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１ 安心と安全、人に優しい都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）社会福祉の充実 
地域福祉については、地域福祉社会の形成に向けて、ボランティア組織の育成・強化、

ボランティアの意識啓発と人材育成、活動支援事業の展開等の施策・事業を推進します。 
高齢者福祉については、在宅サービスや施設サービスといった介護基盤整備の充実とと

もに、健康増進対策、高齢者の能力有効活用、敬老思想の普及や人材確保など、保健・医
療・福祉等の分野における各種施策・事業を総合的・一体的に推進します。また、高齢者
等の生きがいづくりを増進するため、これまで培われてきた知識・技術・経験等を生かし
た社会参加の機会を増やす仕組みの構築や支援を行うとともに、高齢者等の自立と社会参
加を推進するため、就業機会の拡充・確保、学習機会の充実、地域でのスポーツ・交流の
促進などに努めます。 
母子（父子）福祉については、相談指導、福祉資金貸付事業等の母子・寡婦福祉事業の

実施に努めるとともに、各地域では福祉関係機関との連携を密にして、相談体制の強化や
支援対策の充実を図ります。 
障害者福祉については、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、在宅福祉、

施設福祉の充実、職業訓練、雇用の拡大など、各種障害者福祉施策を実施するとともに、
保健・医療・生活環境など各分野との連携により、障害者のニーズを反映した各種サービ
スの提供に努めます。 
低所得者福祉については、生活保護制度の適正な運用を図るとともに、生活扶助、医療

扶助などにより、困窮者の生活の安定化を促進します。また、民生委員や関係機関との連
携を強め、各種相談・指導の充実を図ることにより、自立の支援に努めます。 
児童福祉については、子育て支援社会の構築のため、多様な保育サービスの充実、育児

と仕事を両立する労働環境の整備、家庭における子育て支援の推進、ゆとりある環境の整
備、子育て負担の軽減等とともに、少子化対策のための諸施策を講じ、行政、企業、家庭
や地域社会等が一体となって総合的・計画的に実施します。また、要保護児童等に対し、
関係機関等の協力のもと家庭相談、施設入所措置を行い保護の適正に努めます。 
 

（２）保健・医療の充実 
保健については、保健・医療・福祉などの関係行政部門・関係機関等が連携し、総合的、

一体的な健康づくり体制を確立するとともに、住民の健康づくりへの支援・機会や施設の
整備充実を図ります。また、住民の健康増進を図るため、各種健診、健康相談及び健康教
育への参加など、地域に密着した健康づくりを展開します。 

・ 社会福祉の充実をめざします。
・ 保健・医療の充実をめざします。 
・ 環境にやさしい健康都市をめざします。 
・ 生活環境の快適性・利便性をめざします。 
・ 緑豊かな生活空間の形成をめざします。 
・ 上下水道の整備促進に努めます。 
・ 環境衛生施設の整備、充実に努めます。 
・ 治山、治水、海岸の保全整備を進めます。 
・ 災害、防犯、公害等の安全対策を進めます。 

■ 基本目標
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医療については、住民だれもが「いつでも、どこでも、等しく」医療サービスを受けら
れるよう地域医療供給体制の整備に努めるとともに、医療機関相互の有機的な連携を図り
ます。また、プライマリ・ケア（初期医療）から高度専門医療にいたるまでの医療機能の
充実、特に、中間の二次医療体制の強化、山間地等のへき地医療に対する支援を強化しま
す。さらに、保健・医療・福祉の総合的・一体的な推進を図るとともに、社会保障構造改
革の第一歩として位置づけられ実施された介護保険事業の充実及び適正かつ円滑な運営
等に努めます。また、これに伴い保健・医療・福祉サービスを支える専門的な人材の確保・
育成等に努めます。 
 

（３）住環境及び宅地の整備(エコタウン構想の推進) 
住宅については、多様化する地域や住民のニーズに的確に対応するため、民間や公共等

における良質な住宅・宅地供給の促進、既存公的住宅の適切な管理と整備、良好な住環境
の整備等を推進します。 
また、各種バイオマスの活用等により、地球に優しい環境施策を展開し、エコタウン構

