
宮代町

まち・ひと・しごと創生総合戦略

平成３０年度進捗状況

資料集

総合戦略に位置づけた事業につい

て、町ホームページなどの記事を

まとめたものです。
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言語を選択 Ԃ

�����年��月�日� �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ 行政情報 農業 農業の�次産業化

世界のすうぷ屋さんを開催しました

宮代野菜がおいしいスープになりました

��月��日、新しい村で「農でつながるほっとイベント　世界のすうぷ屋さん」が開催されました。宮代町や春日部市の飲食店が宮代産

の野菜を素材にして腕をふるった、世界各国のスープを楽しむイベントで、地元野菜を地元で消費する「地産地消」の推進と、宮代産

野菜の消費拡大を目指して行われました。

この日のために地元農家や商業者の奥さんたち有志が、「世界のすうぷ屋さん実行委員会」を結成。もっと町を楽しみたい、宮代野菜

を広めたい、町を元気にしたいという熱い思いで自ら企画運営に取り組みました。

当日は、インド、台湾、イタリア、イギリス、メキシコ、ロシア、韓国、フランス、日本�か国��種類のスープと、町内のパン屋さんのパン

や宮代産米のおにぎりを合わせたセットが大人気となり、完売しました。

会場全景

世界のすうぷ屋さん実行委員会の皆さん

すうぷ屋さんコーナー スープおいしいね

ワークショップで手作りを楽しみました

スープ販売のほかにも、宮代産の農産物を使ったお菓子の販売「みやしろデザート」や、新規就農者組合あぐりねっとみやしろによる

新鮮野菜の販売、木工品などの販売もあり、テントには多くのお客さんが集まり、手作りの品々を手に取っていました。

また、ワークショップも盛りだくさん。カホン �打楽器 �を作って叩いて遊ぶ、ステンドグラスでクリスマスオーナメントを作る、自分で作っ

たモルタルの植木鉢に多肉植物を植える等のワークショップが開かれました。

また、新しい村のすぐ近くにある山崎山トラスト地では「森のようちえん」が行われ、�歳から�歳の子どもたちが、森の小さな秋をみつ

けていました。
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お問い合わせ

宮代町役場産業観光

課農業振興担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

ファックス � ���������

����

産業観光課農業振興担

当

お知らせ

話題

補助金

農業振興

農業入門講座

晴天に恵まれたこともあって当日の来場者は約�����人。ライブも行われた会場では音楽や太鼓のリズムや子どもさんの笑い声が響

いていました。

ステンドグラスでクリスマスオーナメント作り 新鮮な宮代野菜も販売 森のようちえん

最後に記念撮影

世界のすうぷ屋さん������������新しい村）
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言語を選択 Ԃ

�����年�月��日� �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ

みやしろマルシェ～里山�����～を開催しました

冬を楽しむ　食べよう！遊ぼう！新しい村へ行こう

「素敵なマルシェを開いて町のにぎわいを創り出したい」そんな思いで、みやしろマルシェ実行委員が企画・運営した「みやしろマルシェ

～里山�����～」が�月��日（土）に開催されました。自然豊かでのんびり癒される新しい村で、マルシェをするのは�回目。心配してい

た天候も、好天に恵まれました。起業したてのフレッシュな方から、ベテランの料理屋さんまで��のおいしい食べ物、かわいい雑貨、楽

しいワークショップのお店が集合しました。

森の市場「結」前のイベントデッキでは、森のコンサートが行われ、オカリナデュオぽれぽれコンサートや「すまえるプロジェクト」のみなさんによる迫力

のあるステージ演奏がイベントの最後まで続きました。
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さいたま緑のトラスト保全第�号地に指定された山崎山では、ツリークライミングが行われ、ロープやサドル等の専用道具を使って木に

