
平成２４年度 宮前区地域課題対応事業 

◎：新規事業 ○：拡充事業 

１ 安全・安心まちづくり事業 

8,908 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

安全安心まちづくり推進事業

827

「自分たちの街は自分たちで守る」という考え

方を基本に、「防犯」「交通安全」「防災」の各

分野のおいて自助、公助活動をサポートし、安

全安心なまちづくりへ向けた区民活動を推進す

る。また、高津区などと情報交換し、区境・市

境における地域防犯パトロールなどを支援する。
危機管理担当

(2)

子ども安全・安心見守り事業

(区民会議課題) 

664

登下校時に子どもを犯罪から守り、地域の安全

を確保するために、宮前区子ども安全安心協議

会の運営のほか、地域安全マップづくりの支援

や情報共有を図るための通信を発行する。 
こども支援室

(3)

防災意識普及啓発事業

(区民会議課題）
2,205

大規模災害に備え区民の防災意識の向上を図る

ために、防災フェアの開催、防災ニュースの発

行を行うほか、防災推進員養成研修及び防災推

進員フォロー研修を開催する。 
危機管理担当

(4)

◎地域連携による総合防災訓練実

施事業（局区連携事業）
3,212

３．１１の大震災を教訓とした行政と地域が一

体となった防災訓練を実施する。 

危機管理担当

(5)

◎地域交通環境整備事業（局区連

携事業）

2,000

行政拠点と商業拠点が分散していて一体感がな

い、山坂が多く移動の負担が大きい、公共交通

網が区内の一点に集まっていないという宮前区

の地域課題の解決に向けて、関係局と連携して

交通網の整備に向けた検討を行う。 
企画課



２ 地域福祉・健康づくり事業 

2,334 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

健康づくり支援事業

（区民会議課題）

792

区民が健康で生き生きと生活していくため、身

近な健康づくりや取り組みやすい情報を提供す

る健康づくり情報紙を発行する。 地域保健福祉課

(2)

地域が主体となった高齢者の見守

り促進事業(区民会議課題、局区連

携事業）
1,144

高齢者の孤立化を防ぎ、地域で安心して暮らし

ていくために、区内の公営住宅において、住民

同士の顔の見える関係づくりを進め、地域主体

の見守り活動や居場所づくりにつなげるための

取組を行う。 
地域保健福祉課

(3)

◎こどもの虫歯予防支援事業

398

乳幼児の虫歯予防について正しい知識を獲得す

ることで定期健診やフッ素塗布を促すため、子

育て世代にわかりやすい虫歯予防のポイントや

食事と歯の関連等を入れた小冊子を発行する。
地域保健福祉課



３ 総合的なこども支援事業 

6,244 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

子育て情報発信事業

（区民会議課題）

1,487

子育て情報紙の発行やホームページの更新、乳

幼児のいる転入世帯等に対する子育て支援に関

わる情報を一体的に提供する。 
こども支援室

(2)

○宮前区子育て支援事業

（区民会議課題）
812

親の子育て力を養成し、仲間づくりや子育てグ

ループの人材育成を図るため、子育てに関する

知識と技術を持つ公立保育園の人材を活用し、

セミナーを開催する。 こども支援室

(3)

子ども支援ネットワーク事業

（区民会議課題）

306

子どもに係る関係機関・団体等とのネットワー

ク強化を図るため、関係機関・団体等との会議

を開催するほか、事例検討会、虐待予防のため

の講演会を開催する。 こども支援室

(4)

子ども包括支援事業

3,511

野川・有馬地区の子ども・子育て拠点「こども

サポート南野川」で、いじめや不登校の子ども

の居場所づくり、子育てサロンや子育て相談、

フリースペースの開催などを行う。 こども支援室

(5)