想を推進します。 
 

（４）公園・緑地の整備 
公園・緑地については、各地域の特性や住民の需要に即して適正配置を行い、併せて計

画的な整備充実に努めるとともに、広域的なネットワーク化を図ります。また、自然公園
の環境保全を図るとともに、市街地の緑地保全、工業用地などの緑化を推進します。 
 

（５）上下水道の整備 
上水道・簡易水道については、現状と将来見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来
像を描き、その実現のための方策の推進に努め、配水設備施設の整備充実、給水体制の強化
等を進めます。また、住民等の水道事業への意識の高揚を図るため啓発活動を推進します。 
下水道については、各地域における公共下水道整備事業や農業集落排水事業等を推進する
とともに、下水道普及率の向上に努めます。なお、下水道整備予定区域外の地域においては、
排水処理対策としての合併処理浄化槽の普及を促進します。また、広報などの啓発活動を推
進し、普及体制の確立を図るとともに、資金面での援助等により、加入を促進します。 
 

（６）環境衛生の整備・充実 
ごみについては、処理施設の整備充実と収集体制の強化を進めるとともに、ごみの減量

化と再利用資源としての意識の高揚を図り、広域的なごみ減量化運動の展開に努めます。
また、放置すると環境面に多大な影響を及ぼすおそれのある不法投棄対策についても強化
を図ります。産業廃棄物については、排出事業者や処理業者等に対し、適正処理の推進や
再利用の促進等の指導に努めます。 
し尿については、質的変化に対応した処理施設の整備充実を図るとともに、下水道整備

区域における水洗化の普及及び区域外での合併浄化槽の設置促進を図ります。また、し尿
収集体制の充実及び浄化槽の維持管理の徹底を図るとともに、し尿収集業者、浄化槽の維
持管理業者等への指導に努めます。 
火葬場については、これまで村上市、山北町及び岩船地域広域事務組合の３箇所で管理

運営されており、施設の適正な維持管理を行うとともに効率的な運用を図ります。 
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（７）治山・治水・海岸保全 
災害の未然防止のため、治山、治水事業及び造林事業や地すべり防止対策、急傾斜地崩

壊対策等の事業を促進します。河川については、自然と調和のとれた水辺空間の利用でき
る河川整備を推進します。また、良好な自然海浜を維持するため、海岸の保全や環境整備
を促進します。 

（８）安全対策の推進 
消防・防災については、各地域等と常備消防による消防・防災体制の連携・充実・強化

を図ります。常備消防においては、広域防災体制の整備、消防組織の強化、消防力の充実・
強化、通信情報体制の整備、高度予防行政の推進等に努めます。 
非常備消防活動については、各地域とも、消防団の充実・強化、消防水利施設や消防施

設の整備を行い、自主防災組織などの充実・強化、防火・防災意識の高揚等を図りながら、
安全対策の推進に努めます。 
また、防犯体制の整備・強化については、最近の悪質・凶悪犯罪の増加傾向を受け、既

存の防犯連絡組織の連携をより強化し、あわせて地域が一体となった防犯体制の確立を目
指します。 
交通安全については、交通事故の減少を図るため交通安全意識の啓発を図るとともに、

交通弱者をはじめとした道路を利用する全ての人が安全で安心して通行できる交通環境
づくりのため、交通安全施設の整備等の交通安全対策を総合的に推進します。 
公害対策については、流域の上流域、下流域が連携し、一体となった環境保全に努める

とともに、住民の公害防止意識の普及・啓発を推進します。 
消費生活の安定向上については、消費生活の改善活動を行っている消費者団体の育成を

図るとともに、資料の充実や広報などを通じて消費者情報の提供に努め、相談窓口及び苦
情処理体制の強化など、消費生活相談制度の充実を図ります。 
雪対策については、道路網の整備、除雪体制の強化により、冬期間の生活道路の確保に

