
第５回五泉市総合計画審議会 

次 第 

 

日時：平成 29年 1月 26日（木） 

14時～ 

会場：五泉市役所 4階 401会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 本日の説明 

 

 

４ 議 事 

（１）答申（案）に対する審議 

 

 

５ 市長への答申 

 

 

６ 閉 会 
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第２節 五泉市が取り組む１７の政策 

 

 

１．いきいきの泉 ～笑顔あふれる いきいきのまち～  

 

（１）子どもたちが明るくいきいきとしているまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

生きる力／自立／教育環境 

○学校・家庭・地域など社会が一体となって、未来を拓く子どもたちが、社会において

たくましく生きていく力を身に付けることができるまちを目指します。 

○子どもたちが興味をもって学習に取り組み、思考力、判断力、表現力を育む教育環境

が整ったまちを目指します。 

 

（２）ともに学び生きがいをもてるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

生涯学習／生涯スポーツ／芸術文化活動／読書活動／文化財保護 

○地域の特色を活かした学習ができる環境をつくり、すべての市民が、いつでも、どこ

でも、誰もが学ぶことができ、学ぶ喜びと学び合う喜びを実感できるまちを目指しま

す。 

○子どもから高齢者まで、すべての市民が気軽に体力づくりを行うことで、生涯を通じ

て健康で活力に満ちた生活を送ることのできるまちを目指します。 

○市民が自主的かつ創造的な芸術文化活動を行うことで、人々に感動や生きる喜びをも

たらし、人生を豊かにするまちを目指します。 

○市民が、知的好奇心を満たし、生涯を通して読書を楽しむことができるまちを目指し

ます。 

○郷土の自然や歴史、文化財など地域の財産への理解を深め、市民がそれらを誇りにす

ることができるまちを目指します。 

 

（３）一人ひとりが活躍できるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

高齢者／障がい者／自立支援／社会参加 

○高齢者が気軽に集い、参加できる交流の場をつくり、地域社会の中で活躍できるまち

を目指します。 

○市民が「障がい」への理解を深め、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことがで

きるまちを目指します。 

 

 

 

資料№１ 
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２．安心の泉 ～信頼あふれる 安心のまち～   

 

（４）安心して子育てができるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

子育て支援／保育サービス／経済的支援 

○安心して子どもを産み、健やかにのびのびと育てることができるまちを目指します。 

○すべての家庭が安心して子育てと仕事を両立でき、子どもたちが豊かに育って行くこ

とができるまちを目指します。 

○親だけでなく子育てにかかわるすべての人の負担をやわらげ、安心して子育てができ

るまちを目指します。 

○援助を必要としている子どもや家庭を支え合い、安心して生活ができるまちを目指し

ます。 

 

（５）健康で安心して暮らせるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

健康づくり／疾病の予防／食生活／地産地消／介護予防／高次医療・救急医療／社会保障  

○市民一人ひとりが、自分の健康レベルを知り、主体的に健康づくりや健康管理、疾病

予防を行うことで、生涯にわたりいきいきと健康に暮らすことのできるまちを目指し

ます。 

○市民それぞれが、食について自ら考え、健全な食習慣を実践し、健康で心豊かな生活

ができるまちを目指します。 

○市民が、生涯を住み慣れた地域で自分らしく、いきいきと安心して生活することがで

きるまちを目指します。 

○誰もがいつでも身近なところで安心して、質の高い医療を受けることができるまちを

目指します。 

○さまざまな病気や緊急時に、迅速かつ適正な医療が受けられる救急医療体制の整った

まちを目指します。 

○誰もが不安なく安心して、健康で文化的な生活を維持することができるまちを目指し

ます。 

 

（６）安全な生活環境を守るまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

自然環境保全／環境負荷軽減／水道／交通事故・犯罪防止／雪対策 

○市民をとりまく身近な環境を守り、将来の世代に良好な環境を継承することができる

まちを目指します。 

○水環境が保全され、安全で安心な生活用水が安定して供給されているまちを目指しま

す。 

○市民生活の中に交通事故や犯罪などがなく、安全・安心な暮らしができるまちを目指
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します。 

○豪雪地帯にあっても、誰もが不安なく安全に暮らせるまちを目指します。 

 

（７）非常時に充分な対応ができるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

消防・救急・救助／防災意識・体制 

○市民が一体となって、火災、事故、自然災害などから市民の生命と財産を守る消防・

救急・救助の体制が整ったまちを目指します。 

○地震や台風、大雨などさまざまな災害に対応できる体制が整った、災害に強いまちを

目指します。 

 

 

 

３．ふれあいの泉 ～交流あふれる ふれあい豊かなまち～   

 

（８）青少年を地域ぐるみで育むまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

青少年健全育成 

○家庭や学校、各団体などが地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組み、次代を担う青

少年たちが、心身ともにたくましく成長することができるまちを目指します。 

 

（９）地域で支える福祉のまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

ボランティア活動 

○地域や学校、職場など多様な立場・機会の中で、市民一人ひとりが福祉を自分のこと

として考え、関わりながら、住み慣れた地域において地域ぐるみで福祉を支えあうま

ちを目指します。 

 

（10）多様な文化にふれあえるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

国際交流／国際理解 

○さまざまな国と交流し、異文化への交流への理解を深め、国際感覚の豊かな地域社会

を育むとともに、外国籍市民にとっても暮らしやすいまちを目指します。 
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４．活気の泉 ～賑わいあふれる 活気あるまち～  

 

