
９月 ３日（木） 第3回新城地域協議会分科会 ★事業計画案の方針決定

７月１６日（木） 第２回新城地域協議会分科会 ★事業計画の概要を方針決定

９月１０日（木） 第４回新城地域協議会 ★地域自治区予算事業計画案の決定

コロナ禍の影響により、この地域協議会だよりを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、今年度の新城地域協議会の検討状況等をお知らせいたします。

令和2年４月１日より新城自治振興事務所の所長が笹田明男さんに変わりました。また、今年

度の新城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。

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。新城地域協議会では、令和３年

度の新城地域自治区予算７，１２２千円の事業計画案を作成しました。２回の地域協議会と３回の

分科会を開催し、「地域計画」に沿って検討され、事業計画案がまとめられました。

【地域自治区予算事業計画検討の経過】

行政区 氏名

会長 東新町 今泉 仁 区長

副会長 入船 太田 芳伸 区長

副会長 本町 加藤 賢一

副会長 橋向 浅岡 勝 区長

委員 東新町 岡山 博

委員 東新町 伊藤 めぐみ

委員 西新町 浅田 昌弘 区長

委員 西新町 坂巻 克彦

委員 本町 清水 利高 区長

委員 本町 加藤 尚代

委員 入船 髙木 猛至

委員 入船 酒向 雅子

行政区 氏名

委員 新城中町 本田 廣美 区長

委員 新城中町 藤村 信芳

委員 栄町 今泉 訓行 区長

委員 栄町 後藤 幸子

委員 栄町 鈴木 雅晴

委員 橋向 石黒 謙治

委員 的場 夏目 工 区長

委員 的場 前沢 良隆

委員 弁天 今泉 栄 区長

委員 弁天 布施 エミ子

委員 弁天 大橋 さよ子

７月 ２日（木） 第１回新城地域協議会分科会 ★地域計画に沿った事業の提案

発行：新城自治振興事務所

担当：川合 一也（かわい かずや）

【お問合せ】

新城市字東入船115

新城市役所本庁舎3階

電話 : 0536-23-7697

FAX : 0536-23-2002

ﾒ ｰ ﾙ : shinsihiro-jichi@city.shinshiro.lg.jp

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

７月３０日（木） 第２回新城地域協議会 ★事業計画概要の決定

（敬称略）



◆自主防災組織防災活動援助事業 １，９８５千円

◆防災専門部会運営事業 ３７千円

◆地域安全灯設置費補助事業 ５９９千円

◆交通安全対策事業 １０７千円

◆ＡＥＤ設置管理事業 １，０１５千円

◆防犯カメラ設置費補助事業 ５０千円

令和３年度地域自治区予算事業計画案について、

みなさんのご意見をお聞かせ下さい！！

① 安全・安心 3,7９３千円

自主防災会への防災資機材等の整備をすすめ、防災活

動の充実を図ります。

「防災を考える会」を開催し、新城地域自治区全体の防災

に関する情報共有や各区の避難計画の検討を推進しま

す。また、防災に関する情報や知識を得るため、防災フェ

アや防災講話に参加します。

★防災を考える会の開催

★防災フェア、防災講話等への参加

地域安全灯の設置に係る行政区負担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

識の高揚を図ります。

各地区の交通立番、防犯パトロールで使用する帽子、ベス

ト、安全旗のうち、劣化したもの等を更新し、交通安全意識

の高揚を図ります。

公民館施設や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。

★ＡＥＤ設置のためのリース費用

防犯カメラの設置に係る行政区負担の軽減により防犯カメ

ラの設置を推進し、地域住民の安全・安心及び防犯意識

の高揚を図ります。★東新町地区



◆高齢化社会対策事業 300千円

。

◆子育て茶話会開催事業 ３９千円

◆交通安全施設整備事業 ７７２千円

◆にぎわい創出事業 １，２５０千円

◆しんしろまちなか散策推進事業 ９６８千円

② 高齢化対策 ３００千円

元気で住み続けられる新城自治区を目指し、高齢者が日

常生活をする上でのちょっとした困り事を解決する仕組みと

して、高齢者日常生活支援事業を実施します。また、新城

地域自治区全体のミニデイを開催し、交流を促進します。

★高齢者日常生活支援事業の実施 300 千円

④ にぎわい 2,２18千円

高齢者の外出誘発とまちなかのにぎわい創出のため、しん

しろまちなか映画祭と、関連企画を開催します。

★しんしろまちなか映画祭の実施 1,250 千円

③ 子育て支援 ８11 千円

子育て世代のママさんを対象に茶話会を実施し、気軽にマ

マさん同士の意見交換や交流を図ると同時に、雑談の中

から生まれてくる「気付き」を今後の子育て施策に活かして

いくため、市に伝えていきます。

道路の危険箇所をカラー舗装することにより、ドライバーの

安全運転を促し、歩行者の安全通行の確保をします。

★新城こども園周辺

しんしろまちなか散策マップに掲載されている場所に看板を

設置し、まち歩きを推進します。また、桜淵の樹木などの自

然を調査し、桜淵公園マップを作成します

★看板の設置 883 千円

★桜淵公園の自然調査・マップの作成 85千円



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まいのみなさんからのご意見を受け付けます。

令和２年８月２２日（土）に、新城市役所４階会議室にて、令和２年度新城地域自治区地域活動

交付金審査会が行われました。審査会では、プレゼンテーションなどにより、事業に対する思いな

ど、審査員のみなさんにもわかりやすくご説明いただきました。今年度は、コロナ禍の影響を受け

て申請数は少なかったですが、下表のとおり６件の申請が採択されました。採択された事業が実施

されることにより、新城地域自治区内の課題解決や活性化、また、今後の地域活動の活発化につな

がっていくことを期待したいと思います。

事業名（団体名） 交付決定額

事 業 概 要

橋向の“お宝発見”歴史文化芸能等小冊子発刊事業（橋向公民館運営委員会） 283,000 円

過去に行った橋向にまつわる歴史を小冊子にまとめ、地域に配布する。また、講師を招き歴史講話を行う。

新桜通り緑化推進事業（新町地区まちづくり協議会） 98,000 円

新桜通りの景観整備のため、道路沿いのプランターと花壇の植え替え等を実施する。

三猿石像移設保存事業（三猿石像建立発起人会） 500,000 円

橋向区の公民館付近にある三猿の石像が劣化してきているため、移設保存して後世に引き継ぐ。

「田町の清水」の有効利用（田町の清水を守る会） 72,000 円

文化会館敷地にある田町の清水の点検・清掃作業を実施する。

本町公民館施設環境整備事業（照明の LED 化） （本町公民館） 99,000 円

本町公民館の照明を LED 化を完了して、利用促進を図り地域活動の活性化を目指す。

栄町区民相互交流事業（栄町公民館運営委員会区民相互交流事業部会） 205,000 円

花いっぱい運動・しめ縄づくり教室などを実施し、区民の相互交流を促進する。

○令和３年度 新城地域自治区予算事業計画案

【受付期間】

令和２年９月１６日（水）から令和２年１０月９日（金）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、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 ：0536-23-2002

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。