努め、住民生活の利便性を高めます。また、地域振興や交流人口の増大等を図るため、ス
キー場などによる雪利用を行い、雪国文化の特性を活かした地域づくりを進めます。 
 

【各種施策の展開】 
（市町村事業） 

施策の区分 事 業 名 等 
社会福祉の充実 神林西保育園（仮称）建設事業 

 荒川地区統合保育園整備事業 
住環境および宅地の整備 
(エコタウン構想の推進) 環境基本計画策定事業 

上下水道の整備 上水道整備事業（村上地区・荒川地区） 

 簡易水道施設整備事業（村上地区・神林地区・朝日地区） 

 公共下水道整備事業（村上地区・荒川地区） 

 農業集落排水整備事業（村上地区） 

安全対策の推進 消防署荒川分署（仮称）建設事業 

 地域防災基盤整備事業（荒川地区） 

 防災行政無線整備事業（荒川・神林・朝日・山北地区） 
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２ 活力と魅力に満ちた都市づくり 

 

 

 

 

 

（１）農林水産業の振興 
新潟県では、「にいがた農林水産ビジョン」の中で、「安全・安心で豊かな食の提供」を

掲げ、生産者と消費者の相互理解等を進めています。新市においても、従前より取り組ん
でいる学校給食などへの地産食材の提供を地域にも拡大し、地産地消の普及と食育の啓発
に努め、農林水産業の振興につなげていきます。 
農業については、地域の特性を生かした望ましい農業構造の確立、意欲ある担い手の確

保・育成、水田農業の確立のための施策の展開、農地・農業用水の確保・有効利用と農業
生産基盤の整備充実、新技術や環境保全型農業技術の導入普及の推進、土地利用型農業の
活性化、市場原理の重視と農業経営の安定化、農業の自然循環機能の維持増進、農村や中
山間地域等の振興と支援、都市と農村との交流など、各種施策・事業を総合的に実施しま
す。特に、環境にやさしい農業の先進的な導入やコスト低減等により、地域の農業の付加
価値を高め、魅力ある産業に育成します。また、特に、全国ブランドとして注目を浴びて
いる「村上牛」をはじめとし、｢岩船米｣や球根、切花等についても、JAや商工関係機関
との連携を図りながら各種の支援策などを講じていきます。 
林業については、地球温暖化防止や森林吸収源対策などを十分考慮し、長期的視野のも

と、計画的な森林整備の推進、計画的造林と間伐の推進、林道や作業道などの生産基盤の
整備、森林組合の体質強化や労働環境の改善、森づくりへの住民参加等による担い手の確
保と組織の強化、林業・木材産業構造改革事業の導入、林産物の生産・流通・加工施設の
整備、林業者の定住化の促進、特用林産物の生産促進、産出木材の付加価値向上など、各
種施策・事業を総合的に実施します。また、豊かな森林資源を育みながら、地元産材の付
加価値を高め、市場ニーズに適合した製品化に努めるとともに、公共施設等の新築・改築
には積極的に地域材を使用し、また、新市の持つ自然環境を活かしたレクリエーション機
能を整備し地域活性化を図ります。 
水産業については、漁場・漁業環境の整備を推進し、水産資源の保護・養殖等による穫

る漁業から育てる漁業へと転換を図るとともに、漁業地域の定住環境の改善を進め、漁業
担い手の確保、育成と所得の向上を図ります。また、自然を活かした海洋レクリエーショ
ン施設の整備を行いつつ、観光事業との連携を図りながら水産業の活性化を促進します。 
 

（２）商工業の振興 
工業については、高速交通整備促進と相まって、既存企業の近代化、合理化による経営

基盤の安定化を図るとともに、新市内において新しい産業の潮流へ立ち向かう企業を総合
的に支援するための、施策情報の提供や迅速な対応ができる体制づくりを行います。また、
企業誘致については、県等と連携・協力しつつ長期的視野に基づき誘致活動を続けます。 
商業については、県等の商業振興施策・事業の活用を踏まえた経営基盤の強化や商店街

づくり、商店の近代化と共同化の促進、商業関係団体等の連携と組織強化・支援等を進め
ます。また、長い歴史や町並みを活かした個性あるまちづくりに合わせ商業など都市機能

