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平成３０年度の事業のうち、特に、住民の皆さんに身近なものを抽出し、

内容や実施時期などをできるだけわかりやすく説明しました。

＊主要な取組みを選び掲載している関係で、予算書の事業予算額と一致しないものもあります。

＊予算書の事業名と一致しないものは、予算書の事業名を〔○○事業〕と表記しています。

＊住民 1 人あたりの額は、平成 30 年 1 月 1 日現在の人口（34,022 人）で除して求めています。
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住 民 課

平成３０年度の取り組み

本年度は、住民の皆様に「安心」と「満足」を提供できるよう、引き続き住民視点に立った窓口対

応に努めるとともに、正確かつ質の高い住民サービスを提供してまいります。また、マイナンバーカ

ードを利用して、住民票の写し及び印鑑証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービス（コン

ビニ交付）を新たに導入し、住民の皆様の利便性の向上を図ってまいります。

国民健康保険においては、県が国保財政運営の責任を担い、市町村と共同運営を行う都道府県化が

スタートします。県の運営方針のもと、保健事業の充実、収納率の向上、医療費及び保険給付費の適

性化等に努め、安定かつ健全な財政運営を目指してまいります。

後期高齢者医療においては、保険料をコンビニエンスストアで納付できるサービス（コンビニ納付）

を新たに導入し、被保険者の皆様の利便性の向上を図ってまいります。

年金制度においては、法改正等に適切に対応した制度運営に努めてまいります。

■ 戸籍住民担当

戸籍や住民基本台帳の記載・記録を適正に管理し、迅速に各種

証明書の交付を行うとともに、パスポート及びマイナンバーカード等

について、正確かつ適正に交付処理を実施します。

また、住民票の写し及び印鑑証明書について、新たにコンビニ交

付を開始し、住民サービスの向上を図ります。

今後も、住民の皆様の各種手続きが円滑に行えるよう、窓口サー

ビスの最適化を目指し、業務改善に取り組みます。

[戸籍住民基本台帳管理事業] P３６

各種届出の記載や記録の適正な管理

コンビニ交付開始

［旅券事務事業］ P３６

旅券（パスポート）の申請受付及び交付等

■ 国保年金担当、後期高齢者医療担当

国民健康保険制度では、都道府県化がスタートし、県の運営

方針に基づき、収納率の向上、医療費及び保険給付費の適性化

等に努め、安定かつ健全な財政運営に努めます。

また、データヘルス計画に基づき被保険者の健康維持及び健

康寿命の延伸等を目的とした効果的な保健事業に取組みます。

特に、平成 30 年度には、健康ステーション事業として健康講座、

健康測定等を実施し、被保険者の健康意識を高めます。

特定健康診査及び特定保健指導においては、第 3 期特定健康

診査等実施計画に基づき、効果的な受診勧奨等を積極的に行い、

実施率の向上を目指します。

その他、昨年度に引き続き生活習慣病重症化予防対策事業、

独自の特典つき健康マイレージ事業を実施します。

後期高齢者医療制度では、被保険者の身近な窓口として、丁

寧で分かりやすい対応に努め、各種申請・届出の受付、保険料

の徴収などを適切に行うとともに、保険料にかかるコンビニ納

付を新たに導入し、被保険者の皆様の利便性の向上を図ります。

国民年金制度では、相談業務に対応する専門性を高めるとと

もに日本年金機構と連携を図り、マイナンバー制度の導入によ

る事務を円滑に進めてまいります。

[国民健康保険特別会計] P３７

[後期高齢者医療特別会計] P３８

[後期高齢者健康診査事業等] P３９

後期高齢者への健康診査の実施

[国民年金運営事業] P３９

国民年金事務の実施（法定受託）
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戸籍住民担当

内線３１３

一人あたり

その他の財源

0円

1,211万円 0万円 1,211万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 電算委託料・電算システム機器経費 755 万円

迅速かつ正確な事務処理及び行政サービスの向上に資するための電算システムに係る経費

です。

□ 証明書コンビニ交付に係る経費 236 万円

□ その他の経費 220 万円

戸籍住民担当

内線３１３

一人あたり 0円

115万円 0万円 115万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 旅券交付業務に伴う人件費、需用費等の経費 115 万円

