
【お問い合わせ】

新城市字東入船１１５番地

新城市役所 ３階 自治振興課内 （担当：宮本博之）

電話 0536-23-7697 FAX 0536-23-2002

メール shinsihiro-jichi@city.shinshiro.lg.jp

▼地域自治区予算事業計画案の概要

千郷地域協議会では、令和３年度の千郷地域自治区予算事業計画案を作成しました。

地域のまちづくりに関すること、地域景観や美化に関すること、地域防災や防犯、交通安全などの

地域の安全・安心に関すること、地域の子ども達の健全な育成・見守りや教育環境、また地域の歴史

遺産整備に関することなどの地域課題を抽出し、地域協議会でまとめた改善策に対し市役所内で事業

化に向けた調整・検討を行いました。（※詳しくは裏面をご覧ください。）

★第２回千郷地域協議会 令和２年７月２２日（水）開催

千郷地域内の各種団体等からの意見を基に、地域の困っていることや将来困ると予測される課題を抽出し本協議

会において目標や地域の将来像がまとめられ地域計画の素案が策定されたため、新たな課題抽出及び解決に向け

た事業提案を行い、次年度の地域自治区予算の作成方針を協議決定しました。

◎第１回千郷地域協議会分科会 令和２年８月１９日（水）開催

第２回地域協議会での協議内容を基に事業計画の概要や方針について

検討を行いました。

★第３回千郷地域協議会 令和２年８月２６日（水）開催

課題解決に向けた事業の積み上げや改善策等を協議しました。

◎第２回千郷地域協議会分科会 令和２年９月１６日（水）開催

第３回地域協議会での協議内容を基に地域計画に沿った事業計画案の

方針の検討を行いました。

★第４回千郷地域協議会 令和２年９月３０日（水）開催

積算した事業について精査し、各事業内容等の見直しを行いました。

事業計画案の予算額調整等を行い、「事業計画案」を決定しました。

※今回お知らせするのがその「事業計画案」です。

▼地域自治区予算とは・・・

地域自治区予算は市役所の事業として解決

させたい地域課題や地域の活性化につながる

施策について、市民が考えることのできる地域

自治区制度の仕組みです。

＜地域自治区予算事業計画検討の経過＞
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計画案がまとまりました！

※上記「千郷地域計画」に沿った地域課題解決に向け

た地域自治区予算事業計画案がまとめられました。
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●可燃ごみ集積所におけるごみの散乱などを防止し環境美化の推進を図るため、整備費を補
助します。

★可燃ごみ集積所設置及び改修など（徳定地区始め５地区１１箇所設置分）

●公民館や集会施設、また千郷地域内のコンビニエンスストア等へ自動体外式除細動器
（AED）を整備し地域住民の安心・安全を図ります。また、あわせて千郷地区防災連絡会や

関係機関、関係団体と協力し、地域の方へAEDの適正な取扱い講習を実施します。

★AED設置のためのリース費用（1６行政区、5店舗）、AED講習会の開催

●地域安全灯設置における市既存補助金（５０%）に行政区負担の軽減を図るため上乗せ補

助（２５%）を行い、地域安全灯の設置を推進することで地域住民の安全・安心及び防犯意

識の高揚を図ります。

★地域協議会により策定された事業実施計画に基づき、令和３年度設置予定分の上乗せ補

助を行う。（徳定地区始め５地区１９箇所設置分）

●平成２７年度に地域を跨ぎ、人通りが多い公共空間や主要道路に設置された照明灯の適正
な維持管理を次年度も継続的に実施し、地域計画にあるように安心して暮らせるまちを目指

し地域住民の安全・安心及び防犯意識の高揚を図ります。

★国道１５１号線（杉山北交差点～川田跨線橋付近間）計１０箇所

●交通手段として新たな仕組みの検討や、Sバス（西部線）の現状ニーズにあった運行ルー

トの見直し等を行い、地域住民が少しでも移動手段に困ることが無くなるよう地域の足とし

て有効な利活用の体制整備を整え、事業化に向けた検討会議等を開催します。

★地域の足の確保検討委員会を定期的に開催し早期事業化を目指す。

① 地域の暮らしを守るための事業 ３，５５７千円

② 地域の安全安心を促すための事業 ８，６４３千円

令和３年度 地域自治区予算事業計画案（12,968 千円）
≪事業計画の内容≫

1,726千円

3,502千円

55千円

375千円

64千円

◇可燃ごみ集積所整備費補助事業

◇地域の足の確保検討事業

◇AED設置管理普及推進事業

◇地域安全灯設置費補助事業

◇まちづくりロード形成事業



●こども達の自主性や社会性などを育成し、地域と子どもの顔が見える関係づくり構築を
目的とした企画・事業実施を行います。また、令和３年度は試行的な取組みとして地域拠

点等における施設開放を実施し、こどもはもちろん地域住民が何時訪れても安心して気

兼ねなく集える居場所づくりを進めます。

★千郷地域内におけるプレーパークの企画開催、地域拠点施設開放の実施（試行）

●千郷地域における市の指定避難所の防災資機材等の計画的な設置及び、各行政区におけ
る自主防災会への防災備品整備を進め有事に備えます。

★千郷地区防災連絡会により策定された防災資機材等整備実施計画に基づき、主に市指定

避難所での使用を想定した各種備品整備を実施。

※簡易ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾄｲﾚ､ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ､ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ､発動発電機､投光器､台車など

