
１．酒田市総合計画基本計画(後期計画)主要施策進捗状況一覧表･･･Ｐ１

計画期間　　平成8年度～17年度（内、13～17後期）

進　　捗　　状　　況 件　数 割　合

　完了：完了、完成、終了したもの 48 11.09%

　着手：計画策定後着手したもの 36 8.31%

　継続：策定以前から継続して実施しているもの 326 75.29%

　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 23 5.31%

合　　　計 433 100.00%

２．八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表 ･･･Ｐ１７

計画期間　　平成15年度～24年度

進　　捗　　状　　況 件　数 割　合
　完了：完了、完成、終了したもの 26 7.60%
　着手：計画策定後着手したもの 4 1.17%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 267 78.07%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 45 13.16%

合　　　計 342 100.00%

３．松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表 ･･･Ｐ２９

計画期間　　平成14年度～23年度

進　　捗　　状　　況 件　数 割　合
　完了：完了、完成、終了したもの 11 5.58%
　着手：計画策定後着手したもの 1 0.51%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 180 91.37%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 5 2.54%

合　　　計 197 100.00%

４．平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表 ･･･Ｐ３８

計画期間　　平成12年度～21年度

進　　捗　　状　　況 件　数 割　合
　完了：完了、完成、終了したもの 7 4.46%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 145 92.36%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 5 3.18%

合　　　計 157 100.00%
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酒田市総合計画（基本計画）後期計画

主 要 事 業 施 策 進 捗 状 況

（平成18年3月31日現在）

進　　捗　　状　　況 件　数 割　合

　完了：完了、完成、終了したもの 48 11.09%

　着手：計画策定後着手したもの 36 8.31%

　継続：策定以前から継続して実施しているもの 326 75.29%

　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 23 5.31%

合　　　計 433 100.00%
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商工港湾 継続
商工港湾 完了
商工港湾 継続
商工港湾 完了

商工港湾 継続

商工港湾 継続

商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続
商工港湾 継続
商工港湾 完了 H15.4財団法人が窓口設置

商工港湾 未着手 H15廃止

商工港湾 完了 H14年度完了
商工港湾 完了 H15年度完了
商工港湾 未着手

商工港湾 完了
商工港湾 完了

土木 継続
土木 継続
土木 継続
企画調整 継続

企画調整 着手 H15協議会設立
企画調整 継続

商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続
商工港湾 継続

商工港湾 継続

商工港湾 継続

総務 継続
総務 継続
総務 継続
総務 継続

総務 継続

第１章　陸・海・空に開かれた夢のあるまちづくり

第１節　国際貿易拠点港の整備充実

第２節　交流を促す高速交通網の整備
(1) 高速道路・地域高規格道路の整備

③　貿易促進機能・基盤の整備促進
･　北港地区、外港地区の保管荷役施設の整備促進

･　民間と行政が一体となったポートセールス活動の強化
②　国際定期コンテナ航路等の拡大

･　日本海沿岸東北自動車道の整備促進

備　考担当課
進捗
状況

･　東北横断自動車道酒田線の整備促進

･　北港展望台周辺の整備促進

③　内貿定期フェリー航路等の誘致促進
・　酒田港フェリー航路誘致協議会の活動支援
（３）魅力的な港湾空間の整備
①　本港地区再開発事業等の推進

･　第２北防波堤及び南防波堤の延伸

･　新庄酒田道路の整備促進

①　高速道路等の整備促進

(2) 鉄道の整備
①　鉄道の整備促進
･　陸羽西線の増便と高速化（ミニ新幹線）
･　羽越本線の高速化（ミニ新幹線、フリーゲージ・トレイン）・全線複線化

②　新規路線の開設促進

②　鉄道の利用促進
・　陸羽西線並びに羽越本線の利便性の確保
(3) 航空路等の拡充
①　既存路線の拡充と利用促進

･　庄内空港利用促進協議会との連携強化

･　国際交流サロンの機能充実
･　外国語による情報提供の充実
･　本市の風土・習慣・生活等に関する外国人向け情報提供の充実
･　ホームステイの受け入れ、市民リーダー・通訳ボランティアの育成などへの支援

②　民間交流団体の育成
･　国際交流推進団体との連携強化

②　高速道路等の利用促進

第３節　国際交流の促進
(1) 国際化に向けた基盤整備
①　国際交流活動機能の充実

・　新規路線（国際・国内）の開設促進
③　空港機能の拡充
・　滑走路延長及び増便等に対応した関連施設の拡充

･　東京便の利便性の確保
･　札幌便及び大阪便の通年運航化

･　本港地区親水空間の整備促進
･　海洋センターのリニューアルの促進

･　釜山航路の拡充
･　東方水上シルクロードを活用した経済交流の促進
･　中国、東南アジア諸国との新たな航路の開拓
･　輸入食品届け出窓口の誘致

①　ポートセールス活動の推進

項　　　　　目

②　プレジャーボート係留施設の整備促進とマリーナ構想の検討

(1) 国際化に対応した港湾施設の整備
①　岸壁・埠頭の整備促進
･　外港地区の多目的大型岸壁（５万トン級）の整備促進
･　北港港奥部宮海埠頭の整備促進
･　北港地区、外港地区の耐震岸壁の整備促進

･　本港地区のフィッシャーマンズワーフ及び旅客ターミナルの整備促進

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

･　本港地区奥部の漁船だまりの整備促進
②　防波堤の整備促進

(2) 港湾利用の促進と物流ルートの拡充
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備　考担当課
進捗
状況

項　　　　　目

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

総務 着手

総務 継続
学校教育 継続
総務 着手
学校教育 継続

総務 継続
総務 継続
総務 着手 縫製協同組合へ協力

総務 継続
総務 継続

総務 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 7 15.56%
　着手：計画策定後着手したもの 4 8.89%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 32 71.11%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 2 4.44%

合　　　　計 45 100.00%

②　情報発進機能の充実
･　人材ネットワークを活用した情報発信

①　交流事業の促進
･　農業体験、スポーツ、文化等の交流事業の促進

（1）国内諸都市との交流　

･　防災に関する都市間の連携

･　青少年、スポーツ、文化芸術等の交流事業の促進
･  市民向けＰＲ紙の発行
･　経済交流の担い手となる技術研修生の受入れ

第４節　国内諸都市との交流の促進

･　留学生の受入れ体制の整備

(2) 世界諸都市との交流
①  姉妹都市・友好都市

･　海外派遣事業の充実

･　インターネット活用等による国際理解の推進

･　交際交流協会（仮称）設立の検討
③　国際感覚豊かな人材の育成
･　生涯学習活動としての各種外国語講座及び異分化研修会の充実
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農政 継続
農政 継続
農政 継続
農政 継続

農林水産 完了 ハード整備、H14年度完了
農政 継続
農政 完了 がんばれ酒田　H17で終了
農林水産 継続
農政 継続
農政 継続
農政 未着手 計画があったが廃案
農政 継続
農政 完了 H13年度完了

農政 継続
農政 継続
農政 継続
農政 着手 廃ビニール対策（リサイクルへ）
農政 継続
農政 完了 H15水田農業ﾋﾞｼﾞｮﾝに変わった
農政 継続
農政 継続
農政 継続
農政 継続 商工関係事業で継続
農政 継続 バイオ研修センター

農政 継続
農政 継続
農政 継続
農政 継続

農林水産 継続
農林水産 継続
農林水産 継続
農林水産 継続
農林水産 継続 環境衛生課

農林水産 継続
農林水産 継続 観光物産課で継続
農林水産 未着手 現実的ではない

農林水産 継続
農林水産 継続
農林水産 継続

農林水産 継続

農林水産 継続

商工港湾 着手
商工港湾 着手
商工港湾 継続
商工港湾 未着手 鶴岡に研究所が設置された
商工港湾 着手

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

・　環境保全型農業の推進
・　高収益性園芸用作目・作型の導入と産地形成
・　新作物、新技術等の導入への支援

①　計画的な森林保育の促進

・　きのこ、たらの芽等特用林産物の生産の拡大

・　森林のもつ公益的機能の保全強化
・　計画的な枝打ち、除伐、間伐等の推進
・　松くい虫等森林病害虫防除の徹底

③ 特用林産物の生産拡大 

②　森林利活用の促進 
・　自然体験事業の推進

・　漁協、漁協婦人部、特産品開発団体等の組織強化
・　特産品開発助成の継続及び販路の拡大
・　魚介類出荷体制の整備の検討（活魚出荷、フライト漁業等運搬の高速化）
(3) 森林の保全・利活用と林業の活性化 

① 漁業後継者の確保とつくり育てる漁業の推進 　　　
・　ヒラメ等の種苗放流の定着強化

・　魚の住みやすい水質環境保全対策のための河川や海域環境美化対策の呼びかけや植林運動の実施

②　特産品の開発と販路拡大

・　人工魚礁、水産資源増殖場の整備
・　禁漁期間の設定、網目の規制等資源管理型漁業の推進
・　水産資源の増殖による所得の向上

・　多様な直販ルートの活用
・　地場農産物の消費拡大運動の推進
⑤　研究・研修機関の誘致促進 
(2)漁業資源の保護・育成と高付加価値化の推進 

・　高品質な園芸作物の生産出荷体制の整備促進
・　水田農業振興計画に基づく土地利用型作物の生産振興

④　消費拡大等の推進
・　直販施設整備への支援

・　バイオテクノロジーを活用した地域特産農作物の改良と普及
・　異業種交流の促進
・　統一ブランド商標「んめちゃ」の活用
・　特産品の研究開発に対する支援
・　農産物の食品加工による高付加価値化の促進と販路の拡大

・　生産物の価格安定施策の充実

③　高付加価値化の促進
・　品質向上のための土づくり等の徹底

・　庄内食肉流通施設の整備

・　基幹水利施設の整備、農道整備などの生産基盤整備の促進
・　畜産環境整備に対する支援
・　畜舎、堆肥製造施設等の整備や家畜導入などへの支援
・　広域集出荷貯蔵施設の整備促進への支援

・　大区画ほ場整備と農用地の集団化の促進
・　低コスト・省力生産技術の普及拡大

・　利子補給等の継続による中核的担い手農家の育成

・　大型機械等の導入に対する支援

・　認定農業者等に対する研修制度の充実
・　生産の組織化・共同化及び法人化の促進
・　女性農業者の参画の推進

②　生産コスト削減の促進

備　考担当課

･　新分野進出、異業種交流等の企業活動支援の充実
･　新技術開発への支援

項　　　　　目
進捗
状況

第２章　豊かに暮らすための活力に満ちた賑わいのあるまちづくり

第１節　職業として魅力ある農林水産業の確立
(1) 農業経営基盤の確立と高付加価値化の推進
①　中核的担い手農家、経営体の育成

･　慶応義塾大学先端生命科学研究所等との連携強化
・　深層水活用についての検討

第２節　創造的な工業の振興
(１) 技術力の高い企業の育成
①　起業、技術開発への支援
･　ベンチャー企業の育成・支援
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酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

備　考担当課項　　　　　目
進捗
状況

商工港湾 継続
商工港湾 継続

商工港湾 着手 コールセンターへの支援

観光物産 着手

商工港湾 継続
商工港湾 着手
商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続

商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続
商工港湾 未着手

商工港湾 継続
商工港湾 着手 平成１８年度で予算化

商工港湾 継続
商工港湾 継続

商工港湾 継続

観光物産 継続
観光物産 継続
観光物産 継続 連絡協議会設置が未着手

観光物産 継続

観光物産 継続

観光物産 継続

観光物産 継続
観光物産 継続
観光物産 完了
観光物産 継続
観光物産 着手 足湯整備、万里の松原

観光物産 継続 H15年度完了(山居倉庫）
観光物産 継続
観光物産 継続

観光物産 着手

観光物産 継続
観光物産 継続

観光物産 着手

・　人材育成への支援

②　取引拡大への支援
･　見本市や商談会への参加支援
・　地場産品としての販路拡大への支援
③　経営基盤強化への支援
・　ＩＴ化促進への支援
④　伝統工芸、創作工芸の振興
・　後継者の育成と技術の継承
(2) 技術力・経営力に富む企業の誘致促進
①　良質な工業団地の造成
・　立地環境の整備
・　新たな工業用地の造成
・　住軽アルミニウム工業跡地の活用の検討
②　積極的なPRの推進
・　創造的企業、技術集積型企業の誘致
・　ホームページの充実
③　誘致体制の充実
・　人材ネットワークの活用

第３節　個性的で魅力のある商業の振興
（１）商業活動の活性化
①　中心市街地活性化基本計画の実施
・　TMO計画の推進と支援
②　魅力ある商店街の形成
・　空き店舗対策事業の促進
・　イベント事業への支援
・　情報関連メディア活用の促進
・　共同施設の整備促進
・　景観づくりの促進
③　経営基盤強化への支援

・　店舗改装等の制度資金の充実
④　商業環境の適正化
･　秩序ある大型店の配置

第４節　賑わいをもたらす観光の振興
（１）観光の産業化の推進
①　人材の育成
・　観光起業家の育成
・　観光ボランティアガイドの育成
・　観光施設におけるサービスの向上
②　他産業との連携強化
・　物産販売、飲食、宿泊が連携した観光の促進
③　観光推進体制の強化
・　観光関係団体と商工会議所及び行政の連携強化
④　PRの充実
・　多角的な観光情報の発信とイメージの向上

