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資料№1
第1回地域協議会
H30.4.26

平成３０年度 中郷区における主な事業
平成30年度当初予算（単位：千円）

＜総務・地域振興グループ関係事業＞
事業名・事業内容

所管課

1 コミュニティプラザの管理運営

事業費

自治・地域振興課

地域における多様な地域活動の場を提供するとともに、その活動を総合的
に支援し、地域住民による自主的・自立的な地域づくり活動を促進する。
・施設管理経費、光熱水費ほか

2 地域協議会費

20,006
自治・地域振興課

地域協議会の活動を通じて、地域住民の意見を市政に反映させ、市民主体
のまちづくりを推進する。
・地域協議会の開催、地域協議会委員の研修、地域協議会だよりの発
行経費

3 地域活動支援事業

345
自治・地域振興課

地域の課題解決や活力向上を図るため、地域活動資金を28の地域自治区に
配分し、地域住民の自発的・主体的な取組を推進する。
・中郷区補助金配分額

4 地域振興事業

5,600
自治・地域振興課

地域振興に資する個性豊かな事業等の実施を通じ、地域やコミュニティの
活性化を図る。
・なかごう夏まつり補助金、中郷雪ん子まつり補助金

5 町内会関係費

1,096
共生まちづくり課

町内会との連携・協力の下、行政情報を迅速かつ適切に市民に伝達するこ
とで、円滑な市政運営を図るとともに、町内会活動に資する情報提供及び補
助事業により町内会活動を支援し、活力ある地域づくりを推進する。
・町内会事務委託料ほか

6 消防施設管理費

2,637
危機管理課

消防車両、小型動力ポンプ、消防水利など施設及び備品を適正に維持管理
し、消防活動が確実かつ安全に実施できる環境を確保する。
・消防車両、小型動力ポンプの維持管理経費

7 災害対策費（防災行政無線設備の維持管理経費ほか）

2,267
危機管理課

災害時における重要な通信手段である防災行政無線システムを適切に維持
管理し、災害時における通信手段を確保する。
・防災行政無線システム、個別受信機の維持管理費ほか

8 地域公共交通運行対策費（乗合タクシー）の運行補助

1,678
新幹線・交通政策課

通勤や通学、通院、買い物など、市民の日常生活に必要不可欠な移動手段
を維持・確保するため、路線バスや乗合タクシー等の運行に対する支援を行
う。
・乗合タクシー運行事業者への市補助金ほか

9 自然循環型農業推進事業（環境保全型農業直接支払交付金）

2,920
農政課
（板倉区産業Ｇ）

環境保全型農業直接支払交付金事業の取組を推進するとともに、化学肥料
や化学合成農薬の使用量を減らす取組により、消費者が求める安全・安心な
農産物の生産を推進する。
・環境保全型農業直接支払交付金 4協定（6集落）

※ 全市で行っている個人への給付や補助金事業及び中郷区分を区分けできない事業等は除いていま
す。
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5,525

事業名・事業内容

所管課

10 中山間地域等活性化対策事業（中山間地域等直接支払交付金）

農政課
（板倉区産業Ｇ）

農業生産条件が不利な状況にある中山間地域において、農業生産活動の維
持を図りつつ多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接支払交付金
を活用し、農地保全と担い手の育成を推進する。また、集落を超えて連携
し、地域の課題に取り組む地域マネジメント組織や保全管理農地への収益作
物の作付拡大を行う農業者団体を支援することにより、中山間地域における
元気な農業・農村づくりを進める。
・中山間地域等直接支払交付金 7協定（7集落）

11 農業用施設等維持管理費（多面的機能支払補助金ほか）

事業費

15,832

農林水産整備課
（板倉区産業Ｇ）

農業者の高齢化等により農業用施設の十分な維持管理に支障をきたしてい
ることから、維持修繕に対する支援を行うとともに、地域との協働を進め、
農業用施設等の維持と長寿命化を図る。
・多面的機能支払補助金 11協定（11集落）
・猿崩用水管理用道路ガードレール修繕、泉ため池・水上ため池の維
持管理費

29,635

観光振興課
（板倉区産業Ｇ）

12 観光振興対策事業
中郷区の観光地としての魅力を高めるため、松ケ峯の桜を始め区内の地域
資源のＰＲを行い、県内外からの観光客の増加を図る。
（桜のライトアップ、二本木駅及び周辺の活性化ほか）
・中郷観光協会補助金

403
観光振興課
（板倉区産業Ｇ）

13 観光施設等整備事業
市内観光施設の安全・安心な利用環境を確保し、豊かな自然と歴史文化に
触れる場を提供することにより、観光誘客の促進及び交流人口の拡大を図
る。
・泉縄文公園、松ケ峯公衆トイレ、松ケ峯温泉の源泉施設等の維持管
理
・稲荷山観光看板の撤去ほか

7,859

道路課
（板倉区建設Ｇ）

14 道路維持費
道路損傷個所の早期発見と速やかな修繕に努めることで、道路の穴などに
よる車両等の事故を未然に防止し、市民生活のより一層の安全・安心を確保
する。
・道路等維持管理業務委託料、道路修繕工事費ほか

14,492
雪対策室
（板倉区建設Ｇ）

15 除雪費
冬期間の道路交通を確保するため、除雪機械による除雪を行い、市民生活
の安全・安心を確保する。
・ロータリー除雪車購入（車道用1台、歩道用1台）
・除排雪委託料、除雪車の維持管理費ほか