●千郷地域の重要歴史遺産等の調査・研究を実施し、簡易な案内看板や説明看板を計画的
に設置し、地域の歴史的財産として良好に保存や整備を進めるとともに、市内外の方への

PR促進を図り、あわせて地域活性化に向けた他事業等へお発展も同時に目指す。

★千郷地域の歴史遺産への簡易な説明看板の設置と JR 飯田線野田城駅前駐輪場への野

田城址の案内看板を製作・設置を実施予定。

●環境美化活動として地域内の各所にプランターを置き、花などの生育管理と同時に、子
どもたちの登下校時の見守りにつなげるため「通学路花街道（仮称）」づくりを進め、子ど

もたちの登下校時の安全確保の強化を図ります。

★本事業の趣旨に賛同いただき、ご協力していただける地域の方々により、令和３年度は

実施計画書に基づき前年度より継続設置も含め８９個のプランター設置を予定。

●避難所での千郷地域全域を対象とした防災訓練又は防災イベントを企画・開催し、地域
の方の防災意識向上と防災に関する地域活動の充実・強化を図ります。

★千郷地域独自の防災関連イベント等の企画・開催

※「ちさと防災フェスタ2021」

※「ちさと防災座談会」

◇歴史遺産の整備事業

◇地域とこどものふれあい事業

③ 地域の伝統文化等継承・活性化するための事業 339千円

④地域の活性化を図るための事業 429千円

6,041千円

237千円

339千円

429千円

◇千郷地区防災施設備品等整備事業

◇地域景観向上事業

◇千郷地域防災フェスタ等開催事業 200千円



▼千郷地域自治区のホームページをご覧ください！！

新城市役所のホームページに千郷地域自治区のページを作成してあります。ページ内には地域協議会の情報や活

動交付金等の情報も掲載しておりますので、是非ご覧ください！

千郷地域自治区予算事業計画案について、新城市地域自治区予算事業計画策定要綱第６条により、千郷

地域自治区内にお住まいの皆さんからご意見を受け付けます。

令和 3 年度 千郷地域自治区予算事業計画案

【受付期間】

令和２年１０月１日（木）から令和２年１０月２０日（火）まで

【提出方法】

上記事業計画案に対するご意見とともに「住所」及び「氏名」を明記し、次のいずれかの方法で千郷自治振興

事務所までご提出ください。

① 直接持参 千郷自治振興事務所へご持参ください。（※特に定められた様式等はございません。）

② 郵送 〒４４１－１３９２ 新城市役所 企画部 千郷自治振興事務所

③ FAX ０５３６―２３－２００２
④ E-mail shinshiro-jichi@city.shinshiro.lg.jp
※ご提出の際の個人に関する情報はご意見を明確にするもののためであり、目的以外での使用は致しません。

※また、頂いたご意見に対する個別の回答は行ないません。

※ご意見に対する回答は市ホームページ（千郷地域自治区）で公表します。

千郷地域自治区 検索

★ご意見をお聞かせください！

http://www.city.shinshiro.lg.jp

コロナ禍の影響により、この「地域協議会だより」が発行できずに申し訳ありませんでした。

8月より回覧が可能となりましたので、今年度の千郷地域協議会の検討状況等をお知らせいたします。

また、令和2年４月１日より千郷自治振興事務所の所長が「笹田明男さん」に変わりました。

今年度の千郷地域協議会の委員は下表のとおりです。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

令和２年度 千郷地域協議会委員名簿
行政区名・組織名等 氏名 備考 行政区名・組織名等 氏名 備考

会長 片山 浅井 泰博 区長 委員 川田 彦坂 朋久 区長

筆頭副会長 中市場 浅賀 詳隆 区長 委員 川田原 中村 二郎 区長

副会長 徳定 近藤 雅英 区長 委員 上市場東住宅 生田 和男 区長

副会長 稲木 藤原 義秋 区長 委員 上市場西住宅 近藤 武 区長

委員 山 中嶋 茂樹 区長 委員
千郷東こども園
保護者会 前田 実由起

委員 臼子 熊谷 昇吾 区長 委員 千郷小学校ＰＴＡ 吉川 洋子

委員 今出平 鈴木 清隆 区長 委員 千郷中学校ＰＴＡ 城所 邦子

委員 諏訪 小林 秋雄 区長 委員 地区推薦 中嶋 幹彦 副区長(山)

委員 杉山 夏目 聡
千郷地区
代表区長

委員 地区推薦 河合 眞次 副区長(臼子)

委員 石田 原田 芳克 区長 委員 地区推薦 鈴木 節 副区長(大野田)

委員 野田 小林 利充 区長 委員 地区推薦 影目 悦雄 副区長(豊島)

委員 大野田 大中 範久 区長 委員 地域推薦女性 山本 紀子

委員 豊島 長谷川 淳 区長 委員 地域推薦女性 岡山 薫
以上26名 （敬称略）
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