
平成2７年度 宮前区地域課題対応事業 

◎：新規事業 

安全・安心まちづくり事業 

10,953 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

1,429

安全安心に関わる様々な分野の団体が加盟す

る「宮前区安全安心まちづくり推進協議会」を

軸として、地域の防犯パトロールや、あいさつ

運動の推進などにより、安全で安心して暮らせ

るまちを目指す。小学生に加えて、中学生向け

の交通安全教室を実施することによって、交通

安全意識の更なる普及啓発を目指す。 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）
154

登下校時の子どもたちを犯罪から守り、交通事故

を防ぐために、宮前区子ども安全安心協議会の

運営・活動を支援することで、子どもたちが安全に

安心して暮らせるまちの実現を目指す。 
こども支援室

(3)

防災意識普及啓発事業

（区民会議課題）
2,638

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)

地域防災力向上事業 

3,732
地域防災連絡会議の開催や、地域防災計画の推

進により、地域防災力の向上を図る。 

危機管理担当

(5)

次世代まちづくり・地域交通環境

向上事業費
3,000

今後の少子化や超高齢社会の進展を前提とし

て、宮前区のまちづくりに関する課題や課題解決

に必要な対応・施策等を把握するとともに、関係

局と連携して交通環境の整備と住みやすい・暮ら

しやすいまちづくりに向けた検討を進める。 企画課



地域福祉・健康づくり事業

                                                                                  359 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

359

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

る健康づくり情報誌を発行する。若年層への健

康診断受診勧奨や高齢者への介護予防事業を実

施する。 
地域保健福祉課

総合的なこども支援事業 

10,277 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）

1,067

子育て世代に多い育児不安を解消するため、ホ

ームページや情報誌から、子育てに関する必要

な情報を効果的に発信し、地域の中でより安心

して子育てを楽しめるよう支援する。 

こども支援室

(2)

宮前区子育て支援事業

（区民会議課題）

1,804

地域で子育てを支える仕組みをつくるため、地

域と共に子育て支援を実践し、区内保育所など

で研修や会議を実施することで、地域の子育て

力や人材の育成を促す。 

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）
655

地域社会全体で子ども・子育てを支える仕組み

づくりの促進に向け、会議や講演会等を通して

地域の情報や課題を共有し、子ども・子育てに

係る関係機関・団体等のネットワークの強化を

図る。 こども支援室

(4)

子ども包括支援事業

6,651

「こどもサポート南野川」でのフリースペース

の提供と、子育てサロンや子育て相談を実施す

ることで、育児の孤立化の防止や育児不安の解

消と、仲間づくりの促進を行う。また、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、相談などを実施することで、課

題の改善を行う。 

こども支援室



事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(5)

こども自然探検隊事業

100

普段、自然の中で遊ぶ機会の少ない子どもたち

に、自然観察や里山遊びなど親子で自然体験が

できる機会をつくり、自然を大切にする心を育

み、地域に関心を持つきっかけづくりとしても

らう。 こども支援室

環境まちづくり事業 

3,952 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 

（区民会議課題） 

1,592

公有地等を有効活用し、区のイメージアップ

と、区内の緑化活動団体の交流促進、情報共有、

技術向上による地域の活性化と人材育成を目

的に、花苗の提供等を行い、区民自身による花

壇管理、整備を推進する。また、地域により自

主管理のされていない区内公園において団体

の結成、花壇作成等の活動支援を行う。 地域振興課

(2)

区役所庁舎エコ化事業 

2,360

区役所庁舎の照明の LED 化や窓ガラスへの遮

熱フィルムの施工により、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。 総務課



地域資源活用事業 

9,026 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 

         地域振興課 

2,351

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。 

(2)

みやまえ太鼓ミーティング開催

事業 

         地域振興課 

1,959

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も取り入れたイベントを

行い、文化・伝統の再認識と、保存・継承に向

けて、次世代の担い手の発掘と育成につなげ

る。 

(3)

しあわせを呼ぶコンサート開催

事業 

         地域振興課 

2,782

障害者福祉の増進と音楽事業の推進に向け、障

害者が出演するコンサートを実施することで、

区民の交流と相互理解を深め、バリアフリー社

会の構築、障害者の自立支援、社会参画の拡大

を目指す。 

(4)

地域の魅力発信事業 

1,046

地域の魅力を再認識し、地元への愛着や関心を

高めるため、「歴史的遺産」や「農」といった

地域資源を活用して、地域を巡るウォーキング

イベントの実施や、マップの配布による情報発

信を行い、多様な人材に地域づくり・まちづく

りに対する参画を促していく。 地域振興課

(5)

友好都市交流事業 

430

平成 11 年度に交流都市宣言を行った長野県佐

久市との交流を促進するため、観光・物産交流

や、子どもの自然体験を実際に行い、両市区の

交流をさらに深めていく。 地域振興課

(6)

