
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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しくみです。 

この度、新城地域協議会では、平成 27 年度の新城地域自治区予算枠約 730 万円の事業計画案

を作成しました。地域防災や交通安全などの区民の安全・安心に関すること、将来を担う子どもた

ちの教育環境や高齢者福祉に関することなど、各行政区や自主防災会、小中学校、こども園など事

業に関連するところへの聞き取り調査の結果や現場の状況、市役所内での事業化に向けた調整・検

討を行い、新城地域自治区予算事業計画案はまとめられました。 

また、今年度の地域自治区予算事業を執行した結果、さらに追加して事業を実施できる見通しが

たったため、新たに行う事業計画案についても検討しました。 

 

【地域自治区予算事業計画検討の経過】 

 

①7 月 15 日（火） 第 4 回新城地域協議会 

・事業候補の検討。大きく分けて 14 の取り組みが挙がりました。 

 

②地域協議会後   ・各行政区、自主防災会に必要な個数、品目などを調査。 

           ・小学校、中学校、各こども園の課題を聞き取り調査。 

           ・業者への見積りを依頼。 

           ・地域協議会委員からの提案。 

・各担当課との事業実施方法などの調整。 

 

③8 月 26 日（火） 第 5 回新城地域協議会 

          ・候補として挙がった各取り組みすべてについて、その目的や実施方法、

必要な予算額などのデータを基に精査し、事業計画案を決定。 

 

発行：新城自治振興事務所 

担当：本田 貴久（ほんだ たかひさ） 

【お問合せ】 

新城市字東入船 6-1 

新城市役所西館（はつらつセンター内） 

電話 : 0536-23-7693 

 : 0536-23-7694 

ﾒ ｰ ﾙ :  

 

 
 

新城地域自治区についての詳しい情報の検索方法は、こちら…＼(^0^)／ 

パソコンでも… スマホでも… いつでも最新情報を！ 

 

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

 



 
 
 

 

新城地域自治区予算総額 7,325 千円 

①地域の安全・安心のための予算 2,806 千円 

②地域の子どもたちのための予算 1,999 千円 

③地域まちづくり・人材育成のための予算 2,520 千円 

 

 

 

 

①地域の安全・安心のための予算 2,806 千円 

 

【事業名】 地域安全灯設置費補助事業（防災安全課） 

【内 容】 地域安全灯の設置に係る行政区負担分の軽減により、地域安全灯の設置を推進し、地

域住民の安全・安心及び防犯意識の高揚を図る。 

【経 費】 補助金（各行政区の設置予定数分） 338 千円 

 

【事業名】 自主防災会防災資機材等整備事業（防災安全課） 

【内 容】 自主防災会への防災資機材等整備を進め、防災活動の充実を図る。 

【経 費】 備品購入費、消耗品（各自主防災会の必要とする資機材等） 826 千円 
 

【事業名】 ＡＥＤ設置推進事業（市民自治推進課、消防本部） 

【内 容】 地域内各所へ自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を整備するとともに、地域住民が活用で

きるよう講習会を実施することにより、地域住民の救命技能向上を図る。 

【経 費】 賃借料（ＡＥＤ設置のためのリース費用） 892 千円 
 

【事業名】 交通安全施設整備事業（土木課） 

【内 容】 新城中学校交差点から学校までの道路をカラー舗装することにより、歩行者の安全を

促す。 

【経 費】 工事請負費（道路のカラー舗装整備費用） 750 千円 

 

②地域の子どもたちのための予算 1,999 千円 

 

【事業名】 新城小学校教材等整備事業（教育総務課） 

【内 容】 新城小学校児童が利用する必要教材の整備・充実により、児童の向上心高揚を図る。 

【経 費】 備品購入費、消耗品（楽器及び付属備品等費用） 960 千円 

 

【事業名】 新城中学校教材等整備事業（教育総務課） 

【内 容】 新城中学校生徒が利用する必要教材の整備・充実により、生徒の向上心高揚を図る。 

【経 費】 備品購入費、消耗品（楽器及び付属備品等費用） 614 千円 



 

 

 

【事業名】 新城中学校弓道場修繕事業（教育総務課） 

【内 容】 新城中学校弓道場の安土裏コンクリート壁を修繕し、生徒が伸び伸びと部活動に取り

組む環境を整える。 

【経 費】 修繕費（弓道場安土裏壁修繕費用） 45 千円 

 