証明手数料 1,181 万円

国・県から 30 万円

戸籍住民基本台帳管理事業

戸籍法及び住民基本台帳法その他関係法令に基づく戸籍簿及び住民基本台帳の適正な

記録管理とともに、迅速かつ正確に各種証明書等を発行します。

また、住民の利便性向上のため、マイナンバーカードを利用した住民票及び印鑑証明書

のコンビニ交付を開始します。

旅券事務事業

県から 115 万円

旅券法に基づくパスポートの交付申請及び受取り等の業務について、適正かつ円滑に実

施します。
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国保年金担当

内線３１６

一人あたり 7,607円

39億5,054万円 2億5,881万円 36億9,173万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 新制度の円滑な実施

県単位での資格取得、喪失事務の他、高額療養費多数回該当の引継ぎなど都道府県化に伴う

新たな制度運営を適切に行います。

【ここが変わります】

・国民健康保険制度の運営主体に県が加わります

・保険証が変わります

・県内市町村内での高額療養費の多数回該当が引き継がれます

□ 将来の税負担のあり方を検討

赤字解消を目指して県から示された標準保険税率等を参考に税負担等のあり方を検討しま

す。

・平成３０年度における保険税率等の比較表

医療分 支援分 介護分

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

宮 代 町 6.1% 28,200 円 1.9% 9,600 円 1.3% 11,000 円

標準保険税率 6.24% 35,472 円 2.21% 12,524 円 1.89% 14,093 円

差 異 ▲0.14% ▲7,272 円 ▲0.31% ▲2,924 円 ▲0.59% ▲3,093 円

※標準保険税率：県が示す町の国保運営に必要な財源を確保するための保険税率等

※なお、上記の税額は都道府県化の実施により、保険税が急激に上昇しないように国や県が実施する激変緩和措

措置後の額

□ 健康ステーション事業

・被保険者の健康意識を高めるため、健康ステーション事業として健康相談、健康講座、健康

測定などを実施します。

□生活習慣病重症化予防対策事業

・糖尿病性腎症による慢性腎不全等の重篤患者の発症予防のため、医療機関の受診が必要な被

保険者に積極的な受診勧奨を行うとともに重症化リスクの高い者に対して保健指導を実施し

ます。

埼玉県の運営方針のもと都道府県化に伴う新たな事務を円滑に実施し、安定かつ健全な

運営に努めます。また、財政運営の健全化を目指し、標準保険税率等を参考に将来の税負

担のあり方を検討します。保健事業は、被保険者の健康維持及び健康寿命の延伸等を目的

として、誰もが気軽に参加できる健康ステーション事業の実施や生活習慣病重症化予防対

策事業、健康マイレージ事業を充実してまいります。

国民健康保険特別会計

国民健康保険税 7 億 3,906 万円

国・県から 29 億 4,731 万円

その他 536 万円
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□健康マイレージ事業

・健康マイレージの参加者が特定健診を受診した場合、抽選で町独自の記念品をプレゼントし、

各自の健康増進への取り組みを応援するとともに特定健康診査(以下、特定健診)の実施率の向

上に努めます。

□特定健診、特定保健指導

・第 3 期特定健診等実施計画に基づき特定健診の実施率 45％、特定保健指導の実施率 27％の達

成を目標に、受診勧奨に取り組みます。

後期高齢者医療担当

内線３１４

一人あたり

その他の財源

1,449円

4億9,384万円 4,930万円 4億4,454万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 平成 30 年度の保険料

平成 30 年度は、保険料の改定（2年に 1回）が行われました。

均等割 41,700 円 ＋所得割（総所得金額－33 万円）×7.86％

限度額 62 万円

□コンビニ納付の導入

普通徴収(町からの納付書で納める方法)の方を対象に７月の本算定時からコンビニ納付を

導入します。

□保険料の平準化

特別徴収(年金天引き)の仮算定(4･6･8月)と本算定(10･12･2月)における保険料額の格差を

平準化し、納税しやすい環境を整備します。

□生活習慣病重症化予防対策事業

埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携し、健康診査の結果を基に血糖のコントロールを示

す項目(ＨｂＡ１c)が基準値以上の者を対象として医療機関への受診勧奨を実施します。

後期高齢者医療保険料等 3 億 9,395 万円

国・県から 5,017 万円

その他 42 万円

後期高齢者医療特別会計

超高齢社会を迎え、後期高齢者医療制度の役割は益々重要になっています。平成 30 年度

は、引き続き、身近な窓口として、丁寧で分かりやすい対応に努めるとともに保険料にか

かるコンビニ納付を新たに導入し、利便性の向上を図ります。
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後期高齢者医療担当

