
平成３１年度 宮前区地域課題対応事業            ６５，９５1千円 

地域資源活用事業費 

9,884 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

みやまえ太鼓ミーティング開催事

業 

地域振興課

1,877

区内の和太鼓団体による演奏のほか、地域に伝わ

る民俗芸能の舞台を取り入れた「響け！みやまえ

太鼓ミーティング」を開催し、文化・伝統の再認

識と、保存・継承に向けた担い手の発掘と育成に

つなげる。 

(2)

地域の魅力発信事業 

地域振興課

828

歴史的遺産や農などの地域資源を活用し、地域を

巡るウォーキングイベントの実施や、宮前区農産

物直売所ガイド＆マップ等の配布等による情報

発信を行い、多様な人材の参画による地域づくり

を促す。 

(3)

宮前区スポーツ推進事業 

地域振興課

2,394

地域のスポーツ資源を有効活用し、事業を実施す

ることで、子どもから高齢者がスポーツに親しむ

機会を提供する。 

(4)

地域情報発信事業 

企画課

2,990

地域の魅力を盛り込んだガイドブックや転入者

向け冊子による情報発信を行うことにより、地域

活動への参加を促進し、地域コミュニティの活性

化を図る。また、町内会・自治会への回覧物を一

括して送付する。 

(5)

みやまえカルタ活用事業 

地域振興課

37

歴史や文化、自然等の地域資源をとりあげた、「み

やまえカルタ」の活用を通して、世代間・地域間

等の交流促進を図り、地域コミュニティの活性化

につなげる。 

(6)

宮前区ふるさと意識高揚アーカイ

ブ事業 

企画課

150

宮前区の歴史や昔の景観を世代間で共有し、区民

のふるさと意識の向上を図るため、区ホームペー

ジの運営やパネル展を実施する。 

(7)

宮前区総合情報発信事業 

企画課

1,608

区内の様々な魅力・情報を発信するためのテレビ

番組を作成・放送し、インターネットでも動画配

信を行うことで、映像を通じて、身近でより伝わ

る広報を行い、区民の地域への愛着を育む。 



地域コミュニティ活性化事業費

13,528 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 

地域振興課

1,631

区内の緑化を促進するため、緑化活動団体への

花苗の提供や、公園等の自主管理組織への支援

を行う。 

(2)

まちづくり推進事業 

地域振興課

4,054

宮前区まちづくり協議会を通じて、市民活動団

体を支援するとともに、団体間の交流や連携を

促進し、地域の活性化を図ることで、区民主体

のまちづくりを推進する。 

(3)

まちづくり支援事業 

地域振興課

3,104

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。 

(4)

みやまえスポーツふぇすてぃばる

開催事業 

 地域振興課

1,979

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。 

(5)

多様な主体が参画する子どもあそ

びランド事業 

生涯学習支援課

595

遊びを通じて子どもと中高生・シニアなど世代

間や多様な市民の交流を図るため、「夏休み子ど

もあそびランド」を実施する。 

(6)

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 

生涯学習支援課

143

地域人材の育成と活用を進めるため、地域人材

育成指針に基づき、区役所各課が連携したモデ

ル事業を行う。 

(7)

市民活動支援拠点のネットワーク

事業 

地域振興課

451

市民活動の活性化を図るため、市民活動拠点の

運営支援や情報発信を推進し、地域コミュニテ

ィの醸成につなげる。 

(8)

みんなの道路公園事業 

道路公園センター整備課

1,045

公園緑地愛護会等の設立支援・活性化に向けた

区民との協働清掃や樹名板の取り付け、園名板

の更新により、公園緑地等への愛着とイメージ

アップを推進する。 

(9)

町内会・自治会加入促進事業 

地域振興課

281

町内会・自治会ガイドブックの配布等を通じて、

地域コミュニティの形成に重要な役割を果たし

ている町内会・自治会の広報活動・加入促進を

支援する。 

(10)
区民祭開催経費 

総務課

245 区民祭実行委員会に対する補助金 



地域の輪・健康づくり事業費 

6,585 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

地域支援課

131

地域活動グループとの協働や関係部署との連携

により、若年層に向けた健康情報の普及啓発を

行う。 

(2)

地域包括ケアシステム推進事業 

地域ケア推進課

3,173

地域包括ケアシステムの構築に向けて、多様な主

体と連携した「宮前区民シンポジウム」を開催し、

ワークショップを通じた「地域の輪づくり・健康

づくり」を推進する。 

(3)

しあわせを呼ぶコンサート開催

事業 

地域振興課

3,281

障害者が出演するコンサートを開催し、交流と

相互理解を深め、心のバリアフリーや障害者の

自立支援・社会参画の拡大を目指す。今年度は

第２０回の記念公演を開催する。 

(4)

