
中原区 

中原区

地域の課題解決に向けた主要な取組

地域活性化に向けたコミュニティづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○小杉駅周辺の新
たな魅力づくり推
進事業 

●地域コミュニティ強化
のための推進体制の検討 

●武蔵小杉駅周辺地域連
携推進会議の開催 

●住民アンケート、居住
者インタビュー等の実施 

●武蔵小杉駅周辺地域に
おけるコミュニティの課
題の検討 

●「コミュニティフォー
ラム」の開催 
（H28.2 開催） 

●武蔵小杉駅周辺地域連
携推進会議の開催 

●中長期的に必要な取組
の方向性の検討 

●地域をつなぐリーディ
ングプロジェクトの検
討・試行実施 

●「コミュニティフォー
ラム」の開催 

●地域コミュニティ強化
に向けた取組の検討 

●リーディングプロジェ
クトの実施、検証 

事業推進 

○中原区広報・広聴
推進事業 

●なかはらメディアネッ
トワーク（ＮＭＮ）と連
携した地域情報発信の推
進 

●ＮＭＮと連携した情報
発信 

●情報発信交流会の開催 

●地域メディアとの連携
による情報発信の担い手
養成に向けた取組 

●区民アンケートの実施 ●区民アンケートの検証 

事業推進 

○商店街と連携し
た地域のまちづく
り推進事業 

●商店街と連携した各種
教室の開催 

（H27：8回） 

●商店街と連携した地域
交流イベントの実施 
（H28.3 開催） 

●商店街と連携した各種
教室の開催 

（8回） 

●商店街と連携した地域
交流イベントの実施 

事業推進 

○市民活動活性化
事業 

●なかはらっぱ祭りの開
催による地域活動団体間
の交流の促進 

●活動活性化のための支
援 

●なかはらっぱ祭りの開
催による地域活動団体間
の交流の促進 

●団体情報の発信など活
動活性化のための支援 

事業推進 

○学びの場を核と
した新たな地域コ
ミュニティ形成事
業 

●学びの場を核とした青
少年参加型地域コミュニ
ティ創造事業の実施 

●「新たなコミュニティ
形成」に係るシンポジウ
ムによる活動団体・サー
クルの連携強化 

●各施設イベント等と連
携し、タイムリーなテー
マ設定を行うことによる
新たなコミュニティ形成
の促進 

事業推進 

武蔵小杉駅周辺地域
のコミュニティの課題
や将来像を地域と共
有しながら、コミュニテ
ィの強化を図ります。 

地域メディア等と連携
しながら、区の魅力発
信等に取り組みます。 

商店街を地域の情報
交換や交流の場として
活用し、地域交流を促
進します。 

地域活動団体の交流
の促進及び活動の支
援により、地域の活性
化を推進します。 

学びの場を核とした新
たなコミュニティ形成を
促進します。 



中原区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

まちづくり推進実
践活動事業 

●地域課題の解決に向け
た実践活動を実施 

●市民活動団体の活動支
援を実施 

●地域課題の解決に向け
た実践活動を実施 

●市民活動団体の活動支
援を実施 

事業推進 

中原区イメージア
ップ推進事業

●地域の景観向上に向け
た取組を実施 

●ダンボールコンポスト
等環境に関する講座を開
催 

●地域の景観向上に向け
た取組を実施 

●ダンボールコンポスト
等環境に関する講座を開
催 

事業推進 

なかはらミュージ
カル実施事業 

●昭和の戦時中をテーマ
としたオリジナルミュー
ジカルを開催 

●多摩川や水に関するこ
とをテーマとしたオリジ
ナルミュージカルを開催 

●事業手法の検証 事業推進 

区民祭開催経費 ●実行委員会の開催
（H27：3回） 

●なかはら“ゆめ”区民
祭の開催 

（H27.10 開催） 

●実行委員会の開催 

（3～4回） 

●なかはら“ゆめ”区民
祭の開催 

（H28.10 開催予定） 

●実行委員会の開催 

（3～4回） 

●なかはら“ゆめ”区民
祭の開催 

（H29.10 開催予定） 

事業推進 