登り、小学生から大人まで、木の上から冬の景色を楽しむ姿がみられました。

芝生広場の奥には、このマルシェのために設置された「森のぶらんこ」があり、木のぬくもりの伝わるブランコを楽しむことができまし

た。親子や子どもたちが楽しんでいました。

ぶらんこの側には、ボランティアとして地域のつながりを大切に活動している「縁じょい」のメンバーが。このマルシェでは、日本工業大

学の学生さんも、ツリークライミングを一緒にやってみたり、机やテントを運んだり・・・と一日一緒にイベントの運営を担ってくださいま

した。

「このイベントは懐かしい感じがいいですね」「ぶらんこが楽しい」「皆さん温かくてとても良いイベントでした」という声が聞かれました。

また、冬の新しい村を知ってもらおうと、���法人宮代水と緑のネットワークのみなさんによる早春の自然観察会が行われました。ホッ

ツケや山崎山の雑木林を散策しながら、早春に芽吹く野草や林を飛び回る野鳥探しながら、観察しました。
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お問い合わせ

宮代町役場産業観光

課商工観光担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

ファックス � ���������

����

産業観光課商工観光担

当

お知らせ

話題

補助金

新しい村

桜市

トウブコフェスティバ

ル

産業祭

宮代つながりづくり

イベント和�輪�

メイドインみやしろ

労働行政

観光ガイド

消費生活相談

消費者等を対象とし

た食品の放射性物

質検査

指定管理者制度

（新しい村）

申請・届出

統計情報

これからも「みやしろマルシェ」は、コミュニティセンター進修館周辺や新しい村で、イベントを開催する予定です。実行委員も募集して

います。興味のある方は、ぜひ一緒に活動しましょう。産業観光課にご連絡ください。お待ちしています。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか？

役に立った どちらともいえない 役に立たなかった
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言語を選択 Ԃ

�����年�月��日� �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ 行政情報 商工業 メイドインみやしろ

メイドインみやしろ推奨品カタログ完成　スタンプラリーを開催します！

楽しみながらまち歩き　推奨品取扱店でスタンプを�種類集めよう

抽選で宮代町ご当地商品券「ありがとう」が当たります

宮代産のファンを増やしたい。「みやしろ一番！」をつくり出したい�。そんな思いから、産声をあげた「メイドインみやしろ推奨品認定

制度」。宮代町内で生み出された特産品などを、町が認定する制度です。

このたび、広くこの「メイドインみやしろ推奨品」を知っていただくために、カタログを製作しました。

この発行に合わせて、�月中旬から�月��日まで「メイドインみやしろ推奨品」スタンプラリーを開催します。

ぜひこの機会に、取扱店に足を運び、「メイドインみやしろ推奨品」を手にとってみませんか。現在��品を認定しています。取扱店の

「のぼり」が目印です。

認定マーク「みやしろ

さん」

スタンプラリーのルール

取扱店に「メイドインみやしろ推奨品カタログ」（スタンプラリー台紙）あります

推奨品取扱店で、商品を「���円以上」購入し、スタンプを「�つ」押してもらいます。

推奨品取扱店に設置されたスタンプは、お店ごとにイラストが異なります。台紙には�種類のスタンプを集めてください。

スタンプが�種類たまったら、台紙をもって宮代町産業観光課（��番窓口）へ。所定の応募用紙にご記入ください。

応募は何口でもできますが、当選は�口のみです。

宮代町ご当地商品券「ありがとう」の当選発表は、発送をもってかえさせていただきます。
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お問い合わせ

宮代町役場産業観光

課商工観光担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

ファックス � ���������

����

産業観光課商工観光担

当

お知らせ

話題

補助金

新しい村

桜市

トウブコフェスティバ

ル

カタログには「すごろく」がついています

「メイドインみやしろ推奨品カタログ」には、楽しい「すごろく」つき。

推奨品取扱店、生産者のコマにとまると、お店の紹介や愉快なミッションが。

ぜひサイコロとコマを使って遊んでみてください。

新しい発見がたくさんあります。

ご自慢の商品を「メイドインみやししろ推奨品」に！

�月からの新たな認定品を募集しています

�� 宮代町内で生産、製造又は加工された商品であること。

�� 関係法令等を遵守していること。

�� 当該商品の製造、生産又は販売に必要な資格を有していること。又は許可を得ていること。

�� 町内で販売していること。

�� 農産物は、良好な品質、形状で病害虫がないものであること。

�� 加工食品及び工芸品は販売開始から�年以上の販売実績があること。

上記基準をもとに、書類審査を行い、町長が認定します。応募期間等について詳しくはこちら（別ウインドウで開く）

メイドインみやしろ推奨品カタログ

� �ファイル名：カタログ・すごろく ���� �サイズ：�������

��ファイル名：コマとサイコロ ���� �サイズ：���������
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言語を選択 Ԃ