（11）活力ある商工業を育むまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

商業・工業の活性化／産業振興／企業支援 

○歴史・文化・産業などの既存資源の活用により地域に根ざした商業活動が活性化し、

まちなかが賑わっているまちを目指します。 

○地場産業をはじめとする各種産業が活性化し、国内外で十分な競争力を発揮できる活

気に満ちたまちを目指します。 

 

（12）魅力ある農林業を育むまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

ブランド農産物／情報発信／地産地消／農業経営／生産基盤／森林資源 

○清らかな水、豊かな自然に恵まれた気候風土を活かし、ブランド力の高い特色ある農

産物を生産するまちを目指します。 

○後継者の確保・育成と複合営農などにより、将来にわたり農業経営が安定したまちを

目指します。 

○豊かな自然環境と美しい風景の保全に配慮しつつ、農業生産基盤と生活基盤が整った

まちを目指します。 

○広大な森林が、水資源の涵養や国土保全などの公益的な機能を発揮しつつ、市民生活

への憩いと潤いを与え、地域産業資源として有効活用されているまちを目指します。 

 

（13）地域の魅力を活かし高めるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

観光交流／雇用創出／定住・移住促進 

○観光地としての情報発信力を強化し、来訪者の満足度の高い、活気と魅力のあふれる

交流のまちを目指します。 

○魅力ある雇用の場が生まれ、働きやすい環境が整ったまちを目指します。 

○豊かな暮らしの魅力を活かし、若い世代が定住し続けるとともに、市外からの移住者

が増えるまちを目指します。 

 

 

 

５．快適の泉 ～潤いあふれる 快適なまち～   

 

（14）一人ひとりが快適な生活環境を守るまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

循環型社会／環境美化／排水処理 
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○市民・事業所・行政が一体となり循環型社会を形成するまちを目指します。 

○豊かな水環境の保全を進め、快適で衛生的に暮らすことのできるまちを目指します。 

 

（15）誰もが快適に暮らせるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

道路／公共交通／居住環境／公園・緑地 

○社会生活を支える道路交通の基盤が整備・維持管理され、誰もが安全で快適に暮らす

ことのできるまちを目指します。 

○市民の移動手段として将来にわたり公共交通が維持確保された、利便性の高いまちを

目指します。 

○居住や都市機能が適正に誘導され、地域の特性や気候風土、将来の人口規模に適した、

安全で快適な居住環境が形成されたまちを目指します。 

○身近な生活空間に緑豊かな安らぎの場があり、健康で文化的な潤いのある生活を送る

ことができるまちを目指します。 

 

 

 

６．市民協働と信頼による自立したまち  

 

（16）市民と行政による協働のまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

市民主体／人権／男女共同参画／情報公開・共有 

○市民、地域や行政などが互いに持てる力を発揮して協力しながら活動できるまちを目

指します。 

○人権を守り、互いを尊重しあうことができる社会が形成されたまちを目指します。 

○男女が互いに尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会が形成された

まちを目指します。 

○個人情報の取り扱いに配慮しながらさまざまな方法で情報が公開され、行政と市民が

互いに情報を共有しているまちを目指します。 

 

（17）効率的・効果的に行政経営が行われているまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

財政運営／行政組織／人材育成 

○市民が求める行政サービスを継続的に提供するため、健全で持続可能な財政運営が図

られているまちを目指します。 

○業務の効率化や意思決定の迅速化など、市民サービスの向上につながる行政組織・機

構が確立されているまちを目指します。 

○複雑多様化する行政課題や事務に的確に対応できる人材が育成されているまちを目指

します。 



 

第２節 五泉市が取り組む１７の政策 

 

 

１．いきいきの泉 ～笑顔あふれる いきいきのまち～  

 

（１）子どもたちが明るくいきいきとしているまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

生きる力／自立／教育環境 

○J1未来を拓く子どもたちが、社会においてたくましく生きていく力を身に付けること

ができるまちを目指します。 

○子どもたちが興味をもって学習に取り組み、思考力、判断力、表現力を育む教育環境

が整ったまちを目指します。 

 

（２）ともに学び生きがいをもてるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

生涯学習／生涯スポーツ／芸術文化活動／読書活動／文化財保護 

○J2 市民が、いつでも、どこでも、J3 誰でも学べ、学ぶ喜びと学び合う喜びを実感で

きるまちを目指します。 

○子どもから高齢者まで、J4市民が気軽に体力づくりを行うことで、生涯を通じて健康

で活力に満ちた生活を送ることのできるまちを目指します。 

○市民が自主的かつ創造的な芸術文化活動を行うことで、人々に感動や生きる喜びをも

たらし、人生を豊かにするまちを目指します。 

○市民が、知的好奇心を満たし、生涯を通して読書を楽しむことができるまちを目指し

ます。 

○郷土の自然や歴史、文化財など地域の財産への理解を深め、市民がそれらを誇りにす

ることができるまちを目指します。 

 

（３）一人ひとりが活躍できるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

高齢者／障がい者／自立支援／社会参加 

○高齢者が J5地域社会で気軽に集い、活躍できるまちを目指します。 

○市民が「障がい」への理解を深め、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことがで

きるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

資料№２ 

コメント [J1]: 追加 

 学校・家庭・地域など社会が一体とな

って、 

コメント [J2]: 追加 

 地域の特色を活かした学習ができる環

境をつくり、すべての 

コメント [J3]: 修正 

 誰もが学ぶことができ、 

コメント [J4]: 追加 

 すべての 

コメント [J5]: 修正 

 気軽に集い、参加できる交流の場をつ

くり、地域社会のなかで 



 