内線３１４

一人あたり

町からの支出 その他の財源

156円

1,775万円 532万円 1,243万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 健康診査の実施率の向上

疾病の早期発見、早期治療及び心身の健康を保持するために健康診査の実施率の向上を目指しま

す。

□人間ドック受診費用の一部助成

人間ドック等を受診した被保険者に対し、年 1回 2万 5,000 円(上限)の補助を行います。ただし、

同一年度内に健康診査を受診している場合は 1万 5,000 円(上限)の補助となります。

国保年金担当

内線３１７

一人あたり

町からの支出 その他の財源

0円

274万円 0万円 274万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 平成 30 年度の保険料

国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障がいを負ったときや、一家の働き手が亡くなった

ときにみんなで暮らしを支え合う制度です。日本国内に住所がある 20 歳以上 60 歳未満のすべての

方が加入し、保険料は、20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間納めることになっています。

平成 30 年度の保険料は１ヶ月 16,340 円

□ マイナンバー制度の導入に伴う手続きの簡略化

年金の加入手続きなどを行う際は、年金手帳や基礎年金番号の確認できる書類が必要でしたが、マ

イナンバー制度の導入に伴い、年金手帳がなくても個人番号の確認で年金の手続きができるようにな

りました。(平成 30 年 3月中)

□ 「ねんきんネット」サービス

年金加入者や受給者の方が、本人の年金加入記録（共済組合除く）をインターネットで確認でき

ます。インターネットの利用が難しい方は、各年金事務所や町の国保年金担当窓口で確認が可能で

す。

国から 274 万円

国民年金の相談業務に対応する専門性を高め、窓口サービスの向上に努めます。

国民年金運営事業

後期高齢者医療広域連合から 1,243 万円

後期高齢者健康診査事業等

健康診査の実施率向上に努め、被保険者の健康の維持増進、疾病の早期発見に努めます。
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（イータックス）