（２）観光拠点の整備と連携
①　観光施設の整備推進
・　観光施設周辺の駐車場、トイレ、休憩所等の整備促進
・　海水浴場の整備

②　観光案内機能の充実
・　森林を活用した緑とふれあいの場づくりと観光への活用の検討
・　潜在的な観光資源の掘り起こし
・　山居倉庫の観光機能の充実

・　観光物産総合インフォメーションセンターの検討
・　案内標識、案内板等の整備充実
・　市民総ガイド化の推進
③　拠点施設間の連携強化
・　観光ルートモデル事業の推進
④　広域観光の振興
・　広域的観光ルートの企画
・　庄内観光コンベンション協会等との連携強化
(3) まつり、イベントの充実
①　まつり、イベントの充実
・　酒田の特性を生かしたまつり、イベントの開発
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酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

備　考担当課項　　　　　目
進捗
状況

観光物産 継続
観光物産 未着手 イヌワシなど今後の課題
観光物産 継続

観光物産 完了 H15年度完了(山居倉庫）

商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続

商工港湾 継続
商工港湾 継続
商工港湾 未着手 把握が難しい

まちづくり 継続
商工港湾 継続
商工港湾 着手

商工港湾 継続
H15計画策定

企画･環境 着手
企画調整 着手

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 6 6.00%
　着手：計画策定後着手したもの 14 14.00%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 74 74.00%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 6 6.00%

合　　　　計 100 100.00%

・　ミニＦＭラジオ、インターネット等を利用した行政情報提供の検討

第７節　地域エネルギー対策

①　エネルギー供給機能の確保

(４) 物産の充実
①　物産品の開発促進
・　酒田の顔となる観光土産品開発への助成事業の充実
・　本市イメージキャラクターグッズの開発と販売ルートの確保
・　観光ニーズや物産を考慮した効果的な物産展の開催
②　物産販売施設の整備促進
・　新たな物産販売施設の整備

第５節　労働環境の改善
（１）働きがいのある環境の形成
①　就業機会の拡大促進
・　ハローワークとの連携強化
②　労働環境の向上促進
・　労働時間の短縮などの労働条件の向上の促進
・　女性が働きやすい職場環境づくりの促進
③　職業能力の向上促進
・　企業の従業員教育に対する支援の充実
・　特色ある工芸等の技術育成に対する支援の充実
・　リカレント教育の普及促進

・　風力等の自然エネルギーの活用

（１）地域エネルギーの安定確保

（１）ＩＴ化の積極的な推進

②　新エネルギー利活用の普及促進
・　省エネ、エコロジー思想の啓蒙普及

・　庄内情報プラザの充実
・　情報分野での事業拡大に積極的に取り組む地元企業への支援

第６節　新時代を拓く情報化の推進

①　地域情報化計画(仮称）の策定と推進
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都市計画 着手
都市計画 継続
土木 継続
土木 継続
都市計画 継続

都市計画 継続
都市計画 継続
都市計画 継続
都市計画 継続

都市計画 継続
都市計画 継続
都市計画 継続
都市計画 完了 H13年度完了

商工港湾 継続
商工港湾 未着手

土木・都市計画 着手
都市計画 継続
土木 継続
商工港湾 未着手

土木 継続
土木 継続
土木 継続
土木 継続
土木 未着手

土木 未着手

土木 継続
土木 完了
土木 完了
土木 継続
土木 継続

都市計画 継続 路線名変更（本町東大町線）
都市計画 継続
都市計画 完了 路線名変更（大浜小牧線）
都市計画 完了 H13年度完了
都市計画 未着手

土木 完了 H15年度完了
土木 完了 H15年度完了
都市計画 未着手 路線名変更(千石町上安町線）
土木 継続 路線名変更(千石町上安町線）

都市計画 継続
都市計画 完了 企画調整課
都市計画 継続

建築 継続 高齢福祉課

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

・　酒田松山線の整備促進
・　酒田八幡線の整備促進
・　宮野浦坂野辺新田線の整備促進
・　酒田遊佐線の整備促進

・　国道１１２号出羽大橋４車線化の整備促進
・　国道１１２号浜中バイパスの早期整備
・　国道３４４号安田バイパスの早期整備
②　県道の整備促進

④　市道の整備促進

①　国道の整備促進
・　国道７号４車線化の整備促進
・　国道７号宮海拡幅の整備促進
・　国道４７号酒田余目間の４車線化の整備促進

・　中心市街地の既存駐車場の有効活用の検討
（４）道路整備の促進

・　バス、乗合タクシー等による公共交通システムの検討
②　道路整備計画（仮称）の策定と整備推進
・　道路の機能分類と幅員構成の見直し
・　駅及びJR羽越線横断炉の検討（跨線橋及び鉄道の連続立体化）

・　遊心の森の整備推進
(３) 総合的な都市内交通体系の構築
①　公共交通機関の機能強化
・　公共交通機関の路線確保

①　魅力ある公園・緑地づくりの推進
・　市街地における地域バランスに配慮した公園緑地の整備
・　最上川下流緑地の新たな市民ニーズに対応した整備
・　光ヶ丘公園、日和山公園の整備充実

・　１００万本植樹運動の推進
・　生垣設置の促進
・　緑化推進団体（自治会、ボランティア団体等）の育成
(２) 公園・緑地の充実

(１) 景観の保全と形成
①　まちなみ景観の保全と形成
･　まちなみ景観条例に基づく条例指定地区の区域計画の策定
･　まちなみ景観ガイドプランの推進
・　電線地中化等の検討
・　新井田川等の浄化と親水空間としての整備
・　市民の自主的な街並み景観形成の促進
②　緑化の推進
・　個人住宅における緑化等の推進

項　　　　　目
進捗
状況

第３章　誰もが安心して住める快適で安らぎのあるまちづくり

第１節　機能的でゆとりあるまちづくり

備　考担当課

・　入船町１号線の整備推進

・　大浜遊摺部線の整備促進
・　高砂鶴田橋線の整備促進
・　寿町船場町線の整備促進

・　安田砂越停車場線バイパスの整備促進
③　都市計画道路の整備促進
・　本町四ツ興野線の整備促進
・　豊里十里塚線の整備促進

・　若竹町中央線の整備推進
・　千石町曙町線の国道１１２号までの延伸の整備推進
・　千石町曙町線の国道３４４号までの延伸の整備推進
(5) 都市開発の推進
①　地方拠点地区の整備推進
・　コアタウン活性化事業（中核となる複合施設と事業の推進、民間事業者への支援）

・　ゆうあいタウン整備事業（東北公益文科大学共用施設の整備促進）
②　駅前地区の再整備推進

第２節　住み良い快適な環境づくり
(1) 住宅環境の整備
①　住宅の質的向上への支援
・　高齢者や障害者にやさしい住宅改造に対する支援

･　JR既存踏切の拡幅整備の検討
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酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目
進捗
状況

備　考担当課

建築･都計 継続

建築 継続

土木 着手
土木 継続
土木 継続

土木・まち 継続
土木 着手

土木･まち 継続
土木 着手

工務 完了
企画調整 着手

浄水 継続 県に要望
浄水 完了 H10飛島完了

工務 継続
工務 完了 H13年度完了

工務 継続

下水 継続

下水 継続

・　し尿処理施設の改築の検討 環境･ｸﾘｰﾝ 継続 環境－延命化検討
下水 完了 H14年度完了

環境･ｸﾘｰﾝ 完了 H13年度完了

環境衛生 継続
環境衛生 継続
環境衛生 継続
環境衛生 完了 H13年度完了
環境衛生 未着手

③　産業廃棄物の適正処理の促進
商工港湾 継続
環境衛生 継続

①　やすらぎ霊園の整備推進
環境衛生 完了 H15年度完了

総務 継続
総務 着手

消防本部 未着手

消防本部 継続

消防本部 継続
消防本部 着手

消防本部 継続
消防本部 継続

・　応急手当講習の充実
⑤　消防団組織の活性化

②　実践的な予防・応急・復旧対策の構築
③　消防体制の強化
・　消防署本署の改築
・　消防水利（防火貯水槽、消火栓）の計画的な設置

第３節　安心して暮らせるまちづくり

・　再生製品の消費拡大の啓発

(6)霊園の整備

・　第2期造成事業の推進

・　家庭用コンポスト化容器、生ごみ処理機の普及促進
・　ごみステーションのあり方の検討
・　ごみ処理手数料の有料化についての検討

④　救急体制の充実と高度化
・　救急救命士の計画的な養成

(5) 適正なごみ処理とリサイクルの促進
①　ごみ処理施設等の整備推進
・　ごみ処理施設の改築

②　中心市街地への居住推進
・　中心市街地（活性化）居住誘導対策事業の推進
③　公営住宅の整備推進
・　酒田市住宅再生マスタープランの推進
(2) 生活道路の整備
①　狭小幅員道路の整備推進
②　通勤・通学路を中心とした歩道や自転車道の整備
③　交通安全施設の整備推進
④　側溝の整備推進
・　側溝整備計画の推進
・　東泉地区湛水対策の推進
⑤　バリアフリー化の推進
・　歩道の拡幅と段差解消の推進
・　バリアフリーストリートづくりの推進
(3) 上水道の整備
①　第８次拡張事業の計画的推進
・　県水受水を踏まえた送配水施設の総合的な整備推進
・　田沢川多目的ダム周辺環境整備事業の推進
②　水質管理体制の強化
・　広域水道ブロックへの水質検査機関の設置促進
・　高度浄水処理方式の検討
③　給水サービスの向上
・　中高層建築物への直結給水の推進
・　給配水管図管理システムの導入
④　災害に強い水道事業の推進
・　施設の耐震化と広域的連携の強化推進
（４）生活排水処理施設の整備

・　適正処理のための啓蒙、普及活動の促進
・　石炭灰等産業廃棄物の再利用の検討

①　防災情報の収集・伝達機能の充実
・　災害時の通信手段の充実
・　防災アセスメントの実施の検討

・　市民に対する消防団活動の重要性のＰＲ
・　地域の防火リーダーとなる火災予防指導員の養成

①　公共下水道、流域下水道、農業集落排水の整備推進
②　合併処理浄化槽の普及拡大
・　新たな制度の導入による合併処理浄化槽の普及拡大
③　し尿の適切な処理

(1)防災対策・消防救急体制の充実

②　リサイクル社会への積極的な対応
・　市民・事業者による減量化、資源回収の積極的推進

④　汚泥の総合的処理計画の策定
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酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目
進捗
状況

備　考担当課

総務 継続
総務 継続
総務 継続

･　実践的な防災訓練の推進 総務 着手
総務 継続

土木 継続
土木 継続
土木 継続
土木 継続
土木 継続
土木 継続
土木 継続

環境衛生 完了 条例は完了

環境衛生 継続
環境衛生 継続

③　河川浄化対策の推進
環境衛生 継続

環境衛生 継続
・　公害防止協定に基づく工場、事業所への指導、監督の強化 環境衛生 継続

まちづくり 継続 H12計画策定
まちづくり 継続
まちづくり 継続
まちづくり 継続

まちづくり 継続 H16防犯推進条例制定
まちづくり 継続 H16防犯推進条例制定

学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続

土木 継続
土木 継続

土木 完了 H13年度完了
土木 完了 H15年度完了

第４節　飛島の振興
（１）産業の振興と交流の促進
①　漁業・農業の振興
・　一口アワビ、岩ノリ等漁業資源の維持培養 農林水産 継続 一口あわびは中止
・　漁港整備の促進 農林水産 継続
・　飛島の気候を活用した特産農作物の導入・普及 農政 継続

観光物産 継続
観光物産 継続
観光物産 継続

商工港湾 継続

学校教育 着手

(水)管理 継続
下水道 継続

・　簡易水道施設の充実

・　滞在体験型観光の推進

・　排水対策の検討

・　地域環境浄化活動の推進
・　指導者の育成

（２）生活基盤の充実
①　生活環境の整備推進

・　深層水活用についての検討
③　地域資源の活用

②　観光の振興

①　酒田市環境基本条例の制定と酒田市環境基本計画（仮称）の策定

②　砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業の促進
③　海岸侵食対策事業の促進
(3) 環境保全・公害防止対策の充実