２．安心の泉 ～信頼あふれる 安心のまち～   

 

（４）安心して子育てができるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

子育て支援／保育サービス／経済的支援 

○安心して J6出産し、子どもをのびのびと育てることができるまちを目指します。 

○すべての家庭が安心して子育てと仕事を両立でき、子どもたちが豊かに育って行くこ

とができるまちを目指します。 

○親だけでなく子育てにかかわるすべての人の負担をやわらげ、安心して子育てができ

るまちを目指します。 

○援助を必要としている子どもや家庭 J7が、安心して生活ができるまちを目指します。 

 

（５）健康で安心して暮らせるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

健康づくり／疾病の予防／食生活／地産地消／介護予防／高次医療・救急医療／社会保障  

○市民一人ひとりが、J8自らの健康レベルを知り、主体的に健康づくりや健康管理、疾

病予防を行うことで、J9健康的にいきいきと暮らすことのできるまちを目指します。 

○市民それぞれが、食について自ら考え、J10 健康で心豊かな生活ができるまちを目指

します。 

○市民が、生涯を住み慣れた地域で自分らしく、いきいきと安心して生活することがで

きるまちを目指します。 

○誰もがいつでも身近な J11場所において、安心して質の高い医療を受けることができ

るまちを目指します。 

○J12 

○J13  

 

（６）安全な生活環境を守るまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

自然環境保全／環境負荷軽減／水道／交通事故・犯罪防止／雪対策 

○市民をとりまく身近な環境を守り、将来の世代に良好な環境を継承することができる

まちを目指します。 

○J14安全で安心な生活用水が安定して供給されているまちを目指します。 

○市民生活の中に交通事故や犯罪などがなく、安全・安心な暮らしができるまちを目指

します。 

○豪雪地帯にあっても、誰もが不安なく安全に暮らせるまちを目指します。 

 

 

 

コメント [J6]: 修正 

 子どもを産み、健やかに 

コメント [J7]: 修正 

 を支え合い、 

コメント [J8]: 変更 

 自分 

コメント [J9]: 修正 

 生涯にわたりいきいきと健康に 

コメント [J10]: 追加 

 健全な食習慣を実践し、 

コメント [J11]: 変更 

 ところで安心して、 

コメント [J12]: 追加 

 さまざまな病気や緊急時に、迅速かつ

適正な医療が受けられる救急医療体制の

整ったまちを目指します。 

コメント [J13]: 追加 

 誰もが不安なく安心して、健康で文化

的な生活を維持することができるまちを

目指します。 

コメント [J14]: 追加 

 水源環境が保全され、 



（７）非常時に充分な対応ができるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

消防・救急・救助／J15防災 

○J16火災、事故、自然災害などから市民の生命と財産を守る J17体制が整ったまちを

目指します。 

○地震や台風、大雨などさまざまな災害に対応できる体制が整った、災害に強いまちを

目指します。 

 

 

 

３．ふれあいの泉 ～交流あふれる ふれあい豊かなまち～   

 

（８）青少年を地域ぐるみで育むまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

青少年健全育成 

○J18 次代を担う青少年たちが、心身ともにたくましく成長することができるまちを目

指します。 

 

（９）地域で支える福祉のまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

ボランティア活動 

○J19住み慣れた地域において J20、地域ぐるみで福祉を支えあうまちを目指します。 

 

（10）多様な文化にふれあえるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

国際交流／国際理解 

○J21国際交流に理解があり、外国籍市民も暮らしやすいまちを目指します。 

 

 

 

４．活気の泉 ～賑わいあふれる 活気あるまち～  

 

（11）活力ある商工業を育むまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

商業・工業の活性化／産業振興／企業支援 

○J22地域に根ざした商業活動 J23の活性化を推進し、まちなかが賑わっているまちを

目指します。 

○地場産業をはじめとする各種産業J24の振興を図り、活気に満ちたまちを目指します。 

 

コメント [J15]: 変更 

 防災意識・体制 

コメント [J16]: 追加 

 市民が一体となって、 

コメント [J17]: 追加 

 消防・救急・救助の 

コメント [J18]: 追加 

 家庭や学校、各団体などが地域ぐるみ

で青少年の健全育成に取り組み、 

コメント [J19]: 追加 

 地域や学校、職場など多様な立場・機

会の中で、市民一人ひとりが福祉を自分

のこととして考え、関わりながら、 

コメント [J20]: 削除 

 、を削除 

コメント [J21]: 変更 

 さまざまな国と交流し、異文化への交

流への理解を深め、国際感覚の豊かな地

域社会を育むとともに、外国籍市民にと

っても 

コメント [J22]: 追加 

 歴史・文化・産業などの既存資源の活

用により 

コメント [J23]: 変更 

 が活性化し 

コメント [J24]: 変更 

 が活性化し、国内外で十分な競争力を

発揮できる 



（12）魅力ある農林業を育むまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

ブランド作物／J25／地産地消／農業経営／生産基盤／森林資源 

○清らかな水、豊かな自然に恵まれた気候風土を活かし、J26 特色ある農産物を生産す

るまちを目指します。 

○後継者の確保・育成と複合営農などにより、J27 農業経営が安定したまちを目指しま

す。 

○豊かな自然環境と美しい風景の保全に配慮しつつ、農業生産基盤と生活基盤が整った

まちを目指します。 

○広大な森林が、水資源の涵養や国土保全などの公益的な機能を発揮しつつ、市民生活

への憩いと潤いを与え、地域産業資源として有効活用されているまちを目指します。 

 

