報
発信媒体を活用
しての周知拡大

◆継続 ◆継続 ◆継続

2



２　経営的視点による持続可能な行財政運営の推進

　（１）健全な財政運営の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠

[市税]
現年度分収納率：
97.0％

[市税]
　H25年度実績から毎年度
0.3%の改善を見込む
　H25現年度分収納率：
95.1％

[市営住宅使用料]
現年度分収納率：
99.8%以上

[市営住宅使用料]
　H25現年度分収納率：
99.5％からの更なる改善を目
指す。

[介護保険料]
現年度分収納率：
99.7％

[介護保険料]
　直近3年間（H23～H25)の収
納率の平均値から目標を設
定。

[国民健康保険税]
現年度分収納率：
96.0％

[国民健康保険税]
　直近3年間(H23～H25)の収
納率の平均値から目標を設
定。

［後期高齢者医療
保険料］
現年度分収納率：
99.8％

［後期高齢者医療保険料］
　直近3年間（H23～H25）の
収納率の平均値から目標を設
定

[ガス･水道･下水
道の使用料]
現年度分収納率
率：99％
過年度分収納率：
50％

[ガス･水道･下水道の使用料]
　現年度分は現状で98％台を
確保しており、さらに収納率
向上を目指す。
　過年度分は大口滞納者から
毎年度10％相当の収納を目標
とする。

[保育料]
現年度分収納率：
99.8％

[保育料]
　H25現年度分収納率：99.6%
からの更なる改善を目指す。

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆滞納者の情報
把握
◆口座振替日等
の変更調整
◆納入管理の徹
底

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆口座振替の推
進、コンビニ収
納等の利用促進
PR
◆早期催告、納
税相談の実施

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆電話催告の実
施

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

H31年度

◆継続 ◆継続

◆電話催告、戸
別訪問の実施
◆計画的な未収
金の徴収

◆継続

①自主財源の確保

市税等の収納率向上に
向けた取組みの推進

◆継続

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

　積極的に早期の催告(訪問や電話、文書)に
努め、滞納額の縮減を図り、収納率を高め
る。また、滞納状況を踏まえ、法的整理等の
強化により、累積滞納額の削減を図る。

15

市民税務課
建設課

福祉介護課
健康保険課
ガス上下
水道局

こども教育課

◆口座振替の推
進、コンビニ収
納等の利用促進
PR
◆関係課と連携
した電話催告及
び夜間訪問を含
む徹底した早期
催告
◆納税相談の充
実と履行監視、
約束不履行者等
に対する滞納処
分の強化

◆継続

◆口座振替の推
進、督促前通
知、電話による
納付勧奨、戸別
訪問、市民税務
課との情報共有

◆口座振替の推
進、督促前通
知、電話による
納付勧奨、戸別
訪問、市民税務
課との情報共有
◆コンビニ納付
環境の整備

◆定期的な電話
催告、納付書の
郵送、戸別訪問
の実施
◆早期催告の実
施

3



未利用公有地の活用の
推進

財務課
建設課

観光商工課
16

　未利用公有地の売却・貸付を促進する制度
の導入や積極的な情報提供など資産の有効活
用を推進し、歳入確保を図る。

[財務課]
財産処分又は貸付
件数：5件

[建設課]
市有地売払収入
（都市計画代替用
地・法定外）
　4件/年
（未分譲地）
　2件/期間内

[観光商工課]
財産処分又は貸付
件数：3件

[財務課]
　財産売払い1件/年

[建設課]
　都市計画代替用地・法定外
公共物については、これまで
の実績を基に設定。
　未分譲地は、これまでの実
績を踏まえて計画期間内で2
件を目標として設定。

[観光商工課]
　新井東部工場団地の残区画

広告収入や寄付金等に
よる歳入確保の推進

総務課
財務課
関係課

17
　市ホームページなどへの広告掲載や、妙高
山麓ゆめ基金の募集ＰＲ強化など各種媒体を
活用し、歳入確保を図る。

[総務課]
広告料収入：
3,000千円／年

[財務課]
広告料収入：300
千円／年
寄付金：50,000千
円／計画期間

[総務課]
　H26年度見込額1,500千円の
倍増を見込む。

[財務課]
・広告料収入
　封筒広告料収入の最大額
（300千円／年）を確保す
る。
・寄付金
　H25年度実績：10,575千円
を踏まえて目標を設定。

行政評価に基づく事務
事業の徹底した見直し

総務課
企画政策課

全課
18

　定期的な事業評価を実施し、限られた経営
資源を適切に配分するために事業の見直しや
廃止を進める。

財政計画に基づく
予算規模への事業
費の縮小

　財政計画に掲げる各年度の
歳出額に見合う規模の事業計
画としていく必要がある。

政策形成と予算編成プ
ロセスの抜本的な見直
し

企画政策課
財務課

19
　行政評価や各種ヒアリングのあり方の見直
しなど、政策形成から予算編成までの一連の
プロセスの見直しを行う。

見直し完了
　行政評価と予算編成の連携
強化など継続的に見直しを行
う必要がある。

①自主財源の確保

②「選択と集中」によ
る事務事業の抜本的な
見直し

◆継続

【広告料】
◆ホームペー
ジ、広報紙への
広告掲載の募集
◆市内企業等へ
の積極的な広告
掲載の依頼
◆庁用封筒への
広告掲載の募集

【寄付金】
◆謝礼内容の検
証と必要に応じ
た変更
◆民間会社のＷ
ebサイトでのＰ
Ｒ等

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆企画・総務・
財務の各課によ
る見直し内容の
検討
◆各種ヒアリン
グの内容・手法
の検討
◆予算査定の内
容・手法の検討

◆前年度の取り
組み評価を受け
た見直しの継続

◆継続

◆財政計画に基
づく事業費の縮
小
◆施策評価な
ど、効果的な行
政評価の実施に
向けた検討（事
務事業の施策へ
の貢献度による
事業の選択と集
中）

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続
◆第7次行革にお
ける見直しの完
了

◆市報、ホーム
ページにおける
土地情報と各種
支援制度の周
知、ＰＲ
◆不動産事業者
等を通じた住宅
取得制度の紹介
◆企業誘致活動
におけるＰＲ
◆販売価格の見
直し方針の検討

◆継続
◆新たな販売価
格による販売の
促進

◆継続 ◆継続 ◆継続
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使用料、手数料等の見
直し

総務課
財務課
関係課

20

　サービス提供に必要なコストを削減しつ
つ、実際の費用（原価）を基本とした算定方
法により、使用料、手数料や各種事業等にお
ける自己負担額（受診料、入場料、出展料、
販売物の販売価格等）の見直しを行う。

見直し完了

　サービス提供に係るコスト
や社会情勢の変化などを踏ま
えた料金とするため、全庁的
な見直しが必要である。

ガス上下水道料金等の
見直し

ガス上下
水道局

21

　公営企業の健全な経営を維持するため、経
営コスト削減と水洗化率向上など収入確保を
図りつつ、需要予測などを見据えて、ガス上
下水道料金等の見直しを行う。

・ガス上下水道料
金の見直し完了

・下水道水洗化
率：96.2％

　人口減少等による需要減少
に伴い安定経営ができる料金
への見直しが必要である。

　新たに供用開始した杉野沢
地区等の水洗化率向上を目指
す。
　H25年度下水道水洗化率：
94.6％

各種サービスにおける
対象要件の見直し

環境生活課
福祉介護課
健康保険課
こども教育課

22
　市の独自制度におけるサービス受給者の収
入要件について、受益と負担の公平性確保の
観点から見直しの検討を行う。

検討完了

　公平性を確保するため、慎
重な検討を行う中で、必要な
市民に対し、適切な支援を
行っていく必要がある。

④堅実で効率的な財政
運営

財政健全化判断比率な
どの改善

財務課 23
　優良債の有効活用や市債発行の抑制など、
適切な財政運営により、実質公債費比率、将
来負担比率、経常収支比率の改善を図る。

・実質公債比率：
13％以下
・将来負担比率：
71％以下
・経常収支比率：
81％以下

　第2次妙高市総合計画の目
標値

（２）質の高い行政体制の確立

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠

人事考課制度の適切な
運用

総務課 24
　人材育成や組織の士気高揚を図るため、評
価項目に業務目標管理の視点を加えるなど人
事考課の見直しを行う。

見直し完了
　H28年4月の地方公務員法の
改正に伴い人事考課制度の見
直しが必要である。

職員の能力開発の促進
総務課
全課

25
　職員が主体的、自発的に能力開発を行うた
め、選択制や公募制の職員研修を拡大する。

選択制、公募制の
職員研修の拡大

　研修機会を拡大し、職員自
身の意欲を高め、研修効果の
向上を図る必要がある。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

③受益者負担の適正化

①職員能力を最大限に
活かす人材育成

◆見直し基準の
作成
◆関係課による
見直し
◆関係条例等の
改正

◆見直し後の使
用料等の適用

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆自主財源の確
保と歳出削減
◆公債費の削減
（繰上償還の実
施、新発債の抑
制や優良債の効
果的活用）

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆制度見直しの
検討

◆継続 ◆継続

◆下水道使用料
の見直し
◆杉野沢地区等
での水洗化啓発

◆各料金等の検
討と見直し
◆継続

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続 ◆継続

◆人事考課票の
見直し
◆人事考課者研
修の実施

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆年度別研修計
画の策定
◆職員への研修
内容の周知
◆研修効果の検
証

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続
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総務課
全課

26
　ISOの取組みにより、業務目標や業務課題
等を職場内で共有し、組織全体として業務改
善への意識を高める。

はねうま運動推進
リーダーによる課
内チェックの平均
評点：4以上

　H26年7月の課内チェック平
均評点：3.39から毎年度逓増
を見込む。

総務課
全課

27
　職員の行動規範である「はねうま運動」の
取り組み手法を見直し、運動の実践を徹底す
る。

市役所利用者アン
ケート平均評点：
4.6以上

　H26年度市役所利用者アン
ケート平均評点：4.54から毎
年度の逓増を見込む。

総務課
全課

28
　業務手順書や行政手続条例の審査基準等の
定期的な見直しにより、迅速で適切な業務執
行を徹底する。

不適合サービス発
生件数：8件以下

　H26年度発生件数：17件か
らの半減を目指す。

組織機構の継続的な見
直し

総務課 29

　多様化する市民ニーズや新たな行政課題に
迅速かつ柔軟に対応し、効率的な組織体制を
構築するため、継続的に組織機構を見直しす
る。

見直し完了
　毎年度、組織機構を検証
し、行政課題に対応した組織
機構を構築する必要がある。

定員適正化計画に基づ
く職員定員管理の推進

総務課 30

　職員の総人件費を抑制しながら、サービス
の質の維持、向上を図るため、業務量や業務
内容を踏まえた人員配置を行い、職員数の適
正化を図る。

職員数：324名
　第5次定員適正化計画（H27
～31年度）の目標値

弾力的な勤務体制への
見直し

総務課 31
　長時間勤務の軽減や業務効率化の向上等を
図るため、職員の勤務時間の柔軟な運用など
弾力的な勤務体制の検討を行う。

検討完了

　時差出勤制度の導入を検討
し、時間の有効活用や長時間
勤務の軽減を図る必要があ
る。

（３）効率的な行政活動の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠

マイナンバー制度活用
による業務の効率化

総務課
関係課

32
　各種行政手続きの簡素化を図るため、市独
自業務におけるマイナンバー制度の利用を検
討する。

検討完了
　国の動向に合わせて検討を
進める必要がある。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

◆情報収集と制
度利用の検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続 ◆継続

◆業務課題と組
織体制の検証
◆組織体制見直
しの検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆継続

◆「はねうま運
動」の実践
◆取組み手法の
見直し
◆課内チェック
の実施

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続職員意識改革の促進

②機能的な組織づくり
と適正な職員管理

①業務の効率化による
行政サービスの向上

①職員能力を最大限に
活かす人材育成

◆業務改善計画
書を活用した業
務目標の共有
◆定期的な取組
み状況の評価

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆業務手順書及
び行政手続条例
審査基準の見直
し

◆継続
◆ＩＳＯマニュ
アルの見直し

◆継続

◆定員適正化計
画に基づく職員
数の管理
◆庁内における
業務等の把握

◆継続 ◆継続 ◆継続
◆第6次定員適正
化計画の策定

◆時差出勤制度
の試行
◆制度導入に係
る課題の洗い出
し
◆制度導入の検
討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続
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総務課
関係課