安全・安心なまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域防災力強化
事業 

●避難所の連絡・管理体
制の充実 

●武蔵小杉駅周辺地域エ
リア防災計画の策定 

●大規模共同住宅を含め
た自主防災組織の設立・
活動支援 

●避難所運営会議の自主
運営支援 

●エリア防災計画に基づ
く帰宅困難者対策の検
討、実施 
 ・駅や地域関係者が 
 連携した訓練の実施 

●大規模共同住宅を含め
た自主防災組織の設立・
活動支援 

事業推進 

○安全・安心まちづ
くり推進事業 

●地域防犯活動団体への
ベスト、誘導灯など防犯
資機材の貸与等 

●防犯・防火研修会の実
施（H27：4回） 

●安全・安心に係る情報
集約・配信手法の検討 

●地域防犯活動団体への
ベスト、誘導灯など防犯
資機材の貸与等

●防犯・防火研修会の実
施（5回程度） 

●安全・安心に係る情報
集約・配信手法の検討 

●安全・安心に係る情報
の配信 

事業推進 

「中原区まちづくり推
進委員会」を中心に、
魅力あるまちづくりや
市民活動の支援を推
進します。

自助・共助（互助）・公
助の考え方に基づき、
区民、企業、行政等が
連携した防災対策に
取り組みます。 

区民、地域団体、行政
等が連携して地域の
防犯力及び防犯意識
の向上を図ります。 

中原区の歴史や風土
を題材としたオリジナ
ルミュージカルを開催
し、新たな地域コミュニ
ティを形成し、地域活
性化を促進します。 

区民が主体となり、愛
着の持てる魅力あふ
れるまちづくりを推進
します。 

「心のふれあう ふるさ
と中原」をテーマに開
催し、区民のふれあい
の場となり、中原の文
化の発展と区民の連
携を図ります。 



中原区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○交通安全教室開
催事業

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の実
施（H27：3回） 

●幼児から高齢者まで幅
広い年齢層を対象とした
各種交通安全教室の実施 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の実
施（4回） 

●幼児から高齢者まで幅
広い年齢層を対象とした
各種交通安全教室の実施 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の実
施（5回） 

事業推進 

○放置自転車対策
事業 

●自転車利用者のモラル
やマナーの向上のため啓
発活動の実施 

●環境の変化に対応した
放置禁止区域の指定と、
看板等の掲示の実施 

●効率的な放置自転車等
の撤去の実施 

●自転車利用者のモラル
やマナーの向上のため啓
発活動の実施 

●環境の変化に対応した
放置禁止区域の指定と、
看板等の掲示の実施 

●各地区の現状を踏まえ
た効率的な放置自転車等
の撤去の実施 

事業推進 

中原区ガイドマッ
プ（安心マップ）作
成事業

●最新の情報を掲載した
ガイドマップの作成 

●転入者への窓口配布や
区内公共施設への配架 

●最新の情報を掲載した
ガイドマップの作成 

●転入者への窓口配布や
区内公共施設への配架 

事業推進 

案内サイン情報更
新事業

●周辺の事業進捗等に対
応した地図の更新等 

●周辺の事業進捗等に対
応した地図の更新等 

事業推進 

自転車と共生する
まちづくり事業

●駅周辺や商店街での自
転車利用マナーの啓発 

●区内の各種イベントで
の啓発活動を実施 

●駅周辺や商店街での自
転車利用マナーの啓発 

●区内の各種イベントで
の啓発活動を実施 

事業推進 

区の概要や避難所な
どを掲載したマップを
配布することにより、
安全・安心のまちづく
りを推進します。 

区民を対象にスケア
ードストレート方式に
よる交通安全教室を
開催し、安全な自転車
の乗り方等のルール・
マナーを習得してもら
うなど、交通事故防止
に取り組みます。