（13）地域の魅力を活かし高めるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

観光交流／雇用創出／定住・移住促進 

○観光地としての情報発信力 J28と来訪者の満足度を高めつづける、活気と魅力のあふ

れる交流のまちを目指します。 

○魅力ある雇用の場が生まれ、働きやすい環境が整ったまちを目指します。 

○J29若い世代の転出を抑え、市外からの移住者が J30増加するまちを目指します。 

 

 

 

５．快適の泉 ～潤いあふれる 快適なまち～   

 

（14）一人ひとりが快適な生活環境を守るまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

循環型社会／環境美化／排水処理 

○市民・事業所・行政が一体となり循環型社会を形成するまちを目指します。 

○J31水環境の保全を進め、快適で衛生的に J32暮らせるまちを目指します。 

 

（15）誰もが快適に暮らせるまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

道路／公共交通／居住環境／公園・緑地 

○J33 道路交通環境が整備・維持管理され、誰もが安全で快適に暮らすことのできるま

ちを目指します。 

○市民の移動手段として J34、公共交通の利便性の高いまちを目指します。 

○居住や都市機能が適正に誘導され、地域の特性や気候風土、将来の人口規模に適した、

安全で快適な居住環境が形成されたまちを目指します。 

○身近な生活空間に緑豊かな安らぎの場があり、健康で文化的な潤いのある生活を送る

コメント [J25]: 追加 

 情報発信 

コメント [J26]: 追加 

 ブランド力の高い 

コメント [J27]: 追加 

 将来にわたり 

コメント [J28]: 変更 

 を強化し、来訪者の満足度の高い、 

コメント [J29]: 変更 

 豊かな暮らしの魅力を活かし、若い世

代が定住し続けるとともに、 

コメント [J30]: 変更 

 増える 

コメント [J31]: 追加 

 豊かな 

コメント [J32]: 変更 

 暮らすことのできる 

コメント [J33]: 変更 

 社会生活を支える道路交通の基盤 

コメント [J34]: 変更 

 将来にわたり公共交通が維持確保され

た、 



ことができるまちを目指します。 

 

 

 

６．市民協働と信頼による自立したまち  

 

（16）市民と行政による協働のまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

市民主体／人権／男女共同参画／情報公開・共有 

○J35 市民、地域や行政など、互いが持てる力を発揮して協力しながら活動できるまち

を目指します。 

○人権を守り、互いを J36尊重しあえる社会が形成されたまちを目指します。 

○男女が互いに尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会が形成された

まちを目指します。 

○個人情報の取り扱いに J37配慮しつつ、行政と市民が J38情報を共有できているまち

を目指します。 

 

（17）効率的・効果的に行政経営が行われているまちづくり 

まちづくりのキーワード： 

財政運営／行政組織／J39 

○市民が求める行政サービスを継続的に提供するため、健全で持続可能な財政運営が図

られているまちを目指します。 

○業務の効率化や意思決定の迅速化など、市民サービスの向上につながる行政組織・機

構が確立されているまちを目指します。 

○複雑多様化する行政課題や事務に的確に対応できる J40行政組織が確立されているま

ちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント [J35]: 変更 

 市民、地域や行政などが互いに 

コメント [J36]: 変更 

 尊重しあうことができる 

コメント [J37]: 変更 

 配慮しながらさまざまな方法で情報が

公開され 

コメント [J38]: 変更 

 互いに情報を共有している 

コメント [J39]: 追加 

 人材育成 

コメント [J40]: 変更 

 人材が育成されている 



「第２次五泉市総合計画（原案）」の修正について

頁 項目 修正前 修正後 内容

共通 年号の表記 -
平成29年（度）以降は、西暦を元号年の後にカッコ書
きで併記する。　→　平成29（2017）年度等。

追加

共通 前期基本計画　成果指標タイトル 平成３３年のすがた 平成３３年度のすがた 追加

6 （６）環境問題への対応　課題 循環型社会 循環型社会※　（用語解説表示追加） 追加

6 （７）地方分権と自治体運営　４行目 ・・・まちづくりも求められます。また、」市民の・・・ ・・・まちづくりも求められます。また、市民の・・・ 削除

7 第3節　暮らしに対する市民意識　２行目 ・・・「障がい者の暮らせる社会」などで割合の・・・
・・・「障がい者が安心して暮らせる社会」などで割合
の・・・

追加

8
第4節　まちづくりの課題認識と基本姿勢
（１）まちづくりの主要な課題

④安心して子育てできるまちづくり ④安心して子育てができるまちづくり 追加

11
第2節　五泉市の目指すべきすがた・方向性
（１）将来人口の見通し　４行目

平成27年度に策定した人口ビジョン※では、・・・
平成27年度に策定した「五泉市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略」では、・・・

変更

11 図２．人口の将来展望 - 図中に単位（人）を追加する。 追加

11 図２．人口の将来展望　出典 ※Ｈ27年度策定「五泉市人口ビジョン」より
※平成27年度策定「五泉市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略」より