・ 農林水産業の振興をめざします。
・ 商工業や地域産業の振興をめざします。 
・ 観光・リゾートの振興と雇用対策を進めます。 
・ 地域の次世代を担う人づくりと定住策を進めます。 

■ 基本目標 
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の高度化を図るとともに、大型店と調和のとれた商業機能の向上を図ります。 
 

（３）地場産業の振興 
地域の有する伝統工芸の振興や農林水産加工物の開発などにより、地域資源を活用した

産業の高度化、高付加価値化を目指すとともに、販路の拡大のため、ＩＴ技術の活用（ロ
ーカル・ポータル・サイトの整備など※１）を図りつつ、物産展などの販売促進事業を推
進します。    ※１ ローカル・ポータル・サイト：地域住民・企業と自治体によるインターネット情報拠点のこと。 

 

（４）観光・リゾートの振興 
観光・リゾートについては、美しい自然や環境、優れた歴史・文化遺産等、観光資源の保
全と活用を図るとともに、地域住民の意識の啓発等に努めます。また、観光と第一次、第二
次産業とが連携した地域づくりを進めるとともに、特産品の開発、宣伝、体制づくり、販売
網構築などに努めます。さらに、旅館・ホテル、土産物店、各種観光施設など観光関係者の
企画力等の向上や経営基盤の強化を促進します。地域住民のみならず旅行者等にとって安全
で快適な観光環境の形成を図るとともに、観光を支える交通基盤や情報基盤の整備、ＩＴ技
術の活用等を進め、新市の特性を生かした広域的な観光ネットワークを形成します。 

 

（５）雇用対策の推進 
雇用の確保については、既存企業の育成・支援、魅力ある企業の誘致、労働環境の整備、

勤労者福祉、女性雇用対策などを推進するとともに、人材のＵターン、Ｊターン、Ｉター
ン事業を進めます。後継者対策については、各産業の経営基盤の強化や新たな組織形態の
導入を図るとともに、異業種間や新市外の人々との交流を進め、相互理解を深めることに
努めます。また、若者の個性と自立性を育むコミュニティ活動を促進し、新規就業者の掘
り起こし、活動支援など育成対策を総合的に実施します。 

 

（６）人づくりと定住策の推進 
地域の次代を担う人づくりのために、各種行政計画を策定し、子供から高齢者までの幅

広い範囲で人づくりのための施策を展開していきます。特に、若者の交流の場を人づくり
のための機会として捉え、各種研修会や先進地交流に対する支援を行い、地域活性化につ
なげていきます。 
また、少子化の原因ともいうべき子育てに対する不安の解消や、子育てのための経済的支
援など子供を生み育てることへの親の不安を解消するような各種制度の創設、あるいは高等
教育への向学心を支援するための奨学資金制度等の充実を図ります。特に深刻な社会現象と
なっている農山漁村部における嫁婿不足に対処するため、行政としてこれを支援し、様々な
イベントの開催や出会いふれあいの機会を設け、定住の確保と促進を図っていきます。 
 
 

【各種施策の展開】 
（市町村事業） 

施策の区分 事 業 名 等 

農林水産業の振興 地域産材利用住宅等建築奨励事業 
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３ 参加と連携、人がふれあう都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

（１）社会基盤の整備 
生活圏の整備については、新市の総合的、一体的整備の推進を図るため、日常生活の基

盤である市街地と集落が相互に連携して就労の場の確保や各種公共施設の整備、ネットワ
ーク化に努め、あわせて、ＪＲ村上駅を中心基点とした住民生活の利便性を含むアメニテ
ィに満ちた環境整備を推進します。 
コミュニティづくりの推進については、各分庁舎・支所を基点とし、その機能の維持に

努め、コミュニティ施設の整備、ネットワーク化に努め、住民交流の促進と地域組織の育
成や自主的なコミュニティ活動を推進し、各地域住民の連帯意識の高揚を図ります。 

 