②　環境保全活動の促進

③　青少年の非行防止活動の推進
・　青少年指導委員による街頭指導活動の推進

・　大気、水質、騒音、悪臭等の環境監視の強化

②　犯罪防止対策の推進
・　市民、職場、警察が一体となった暴力追放市民運動の展開
・　地域防犯組織の充実と自主的防犯活動の強化

・　交通安全市民運動の強化

・　川きれい運動、まちきれい運動等、市民参加運動の推進
・　不法投棄対策

(４) 交通安全・犯罪の防止対策の充実
①　酒田市交通安全条例の制定と交通安全対策の推進

・　新井田川、小牧川の浄化対策の実施

・　新井田川改修事業の早期完成

・　遊歩道の案内機能の整備
・　漁業と共生できるマリンレジャーの検討

・　市民の積極的な参加による歩道除雪の推進
・　歩道除雪機械の計画的な配備
②　防雪柵の整備推進
・　安田京屋線の整備推進
・　布目関生石線の整備推進

・　第7次酒田市交通安全計画の推進

（５）克雪対策
①　歩道除雪の推進

・　交通安全施設の整備
・　交通指導員、交通安全専門指導員による啓発活動の強化

④　公害防止対策の充実

・　各自治会への住宅防火安全ふれあい運動の継続
・　組織ごとのきめ細かな防災講習会の開催

・　防災資機材庫、資機材の充実

⑥　自主防災組織の充実・防災意識の高揚と各種防災訓練の推進

・　投てき消火用具の普及促進

④　交流事業の充実
・　自然体験教育事業等の推進

（２）治山治水対策
①　河川改修事業の促進
・　最上川改修事業の早期完成
・　赤川改修事業の早期完成
・　京田川改修事業の早期完成
・　日向川改修事業の早期完成
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酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目
進捗
状況

備　考担当課

総務 継続
観光物産 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 18 14.63%
　着手：計画策定後着手したもの 10 8.13%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 87 70.73%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 8 6.50%

合　　　　計 123 100.00%

②　新たな定期船導入への検討
・　防災対策の強化・充実（避難路、消防施設、避難看板等）
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高齢福祉 継続
高齢福祉 継続
高齢福祉 完了 介護保険事業者へ移行

高齢福祉 完了 H14年度完了
高齢福祉 継続
高齢福祉 継続

高齢福祉 継続
高齢福祉 継続
高齢福祉 継続
高齢福祉 継続

高齢福祉 完了 H16度完了
高齢福祉 完了 H13年度完了
高齢福祉 完了 介護保険事業者へ移行
高齢福祉 完了 H15年度完了
高齢福祉 廃止 H24年廃止予定
松林荘 継続 民間移管検討

福祉 継続
福祉 継続
福祉 継続

福祉 継続
福祉 継続
福祉 完了
福祉 未着手

児童 継続
児童 継続
国保年金 継続
児童 継続

児童 完了 H13年度完了
児童 継続
児童 完了 H13年度完了
児童 完了 H17年度完了

福祉 継続
福祉 継続
福祉 完了 社協移転により達成
高齢福祉 継続

健康 継続
健康 継続
健康 着手 さらに、専門職確保必要
健康 継続
健康 完了
健康 継続 中間評価し、後期計画策定

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

④　保健、福祉施設の整備促進

(2) 地域医療の充実

・　理学療法士・言語聴覚士の確保

②　酒田市健康日本２１計画の策定　　　　　（仮称）を削除
・　個別予防接種方式への移行推進
・　生活習慣病予防としての個別健康教育の実施

①　健康づくり支援体制の充実
・　保健婦による訪問指導・看護指導の充実
・　健康相談、健康診査の充実

(4) 地域福祉活動の充実

第２節　健康を支える保健・医療体制
(1) 保健活動の充実

・　除雪協力員制度の拡充
・　母子福祉センター、老人福祉センター、ボランティアセンター周辺整備の促進
・　学区社会福祉協議会の活動の推進
・　酒田市社会福祉協議会との連携強化

②　児童福祉施設の整備推進
・　知的障害児通園施設の改築
・　老朽化した法人保育園舎の改築促進
・　子育て支援センターの整備推進

・　放課後児童（留守家庭児童）対策の充実
・　乳幼児医療費助成の拡充

(3) 児童福祉の充実
①　多様な子育て支援の充実
・　保育需要の多様化に対応した保育サービスの推進

・　小規模作業所への支援
・　グループホーム設置への支援
・　デイサービスセンターの整備促進
・　知的障害者施設の検討

・　ショートステイ・デイサービスセンターの整備促進

・　障害者の社会参加の促進
・　障害者雇用の拡大
②　障害者福祉施設の整備促進

・　障害者に配慮した施設や構築物の整備促進

(2) 障害者福祉の充実

・　介護療養型医療施設の整備促進
・　痴呆性老人グループホームの整備促進

・　介護保険の円滑実施と健全運営
・　介護サービスにかかるマンパワーの確保

③　高齢者生きがい施策の充実
・　高齢者の生涯学習及び世代間交流等の機会の拡充

・　高齢者在宅地域ケアシステムの構築
・　高齢者在宅福祉サービスの充実
・　在宅介護支援センターの整備促進

備　考

②　介護予防、生活支援事業の推進

担当課項　　　　　目
進捗
状況

第４章　支えあう喜びと笑顔が広がるまちづくり

第１節　地域で支えあう福祉のまちづくり
(1) 高齢者福祉の充実
①　高齢者福祉推進体制の充実
・　高齢者のデータベースの整備

・　老人クラブ活動の活発化
・　シルバー人材センターへの支援

①　地域福祉活動の充実

・　児童センター整備の検討

・　母子父子福祉の充実

・　養護老人ホーム松林荘の改築の検討

①　社会参加の促進

・　ケアハウス（軽費老人ホーム）の整備促進
・　特別養護老人ホームの整備促進

・　高齢者の地域活動やボランティア活動への参加促進

法改正により民間事業所
のサービス利用が可能
になったため。

障害者福祉計画に基づ
き通所施設のみ整備の
ため。 
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酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

備　考担当課項　　　　　目
進捗
状況

健康 未着手

(病)管理 継続 健康

（病）管理 未着手 検討中
（病）管理 継続
（病）管理 継続
（病）管理 継続
（病）管理 継続
健康 継続

健康 未着手 要望継続

国保年金 継続
国保年金 継続

まち･福祉 継続
まち･環境 継続

まちづくり 継続
まちづくり 継続
まち･生涯 継続
まちづくり 継続

まちづくり 継続
まちづくり 継続

まちづくり 継続

まちづくり 継続
まちづくり 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 12 19.35%
　着手：計画策定後着手したもの 1 1.61%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 45 72.58%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 4 6.45%

合　　　　計 62 100.00%

(2) 自治会活動の充実
①　連携強化の推進

②　市民活動の基盤整備の促進
・　ボランティアセンターへの支援
・　ボランティアコーディネーターの育成
・　児童生徒へのボランティア意識の普及啓発

(1) ボランティア、ＮＰＯ等市民活動との連携
①　市民活動の推進
・　多様な市民活動情報の収集と発信
・　市民と一体になった環境美化運動の推進

②　国民年金事業の推進
第３節　幸せをともに築く地域参加

・　県立日本海病院への救命救急センター設置の促進
(3) 国民健康保険制度の充実・国民年金事業の推進
①  国民健康保険財政の健全運営

③　県立日本海病院の３次医療機能の強化促進
④　救急医療体制の整備促進

・　新看護体系への移行
・　医師の確保と充実

・　病院と診療所の連携とかかりつけ医師の定着
②　市立酒田病院の機能充実と経営基盤の確保

・  駐車場等の施設設備の改善
・　診療時間の検討

・　市立酒田病院の改築

①　各医療機関相互の連携強化
・　地域保健医療情報システムの検討

・　ＮＰＯの育成とアウトソーシングの推進

②　組織強化への支援
(3)  男女共同参画のまちづくり
①　酒田市男女共同参画推進行動計画（仮称）の推進
・　市民に対する普及啓発
②　男女共同参画推進拠点の機能充実
・　女性リーダーの育成を図る交流学習、研修の充実
・　相談体制の強化
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生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続

生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続

生涯学習 継続
生涯学習 継続
生涯学習 継続 新計画では削除予定

生涯学習 継続

生涯学習 継続
　

図書館 継続

企画調整 継続 　
図書館 継続

体育 継続
体育 継続

体育 継続

体育 継続

体育 完了
体育 継続 ３種公認を検討
体育 継続
体育 継続

学教・児童 継続

学教・児童 完了 H16から市幼保小情報交換会

　  
学校教育 継続
　  

(教)管理 継続
(教)管理 継続  
　  

学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
　   

・　宿泊型研修施設の検討
(2) コミュニティ活動の充実

② 生涯学習機会の充実
・　グループ、団体間の交流学習の充実及び地域行事への参加促進
・　高齢者と児童生徒の世代間交流事業の推進
・　児童生徒の自然体験、勤労・生活文化体験活動等の促進
・　地域理解、遊びを通した仲間づくり等の学習機会の提供
③ 生涯学習施設の整備推進
・　地区公民館の計画的な改築
・　各施設の機能の充実

① 幼児教育の振興
② 幼稚園・保育園・小学校の連携強化
・　酒田っ子すくすく育成連絡会の設置
(2) 小中学校教育の充実

(1) 生涯学習活動の充実
①生涯学習の推進体制の強化

第３節　豊かな心を育む教育
(1) 幼児教育の充実

・  各分野の専門的能力を有する人材の活用促進
・　指導者や地域リーダーの研修の充実
・　児童生徒のボランティア・文化芸術活動グループの育成、社会参加の促進
・　地域の主体的取り組みへの支援強化
・　庁内生涯学習推進組織の設置
・　生涯各時期に対応した学習プログラムの開発促進

備　考担当課項　　　　　目

第５章　世代を越えて学びあう生涯学習と明日を担う人材を育てるまちづくり

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

① 図書資料の充実
② 利用者の利便性の向上

③ 光丘文庫の保全と活用

① コミュニティ団体の育成
② コミュニティ施設の整備推進
・　未整備地区へのコミュニティセンターの整備
(3) 図書館の充実

進捗
状況

第１節　世代を越えて広がる学習活動

・　各スポーツの指導者養成と競技力向上の推進
③ 地域スポーツクラブの育成

第２節　健やかな日々と生涯スポーツの推進
(1) スポーツの普及と拡大
① 各種スポーツの普及推進
・　手軽に楽しめるニュースポーツの普及拡大

・　光ケ丘陸上競技場の第１種公認の維持
・　新たな市民ニーズに対応した施設整備の検討
② 県立総合運動公園の誘致促進

・　東北公益文科大学図書館との連携強化

・　総合型地域スポーツクラブモデル事業の推進
(2) スポーツ施設の充実
① スポーツ施設の整備推進
・　プールの整備

・　酒田の特性を活かした海や川を利用したスポーツ等の普及拡大
② 指導者の養成と競技力の向上

① 学校規模の適正化
・　適正な学校規模の視点による学区の改善
② 教育施設の整備推進
・　老朽校舎・体育館などの計画的改築、改修
・　教育環境の計画的整備
③ 教育活動の充実
・　児童生徒の主体的企画運営による自然、奉仕、勤労等の体験活動の充実
・　専門家や本物の芸術に触れる機会、発表の機会等の積極的創出
・　小中連携教育の実践
・　学校教育と社会教育の連携体制の推進
・　外国人講師の増員と積極的活用
・　国際理解のための学習機会の推進
④ ＩＴ教育の充実
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備　考担当課項　　　　　目

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

進捗
状況

学校教育 継続
　  

学校教育 継続
学校教育 継続
　   

学校教育 継続  
学校教育 継続
学校教育 未着手

　  
学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
　  

学校教育 継続
学校教育 継続 H14から新指導要領
学校教育 継続
学校教育 継続
学校教育 継続
　   
　   

中央高校 継続
　   

中央高校 継続
中央高校 継続
中央高校 継続

企画調整 継続 　

企画調整 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 2 3.45%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 55 94.83%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 1 1.72%

合　　　　計 58 100.00%

・　コンピュータ教育充実のための計画的な整備と指導者の育成
⑤ 特殊教育の充実
・　通学の利便、障害の種類に応じた適正な教育の場の提供
・　健常児との交流教育による指導法の開発と共生の推進
⑥ 教職員研修の充実
・　課題研修を担当できる専門指導員の配置の検討
・　理科教育センターの充実
・　市立学校情報教育センター（仮称）の設置
⑦ 教育相談体制の充実
・　教員の教育相談に関する研修の充実
・　教育相談室相談専門員の充実と研修の充実
・　青少年指導センターなどの校外指導との連携強化
・　スクールカウンセラーの充実
⑧ 新教育課程への的確な対応
・　新たな教育課程に沿った教職員研修の充実
・　新学習指導要領に沿った教育環境の整備
・　特色ある教育活動の推進
・　学校週５日制に対応した教育活動の推進
⑨ 学校開放の拡充
(3) 高等学校教育の充実
① 教育施設の充実
・　計画的な施設、設備の改修
② 教育内容の充実
・　学科改編についての検討
・　外国人講師の積極活用
③ ＩＴ教育の充実

第４節　次代を担う人材育成
（１） 東北公益文科大学との連携
①　東北公益文科大学への支援・活用の推進
(2) 県立産業技術短期大学校、酒田短期大学との連携
①連携の強化
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文化 継続
文化 継続
文化 継続
文化 継続  
文化 継続  
   
文化 完了 H16年度開館
文化 継続  
文化 継続  
   
文化 完了 H15年度実施
　   
   

  
文化 継続  
   
文化 継続
文化 継続  
文化 継続  
文化 継続
文化 継続 観光物産課
文化 継続  
文化 継続  
文化 継続  

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 2 11.11%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 16 88.89%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの

合　　　　計 18 100.00%

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表
進捗
状況

備　考

第６章　風格ある歴史と文化の輝くまちづくり

第１節　風格ある文化の創造

担当課

(1) 芸術・文化活動の推進 　
① 芸術・文化活動の振興
・　鑑賞、発表等の市民の自主的な文化活動の促進
・　市民会館自主事業の充実
・　写真展示館の事業の充実
・　市美術館の事業の充実
・　他の美術館等との連携
② 芸術・文化施設の整備推進
・　市民会館の改築
・　写真展示館の展示機能の検討
・　文化施設の総合的な管理運営組織の検討
③ 国民文化祭の開催

第２節　歴史に育まれた文化の継承

・　文化的遺産に対する意識の啓発
・　歴史的文化遺産の調査・研究と指定の検討

(1) 伝統文化の継承と歴史の顕彰
① 文化の継承と発展
・　次世代に伝えるための教育機会の確保と後継者の育成
② 文化的遺産等の保存と活用

項　　　　　目

・　城輪史跡公園の整備推進と活用
・　史跡旧鐙屋の活用
・　酒田町奉行所跡の整備推進と活用

・　埋蔵文化財の保護と発掘調査の継続

・　資料館の充実
・　山居倉庫の保存活用

・　第１８回国民文化祭での本市の特色を生かした事業の実施
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総務 継続

管財 未着手 当面利用可能であり、具体的な事項は未検討

管財 着手 庁舎利用

職員 継続
職員 着手

職員 継続

市民･体育 完了 戸籍ブックレスは完了
市民 着手 住基カードの独自利用を検討中

企画調整 未着手 引き続き検討（低金利）
企画調整 継続

企画調整 着手 １市３町合併

総務 継続
総務 継続
総務 着手

企画調整 継続
職員 継続
まちづくり 着手 H13～出前講座

まちづくり 継続
まちづくり 継続
まちづくり 継続

まちづくり 継続

財政 着手

財政 継続
納税 継続
財政 継続

財政 継続 H12.10～

財政 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 1 3.70%
　着手：計画策定後着手したもの 7 25.93%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 17 62.96%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 2 7.41%

合　　　　計 27 100.00%

酒田市総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 備　考担当課
進捗
状況

第７章　構想推進のために

第１節　市民とともにある行政運営
(1) 機構改革の推進
①　社会情勢に対応できる効率的な組織機構の確立
・　行財政改革大綱の推進
②　庁舎機能の充実
・  市庁舎の改築の検討
・　庄内情報プラザの活用の検討
(2) 職員の研修の充実
①　職員研修の充実　　
・  研修プログラムの充実
・　社会情勢に対応した研修
②　福利厚生事業の推進　
･ 各種福利厚生事業の推進
（３）　情報化の推進
①行政情報化計画（仮称）の推進
・　戸籍ブックレス、施設予約システム等の検討
・　ＩＣカード導入に向けての検討
(４) 広域行政の推進
①　広域的な行政施策の拡充
・  庄内地方拠点地域基本計画に基づく庄内地域振興基金活用事業の拡充
・　庄内広域行政組合、庄内開発協議会、荘内地方町村会等の連携強化
②　周辺６町との連携強化
・　広域的事務事業の検討

第２節　開かれた行政の推進　　　　　　　　　　　　　　　　
(1) 情報の共有化の推進
①　情報公開・情報提供内容の拡充　
・　制度のＰＲ
・　公開文書の拡充
・　多様なメディアを活用した情報提供の充実
(2) 市民による市政参加の積極的推進
①　多様な市政参加機会の拡大
・　市民意識調査の定期的な実施
・  審議会等への参加機会の拡大
・　市民が気軽に市政について学習できる講座の実施
②広報公聴活動の充実
・　多様なメディアを活用した広報活動の充実
・　分かりやすい行政情報の提供
・　地域づくり懇談会等の充実
(3) 市民相談の充実
①　市民とともにある相談業務の充実

第３節　効率的で弾力的な財政運営　
（１）計画的で健全な財政運営の推進
①　中長期的な財政計画の策定
②　財源の確保
・　市民所得向上につながる諸施策の推進
・　収納率向上対策の推進
・　行政効果を十分に精査した国・県補助制度の活用と市債の計画的運用
③　事務事業の見直しによる経費の節減
・　事務事業評価システムの導入
④　受益者負担の適正化
・　使用料、手数料などの適正な負担
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進　　捗　　状　　況 件　数 割　合

　完了：完了、完成、終了したもの 26 7.60%

　着手：計画策定後着手したもの 4 1.17%

　継続：策定以前から継続して実施しているもの 267 78.07%

　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 45 13.16%

合　　　計 342 100.00%

八 幡 町 総 合 計 画 （ 基 本 計 画 ）

主 要 事 業 施 策 進 捗 状 況

（平成18年3月31日現在）
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（平成１7年度末時点）

第１章　自ら学び、自ら活動するまちづくり
第1節　生涯学習の推進
⑴　生涯学習推進会議の機能強化
・ より効果の上がる生涯学習事業の進め方について検討します 継続
・ 地域課題の掘り起こしと手作りの推進体制を整備します 継続
・ 地域の活動拠点となる公民館との連携を強化します 継続
・ 地区、区の活性化事業を推進します 継続
・ 人材育成事業の推進と人材バンクの充実を図ります 継続
⑵　幼児教育の推進と家庭教育の充実
・ 家庭における道徳や躾の重要性の理解に努めます 継続
・ 子供の発達段階に応じた学習の場を保護者、保育関係職員と連携して推進します 継続
・ 幼児教育施設の整備を図り、子育て機能の支援に努めます 未着手
⑶　学校教育の推進
・ 家庭、地域、学校、みんなで子供を育てる機運の醸成に努めます。 継続
・ 設備の学校間格差の解消に努め、設備の改善事業を進めます 継続
・ 社会の変化に即した教育条件の整備に努めます（コンピュータ、エアコン、教育相談、図書室、体験学習など） 継続
・ 少子化などに対応した教育環境づくりを推進します 継続
・ 豊かな人間性に根ざした教育活動を推進します 継続
・ 少子化時代に対応した小学校のあり方について検討を進めます 継続
学校の創意と地域に根ざした教育を推進します 継続
・ 中学校の耐震診断を実施します 完了
⑷　社会教育の推進
・ 中央公民館の耐震診断を行い、施設整備を推進します 継続
・ 一條公民館、大沢公民館、日向公民館の施設整備を推進します 継続
・ 公民館の機能を強化し、学習機会の拡充に努めます 継続
・ 社会教育関係団体や生涯学習グループの育成、支援を行います 継続
・ 図書館機能の整備を推進します 継続
・ コミュニティ活動を支援し、その充実を推進します 継続
・ ボランティア活動を推進します 継続
・ 学校週５日制に対応する事業を充実していきます 継続
第２節　文化活動の推進と振興
⑴　芸術文化活動の推進
・ 町の誇る自然、景観、文化財等を調査し、その収録に努めます 継続
・ 芸術文化関係団体の育成と町民による手づくりの活動の推進に努めます 継続
・ 講座、講演、公演等の文化活動の充実に努めます 継続
⑵　文化財の保存・継承
・ 文化財への関心を高めるための啓発活動の推進に努めます 継続
・ 広域連携も視野に入れながら、資料館機能の整備を推進します 未着手
・ 伝統芸能、行事の記録・保存・伝承の推進と後継者の育成に努めます 継続
・ 八森遺跡の保存と整備を行います 継続
・ 文化財・記念物等の表示、案内板等の整備を行います 継続
・ 白籏史朗鳥海山岳写真等の活用・整備を行います 継続
第３節　生涯スポーツの振興
⑴　生涯スポーツの推進
・ スポーツ、レクリエーション活動の日常化の推進に努めます 継続
・ 生涯スポーツ愛好団体の育成と指導を強化します 継続
・ 指導者の育成と組織体制の整備、充実に努めます 継続
・ スポーツ医学・科学を導入した健康体力づくり体制の整備に努めます 継続
・ 各種スポーツ事業の開催と推進を強化します 継続
・ 総合型地域スポーツクラブ設立の年次計画を策定します 完了
⑵　競技スポーツの推進
・ 競技スポーツの向上と支援体制を強化します 継続
・ 体育・スポーツ関係の充実と指導者の資質向上に努めます 継続
・ 冬季スポーツの充実を図ります 継続
・ スポーツ振興基金を活用し、競技スポーツを支援します 完了

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

⑶　学校における体育・スポーツの推進
・ スポ少、部活動の調和的推進と指導者の育成に努めます 継続
・ 学校における体育施設の整備と選手派遣体制の充実を図ります 未着手
・ 各体育連盟における競技力の向上への支援を行います 未着手
・ 総合型地域スポーツクラブへの移行加入を推進します 完了
⑷　施設設備の整備と活用
・ 体育・スポーツ・レクリエーション施設の整備と利用促進を図ります 継続
・ 体育施設運営管理体制のあり方の調査・研究をします 完了
・ 学校体育施設の一般開放の促進に努めます 継続
第４節　青少年の健全育成
⑴　各団体等の連携強化
・ 健全育成のために、地域・家庭・学校・団体等の更なる連携強化を図ります 継続
・ 各種研修事業等による啓発活動の開催を支援します 継続
・ 青少年ボランティアグループの育成を推進します 継続
⑵　イベント等への参加促進
・ 各種イベント企画への一般青年の参画を推進します 継続
・ 指導者養成研修の開催並びに指導者養成事業参加への支援を行います 継続
・ 高校生ボランティアＯＢ等による核となるグループの創設に努めます 未着手

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 5 8.93%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 46 82.14%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 5 8.93%

合　　　計 56 100.00%
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第２章　美しい自然環境を活かし、住み良いまちづくり
第１節　自然環境の保全と有効活用
⑴　環境の保全と景観の向上
・ 自然保護意識の高揚とイヌワシの保護に努めます 継続
・ 自然保護憲章、イヌワシ保護条例の制定を検討します 未着手
・ 八幡町らしい景観の検討を進め、自然景観の向上に努めます 継続
・ 自然環境を体験できるビオトープなど環境整備を推進します 完了
・ 鳥海山南麓の観光道路の環境形成を推進します 継続
・ 森林、公園の樹木等の管理体制を充実させます 継続
・ 地域住民による環境保全活動を促進します 継続
第２節　計画的な土地利用計画
⑴　各地域の特性に合った町土利用
・ 都市計画マスタープランに沿った土地利用を推進します 継続
・ 荒瀬川の豊かな自然環境を保全し、親水公園としての整備を推進します 完了
・ 鳥海山の眺望に配慮した規制を検討します 未着手
・ 無秩序、無計画な住宅地の開発を抑制します 継続
第３節　住宅と生活環境の整備
⑴　優良な住宅用地の造成
・ 需要状況を踏まえながら、新たな宅地造成を推進します 完了
・ 宅地造成未売却地に対処するため、居住環境の良好性及び低廉性を広報します 完了
・ 購入者及び住宅建設支援の方策を検討します 完了
⑵　町営住宅の維持補修等
・ 公営住宅の活用により、住宅困窮者の支援に努めます 継続
・ 公営住宅の管理を適切に行い、居住環境の維持向上に努めます 継続
・ 小泉団地の内部補修等事業を推進します 継続
⑶　簡易水道の整備
・ 老朽化した配水管等の水道施設の整備を推進します 完了
・ 水源の維持管理を推進し、安全で信頼できる水の安定供給を図ります 継続
・ 水道会計の健全経営を推進します 継続
⑷　生活排水処理事業の推進
・ 特定環境保全公共下水道事業、合併処理浄化槽設置事業を推進します 継続
・ 供用開始区域の世帯の下水道加入を促進します 継続
・ 下水処理施設維持管理運営の円滑な推進を図ります 継続
・ 公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計の健全経営を推進します 継続
⑸　循環型社会実現の廃棄物処理
・ ごみの分別を徹底し、ごみ減量化対策を推進します 継続
・ 家電リサイクル法による廃家電の適正処理の強化を推進します 継続
・ ごみの不法投棄監視体制の強化を推進します 継続
・ 一般家庭、事業所での野焼き及び簡易焼却炉使用禁止運動を推進します 継続
・ 資源ごみ集団回収を推進します 継続
・ コンポスター、生ごみ処理機の購入補助を推進します 継続
・ 買い物時におけるマイバック運動を推進します 継続
⑹　省エネルギー、新エネルギーの利用推進
・ 省エネルギー運動を推進します 継続
・ エネルギービジョンに沿った各種プロジェクトを推進します 未着手
・ 公共施設への新エネルギーの先導的導入を推進します 未着手
・ 民間事業施設への新エネルギーの導入を推進します 未着手
第４節　道路交通網の整備と情報化への対応
⑴　国、県道の整備の促進
・ 広域的ネットワークづくりのできる道路整備を要望していきます 継続
・ 国道３４５号八幡バイパスの整備促進を図ります 未着手
・  国道３４４号の二次改築（安田バイパス、北青沢～郡境間）の整備促進を図ります 未着手
・ 県道升田観音寺線、鳥海公園青沢線の改良を要望していきます 着手
⑵　町道の整備
・ 効率的、効果的に町道整備するため、総合的道路網計画を策定します 継続
・ 定住環境を整備する道づくりを推進します 継続
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