◎子育て支援食育推進事業

128

区内の栄養士による地域子育て支援食育講座を

開催し、子育て世代の保護者に食事に関する正

しい情報を提供することで子育ての不安や悩み

を解消する。 こども支援室



４ 環境まちづくり事業 

2,276 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

花と緑のあふれる住みよいまちづ

くり事業 

980

区内の緑化を促進するため、地域緑化推進地区

や緑化活動団体に花苗などを提供するととも

に、緑化推進団体間のネットワークを構築する

ための勉強会を開催する。 地域振興課

(2)

eco ゴコロプロジェクト推進事業

855

環境に配慮した暮らし方「エコ暮らし」につい

て、区民による環境配慮行動や設備の導入に向

けた実践行動を促す。 
企画課

(3)

公園の魅力アピール事業 

（区民会議課題） 

441

公園の利用促進と地域コミュニティの活性化の

ため、地域の申請に応じて公園に掲示板を設置

し、公園で活動している団体の情報や公園で行

われるイベント等の情報発信をする。 企画課



５ 地域資源活用事業 

9,617 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

みやまえロビーコンサート開催事

業 
1,696

区民に親しまれる区役所をめざして、区役所２

階ロビーまたは区内の行政施設で月１回、質の

高い様々なジャンルの音楽を提供するコンサー

トを行う。 地域振興課

(2)

みやまえ太鼓ミーティング開催事

業 
1,932

地域の文化・伝統を再認識し、個性豊かで魅力

ある文化の創造をめざして、区内に数多く残る

民俗芸能や和太鼓の演奏を行う。 地域振興課

(3)

しあわせを呼ぶコンサート開催事

業 

2,650

音楽を通じ、障害者と健常者の相互理解と交流

を深めながら区民の心のバリアフリーをめざす

とともに、障害者の社会参加と自立を促すため、

コンサートを実施する。 地域振興課

(4)

宮前区民祭記念イベント実施事業

315

平成２４年度に区制30周年を迎えることから、

区民祭において地域の魅力発信及び集客向上の

ためのイベントを企画・実施する。 地域振興課

(5)

○地域の魅力発信事業 

709

地元に対する愛着の醸成や来訪者の増加を図り

地域の活性化を図るため、地域を巡るウォーキ

ングイベントの実施やマップの作成により、地

域の魅力発信を行う。 地域振興課

(6)

みやまえ映像コンクール支援事業

805

中学生が地域を知り、親しむ機会を確保しつつ、

「映像のまち かわさき」を推進するため、市

民活動団体が中学生を対象に実施している映像

コンクールを支援する。また、シニア向け講座

を開催する。 地域振興課

(7)

友好都市交流事業 

505

宮前区観光協会と協働し、友好都市長野県佐久

市との物産・観光交流や市民間交流などの交流

事業を行う。 

         地域振興課

(8)

◎宮前区誕生３０周年記念音楽推

進事業 

1,005

７月１日の創立記念式典＆コンサートを市消防

音楽隊が、続く７月１５日には宮前フィルハー

モニー交響楽団による子どものための無料コン

サート「音楽のおもちゃ箱」を開催する。          地域振興課



６ 地域コミュニティ活性化推進事業 

33,537 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

まちづくり推進事業 

3,835

魅力あるまちづくりを推進するため、中間支援

機能を有するまちづくり協議会と協働し、地域

の市民活動団体への支援等に取り組む。 地域振興課

(2)

まちづくり支援事業 

2,789

中間支援機能を持つまちづくり協議会の効率的

かつ効果的な運営と区民のまちづくり活動に対

する支援を行う。 地域振興課

(3)

みやまえスポーツふぇすてぃば

る開催事業 
1,872

スポーツを通じた区民同士の交流と健康増進を

図るために、各種スポーツ事業を実施するとと

もに、地域スポーツの活性化を図る。 地域振興課

(4)

○地域情報発信事業 

(区民会議課題） 

3,492

世代間・地域間交流の活性化のために、地域の

スポーツや祭りなどの情報をイベントカレンダ

ーや地域ポータルサイトで広く発信するほか、

町内会・自治会への回覧物を毎月 1回一括して

送付することで、地域情報の発信を効果的・効

率的に行う。 企画課

(5)

宮前ガイドマップ作成事業 

900

転入者を主な配布対象とし、地域を知って愛着

を持ってもらえるよう宮前区と区内主要施設を

紹介するガイドマップを修正し発行する（毎年

度増刷・情報更新）。 地域振興課

(6)