33
　業務やシステム機能の見直しによるシステ
ムの最適化を図るため、庁内の電算システム
の連携、統合を検討する。

検討完了
　システム構築における費用
対効果を見極める必要があ
る。

総務課
関係課

34
　災害時の事業継続の確保やコスト削減を図
るため、他自治体とのシステム共有やクラウ
ド化などの手法について検討する。

検討完了
　近隣自治体と情報を共有し
ながら検討を進める必要があ
る。

総務課
こども教育課

35
　効率的で安全な運転業務を行うため、ス
クールバス等の運転業務について、民間委託
の導入を検討する。

検討完了
　安全性と効率性の両立や、
受け皿となる団体等の状況を
踏まえた検討が必要である。

ガス上下
水道局

36
　ガス事業法改正の方向性を見極めながら、
ガス事業の譲渡や民間委託の拡大等に向けて
検討する。

検討完了

　H27年にガス事業法が改正
され、H29年に都市ガスの小
売り販売が全面自由化となる
見込みであり、今後の事業の
あり方について、検討が必要
である。

総務課
関係課

37
　他自治体の民間委託導入実績などを参考に
民間へ委託する業務の検討を行う。

検討完了
　全ての事務事業において、
民間委託導入の可能性を洗い
出す必要がある。

こども教育課 38
　安心・安全で効率的な給食を提供するた
め、給食調理業務の民間委託を拡大する。

民間委託導入校
数：7校

　各給食施設に適正な人員を
配置するため、食数や施設等
の状況を踏まえて民間委託を
拡大する。
　H26年度現在1校で導入

公共施設等総合管理計
画の策定

財務課
関係課

39

　長期的視野に立った適切な施設の維持管理
と将来的な財政負担の軽減や平準化のため
に、全ての公共施設（インフラ施設含む）を
対象とした総合管理計画を策定する。

計画策定
　総務省からのH28年度まで
の策定要請に対し、前倒しし
て取組む。

公共施設有効活用再配
置計画の着実な実施

総務課
関係課

40
　公共施設有効活用・再配置計画に基づき、
空き施設の活用や施設の複合的な利用と廃止
施設の計画的な除却を進める。

有効活用や廃止等
の実施施設数：10
施設

　5年間に有効活用や廃止等
を見込む施設減

上下水道施設の効率的
な運用

ガス上下
水道局

41
　人口減少への対応や施設の効率的な運用を
図るため、計画的に上下水道施設の統廃合を
行う。

統合完了

　妙高簡水の施設接続等によ
り、瑞穂浄水場を廃止する。
　新井浄化センターの更新に
合せて、斐太クリーンセン
ターを廃止する。

指定管理者制度の効果
的な運用

総務課
関係課

42
　施設の管理運営状況の検証を行い、指定管
理料の算定基準や制度の効果的な運用等につ
いて見直しを行う。

見直し完了

　安定的且つ効率的なサービ
ス提供を行うため、社会情勢
や利用状況を踏まえた見直し
が必要である。

◆妙高簡水配水
管布設工事
◆新井浄化セン
ター更新と集落
排水接続協議及
び事業計画の変
更申請

◆瑞穂ポンプ場
築造工事
◆新井浄化セン
ター更新と集落
排水接続工事の
実施設計

◆瑞穂浄水場の
廃止
◆新井浄化セン
ター更新と集落
排水接続工事

◆新井浄化セン
ター更新完了と
集落排水接続工
事

◆集落排水接続
完了により斐太
クリーンセン
ターの廃止

◆指定管理施設
における課題の
洗い出しと対応
策の検討

◆指定管理料の
算定基準の見直
し
◆指定管理制度
の運用基準の見
直し

◆新たな基準に
基づく施設運営

◆継続 ◆継続

◆計画の策定
◆計画に沿った
施設運営

◆継続
（必要により計
画の見直しを実
施）

◆継続 ◆継続

◆施設の有効活
用や廃止に向け
た内部調整
◆機能移転、譲
渡などに向けた
関係機関との協
議

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆事務事業にお
ける民間委託等
の導入の検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆Ｈ28年度以降
の民間委託導入
計画の策定
◆民間委託導入
…1校

◆計画に基づく
民間委託の導入

◆継続 ◆継続 ◆継続

◆近隣自治体と
の情報共有と導
入の検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆ガス事業法改
正に伴う影響の
見極め
◆今後の民間委
託など事業のあ
り方の検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

◆電算システム
の連携、統合の
検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続

③公共施設の適切な配
置と管理運営

①業務の効率化による
行政サービスの向上

全庁的な電算システム
の再構築

②民間活力の積極的な
活用

民間委託・民営化の推
進

◆民間委託に向
けた検討

◆継続 ◆継続 ◆継続 ◆継続
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平成２７年度 第７次行政改革の取組み方針について 

 

１ 取組み方針について 

  地方分権社会の広がりを踏まえ、市として行政改革の基本理念である「市民と行政との協働

による持続可能な自治体経営の推進」を目指します。平成２７年度は、新たに策定した行

政改革大綱の基本理念の実現に向けて、４２項目からなる具体的な取組みを実施計画に定

め、担当課が中心となり取組んでいるところですが、大綱の項目の中から特に重点を置く

項目を設定し、取組みを推進することで第７次行政改革大綱の一層の推進を図り、経営的

視点に立った自治体経営を行います。 

 

２ 重点項目について 

 （１）自治基本条例の普及・啓発 （ 実施計画：取組番号「１」） 

     地域コミュニティの再構築が大きな課題であり、この課題の解決には市民と行政 

    が協働心を持ちながら、市民（地域）が主体となった取り組みが必要である。 

このため、市民と行政の協働の核となる自治基本条例の普及を図り、市民がまち 

づくりの主体であることの認識を高める。 

 

（２）使用料・手数料・自己負担額の見直し（ 実施計画：取組番号「20」「21」「22」） 

     第７次行政改革大綱及び実施計画に基づき、施設使用料や手数料を社会情勢に 

見合ったものに見直しつつ、受益と負担の明確化と公平性の確保を図るため、全 

庁的に見直しを行う。 

 

 （３）公共施設の有効活用・再配置の推進（ 実施計画：取組番号「40」） 

     老朽化や利用者数の減少の著しい公共施設について、施設の廃止や他用途への転 

用など配置の最適化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 取組項目の実施について 

 （１）重 点 項 目   

  ●自治基本条例の普及・啓発（取組番号「１」） 

・総務課が中心となり、市民並びに職員への啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●使用料・手数料・自己負担額の見直し（取組番号「20」「21」「22」） 

   ・検討委員会を設置し、総務課と連携しながら検討、計画策定を行う。 

目  標 
・サービス提供に係るコストや社会情勢の変化などを踏まえ 

た料金とするため、全庁的に見直しを行う。 

課  題 
・施設使用料や手数料について、定期的な料金見直しを行い、 

受益と負担の公平性を確保する必要がある。 

取組内容 

・施設使用料や手数料等を社会情勢に見合ったものに見直し 

 つつ、受益と負担の明確化と公平性の確保を図るため、全 

 庁的に見直しを行う。 

取組スケ 

ジュール 

・庁内行革検討委員会の設置及び検討（6月～9月） 

・見直基準を作成し、関係課にて見直しを実施（10月） 

・関係条例等の改正（12月） 

 

 

 

 

目  標 ・市民認知度の向上 

課  題 
・市民と行政が協働心を持つためには、自治基本条例の普及 

を図り、認知度を高める必要がある。 

取組内容 
・市民と行政の協働の核となる自治基本条例の普及を図り、市 

民がまちづくりの主体であることの認識を高める。 

取組スケ 

ジュール 

・各種会議等開催時にリーフレット配布（随時） 

・各種会議資料への概要掲載（随時） 

・広報紙への概要掲載（年１回） 



   

 ●公共施設の有効活用・再配置の着実な実施（取組番号「40」） 

・公共施設有効活用・再配置計画に基づき、空き施設の活用や施設の複合的な 

 利用と廃止施設の計画的な除却を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）その他の項目 

   ・第７次行革大綱実施計画に基づき、担当課が主体となり取組みを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  標 ・計画に基づき、施設の有効活用や廃止等を推進する。 

課  題 
・「妙高市公共施設有効活用・再配置計画」により、着実な 

実施に向けて取組む必要がある。 

取組内容 

・老朽化や利用者数の減少の著しい公共施設について、施設 

 の廃止や他用途への転用など、配置の最適化を図る。 

・施設の有効活用や廃止に向けた内部調整 

・機能移転、譲渡等に向けた関係機関との協議 

・「公共施設等総合管理計画」の策定 

取組スケ 

ジュール 

・新井克雪管理センターの建替庁内検討（6月～7月） 

・その他、公共施設の有効活用及び再配置にかかる実施計画 

 の策定（12月） 

・「公共施設等総合管理計画」の策定（3月まで予定） 
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平成 26年度主要事業の第三者評価について 

 

１ 主要事業評価 

主要事業評価とは、市が行っている各種事業を「当初期待したとおりの成果はあがっ

ているか」、「どのような課題があり、どのように解決していくのか」などといった視点

から評価し、事業の内容や進め方を改善したり、事業の選択・重点化を図っていくため

の取り組みです。 

妙高市では、これらを実現する手法の一つとして、平成 15年度から「行政評価」を実

施しており、さらに平成 19年度からはＩＳＯ統合マネジメントシステムを活用し、適正

な執行管理・数値目標の評価に基づく継続的な改善を進めています。 

平成 23 年度からは、市民による新たな行政評価制度（第三者評価）を導入するなど、

市民納得度の向上にも努めています。 
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基本計画 
 
 
 
 
 
 
 

実施計画 主要事業計画 

基本理念「生命地域の創造」 

将来像「人と自然にやさしい 

      ふれあい交流都市」 

まちづくりの大綱(6) 

基本施策(18) 

第 

２ 
次 

妙 

高 

市 

総 

合 

計 

画 
【重点的・戦略的方向】 
５つの重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
(妙高版総合戦略) 

主要施策(42) 

【基本的方向】 
４つのツーリズム 
（第 2次ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進計画） 

実
現
化
の
た
め
の 
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＜行政評価（主要事業評価）の分類＞ 

①事後評価 … 前年度（平成 26年度）の取り組みを評価し、今後の推進方法（改

善策など）を考察・決定する評価 

②事前評価 … 事後評価結果や平成 27年度の取り組みの評価、新たな行政課題な

どを踏まえ、次年度事業の方向性を考察・決定する評価 

２ 第三者評価とは 

妙高市では、平成 23年度から、主要事業の第三者評価を導入しています。本市

の第三者評価は、事務事業の内容や内部評価の妥当性等について、市民目線での

評価により意見をいただき、その結果を所管課にフィードバックすることで、事

務事業の進め方についての再点検を促すとともに、行政評価を通じた市民納得度

の向上や、予算編成に反映していこうとするものです。 

 

３ 行政改革市民検討会の任務 （妙高市行政改革市民検討会設置規程より） 

① 行政改革大綱の策定に関し、検討及び提言を行うこと。 

② 行政改革大綱に定められた事項の進捗状況について報告を受けるとともに、

その推進について必要な助言を行うこと。 

③ 市の主要事業に対する評価を行うとともに、今後の方向性について提言を行

うこと。 

 

４ 平成２６年度主要事業評価の全体の流れ 

 

所管課（課長、係長）による評価（1次評価） 

主要事業評価シートの作成（全 151事業） 

 

 

庁内評価委員による評価（2次評価） 

総合評価（全 151事業） 

 

 

行政改革市民検討会による評価（第三者評価） 

評価対象事業を選定し、ヒアリング・評価（10事業程度） 

        

①第１回会議（6/24）    行政評価制度説明、評価対象事業の選定依頼、 

第 2回～5回までの開催日程の確認、 

評価の進め方の確認 等 

   ②第２回会議（7/中旬） 対象事業の評価 

   ③第３回会議（7/中旬） 対象事業の評価 

   ④第４回会議（7/下旬） 対象事業の評価 

   ⑤第５回会議（8/上旬） 評価結果の取りまとめ 

   ⑥第６回会議（3月）   評価結果に対する対応状況の報告 
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※ 庁内評価、第三者評価の結果については、ホームページでの公表、本庁、各支所

での閲覧、広報みょうこうにおいて公表します。（8月下旬、10月頃） 

※ 第三者評価結果に対する対応状況は、ホームページで公表します。（翌年 3月） 

 

５ 第三者評価ヒアリングの流れ 

1) 事業概要や、１次評価結果などの説明（所管課から説明）      【約 5分】 

                 ↓ 

2) 庁内評価委員会による２次評価結果の説明（企画政策課から説明）  【約 1分】 

                 ↓ 

3) 質疑・応答（所管課・企画政策課で応答）             【約 35分】 

                 ↓ 

4) 市民検討会としての評価区分の決定・意見交換          【約 3～4分】 

⇒ 事業や評価区分に対する意見については、書面にて後日提出 

※ 1事業当たり 45分程度で、1回当たり 3～4事業程度の評価を予定 

 

６ 評価の視点と区分 

 

（１）評価の視点 

 

①必要性：事業目的が妥当か。行政が関与する必然性があるか。 

②効率性：コストに見合った成果が得られているか。コストを削減するこ 

とができないか。 

③有効性：期待される成果が得られているか。 

④公平性：事業の便益や受益者負担が公平に配分されているか。 

 

 

（２）評価の区分 

①拡 大：現状以上に内容・予算の拡充を検討 

②維 持：現状とほぼ同じの内容・予算での継続が妥当  

③見直し：現状と違う手法、内容での実施を検討 

④縮 小：現状より内容・予算の縮小を検討 

⑤廃 止：現在の事業の廃止・一時的な休止を検討 



 

第三者評価の評価対象事業の選定基準について 

 

 

≪趣 旨≫ 

当市の主要事業は、約 150事業あります。 

本来であれば、その全ての事業について、第三者評価により市民意見を聞くことが

望ましいのですが、単年度で全ての事業を評価することは難しいのが実情です。 

そのため、評価対象事業の選定にあたっては、以下のとおり一定の基準を設け（1次

選定）、その中から、市民検討会委員が評価したい事業を選定（2 次選定）していただ

くこととしております。 

なお、第三者評価による改善を庁内各課に広く反映させたいことから、各委員にお

ける 2次選定におきましては、1課 1事業を目安に選定していただくとともに、評価対

象事業の決定にあたりましても、各課のバランスに考慮し、調整させていただきます。 

また、廃止の検討が必要な事業など、市として委員の皆様から評価をお願いしたい

事業があるときは、別途、協議をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

≪対象事業の選定基準≫ 

     各評価年度において、次の項目に該当する事業を対象とします。 

 