変更

11
表２．社会動態（転出抑制・転入促進）の仮
定値　　図中

- 図中に単位（人）を追加する。 追加

12 （３）公共施設の整備及び維持管理　5行目 ＰＰＰやＰＦＩの活用も・・・ ＰＰＰ※やＰＦＩ※の活用も・・・　（用語解説表示追加） 追加

資料№３ 

1



頁 項目 修正前 修正後 内容

15-19 第２節　五泉市が取り組む17の政策 別資料を参照

22 １章　基本計画の位置付け　見出し １章　基本計画の位置付け 第１章　基本計画の位置付け 追加

22 （３）施策の展開　見出し （３）施策の展開 （３）今後の取り組み 変更

24 第2節　財政推計　1行目 ・・・ため、今後５ヵ年の普通会計の歳出の・・・ ・・・ため、今後５か年の普通会計の歳出の・・・ 変更

25 （２）歳出　１行目 人件費については、退職に対する新規採用を・・・ 人件費については、退職者に対する新規採用を・・・ 追加

29 施策№1　課題4つ目 ・・・進学が困難な子どもは増えており、・・・ ・・・進学が困難が子どもが増えており、・・・ 変更

29 施策№１　課題5つ目
・・・、これらに対応したり未然に防いだりする体制が
必要です。

・・・、これらへの対応や未然に防ぐ体制が必要です。 変更

31 施策№２　現状と課題　1行目 ・・・、情報活用能力の育成のための、各教室・・・ ・・・、情報活用能力を育成するため、各教室・・・ 変更

32 施策№２　今後の取り組み2-④
・・・生徒等に対応した施設の整備、防犯等・・・やグラ
ウンド整備など、計画的に進めていきます。

・・・生徒等に対応した施設の整備を行います。また、
防犯等・・・やグラウンド整備などを計画的に進めてい
きます。

変更

33 施策№３　基本方針　3行目 ・・・努め、学習意欲と多様な価値観に対応した・・・
・・・努め、学習意欲の向上と多様な価値観に対応し
た・・・

変更

33 施策№３　現状と課題　１行目 高齢化や高度情報化などがさらに進行しており、・・・
高齢化や高度情報化など、社会環境は大きく変化し
ており、・・・

変更

2



頁 項目 修正前 修正後 内容

34 施策№３　写真タイトル 放課後、寺子屋教室で活動する子どもたち 放課後、寺子屋で活動する子どもたち 削除

35 施策№４　基本方針　１行目
・・・、多くの市民が気軽に健康や体力の保持増
進・・・

・・・、多くの市民が健康や体力の保持増進・・・ 削除

35 施策№４　現状と課題　3行目 ・・・体力づくり教室延参加者数は、・・・ ・・・体力づくり教室延べ参加者数は、・・・ 変更

35 施策№4　課題３つ目
2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決
定しスポーツへの・・・

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定
し、スポーツへの・・・

削除

35 施策№４　課題4つ目 スポーツイベント等を招致・開催し、・・・
スポーツへの関心を高め、競技力の向上を図るた
め、スポーツイベント等を招致・開催し、・・・

追加

36 施策№４　今後の取り組み4-①　4行目
また、市民による主体的・自主的運営の総合型地域
スポーツクラブと連携し、・・・

また、市民による主体的・自主的運営を行っている総
合型地域スポーツクラブヴィガと連携し、・・・

変更

36 施策№４　今後の取り組み4-②　5行目
さらに2020年に開催が決定した東京オリンピック・パラ
リンピックの事前キャンプ誘致を目指します。

さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前
キャンプ誘致を目指します。

変更

36 施策№４　今後の取り組み4-③　１行目
・・・スポーツ推進委員などの指導者への研修を実施
し、・・・

・・・スポーツ推進委員などへの研修を実施し、・・・ 削除

36 施策№４　今後の取り組み4-⑤　4行目
・・・総合会館大ホールの天井や照明設備、エレベー
ター、フロア改修等の施設整備を・・・

・・・総合会館大ホールの改修等の施設整備を・・・ 削除

38 施策№５　今後の取り組み5-①　5行目 ・・・団体等と連携し取り組みます。 ・・・団体等と連携して取り組みます。 追加

38 施策№５　今後の取り組み5-③　3行目
また、芸術文化活動の市民ニーズに対応するため拠
点施設の・・・

また、芸術文化活動に対する市民ニーズに対応する
ため、拠点施設の・・・

変更

39 施策№６　現状と課題　２行目 「市民１人当たりの図書貸出点数」は・・・ 「市民１人当たりの図書等貸出点数」は・・・ 追加
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頁 項目 修正前 修正後 内容