�����年�月��日� ������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ

宮代町店舗・住宅リフォーム補助金のご案内

店舗・住宅のリフォームをお考えの方へ

宮代町では、町内商工業の振興を図るため、町内商工業者により町内の店舗または住宅の改修を行う方に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付します。

店舗の場合

対象経費の��％　上限��万円

住宅の場合

対象経費の�％　上限��万円

物件要件

【共通要件】　　　　　　

・町内の店舗または住宅

・補助対象者が町税を滞納していないこと

・改修工事に着手していないこと　

【店舗の場合】

・補助対象者が所有し経営している店舗

・補助対象者が所有し貸し出ししている店舗

・補助対象者が賃借して経営し、所有者の承諾がある店舗　

【住宅の場合】

・補助対象者が所有し自らが居住する住宅

・補助対象者が賃借して居住し、所有者の承諾がある住宅

工事要件

・町内商工業者が施工する工事

・屋根、外壁、居室等の改修

・店舗の出店を可能にするための工事

・建築基準法に定める建築確認を要しない軽易な工事

・補助対象工事費が��万円以上（税抜）

・�物件�回限り（所有者が変わった場合はこの限りではありません）

・申請年度の�／��までに工事を完了すること

・申請年度において町の他の改修工事に関する補助金を受けていないこと

申請の手続き

・着工前に申請書をご提出ください

・書類の提出はリフォームを施工する事業者の方でも可能です
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申請の流れ

【交付申請】

�着工する前に申請書を提出してください。

���補助金交付申請書（様式�号）

���申請する補助対象者の住民票

���納税証明書

���店舗の事業調書（様式�号）　�店舗の場合のみ

���家屋所有証明書等の建築物の所有者が確認できる書類

���登記事項証明書　　 � ��法人が店舗の改修を行う場合

���確定申告書（写）等　�個人が店舗の改修を行う場合

���工事内訳のわかる見積書の写し

���改修工事部分を表記した図面

����所有者の承諾書　�賃借物件の場合

����その他町長が必要と認める書類

【書類審査・交付決定】

交付決定通知書（様式第�号）

【リフォーム工事着工】

�工事内容に変更が生じた場合はご相談ください

【工事完了報告】

���実績報告書（様式�号）

���領収書の写し

���契約書の写し

���改修前及び改修後の現場写真

【書類審査・交付確定】

・補助金交付確定通知書（様式第�号）

【補助金請求書（様式第�号）提出】

補助金交付

募集期間

平成��年�月�日～令和�年�月��日

ただし、交付決定額が予算総額に達した時点で終了。

詳しい内容は産業観光課商工観光担当までお問い合わせください。

補助金交付申請書（様式�号）

� �ファイル名：���������������サイズ：��������

店舗の事業調書（様式�号）

� �ファイル名： ������ ������������������サイズ：��������

リフォーム補助金交付までの流れ

リフォーム補助金交付までの流れ � �ファイル名：������������ �サイズ：���������

���ファイルの閲覧には ������������� �が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

�����社のサイトから ������������� �をダウンロード（無償）してください。

補助対象工事

対象工事 � �ファイル名：�������������� �サイズ：��������

���ファイルの閲覧には ������������� �が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

�����社のサイトから ������������� �をダウンロード（無償）してください。
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言語を選択 Ԃ

�����年�月��日� ������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

宮代町役場町民生活

課環境推進担当

トップ 暮らしの情報 文化・スポーツ・まちづくり 宮代町の魅力推進事業（里山体験事業）

山崎山ツリークライミング����　～五楽体験事業～

森の空気を満喫！ツリークライミング

木の上の眺めは別世界

�月��日（日）、さいたま緑のトラスト保全第�号地の山崎山で、ツリークライミングを行いました。新緑が目にまぶしいこの季節に、自然

との一体感を味わおうと、町内外から��名の皆さんが参加してくれました。ツリークライミングジャパン公認インストラクターの柴山さん

をはじめ、�名の先生に手ほどきをうけ、ロープを使って自力で登っていきます。およそ��分間、地上とは違った、別世界の景色を堪能

しました。

次回の山崎山ツリークライミングは、��月��日（日）の開催を予定しています。
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