【1次選定】 

① 事業費が100万円以上の事業 

② 継続年数が3年以上の事業で、平成27年度も継続する事業 

③ 法令等での義務付け事業や内部管理的な事業でない事業 

④ 昨年度の第三者評価対象事業となっていない事業 

 

 

 

   【2次選定】 

1次選定により抽出した事業の中から、各委員が評価したい事業を 1課 1事業 

を目安に選定いただき、課のバランスを考慮し、委員長と協議のうえ、評価対 

象事業を決定する。 

   ※市から、委員の皆様に評価をお願いしたい事業があるときは、別途、協議 

させていただきます。 
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妙高市役所 企画政策課  

政策グループ 寺島 あて 

 

委員氏名              

 

 

≪評価事業候補選定票≫ 

 

・「別紙「平成 26 年度 主要事業（評価対象事業）の概要 ≪第三者評価用 抜

粋版≫」のとおり、88事業を選定（一次選定）させていただきました。 

・この中から評価したい事業を選定いただき、以下の表にご記入ください。 

・評価したい順に、5事業以内でお願いします。 

 なお、原則、1課 1事業で選考をお願いします。 

・評価事業名を記入していただくか、評価事業番号を記入していただいても結

構です。 

・選定にあたっては、参考資料として、「平成 26 年度 主要事業（評価対象事

業）の概要≪第三者評価用 抜粋版≫」を添付しましたので、ご覧ください。 

 

評価したい 
順番 第三者評価 評価事業名 

評価事業 
番号 

１   

２   

３   

４   

５   

 

※ 記入後、7月 1日(水)までに同封の返信用封筒で郵送してください。 

 

 

 

（裏面もあります） 
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・第三者評価に関する会議については、7 月に評価ヒアリング（3 回）を、8 月上

旬に評価結果の取りまとめ（1回）を開催します。 

（会議は、午前又は午後のいずれかで行い、午前と午後を通しての開催は行いません。） 

・日程調整を行う為、下記日程の都合の悪い日に“☓”印を記入してください。 

 

※ 全員の日程を調整できない場合は、委員の参加が最大見込まれる日程で調整

させていただきますので、ご了承ください。 

※ 記入後、7月 1日(水)までに同封の返信用封筒で郵送してください。 

 
      【評価ヒアリング】 平成 27年 7月～8月（7/13～7/31） 

       日(曜日) 

時間 
7/13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 

午前（ 9:00～12:00） 
 

  
  

  

午後（13:30～16:30） 
 

  
  

  
      

      日(曜日) 

時間 
7/20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 

午前（ 9:00～12:00）      

午後（13:30～16:30）      
      

      日(曜日) 

時間 
7/27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 

午前（ 9:00～12:00）      

午後（13:30～16:30）      

 

      

【評価結果の取りまとめ】 平成 27年 8月（8/3～8/11） 

      日(曜日) 

時間 
8/3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 

午前（ 9:00～12:00） 
     

午後（13:30～16:30） 
     

 

日(曜日) 

時間 
10（月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 

午前（ 9:00～12:00）      

午後（13:30～16:30）      

≪会議日程調整票≫ 



1 総務課 人事行革係 ＩＳＯ統合マネジメントシステム運用事業

2 総務課 人事行革係 職員能力開発事業

3 総務課 広報情報係 広報・広聴活動推進事業

4 総務課 防災係 コミュニティ防災組織育成推進事業

5 総務課 防災係 防災体制整備事業

6 総務課 防災係 消防施設整備事業

7 総務課 地域コミュニティ振興係 妙高出会いサポート事業

8 企画政策課 未来プロジェクトＧ 未来デザイン調査研究事業

9 財務課 財政係 妙高山麓ゆめ基金事業

10 市民税務課 収納係 市税徴収確保対策事業

11 建設課 建設係 道路新設改良事業

12 建設課 建設係 橋梁長寿命化事業

13 建設課 雪水対策係 除雪機械整備事業

14 建設課 雪水対策係 克雪施設整備事業

15 建設課 建築住宅係 住まいのリフォーム促進事業

16 建設課 建築住宅係 木造住宅耐震化推進事業

17 環境生活課 環境企画係 エコツアー妙高推進事業

18 環境生活課 リサイクル係 不法投棄防止対策事業

19 環境生活課 生活安全係 犯罪のないまちづくり推進事業

20 環境生活課 生活安全係 交通安全対策事業

21 環境生活課 生活安全係 鳥獣対策事業

22 福祉介護課 援護係 被保護者等就労支援事業

23 福祉介護課 障がい福祉係 障がい者相談支援等事業

24 福祉介護課 高齢福祉係 社会福祉協議会助成事業

25 福祉介護課 高齢福祉係 地域安心ネットワーク推進事業

26 福祉介護課 高齢福祉係 高齢者世帯冬期在宅支援事業

27 福祉介護課 高齢福祉係 高齢者福祉施設整備事業

28 福祉介護課 高齢福祉係 家族介護支援事業

29 福祉介護課 地域包括支援係 介護予防事業（通所型）

30 福祉介護課 地域包括支援係 介護予防事業（地域型）

31 福祉介護課 地域包括支援係 包括的支援事業

32 健康保険課 国民健康保険係 特定健康診査等（国保人間ドック・特定保健指導）事業

33 健康保険課 国民健康保険係 国民健康保険特別会計繰出金

34 健康保険課 健康づくり係 市民主体の健康づくり事業

35 健康保険課 健康づくり係 生活習慣病予防健診・重症化予防事業

36 農林課 農業振興係 米政策推進対策事業

37 農林課 農業振興係 担い手確保支援事業

38 農林課 農業振興係 農業機械・施設整備事業

39 農林課 農業振興係 中山間地域等直接支払事業

40 農林課 農業振興係 未整備農地集積事業

41 農林課 農業振興係 環境保全型農業直接支援対策事業

42 農林課 農地林政係 県単小規模補助治山事業

43 農林課 農地林政係 林道整備事業

44 農林課 農地林政係 県単農業農村整備事業

評価事
業№

平成26年度主要事業事後評価にかかる第三者評価対象事業一覧表

課・局名 係名 事業名

資料6 
 



評価事
業№

課・局名 係名 事業名

45 農林課 農地林政係 川上地区浅野用水整備事業

46 農林課 農地林政係 むらづくり農業基盤整備事業

47 農林課 農地林政係 坂口新田地区ほ場整備事業

48 農林課 農地林政係 農業基盤整備促進事業

49 農林課 農地林政係 森林整備事業

50 農林課 農山村振興係 都市と農村交流推進事業

51 観光商工課 商工振興Ｇ 企業立地促進事業

52 観光商工課 商工振興Ｇ 商店街活性化支援事業

53 観光商工課 商工振興Ｇ 就労支援事業

54 観光商工課 観光振興G 広域観光推進事業

55 観光商工課 観光振興G 上越地域観光連携強化事業

56 観光商工課 観光振興G 観光施設整備事業

57 ガス上下水道局 ガス水道整備係 簡易水道統合整備事業

58 ガス上下水道局 ガス水道整備係 水道管更新事業　（妙高簡易水道：原通北部地区）

59 ガス上下水道局 ガス水道整備係 志浄水場改築更新事業

60 ガス上下水道局 ガス水道整備係 白ガス管更新事業（高原地区）

61 ガス上下水道局 ガス水道整備係 石綿セメント管更新事業（高原地区）

62 ガス上下水道局 下水道整備係 合併処理浄化槽設置整備事業

63 ガス上下水道局 下水道整備係 特定環境保全公共下水道事業（杉野沢地区）

64 こども教育課 子育て支援係 早期療育施設「ひばり園」運営事業

65 こども教育課 子育て支援係 みんなで子育て応援事業

66 こども教育課 子育て支援係 放課後児童クラブ事業

67 こども教育課 子育て支援係 子ども・若者育成支援事業

68 こども教育課 幼児教育係 保育園運営事業

69 こども教育課 幼児教育係 保育園園舎等整備事業

70 こども教育課 学校環境係 小学校大規模改修事業

71 こども教育課 学校環境係 中学校大規模改修事業

72 こども教育課 学校環境係 小学校非構造部材耐震対策事業

73 こども教育課 学校教育係 子どもの通学等対策事業

74 こども教育課 学校教育係 いじめ・不登校対策推進事業

75 こども教育課 学校教育係 学校給食運営・食育推進事業

76 こども教育課 学校教育係 基礎学力向上支援事業

77 生涯学習課 市民活動支援係 地域づくり活動団体支援事業

78 生涯学習課 市民活動支援係 地域の元気づくり活動助成事業

79 生涯学習課 市民活動支援係 ボランティア・ＮＰＯ活動支援事業

80 生涯学習課 市民活動支援係 地域集会施設等耐震化推進事業

81 生涯学習課 市民活動支援係 青少年育成支援事業

82 生涯学習課 文化振興係 アートステージ妙高推進事業

83 生涯学習課 文化振興係 関山神社周辺文化財総合調査・整備事業

84 生涯学習課 文化振興係 スロヴェニ・グラデッツ高校交流事業

85 生涯学習課 スポーツ振興係 スポーツタウンづくり推進事業

86 生涯学習課 スポーツ振興室 競技スポーツ推進事業

87 生涯学習課 スポーツ振興係 スポーツ等合宿の郷づくり事業

88 生涯学習課 スポーツ振興室 スポーツ施設整備事業



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度 主要事業（評価対象事業）の概要 

≪第三者評価用 抜粋版≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この冊子に記載している主要事業の概要は、平成 26年度事業の 

当初予算時点での情報であり、その後、一部、内容が変更となっ 
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平成 26年度 主要事業 第三者評価対象事業（一次選定後）の概要 

 

１．ＩＳＯ統合マネジメントシステム運用事業［総務課］ ··············· １，３０７千円 

ＩＳＯ統合マネジメントシステムに基づき、継続的な業務改善と環境に配慮し

た活動を実践し、市民ニーズに適応した行政サービスの提供による市民納得度

の向上を図るとともに、行政活動における環境負荷の軽減を目指します。 

また、業務手順書に沿った業務執行など基本的な行動の徹底と「はねうま運動」

の取組みにより、職員の意識改革を進めます。 

◆具体的な目標設定による業務改善と環境に配慮した活動の推進 

◆全職員を対象とした研修による職員意識の向上 

◆内部監査員研修による監査力の向上 

◆定期審査の受審 

 

２．職員能力開発事業［総務課］ ··············································· ８，１８２千円 

「市民の役に立つ仕事を、最大限の力を発揮して取り組む職員」を目指して、

「人材育成基本方針」に基づき体系的な職員研修を実施します。また、地域の

特性を活かした政策を企画し、市民との協働により実行していく能力や、多様

化する地域課題に適切に対応できる専門能力の高い職員の育成を図ります。 

◆職員研修の実施（主な研修） 

・政策形成能力や合意形成能力の備わった職員の育成研修 

企画立案力養成研修、課題解決力向上研修等 

・各分野における専門性を持った職員の育成研修（２０人） 

  研修専門機関（市町村職員中央研修所等）への派遣研修 

・階層別及び分野別派遣研修（５０人） 

  新採用職員研修、主査研修、係長研修等 

◆「はねうま運動」（職員意識改革運動）の推進 

 

３．広報・広聴活動推進事業［総務課］ ··································· ３４，７１１千円 

市報みょうこうやお知らせ版、ホームページ、妙高チャンネルを通じ、市民か

ら知ってほしい情報を、わかりやすく適切な時期に発信します。特に妙高チャ

ンネルでは、市民活動や講演会の様子を詳しく放送するなど番組の独自性を高

めます。 

また、市長への手紙やメールによる意見募集、パブリック・コメントなどを継

続し、市民の意見を迅速に政策に反映できる環境づくりを行います。 

◆市報みょうこう、お知らせ版による情報提供 

◆市ホームページなどによる迅速な情報発信 

◆妙高チャンネルによる市内の出来事・地域活動や生活情報の提供 

（活動発表会や地域の歴史などの特別番組制作） 

◆意見などの積極的な収集のため「市長への手紙」などを継続 

◆パブリック・コメントなどによる市政への意見・提言を計画に反映 
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４．コミュニティ防災組織育成推進事業［総務課］ ························ ６，５２０千円 

災害時に機能する自主防災組織の体制づくりを進めるため、自主防災組織が行

う複合災害訓練等の活動を支援します。また、防災士の養成を継続するととも

に、防災士研修会を開催し、スキルアップを図ります。 

◆○新地域における「豪雨」と「土砂災害」などの複合的な災害を想定した 

訓練の実施支援 

◆自主防災組織の活動支援 

 ・防災リーダー研修会の開催 

 ・地域防災マップづくり作成支援 

◆○新防災士研修会の開催 

◆自警消防団（2４団体）の活動支援 

・活動に対する補助 

・小型ポンプ修繕に対する補助 

◆防災士資格取得講習会の開催（３０人） 

◆ＡＥＤの維持管理 

◆市民救命士の養成 

 

５．防災体制整備事業［総務課］ ············································ ２８，８１９千円 

拠点避難所である旧長沢小学校体育館の耐震補強工事や地区避難所等の耐震化

への支援を行うとともに、災害用備蓄品や衛星携帯電話の更新を図り、災害に

強いまちづくりを推進します。 

◆拠点避難所（旧長沢小学校体育館）の耐震補強工事 

◆地区避難所等の耐震化に対する補助 

◆災害用備蓄品の整備 

・非常用食品：更新２，０００食 

・非常用飲料水：更新２，０４０本 

・おかゆ：更新２００食 

・育児用粉ミルク：更新１１０食 

・アレルギー対応食品：粉ミルク：更新４缶、離乳食：更新６０食 

◆災害用衛星携帯電話の更新 

 