また、新たに徴収事務指導員を

町民税担当

給与所得者に対する

きによる納付）を徹底し、

地方税 eLTAX

効率化を図

てまいり

資産税担当

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

・償却資産の

努めてまいります。

道仏土地区画整理事業の完了

とともに、

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

促進に努め

、納税の公平性を確保するため、

財産調査を

与・年金・生命保険等）の差押

課

取り

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

に努めてまいります。そのため

インターネットを活用

（イータックス）とのデータ連携、

また、新たに徴収事務指導員を

給与所得者に対する

きによる納付）を徹底し、

eLTAX

効率化を図

てまいり

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

・償却資産の

努めてまいります。

道仏土地区画整理事業の完了

とともに、税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

促進に努めてまいり

、納税の公平性を確保するため、

財産調査を

与・年金・生命保険等）の差押

課

り組

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

インターネットを活用

とのデータ連携、

また、新たに徴収事務指導員を

給与所得者に対する個人住民税

きによる納付）を徹底し、

eLTAX（エルタックス）

効率化を図

てまいります。

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

・償却資産の年度

努めてまいります。

道仏土地区画整理事業の完了

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

てまいり

、納税の公平性を確保するため、

財産調査を

与・年金・生命保険等）の差押

組み

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

インターネットを活用

とのデータ連携、

また、新たに徴収事務指導員を

個人住民税

きによる納付）を徹底し、

（エルタックス）

効率化を図る

ます。

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

年度

道仏土地区画整理事業の完了

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

てまいり

、納税の公平性を確保するため、

財産調査を実施し

与・年金・生命保険等）の差押

み

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

インターネットを活用

とのデータ連携、

また、新たに徴収事務指導員を

個人住民税

きによる納付）を徹底し、納税者の利便性の向上に

（エルタックス）

ると

ます。

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

年度異動

道仏土地区画整理事業の完了

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

てまいり

、納税の公平性を確保するため、

実施し

与・年金・生命保険等）の差押

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

インターネットを活用

とのデータ連携、

また、新たに徴収事務指導員を

個人住民税

納税者の利便性の向上に

（エルタックス）

とともに

ます。

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

異動処理

道仏土地区画整理事業の完了

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

てまいります

、納税の公平性を確保するため、

実施し、

与・年金・生命保険等）の差押・公売

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

インターネットを活用し

とのデータ連携、

また、新たに徴収事務指導員を

個人住民税の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

（エルタックス）

ともに

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

処理

道仏土地区画整理事業の完了

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、

ます。

、納税の公平性を確保するため、

実施し、不動産や債権

与・年金・生命保険等）の差押・公売

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

した

とのデータ連携、マイナ

また、新たに徴収事務指導員を

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

（エルタックス）

ともに、

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

処理や

道仏土地区画整理事業の完了

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の

）を導入するとともに、口座振替制度やコンビニ

。

、納税の公平性を確保するため、

不動産や債権

・公売

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

た地方税

マイナ

また、新たに徴収事務指導員を

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

（エルタックス）

、税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

や新

道仏土地区画整理事業の完了に伴う

税制改正に対応した適正な

納税者の皆様が納税しやすい環境の整備を図るため、

口座振替制度やコンビニ

、納税の公平性を確保するため、

不動産や債権

・公売を

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため

地方税

マイナンバー

また、新たに徴収事務指導員を配

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

（エルタックス）の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

新増築家屋の

に伴う

税制改正に対応した適正な

整備を図るため、

口座振替制度やコンビニ

、納税の公平性を確保するため、納税

不動産や債権

を進めて

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

てまいります。そのため、

地方税eLTAX

ンバー

配置し

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

築家屋の

に伴う事務

税制改正に対応した適正な

整備を図るため、

口座振替制度やコンビニ

納税誠意に欠ける滞納

不動産や債権

進めて

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

、平成３０

eLTAX

ンバー

置し、

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

築家屋の

事務

税制改正に対応した適正な課税に努め

整備を図るため、

口座振替制度やコンビニ

誠意に欠ける滞納

不動産や債権等

進めてまいります
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町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

平成３０

eLTAX（

ンバーの

、徴収対策を強化することで、より一層の収納率

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

築家屋の

事務処理を

課税に努め

整備を図るため、

口座振替制度やコンビニ

誠意に欠ける滞納

等（預貯金・給

まいります

41

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

平成３０

（エルタックス

の適正な

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

の特別徴収（給与から差し引

納税者の利便性の向上に努め

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

築家屋の適切な

処理を

課税に努め

整備を図るため、

口座振替制度やコンビニ

誠意に欠ける滞納

（預貯金・給

まいります

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

平成３０年度の税制改正に伴う

エルタックス

適正な

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

の特別徴収（給与から差し引

努めてまい

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため

適切な

処理を適切に

課税に努め

整備を図るため、スマホ

口座振替制度やコンビニ

誠意に欠ける滞納

（預貯金・給

まいります

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

年度の税制改正に伴う

エルタックス

適正な運用

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

の特別徴収（給与から差し引

てまい

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため、

適切な評価

適切に

課税に努めてま

スマホ

口座振替制度やコンビニ

誠意に欠ける滞納

（預貯金・給

まいります。

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

年度の税制改正に伴う

エルタックス

運用

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

の特別徴収（給与から差し引

てまい

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

、土

評価

適切に

てま

スマホ

口座振替制度やコンビニ納

誠意に欠ける滞納

（預貯金・給

。

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

年度の税制改正に伴う

エルタックス

運用管理

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

の特別徴収（給与から差し引

てまい

の活用により、事務処

税制改正に対応した適正

土

評価

適切に

てま

スマホ

納

誠意に欠ける滞納

（預貯金・給

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源

年度の税制改正に伴う

エルタックス）による

管理による

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源であるため

年度の税制改正に伴う

）による

による

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

[町民税事業

町民税

[固定資産

固定資産税

[徴収対策

町税

[納税推進事業

スマホ

口座振替

であるため

年度の税制改正に伴う

）による

による

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

町民税事業

町民税

固定資産

固定資産税

徴収対策

町税の

納税推進事業

スマホ

口座振替

であるため

年度の税制改正に伴う

）による電子

による税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

町民税事業

町民税・軽自動車税

固定資産

固定資産税

徴収対策

の収納

納税推進事業

スマホ決済

口座振替

であるため

年度の税制改正に伴う

電子

税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

町民税事業

軽自動車税

固定資産税事業

固定資産税・

徴収対策事業

収納・管理

納税推進事業

決済（PayB

口座振替・コンビニ

であるため、引き続き

年度の税制改正に伴う事務作業を

電子申告

税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

町民税事業]