40 施策№６　成果指標名 市民１人当たりの図書貸出点数 市民１人当たりの図書等貸出点数 追加

42 施策№７　今後の取り組み7-①　３行目 - （改行）また、文化財に対する市民の理解を・・・ 変更

43 施策№８　現状と課題　２行目 ・・・高齢者の社会参加の関心は今後も・・・ ・・・高齢者の社会参加への関心は今後も・・・ 変更

43 施策№８　課題１つ目
・・・の確保と自主的な生きがい・健康づくりのための
環境整備の充実が必要となっています。

・・・の確保と、自主的な生きがい・健康づくりのための
環境の整備と充実が必要となっています。

変更

44 施策№８　写真タイトル ・・・障子貼り講習会の様子 ・・・障子貼り講習会（右）の様子 追加

44 施策№８　成果指標タイトル シルバー人材センター会員（改行）数 シルバー人材センター会員数　（調整） 変更

45 施策№９　課題１つ目 障がいのある人からの多様化するニーズに対応・・・ 障がいのある人の多様化するニーズに対応・・・ 削除

46 施策№９　今後の取り組み9-⑤　５行目 受入態勢の充実を図っていきます。 受入体制の充実を図っていきます。 変更

47
施策№10　図「出生数・合計特殊出生数の
推移」

- 図を、合計特殊出生率に変更。 変更

48
施策№10　成果指標
「１２歳児の平均むし歯本数」数値

Ｈ27　0.68本 Ｈ27　0.67本 変更

49 施策№11　基本方針4行目 ・・・保育の質の向上及び、食育支援を推進する・・・ ・・・保育の質の向上及び食育支援を推進する・・・ 削除

49 施策№11　現状と課題　１行目
・・・、現在国が検討している配偶者控除廃止の実施
等により・・・

・・・、現在国が検討している配偶者控除の見直し等
により・・・

変更

4



頁 項目 修正前 修正後 内容

49 施策№11　現状と課題　４行目 ・・・受け入れ態勢を確保するため、・・・ ・・・受け入れ体制を確保するため、・・・ 変更

51 施策№12　現状と課題　2行目 ・・・平成26年は306人となっています。 ・・・平成27年は300人となっています。 変更

51 施策№12　現状と課題　４行目
市民意識調査の子育て支援の重要度は、・・・が高
まっていることが伺えます。

平成２７年度の市民意識調査における子育て支援の
重要度は、・・・が高まっていることがうかがえます。

変更

51 施策№12　図 - 出生数のグラフを追加。 追加

57 施策№15　現状と課題　３行目 特定健康診査受診率は、県下で26位と低く、・・・
特定健康診査受診率は、県内30市町村のうち26位と
低く、・・・

変更

57 施策№15　図 - 図表の平成25年数値、凡例の配置を修正。 変更

60 施策№16　今後の取り組み16-②
自校式学校給食を安心・安全に実施するため、・・・
食育だよりやＨＰなど情報提供の充実に努めます。

自校式学校給食を安全・安心に実施するため、・・・
食育だよりやホームページなど情報提供の充実に努
めます。

変更

63 施策№18　課題３つ目
・・・傷病者の病態に応じた適正な医療機関への搬送
ができるよう健康被害が最小限に抑えられるような体
制整備が課題となっています。

・・・傷病者の病態に応じて適正に医療機関への搬送
ができ、健康被害や病態の悪化が最小限に抑えられ
るような体制整備が課題となっています。

変更

64 施策№18　今後の取り組み18-①　１行目
普段から健康相談が受けられる「かかりつけ医」を持
ち、重症化しないように一人ひとりが意識を持ち、適
正に医療を受けるよう市民への・・・

普段から健康相談ができる「かかりつけ医」を持ち、重
症化しないように一人ひとりが意識を持って適正に医
療を受けるよう、市民への・・・

変更

64 施策№18　今後の取り組み18-①　6行目 ・・・、地域医療の充実を目指します。 ・・・、地域医療体制の充実を目指します。 追加
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頁 項目 修正前 修正後 内容

64 施策№18　今後の取り組み18-①　8行目 ・・・構築のため在宅医療を推進します。
・・・構築のため、医師会をはじめとした多職種連携に
より、在宅医療を推進します。

追加

64 施策№18　今後の取り組み18-②　6行目 救急医療指定病院に関する支援を行います。
救急医療指定病院に対して、運営や施設等整備の
支援を行います。

変更

64 施策№18　今後の取り組み18-③　1行目
市内にある医療機関だけでは、重症救急患者の医療
には対応できない場合があるため・・・

市内二次医療機関の継続と充実を基本とし、重症救
急患者の医療に対応できない場合があるため・・・

変更

64 施策№18　今後の取り組み18-③　３行目
・・・新潟医療圏域である新潟市等との連携をもと
に、・・・

・・・新潟医療圏域である新潟市等との連携のも
と、・・・

変更

64 施策№18　今後の取り組み18-④　1行目 土・日・祝日の急な病気に対しての当番医を・・・ 土・日・祝日の急な病気に対応する当番医を・・・ 変更

64 施策№18　今後の取り組み18-④　4行目 ・・・在宅当番医制事業に関する支援を行います。 ・・・在宅当番医制事業に対する支援を行います。 変更

64 施策№18　今後の取り組み （記載なし）

18-⑥　医療従事者の確保
　医師・看護師不足を解消するため、引き続き国・県
に対して要望を行います。
　また、関係機関と連携し、看護師養成施設の設置
を働きかけます。

追加

69 施策№21　図 - 図の目盛に単位（％）を表示する。 追加

69 施策№21　写真タイトル 老朽した水道管を災害に強い・・・ 老朽化した水道管を災害に強い・・・ 追加

70 施策№21　今後の取り組み21-②　１行目 上水道及び簡易水道の一体化した水道施設の・・・ 上水道及び簡易水道が一体化した水道施設の・・・ 変更
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頁 項目 修正前 修正後 内容

70 施策№21　今後の取り組み21-④　5行目 また、有収率及び・・・ また、有収率※及び・・・（用語解説表示追加） 追加

73 施策№23　基本方針　４行目
・・・の対応が困難な世帯に対する支援を促進しま
す。

・・・の対応が困難な世帯に対する支援を推進しま
す。

変更

73 施策№23　図タイトル 積雪深・降雪量の推移 降雪量・積雪深の推移 変更

74 施策№23　今後の取り組み23-①　１行目
　除雪作業実施体制を確保するため除雪業者と連携
を図るとともに道路及び歩道除雪機の購入費の一部
を支援するなど体制強化の支援をします。