６．消防施設整備事業［総務課］ ············································ ４２，０８３千円 

消防団機能の維持強化のため、消防施設の計画的な整備を行います。 

◆消防施設整備 

・小型ポンプ及び積載車：更新２台（新井１小出雲、妙高６－２岡新田） 

・器具置場：移転新築１棟・解体１棟（新井１０－１柳井田町） 

・消火栓：新設２基、改良５基（多雪型） 

・ホース格納箱設置：１０基 
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７．妙高出会いサポート事業［市民税務課］ ························· ８００千円 

結婚支援活動を行っている妙高出会いサポート実行委員会に事業委託し、その

活動を支援しながら、結婚の推進を図ります。 

◆未婚男女やその家族を対象に結婚相談の実施 

◆未婚男女を対象に多彩な出会い事業の実施 

◆お見合い希望者にお見合いの機会の設定 

 

８．未来デザイン調査研究事業［企画政策課］ ······························ ２，３６５千円 

将来に向けた新たな政策展開を進めるため、地域資源を活用したビジネスの創

出や民間活力の導入を促すとともに、各種調査、情報収集・分析を行いながら、

具体的な施策や事業の確立、既存事業への反映を進めます。 

◆民間と連携した新たなビジネスの創出のための調査・研究 

◆地域資源を活用した魅力づくりのための先進地事例等の調査・研究 

 

９．妙高山麓ゆめ基金事業［財務課］ ········································· ８，２３５千円 

妙高ならではの「ふるさと」の実現のため、妙高山麓ゆめ基金への寄附を募り、

いただいた善意は地域資源を活かした４つのツーリズムを推進する事業に活用

します。 

 

１０．市税徴収確保対策事業［市民税務課］ ······························ ２０，２６５千円 

市税などの新規滞納者の抑制と滞納繰越分の整理強化により、滞納件数の縮減

と徴収率の向上を図ります。 

◆差し押え、公売などによる滞納整理の促進 

◆関係各課との連携と徴収嘱託員による初期滞納の解消 

◆新潟県地方税徴収機構と連携した滞納案件の整理促進 

◆納税相談の充実と弁護士等を通じた計画的な完納への誘導 

◆コンビニ収納の継続実施 

［対象税目］市県民税（個人）、固定資産税（都市計画税含む） 

軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料 

 

１１．道路新設改良事業［建設課］ ······································ ４４７，７３８千円 

安全・安心な地域づくりのため、道路整備を行います。 

◆道路改良：１３路線（継続：９路線、新規：４路線） 

・○新新井高田線（大崎町地内） 

・○新十日市飛田新田線（岡崎新田～飛田新田地内） 

・○新佐川籠町線（乙吉地内） 

・○新新井１８号線（末広町地内） 
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１２．橋梁長寿命化事業［建設課］ ········································· ７１，１１４千円 

市道橋の老朽化に対応するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修繕と落

橋防止対策を行います。 

◆実施設計委託：１１橋 

・内川新橋（飛田地内）    ・郷田切橋（二俣地内） 

・寿橋（関山地内）      ・杉野沢橋（関山地内） 

・仏前橋（関山地内）     ・無名橋３号（猪野山地内） 

・無名橋４号（美守地内）   ・無名橋５号（上新保地内） 

・無名橋 6 号（猪野山地内）  ・無名橋 7 号（上平丸地内） 

・無名橋９号（下濁川地内）   

     ◆橋梁修繕工事：５橋 

・妙高橋第１号（関川地内）  ・郷田切橋（二俣地内） 

・寿橋（関山地内）      ・杉野沢橋（関山地内） 

      ・仏前橋（関山地内） 

 

１３．除雪機械整備事業［建設課］ ········································· ７３，５００千円 

冬期間における道路確保を円滑に進めるため、除雪機械の更新等を行います。 

◆○新ロータリ除雪車の更新：１台（新井地域） 

◆○新除雪ドーザの増強：１台（妙高高原地域） 

 

１４．克雪施設整備事業［建設課］ ······································ ２３９，５９０千円 

冬期間における安全・安心な道路交通確保のため、各種施設整備を行います。 

◆消雪パイプ 

・白山町別院線（白山町～下町地内） 消雪施設の更新 

メーンパイプ ６１８ｍ 

・中町関川町線（朝日町地内） 消雪施設の更新 

取水工、メーンパイプ ５１０ｍ 

・関山停車場燕線（関山地内） 消雪施設の更新 

取水工、メーンパイプ ４００ｍ 

・○新平田線（中央町地内） 消雪施設の更新 

削井工 

・○新関山中村線（上中村新田地内） 消雪施設の更新 

削井工 

・節水・節電制御装置の取り付け（５カ所） 

◆流雪溝 

・流雪溝及び導水路の改良 

 （姫川原団地北線、参賀用水系、西大江用水系ほか） 

・十三川水系導水路測量設計委託 

・○新渋江川ポンプアップ施設送水管などの移設・撤去 

◆なだれ対策 

・○新大鹿桶海線（せり出し防止柵） 

・○新細野線（なだれ防止柵） 
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１５.住まいのリフォーム促進事業［建設課］ ···························· ２０，２５０千円 

住環境の質の向上と、市内建設関連産業及び小売業や観光業の振興並びに地域

経済の活性化を目的に、個人住宅等のリフォーム費用の一部を補助します。 

◆周 知 期 間：平成２6 年４月１日～平成２6 年５月６日 

◆受 付 期 間：平成２6 年５月７日～平成２6 年８月 29 日 

※事業予算額に達した時点で受付終了（先着順） 

◆補 助 率：補助対象工事費の１／４（1 万円未満切捨て） 

※１０万円（税込み）以上の工事が対象 

◆補 助 金 額：限度額１０万円（補助金相当額の商品券を発行） 

◆商品券使用期間等：実績報告書期限  平成２７年１月３０日 

商品券引換期間  補助金の額の確定日～ 

平成２７年２月１３日 

        商品券使用期間  補助金の額の確定日～ 

                       平成２７年３月１５日 

◆補助対象者：①市内に住民登録し、自己が所有する市内の持ち家に居

住するかた 

②市内に住民登録し、市内の借家に居住し、所有者の承

諾を得たかた 

③申請時において、市税等を滞納していないかた 

④リフォームする住宅に火災警報器を設置しているかた 

⑤公共下水道及び集落排水区域においては、下水道への

つなぎ込みが完了、または当該リフォーム工事におい

て実施するかた 

※平成２２～２６年度において申請は１住宅１回限り 

◆補助対象工事：個人住宅等にかかるリフォーム工事が対象となり、家具

や電化製品などの購入のみは対象外 

※借家における共同住宅等においては、住戸専用部分に

限る 

 

１６．木造住宅耐震化推進事業［建設課］···································· ３，５３０千円 

「地震に強い住まいづくり」を推進するため、木造住宅の耐震診断、補強設計

及び耐震補強工事などの費用の一部を補助します。 

◆耐震診断費補助 

・補助対象者：昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅を所有

するかた 

・補 助 金 額：耐震診断費用のうち、個人負担を１万円とし、その差額

を補助する 
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◆耐震補強設計費補助 

・補助対象者：耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満と診断され

た木造住宅を１．０以上に向上させる設計を行うかた（部

分補強の場合は、０．７未満と診断された木造住宅） 

・補 助 金 額：耐震補強設計費用の２／３以内  限度額２０万円 

◆耐震補強工事費補助 

・補助対象者：耐震補強設計費補助を受け補強工事を行うかた 

○一般補強工事 

・補 助 金 額：耐震補強工事費用の１／３以内  限度額８５万円 

○部分補強工事 

・補 助 金 額：耐震補強工事費用の１／３以内  限度額５０万円 

○シェルター設置（防災ベッドを含む） 

・補助対象者：昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅に設置 

するかた  

・補 助 金 額：設置費用の１／２以内  限度額１５万円 

◆○新床補強工事費補助 

・補助対象者：シェルター及び防災ベットの設置者で床補強工事を行う

かた 

・補 助 金 額：床補強工事費用の 1/3 以内  限度額 10 万円 

 

１７．エコツアー妙高推進事業［環境生活課］ ······························ ２，２４４千円 

妙高の豊かな自然環境や歴史・文化を学び、体験するなど、地域資源の活用を

図りながら、環境保全活動への関心を高める取り組みを実施します。 

◆エコツアー妙高の実施 

・エコ・トレッキング及び自然体験教室などの開催 

・自然散策型に歴史・文化を織り交ぜたコース設定 

斐太歴史の里 （平成２６年４月１３日） 

花の斑尾高原 （平成２６年５月１８日） 

平丸ブナ林  （平成２６年６月１５日） 

紅葉の妙高山麓（平成２６年１０月１９日） 

◆自然環境学習教室の開催 

・笹ヶ峰高原で森林・源流体験など親子自然教室を開催 

（平成２６年８月３日） 

◆清掃ボランティア 

・妙高クリーン登山（平成２６年８月２４日） 
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１８．不法投棄防止対策事業［環境生活課］ ································· ２，２９４千円 

地域住民と連携して不法投棄の未然防止活動や投棄物の回収を行い、不法投棄

による環境汚染を防ぎ、環境衛生と環境美化の推進を図ります。 

◆市クリーン巡視員による不法投棄防止のための継続的な監視と投棄物の

回収、意識啓発の実施 

◆妙高市環境衛生対策協議会へ不法投棄防止対策の委託 

・不法投棄監視員（２８人）を配置し、定期的な巡視や投棄物の回収作

業を行うとともに、地域ぐるみでの取り組みを促進 

※不法投棄監視員…新井１５人､妙高高原７人､妙高６人 

・地域住民による自主的回収活動や再投棄防止策の支援 

・不法投棄防止の広報など啓発活動の促進 

・不法投棄防止啓発ポスターの募集 

・不法投棄監視・防止強化月間事業（平成２６年６月）：夜間パトロール、

パネル展示、街宣活動、ＰＲポスター作成・配布 ほか 

 

１９．犯罪のないまちづくり推進事業［環境生活課］ ····················· １，５３６千円 

犯罪のない安全・安心なまちづくりを目指し、市民や地域防犯団体、警察など

と連携した防犯活動を推進するとともに、架空請求などの消費者被害や多重債

務などの相談に対応するための相談窓口の開設及び弁護士無料相談会を実施し

ます。また、消費者自らが理解、選択、行動できる消費者力の向上と自立促進

を図るため、消費者協会などと連携して情報提供や啓発活動を行います。 

◆子どもや高齢者などの見守り活動の推進 

・青色回転灯パトロールの実施 

・「１１０ばん協力車」登録事業所による「ながら防犯パトロール」の  

実施 

◆地域防犯活動団体などへの支援 

・防犯講習会による防犯意識の啓発及び安全対策の普及 

・防犯活動用品の支給：帽子、腕章、ベスト など 

◆防犯関係団体の連携促進 

 ・活動事例の学習や意見交換、情報共有のための防犯イベントの開催 

◆市民の消費生活の安定及び向上の促進 

・弁護士による無料休日消費生活・多重債務相談会の開催（年１２回） 

・消費者協会と連携した消費生活啓発講座などの開催 

 

２０．交通安全対策事業［環境生活課］ ······································ ３，６４１千円 

交通死亡事故ゼロの達成に向け、交通安全協会や警察などとの連携や、市民の

参加・協働による交通安全活動を推進し、すべての市民が安全で安心して暮ら

せるまちづくりを目指します。 
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◆運転免許返納制度の普及促進 

・７０歳以上の運転免許返納者に対し、２万円分のバス・タクシー利用

券を支給 

◆学校や地域における交通安全教室、高齢者ドライバー教室、高齢者反射

材効果体験教室などの交通安全教育の実施 

◆新入学児童、新入園児への交通安全用品（反射ワッペンなど）の配布 

◆各季交通安全運動にあわせた、交通安全指導所の開設、高齢者世帯訪問、

酒類提供飲食店訪問などによる事故防止啓発活動の実施 

 

２１．鳥獣対策事業［環境生活課］ ············································ ３，３００千円 

ツキノワグマなどの鳥獣による人的被害・農作物被害を防止するため、有害鳥

獣の追い払いや捕獲を実施するとともに、新たな捕獲従事者となる担い手の確

保を進め、実効性のある有害鳥獣捕獲体制の整備を図ります。 

◆有害鳥獣の追い払い、捕獲の実施 

・有害鳥獣捕獲業務委託：猟友会新井支部へ委託 

・捕獲檻の設置：クマ用２５基、イノシシ用５基、サル用５基 

・爆音機の設置：５基 

◆新規狩猟免許・銃砲所持許可取得者に対する支援 

・狩猟免許や銃砲所持許可などにかかる受講手数料などの助成：全額 

・猟銃等購入費用の助成：購入費の１／２（限度額１５万円） 

 

２２．被保護者等就労支援事業［福祉介護課］ ······························ ２，５１４千円 

生活保護世帯の就労可能な年齢層を経済的自立につなげるため、就労活動の支

援や援助を行います。 

◆就労支援専門員による就労支援 

・専門員２人を配置し、就労相談、求職活動など支援対象者の実態や意

向に即した支援の継続による、就労と経済的自立を促進 

◆就労喚起カウンセリング 

・就労意欲が特に乏しく、社会人としての自覚の喪失傾向にある支援対

象者に対して、就労意欲の喚起や生活改善を促すため、専門家による

カウンセリングを実施 

 