【事業名】 幼稚園整備事業（こども未来課） 

【内 容】 新城こども園プールサイドに日よけを設置し、園児の健康上のリスク軽減を図る。 

【経 費】 工事請負費（プールサイド日よけ設置費用） 196 千円 

 

【事業名】 保育園管理事業（こども未来課） 

【内 容】 城北こども園園児のための室内用遊具を整備し、園生活の充実を図る。 

【経 費】 備品購入費（室内遊具整備費用） 184 千円 

 

③地域まちづくり・人材育成のための予算 2,520 千円 

 

【事業名】 地域人材育成事業（新城自治振興事務所） 

【内 容】 地域まちづくりをテーマに研修会、講演会等を開催し、地域を担う人材を育成する。 

平成 27 年度テーマ：自主防災活動 

【経 費】 賃借料、報償費、旅費、交付金（防災先進地での研修費用） 720 千円 

 

【事業名】 高齢者社会参加促進事業（新城自治振興事務所） 

【内 容】 地域の活性化につながる新城地域自治区の高齢者を対象とした事業を実施する。 

テーマ：高齢者の生きがい、社会参加促進 

【経 費】 委託料（実行委員会への企画運営委託費用） 250 千円 

 

【事業名】 座れるまちづくり事業（市民自治推進課、行政課、都市計画課） 

【内 容】 地域各所に住民が気軽に利用できる座れる場所をつくり、地域コミュニティの強化・

促進を図る。 

【経 費】 備品購入費（ベンチ設置費用） 700 千円 

 

【事業名】 地域活動交付金交付事業（新城自治振興事務所） 

【内 容】 市民活動の活性化を図るため、地域活動交付金審査基準を満たしていながら、予算額

不足により申請した交付金を受けられない団体に対して、交付金を交付する。 

【経 費】 補助金（新城地域自治区地域活動交付金） 500 千円 

 

【事業名】 大茶話会からの提案事業 

【内 容】 11 月に実施予定の新城地域自治区「大茶話会 2014」において、提案された事業を

実現するための予算。 

【経 費】 提案内容により決定する。 350 千円 
 

  



 

 
（単位：千円） 

事業名 概要 予算額 執行予定額 見込残額 

地域安全灯設置費補助事業 設置費補助金の上乗せ 250 250 0 

大茶話会開催事業 市民実行委員会へ委託 330 200 130 

地域人材育成事業 地域の防災担当研修等 993 905 88 

交通安全対策事業 交通立ち番用品の整備 529 252 277 

保育所管理事業 備品及び防災備蓄品の整備 628 524 104 

幼稚園管理事業 園庭及び防災備蓄品の整備 2,972 1,712 1,260 

自主防災組織防災活動援助事業 自主防災会備品の整備 1,065 1,065 0 

新城小学校共育推進事業 ぎょぎょランド井戸整備 200 200 0 

新城中学校共育推進事業 地域内危険箇所看板設置 333 333 0 

合計  7,300 5,441 1,859 

 

 
今年度実施している事業のうち、こども園の運営や地域防災活動の更なる充実を図るための事業

計画案を次のとおりまとめました。 

（単位：千円） 

事業名 事業概要 予算額 

幼稚園管理事業 新城こども園の砂場保護シートの更新 34 

保育所管理事業 中央こども園、城北こども園の絵本や玩具の更新 70 

自主防災組織防災活動援助事業 各自主防災会活動備品等の追加整備 1,755 

合計  1,859 

 

新城地域協議会でまとめられた新城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、新城地域自治区内にお住いのみなさんからの 

ご意見を受け付けます。 

 

 ○平成 27 年度新城地域自治区予算事業計画案 

○平成 26 年度新城地域自治区予算追加事業計画案 
 

【受付期間】 

    

【提出方法】 
上記事業計画案に対するご意見とともに住所、氏名を明記し、次のいずれか 

の方法で新城自治振興事務所宛て、ご提出ください。 

１．直接持参：新城自治振興事務所へご持参ください。 

２．郵送  ：〒441-1392 新城市役所 新城自治振興事務所 

３．ＦＡＸ ：0536-23-7694 

４．Ｅメール：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ためのであり、目的以外での 

使用は致しません。また、いただいたご意見に対する個別の回答は行いません。 