自転車利用者のモラ
ルやマナーの向上を
図るため啓発活動を
行うとともに、放置禁
止区域の指定や放置
自転車の撤去など、総
合的な放置自転車対
策を推進します。 

小杉駅周辺の再開発
事業等により、まちが
変化しても、来街者の
目的地への円滑な誘
導を図るため、案内サ
インの地図の更新等
に取り組みます。 

区民と協働で自転車
利用のマナーやモラ
ルの啓発を行うことに
より、安全・安心のま
ちづくりを推進します。 



中原区 

区民と協働したこども支援の推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○中原区子育て支
援推進事業 

●民生委員児童委員など
により実施される子育て
サロンの運営支援 

●地域のボランティアに
より実施される子育てふ
れあい広場（自主サロン）
の運営支援及び拡充に向
けた取組の推進 

●民生委員児童委員など
により実施される子育て
サロンの運営支援 

●地域のボランティアに
より実施される子育てふ
れあい広場（自主サロン）
の運営支援及び拡充に向
けた取組の推進 

事業推進 

○子育て情報発信
事業 

●ホームページや、フェ
イスブックなどのソーシ
ャルネットワーキングサ
ービス（ＳＮＳ）による
広報 

●大型商業施設での広報
物配置 

●ホームページ・ＳＮＳ
に加え、スマートフォン
などの子育て支援アプリ
による電子媒体広報の充
実 

●大型商業施設での広報
物配置の充実 

●ホームページ・ＳＮＳ
及び子育て支援アプリに
よる広報の充実 

事業推進 

○公的児童施設有
効活用事業 

●公営保育所で地域子育
て支援事業の実施 

●公営保育所で地域子育
て支援事業の実施 

●こども文化センターに
おける親子連続講座など
の地域子育て支援事業の
実施 

事業推進 

○子育て支援者養
成事業 

●子育て支援に関心のあ
る人を対象とした子育て
支援者養成講座の開催 

●養成講座終了後のフォ
ローアップ講座の実施 

●子育て支援に関心のあ
る人を対象とした子育て
支援者養成講座の開催 

●養成講座終了後のフォ
ローアップ講座の実施 

●多種多様な分野で活動
しているボランティア団
体との交流と連携 

事業推進 

○乳幼児ふれあい
事業 

●健診の待ち時間を活用
した子育て情報の提供 

●子育てアドバイザーに
よる支援 

●健診の待ち時間を活用
した子育て情報（地域の
子育てサロンなど）の提
供 

●子育てアドバイザーに
よる支援 

事業推進 

働いている妊婦支
援事業

●かわさき助産師ネット
ワークの助産師による健
康講話の実施 

●主任児童委員による地
域子育てサロンの紹介お
よび地域情報の提供 

●保育施設紹介および保
育園を利用した子育て情
報の提供 

●かわさき助産師ネット
ワークの助産師による健
康講話の実施 

●主任児童委員による地
域子育てサロンの紹介お
よび地域情報の提供 

●保育園を利用した子育
て情報の提供 

事業推進 

多胎児育児支援事
業

●地域ボランティアグル
ープと協同で交流会を開
催 

●ツインキッズ（多胎児
を持つ母子の集い）の開
催 

●育児情報誌「ピーナッ
ツ通信」の発行 

●育児支援ボランティア
グループの定例会の開催 

●育児ボランティアグル
ープと協同で交流会を開
催 

●ツインキッズ（多胎児
を持つ母子の集い）の開
催 

●育児情報誌「ピーナッ
ツ通信」の発行 

●育児支援ボランティア