みやまえの農コミュニティ活性

化事業 
300

区内産農産物を使ったグルメコンテストや交

流会を開催することにより、区内農産物の活用

を広め、地産地消を促進するための環境整備を

進める。 
生涯学習支援課

(7)

宮前区サイン整備計画事業 

158

区内の既存サインについて老朽化や情報が古

いなどの課題があることから、適正な管理や効

果的な情報発信に繋げるため、適切な維持管理

と必要に応じた修繕等を行う。 企画課



地域コミュニティ活性化推進事業 

24,605 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 

3,866

区民主体のまちづくりを推進するため、中間支

援機能を持つ宮前区まちづくり協議会を通し

て、市民活動団体を情報面、資金面等から支援

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。また、まちづくり協議会

自らも地域の課題解決に向けた取り組みを行

い、快適で住みよいまちづくりを推進してい

く。 

地域振興課

(2)

まちづくり支援事業 

2,866

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

に対する支援を行い、区民主体のまちづくりの

推進につなげる。 地域振興課

(3)

宮前区スポーツ推進事業 

2,493

子どもたちの体力向上や高齢者の健康づくり、

地域コミュニケーションの場として、フロンタ

ウンさぎぬま等区内施設を活用してトップア

スリート等を招聘するなど、気軽にスポーツ等

に親しむ機会を提供し、スポーツや健康づくり

への意識向上を図る。 

地域振興課

(4)

宮前区スポーツ推進整備事業 

6,617

宮前区は、他区と比べ屋外運動施設が少ないた

め、公益用地などをスポーツ利用が出来るよう

に整備を行うことで、より多くの区民がスポー

ツに親しみ、健康や体力の維持増進及び地域コ

ミュニティを図れる環境をつくる。また鷲ヶ峰

けやき公園多目的広場について、施設を長時間

利用できるようトイレ設置に向けた設計を行

う。 
地域振興課

(5)

みやまえスポーツふぇすてぃば

る開催事業 

2,017

区民の健康・体力の増進と地域コミュニティの

活性化を図るため、各種スポーツ大会を企画し

実施することで、子どもから高齢者まで様々な

世代が年齢に応じたスポーツに参加し、スポー

ツに親しみ、楽しむことができる機会を創造す

る。 地域振興課



事業名 〔担当課〕
予算額 

（千円）
内容

(6)

地域情報発信事業 

(区民会議課題） 

3,522

地域への関心を高め、自ら参加し、コミュニテ

ィの活性化を図るために、ガイドマップや地域

で行われている伝統行事やイベントを掲載し

た情報誌、地域の魅力を盛り込んだ冊子を作成

するとともに町内会・自治会への回覧物を一括

して送付する。 企画課

(7)

多様な主体が参画する子どもあ

そびランド 500

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、「夏休みこ

ども遊びランド」を実施する。 生涯学習支援課

(8)

地域活動の促進に向けた人材育

成及び推進体制の整備 281

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。 
生涯学習支援課

(9)

市民活動支援拠点のネットワー

ク事業 

1,073

市民活動の活性化を図るため、基礎となる活動

場所の確保と周知、活動の幅を広げる機能の整

備と提供を行い、市民活動団体の運営支援や情

報発信並びに、地域コミュニティの醸成につな

げる。 地域振興課

(10)

みやまえカルタ活用事業 

（区民会議課題） 
258

地域の魅力を発信する「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。 

地域振興課

(11)

冒険あそび場活動支援事業 

（区民会議課題） 

こども支援室

758

子どもたちが自らの想像力と創意工夫により

思いきり楽しむことができる外遊びの環境を

確保するために、身近な公園等を活用して地域

住民が主体となって行う「冒険遊び場」活動を

支援することで、子どもたちの健やかな成長

と、これらの遊びを継承する次世代育成の場づ

くりや地域コミュニティの活性化を目指す。 

(12)

◎宮前区ふるさと意識高揚アー

カイブ事業 

地域振興課・こども支援室・生涯

学習支援課・企画課 

67

区民のふるさと意識の向上のため、宮前区の歴

史や昔の景観を世代間で共有し活用すること

を目指す。課題抽出のための試行的な取り組み

として、庁内で所有する記録写真等の整理・保

存を行う。 

(13)

区民祭開催経費 

           総務課 

287 区民祭開催補助金 



区役所サービス向上事業 

4,867 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 

44
庁舎内にＢＧＭを配信し、区役所サービス向上

につなげる。 
総務課

(2)

バリアフリー推進事業 

2,309
市民広場のタイルの劣化を改善し、来庁者が安

心して利用できる庁舎環境の整備を行う。 
総務課

(3)

窓口サービス向上事業 

220

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。 区民課

(4)

宮前区役所サービス向上推進事

業 
2,294

床材の劣化を改善し、来庁者が安心して利用で

きる庁舎環境の整備を行う。 
総務課

区の新たな課題即応事業 

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費 

            企画課

5,000
区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応

するための予算 

その他 

705 千円 

事業名 〔担当課〕 
予算額 

（千円）
内容 

(1)

管理運営費 

           企画課

705
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 