軽自動車税

税事業

・都市計画税

事業]

・管理

納税推進事業]

PayB

コンビニ

引き続き

事務作業を

申告

税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

P４

軽自動車税・

税事業]

都市計画税

] P４

管理

] P４

PayB）の

コンビニ納税

引き続き

事務作業を

申告の促

税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

４２

・町たばこ

P４２

都市計画税

４３

４３

の導入

納税の

引き続き

事務作業を

促進や

税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

たばこ

４２

都市計画税の

導入

の促進

引き続き適正

事務作業を適切に

進や

税務行政サービスの

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

たばこ税

の適正

促進

適正かつ公平

適切に

進や国税

税務行政サービスの向上

徴収対策を強化することで、より一層の収納率

税の適正

適正な課税

かつ公平

適切に進める

国税

向上

徴収対策を強化することで、より一層の収納率向上

適正な

課税

かつ公平

進める

国税e-Tax

向上を図

向上

な課

課税

かつ公平

進める

Tax

を図

向上を

課税

かつ公平

進める

Tax

を図

を
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町民税担当

内線２３２

一人あたり

その他の財源

334円

1,137万円 1,137万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 電算委託料 779 万円

町民税等の適正な課税のための事務処理に必要な電算システムの経費です。

□ 地方税電子申告支援サービス利用料 239 万円

eLTAX（エルタックス）を利用するための経費です。

□ その他の経費 119 万円

資産税担当

内線２３４

一人あたり 632円

2,150万円 2,150万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 電算委託料 450 万円

固定資産税等の適正な課税のための事務処理に必要な電算システムの経費です。

□ 評価替調査委託料 1,625 万円

航空写真撮影、地番図等更新、地価調査など固定資産評価替えのための委託経費です。

□ その他の経費 75 万円

固定資産税事業

航空写真・地番図・土地家屋図等の地図データを用いて、固定資産課税台帳の確認調査

や実地調査等により課税客体や納税者の的確な把握に努めるとともに、道仏土地区画整理

事業地内の換地処分等に適切に対応し、適正な課税を行います。

税務署、県税事務所その他関係機関との連携・協力により、課税対象者等の的確な把握

に努め、町民税、軽自動車税及び町たばこ税の適正な課税を行います。

また、インターネットを活用して所得税や地方税などの申告等ができる e-Tax（イータ

ックス）・eLTAX（エルタックス）の利用促進より、住民の利便性の向上を図ります。

町民税事業
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徴収担当

内線２３７

一人あたり 129円

438万円 438万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 徴収事務指導員経費 240 万円

徴収事務指導員に対する報酬及び費用弁償です。

□ 電算委託料・電算システム機器経費 116 万円

町税の収納管理や徴収対策強化のための電算システムの経費です。

□ その他の徴収対策経費 82 万円

徴収担当

内線２３７

一人あたり

その他の財源

68円

231万円 231万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 口座振替利用手数料 41 万円

納付のために現金を用意して金融機関等で払い込む手間が省け、一度の手続きで安全･確実

に納付できます。

□ コンビニ納税・スマホ決済（PayB）利用手数料 173 万円

・全国のコンビニで、２４時間いつでも・

どこでも・簡単に納付できます。

・専用アプリに事前に登録し、

バーコードを読取、暗証番号を入力する

だけで納付できます。

□ その他の納税推進経費 17 万円

納期内納付の促進と滞納の早期解消を図るため新たに徴収事務指導員を配置し、職員

の徴収知識と収納率の向上を目指します。また、納税誠意に欠ける滞納者に対しては、

不動産や債権等の差押や公売により町税等の債権確保に努めます。

徴収対策事業

納税推進事業

納税者の皆様の利便性の向上を図るため、スマホ決済（PayB）を導入するとともに、口

座振替制度やコンビニ納税の利用促進に努めます。

また、ライフスタイルの多様化に対応した、新たな納付方法の研究等を進めます。
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町民生活課

