
民 生 病 院 常 任 委 員 会 
 

日 時 平成３０年４月１６日（月） 
午前９時３０分から 

場 所 現地及び委員会室 
 
 
＜市内視察＞ 
 ・堀岡コミュニティセンター 
・大江保育園 
 ・野手埋立処分所 
 
＜委員会＞ 
職員紹介 

市民生活部 
福祉保健部 
射水市民病院 

 
議  題 
 
１ 平成３０年度各部・課等の所管事項及び主要事業について 

市民生活部 
福祉保健部 
射水市民病院 

‥‥‥ 別冊 平成３０年度各部・課等別所管事項及び主要事業 
 
 ２ 報告事項 
（１）平成３０年度提案型市民協働事業について 

‥‥‥ 市民生活部 地域振興・文化課 資料１ 
（２）ねんりんピック富山２０１８射水市交流大会の開催について 

‥‥‥ 福祉保健部 社会福祉課 資料１ 
（３）子ども子育て総合支援センター芝生広場遊具の設置について 

‥‥‥ 福祉保健部 保健センター 資料１ 
 
 ３ その他 



【公募提案型市民協働事業】

（新規）：３事業　（補助率等）：対象事業費の3/4に相当する額（上限100万円）

事業名 団体名 事業費
補助金
要望額

事業概要

（２年目）：２事業　（補助率等）：対象事業費の2/3に相当する額（上限100万円）

事業名 団体名 事業費
補助金
要望額

事業概要

1
発達障害児に対するタブ
レット端末使用による学習
支援

ＮＰＯ法人
はぁとぴあ２１

359千円 269千円

放課後等デイサービスに通所している発達障害児を対
象に、知識やスキルの習熟度や学習速度が異なる児童
生徒一人ひとりに適した個別学習を行い、知識やスキ
ルが定着するよう、タブレット端末を使用した学習支援
事業を行う。

射水地区の発展に大きく貢献した南原繁や地元有力者
の功績を学び、地域づくりを担う人材の育成やふるさと
教育、射水の魅力発信につなげるため、市内各種団体
や教育機関と連携し、シンポジウムや学習会等の検証
活動を行う。

保育所は、人、物、場などの環境が相互に関連し合い、
子どもの生活が豊かなものとなるよう計画的に環境を構
成し、工夫して保育に取り組むことが求められている。
自然体験型保育を通して、子どもも大人も、感覚を磨き
ながら多様な経験を積み重ねていくことにより、探究心
や想像力、環境と関わる姿勢や態度を身に付ける機会
を提供する。

射水市における生活習慣病領域及び介護領域は年々
増加傾向にある。この改善のためには、行政として予防
の普及、啓発活動、実践支援、市民としては予防改善に
対する認識の向上と実践が重要であることから、市民の
健康づくり・介護予防に取り組む意識を高め、生活行動
能力の維持向上を図り、健康寿命の延伸に役立つプロ
グラムを提供する。

里山地域の多い射水市において、生物多様性・生態系
の理念を啓発し、希少動植物・地域在来動植物の保存
を図るとともに、里山の生物多様性の衰退を防ぎ、地域
の活性化を図るため、生物多様性保存型ビオトープを
活用した市民等への啓発活動を行う。

1,525千円 1,000千円

3
先人に学ぶ「ふるさと射水再
発見」事業

南原繁先生来県
百周年記念顕彰
会

1,211千円 908千円

2
射水丘陵における希少生物
（絶滅危惧種）・地域在来生
物の保存に関する事業

ＮＰＯ法人
自然環境ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ・射水市ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ
協会

1 森であそぼう！里山さんぽ
富山福祉短期大
学

614千円 409千円

平成３０年度提案型市民協働事業について

2
Fukutan Active Project
～イキイキ健康生活応援事
業～

富山福祉短期大
学

626千円 417千円

市民生活部 地域振興・文化課 資料１

民生病院常任委員会

平成３０年４月１６日



（３年目）：２事業　（補助率等）：対象事業費の1/2に相当する額（上限100万円）

事業名 団体名 事業費
補助金
要望額

事業概要

【地域提案型市民協働事業】

（新規）：２事業　（補助率等）：対象事業費の3/4に相当する額（上限20万円）

事業名 団体名 事業費
補助金
要望額

事業概要

（２年目）：１事業　（補助率等）：対象事業費の2/3に相当する額（上限20万円）

事業名 団体名 事業費
補助金
要望額

事業概要

映画やテレビのロケ地として脚光を浴び来街者が増え
ている新湊地域の追い風を生かすため、過去の記憶を
呼び覚まし、地域の歴史を未来につながる財産として継
承に努めることが重要と考える。このことから、大伴家持
以来多くの歌人に詠われ古くから観月の名所と言われ
てきた奈呉ノ浦を散策し、内川べりで「少しためらう十六
夜祭」として、観月と芸能・放生津ヒストリア絵巻の夕べ
を開催する。