　除雪作業実施体制を確保するため、除雪業者と連
携を図るとともに道路及び歩道除雪機の購入費の一
部を支援するなど、体制強化への支援を行います。

変更

74 施策№23　今後の取り組み23-③　2行目 広報紙などでの啓発し、・・・ 広報紙などで啓発を行うとともに、・・・ 変更

74 施策№23　成果指標　注記 -
（注）除雪車を増やすことにより、１台当たりの車道・
歩道の除雪延長を減らし、除雪時間の短縮を図りま
す。

追加

76 施策№24　今後の取り組み24-①　項目名 消防職・団員の資質向上 消防職員・団員の資質向上 変更

76 施策№24　今後の取り組み24-①

　複雑多様化している火災をはじめとする災害に、迅
速・的確に対応するため、消防職員・団員を消防大
学校及び県消防学校等への入校などにより専門的知
識・技術を習得し資質向上を図ります。

　複雑多様化している火災をはじめとする災害に対し
て迅速・的確に対応するため、消防職員・団員の消
防大学校及び県消防学校等での専門的知識・技術
の習得により、資質向上を図ります。

変更

76 施策№24　今後の取り組み24-⑤　1行目
救急出動件数が増加しており、救急救命士等の養成
を継続的に行う必要があります。また、各種教育によ
り・・・

救急出動件数が増加しているため、救急救命士等の
養成を継続的に行うとともに、各種教育により・・・

変更
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頁 項目 修正前 修正後 内容

78 施策№25　今後の取り組み25-③　6行目
また、土砂災害発生危険区域の定期的な巡視員体
制の整備を図る・・・

また、土砂災害発生危険区域の定期的な巡視体制
の整備を図る・・・

変更

78 施策№25　写真タイトル 自主防災組織の活動 自主防災組織の活動　（フォントをゴシック体に変更） 変更

85 施策№29　課題３つ目 ・・・、倒産・廃業する店も増え、・・・ ・・・、倒産・廃業する商店も増え、・・・ 変更

87 施策№30　基本方針　２行目 ・・・や事業拡大、及び異業種交流等を進め、・・・ ・・・や事業拡大及び異業種交流等を進め、・・・ 削除

89 施策№31　基本方針　3行目 ・・・、五泉のブランド作物の拡大を図るとともに・・・
・・・五泉のブランド農産物の生産拡大を図るととも
に・・・

変更

89 施策№31　現状と課題　2行目
また、減反強化、担い手不足、・・・農家を取り巻く情
勢は大変厳しいものがあります。

また、生産調整の見直し、担い手不足、・・・農家を取
り巻く情勢が大きく変化しています。

変更

89 施策№31　課題2つ目 ●規格品外の農産物を有効活用し、・・・ ●農産物の未利用部分を有効活用し、・・・ 変更

89 施策№31　図 - 図中の凡例の配置を修正。 変更

90 施策№31　今後の取り組み31-①　5行目
・・・、各種ＰＲイベントの開催を行い、ブランド力向上
に努めます。

・・・、各種ＰＲイベントを開催し、ブランド力向上に努
めます。

変更

90
施策№31　写真「一本杉チューリップ畑の様
子」

- ブランド農産物のものに変更。 変更
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頁 項目 修正前 修正後 内容

91 施策№32　現状と課題　1行目

農業は、農産物の産地間競争の激化、米の価格低
迷、消費者ニーズの多様化、さらには国の農政改革
や環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）をはじめと
する経済連携協定の進展など、環境が大きく変化し
ています。

農業を取り巻く環境は、農業生産コスト（機械、資材
等）の低減が進まない中、農業従事者の高齢化や後
継者・担い手不足と厳しい状況です。

変更

91 施策№32　現状と課題　4行目
市内の農家は、・・・、認定農業者は農家戸数の20％
と尐ない状況です。また、世代交代が進まず、経営
者の高齢化が進んでいます。

また、市内の農家は・・・、認定農業者は農家戸数の
20％と県平均（26％）に対して尐ない状況です。

追加
削除

91 施策№32　課題4つ目
●堆肥の供給と需要のバランスが崩れてきているの
で、・・・が課題となっています。

●農業経営の合理化・安定化を図るため、畜産農家
からの堆肥の供給と耕種農家からの飼料用作物等
の供給など、より一層の耕畜連携が課題となっていま
す。

変更

92 施策№32　今後の取り組み32-④　2行目

・・・、畜産農家における飼料の受給率の向上を図りま
す。
　　また、耕種農家と畜産農家の連携を図り、畜産農
家で生産する良質な堆肥を供給することで、経営の
合理化と安定化を推進します。

・・・、畜産農家における飼料の自給率の向上が求め
られています。
　そのため、畜産農家からの良質な堆肥の供給や耕
種農家から飼料用作物、稲わら等を供給するなど、
耕畜連携を推進します。

変更

93 施策№33　図 -
図中に単位（％）を追加する。また、数値を小数点無
しで統一する。

追加

95 施策№34　基本方針　4行目 ・・・を推進し、林業関係団体の担い手育成や・・・ ・・・を推進し、林業従事者等の担い手育成や・・・ 変更

95 施策№34　現状と課題　1行目
木材需要の減尐、林業従事者の高齢化や後継者不
足等により、・・・

林業従事者の高齢化や後継者不足等により、・・・ 削除

95 施策№34　課題１つ目 ・・・連携して集約化を行い、間伐等への・・・ ・・・連携して集約化を進めるなど、間伐等への・・・ 変更

95 施策№34　課題2つ目 ・・・森林整備の推進や、森林振興に対する・・・ ・・・森林整備の推進や、林業振興に対する・・・ 変更

9



頁 項目 修正前 修正後 内容

96 施策№34　今後の取り組み34-①

・・・、森林所有者に対し間伐などの情報や費用の支
援情報を提供し適切な森林管理に努めます。ま
た・・・森林組合の体質強化を図り、健全な森林の保
全に努めます。

・・・、森林所有者に対して間伐などの情報や費用の
支援情報を提供し、適切な森林管理に努めます。ま
た・・・森林組合の体制強化を図り、健全な森林の保
全に努めます。