・ 町道の維持管理の強化を推進します 継続
・ 幹線町道の機能向上のための改良を推進します 継続
・ 冬季交通の確保と地域防災に資する道づくりを推進します 継続
⑶　除排雪施設等の整備
・ 防災計画による除雪路線の業務委託を図ります 継続
・ 住民と一体となった市街地の除排雪を推進します 継続
・ 除雪機械を更新し、機動力の向上に努めます 継続
⑷　交通輸送体系の整備
・ 福祉乗合バス「ぐるっとバス」利用者の利便性向上を図ります 継続
・ 通学、通院等のために酒田市街地までのバス連絡について検討します 着手
・ 羽越新幹線の建設及び山形新幹線の酒田延伸促進等の要望活動に協力します 継続
・ 庄内空港の利用拡大に協力します 継続
・ 日本海沿岸自動車道等高速道路の建設促進の要望活動に協力します 継続
⑸　情報、通信体系の整備
・ ＬＧＷＡＮの接続と地域公共ネットワークの整備を推進します 完了
・ 電子申請、公共施設予約がパソコンで行えるよう整備を推進します 未着手
・ 誰もがインターネットを使えるようＩＴ教育環境の整備を推進します 継続
・ 防災行政無線を多方面に活用できるよう推進します 継続
第５節　防災と安全対策
⑴　自然災害対策の推進
・ 防災計画による防災行政の充実、強化及び町民への周知並びに運用の習熟を推進します 継続
・ 危険区域、避難場所などの表示板の整備を推進します 継続
・ 大雨等の土砂災害発生危険時に防災無線により情報を提供します 継続
・ 自主防災組織の育成を推進します 継続
⑵　土砂崩壊地対策・治水対策の推進
・ がけ地近接危険住宅移転事業などにより危険区域からの住宅移転を促進します 未着手
・ 危険区域の法律指定と急傾斜地等崩壊対策事業等の施工を推進します 継続
・ 川改修事業を推進します 継続
⑶　消防、防災体制の充実
・ 自主防災組織の育成強化を推進します 継続
・ 消防団員の確保を図り、教育訓練を充実します 継続
・ 防災行政無線による情報提供に努めるとともに、その利用方法について検討します 継続
・ 消防施設整備計画により、消防ポンプの更新と防火水槽の整備を推進します 継続
⑷　交通安全・防犯対策の推進
・ 年齢段階に応じた交通安全教育を推進します 継続
・ 交通安全関係団体の育成を強化し、交通安全活動を推進します 継続
・ 公安委員会などと連携し、危険箇所の把握に努め安全対策を推進します 継続
・ 歩行空間全体のバリアフリー化を推進します 継続
・ 道路照明、街路灯、信号機、カーブミラー、ガードレールなどの整備を推進します 継続
・ 地域社会、関係機関と連携して、犯罪未然防止及び防犯運動を積極的に推進します 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 7 9.59%
　着手：計画策定後着手したもの 2 2.74%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 55 75.34%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 9 12.33%

合　　　計 73 100.00%
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2006/7/20

（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第3章　地域産業を起こし、豊かで活力あるまちづくり
第１節　農業の振興
⑴　担い手への支援と後継者の育成
・ 農業技術及び農業経営など担い手の資質向上のための研修、指導事業を充実します 継続
・ 認定農業者などの担い手農家への経営に係る支援を充実します 継続
・ 担い手への農地利用集積（流動化・集約化・委託）を促進します 継続
・ Uターン等新規就農者への総合的な支援を推進します 継続
・ 法人経営等の育成・強化を推進します 継続
・ 経営等に女性の参画を推進します 継続
・ 高齢者の生きがいづくりと農村の活性化を推進します 継続
⑵　複合化・周年農業化の推進
・ 売れる農産物のための減農薬など付加価値の高い農産物の生産を振興します。（米、園芸作物のブランド化） 継続
・ 町振興作物の選定と産地化を図るための各種施策を展開します 継続
・ 加工グループの育成及び技術習得に関する支援を推進します 継続
・ 周年農業に必要な設備投資などの負担を軽減するための助成措置を講じます 継続
⑶　地産地消・環境保全型農業の推進
・ 農産物の周年安定供給ができる生産体制づくりを支援します 継続
・ 地産地消を行う加工研究グループなどの活動を支援します 継続
・ 畜産農家などから排出される糞尿などの有機資源を活用した持続性の高い農業生産方式の導入を推進します 継続
⑷　農業生産基盤の整備
・ 日向上流、大台地区中山間地域総合整備事業を推進します 完了
・ 飽海中央地区ふれあい活性化農道の整備促進とうるおい施設の整備促進を推進します 継続
・ 一條地区土地改良事業の計画策定を推進します 未着手
・ 水田畑地化の啓発活動と事業拡大を推進します 継続
・ 国営造成施設管理体制整備促進事業を推進します 継続
第2節　林業の振興と森林資源の活用
⑴　林業生産基盤の整備と森林施業の推進
・ 森林整備について理解を広めるよう推進します 継続
・ 施業計画を作成し、補助制度を活用しながら適期施業を行い、木材生産と森林の維持管理を推進します 継続
・ 葉付き乾燥材などの木材の生産方式を導入し、良質な木材生産づくりを推進します 継続
・ 地域材（間伐材）を有効活用するための支援を行います 継続
・ 林道や作業道の開設、舗装整備などを森林施業と一体的に推進します 継続
・ 森林管理巡視員制度の充実を図ります 着手
⑵　林業担い手の育成と特用林産物の生産向上、木質資源の活用
・ 森林所有者、林業関係者、森林組合の合意形成を促進し、林業振興の活性化を推進します 継続
・ 国、県補助を活用し、特用林産物の共同施設や高性能機械の導入を推進します 継続
・ 間伐材や木質バイオマスなど木質資源の活用を推進します 継続
⑶　公益的機能の発揮とふれあいの森づくり
・ 保安林の適正な管理と治山事業による森林保全を促進します 継続
・ 公益的機能を発揮できる森林にするため、施業計画による森林整備を推進します 継続
・ 小、中学生に森林学習の場を提供し、身近な教材として積極的な活用を図ります 継続
・ 森林オーナー制度を導入し、森林に親しめる空間の創出を推進します 未着手
・ 植樹ボランティアの活動など町民参加型の森林・樹木とのふれあいの場の創出を推進します 未着手
第3節　商業の振興
⑴　商店経営再構築の推進
・ 若手経営者や後継者などを対象とした研修機会の設定を推進します 未着手
・ 商工会と協調し、経営近代化や基盤強化のための融資、支援策の情報提供に努めます 継続
⑵　魅力ある店舗、商店街づくりへの支援
・ 地域の商店としての魅力作りの研究を支援します 未着手
・ 高齢者に配慮した店づくりを商工会と協調し推進します 未着手
・ 人が集う場所の創造に努めます 未着手
・ 地元商店の利用運動を推進します 未着手
・ 新たな起業づくりを支援します 未着手
⑶　消費者保護活動の推進
・ 悪質商法に対する予防の実施や消費者相談機能の充実を推進します 継続
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2006/7/20

（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

・ 消費生活学習会を開催するなど消費者団体の自主活動を支援します 継続
・ ごみの減量化やリサイクルなど環境保護に対する意識向上を推進します 継続
第4節　工業の振興と起業促進
⑴　既存企業の育成
・ 商工会と連携をとり、既存企業の育成を図ります 継続
・ 町ふるさと活性化事業補助金の活用と宣伝を推進します 継続
・ 国、県及び団体の融資制度などの利用を促進します 継続
・ 技・術向上や起業等に向けた国、県の関係機関との連携強化を推進します 継続
⑵　企業の誘致
・ 用地取得、工場設置、雇用に対する助成制度の充実を推進します 継続
・ 企業誘致アドバイザーなどによる情報収集と情報提供を推進します 継続
・ 立地意向企業への対応を行います 継続
⑶　起業の促進
・ 地元産品を活かした地元企業の育成を促進します 継続
・ 町内異業種間の連携で産業おこしに対して支援します 未着手
・ コミュニティビジネスの検討を推進します 未着手
第５節　鳥海山南麓地域の振興
⑴　自然保護機能の強化
・ 環境保全、環境学習の機会を設けます 未着手
・ 自然環境情報を全国に発信し、環境の町やわたをPRします 継続
・ 自然環境管理の仕組みづくりの検討を行います 継続
・ イヌワシの棲息環境の阻害要因になるものは極力排除します 継続
⑵　地域資源を活かしたレクリエーション機能の強化
・ 登山道や周遊散策道の整備を推進します 継続
・ 家族旅行村の施設を修繕し、リニューアル整備を推進します 継続
・ 草津川への架橋を推進します 未着手
・ 農産物直売所の連携とその充実を推進します 継続
・ 玉簾の滝を生かした施設づくりを推進します 完了
・ 貸し農園など遊休農地の活用と高齢者の生きがいづくりを推進します 継続
・ 湯ノ台地区にペンション村計画を検討します 未着手
⑶　景観形成と地域環境の整備
・ 自然保護を基本とし、自然に触れる環境づくりを推進します 継続
・ 川や池など水を活かした環境整備を推進します 継続
・ 自然へ誘う散策路の整備を推進します 未着手
・ 伝統的住居を利用した施設の整備を推進します 未着手
⑷　集落の自立
・ 集落・地区の振興計画を話し合う場をつくれる雰囲気づくりを推進します 未着手
・ 地域や集落の話し合いをアドバイスできる体制の整備を推進します 未着手
・ 交流により、地域コミュニティを活性化するよう働きかけます 未着手
第６節　観光の振興とネットワーク化
⑴　自然資源を生かした観光の振興
・ 統一した観光案内標識の設置と小型案内板の要所設置を推進します 継続
・ 観光物産協会の組織強化を継続して進め、地元と連携したイベントを行います 着手
・ グリーンツーリズムによる地域滞在型観光を研究し推進します 未着手
・ 観光情報の提供を推進します 継続
・ 食の魅力を組み込んだレクリエーションの開発を進めます 未着手
⑵　観光施設の整備と観光イベントの充実
・ 鳥海山の地域特性を活かした観光施設の整備とイベントの開催を推進します 継続
・ インタープリターを養成し体験観光サービスの提供を推進します 継続
・ 玉簾の滝駐車場とトイレの整備を推進します 完了
⑶　観光のネットワーク化
・ 観光イベント、施設紹介のホームページの充実を促進します 継続
・ 鳥海国定公園観光開発協議会を通じて、遊佐町、秋田圏域との観光ネットワーク化を推進します 継続
第７節　地域特産品の開発
⑴　地元の産物を使った特産品開発
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2006/7/20

（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

・ 特産品開発の調査、研究を推進します 未着手
・ 特産品開発を進める人材の育成を推進します 継続
・ 特産品の情報を発信し、宣伝や販路拡大、流通の促進に努めます 継続
・ 地元でしか味わえない料理や加工品を販売、提供できるよう推進します 継続
⑵　拠点づくりの整備
・ 特産品製造、加工拠点の整備を推進します 継続
・ 会社、組織ぐるみの後継者、指導者の育成を推進します 未着手

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 3 3.45%
　着手：計画策定後着手したもの 2 2.30%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 59 67.82%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 23 26.44%

合　　　計 87 100.00%
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2006/7/20

（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第４章　力を合わせ、地域を支えるまちづくり
第１節　交流の促進
⑴　交流の促進
・ 「八の字」のつく自治体などとの交流を文化、産業の交流につなげるよう推進します 完了
・ 交流組織や団体等の育成を推進します 継続
・ 児童交流の翼事業と中学生海外派遣事業の充実を推進します 継続
・ 環境自治体会議などに町民の参加を推進します 完了
・ 国際交流ボランティアの育成を推進します 継続
⑵　自治体間交流の推進
・ 環境自治体会議への参加を推進します 完了
・ 職員交流を促進します 完了
⑶　民間交流の促進
・ 交流促進施設（鳥海山荘）を使った交流会の開催を推進します 未着手
・ イベント、物産展などへの参加を推進します 継続
・ 木造校舎を利用した交流施設の検討と運営主体の育成を推進します 未着手
第２節　町民自治の確立と開かれた町の確立
⑴　町民の参加と協力
・ 計画、主要プロジェクトの策定に幅広い町民の参画を推進します 継続
・ 計画段階から住民の参画が得られるよう情報の公開を推進します 継続
・ 町民が主体的に考え、町づくりに参加できる雰囲気づくりを推進します 継続
⑵　活力ある地域づくりの支援
・ 地域づくりグループや団体及び地域の支援を推進します 継続
・ 地域づくり支援制度を確立します 未着手
・ 地域づくりリーダーの養成と人材の発掘を推進します 継続
・ 地域、区の地域力点検を実施し地域力向上の支援を推進します 継続
⑶　公聴活動の推進
・ 町政座談会を開催し、地域、町民の要望の聴き取り、町づくりの提言をいただきます 継続
・ 独自アンケートを行い、町民の意識、考えを調査するようにします 未着手
・ 電子メールでの提言窓口を開設します 未着手
⑷　情報の公開、提供の充実
・ 広報、ホームページ、行政防災無線などを活用し、行政情報の提供を推進します 継続
⑸　個人情報の保護
・ 行政における個人情報保護意識の徹底を推進します 継続
第３節　国際化の推進と男女共同参画社会の実現
⑴　国際化の環境整備と国際人づくりの推進
・ 外国語教室等の開催により国際意識の醸成を推進します 継続
・ 町民が広く異文化や国際社会に触れる機会の創出を推進します 継続
・ プライバシーに配慮しながら、外国人にも暮らしやすい環境整備を推進します 継続
・ 国内、海外研修派遣制度の充実を推進します 継続
・ 外国語あるいは日本語指導体制の充実に努めます 継続
・ 観光ガイドや国際交流ボランティアの養成を推進します 継続
⑵　国際結婚定住者の住みよい町づくり
・ 生活相談窓口の設置を検討します 継続
・ 外国花嫁の支援対策を推進します 継続
・ 日本語教室、地域文化教室、交流会などの開催を推進します 継続
⑶　男女共同参画社会の実現
・ 男女共同参画社会意識啓発のため、学習機会と情報提供を推進します 継続
・ 女性団体、グループの活動支援とネットワークづくりを支援します 継続
・ 働く女性の労働環境を整備し支援策を推進します 継続
・ 各種審議会等への女性の参加を促進します 継続
・ 男女の役割分業に対する意識を是正するよう努めます 継続
・ 働く女性を支援し家庭生活を充実させるため意識啓発を推進します 継続
第４節　行財政の確立
⑴　効率的な行政組織
・ 組織機構の合理化を推進します 継続
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2006/7/20