198,185
雪対策室
（板倉区建設Ｇ）

16 消融雪施設管理費
降雪期における市民の安全・安心を確保するため、消雪パイプや流雪溝な
どの修繕を実施し、継続して施設を利用できる体制を整える。
・消雪パイプ更新（福田岡沢1号線、稲荷山坂本線）
・流雪溝横断工事（県道坂本新田新井線）
・その他消雪パイプの維持管理経費ほか

57,672

＜市民生活・福祉グループ関係事業＞
17 一般廃棄物最終処分場の管理

生活環境課

一般廃棄物最終処分場の廃止に向けて、適切な維持管理を行う。
・ガス抜き管・遮光シート修繕（繰越）
・水質検査、施設管理経費ほか
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6,532

事業名・事業内容

所管課

18 鳥獣保護管理事業（大型野生鳥獣の出没抑制対策）

事業費

環境保全課

住宅地周辺でのクマやイノシシの目撃件数が増加傾向にあることから、モ
デル地区を選定し出没を抑制するための暖衝帯を整備するとともに、追い払
いのための資機材を配備し、人身被害の防止を図る。
・草刈業務委託料、備品購入費ほか

19 高齢者福祉交流施設（中郷いきいきサロン）の管理運営

2,533
高齢者支援課

高齢者の生きがい活動や趣味活動の充実を図り、健康づくり及び世代間交
流を推進する。
・施設管理経費、光熱水費ほか

20 敬老祝賀事業（敬老会の開催）

1,612
高齢者支援課

家族や地域住民が、長年にわたり社会の発展に貢献した高齢者を敬愛する
とともに、心豊かな地域づくりを目指す。
・敬老会開催委託料

21 老人クラブ助成事業

1,060
高齢者支援課

高齢者の生きがいと健康づくりの増進を図るため、単位老人クラブ等に対
して助成を行う。
・単位老人クラブ補助金

22 生きがいと健康づくり推進事業（シニアスポーツ大会）

872
高齢者支援課

スポーツや趣味活動などを通し、高齢者同士の交流や市民との交流を深め、
高齢者の健康増進と生きがいづくりに寄与する。
・シニアスポーツ大会開催委託料

23 一般介護予防事業（すこやかサロン）

75
高齢者支援課

高齢者が気軽に集い、交流を行うことにより、閉じこもりや心身の機能低
下を予防し、介護予防につなげる。
・通いの場（すこやかサロン）等業務委託料

24 ふれあいランチサービス事業

3,875
高齢者支援課

ひとり暮らし高齢者等にバランスのとれた食事を提供するとともに、配達
時に直接手渡すことにより定期的な安否確認を行い、高齢者等が健康で自立
した生活ができるように支援する。
・ランチサービス事業委託料

25 経塚斎場使用料補助金

2,673
健康づくり推進課

経塚斎場を利用する中郷区及び板倉区の住民に対する使用料補助金につい
て、斎場使用料の均衡を図るため、補助金を拡充する。
・経塚斎場使用料補助金

26 保健相談センターの管理運営

※
（板倉区分含む）

※

2,640

健康づくり推進課

各種保健サービスを総合的に行うとともに、地域住民の自主的な保健活動
の場として施設環境を整備し、市民の健康づくりを推進する。
・施設管理経費、光熱水費ほか

1,648

＜教育・文化グループ関係事業＞
27 はーとぴあ中郷の管理運営費

社会教育課

市民の教養と文化の向上及び生涯学習の振興を図り、魅力ある地域社会の
形成に資するため、施設の管理運営を行う。
・施設管理経費、エレベータ修繕、光熱水費ほか
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16,573

事業名・事業内容

所管課

28 生涯学習センター（片貝縄文資料館）の管理運営費

社会教育課

地域における生涯学習活動及び生涯スポーツ活動を促進するため、生涯学
習センターの管理運営を行う。
・施設管理経費、トイレ修繕、光熱水費ほか

29 公民館事業

事業費

4,150
社会教育課

「学びの輪が 人をはぐくみ 地域を支えるまち」を社会教育の目指す姿
として定め、学びを通じた人づくり、地域づくりを推進する。
・各種講座の実施に係る経費、生涯学習フェスティバル補助金ほか

30 一般スポーツ活動推進事業

775
スポーツ推進課

ライフスタイルの変化等に伴い、健康に対する運動の必要性の意識が高
まっていることから、市民一人ひとりが明るく健やかな生活が送れるよう、
スポーツを通じて健康と体力の増進を図る。
・体育祭補助金、松ケ峯トリムマラソン補助金、歩くスキーとＸＣス
キー大会補助金

31 中郷区総合体育館等の管理運営

795

スポーツ推進課

市民の健康増進やスポーツ活動の普及促進及び競技力の向上を図るため、
安全かつ快適なスポーツ環境を整備する。
・受付・周辺維持管理委託料、施設維持管理経費、光熱水費ほか

4

8,305

資料№2
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平成３０年度 自主審議スケジュール（案）
４月
５月

今年度の取組方針の決定
・検討方法、スケジュール等を協議、決定
地域活動支援事業審査等を優先するため自主審議休止
自主審議再開

６月

・二本木駅周囲の環境面整備（基金を活用したトイレの改修等）に関する意
見書内容の検討
自主審議

７月

・二本木駅周囲の環境面整備（基金を活用したトイレの改修等）に関する意
見書成案、市へ提出
自主審議

８月

・今後の問題点や実施すべき事項並びにＰＲ活動を含む企画全般について
検討
・関係団体への提言、助言の整理

９月

１０月

１１月

関係団体との意見交換（提言、助言含む）
自主審議
・新たな地域課題の検討（基金残額の使途について）

１２月

１月

２月
活動報告会
３月

・経過報告、住民との意見交換
自主審議
・新たな地域課題の検討（基金残額の使途について）