２３．障がい者相談支援等事業［福祉介護課］ ··························· ２３，６１６千円 

障がい者及び障がい児の保護者等からの相談などに対応し、生活に必要な情報

提供やサービスの利用援助などの支援を行います。また、作業所への通所が困

難な障がい者への支援として、生産活動や創作的活動等の機会を提供し、社会

との交流の促進を図り、適切な福祉サービスの利用につなげます。 
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◆相談支援 

・妙高市障がい者相談室（社会福祉法人ほっと妙高へ委託）の開設 

・福祉交流プラザ（上越市）での相談支援業務にかかる負担 

◆地域活動支援センターの運営 

・妙高市障がい者地域活動支援センター（社会福祉法人ほっと妙高へ委

託）の開設 

・福祉交流プラザ（上越市）での地域活動支援センター業務にかかる負   

 担 

◆個別支援計画（ケアプラン）の作成及び見直し（延べ７１０件） 

 

２４．社会福祉協議会助成事業［福祉介護課］ ··························· １４，９４８千円 

地域が抱える様々な福祉課題を地域全体の課題として捉え、福祉コミュニティ

づくりと地域福祉の推進を目指すため、住民の福祉活動の場づくり、仲間づく

りなどの援助や、社会福祉に関わる関係者・団体・機関との連携、具体的な福

祉サービスの企画、実施などを行う社会福祉協議会を支援します。 

◆災害時に備えたボランティアセンターの体制の確立 

◆有償ボランティアによる高齢者などへの生活支援の推進 

◆民生委員・児童委員の円滑な活動への支援 

◆弁護士相談や生活・介護に関する相談などの支援 

◆認知症高齢者や障がい者等の日常生活の支援 

◆各種福祉団体やボランティアの育成と活動の支援 

 

２５．地域安心ネットワーク推進事業［福祉介護課］ ·················· １２，７６５千円 

少子高齢化や過疎化に伴い、ひとり暮らし高齢者などの要援護者の日常生活に 

おける不安が高まっていることから、地域コミュニティや各サービス関係者の 

協力と連携の強化により、要援護者が住み慣れた地域で安全・安心に暮らせる 

ようにするとともに、必要な情報が円滑に関係者につながるように地域安心ネ 

ットワークの構築に努めます。 

◆地域支援専門員※を社会福祉協議会に 2 人配置 
 ※地域支援専門員…地域住民の実態を把握し、安心な生活のために必要な支援を、地域のさま

ざまな関係者の連絡調整を図ることで充足させる専門的知識を有する者 

◆要援護者の見守りネットワークの構築を推進 

・要援護者の緊急情報を把握し、町内会や民生委員・児童委員、地域包

括支援センター等関係機関との情報共有や連絡体制を確立 

・地域ごとに要援護者の見守り・支援を担う地域連携会議の設置や、情

報の共有化による、問題解決に向けた対応を実施 

◆平成２７年度末までに、市内の全集落や全町内会において見守りネット

ワークを構築 



10 

 

２６．高齢者世帯冬期在宅支援事業［福祉介護課］ ····················· １０，４７０千円 

ひとり暮らし高齢者など要援護者の冬期間の安全・安心な在宅生活を確保する

ため、除雪や雪踏みを支援します。 

◆除雪支援：９４世帯  雪踏み支援：２２世帯 

◆支援内容： 

・除雪や雪踏みの費用を全額支援（ただし、世帯の所得に応じ自己負担

１割） 

・支援対象外のかたに対し、除雪業者のあっせんなど 

◆経済的支援対象要件： 

①世帯員全員の前年の市町村民税が非課税である世帯 

②世帯員が自力で除雪できない世帯 

③扶養義務者である子がいない世帯 

・子の市町村民税が非課税であり、かつ、妙高市、上越市、長野県

飯山市、信濃町以外に居住している場合等は、子がいない世帯と

みなす 

④親、兄弟姉妹その他の親族から労力的又は資力的に援助が得られな

い世帯 

⑤除雪対象となる住宅を生活の本拠としている世帯 

 ・冬期間のみの入院・入所、妙高市、上越市、長野県飯山市、信濃

町以外の子ども宅に居住し、春には自宅へ戻る場合も含む 

 

２７．高齢者福祉施設整備事業［福祉介護課］ ··························· ６３，０９７千円 

在宅での介護や生活が困難なかたに対し、特別養護老人ホームを整備し、いつ

までも住み慣れた地域で安心して生活できる介護基盤の充実を図ります。 

◆認知症高齢者グループホーム「はらどおり」開設 

・事業主体：株式会社 てるてるぼうず 

・整 備 地：原通保育園跡地 

・施設概要：１８床（２ユニット） 

・開設予定：平成２６年４月 

◆特別養護老人ホーム「あいれふ妙高」開設 

・事業主体：社会福祉法人 越後上越福祉会 

・整 備 地：旧新井南中学校グラウンド（２０年間無償貸付） 

・施設概要：特別養護老人ホーム８０床、ショートステイ１０床 

・開設予定：平成２６年５月 

◆○新特別養護老人ホーム「妙高縁」（仮称）整備 

・事業主体：（仮称）社会福祉法人 悠藍睦会 

・整 備 地：新井矢代グラウンド（２０年間無償貸付） 

・施設概要：特別養護老人ホーム８０床、ショートステイ１０床 

・開設予定：平成２７年６月 

・補  助：県より直接、事業主体へ補助 

◆これまでの福祉施設建設に伴う負担金 

・いなほ園、名香山苑、ケアハートみなかみ、ケアハウス新井、グループ 

 ホーム新井、デイサービスセンター朝日、五智養護老人ホーム 
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２８．家族介護支援事業［福祉介護課］ ··································· ２２，００４千円 

◆紙おむつ支給 

在宅で介護を受けている高齢者などに対し、要介護度や所得状況に応

じて支給 

◆在宅介護者ほっとサービス 

在宅で要介する方の負担軽減のため、在宅系介護サービスの費用の一

部を支援 

◆徘徊感知装置設置サービス 

認知症高齢者を介護する方の負担軽減のため、装置の初期設置にかかる

費用を助成 

◆成年後見制度利用支援 

成年後見制度が利用できるよう後見人等へ支払われる報酬を助成 

 

２９．介護予防事業（通所型）［福祉介護課］ ···························· ４４，８４２千円 

①二次予防事業対象者把握事業 

65 歳から 85 歳未満の要介護認定者以外の高齢者に健康調査を実施す

る。（平成 24 年度から平成 26 年度までの 3 ヵ年で全地域を実施）。調

査結果に基づき、状況把握のための訪問を行い、各介護予防教室の参加

勧奨を行う。 

②通所型介護予防事業 

虚弱高齢者を対象に、介護予防の教室を開催し、生活機能の向上を図る。 

      ・足腰おたっしゃ教室 

マシンを使った運動機能向上、低栄養や生活習慣病予防のための栄

養指導を実施する教室 

・健康クラブ 

閉じこもり予防、認知症予防、口腔機能向上などの総合型介護予防

教室。 

③訪問型介護予防事業 

閉じこもり傾向の方に対し、在宅にて、生活指導や介護予防プログラム

を実施。 

④研修会：スタッフの資質向上のための研修を実施。 

⑤二次予防事業評価事業 

適切・効果的に実施されているか確認するために、年度末に介護保険認

定者の動向や教室参加者の改善度などの評価を行う。 
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３０．介護予防事業（地域型）［福祉介護課］ ······························· ２，５４４千円 

１．介護予防普及啓発事業 

・介護予防普及啓発 

広報でのＰＲ、市民公開講座の開催、健康づくり係や社会福祉協議

会等と連携。 

・老人クラブや民生委員定例会、地域の茶の間での介護予防出前講座の 

開催。 

・地域の公民館においてロコモ健診の実施 

・温泉健康教室の実施 

老人クラブや町内会を対象に、健康保養地プログラムの 1 日体験教

室を実施。 

・お達者くらぶの開設 

地域安心ネットワーク対象地区について、地域の公民館でのつどう

場づくりの推進。 

・地域回想法の実施 

２．地域介護予防活動支援事業 

・介護予防サポーター（認知症サポーター）の養成及び育成 

・民間の介護予防教室実施事業所連絡会の開催：健康づくり係と一緒に 

実施。 

 

３１．包括的支援事業［福祉介護課］ ······································ １７，３１２千円 

◆総合相談支援 

高齢者の様々な相談に対応し、問題解決に必要なサービスや関係機関に

結びつけるとともに、必要に応じて継続的な支援を実施します。 

要支援者の早期発見と継続的な見守り支援を行うため、地域包括支援セ

ンター職員の地区担当制による対応を実施します。 

◆包括的、継続的マネジメント 

高齢者が安心して在宅生活を継続できるよう、医療機関、介護保険サー

ビス事業者、民生委員、社会福祉協議会など関係機関との連携を強化し

ます。 

ネットワークの構築と地域課題の把握、生活支援サービスの検討及び施策

化のため、地域ケア会議を実施します。 

◆介護予防ケアマネジメント 

自立支援推進のためのサービス提供が図れるよう職員のスキルアップ及び

ケアマネージャーの資質向上を支援します。 

◆権利擁護・虐待対策 

認知症や高齢者虐待、成年後見制度※の基本的な知識と対応に対する普及

啓発を実施します。 

高齢者虐待を防止するための活動と虐待の現場対応を実施します。 

◆成年後見※制度の体制整備のため、ニーズ調査を実施します。 
※成年後見…認知症などで判断能力のなくなったかたに代わって、裁判所が定めた成年

後見人などが財産管理や契約などを支援するもの 
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３２．特定健康診査等（国保人間ドック・特定保健指導）事業［福祉介護課］４３，７９５千円 

生活習慣病の早期発見と予防、改善を図るため、特定健康診査・特定保健指導を

実施します。 

◆対象者：４０歳～７４歳の国保加入者 

◆生活習慣病予防に着目した特定健康診査の実施 

◆特定健康診査の休日健診の実施 

◆特定健康診査受診率向上対策の強化 

・未受診者への案内、おさらい健診、予約健診の実施など 

◆特定健診未受診者家庭訪問事業の実施 

・2 カ年以上未受診となっているかたへの受診勧奨訪問 

      ・職場や病院で健診や人間ドックを受診しているかたへの健診結果の提 

供依頼 

◆特定健康診査結果により、内臓脂肪型肥満などの該当者・予備群を減少

させるための特定保健指導の実施 

◆特定健康診査受診者への結果説明会の実施 

・日曜日開催を含め、５４回開催 

◆糖尿病・高血圧等の重症化予防訪問 

◆住民主体の健康づくり活動支援事業の実施 

・健康づくりリーダーや食生活改善推進委員の育成と活動支援（研修会

の開催や地域活動への支援） 

 

３３．国民健康保険特別会計繰出金［健康保険課］ ·················· ３１３，６８８千円 

国民健康保険特別会計への繰り出しを行います。 

【国民健康保険特別会計 ·············································· ３，６０４，５６０千円】 

 

国民健康保険税の負担軽減：８２，０００千円 

国民健康保険加入者の６５歳以上の加入割合が高いという構造的要因や所得水

準が低く課税所得の増加が見込めない状況、また全国的な高齢者の増加に伴う

後期高齢者支援金、介護納付金の支払い額の増加など、国保財政を取り巻く環

境は非常に厳しい状況にあります。このような中、社会的経済的弱者に対する

支援として、一般会計から保険税率の上昇抑制分として６０，０００千円を繰

り出すとともに、低所得世帯に配慮した市独自の減免措置として２２，０００

千円を繰り出すことにより、現行保険税額と同程度となる税率改正を行います。 

◆国保税率上昇抑制分として、６０，０００千円（前年度より５，０００千

円増額）を繰り入れ 

◆低所得世帯に配慮し、７割・５割・２割軽減世帯に対して、引き続き市独

自減免（均等割と平等割の１割相当額）を実施するため、２２，０００千

円を繰り入れ 
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３４．市民主体の健康づくり事業［健康保険課］ ··························· ４，８４２千円 

元気いきいき健康条例、第２次すこやかライフプラン２１に基づき、市民一人

ひとりが「自分の健康は自分で守り、つくる」意識を持ち、健康的な食生活や

ウォーキング、ラジオ体操、禁煙などの健康づくりに継続的に取り組めるよう、

各種健康づくり事業の推進と情報発信を行います。また、市民の総合的な健康

づくりを推進するため、地域の健康づくり関係者と連携を図ります。 

◆○新“歩こう！妙高！健康プログラム”の実施 

・ウォーキングマップの作製 

・健康妙高エコマイレージ事業の実施 

       ※市民の日常的な健康づくり及び環境に配慮した取り組み、並びに健 

康・環境関連イベントへの参加にポイントを付与し、健康・環境関 

連のグッズと交換 

◆健康保養地プログラム（生活習慣病予防チャレンジ教室）の実施 

◆健康フェアの開催（平成 26 年 7 月 13 日） 

◆保健医療福祉連携会議、健康づくり推進協議会の開催 

◆食生活改善推進委員、健康づくりリーダー研修会の開催 

◆妙高チャンネルなどによる健康情報の発信 

 