（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

・ 職員研修を充実強化し、職員意識を改革し資質を向上させます 継続
・ 組織機能の横の連携に努め、無駄をなくするよう努めます 継続
・ 民間委託の推進とＰＦＩ導入事業を検討します 継続
・ 事業効果を検証する事務事業評価システムの導入を検討します 未着手
・ 電子自治体を推進し行政システムを構築します 完了
⑵　行財政の確立
・ 自主財源の確保と充実に努めます 継続
・ 義務的経費の抑制や歳出全般の見直しを実施し、効率的財政運営を推進します 継続
・ 優良な補助事業、良質な起債事業の計画的実施に努めます 継続
・ 使用料、手数料など受益者負担の適正化を図ります 継続
・ 実施計画の精査策定（３か年分を毎年度）と計画的かつ弾力的な事業執行を図ります 継続
第５節　広域行政・市町村合併の推進
⑴　庄内広域圏事業の推進と発展、強化
・ 庄内広域行政圏計画を推進します 継続
・ 周辺地域との機能分担を明確にし、連携協力体制を強化します 継続
・ 公共施設などの広域的整備と利用を促進します 継続
・ 市町村合併について周辺自治体と協議検討し、八幡町の将来に過ちのない判断を行ないます 完了
⑵　庄内広域圏の交流拡大と連携の推進
・ 地域づくりやイベントなどを通じ、圏域の団体などの交流を促進します 継続
・ 地域特性を生かした事業を広域圏の中で協議し推進します 継続
・ 職員研修、職員交流などを共同で行います 完了
・ 他市町のイベント情報など広域で提供するようにします 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 7 12.50%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 43 76.79%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 6 10.71%

合　　　計 56 100.00%
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第５章　健康、安心、生きがいのあるまちづくり
第１節　健康づくり
⑴　疾病予防のための一次予防の推進
・ 健康度を把握するための健診の推進と健診体制を整備します 継続
・ 健診結果説明会等の健康教育、健康相談を実施します 継続
・ 健診データの経年的活用と専門的情報の提供を行うことで、健康度の確認と生活習慣改善点の自覚を促します 継続
・ 生活習慣病予防のための個別健康教育を推進します 継続
・ 禁煙教室を開催し、禁煙指導や喫煙防止活動を推進します 継続
⑵　より健康度を高めるための支援
・ 体力づくりのための各種学級の開催及び個人に適した運動メニューを提示します 継続
・ 地区内での食生活改善推進員の活動を支援します 継続
⑶　障害者への支援
・ 機能訓練事業内容を充実させ対象者の拡大を図ります 継続
・ 精神障害者の会「すみれの会」の事業内容を充実させ、対象者の拡大を図ります 廃止
・ 精神障害者の相談窓口を強化します 継続
・ 障害者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため家族会の新設を検討します 完了
⑷　健全な母子保健の推進
・ 小学校、中学校と連携して、年齢に適した思春期教室を開催します 継続
・ 安心して妊娠出産ができるように、マタニティ教室を充実し、医療機関との連携を図ります 継続
・ 健全な母性、父性を養うための手助けとして、両親学級を開催します 未着手
・ 健康診査の内容の充実と受診率100％を目指します 継続
・ 乳幼児虐待の予防と早期発見、早期対応のためのネットワークづくりを推進します 継続
・ 育児学級等を通して、健康的な生活習慣を獲得するため支援します 完了
第２節　福祉の充実
⑴　ボランティア活動の推進
・ ボランティア連絡協議会を核として、新たな個人ボランティアの掘り起こしやグループボランティアの育成に努めます 継続
・ 社会福祉協議会の強化に努め、各種団体との連携による地域福祉ネットワークづくりを推進します 継続
・ ボランティア連絡協議会、社会福祉協議会、行政との連携強化を図ります 継続
⑵　高齢者福祉の充実
・ 計画的に福祉施設の充実を図ります 継続
・ 在宅福祉サービスの充実を図ります 継続
・ 保健事業とあいまった介護予防事業の実施及び在宅福祉と家族支援サービスを充実します 継続
⑶　高齢者の自立や生きがいづくりの推進
・ シルバー人材センターの機能を活用した生きがいづくり、働きがいづくりの推進に努めます 継続
・ 高齢者の自主的、積極的な活動の場である老人クラブへの参加促進に努めます 継続
・ 自立者の生活の質を確保するとともに健やかで活力ある地域づくりを推進します 継続
・ 保健事業と連携した事業の充実を図り、介護予防に努めます 継続
・ 社会福祉協議会を活用した事業の促進に努めます 継続
⑷　介護保険制度の充実
・ 介護保険制度が町民により利用しやすいものとして定着するように努めます 継続
・ いつでも誰でも希望するサービスが利用できる体制づくりに努めます 継続
・ 介護保険の円滑な運営と財源の確保に努めます 継続
・ 家族介護者の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ります 継続
・ 質の高いサービスを支える人材の養成と確保を図ります 継続
⑸　児童福祉の充実
・ 多様な保育ニーズと環境に配慮した新八幡保育園を建設し、保育の充実を図ります 完了
・ 八幡保育園に子育て支援センターを併設し、育児相談等の充実を図ります 継続
・ 休日に児童が安心して過ごす場所の確保と保育ボランティアの育成を図ります 未着手
・ 児童の健全な遊びと健康を増進するための児童対策施設の整備を推進します 継続
・ 家庭・学校・地域の連携強化を推進します 継続
⑹　「ともに生きる社会」を目指して
・ ノーマライゼーションの実現を目指し、障害者自身や家族の声を大切にしたサービスの充実に努めます 継続
・ 各種機関と連携をとり、障害者の雇用促進をすすめていきます 継続
・ バリアフリーの連続性を念頭において、障害者・高齢者に優しいまちづくりを推進します 継続
・ 様々な啓発活動、福祉教育等の充実により心のバリアフリーを目指します 継続
・ 小規模作業所「なのはな畑」の施設整備の推進と運営の支援を図ります 継続
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進捗
状況

備　考

八幡町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

⑺　母子父子の支援
・ 経済的自立のため各種手当の充実を推進します 継続
・ 国、県とともに就業の機会の拡大、雇用促進を図り生活の安定を支援します 継続
・ 民生児童委員、行政などが連携した相談体制の整備を図ります 継続
・ 近隣住民、民生児童委員などの協力による母子父子家庭への見守りと支援体制づくりを推進します 継続
・ 「白ゆり会」などの母子寡婦福祉活動の啓発、支援を行い、交流の場づくりを推進します 継続
⑻　国民年金の普及推進
・ 各種年金制度のもとである基礎年金番号の加入期間記録管理を推進します 継続
・ 次期公的年金制度改正内容の広報活動を進めます 継続
・ 無年金者を出さないために適用促進対策事業を推進します 継続
・ 年金制度の啓発と年金相談を推進します 継続
・ 口座振替納付を推進します 継続
第３節　医療の充実
⑴　地域医療体制を整備充実
・ 地域に身近な医療の提供に努めます 継続
・ 患者紹介など医療関係機関との連携の強化を推進します 継続
・ 訪問診察、訪問リハビリ、訪問看護等の在宅医療の充実に努めます 継続
・ 医療需要の把握とその実現に努めます 継続
⑵　医療と保健と福祉の連携
・ 医療・保健・福祉のネットワークを構築し、それらの連携を推進します 継続
・ 地域、家庭で受けられる体系的な医療サービスを提供します 継続
・ 医療、保健、福祉サービスの充実を促進します 継続
⑶　病院施設整備と医療機器整備の推進
・ 老朽棟の改築等施設整備を推進します 完了
・ 医療機器の整備と更新を推進します 継続
・ 総合的な医療システムの確立を推進します 継続
⑷　病院経営の改善と健全化
・ 地域ニーズに見合った病院の適正規模を検討します 継続
・ 病院の安定経営を確立します 継続
・ 一般会計繰入額の適正化に努めます 継続
⑸　国民健康保険事業の健全運営の確立
・ 効果的な保健事業を実施し、町民の健康保持増進と福祉の向上を促進します 継続
・ 保健事業を支援するため、国保３％運動を推進します 継続
・ 安定的な運営を図るため基金の造成と効率的な運用を進めます 継続
・ 医療費の増嵩に対処するため、医療費適正化対策の強化を推進します 継続
・ 保険者の資格得喪・適正賦課、収納率向上を促進します 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 4 5.71%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 64 91.43%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 2 2.86%

合　　　計 70 100.00%
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進　　捗　　状　　況 件　数 割　合

　完了：完了、完成、終了したもの 11 5.58%

　着手：計画策定後着手したもの 1 0.51%

　継続：策定以前から継続して実施しているもの 180 91.37%

　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 5 2.54%

合　　　計 197 100.00%

松山町総合計画（基本計画）

主 要 事 業 施 策 進 捗 状 況

（平成18年3月31日現在）
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（平成１7年度末時点）

第１章　やすらぎの町づくり
第１節　土地利用と町づくり
(1) 土地利用の基本方針
①　農業振興地域の保全 地域振興 継続
②　住宅地区域の再整備 地域振興 継続
③　工業（産業）区域の整備 地域振興 継続
④　森林、河川区域の有効利用 地域振興 継続
⑤　地域特性を生かした居住空間の整備 地域振興 継続
第２節　美しい街並みと快適な環境づくり
(1) 快適な環境づくり
①　下水道施設整備（未整備区域の早期整備と効率的な施設管理） 建設 継続
②　ゴミ減量運動の推進、マナーの向上に関する指導、啓発 市民福祉 継続
③　一般廃棄物処理体制の充実 市民福祉 継続
(2) 美しい街並みづくり
①　道路、河川、公園など公共空間美化管理 建設 継続
②　特性を生かしたデザインによる街並みづくりの推進 建設 継続
③　地域住宅計画の推進 建設 継続
④　花いっぱい運動の推進 地域振興 継続
⑤　公共建造物の美化管理 地域振興 継続
⑥　「松くい虫」被害に対する対応策の調査・検討 産業 継続
第３節　治山治水事業の推進
(1) 治山治水事業の推進（水と緑のネットワークづくり）
①  山林の保全と活用 産業 継続
②  河川の整備
 ・河川改修 建設 継続
・ 河川浄化 建設 継続
③　親水空間の整備
・ 河川敷の有効活用 建設 継続
第４節　交通体系の整備
（1） 道路網の整備
①　国、県道の整備促進 建設 継続
②　主要町道の整備 建設 継続
③　生活道路の整備 建設 継続
④　冬期交通の確保 建設 継続
（2） 交通体系の確立
①　高速交通体系の整備
・ 東北横断自動車道酒田線の整備促進 建設 継続
・ 日本海沿岸東北自動車道の早期実現 建設 継続
・ 羽越新幹線の整備促進 地域振興 継続
・ 山形新幹線庄内延伸の早期実現 地域振興 継続
・ 庄内空港運行拡充及び施設整備促進 地域振興 継続
②　鉄道在来線の高速化 地域振興 継続
③　バス交通路線の確保 産業 継続
第5節　情報通信基盤の整備
（1） 情報通信体系の整備
①　高速情報通信網の提供
・ 光ファイバー網の整備促進 地域振興 完了
・ 電話回線等を利用したディジタル通信回線網の整備促進 地域振興 継続
・ 地上波ディジタル放送等の新方式導入に向けた障害の把握 地域振興 未着手
②　積極的な情報の提供
・ きめ細かい生活情報の提供 地域振興 継続
・ 情報通信体系の非常時対応の研究 地域振興 継続
・ 情報管理の重要性の啓発 地域振興 継続
③　行政用システムの構築研究
・ 日常業務へのIT活用 地域振興 完了
・ 広域処理を前提とした行政用システムの構築研究 地域振興 完了