グループの定例会の開催 

事業推進 

初めての出産を迎え
るワーキングマザーと
そのパートナーを対象
に、仕事と健全な妊娠
出産子育ての両立に
向けた講話や育児体
験を実施します。 

多胎児を養育する家
庭を対象に地域と連
携した切れ目のない
多胎児育児支援を推
進します。 

親子の孤立を防ぎ、子
育て中の不安を軽減
するために、地域の特
性を活かした子育てサ
ロンの運営を支援しま
す。 

子育て世代へ向けて、
新たな情報ツールを
活用した情報発信を
行います。 

ハイハイ広場、体験保
育、親子連続講座など
地域子育て支援事業
を実施します。 

子育て支援の場を支
える新たなボランティ
アを養成し、地域全体
で子育てを応援してい
く体制づくりを行いま
す。

乳幼児健診に来所し
た親子を対象に、子育
てアドバイザーとして
看護職や保育士を配
置し、子育ての情報提
供や助言を行います。 



中原区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

中原区子育てネッ
トワーク事業

●ネットワーク会議の開
催 

●情報誌の発行、子ども
未来フェスタの開催な
ど、総合的な子育て支援
の展開 

●ネットワーク会議の開
催 

●情報誌の発行、子ども
未来フェスタの開催な
ど、総合的な子育て支援
の展開 

事業推進 

中原区子ども支援
ネットワーク事業

●ネットワーク会議の開
催 

●「あり方・生き方プロ
ジェクト」、「こども文化
センターモデル事業」な
ど、総合的な子ども支援
の展開 

●ネットワーク会議の開
催 

●就学後の子どもを対象
とした総合的な子育て支
援の展開 

事業推進 

中原区子どもの発
達支援事業

●発達支援検討会・研修
会の開催 

●保護者セミナー、保護
者ミーティング、子育てセ
ミナーの開催

●発達支援検討会・研修
会の開催 

●保護者セミナー、保護
者ミーティング、子育てセ
ミナーの開催

事業推進 

幼稚園・保育園・小
学校連携事業

●園長・校長、実務担当
者等との連絡会の開催 

●小学校の授業参観、幼
稚園・保育園での実習・
研修の実施 

●園長・校長、実務担当
者等との連絡会の開催 

●小学校の授業参観、幼
稚園・保育園での実習・
研修の実施 

事業推進 

中原区保育所等人
材育成・連携事業

●人材育成研修の開催 

●公・民保育所の園長、
専門職との連絡会議の開
催 

●人材育成研修の開催 

●公・民保育所の園長、
専門職との連絡会議の開
催 

事業推進 

未就学児を対象とする
子育て支援関係団体・
個人と連携し、子育て
支援を行う上での共通
的な課題に対する対
応策を展開します。 

就学後の子どもを対
象とする子ども支援関
係団体・個人と連携
し、子ども支援を行う
上での共通的な課題
に対する対応策を展
開します。 

発達に課題のある子
どもやその保護者の
実情を共有し、課題解
決に向けた取組を推
進します。 

幼稚園・保育園・小学
校の教職員が連携を
図り、就学前後の移行
期を円滑につなげ、子
どもの育ちを保障して
いきます。 

公民保育所間の連携
の強化、人材育成研
修の充実等を通じて、
保育園における保育
の質の維持・向上を促
します。



中原区 

人と人との出会いを橋わたしする地域福祉の活性化 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○「橋わたし」によ
る地域福祉の活性
化事業 