変更

96 施策№34　今後の取り組み34-②　3行目 ・・・また、森林振興に対する意識向上を・・・ ・・・また、林業振興に対する意識向上を・・・ 変更

97 施策№35　基本方針　3行目 豊かな自然や、歴史・文化、温泉、・・・ 豊かな自然や歴史・文化、温泉、・・・ 削除

97 施策№35　現状と課題　3行目
そのため、商店街での買い物や宿泊、村松城下町・
慈光寺・ニット織物産業、隣の市町も・・・

そのため、商店街での買い物や宿泊、城下町村松、
慈光寺、ニット・織物産業、隣の市町も・・・

変更

97 施策№35　課題4つ目 効率的かつ効果的に情報の拡散が図られるよう、・・・ 効率的かつ効果的に情報の拡散を図るため、・・・ 変更

97 施策№35　課題５つ目 ・・・伝統産業と、地域資源を活かした・・・ ・・・伝統産業と地域資源を活かした・・・ 削除

98 施策№35　今後の取り組み35-④　3行目 さらには、観光大使の・・・ さらに、観光大使の・・・ 変更

99 施策№36　課題2つ目
就業に対する最新情報の提供や、就業に関する相談
や助言を行う・・・

就業に関する最新情報の提供や相談、助言を行
う・・・

変更

99 施策№36　課題3つ目
育児・介護と就業の両立が難しい現状があるの
で、・・・

育児・介護と就業の両立が難しい現状にあるた
め、・・・

変更

101 施策№37　関連計画
五泉市都市計画マスタープラン、五泉市地域住宅計
画（住生活マスタープラン）

削除 削除

101 施策№37　現状と課題　3行目 ・・・30代前半で結婚や離婚などの「戸籍」を・・・ ・・・30代前半で結婚などの「戸籍」を・・・ 削除
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頁 項目 修正前 修正後 内容

103 施策№38　基本方針　1行目 ・・・、『循環型社会』を・・・ ・・・、「循環型社会」を・・・ 変更

103 施策№38　課題　2つ目 ・・・、検討を個なっていく必要があります。 ・・・検討を行う必要があります。 変更

106 施策№39　今後の取り組み39-②　３行目 ・・・広報活動や助成金制度等を通じて、・・・
・・・広報活動を行うとともに助成金制度等を通じ
て、・・・

変更

106 施策№39　写真タイトル 公共下水道の整備・計画施設の維持管理 下水道工事の様子 変更

107 施策№40　図タイトル 都市計画道路完成率 都市計画道路完成率（平成27年3月末現在） 追加

108 施策№40　今後の取り組み40-⑤　3行目 ・・・大半が対面通行のため、重大事故に・・・ ・・・大半が対面通行となっており、重大事故に・・・ 変更

108 施策№40　写真タイトル
安全性の向上を図るために舗装された道路（交差点
カラー舗装）

安全性の向上を図るためにカラー舗装された交差点 変更

109 施策№41　現状と課題　１行目 市民意識調査の「公共交通が・・・
平成２７年度の市民意識調査における「公共交通
が・・・

変更

110 施策№41　写真タイトル
上：ふれあいバスを利用する学生
下：さくら号へ乗車する利用者

上：ふれあいバスで通学する学生
下：買い物でさくら号を利用する市民

変更

110
施策№41　成果指標「ふれあいバス」・乗合
タクシー「さくら号」の利用者数　単位

Ｈ27　171,051％　→　Ｈ33　185,000％ Ｈ27　171,051人　→　Ｈ33　185,000人 変更

112
施策№42　成果指標
「住宅の耐震化の状況」数値

Ｈ３３　92.0％ Ｈ３３　87.0％ 変更

113 施策№43　図タイトル 都市計画公園の面積比較 都市計画公園の面積比較（平成27年3月末現在） 追加
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頁 項目 修正前 修正後 内容

119 施策№46　現状と課題　3行目 ・・・平成27に「女性活躍推進法」が成立した・・・ ・・・平成27年に女性活躍推進法が成立した・・・ 削除

120 施策№47　写真タイトル （表示なし） 広報ごせん 追加

121 施策№48　今後の取り組み48-②　2行目 また、新規滞納発生の防止を図る・・・ また、新規滞納の発生防止を図る・・・ 変更

121 施策№48　今後の取り組み48-⑤　2行目 ・・・進捗管理を行いながら行政改革を推進します。 ・・・進捗管理を行いながら行財政改革を推進します。 変更

123 施策№50　現状と課題　1行目 公務員に対するコンプライアンスの遵守の徹底が・・・
公務員に対するコンプライアンス※（法令等遵守）の徹
底が・・・

変更

127 五泉のブランド作物　用語・解説 五泉のブランド作物　（見出し・解説文中） 五泉のブランド農産物　（見出し・解説文中） 変更

130 用語集 （記載なし）
有収率：給水する水量と、料金として収入のあった水
量との比率のこと。

追加

131 用語集「療育」 障がいをもつ子どもが・・・ 障がいのある子どもが・・・ 変更
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