平成３０年度の取り組み

町民生活課は、町民の安心安全（防災・防犯・消防・交通安全）、地域振興、環境などの事業に取り

組んでおります。

安心安全各分野では、前年度に引き続き各種事業を実施する他、自主防災組織や自主防犯組織の支

援を通じて地域の防災・防犯力を高め、安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

地域振興分野では、自治会組織の運営支援、町民まつりなどコミュニティ事業を推進します。

環境分野では、生活環境の向上を図るべく一般廃棄物（ごみ・し尿）の処理、合併処理浄化槽の推

進に努める他、町の地域資源でもある里山の保全、桜の管理などの事業に取り組み、自然環境をテー

マとした様々なイベントも開催します。

町民の皆様に、暮らしやすいまちを提供できるよう、市民活動、コミュニティ活動を総合的に支援

してまいります。

■ 環境推進担当

宮代町の豊かな自然環境を体の五感全てを使って楽しむ、を

コンセプトとして、山﨑山周辺を拠点とした「宮代町の魅力推

進事業」により、里山での森遊びや自然観察会等のイベントを

行い、宮代ファンを増やしていきます。

環境衛生事業では、衛生的な生活環境の保全のため、あき地

環境保全条例に基づく雑草の除去や側溝等清掃たい積物の処

分を行います。

[環境衛生事業] P４６

あき地の除草、側溝たい積物の処分

実行計画事業

・宮代町の魅力推進事業（里山体験事業） P１８

■ 地域振興担当

町のシンボルであり、市民活動の拠点施設である進修館を核

として、人、地域、活動といった地域資源を活かした市民活動

のマッチングを図ります。また、地区・自治会活動への支援と

あわせて集会所の利活用を推進して、地域コミュニティの活性

化を図ります。

[進修館管理事業] P４７

進修館の管理運営（指定管理者制度）

実行計画事業

・市民、活動、地域資源の縁結び事業 P１３

・上手に使おう集会所事業 P１４

■ 生活安全担当

交通安全対策事業では、交通安全関係団体等と連携し、各季

の街頭キャンペーン等で交通安全の啓発を実施します。また、

通学路等における危険な箇所の安全対策を実施します。

自転車対策事業では、引き続き放置禁止区域を重点とした放

置自転車対策を講じるとともに、有料駐輪場等の適正な管理運

営を実施します。

防犯活動事業では、犯罪のない安心安全な町を目指し地域の

防犯力を向上させるため自主防犯活動への支援を行います。

防災活動事業では、いつくるか分からない災害に備えるた

め、J アラート機器の更新を実施するとともに、防災に関する

情報を多様な手段で町民の皆様にお届けします。

[交通安全対策事業] P４８

交通安全の啓発、交通安全施設の整備

[自転車対策事業] P４９

放置自転車等の撤去、町営駐輪場の管理運営

[防犯活動事業] P４９

防犯灯の維持管理

[防災活動事業] P５０

防災設備の維持管理

実行計画事業

・防災コミュニティ促進事業 P１２
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環境推進担当

内線２７４

一人あたり

その他の財源

77円

421万円 261万円 160万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 側溝等清掃たい積物運搬用かます代及び配送料 13 万円

□ 側溝等清掃たい積物運搬業務委託 208 万円

かますは、4月（秋季実施は随時）に希望する各区長等へ配布します。乾燥等の一定期間経過

後、『かます置場地図』により収集・運搬します。

□ 「宮代町きれいなまちづくり条例」の啓発経費 14 万円

□ 雑草等除去委託料（あき地環境の保全） 160 万円

□ 犬猫路上死骸運搬委託料 22 万円

□ その他の経費 4 万円

環境衛生事業

衛生的な生活環境の保全を目的として、「宮代町あき地環境保全条例」による雑草等除去や

側溝等清掃たい積物の収集・運搬・処分を行います。また、ポイ捨てなどの防止を目的とし

た「宮代町きれいなまちづくり条例」に基づく里親制度の運用により、環境美化意識を更に

高める取り組みを行います。

あき地環境保全受託金 160 万円
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地域振興担当

内線２８１

一人あたり 877円

3,084万円 2,984万円 100万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 利用案内

・開館時間：午前 9時から午後 9時 30 分まで

・休 館 日：年末年始

・使 用 料：大ホール 2,600 円、小ホール 1,500 円

芝生広場 1,800 円、2階ロビー 1,500 円

研修室 300 円、集会室 300 円

和室 300 円、茶室 300 円

食堂 400 円

（すべて 1 時間あたりの料金）

□ 施設管理運営経費

・指定管理料 2,857 万円

2,857 万円

□ 施設改修工事費

・大ホール駐車場側扉改修工事 227 万円

227 万円

進修館管理事業

市民活動、コミュニティ活動の拠点施設である進修館を、市民団体が適正な管理運営を行

います。

行政財産使用料等 6 万円

まちづくり基金（寄付金） 94 万円



３ 生活・環境

48

生活安全担当

内線 278

一人あたり 370円

1,259万円 1,259万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 交通指導員による交通安全指導 497 万円