●健康づくり・介護予防
グループ等の活動支援 

●地域福祉情報の提供 

●健康づくり・介護予防
グループ等の活動支援 

●5エリア（地区町内会）
の実情に合わせた地域福
祉情報の提供 

●地域交流のきっかけづ
くりをテーマに、ワーク
ショップの開催 

（2回） 

●障害のある人が暮らし
やすい地域づくりに向け
た地域自立支援協議会の
開催 

●5エリア（地区町内会）
の実情に合わせた地域福
祉情報の充実 

事業推進 

○高齢者地域包括
ケア事業 

●高齢者が地域で安心
して暮らせるように、地
域ケア連絡会議を通じ
た地域支援ネットワー
クの構築、地域包括ケア
連絡会議の運営支援 

●地域包括ケア連絡会
議、民生委員等との連携
による高齢者見守りネ
ットワークの啓発 

●介護予防・健康づくり
のためのリーフレット
の作成、関係団体等を通
じた配布 

●高齢者が地域で安心し
て暮らせるように、地域
ケア連絡会議を通じた地
域支援ネットワークの構
築、地域包括ケア連絡会
議の運営支援 

●地域包括ケア連絡会
議、民生委員等との連携
による高齢者見守りネッ
トワークの啓発、取組の
推進 

●介護予防・健康づくり
のためのリーフレットの
作成、関係団体を通じた
配布 

●介護予防・健康づくり
のためのリーフレットの
改定・増刷、関係団体を
通じた配布 

事業推進 

○なかはら福祉健
康まつり実施事業 

●なかはら福祉健康ま
つりの開催 

（H27.11 開催） 

●参加団体同士の交流
促進 

●なかはら福祉健康まつ
りの開催 

（H28.11 開催予定） 

●参加団体同士の交流促
進 

事業推進 

スポーツ・文化資源・みどりなどの地域資源を活用したまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○スポーツを通し

た地域活性化推進

事業

●かわさきスポーツパー
トナーとの連携による事
業の実施（親子サッカー
教室、バレーボール教室、
バスケットボール教室、
アメフット・フラッグフ
ット普及啓発） 
（各 1回） 

●総合型地域スポーツク
ラブの活動支援 

●かわさきスポーツパー
トナーとの連携による事
業の実施（親子サッカー
教室、バレーボール教室、
バスケットボール教室、
アメフット・フラッグフ
ット普及啓発） 
（各 1回） 

●総合型地域スポーツク
ラブの活動支援 

事業推進 

かわさきスポーツパー
トナーとの連携による
事業等により、交流機
会を創出し、地域の活
性化を図ります。

地域福祉の情報発信
や普及啓発を通して、
子ども、高齢者、障害
者が安心して地域で
暮らし続けられるよう
取組を進めます。 

保健・医療・介護・福
祉等さまざまな社会資
源が有機的に連携で
きるよう環境整備を図
るとともに「地域包括
支援ネットワーク」の
構築を推進します。 

福祉・健康に関する各
種団体間の交流を図
り、地域福祉のネット
ワークの拡大をめざし
ます。 



中原区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○In Unity 開催事
業

●音楽ライブ「Ｉｎ Ｕｎ
ｉｔｙ」の開催 

（H28.1 開催） 

●「Ｉｎ Ｕｎｉｔｙ」の
ＰＲイベントの実施 

（H27：10回） 
 ・こすぎコアパーク 
 ライブの開催 

●音楽ライブ「Ｉｎ Ｕｎ
ｉｔｙ」の開催 

●「Ｉｎ Ｕｎｉｔｙ」の
ＰＲイベントの実施 

（4回以上） 

事業推進 

○中原区青少年吹
奏楽コンサート事
業 

●中高生の運営参加によ
る青少年吹奏楽コンサー
トの開催 

（H27.11 開催） 

●中高生の運営参加によ
る青少年吹奏楽コンサー
トの開催 

事業推進 

○区民の手で花い
っぱい中原事業 

●市民ボランティアとの
協働による植栽管理や区
民花植体験等を実施 

（H27：8か所） 

●市民ボランティアとの
協働による植栽管理や区
民花植体験等を実施 

（8か所程度） 

事業推進 

環境まちづくり支
援事業

●企業・市民活動団体等
の協力による子ども環境
授業等の実施 

●環境配慮技術の紹介等
による環境活動の啓発 

●企業・市民活動団体等
の協力による子ども環境
授業等の実施 

●環境配慮技術の紹介等
による環境活動の啓発 

事業推進 

中原区民総ぐるみ
スポーツ大会開催
事業

●中原区民総ぐるみスポ
ーツ大会の開催 

（H27.10 開催） 

●中原区民総ぐるみスポ
ーツ大会の開催 

（H28.10 開催予定） 

事業推進 

中原区体育及びス
ポーツ振興事業

●スポーツ大会等への区
長杯の贈呈 

●スポーツ大会等への区
長杯の贈呈 

事業推進 

中原区民多摩川ロ
ードレース「マイペ
ース大会」開催事業

● 中原区民多摩川ロー
ドレース「マイペース大
会」の開催 

（H27.12 開催） 

● 中原区民多摩川ロー
ドレース「マイペース大
会」の開催 

（H28.12 開催予定）

事業推進 

区民との協働により、
地球温暖化防止活動
の普及・啓発を図りま
す。 

区民との協働によりス
ポーツ大会を開催し、
健康で明るく住みよい
まちづくりを進めます。 

広く区民が参加でき、
体育・スポーツを通じ
た健康で明るく住みよ
いまちづくりの推進を
目的とするスポーツ大
会等に区長杯を贈呈
し、区民の健康増進及
びスポーツの振興・発
展を推進します。 