地域支援整備事業 

地域支援課

0

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため

に、行政だけでなく、地域住民もそれぞれの役

割を意識し、具体的な行動が行えるよう、地域

支援体制の基盤整備を行う。 

総合的な子ども・子育て支援事業費 

9,200 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

地域ケア推進課

1,425

ホームページやソーシャルメディア、情報誌など

の多様な媒体を活用して、子育てに関する情報を

効果的に発信し、地域の中で安心して子育てがで

きるよう支援する。 

(2)

宮前区子育て支援事業

保育所等・地域連携担当

491

地域とともに子育て支援を実践しながらノウハ

ウの蓄積や人材育成を行うことにより、子育て中

の親同士や地域で子育てを支える仕組みづくり

を推進する。 

(3)

子ども支援ネットワーク事業

地域ケア推進担当

218

区における子育てを地域社会全体で支えるため

に、地域の関係者が連携し、０歳から１８歳まで

の子どもとその保護者の支援体制を構築し、様々

な子どもの問題を解決・改善するために、関係機

関・団体間の連携やネットワークの強化を図る。



(4)

子ども包括支援事業

学校・地域連携担当

5,813

こどもサポート南野川における様々な課題を持

つ子どもたちの居場所づくりと生活・学習支援、

各種イベントの開催など、きめ細やかな子ども・

子育て支援を行う。 

(5)

こども自然探検隊事業

地域ケア推進課

162

区内の自然環境を利用し、子どもたちが自然観

察・森、里山遊び、農作業体験等をすることによ

り、親しみ、関心を持ち、自然を大切にする気持

ちを育むとともに、その自然を守り育てる活動を

している人たちとの交流を通じて、地域コミュニ

ティの活性化を図る。 

(6)

友好都市交流事業 

地域振興課

485

友好都市長野県佐久市との観光・物産交流や、子

どもの自然体験を通じた市民間交流などの交流

事業を行う。 

(7)

冒険あそび場活動支援事業 

地域ケア推進課

606

地域住民が主体となって身近な公園等を活用し

て行われる「冒険遊び場」活動を支援し、次世

代育成の場をつくることで、子どもの健やかな

成長と地域コミュニティの活性化を目指す。 

安全・安心・快適まちづくり事業費 

10,083 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

危機管理担当

1,846

地域防犯団体のパトロール活動や落書き消し活

動の支援、スケアードストレート方式の交通安

全教室の実施等により、安全で安心して暮らせ

るまちを目指す。 

(2)

子ども安全・安心見守り事業

地域ケア推進課

78

宮前区子ども安全・安心協議会を開催し、区内の

学校、関係団体、警察、及び行政機関が相互に連

携することにより、地域全体での見守り活動を推進

し、子どもを交通事故や犯罪から守り、登下校時等

における子どもの安全の確保を図る。 

(3)

防災意識普及啓発事業

危機管理担当

2,405

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。 

(4)

地域防災力向上事業 

危機管理担当

1,528

宮前区地域防災連絡会議の開催や、災害用簡易

エアマットの配置による避難所の環境整備等を行

い、地域防災力の向上を図る。 



(5)

次世代まちづくり事業

企画課

0

少子化や超高齢化社会に向け、若年層から高齢者

まで幅広い世代が安心して暮らし続ける生活環境

を創出するため、必要な対応・施策等の検討を進

める。 

(6)

宮前区スポーツ環境整備事業 

地域振興課

4,226

スポーツ施設の少ない宮前区で、安全に安心し

て多くの区民がスポーツ等に親しめる環境を整

えるため、既存施設の補修整備を実施する。 

区役所サービス向上事業費 

10,825 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

区役所庁舎エコ化事業 

総務課

2,248

区役所庁舎の照明の LED 化などにより、庁舎の

エコ化・経費節減につなげ、身近な省エネの取

組として区民への啓発を行う。 

(2)

みやまえロビーコンサート開催

事業 

地域振興課

2,035

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、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。 

(3)

宮前区役所ＢＧＭ配信事業 

総務課

44
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を配信する。

(4)

バリアフリー推進事業 

総務課

2,436

来庁者が安心して利用できる庁舎整備の一環と

して、市民広場のタイルをノンスリップ化し、

区民の安全確保を図る。 

(5)

窓口サービス向上事業 

区民課

161

庁舎の待合スペースやロビーの環境整備を行

い、快適な待合環境を提供することで、窓口サ

ービスの向上を図る。 

(6)

区役所サービス向上推進事業 

総務課

3,901

来庁者が快適に利用できる庁舎整備の一環とし

て、トイレでのオストメイト対応設備の設置な

どにより庁舎利用に際する不快感を取り除く。



地域課題対応その他事業費 

846 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額

（千円）
内容 

(1)

管理運営費 

総務課

846

地域課題対応事業費を実施するにあたり必要と

なる事務諸経費。 

区の新たな課題即応事業費 

5,000 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額

（千円）
内容 

(1)

区の新たな課題即応事業 

総務課

5,000

年度途中に発生する新たな課題に区長の権限で

適切・迅速に対応し、課題解決に向けた取り組

みを推進する。 