３５．生活習慣病予防健診・重症化予防事業［健康保険課］ ········· ６７，３９７千円 

健診結果から、自分自身の身体の状態を知り、生活習慣の改善につなげるため、

市民健診や各種がん検診を実施するとともに受診率の向上を図ります。また、

健診結果に応じた保健指導を実施し、当市で死亡率の高い脳血管疾患や胃が

ん・大腸がんなどの生活習慣病を早期に発見し、重症化を防ぎ、健康寿命の延

伸と医療費の削減を図ります。 

◆市民健診、がん検診、レディース検診の実施 

◆市民健診、がん検診受診者増加対策 

・未受診者への案内、おさらい健診の実施 

・予約健診（５回） 

・日曜日健診（予約健診：１回、乳がん検診：１回） 

・土曜日健診（市民健診・がん検診：１回、レディース検診：１回、 

乳がん検診：１回） 

・女性のための健診（予約健診：２回） 

・障がい者健診（市民健診・がん検診：１回） 

・がん検診年齢到達者への受診案内 

・がん検診推進事業（節目年齢の市民に対する無料検診） 

大腸がん （４１歳、４６歳、５１歳、５６歳、６１歳） 

子宮頸がん（２１歳） 

乳がん  （４１歳） 

・大腸がん検診：検体の早朝、夜間回収により利便性を向上 
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     ◆がん検診精密検査受診状況確認、受診勧奨、未受診者訪問 

◆市民健診及び（国保）特定健診受診者への結果説明会の実施 

・５４回開催（うち日曜日開催：５回） 

◆糖尿病・高血圧等の重症化予防訪問 

◆生活習慣病予防の健康相談 

検 診 名 対 象 者 

市 民 健 診 １９歳以上 39 歳以下、75 歳以上のかた 

Ｃ 型 肝 炎 
４０歳以上のかたで、過去に医療機関や健診等においてＣ型

肝炎検査の未受診のかた 

胃 が ん ３０歳以上のかた 

大 腸 が ん ４０歳以上のかた 

肺 が ん ４０歳以上のかた 

前 立 腺 が ん ５０歳以上の男性 

子 宮 頸 が ん ２０歳以上の女性 

乳 が ん ４０歳以上の女性 

骨粗しょう症 ４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性 

 

３６．米政策推進対策事業［農林課］ ······································ １４，２３８千円 

新たな交付金制度の利用について農業者自身が判断できるよう、各種制度の周

知や農家理解の促進に努めます。また、水田フル活用と経営複合化を促進し、

農家所得の確保・向上につなげるため、園芸作物を生産・販売する農業者を支

援します。 

◆生産数量目標の配分、農家への制度周知 

◆○新農業経営複合化促進事業 

妙高市農業再生協議会を通じ、水田で園芸作物を生産・販売する農業者

を支援 

○園芸作物に対する助成 

・対象者：水田で園芸作物を生産・販売する農業者 

・助成額：１０，０００円／１０ａ 

○重点品目に対する助成（加算） 

・対象者：市が振興を目指す重点品目を生産・販売する農業者 

・助成額：１５，０００円／１０ａ 
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３７．担い手確保支援事業［農林課］ ······································ １６，１０４千円 

地域農業の中心となる経営体の基盤を強化するため、規模の拡大や経営の複合

化などを促進します。また、意欲ある多様な担い手を確保・育成するため、認

定農業者の認定や育成、農業経営の組織化・法人化を進めます。 

◆「人・農地プラン」などに基づく農地集積・集約化の促進 

◆○新規模拡大促進事業 

・対象者：農地を面的集積し、規模拡大と効率化を図る認定農業者 

・助成額：２０，０００円／１０ａ 

◆○新農業経営法人化等支援事業 

○農業経営の法人化支援 

・対象者：農業経営を法人化する個別経営体 

・助成額：定額４０万円 

○集落営農の組織化支援（国の助成（定額２０万円）に上乗せ） 

・対象者：新たに集落営農の組織化に取り組む集落など 

・助成額：定額２０万円 

◆青年就農給付金事業（経営開始型） 

・原則４５歳未満の独立・自営就農者を対象に、経営が不安定な就農直

後（最長５年）の所得を確保する給付金（年間１５０万円）を給付 

 

３８．農業機械・施設整備事業［農林課］································· １０，０００千円 

農業経営の安定・発展を図るため、規模の拡大や経営の複合化などに必要な機

械導入や施設整備を支援します。また、営農継続を図り、耕作放棄地の発生抑

制につなげるため、中山間地域などの農家グループが共同利用する機械の導入

を支援します。 

◆経営体育成支援事業…国事業 

・対象者：「人・農地プラン」に位置づけられた経営体 

・補助率：３／１０～５／１０以内 

◆農林水産業総合振興事業…県単独事業 

・対象者：農業者などの組織する団体や農業生産法人 など 

・補助率：３／１０～５／１０以内 

◆中山間地域等共同利用農業機械導入支援事業…市単独事業 

・対 象 者：主に未整備農地で耕作する 3 戸以上の農家で組織された 

団体 

・対象機械：稲作用及び園芸用（大豆、そば、一般野菜など） 

の基幹作業に必要となる機械 

・補 助 率：１／3 以内 

・限 度 額：稲作用７０万円、園芸用１００万円 
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３９．中山間地域等直接支払事業［農林課］ ··························· １２２，９７２千円 

中山間地域などにおける農業生産活動を維持し、耕作放棄地の発生を抑制する

ため、農業生産活動や農地保全活動をはじめ、取組継続に向けた体制整備など

を支援します。 

◆事業実施期間：平成２２～２６年度（５カ年） 

◆協 定 集 落 数：３６集落 

◆対象農用地面積：７４９．２ｈａ 

◆○新農地有効利用促進事業 

・対 象：協定集落の協定農用地（これまでは作付けが行われていなか

った農地）において、薬用作物や山菜などを生産・販売する

協定集落 

・助成額：１０，０００円／１０ａ 

 

４０．未整備農地集積事業［農林課］ ········································· ６，４８９千円 

耕作放棄地の発生を抑制するため、未整備農地において作付けや保全管理を行

う農業者を支援します。 

◆賃借権設定に対する支援 

・要 件：未整備農地において３年以上の賃借権設定を受け、作付けや

保全管理を行う農業者 

・助成額：面積×５，０００円／１０ａ×賃借権設定年数（３～５年） 

※最長５カ年分の補助金を交付 

◆○新所有権取得に対する支援 

・要 件：未整備農地の所有権を取得し、作付けや保全管理を行う農業

者 

・助成額：面積×２５，０００円／１０ａ 

 

４１．環境保全型農業直接支援対策事業［農林課］ ························ １，５８０千円 

地球温暖化の防止や生物多様性の保全を図るため、化学肥料と化学合成農薬の

５割以上低減栽培とあわせて環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者な

どを支援します。 

◆事業実施期間：平成２３～２７年度（５カ年） 

◆対 象 者：販売を目的として生産を行う農業者、集落営農 など 

◆対 象 取 組：５割以上低減栽培＋冬期湛水 

５割以上低減栽培＋カバークロップ（緑肥の作付） など 
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４２．県単小規模補助治山事業[農林課]  ····································· ４，２５０千円 

土砂災害を防止し、安全・安心な暮らしを確保するため、水路整備を行います。 

◆上堀之内水路整備工事（谷地区）：Ｌ＝９０ｍ W＝０．９ｍ 

〔全体計画〕 

▽整備年度：平成２４～２６年度（３カ年） 

▽整備延長：Ｌ＝２６６ｍ W＝０．９ｍ 

 

４３．林道整備事業［農林課］ ··············································· ４３，５００千円 

森林整備の促進や安全な通行を確保するため、林道の整備を行います。 

◆林道重倉線法面改良工事：Ｌ＝３０ｍ Ｗ＝４．０ｍ 

◆林道外雨降線舗装工事：Ｌ＝１００ｍ Ｗ＝４．０ｍ 

◆林道黒倉線改良工事（２工区）：Ｌ＝４０ｍ Ｗ＝５．０ｍ 

◆林道重倉線石高橋修繕工事：Ｌ＝２５ｍ Ｗ＝３．７ｍ 

◆林道上樽本線改良工事：Ｌ＝３０ｍ Ｗ＝４．０ｍ 

◆林道妙高・小谷線乙見隧道修繕工事：１式 

 

４４．県単農業農村整備事業［農林課］ ··································· １６，２００千円 

維持管理費の軽減や農業経営の安定を図るため、未整備箇所や老朽化の著しい

農業用施設の整備を行います。 

◆小原新田地区 大原用排水路 

・改修工事：Ｌ＝１８０ｍ Ｗ＝１．３ｍ 

〔全体計画〕 

▽整備年度：平成２５～２７年度（３カ年） 

▽整備延長：Ｌ＝５００ｍ 

◆○新坂口新田地区 五最用排水路 

・測量委託：Ｌ＝３２０ｍ 

・改修工事：Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝０．６ｍ 

〔全体計画〕 

▽整備年度：平成２６～２７年度（２カ年） 

▽整備延長：Ｌ＝３２０ｍ 

 

４５．川上地区浅野用水整備事業［農林課］ ································· ３，６８０千円 

老朽化した川上地区浅野用水の維持管理費の軽減や農業経営の安定を図るため、

農村地域防災減災事業により、用水路整備を行います。 

◆県営川上地区浅野用水整備事業 

・県への負担金の支出 

 測量調査、実施設計、地質調査 など 

〔全体計画〕 

▽整備年度：平成２６～２９年度（４カ年） 

▽整備延長：Ｌ＝１９０ｍ 
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４６．むらづくり農業基盤整備事業［農林課］ ··························· １２，９４７千円 

農業生産基盤や農村集落環境の整備を図るため、集落などが行う農道や用排水

路の整備に対し、原材料支給などの支援を行います。 

◆原材料等支給：舗装用生コンクリート、U 字溝や水路蓋などを支給 

◆補助金交付：工事費の４０～５０％補助 

 

４７．坂口新田地区ほ場整備事業［農林課］ ································· ６，７５０千円 

坂口新田地区において、営農の省力化や優良農地の保全などのため、農地環境

整備事業により、ほ場整備を行います。 

◆県営坂口新田地区ほ場整備事業 

・県への負担金の支出 

ほ場整備、換地計画策定 など 

〔全体計画〕 

▽整 備 年 度：平成２５～３０年度（６カ年） 

▽区画整理面積：約１９．９ｈａ 

 

 

４８．農業基盤整備促進事業［農林課］ ··································· ４４，６２３千円 

農地集積の加速化や農業の高付加価値化を促進するため、農業生産基盤の整備

を行います。 

◆花房地区ほか１２地区 

・暗渠排水、農作業道、用排水路、区画拡大 など 

     ◆○新国の助成に上乗せ支援 

      ・定率助成事業：５％ 

・定額助成事業：国の助成額の１０％ 

 

４９．森林整備事業［農林課］ ··············································· １０，２７０千円 

良質な木材の生産や水源涵養など、森林の持つ多面的機能の促進を図るため、

森林の適正な整備を支援します。 

◆民有林の森林整備：３０ｈａ 

◆森林総合研究所分収造林の森林整備：２０ｈａ 

 

５０．都市と農村交流推進事業［農林課］································· １７，５７１千円 

妙高山麓都市農村交流施設を拠点に市域全体をフィールドとした各種体験交流

事業に取り組み、交流人口の拡大を図ります。 

◆各種体験交流事業の実施 

 ・妙高山麓都市農村交流施設を活用した体験講座や交流イベントの実施 

 ・自然、歴史、文化や農村地域にある資源を活かした体験交流活動の実 

  施 

◆企業と連携した食農体験や学校の教育体験旅行などの誘致・受け入れ 

◆○新新潟県グリーン・ツーリズム妙高大会の開催(平成２６年 10 月) 
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５１．企業立地促進事業［観光商工課］ ································ １３３，３８８千円 

企業立地や既存企業の新規投資・拡張を促進し、地域経済の活性化と雇用機会   

の拡大を図ります。 

◆市外企業などの誘致活動 

・○新電源地域振興センターを通じた企業誘致活動 

・工場団地等ＰＲチラシの作成、配布 

・県などを通じた情報収集と誘致活動の実施 

・空き物件（工場、倉庫、店舗、用地）の情報収集及び提供 

◆市内立地企業への支援 

・企業振興奨励条例、企業立地促進条例などによる課税免除 

・市内企業訪問 

◆企業立地特別資金の貸付 

 

５２．商店街活性化支援事業［観光商工課］ ································· ８，０００千円 

にぎわいづくりや集客により、商店を残し、守っていこうとする動きや、空き

店舗出店者への支援を通じて、商店街の活力維持に取り組みます。 

◆街なか空き店舗出店者支援 

 ・出店者への家賃・改装費補助 

・○新U・Iターン者が出店した際の改装費の補助率を1／４から１／２に 

 改定（上限額：１００万円） 

◆街なかにぎわいイベントの実施 

・街祭、屋台村、六十朝市商店街セール など 

◆第４１回あらいまつりの開催 

・前日祭：平成２６年８月１日…ナイトバザール、綱引き大会 など 

・本祭り：平成２６年８月２日…各種パレード、大綱かつぎ、大民踊流 

           し、屋台村など 

 

５３．就労支援事業［観光商工課］ ········································· ２９，０６９千円 

新卒就職者やＵ・Ｉターン就職者に対して地元就職時に必要な資金の貸付や、 

市内在住高校生を対象として就職に役立つ資格取得費用の助成などを行うほか、 

Ｕ・Ｉターンを希望、または興味のあるかたに、求人や物件情報などを発信す

ることで、定住を促進します。 

◆○新ふるさと就職支援資金貸付 

  市内及び周辺の事業所等へ就職した市内在住の新卒就職者やU・ Iタ     

ーン就職者を対象に、就職時に必要となる資金を貸付 

＜資金使途＞ 

  通勤用自動車、衣服、引越し費用、住宅費、各種免許取得費 など 
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＜貸付限度額＞ 