通学時、主だった交差点において、児童･生徒等への交通安全の指導を行います。また、小中

学校の交通安全教室等において、児童・生徒・保護者への交通安全の指導を行います。

□ 交通安全母の会の活動への支援 24 万円

町内の保育園・幼稚園や小学校などで、交通安全教室等を開催します。また、高齢者世帯を

訪問して、交通安全意識の普及を図ります。

□ 交通安全運動の実施（年４回） 11 万円

警察や交通安全関係団体と協力して、街頭活動等の交通安全運動を実施します。

□ 道路照明灯及び地下道の維持・管理 254 万円

道路照明灯を適切に管理し、車道における事故を防止するとともに、地球環境にやさしいLED

化を推進します。また、須賀小学校及び東小学校付近にある地下道の適切な維持・管理を行い、

児童の安全確保を図ります。

□ 道路標示等交通安全施設の整備・補修 258 万円

町内の危険箇所や通学路に道路標示や注意喚起看板等を設置し、危険箇所における交通事故

を防止します。

□ 道路反射鏡の整備・補修 204 万円

見通しの悪い交差点に道路反射鏡を設置し、道路交通の円滑化と事故の防止を図ります。

□ その他の経費 11 万円

警察や関係団体と連携し、各季における街頭キャンペーン等の啓発活動・教育活動を実施

し、交通事故の減少を図ります。また、各小中学校通学路等の危険な箇所においては交通安

全施設を整備し、交通の安全を確保します。

。

交通安全対策事業
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生活安全担当

内線 278

一人あたり 0円

690万円 0万円 690万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 放置防止条例に基づく撤去等の実施 6 万円

「宮代町自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、鉄道３駅周辺の放置禁止区域や、

公共の場所に放置されている自転車等の撤去等を行います。

□ 有料駐輪場の管理運営 680 万円

和戸駅第１及び第２駐輪場と姫宮駅西口駐輪場の利用環境を向上させるとともに適正な管

理運営を行います。

□ その他の経費 4 万円

生活安全担当

内線２７６

一人あたり

その他の財源

404円

1,366万円 1,366万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 防犯灯の新設、維持管理及びＬＥＤ化の推進

・防犯灯電気料 800 万円

・防犯灯の新設、修繕にかかる費用 327 万円

□ 防災・防犯マスター講座の開催 2 万円

□ 自主防犯活動に対する支援（組織の設立及び活動に対する補助） 30 万円

□ その他の経費 207 万円

自転車対策事業

良好な交通環境と町の景観を保持し、歩道等の安全な通行を確保するため、鉄道３駅周辺

の放置禁止区域や公共の場所に放置されている自転車等を撤去し、放置自転車等を減少させ

るとともに有料駐輪場の適正な管理運営を行います。

駐輪場使用料 681 万円

廃棄自転車等回収代金 5 万円

放置自転車等撤去保管料 3 万円

再利用自転車引渡代金 1 万円

防犯活動事業

多様化傾向にある犯罪を未然に防ぎ、町民の皆様が安心安全に暮らせるまちづくりを推進

します。そこで、地域の防犯力を向上させるため自主防犯活動を実施する団体へパトロール

用品等の購入を支援するほか、防犯に関する専門家を招いて講座を開催し防犯組織のリーダ

ーとなる人材を育成します。

また、夜間の防犯対策として市民参加による防犯灯の設置検討を行い、防犯灯の適切な設

置及び維持管理を行います。
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生活安全担当

内線２７６

一人あたり 306円

1,652万円 1,032万円 620万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 防災行政無線通信施設修繕費 107 万円