（２）交通ネットワークの整備 
道路については、新市外との交流を促進し、地域の活性化を図るためにも「日本海沿岸

東北自動車道」「地域高規格道路新潟山形南部連絡道路」の早期開通を促し、併せて、ア
クセス道路の整備を推進して、利便性の高い交通基盤の確立を図ります。 
一般国道及び主要地方道・一般県道については、未供用部分の整備、バイパス整備、道

路の改良改築、交通安全施設整備、橋梁架替、雪害対策等の道路事業を、県又は国におい
て整備を促進します。 
旧市町村道については、新市内及び拠点施設間のネットワークに配慮し、都市計画道路

の計画的な整備をはじめとして、幹線道路の整備に併せた道路整備を進めるとともに、道
路改良、交通安全施設の整備、道路側溝の整備等を推進します。また冬期間の道路除雪に
ついても旧市町村における除雪計画を踏まえながら、通勤・通学時の円滑で快適な通行の
確保に努めます。 
農林道については、農業や林業の生産基盤として一層の整備充実を図るとともに、観光

など多面的利用も考慮した道路整備を推進します。 
鉄道については、上越新幹線ダイヤに合わせた羽越本線の優等列車の増発、全線複線化

の促進と併せて新潟～酒田間の高速化、米坂線の奥羽・羽越本線に接続する列車の増発、
ダイヤ改正、スピードアップ等による輸送力の改善を要望します。また、公共交通機関の
利便性を高めるとともに魅力のある交通拠点を形成するため、主要駅の周辺整備を図りま
す。 
バスについては、バス路線の運行維持に努めつつ、バス利用促進運動の展開を行うとと

もに、住民や観光客等の利用者のより一層の利便性の向上を図る方策を講じます。 
港湾については、県北地方唯一の物流港で、平成 12 年度に観光テーマの特定地域振興

重要港湾として選定された離島粟島との連絡港となっている「岩船港」があります。日本
海沿岸東北自動車道や地域高規格道路新潟山形南部連絡道路の整備に合わせた岩船港の

・ 公共施設の整備とコミュニティ活動を推進します。 
・ 地域を一体化し魅力を高める交通ネットワーク整備に努めます。 
・ 高度情報通信ネットワークの整備に努めます。 
・ 土地利用の適正化と水資源の有効活用を図ります。 
・ 住民参加の都市づくりをめざします。 
・ 男女共同参画社会の促進を図ります。 

■ 基本目標 



第４章 新市の主要施策 

44 

港湾機能の整備充実及び利用促進を図り、地域の活性化に貢献します。 
 

（３）高度情報通信ネットワークの整備 
高度情報通信ネットワーク化の形成については、高度情報通信基盤の整備と地域情報化

の推進を基本としつつ、教育、医療・福祉、行政等の様々な公共分野における導入推進を
図るとともに、地域住民や観光客等に対し、より的確でニーズに則した地域行政情報等の
提供に努めます。 

 

（４）土地・水の利用 
土地利用については、環境の保全と開発の融和、農用地と他目的用地の均衡を基本的考

え方として、国土利用計画、土地利用基本計画、農業振興地域整備計画、都市計画等の諸
計画との整合・調整を行いつつ、地域の特性等に則した適正な土地利用へ誘導・促進を図
ります。また、新規分離世帯等や転入者などの増加に伴い、必要な宅地等を新市まちづく
りと一体となった土地利用計画の中で確保することとします。 
水の利用については、生活水準の向上や産業の振興により水需要が増加することから、

水源の確保と水の有効利用を促進します。 
 

（５）住民の参加による地域活動の推進 
住民参加による地域活動については、住民一人ひとりの自発的で積極的な参加と協力が

不可欠であり、行政情報を積極的に提供しつつ広く提案を取り入れながら、地域住民との
連携・共同による地域づくりを進めます。また、地域の連帯感と相互扶助意識の醸成を図
るなど、心のふれあう魅力ある地域社会の形成に努めるとともに、住民一人ひとりが自主
的に社会活動に参加できるような環境の整備に努めます。 

 