区民との協働により自
然豊かな多摩川でマ
ラソン大会を開催し、
区民の交流と健康増
進を図ります。 

区内で活動するアマチ
ュアミュージシャンなど
による音楽ライブを通
して、音楽をきっかけ
とした地域間・世代間
の交流を推進します。 

花や緑を活用して地
域の魅力や景観の向
上を図り、区民が住み
続けたいと思うまちづ
くりを推進します。 

音楽を通じた青少年
の育成、地域間・世代
間の交流を推進しま
す。 



中原区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

中原区役所コンサ
ート開催事業

●「中原区役所コンサー
ト」の開催 

（H27：6回） 

 ●「中原区役所コンサー
ト」の開催 

（6回開催予定） 

事業推進 

区役所庁舎内飾花
事業

●区役所ロビーに生け花
を展示 

●区役所ロビーに生け花
を展示 

事業推進 

歴史と緑を活用し
たまちの魅力発信
事業

●歴史ボランティアと連
携した講座を開催 

●歴史ボランティアと連
携した講座を開催 

事業推進 

区役所サービスの環境改善 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○区役所窓口混雑
緩和・サービス改善
事業 

●窓口混雑期における待
ち時間の短縮に向けた業
務改善（転入受理方法の
改善等）の実施 

●Wi-Fi 利用環境の改善
と周知の拡充 

●来庁者の安全確保のた
めの駐輪場整理員を配置 

●窓口混雑期における待
ち時間の短縮に向けた業
務改善の継続 

●Wi-Fi の利用促進 

●来庁者の安全確保のた
めの駐輪場整理員の配置
を継続 
●人口増加に伴うサービ
ス需要の増加や庁舎の老
朽化等への対応方針の検
討 

●人口増加に伴うサービ
ス需要の増加や庁舎の老
朽化等への方向性のとり
まとめ 

事業推進 

○区役所サービス
向上事業 

●職員研修やサービス向
上委員会の開催など、窓
口環境の改善、窓口サー
ビスの向上に向けた取組
の推進 

●職員研修やサービス向
上委員会の開催など、窓
口環境の改善、窓口サー
ビスの向上に向けた取組
の推進 

事業推進 

区役所などの公共施
設で本格的な音楽を
気軽に楽しめる機会を
提供し、音楽のまちづ
くりを推進します。

市民活動団体との協
働により区役所内に
生け花を展示し、潤い
や安らぎを感じられる
環境を提供します。 

地域の歴史や文化な
どを学ぶ機会を創出
し、地域への郷土意識
を醸成します。 

窓口混雑期における
待ち時間の短縮に向
けた業務改善と、庁舎
の環境改善による待
合環境の快適化を進
めます。 

「区役所サービス向上
指針」に基づき、より
質の高いサービス提
供に向けて窓口環境
の改善等を進めます。



中原区 

地域課題対応その他事業 

区の新たな課題即応事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

中原区市民提案型
事業

●市民提案型事業の実施 

（H27：4事業） 

●市民提案型事業の実施 事業推進 

地域課題対応事業
一般経費

●地域課題対応事業の推
進に必要な経費支出の実
施 

●地域課題対応事業の推
進に必要な経費支出の実
施 

事業推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区の新たな課題即
応事業

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

事業推進 

市民活動団体等から
事業提案を募集し、協
働型事業のルールに
基づき、協働による地
域課題の解決に向け
た取組を実施します。 

地域課題対応事業の
実施に必要な経費の
支出を行い、事業の円
滑な推進を図ります。 

新たに生じた課題に
適切かつ速やかに対
応し、解決に向けた取
組を推進します。 