○宮前区ガイドブック改訂事業

3,234

宮前区の魅力を深く知り、宮前区のイメージア

ップを図るため、「宮前区ガイドブック」の改

訂版を発行する。 地域振興課

(7)

シニアライフ支援事業 

(区民会議課題） 
144

シニア世代の人生設計や生きがいづくりをサポ

ートするとともに、その活力を地域で活かすた

めに、相談窓口を開設する。 企画課

(8)

多様な主体の社会参加促進事業

470

遊びを通じて世代間の交流と多様な市民の交流

を図るために、「夏休みこども遊びランド」を

実施する。 
生涯学習支援課

(9)

地域活動の促進に向けた人材育

成及び推進体制の整備事業
403

地域人材の育成と活用を進めるため、区役所各

課が連携したモデル事業や地域人材育成指針の

策定を行う。 生涯学習支援課



事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(10)

市民活動支援拠点のネットワー

ク事業 508

市民活動の活性化を図るため、区民活動支援拠

点施設を充実させ地域コミュニティの醸成につ

なげる。また、市民活動団体の活性化を目的と

した冊子等を発行する。 地域振興課

(11)

みやまえカルタ制作事業 

（区民会議課題） 
1,734

地域への愛着を育み、地域コミュニティの活性

化を図るため、地域の「資源」や「宝」を題材

にしたカルタを地域が主体となって制作する。企画課

(12)

冒険あそび場活動支援事業 

（区民会議課題、局区連携事業）
1,082

公園などを活用し、地域が主体となって行う「冒

険あそび場」を支援することで、地域コミュニ

ティの活性化と次世代育成の場づくりを進め

る。 こども支援室

(13)

◎宮前区誕生30周年まつり開催

事業 

3,000

宮前区誕生 30 周年記念式典にあわせ、地域コ

ミュニティの創造や育成のきっかけとするため

体験型企画及び出店を中心とした、市民活動団

体によるふれあいを重視した催しを実施する。
地域振興課

(14)

◎宮前区誕生 30 周年記念事業 

2,906

区誕生 30 周年を契機として区民の連帯意識を

より高めるため、記念式典や記念イベントを実

施する。 
地域振興課

(15)

◎坂道を活かした活力づくり事

業 

(区民会議課題） 973

マイナスイメージのある坂道を活用し、健康づ

くりやコミュニティづくりにつながる「坂道ウ

ォーキングマップ」の作成し、地域への愛着、

参加促進を促す。 企画課

(16)

◎魅力あるスポーツ推進事業 

（局区連携事業） 

2,195

スポーツ施設の少ない宮前区で新たな施設整備

の準備及び既存施設を活用した事業を実施し、

より多くの区民がスポーツに親しめる環境をつ

くる。 
地域振興課

(17)

◎区制３０周年・アルテリッカ

演奏会開催事業 

（局区連携事業） 4,000

「音楽のまち・かわさき」推進の一環として、

幅広く区民に様々なジャンルの上質な音楽に親

しむ機会を提供するため、東京交響楽団による

公演を行う。 地域振興課



７ 区役所サービス向上事業 

1,707 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)
宮前区役所ＢＧＭ配信事業 

42
庁舎の雰囲気を明るくし、来庁者に親しまれる

区役所をめざし、庁舎内にＢＧＭを流す。 総務課

(2)

バリアフリー推進事業 

1,575

来庁者が安心して利用できる庁舎整備の一環と

して、市民広場南側の階段部分をノンスリップ

化するとともに、階段であることが明確に分か

るような塗装を行う。 総務課

(3)
窓口サービス向上事業 

90 区民課の待合スペースの環境整備を行う。 
区民課

８ その他 

4,010 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1) 運営管理費 793 地域対応事業の事務経費等 

(2) 緊急対応費 2,217 緊急的な事業に対応するための経費 

(3)

○地域の課題解決を図る事業提案

制度事業 

1,000

地域の課題を地域自ら解決していくことを目指

し、区民会議から提案された課題の解決等に取

り組む団体等を広く募集し、委託、事業補助な

どの手法で事業を実施する。 
企画課