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第6節　防災対策
（1） 防災対策
①　消防体制の整備
・ 消防機器の整備 地域振興 継続
・ 水利施設の整備 地域振興 継続
・ 団員の訓練、教育 地域振興 継続
・ 予防査察、指導の強化 地域振興 継続
・ 自主防災組織の育成強化 地域振興 継続
②　防災体制の整備
・ 治山治水事業の推進 産業 継続
・ 自主防災組織の育成強化 地域振興 継続
・ 災害通信体制の強化 地域振興 継続
・ 災害監視体制の強化 地域振興 継続
③　防犯体制の強化
・ 防犯思想の普及、防犯活動の推進 地域振興 継続
・ 青少年の健全育成 教育振興室 継続
・ 防犯施設の整備 地域振興 継続
④　交通安全の確保
・ 交通安全施設の整備 地域振興 継続
・ 交通安全教育の徹底、交通安全思想の普及浸透 地域振興 継続
・ 推進団体の育成強化 地域振興 継続
・ 交通安全活動の推進 地域振興 継続
第7節　新エネルギー対策
（1） 新エネルギーの導入促進
①　松山町地域新エネルギービジョンに沿った施策の展開 市民福祉 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 3 5.56%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 50 92.59%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 1 1.85%

合　　　計 54 100.00%
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進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第２章　いきがいの町づくり
第１節　生涯学習の推進
(1) 生涯学習の推進
①  生涯学習推進体制の整備　 教育振興室 継続
②  指導体制の充実　 教育振興室 継続
③  生涯学習事業の推進　 教育振興室 継続
④  生涯学習啓発活動の推進　 教育振興室 継続
⑤　生涯学習施設の整備　 教育振興室 継続
⑥　生涯学習施設・里仁館の運営支援　 教育振興室 継続
第２節　学校教育の振興
(1) 学校教育の振興
①　町教育施策の具現化 教育委員会 継続
②　学校施設の整備充実 教育委員会 継続
③　個性を生かす学習指導の充実 教育委員会 継続
④　研究活動及び教員研修の充実 教育委員会 継続
⑤　健康増進と体力の向上　 教育委員会 継続
第３節　社会教育の振興
(1) 社会教育の振興
①　生涯の各時期における社会教育事業の充実 教育振興室 継続
②　芸術文化活動の振興 教育振興室 継続
③　郷土文化の保存活用と文化伝承施設及び運営体制の整備
・ 松山城隅櫓（収蔵庫）の復元 教育振興室 未着手
④　社会教育施設の整備と運営体制の充実 教育振興室 継続
第４節　町民総スポーツの振興
（1）町民総スポーツの振興
①　体育指導者の育成 教育委員会 継続
②　各種スポーツの普及 教育振興室 継続
③　スポーツグループの育成 教育振興室 継続
④　体育施設の整備 教育委員会 継続
⑤　総合型地域スポーツクラブの育成 教育振興室 着手
第５節　家庭教育の振興
（1）家庭教育の振興
①　家庭教育力向上のための学級・講座の開設 教育振興室 継続
②　家庭、学校、地域の連携強化 教育振興室 継続
③　子ども会、青年団等の活動助長、育成 教育振興室 継続
④　文化事業の推進 教育振興室 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの
　着手：計画策定後着手したもの 1 4.17%
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 22 91.67%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 1 4.17%

合　　　計 24 100.00%
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第３章　ふれあいの町づくり
第１節　健康の確保
(1) 健康の確保
①　健康指導体制の整備 市民福祉 継続
②　健康づくり対策の充実 市民福祉 継続
③　健康相談機能の充実 市民福祉 継続
第２節　病気の予防
(1) 病気の予防
①　母子保健対策の充実 市民福祉 継続
②　生活習慣病対策の充実 市民福祉 継続
③　各種検診の実施 市民福祉 継続
④　食生活改善、食品衛生対策の充実 市民福祉 継続
⑤　環境衛生対策の充実 市民福祉 継続
第３節　医療の充実
(1) 医療の充実
①　高度医療機関との連携の強化 市民福祉 継続
②　救急医療体制の充実 市民福祉 継続
③　医療機器の充実と活用 市民福祉 継続
④　健康指導の強化・充実 市民福祉 継続
第４節　高齢者福祉
(1) 高齢者福祉の充実
①　介護保険の充実
・ ケアマネージャー・ホ－ムヘルパーの資質向上 市民福祉 完了
②　在宅福祉の充実
・ 生活支援事業の推進 市民福祉 継続
・ 松山町ケア会議の機能強化 市民福祉 完了
③　健康指導体制の充実 市民福祉 継続
④　生きがい対策の充実
・ 生涯学習の推進 市民福祉 継続
・ 社会参加の推進 市民福祉 継続
・ 余暇活動の促進 市民福祉 継続
・ シルバー人材センターの支援 市民福祉 継続
・ 介護予防事業の推進 市民福祉 継続
第５節　障害者福祉
(1) 障害者福祉の充実
①　施設環境整備
・ 障害者の利用に配慮した施設環境整備 市民福祉 継続
②　在宅福祉の充実 市民福祉 継続
③　相談指導体制の整備 市民福祉 継続
④　障害者教育の充実 市民福祉 継続
⑤　交流事業の推進 市民福祉 継続
⑥　障害者雇用の推進　 市民福祉 継続
第６節　児童福祉
(1) 児童福祉の充実
①　保育所の充実 市民福祉 継続
②　遊園地（児童）、公園等の整備 市民福祉 継続
③　子育て支援体制の確立
・ 家庭・保育所・地域の連携強化 市民福祉 継続
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第７節　社会福祉推進体制の整備
(1) 社会福祉推進体制の整備
①　福祉教育の推進 市民福祉 未着手
②　ボランティア活動の振興 市民福祉 継続
③　要援護者に配慮した町づくり 市民福祉 継続
④　社会福祉法人・福祉施設との連携・協働 市民福祉 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 2 5.88%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 31 91.18%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 1 2.94%

合　　　計 34 100.00%
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第４章　にぎわいの町づくり
第１節　農業の振興
(1) 農業の振興
①  農業生産基盤の整備と農地の高度利用　 産業 継続
②  複合経営の推進と地域特産物の生産振興　 産業 継続
③  農業生産組織の強化と生産・経営技術の向上　 産業 継続
④  農地流動化の推進と中核農家の育成　 産業 継続
⑤  農村生活環境基盤の整備　 産業 継続
第２節　林業の振興
(1) 林業の振興
①　林業基盤の整備 産業 継続
②　造林事業の推進 産業 継続
③  森林資源の保護と活用
・  間伐材の有効利用 産業 継続
・  「松くい虫」被害への対応 産業 継続
第３節　特産品の開発
(1) 特産品開発
①　地域資源の有効活用
・ 一次産品の高付加価値化　 産業 継続
・ 加工技術の向上　 産業 継続
②　農業（生産）商業（流通・販売）の連携強化 産業 継続
③　ブランドイメージの確立 産業 継続
④　流通販路の拡大、消費者ニーズ、市場動向の把握 産業 継続
第４節　商業の振興
(1) 商業の振興
①　商業環境の整備
・ 魅力ある商店地域づくりの推進　 産業 継続
・ 高齢社会に対応した店舗づくり　 産業 継続
・ 商店集積の促進 産業 完了
②　経営基盤の強化
・ 経営支援体制の強化 産業 継続
・ 融資制度の充実 産業 継続
③　商業の活性化
・ 共同イベントの推進 産業 継続
・後継者の育成、組織化 産業 継続
第５節　工業の振興
(1) 工業の振興
①　生産環境の確保
・ 適切な立地対策の推進 産業 継続
・ 工業団地の再整備　 産業 継続
・ 優良企業誘致の推進 産業 継続
・ 環境問題の未然防止 産業 継続
②　地場産業の育成
・ 新技術への対応 産業 継続
・ 企画、開発力、技術力の向上 産業 継続
・ 異業種間交流の推進 産業 継続
・ 情報ネットワークの形成 産業 継続
・ 制度資金の活用 産業 継続
第６節　勤労者福祉
(1) 勤労者福祉
①　スポーツ・レクリェーション施設・文化施設の整備 産業 未着手
②　健康増進施策の推進、職場環境の改善 産業 継続
③　労働相談体制の充実、自主的グループ活動の推進 産業 継続
④　勤労者福祉諸制度の充実と啓発、普及 産業 継続
第７節　雇用対策
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

(1) 雇用対策
①　雇用機会の拡大 産業 継続
②　職業能力訓練機会の確保 産業 継続
③　労働福祉の向上
・ 魅力ある職場づくり 産業 継続
④　求人、求職相談体制の充実、情報の提供 産業 継続
第８節　消費生活対策
(1) 消費生活対策
①　消費者の育成
・ 消費者情報の提供 産業 継続
・ 消費者教育の推進 産業 継続
・ 省資源型消費生活の推進 産業 継続
・ 相談体制の充実 産業 継続
・ 自主的活動の助長 産業 継続
第９節　観光の振興
(1) 観光の振興
①　眺海の森整備の推進
・ 観光協会の組織強化 産業 継続
・ 観光開発（株）の経営強化 産業 継続
・ 遊具、野外調理場、オートキャンプ場整備 教育振興室 未着手
・ スキー場拡張、リフト整備 産業 継続
・ 天体観測施設の活用 教育振興室 継続
・ 多目的運動公園の整備 産業 継続
②　親水広場整備の推進
・ 最上川ふれあい広場整備 地域振興 継続
・ まちの駅整備 地域振興 継続
③　生活リゾートの実践
・ 花いっぱい事業推進 地域振興 継続
・ 街並み整備 地域振興 継続
・ 観光案内板、誘導表示の整備 産業 継続
・ 歴史の散歩道整備 教育振興室 継続
④　観光イベントの実施 産業 継続
⑤　広域観光の推進
・ 広域観光ルートとの連携強化 産業 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 1 1.75%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 54 94.74%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 2 3.51%

合　　　計 57 100.00%
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（平成１7年度末時点）

進捗
状況

備　考

松山町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課

第５章　こだわりの町づくり
第１節　広域関連事業の推進
(1) 広域関連事業の推進
①　高速道路整備促進 地域振興 継続
②  庄内空港利用拡大　 地域振興 継続
③　広域消防救急体制への対応 地域振興 継続
④　広域ごみ処理体制への対応 市民福祉 完了
⑤　広域水道体制への対応 地域振興 完了
⑥　拠点都市アクセス道の整備 地域振興 継続
⑦　コンベンション機能の充実 地域振興 継続
⑧　広域観光事業の推進 地域振興 継続
⑨　市町村合併の調査・検討 地域振興 完了
第２節　コミュニティの振興
(1) 地域コミュニティ活動の推進
①　自治会、サークル、グループ活動の育成 地域振興 継続
②  コミュニティ施設の整備 地域振興 継続
③　地域リーダーの育成 地域振興 継続
④　組織のネットワークづくり 地域振興 継続
第３節　男女共同参画社会の実現
(1) 男女共同参画社会の実現
①　男女共同参画社会を実現するための意識の改革 地域振興 継続
②　共に自立し安心できる生活の確保 地域振興 継続
③　いきいきと働くことのできる環境の整備 地域振興 継続
第４節　国際交流、地域間交流の推進
(1) 交流をとおした地域活性化の推進
①　国際交流の推進
・ 海外研修事業への参加 地域振興 継続
・ 国際交流事業への派遣 地域振興 継続
・ 外国人受け入れ体制の確立 地域振興 継続
②　地域間交流の推進
・ 友好町との交流活性化 地域振興 継続
・ 新友好町の調査 地域振興 完了
・ 都市ふるさと会の育成 地域振興 継続
・ 都市住民との交流機会の創出 地域振興 継続
第６節　行政組織による町民サービス
(1) 行政組織による町民サービス
①　機構改善・OA化推進 地域振興 完了
②  職員研修の充実 地域振興 継続
③　庁舎の増設と管理 地域振興 継続
④　広報、公聴の強化 地域振興 継続
⑤　環境に配慮した組織運営の推進 地域振興 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 5 17.86%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 23 82.14%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの

合　　　計 28 100.00%
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平 田 町 総 合 計 画 （ 基 本 計 画 ）

主 要 事 業 施 策 進 捗 状 況

（平成18年3月31日現在）

進　　捗　　状　　況 件　数 割　合

　完了：完了、完成、終了したもの 7 4.46%

　着手：計画策定後着手したもの

　継続：策定以前から継続して実施しているもの 145 92.36%

　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 5 3.18%

合　　　計 157 100.00%
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（平成１7年度末時点）

