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議事（３）平成28年度の取り組みについて

No 共生ビジョン登載事業名 H28年度の取り組み

村上市 20,951
関川村 1,878

粟島浦村 383
合　計 23,212
村上市 234
関川村 34

粟島浦村 2
合　計 270
村上市 30,545
関川村 300

粟島浦村 -
合　計 30,845
村上市 1,235
関川村 328

粟島浦村 0
合　計 1,563
村上市 19,678
関川村 2,120

粟島浦村 0
合　計 21,798
村上市 27,271
関川村 3,409

粟島浦村 217
合　計 30,897
村上市 813
関川村 152

粟島浦村 18
合　計 983
村上市 4,226
関川村 466

粟島浦村 29
合　計 4,721
村上市 21,995
関川村 2,430

粟島浦村 150
合　計 24,575
村上市 73,844
関川村 4,628

粟島浦村 243
合　計 78,715
村上市 2,764
関川村 174

粟島浦村 10
合　計 2,948
村上市 0
関川村 0

粟島浦村 -
合　計 0
村上市 5,414
関川村 139

粟島浦村 -
合　計 5,553
村上市 450
関川村 138

粟島浦村 -
合　計 588

障害者総合支援法に基づく審査業
務を共同で行う。

教職員の指導力向上のための研修
事業や、理科振興を図るための学
習支援及び振興事業を行う。

教育・巡回相談の実施や、特別支
援教育の啓発を関係機関等と連携
して行う。

図書館ネットワークシステムの維
持管理や図書の購入及び移動図書
館車の運行を行う。

視聴覚機材等の購入や貸出及び視
聴覚機材の操作講習会を行う。

平成28年４月からスポーツ少年団
が利用する体育施設の相互利用を
開始。

関係機関と密接な連携を図り、岩
船米の販売促進活動を積極的に行
う。

林道岩船東部線開設に向け、岩船
治山林道協会が実施する促進対策
事業に対し支援を行う。

村上総合病院の医療設備（外科用
Ｘ線透視装置）の整備費及び運営
費に対する補助を行う。

村上・岩船地域医療懇談会総会及
び医療フォーラムを開催し、地域
医療に関する協議を行う。

平日夜間及び休日における内科・
小児科の診療を行う。

講演会、コミュニケーション講座
（学習会）及び各種啓発活動を行
う。

広域利用を開始に基づき、広報誌
等で利用促進に向けたＰＲを行
う。

介護保険法に基づく要介護認定、
要支援認定を公平かつ効率的に行
うため、共同で行う。

13 岩船米販売促進事業

14 林産物の物流低コスト化事業

10 図書館事業

11 視聴覚ライブラリー事業

12 スポーツ少年団体育施設相互利用事業

7 障害者介護給付費等支給審査会事業

8 理科教育センター事業

9 ことばとこころの相談室事業

4 自殺予防対策推進事業

5 子育て支援センター事業

6 介護認定審査会事業

3 村上市急患診療所運営事業

H28年度予算額(千円)

1 病院群輪番制病院運営支援事業

2 村上・岩船地域医療懇談会事業
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No 共生ビジョン登載事業名 H28年度の取り組みH28年度予算額(千円)

村上市 0
関川村 0

粟島浦村 0
合　計 0
村上市 2,081
関川村 304

粟島浦村 16
合　計 2,401
村上市 800
関川村 100

粟島浦村 30
合　計 930
村上市 800
関川村 70

粟島浦村 -
合　計 870
村上市 364,430
関川村 44,216

粟島浦村 -
合　計 408,646
村上市 2,267
関川村 721

粟島浦村 -
合　計 2,988
村上市 993,619
関川村 151,875

粟島浦村 8,565
合　計 1,154,059
村上市 1,828
関川村 610

粟島浦村 345
合　計 2,783
村上市 5,023
関川村 600

粟島浦村 0
合　計 5,623
村上市 2,713
関川村 221

粟島浦村 7
合　計 2,941
村上市 0
関川村 0

粟島浦村 0

合　計 0

村上市 1,792
関川村 208

粟島浦村 0
合　計 2,000
村上市 360
関川村 3,455

粟島浦村 -
合　計 3,815
村上市 1,035
関川村 100

粟島浦村 100
合　計 1,235

共同利用している戸籍システムの
安定的な稼働に努めるとともに、
戸籍に関する証明書の広域交付の
手法等について、調査研究を行
う３市村の職員の資質向上、圏域マ
ネジメントを目的に講演会を10月
に開催予定。

火災や救助・救急等の活動の充実
を図る。

防災士養成研修や資格取得試験を
行い、防災士を養成する。今年
度、７月23日・24日に開催予定。

平成28年４月から関川村、粟島浦
村の利用を開始し、相談受付や消
費生活に関する啓発・教育活動を
行う。

雇用対策協議会や職業訓練校の取
り組みを推進し、同様の事業を実
施するほか、利用者のニーズに
合った訓練メニューを検討する。
関川村、粟島浦村住民も「荒川・神林地
区のりあいタクシー」をエリア内利用を
開始する。また関川村高校生等支援バス
に荒川地域の運行沿線集落の学生の利用
を可能とする。

圏域内の独身男女の成婚率を上げ
るため、婚活イベントを８月21日
に開催。

斎場「普照園」の指定管理及び耐
火台車上部取替工事を行う。

圏域内の観光資源を生かした広域
的な観光ルートを事務レベルで検
討する。

関係団体と連携して各種物産展へ
の出店販売やＰＲ事業を行う。

ごみ処理場・ 終処分場・荒川郷
施設の維持管理を行う。

村上地域グリーン・ツーリズム協
議会の取り組みに対し支援を行
う。

林業の魅力を伝えるため、高校生
や大学生向けのチャレンジ体験イ
ベント等を行う。

27 行政情報システム共同利用事業

28 職員研修事業

24 雇用創出支援事業

25 公共交通ネットワーク事業

26 婚活事業

21 広域消防事業

22 防災士養成事業

23 消費生活相談事業

16 特産品販路拡大事業

19 ごみ処理施設運営事業

20 斎場運営事業

17 グリーン・ツーリズム促進事業

18 林業担い手育成支援事業

15 広域観光ルート開発事業