新卒就職者：１００万円 

        U・Iターン就職者（単身）：１５０万円 

        U・Iターン就職者（世帯）：２５０万円 

        ※貸付期間は５年以内で、利率は年１．５０％（変動金利） 

     ◆○新Ｕ・Ｉターン情報の発信 

      市外で勤務しているかたや定年退職したかた、大学などに就学したかた 

などでＵ・Ｉターンを考えているかたへの情報提供と、ネスパス内「Ｕ 

ターン情報センター」や大阪梅田情報発信拠点を活用した情報発信の実 

施 

       ＜情報内容＞ 

        ・求人情報、就職ガイダンス情報、空き家や賃貸住宅等の物件情報、

観光・イベント情報など 

     ◆高校生資格取得支援助成 

市内在住の高校生に対して就職活動が有利となるよう、２５の資格取得

に係る受験料を助成 

＜助成対象となる資格＞ 

・電気工事士 ・ボイラー技士 ・危険物取扱者 ・電気主任技術者  

・初級ＣＡＤ ・建築施工管理 ・簿記 ・販売士 など 

◆安定雇用支援助成 

非自発的離職者等の市民を正規社員として雇用する、市内及び上越市の

事業者を対象に助成（新規での受付は平成２５年度で終了） 

＜助成内容＞ 

・市内事業者の正規雇用契約に対し、１００万円／人 

・上越市事業者の正規雇用契約に対し、３０万円／人 

 

５４．広域観光推進事業［観光商工課］ ······································ ４，４３５千円 

長野県北信地域の自治体や観光団体との連携を強化し、広域的な枠組みによる

魅力ある滞在型観光地づくりを進め、当市への誘客拡大を図るための各種事業

を展開します。 

◆信越高原連絡協議会（妙高市・長野市・信濃町・飯綱町） 

・エリア内を周遊する「宝探しイベント」の開催 

・特典割引チケットの作製、関西での誘客事業の実施 など 

◆信越観光圏協議会 

・広域的な観光モデルコースの設定による着地型旅行商品の造成・販売 

・温泉などの資源を活用した健康プログラムや宿泊プランの造成 

・信越ふるさと回廊パスの販売支援 など 

◆信越９市町村広域観光連携会議 

・斑尾高原の玄関口となる北陸新幹線飯山駅を核とした観光誘客事業の

展開 
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５５．上越地域観光連携強化事業［観光商工課］ ··························· ３，３８３千円 

上越地域の連携によるプロモーションや誘客事業の実施のほか、北陸新幹線の

上越妙高駅での新たな情報発信の展開などにより、当地域の魅力を広く全国へ

発信するとともに、観光客が上越地域を周遊する二次交通の検討を進めます。 

◆上越三市グルメイベント『越後上越｢食の嵐(らん)｣in 鵜の浜温泉』の開 

 催 

◆首都圏、関西方面への共同プロモーション、マスコミ訪問の実施 

◆○新広域観光イラストマップの作成 

 ・長野県との共同で作製 

◆○新上越・妙高周遊観光二次交通モデル事業の実施 

 ・観光タクシーなどによる二次交通モデル事業の実施 

 ・おもてなし研修の開催とモニタリングの実施 

◆上越・妙高観光情報紙の発行 

・新潟県と上越市との共同で作製 

◆ＮＥＸＣＯ上越管理事務所と連携した高速道路利用者へのＰＲ 

◆○新 ｢上越妙高駅｣観光案内所へのデジタルサイネージやポスターなどの掲示 

 

５６．観光施設整備事業［観光商工課］ ··································· ５６，４８５千円 

「国立公園 妙高」の魅力をアップし来訪者の満足度を高めるため、引き続き登

山道や遊歩道などの観光施設の適切な維持管理を行うとともに、地域の特色を

活かした観光施設整備を進めます。また、統一したデザインで判りやすい観光

サイン看板の改修・整備を行います。 

◆赤倉温泉地区 

 ・展望広場の整備（案内看板 1 基、ベンチ 3 基） 

◆斑尾高原地区 

・沼の原湿原整備（遊歩道整備約 1,000m、道標など） 

◆杉野沢地区 

・苗名滝駐車場の整備（約 3,800 ㎡、普通車 104 台、大型車 11 台） 

◆○新観光サイン看板整備 

・20 基 

     ◆登山道・遊歩道環境整備 

      ・安全点検、草刈り、補修など 

 

５７．簡易水道統合整備事業［ガス上下水道局］ ························ ８０，２００千円 

妙高簡易水道（旧妙高簡易水道、旧大鹿簡易水道、旧瑞穂簡易水道、旧新井南

部簡易水道の４簡易水道）をハード統合し、安全で安定した給水の確保と施設

の効率的、経済的な運用や維持管理費の軽減などにより、経営の安定化を図り

ます。 
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◆配水管布設工事：Ｌ＝１，１８０ｍ 

〔全体計画〕 

▽送配水管布設延長：Ｌ＝４，６００ｍ 

▽ポンプ室築造：１棟 

▽工事年度：平成２４～２８年度 

 

５８．水道管更新事業（妙高簡易水道：原通北部地区）［ガス上下水道局］ ２８，０００千円 

妙高簡易水道の原通北部地区において、配水管の老朽化で漏水事故が多発して

いることから、耐震性のある配水用ポリエチレン管に更新を行い、安定給水を

図ります。 

◆配水管布設替工事：Ｌ＝５４９m 

〔全体計画〕 

▽更新延長：Ｌ＝２，９１０m 

▽工事年度：平成２２～２７年度 

 

５９．志浄水場改築更新事業［ガス上下水道局］ ······················ ３５，８００千円 

老朽化が著しい志浄水場の表流水系水処理施設と配水池の改築更新、汚泥処理施

設の整備を行います。 

   ◆基本設計委託：一式 

◆詳細設計委託：一式 

〔全体計画〕 

▽整備年度：平成２５～３０年度（６カ年） 

▽計画浄水量：５，０１０ｍ3／日 

▽浄水処理方法：急速ろ過方式 

▽施設概要：沈砂池、着水井、フロック形成池、凝集沈澱池、急速ろ過池、 

配水池、排水処理施設、管理棟 

 

６０．白ガス管更新事業（高原地区）［ガス上下水道局］ ············· ６０，３００千円 

   耐蝕性、耐震性に劣る白ガス管（防蝕処理されていないガス用亜鉛メッキ鋼管）

を更新し、ガス漏洩の未然防止に努め、安全で安定したガスの供給を図ります。 

     ◆白ガス管更新延長 L=12.0km 

◆年度別更新延長 

      H17 年度：0.7km   H21 年度：1.8km    H25 年度：0.9km  

       H18 年度：1.5km   H22 年度：0.7km     H26 年度：1.3km 

       H19 年度：0.4km   H23 年度：0.7km    H27 年度：0.7km 

       H20 年度：2.1km   H24 年度：1.2km    合   計：12.0km 
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６１．石綿セメント管更新事業（高原地区）［ガス上下水道局］ ···· ２７，２００千円 

   衝撃に弱く耐震性に劣る石綿セメント管を更新し、漏水事故の未然防止に努め、

安全で安定した水道の安定供給を図ります。 

◆石綿セメント管更新延長 L=11.8km 

◆全体事業費 409,090 千円 

◆年度別更新延長 

 H17 年度：1.3km   H21 年度：2.5km   H25 年度：0.6km 

  H18 年度：1.0km    H22 年度：0.7km   H26 年度：0.6km 

  H19 年度：1.8km    H23 年度：0.1km   H27 年度：0.5km 

  H20 年度：2.5km    H24 年度：0.2km    合   計：11.8km 

 

６２．合併処理浄化槽設置整備事業［ガス上下水道局］ ··············· １９，５００千円 

公共下水道・農業集落排水事業区域以外の地域における、快適で衛生的な生活

環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、合併処理浄化槽の設置に対し

て補助を行います。 

◆合併処理浄化槽設置補助：２２基 

 

６３．特定環境保全公共下水道事業（杉野沢地区）[ガス上下水道局] ···· ２８２，３８８千円 

杉野沢地区の下水道普及に努め、公共用水域の水質保全と住民の生活環境の向上

を図ります。 

◆管渠工事    Ｌ＝２，０００ｍ 

◆路面復旧工事  Ａ＝７，７００ｍ2 

◆マンホールポンプ場整備  ５カ所 

〔全体計画〕 

▽整備計画面積  ３２ｈａ 

▽計 画 人 口  定住：７５０人  観光：２，８００人 

▽全体事業費  約１０億円 

▽計 画 施 設  管渠：Ｌ＝９．５ｋｍ、 

マンホールポンプ場：１３カ所 

▽工 事 年 度  平成２２～２７年度（６カ年予定） 

 

６４．早期療育施設「ひばり園」運営事業［こども教育課］ ········· １９，８４８千円 

早期療育施設「ひばり園」において、心身の発達や成長に不安のある就学前の

幼児とその保護者に対し、日常生活上の基本的な動作の習得や集団適応訓練、

助言等を行い、個々の状態に合わせた発達を支援します。あわせて児童福祉に

関する相談対応や訪問指導、関係機関との連携などによる療育支援を行います。 

また、利用児の増加に伴い現在の施設が手狭となっていることから、統合に伴

い閉園となる第二保育園にひばり園を移設します。 
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◆週５日開園（集団療育指導） 

◆言語療法士、理学療法士などによる個別指導、及び支援検討会議の実施 

◆のびのび教室（就学準備トレーニング）の実施 

◆要療育支援児童の療育支援計画の策定と巡回相談の実施 

◆義務教育期の一貫した療育を実施するための支援体制計画の推進 

◆○新ひばり園移設工事（平成２６年１２月開設予定） 

 

６５．みんなで子育て応援事業［こども教育課］ ··························· ８，８３１千円 

子育てに関する相談・援助や情報提供、ファミリーサポート事業を実施し、子

育てに対する不安感の解消を図ることにより、安心して子育てができるように

支援を行います。 

◆子育て情報の提供、相談支援等の実施（妙高市子ども家庭支援センター） 

◆ファミリーサポート事業の実施 

◆子育て広場の開設（市内 5 か所） 

◆1 歳児家庭訪問の実施（子育て読本の配布と活用） 

◆子育てサポーター養成講座の開催 

 

６６．放課後児童クラブ事業［こども教育課］ ··························· ３４，５３３千円 

放課後や長期休業時などに保護者が家庭にいない児童に対して遊びや生活の場

を提供する放課後児童クラブを開設し、児童の健全な育成とともに保護者が子

育てと就労を両立できるよう支援します。 

◆開設予定クラブ数：１０カ所 

◆対 象 者：放課後等に保護者が不在の小学校１～６年生までの児童 

◆開設基準：利用者５人以上・年間開設日数２５０日以上 

◆○新生活保護世帯や準要保護世帯の利用料金減免の実施 

 

６７．子ども・若者育成支援事業［こども教育課］ ························ ２，００７千円 

被虐待や発達障がい、いじめ、不登校、ひきこもり、ニートなど支援の必要な

人に対して、学校や適応指導教室等と連携した早期からの相談対応や訪問指導、

専門機関の紹介などを継続的に行い、子どもや若者の健やかな育成と社会生活

での自立を図ります。 

◆子ども・若者育成支援地域協議会の運営 

◆子ども・若者支援相談員の配置（１人） 

◆学校等との情報交換、家庭訪問などによる自立支援の実施 
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６８．保育園運営事業［こども教育課］ ································ ４０２，４９０千円 

さくらこども園の開園による乳幼児保育の拡充など保護者ニーズに応じた子育

て支援を実施するとともに、子どもたちの健やかな成長を育む保育サービスを

提供します。 

◆保育士の体験活動研修の実施（国立妙高青少年自然の家） 

◆公開保育などを通じた教育・保育の質の向上 

◆第３子以降保育料無料化 

◆保育園での子育て支援 

・早朝保育：７時３０分～８時 

・延長保育：１６時～１９時 

・土曜午後保育：１２時３０分～１７時３０分 ※拠点園で実施 

・乳児保育：８園（和田、斐太北、斐太南、ひまわり、わかば、妙高、 

○新さくら、ときわ保育園）で実施 

・一時保育：市立保育園で実施 

・園 開 放：市立保育園で実施 

◆子育て読本・子育てメッセージの活用 

◆各園での子育て講演会の実施 

◆給食食材の放射性物質検査の実施 

 

６９．保育園園舎等整備事業［こども教育課］ ··························· ５４，７５５千円 

ガラス飛散防止等の耐震対策のほか、老朽化園の大規模改修工事などを進め、安

全で快適な園舎環境の充実を図ります。 

◆和田保育園・斐太北保育園・第三保育園：非構造部材耐震対策工事（ガ 

ラス飛散防止フィルム設置工事） 

◆斐太北保育園：大規模改修工事（外壁クラック改修、屋上防水） 

     ◆わかば保育園：ボイラー入替工事 

◆姫川原保育園：園舎等解体撤去工事 

 

７０．小学校大規模改修事業［こども教育課］ ························ １０８，９２７千円 

老朽化した施設の外壁や屋上、屋根の改修工事を実施し、安全で快適な教育環

境の確保と施設の長寿命化を図ります。 

◆体育館屋根塗装工事 

 ・斐太北小学校 

 ・姫川原小学校 

◆校舎屋根改修工事 

 ・妙高高原南小学校 

◆外壁改修・屋上防水改修工事 

・妙高小学校 
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７１．中学校大規模改修事業［こども教育課］ ··························· ２８，１０９千円 