第１章　地域産業を創造し豊かで活力あるまちづくり
第１節　農業の振興
１　稲作を主体とした複合経営の推進支援
（１）良食味米づくりの推進 産業課 継続
（２）土地利用型作物の確立推進 産業課 継続
（３）園芸などの生産組織の育成 産業課 継続
（４）鳥海南麓営農の推進 産業課 継続
（５）農業の総合生産化推進 産業課 継続
２　多様な農業経営体の支援と農地の保全
（１）認定農業者など担い手農家の主体的な取組み支援 産業課 継続
（２）農地流動化の確立支援 産業課 継続
（３）集落営農、地域営農の推進 産業課 継続
（４）農業生産基盤の整備 産業課 継続
３　農業、農村の核となる人材の育成
（１）農業後継者育成の推進 産業課 継続
（２）高齢農業者の活躍推進 産業課 未着手
（３）農業研修生などの受け入れ体制整備 産業課 未着手
第２節　林業の振興
１　公益的機能を発揮する森林づくり
（１）活力ある森林の育成 産業課 継続
（２）保安林などを活用した森林の管理 産業課 継続
（３）魅力ある地域づくりの推進 産業課 継続
２　環境に優しい循環型社会に貢献する林業経営
（１）生産基盤の整備 産業課 継続
（２）林産物流通体制の充実 産業課 継続
（３）林業経営の担い手育成 産業課 未着手
第３節　商業の振興
１　経営の再構築
（１）地域の商店としての魅力づくりの研究 産業課 継続
（２）経営相談と支援策の推進 産業課 継続
（３）商業後継者の育成 産業課 継続
２　商店街、商業集積地への誘導
（１）経営改善策の研究 産業課 継続
（２）商店街・商業集積地化による新たな業種・新規創業者の誘導 産業課 継続
第４節　工業の振興
１　既存企業の育成
（１）町内企業者の連携と経営・開発技術の交流推進 産業課 継続
（２）労働者の福利厚生事業の推進 産業課 継続
（３）融資制度の充実と情報提供 産業課 継続
（４）環境に対する影響などの諸問題を克服するための研究支援 産業課 継続
２　企業の誘致
（１）工業用地の確保 産業課 未着手
（２）企業誘致への条件整備 産業課 完了
３　産業の創造
（１）地場産品の利用拡大を図る調査研究事業の推進 産業課 継続
（２）異業種交流の推進による産業の創造 産業課 継続
第５節　観光の振興
１　観光基盤の整備充実
（１）観光施設の整備充実 産業課 継続
（２）観光事業の強化 産業課 継続
２　体験型観光の充実
（１）体験型観光を整理充実 産業課 継続
（２）指導者など人材の育成 産業課 継続
３　特産品の開発と販売促進
（１）地場産品活用による特産品開発研究の支援 産業課 継続

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

（２）産業間連携の推進 産業課 継続
（３）町内外への積極的なＰＲと物産販売の推進 産業課 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 1 2.63%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 33 86.84%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 4 10.53%

合　　　計 38 100.00%
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

第２章　まず健康、そして安心して暮らせるまちづくり
第１節　自ら実践する自分の健康づくり
１　地域医療体制の整備
（１）町の診療所としての役割と機能の充実 市民福祉課 継続
（２）地域格差のない医療 市民福祉課 継続
２　乳児から高齢者までの健康づくりの推進
（１）健康づくりの推進 市民福祉課 継続
（２）検診の充実と検診率の向上 市民福祉課 継続
（３）結核予防対策 市民福祉課 継続
（４）未受診者対策 市民福祉課 継続
３　心の健康づくりの推進
（１）精神保健についての普及啓蒙 市民福祉課 継続
（２）生きがい対策 市民福祉課 継続
第２節　住民参加による福祉のまちづくり
１　やすらぎと長寿社会の形成
（１）ひとり暮らし及び老人夫婦世帯対策 市民福祉課 継続
（２）在宅福祉サービスの充実 市民福祉課 継続
（３）介護保険制度の運営 市民福祉課 継続
（４）高齢者の健康と生きがい対策 市民福祉課 継続
２　少子化時代における子育て支援社会の形成と児童の健全育成
（１）子育て相談体制の充実と情報提供 市民福祉課 継続
（２）遊び場の整備と地域一体となった支援 市民福祉課 継続
（３）少子化を踏まえての保育園整備の推進 市民福祉課 完了
３　障害者の自立と社会参加の推進
（１）啓発広報の推進 市民福祉課 継続
（２）教育・育成 市民福祉課 継続
（３）すべての人にとって優しい生活環境づくりの推進 市民福祉課 継続
（４）障害者の福祉、保健、医療の体制整備 市民福祉課 継続
４　母子父子家庭の自立と支援
（１）各種施策の活用推進 市民福祉課 継続
（２）相談援助活動の充実 市民福祉課 継続
（３）地域での見守りと支援体制づくり 市民福祉課 継続
（４）交流、仲間づくりの場の充実 市民福祉課 継続
５　福祉ボランティアの育成
（１）活動の推進 市民福祉課 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 1 4.17%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 23 95.83%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの

合　　　計 24 100.00%
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

第３章　豊かな自然環境を生かした住みよいまちづくり
第１節　地球にやさしい環境づくり
１　資源循環型社会の実現
（１）資源を大切にします 市民福祉課 継続
（２）エネルギーを大切にします 市民福祉課 継続
（３）水を大切にします 市民福祉課 継続
２　環境保全の積極的推進
（１）環境を守る心を大切にします 市民福祉課 継続
（２）一人ひとりが環境問題を考え、行動します 市民福祉課 継続
（３）自然豊かな平田町を汚さないようにします 市民福祉課 継続
（４）平田町の「みどり」「生き物」を大切にします 市民福祉課 継続
第２節　快適な生活環境づくり
１　自然環境の保全と創造、有効活用
（１）平田町らしいまちづくり 市民福祉課 継続
（２）交流促進対策 全町 継続
（３）住民主体の環境整備の促進 全町 継続 一部完了
（４）河川や水環境の向上 建設課 継続
（５）公園などの管理の充実 全町 継続
２　計画的な土地利用計画
（１）国土利用計画の策定 企画 完了
（２）開発計画に沿った土地利用の推進 企画 継続
（３）仁助新田開発と土地利用計画 地域振興課 継続
３　住環境の整備
（１）快適な定住環境整備 全町 継続
（２）平田町らしい特長づくりの推進 全町 継続
（３）意識高揚と住環境の保全、育成 全町 継続
（４）景観に配慮した案内板などの設置 全町 未着手
４　住宅対策
（１）宅地開発の推進 企画 継続
（２）住宅政策の推進 建設課 継続
５　地域防疫の確立と伝染病予防の推進
（１）活動の推進 市民福祉課 継続
６　水道の安定、安全供給
（１）安定供給の確保 水道分室 継続
（２）安全で良質な水の供給 水道分室 継続
（３）災害時対策の推進 水道分室 継続
（４）住民サービスの向上と経営の効率化 水道分室 継続
７　下水道の整備促進と適切な維持管理
（１）全町水洗化を目指す条件整備と水洗化の推進 建設課 継続 一部完了
（２）新規宅地開発地区の効率的下水対策の展開 建設課 継続
（３）経済的で地球にやさしい汚泥処理と活用方法の確立 建設課 継続
（４）関係施設の適切な維持管理 建設課 継続
第３節　快適な道路交通網の整備
１　広域交通網の整備促進
（１）国道３４５号の旧道整備 建設課 完了
（２）主要地方道酒田松山線の整備促進 建設課 継続
（３）一般県道の改良促進 建設課 継続
２　人と車に優しい道づくりの促進
（１）基幹的町道やその他の生活道路の整備 建設課 継続
（２）沿道に特色を持たせた整備の促進 建設課 継続
（３）除排雪体制の推進 建設課 継続
第４節　安全なまちづくりの推進
１　土砂崩壊対策、治水対策の推進
（１）自然災害の防止に対するハード事業の推進 建設課 継続
（２）自然災害の防止に対する町民意識の高揚 地域振興課 継続
２　防災体制の充実
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

（１）消防団の活性化、自主防災組織の強化 地域振興課 継続
（２）消防施設整備、多様な情報伝達手段の整備充実 地域振興課 継続
３　交通安全施設の整備と交通安全思想の普及徹底
（１）整備と活動の推進 地域振興課 継続
第５節　きめ細かい公共交通と情報化への対応
１　公共交通機関の充実と利用促進
（１）バス交通の利便性と利用促進 産業課 継続 一部完了
（２）広域公共交通の利便性の向上 全体 継続
２　情報化社会に対応した通信体系の確立
（１）情報化の推進 地域振興課 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 2 4.55%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 41 93.18%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの 1 2.27%

合　　　計 44 100.00%
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

第４章　自ら学び、心豊かに暮らせるまちづくり
第１節　生涯学習の推進と人づくり
１　自ら学び、自ら考え、実践する人づくり
（１）生涯学習推進本部会・審議会の機能化 教育振興室 継続
（２）行政内部、各種団体の情報交換 教育振興室 継続
（３）生涯学習施設整備と有効活用 教育振興室 完了
（４）住民の意識啓発 教育振興室 継続
第２節　家庭・学校・地域社会の連携
１　就学前教育の充実
（１）保育園との連携 教育振興室 継続
（２）学校、家庭、地域の連携 教育振興室 継続
２　健康で人間性豊かな児童生徒の育成
学校教育
（１）開かれた学校づくり 教育振興室 継続
（２）基礎基本の定着による健全な児童生徒の育成 教育振興室 継続
（３）社会変化に対応した学校配置 教育振興室 継続
（４）教育施設の整備と充実 教育振興室 継続 一部完了
（５）安全確保と教員の指導力の向上 教育振興室 継続
学校給食
（１）施設整備等の充実 教育振興室 継続
（２）栄養バランスの取れた給食 教育振興室 継続
（３）郷土愛の醸成 教育振興室 継続
３　社会教育の充実と地域活動の振興
（１）指導者育成と地域人材の活用 教育振興室 継続
（２）地域の特性を生かした分館活動 教育振興室 継続
（３）青少年事業の充実 教育振興室 継続
（４）学社連携による家庭教育の充実 教育振興室 継続
（５）タウンセンター(情報文化館）の充実した運営 教育振興室 継続 一部完了
（６）社会教育施設の整備 教育振興室 継続
４　生涯スポーツの振興
（１）生涯スポーツの推進 教育振興室 継続
（２）競技スポーツの充実 教育振興室 継続
（３）体育・スポーツ施設の整備と有効活用 教育振興室 継続
第３節　地域文化の振興
１　芸術文化活動の振興
（１）芸術文化に接する機会と場の拡大 教育振興室 継続
（２）芸術文化活動の促進と文化的背景の充実 教育振興室 継続
２　文化遺産の保存と活用
（１）歴史的文化遺産の保全と活用 教育振興室 継続
（２）民俗芸能などの継承 教育振興室 継続
３　郷土資料の記録保存
（１）通史編の編さんと発刊 地域振興課 継続
（２）年表の作成と発刊 地域振興課 継続
第４節　国際化の推進と男女共同参画社会の確立
１　国際化社会に向けての環境づくり
（１）国際交流活動の支援・推進 教育振興室 継続
（２）多様な外国文化の理解 教育振興室 継続
（３）国際結婚定住者の住みよい町づくり 地域振興課 継続
２　男女共同参画社会づくり
（１）男女の人権尊重と不平等社会の是正 教育振興室 継続
（２）共同参画など、労働環境の改善 教育振興室 継続
（３）働く女性の支援と家庭生活の充実 教育振興室 継続
３　後継者対策の推進
（１）地域を見つめ直す機会の提供 教育振興室 継続
（２）青少年が参加可能な事業の開催 教育振興室 継続
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

（３）青年参加の地域づくりの推進 教育振興室 継続
（４）後継者対策を協議する機会の拡充 地域振興課 完了

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 2 5.13%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 37 94.87%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの

合　　　計 39 100.00%
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（平成１7年度末時点）

備　考

平田町総合計画基本計画主要施策進捗状況一覧表

項　　　　　目 担当課
進捗
状況

第５章　心ひとつにして魅力ある地域づくりに励むまちづくり
第１節　町民自治の確立
１　主役町民のまちづくり
（１）主体的活動の支援 地域振興課 継続
（２）地域再生維持活動の支援 地域振興課 継続
（３）機能的ボランティア活動の支援 地域振興課 継続
第２節　魅力的な地域づくりの推進
１　地域特性を生かしたまちづくりの推進
（１）みんなで楽しめる地域づくり活動の推進 地域振興課 継続
（２）より魅力的な地域づくり活動の推進 地域振興課 継続
（３）地域づくり活動への支援 地域振興課 完了
第３節　効率的で開かれた行財政の確立
１　開かれた行政による町民サービスの推進
（１）新時代に向けた行政体系の確立 地域振興課 継続
（２）開かれた行政の推進 地域振興課 継続
２　効率的財政運営の確立
（１）財政基盤の確立 地域振興課 継続
（２）財政の健全化 地域振興課 継続
第４節　広域行政の推進
１　広域行政の推進
（１）庄内圏域の発展強化 地域振興課 継続
（２）庄内圏域の交流拡大 地域振興課 継続

進捗状況 件数 割合
　完了：完了、完成、終了したもの 1 8.33%
　着手：計画策定後着手したもの
　継続：策定以前から継続して実施しているもの 11 91.67%
　未着手：着手していないもの、及び中止したもの

合　　　計 12 100.00%
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