保育園５歳児を対象に、当大学より臨床美術士を派遣
し、臨床美術のプログラムによるアート作品の制作活動
を行う。楽しみながら創造することで、脳のさまざまな部
分が活発に働き、子ども達の感性を刺激する。保育士に
対しても、臨床美術を通して子どもの個性を認め、意欲
を伸ばす関わり、視点を持ってもらうため、保育士向け
の説明会及び造形活動を行う。また、作品展を開催し
て、高齢者を招待し、一緒に共同制作を行うことで、子ど
も世代と高齢者の地域交流につなげる。

平成２９年度に「塚原地域歴史年表」を発行・配布した
が、更なる地域住民への歴史文化の啓発や地域活性
化を図るため、地域の特色ある歴史・文化・技術につい
て学び考える講演会の開催や、小学校と連携した地域
学習等を行う。

竹林地の荒廃が懸念されている中、遊歩道の設置をは
じめとした環境整備に地域全体で取り組み、竹林を活用
した地域住民交流の場づくりを行い、地域の活性化を推
進していく。
また、竹林管理の後継者育成にもつなげていく。

地域振興会設立１０周年の機会に、住民全体が地域の
歴史を知り、未来へ向けての活性化を図るとともに、住
民の絆を深め、高齢者への敬意と子ども達の笑顔あふ
れる地域づくりを推進するため、記念誌の発行をはじめ
とした様々な記念事業を行う。

1

2

十六夜祭と放生津ヒストリア
絵巻

心わくわく。
感性が目覚める臨床美術教
室

ＮＰＯ法人
水辺のまち新湊

富山福祉短期大
学

300千円 150千円

500千円 250千円

1

2

黒河地区竹林環境整備事
業

南太閤山地域振興会設立
１０周年記念事業

黒河地域振興会

南太閤山地域振
興会

600千円 200千円

720千円 200千円

塚原地域振興会 300千円 200千円1
ふるさとの歴史文化の再発
見事業



（３年目）：３事業　（補助率等）：対象事業費の1/2に相当する額（上限20万円）

事業名 団体名 事業費
補助金
要望額

事業概要

地域の将来を担う子どもたちの健全育成を図り、笑顔あ
ふれる活力ある地域づくりを推進していく。
①将来を担う子どもの心身の育成
②世代間交流の推進
③地域コミュニティの形成

世代間の融合を図り、緊密な人間関係を築くため、黒河
地区特産の「たけのこ」「竹林」をキーワードとした交流
事業を行う。
①黒河たけのこ祭り
　※4月22日（日）午前11時～
②竹林の調査・整備

平成２７年度までにハード整備した多目的広場を活用し
ソフト事業を実施
①三世代間の交流と健康意識の向上
②地域住民の癒しの広場・各種団体と共同イベント
③防災・避難の拠点
④新湊庄川線沿いの景観美化

大門地域振興会 400千円 200千円

2

3

青少年育成事業

たけのこふれあい事業

1
地域住民（三世代交流）で
作る活性化事業

400千円 200千円

461千円 200千円

片口地域振興会

黒河地域振興会



 

                        福祉保健部社会福祉課資料１ 

                          民生病院常任委員会 

                         平成３０年４月１６日 

 

ねんりんピック富山２０１８射水市交流大会の開催について 

 