老朽化した施設の外壁や屋根の改修工事を実施し、安全で快適な教育環境の確

保と施設の長寿命化を図ります。 

◆外壁改修工事 

・新井中学校（音楽室・武道場） 

◆屋根塗装工事 

・新井中学校（武道場） 

 

７２．小学校非構造部材耐震対策事業［こども教育課］ ··············· ４１，５３５千円 

学校施設は児童の教育の場であると共に、災害時の避難施設として重要な役割

を担っていることから、東日本大震災の教訓を踏まえ、体育館吊り天井の落下

防止対策を計画的に進めます。 

◆体育館吊り天井等耐震対策工事 

 ・新井南小学校 

 ・新井中央小学校 

 ・妙高高原南小学校 

 

７３．子どもの通学等対策事業［こども教育課］ ····················· １０４，６３８千円 

スクールバス等の運行により、児童生徒の登下校時の安全を確保し、遠距離通

学者の負担軽減を図ります。また、通学支援のほか、市内公共施設での学習活

動や友達との交流活動を行う環境を整えるため、路線バスや市営バスの料金を

無料化します。 

◆スクールバスの直営運行（９路線） 

・小学校：長沢線、水原線、関・大洞原線、杉野沢線、上米沢線、菅沼

線、三ツ俣線 

・特別支援学校：高原にしき線（往路）、○新妙高・新井にしき線（往路） 

◆スクールバス・スクールタクシーの委託運行（１９路線） 

・中学校：広島線、矢代線、斐太線、斐太・和田線、川上線、柳井田・

大崎町線（冬季のみ）、高柳線（冬季のみ）、妙高中直行線、

長沢線、上小沢線、原通線（復路のみ） 

・小・中同乗：水上線、平丸線、原通線、大鹿線、赤倉線、池の平・杉

野沢線 

・特別支援学校：○新にしき新井・高原線（復路）、○新にしき水原線（復路） 

◆小中学生の市内バス料金の無料化 
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７４．いじめ・不登校対策推進事業［こども教育課］ ····················· １，９６８千円 

いじめ・不登校の未然防止や早期発見と解消に向けて、児童生徒・保護者に対

する相談体制の充実や経済的な支援、意識啓発などの取り組みを行います。 

◆教育相談窓口及び適応指導教室の開設 

・開設場所：勤労青少年ホーム 

・開設時間：月～金曜日 ９時～１６時４５分 

・相談員：２名 

◆フリースクール※で学習する児童生徒への就学支援 

・経済的に困窮する児童生徒の保護者に対して、経費の一部を補助 
※フリースクール…不登校児童生徒を受け入れ、集団生活などを通じて児童生徒の社会的自立を 

目指すための施設のこと 

◆保護者向けいじめ防止講演会の開催 

・保護者に対して幼い頃からの人権教育の重要性を伝える 

・開催回数：５回（５校） 

 

７５．学校給食運営・食育推進事業［こども教育課］ ·················· ２７，１２７千円 

安全・安心な給食を効率的で安定的に提供していくため、給食調理業務の民間

委託を実施します。また、第２次食育推進計画に基づき、食に対する関心を高

め、児童生徒が基本的な生活習慣や望ましい食生活を確立できるよう、健康な

体と豊かな心づくりのための支援を行います。 

  ◆○新給食調理業務の民間委託（新井小学校） 

◆「朝！元気スタート運動（早寝・早起き・朝ごはん）」の実施 

◆肥満傾向の児童生徒に対する保健指導の実施（児童生徒・保護者） 

◆「弁当の日」の実施 

◆妙高産コシヒカリの米粉を使用したパン給食の実施 

◆妙高産コシヒカリを使用したごはん給食の実施 

◆地産地消の推進（地元野菜等の活用） 

◆給食食材の放射性物質検査の実施 

 

７６．基礎学力向上支援事業（小・中学校）［こども教育課］ ······· ２３，６２５千円 

児童の学習意欲の喚起や学習内容の一層の定着を図るため、多人数学級を抱え

たり、学力実態から対応が必要と認められるなどの小学校、中学校に教育補助

員を配置します。また、基礎学力の定着を促進するため、家庭学習の支援、学

力把握、放課後などにおける学習支援を行います。 

【小学校】 

◆教育補助員：国語・算数についてティームティーチングや習熟度別学習 

などを実施 

・新井小学校へ２人、○新新井北小学校、新井中央小学校、妙高小学校へ

１人ずつ計５人配置 
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◆家庭学習ノートの活用 

◆全国標準学力（ＮＲＴ）検査…市内全小学校の統一的実施（１～６年生

を対象：国語、算数） 

◆「学びの広場」の設置…放課後などにおいて児童の学習支援の実施 

    【中学校】 

◆教育補助員：国語・数学についてティームティーチングや習熟度別学習な

どを実施 

・新井中学校、妙高高原中学校、妙高中学校へ１人ずつ計３人配置 

◆家庭学習ノートの活用 

◆全国標準学力（ＮＲＴ）検査…市内全中学校の統一的実施（１～３年生

を対象：国語、数学） 

◆「学びの広場」の設置…放課後などにおいて生徒の学習支援の実施 

 

７７．地域づくり活動団体支援事業［生涯学習課］ ························ ８，９０６千円 

生涯安心して生活ができるよう地域のつながりや絆を深め、様々な地域の課題

や問題と向き合い、地域の活性化とコミュニティ活動の向上を図るために各地

域が取り組む地域づくり活動を支援します。 

◆地域づくり自主活動団体への支援 

・各地域団体への交付金の交付 

３００円×地域の世帯数 ＋ 各地域団体の世帯規模に応じた額（５

～２０万円） 

◆市民活動支援センターと連携した団体への支援 

・活動内容等に対する相談の対応や情報の提供 

◆地域づくり協議会による情報交換・発信等 

・地域内の視察や意見交換会の開催 

・地域づくり通信の発行 

◆（財）自治総合センター助成金を活用した備品の購入 

 

７８．地域の元気づくり活動助成事業［生涯学習課］ ····················· ５，３８０千円 

地域の課題を市民や地域が主体となって解決する取り組みを促進するため、地

域団体や市民活動団体等が自らの創意工夫により自主的かつ自発的に取り組む

まちづくり活動へのチャレンジを支援します。 

◆対象事業：地域課題の解決や地域コミュニティの活性化、市や地域の魅

力を高めるための活動など 

◆対象団体：市民活動団体、ＮＰＯ法人、地域自治組織 

◆補助内容 

①小さな成功体験事業（単年度補助） 

・短期的な取り組みにより目的を達成できる活動に対しての補助 

補助限度額：５万円以内 

②地域のやる気事業（複数年度補助） 

・中長期的な取り組みにより目的を達成できる活動に対しての補助 

補助限度額：１年目３０万円以内、２・３年目１００万円以内 

◆選定方法：公開審査会による事業選定 
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７９．ボランティア・ＮＰＯ活動支援事業［生涯学習課］ ············ １４，９６８千円 

市民主体、地域主体のまちづくりの推進や地域におけるコミュニティ活動の活

性化を目指し、中間支援組織である市民活動支援センターを拠点としてボラン

ティアやＮＰＯ、市民活動団体、地域づくり団体の活動を支援、コーディネー

トします。 

◆市民活動支援センターの業務 

・市民活動等に関する相談対応、アドバイス 

・市民活動等に関する情報収集・情報発信の実施 

・市民活動やボランティア活動等に関する啓発 

・市民活動等に関するスキルアップ講座やフォーラム、交流会の開催 

（暖談講座、地域づくりフォーラム、Go！縁会、市民活動バスツアー

など） 

・市民活動等に携わる人材の育成 

・市民団体等の連携、ネットワークの拡大 

・地域の元気づくり活動助成事業における公開審査会、成果発表会の運営  

 

８０．地域集会施設等耐震化推進事業［生涯学習課］ ·················· ６８，２４７千円 

地域の中核的な集会施設の耐震化等を進め、安全性を高めることで地域活動の

場と災害発生時の避難場所を確保します。 

◆耐震診断 

 ・関山農民研修センター 

◆耐震補強等設計 

・新井総合コミュニティセンター 

◆耐震補強等工事 

・農村環境改善センター 

 

８１．青少年育成支援事業［生涯学習課］···································· ３，２１２千円 

学校・家庭・地域が連携して、より良い学習環境や社会環境づくりを進め、妙

高の未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援します。 

◆子縁活動人材制度を活用した学校、地域活動への支援 

◆妙高市小中学校ＰＴＡ連合会の活動補助 

 

８２．アートステージ妙高推進事業［生涯学習課］ ····················· １４，０３３千円 

市民の芸術文化活動の推進とともに、妙高の魅力を発信するために、東京藝術 

大学などと連携した、質の高い事業を展開することで芸術文化に対する市民意 

識を高めます。また、妙高市在住の作家や妙高の歴史と文化を活かした特色の 

ある妙高の芸術文化の発信のため、妙高文化振興事業団や市民芸術文化団体と 

連携した芸術文化事業を開催します。 
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◆東京藝術大学＆Ｍｙｏｋｏウインドオーケストラコンサートの開催 

◆妙高芸術祭の開催 

◆アート＆カルチャーフェスティバル期間の事業周知 

◆○新妙高アートギャラリーの開催 

◆妙高夏の芸術学校への補助 

◆○新妙高アートステージ音楽祭への補助 

 

８３．関山神社周辺文化財総合調査・整備事業［生涯学習課］ ········· ５，９９２千円 

指定文化財が密集する関山神社周辺の拠点整備のために、新たに国指定を受け

た名勝旧関山宝蔵院庭園の保存管理計画を策定し、修復に向けた準備を進めま

す。また、個々の文化財がもつ価値を向上させるための学術調査や、地元住民

の文化財保護意識を高めるための普及啓発事業を行います。 

◆関山家文書等の整理・解読 

◆○新関山宝蔵院墓所の学術調査 

◆旧関山宝蔵院庭園の保存管理計画の策定 

◆旧関山宝蔵院庭園の環境整備委託 

◆○新妙高山参詣古道の所在調査 

◆地元市民団体の活動支援 

 

８４．スロヴェニ・グラデッツ高校交流事業［生涯学習課］ ············ ４，４９７千円 

妙高市在住の高校生がスロヴェニ・グラデッツ市を訪問し、ホームステイや授

業参加など両市の交流を通じて、国際感覚の醸成と異文化理解・コミュニケー

ション能力の育成を図ります。また両市の高校生による共通テーマによる研究

等に取り組み、事前学習の実施などにより充実した交流を目指します。 

◆スロヴェニ・グラデッツ市へ妙高市の高校生の派遣 

・派遣時期：平成２6 年１０月上旬～中旬 

・派遣期間：６泊７日程度 

・派遣人数：高校生１０名、関係者など計 13 名を予定 

◆両市の高校生による共同研究の実施 

◆事前学習会・派遣報告会の開催 

 

８５．スポーツタウンづくり推進事業［生涯学習課］ ·················· １０，９２１千円 

地域スポーツクラブや関係団体との連携を図りながら、各種スポーツ大会の開

催をはじめ、子どもから大人まで、幅広い年齢層の市民が「いつでも」「どこで

も」「いつまでも」スポーツを楽しむことができる多様な場を提供します。また、

ラジオ体操の普及による日常的な運動習慣の定着化を目指すとともに、温泉等

の地域資源を活かした健康保養地プログラムの実施により、市民の健康維持・

増進に努めます。 
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◆地域スポーツクラブなどの運営 

◆健康ウォーキングの開催 

◆生涯スポーツ大会の開催 

◆第１３回たなばたカップ妙高ジュニアサッカー大会の開催 

◆第４５回越後妙高コシヒカリマラソン大会の開催 

◆健康保養地プログラム（健康・リフレッシュ教室）の実施 

◆○新ラジオ体操指導員の登録・派遣などによるラジオ体操の普及 

 

８６．競技スポーツ推進事業［生涯学習課］ ································· ７，０２０千円 

ジュニアの競技スポーツ団体への助成や全国大会などの参加選手への激励・支

援を通じ、競技力の向上を図ります。また、スポーツ大会開催を支援すること

により、広くスポーツの魅力を発信し、さらに交流人口の拡大を図ります。 

◆競技水準ベースアップ事業の実施 

◆ジュニア競技スポーツ育成に対する補助 

◆新潟県縦断駅伝競走大会出場団体への補助 

◆妙高サマージャンプ大会開催への補助 

◆全国大会等参加選手へ激励金の交付 

◆○新第 39 回全日本マスターズスキー選手権大会開催への補助 

 

８７．スポーツ等合宿の郷づくり事業［生涯学習課］ ····················· ２，４７１千円 

準高地トレーニングに適した環境や杉野沢トレーニングセンターをはじめとす

る各施設を活かし、市観光協会と連携しながら「合宿の郷 妙高」をPRし、ス

ポーツや文化系活動の合宿の誘致を進めるとともに、より快適な合宿環境整備

を行い、交流人口の拡大を図ります。 

◆スポーツ等合宿関連の備品整備（杉野沢トレーニングセンター） 

     ◆笹ヶ峰林間コース整備 

 

８８．スポーツ施設整備事業［生涯学習課］ ··························· １３２，１９１千円 

利用者の多様なニーズに対応できるよう、スポーツ施設の計画的な改修等を進

め、安全かつ快適な活動の場の提供に努めます。 

◆東赤倉テニスコート改修工事 

◆新井総合公園擬木改修工事（屋外球技場周辺） 

     ◆旧東町プール解体工事 