（６）男女共同参画の促進 
真の男女共同参画社会を実現するため、家庭、学校、地域等のあらゆる場において男女

平等意識の普及・定着化を図るとともに、女性の能力が十分に発揮できるよう学習機会の
提供、女性の社会参画活動の促進・振興、女性の地位向上に向けた環境整備等を進めます。 

 

【各種施策の展開】 
（市町村事業） 

施策の区分 事 業 名 等 

社会基盤の整備 山北総合支所庁舎建設事業 

 魅力ある集落づくり事業（山北地区） 

交通ネットワークの整備 高速道路アクセス道路整備事業（村上・神林・朝日地区） 

高度情報通信ネットワーク整備 地域情報基盤整備事業（神林・山北地区） 

住民参加の地域づくり 週末百姓やってみ隊推進事業（山北地区） 
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４ 自然と歴史、文化が薫る都市づくり 

 

 

 

 

 

（１）幼児・学校教育の推進 
幼児・学校教育については、適切な教育環境のもと、社会環境の変化に対応できる柔軟

で豊かな創造性と人間性豊かな人づくりを図るため、教育諸活動を推進します。 
特別支援教育については、児童生徒の障害の種類や程度、適性等に応じた適切な教育体

制の整備充実を推進します。 
また、高等教育への進学率向上を図るとともに、若年層の定住化や有能な人材確保を促

進するため、奨学資金制度の拡充などを検討します。 
 

（２）生涯学習の推進 
生涯学習については、新たな時代の生涯学習社会の構築に向けて、社会的ニーズや地域

住民のニーズを踏まえた生涯学習のネットワーク化の支援、生涯学習環境の整備充実、図
書館機能のネットワーク推進等生涯学習に関わる諸施策・事業を進めます。 
 

（３）人権意識の高揚 
人権問題については、人権意識の高揚を図るため、学校教育や社会教育を通じて差別を

なくし、人権を大切にする教育活動や啓発活動に努めます。 

 

（４）スポーツ・レクリエーションの推進 
スポーツ・レクリエーションについては、住民の多様なニーズに応じた活動支援や体制の
充実、施設の整備充実と施設間ネットワークの形成、指導者の養成と指導力の向上等、スポ
ーツ健康時代に即した施策を展開します。 
また、平成21年度に本県で開催される「トキめき新潟国体」の競技会場地として成功を導
くため、体制を整備し対応を図ると共にスポーツの振興による都市づくりを目指します。 

 

（５）地域文化の振興 
地域文化の振興については、圏域の歴史と風土に根ざした個性ある文化の創造を図るた

め、自主的な芸術文化活動の促進・支援、優れた芸術文化に接する機会の提供及び施設の
整備を進めます。 

 

（６）国際交流・国内交流の展開 
国際交流・国内交流の展開については、学校教育や社会教育において国際性豊かな人づ

くりに努めます。また、国内外を含め、友好・姉妹都市提携、各種交流活動の促進等に努
めます。 

・ 地域の自然環境と景観の保全・整備に努めます。 
・ 歴史文化遺産の保全と活用を図ります。 
・ 人権を重んじ、教育活動の推進とスポーツ振興等を図ります。 
・ 地域文化の伝承や交流事業を推進します。 

■ 基本目標 
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（７）自然環境と景観 
自然環境と景観については、多彩な自然や地域資源等の保全、整備に努めるとともに、

生活や産業面等との融合及び活用を図ります。また、魅力あふれる景観形成を促進するた
め、各地域の景観規制の取り組みとともに、圏域全体としての景観形成方策を総合的に実
施します。 

 

（８）歴史的環境保全 
圏域内に数多く遺された歴史文化遺産については、地域共有の財産としての住民意識を

醸成し保全に努めるとともに、観光資源として有機的な活用を図ります。 
 

 

【各種施策の展開】 
（市町村事業） 

施策の区分 事 業 名 等 

幼児・学校教育の推進 小中学校施設整備事業（全域） 

生涯学習の推進 移動図書館車整備事業 

 生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業 

 地区生涯学習拠点施設整備事業（山北地区） 

歴史的環境保全 埋蔵文化財センター建設事業 

 

 

 

 