１ 射水市交流大会の日程及び参加者数 

(１) 弓道（スポーツ交流大会） 

期 日 時 間 内 容 会 場 

11/3（土） 15:00～17:15 監督会議・開始式 小杉文化ホール 

11/4（日） 9:30～18:00 予選第１回戦・交歓試合 
大島弓道場 

ヨシダ大島体育館 11/5（月） 8:30～19:00 
予選第２回戦 

決勝トーナメント・表彰式 

（２）パークゴルフ（ふれあいスポーツ交流大会） 

期 日 時 間 内 容 会 場 

11/4（日） 9:30～15:45 公式練習・代表者会議 
下村パークゴルフ場 

11/5（月） 9:00～15:30 開始式・交流大会・表彰式 

（３）健康マージャン（文化交流大会） 

期 日 時 間 内 容 会 場 

11/4（日） 
9:30～10:20 開始式 

アルビス小杉総合 

体育センター 

10:30～16:00 団体戦1回戦～4回戦 

11/5（月） 

9:30～9:50 団体戦表彰式 

10:00～14:45 個人戦１回戦～第４回戦 

15:40～16:15 個人戦表彰式・終了式 

（４）参加者見込数                 （第２次来県調査結果Ｈ30,3現在） 

種目名 
県外参加者 県内参加者 合  計 

選手・監督 チーム 選手・監督 チーム 選手・監督 チーム 

弓 道 ４７７ ６７ ３２ ４ ５０９ ７１ 

パ ー ク ゴ ル フ １７２ ４３ ２４ ６ １９６ ４９ 

健康マージャン ２５４ ６４ ２４ ６ ２７８ ７０ 

合 計 ９０３ － ８０ － ９８３ － 

 

２ リハーサル大会の開催（既存大会に併せ開催） 

（１）弓道（既存大会：第６４回地域職域弓道大会） 

期日：平成２９年１１月２６日（日）会場：大島弓道場・ヨシダ大島体育館 

（２）健康マージャン（既存大会：第５回健康ビッグマージャン） 

期日：平成３０年４月１４日（土） 会場：アルビス小杉総合体育センター 

（３）パークゴルフ（既存大会：第２７回県民スポーツレクリエーション祭） 

期日：平成３０年６月１７日（日） 会場：下村パークゴルフ場 



 

３ 節目イベントの実施 

（１） 開催２００日前イベント 

  ・日時 平成３０年４月１７日(火)午前１０時～ 

  ・会場 市役所１階エントランスホール 

  ・内容 ①きときと夢体操ねんりんピックバージョンの披露 

      ②カウントダウンボードの除幕（市役所エントランスホールに設置する） 

      ③卓上のぼり旗の贈呈(市内施設、各課窓口に設置し周知する) 

（２） 開催１００日前イベント 

  ・日時 平成３０年７月２６日(木)（予定） 

  ・会場、内容は未定 

 

４ おもてなし事業の実施計画 

（１）歓迎装飾 

交流大会会場に歓迎看板の他、歓迎のぼり旗、花きプランター等で装飾を行う。 

（２）参加記念品の提供 

本市の魅力が感じられる参加記念品を提供する。 

（３）射水市の魅力発信 

種目別プログラムと射水市の観光や特産品等のパンフレット等を事前に郵送

する。また、ＩＤカードの提示により、本市文化施設等の入館料等の割引を行う 

さらに、本市の魅力を実感していただくよう体験型ミニ観光ツアーを企画する。 

（４）飲食のおもてなし 

大会参加者に対して、交流大会会場で射水市の食材を生かしたふるまい鍋と各

種ドリンクの無料配布を行う。 

（５）交流大会会場周辺の清掃活動 

大会参加者等が大会期間中に気持ちよくすごせるよう、交流大会開催前に、市

内及び交流大会会場周辺のクリーン作戦を実施する。 

（６）売店・便宜施設の設置 

大会参加者等の便宜を図るため、必要に応じて関係機関及び関係団体等の協力

を得て、交流大会会場に設置する。 

（７）接遇意識の高揚 

大会参加者等におもてなしの心で接遇ができるよう競技会運営従事者に業務

マニュアルや接遇のパンフレット等を作成・配付し、接遇意識の高揚に努める。 

 

５ 広報・啓発活動の実施 

（１） 大会ポスター、リーフレットの配布、掲示 

（２） 懸垂幕、横断幕、広告塔の作成、掲出 

（３） 各種イベント等におけるＰＲグッズの作成、配布 

（４） 市報、ホームページ、広報媒体を活用した広報啓発 



1 

 

子ども子育て総合支援センター芝生広場遊具の設置について 

 

１ 趣旨 

 本年１月に「児童福祉行政の充実」のため寄贈された寄付金を活用し、子ど

も子育て総合支援センターに整備した芝生広場に遊具を設置するもの。 

 

２ 選定遊具 

石川県白山市八田中町７１０－１ 

内田工業（株）金沢営業所   遊具名「スプラッシュパーク」 

 

３ 設置場所 

  子ども子育て総合支援センター 芝生広場中央部 

 

４ 選定方法 

日本公園施設業協会の会員である業者から提案された遊具について、外観、

安全性などの評価項目を設定・採点し、その合計点数の最も高い遊具を選定し

た。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

平成３０年４月  選定業者に見積依頼 

５月  発注 

７月  完成 

８月  芝生広場とともに共用開始 

福祉保健部 保健センター 資料１ 
民生病院常任委員会 
平成３０年４月１６日 



  

２
 



 

 

子ども子育て総合支援センター芝生広場遊具配置図（案） 

設置エリア

３
 