□ 防災行政無線、防災情報システム等通信料 374 万円

□ 登録制メール管理委託料 4 万円

災害情報や防災行政無線で放送した内容を登録されたパソコンやスマートフォン等に配信し

ます。

□ テレ玉データ放送利用料 65 万円

災害発生時に町からの災害情報、避難情報等を、平常時は防災行政無線で放送した内容や町

からのお知らせ等をテレビ埼玉のデータ放送を活用して情報提供します。

□ 町内ＡＥＤ維持管理費 44 万円

□ Ｊアラート（全国瞬時警報システム）受信機更新工事 630 万円

国からのＪアラートによる情報伝達が、平成３１年度から新受信機のみで実施されることか

ら、機器の切り換えを行い、正確・迅速な情報受信を行います。

□ その他の経費 428 万円

※詳しくは町ホームページをご覧ください。

音声による情報伝達

（１）屋外スピーカー：防災、防犯等の情報を放送します。「聞き取りにくい」、「聞こえな

かった」を補うため、屋外スピーカーを４６箇所から２箇所増やし、町内全域の４８箇所

に設置しています。

（２）フリーダイヤル：放送が聞き取れない場合、防災行政無線で放送された内容を電話で

聞くことができます。電話番号は「０１２０－３８４６０２（ミヤシロオーツー）」です。

文字による情報伝達

（１）携帯電話、パソコン：従来のツイッターの他にメール配信サービスを実施しています。

（２）テレビ：テレビ埼玉のデータ放送を使った情報配信サービスです。ご家庭のテレビか

らテレビ埼玉のｄボタンで防災情報等町からのお知らせが確認できます。

～宮代町メール配信サービスのご紹介～

【登録するには・・・】

①右のＱＲコードを読み取る。

②「miyashiro@x.bmd.jp」に空メールを送る。

③「https://x.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=miyashiro&task=regist」

にアクセスする。

防災活動事業

宮代町防災行政無線が新しくなりました

台風や地震等の災害に即応できる防災体制の確立を目指して、Ｊアラート（全国瞬時警報

システム）の受信機を更新するとともに、防災行政無線をはじめとした防災施設の適正な維

持管理を行います。また、従来からのツイッターに加え、新たな媒体（メール配信サービス、

テレ玉データ放送等）で災害の情報をはじめとする町のさまざまな情報をお伝えします。

町債（借金） 620 万円
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福 祉 課

平成３０年度の取り組み

保護者の皆様が喜びを感じながら安心して子育てができ、子どもたちが愛情に包まれ健やかに成長

していけるよう、保健福祉の連携にも配慮しつつ子育て支援施策の拡充に努めてまいります。また、

支援を要する世帯や障がいのある人も住み慣れた地域で安心してともに暮らせる社会の実現を目指

し、引き続き効果的な施策を推進してまいります。

■ 社会福祉担当、障がい者福祉担当

それぞれの地域において誰もが安心して暮らせるよう、地域

の方々や福祉関係者と連携しながら地域福祉の充実に取り組ん

でまいります。

また、障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、各種事業を実施するとともに、

今年度から埼葛北地区基幹相談支援センターを委託により新設

し、地域の相談支援体制の充実、強化を図ってまいります。

[障害者総合支援事業] P５２

障害者総合支援法に基づく給付及び事業の実施

[福祉交流センター運営事業] P５２

福祉交流センター陽だまりサロンの運営

[障害者地域生活支援事業] P５３

障がい者の地域生活を支援する事業の実施

実行計画事業

・障がい者の雇用創出事業 P２９

■ こども未来室 （子育て推進担当）

家庭、地域、子育て施設など関係する皆様が子どもの健やか

な成長を支えあい、その輪を広げながら子育てができるまちづ

くりに取り組んでまいります。

児童手当、子ども医療費助成、幼稚園就園費助成など次世代

を担う子どもたちの健やかな育ちを支援してまいります。また、

緊急サポート・ファミリーサポートセンター運営事業は、子育

ての支援を受けたい人（利用会員）と子育てを援助・サポート

したい人（サポート会員）が会員となり、一時預かり等の支援

業務を通じて助け合う有償ボランティアの会員組織を構築、運

営することにより進めてまいります。

[こども医療費支給事業] P５４

中学生以下の子どもへの医療費助成

[児童手当支給事業] P５５

中学生以下の子どものいる世帯への手当支給

[幼稚園就園奨励事業] P５５

私立幼稚園に就園する世帯への助成

[緊急サポート運営事業] P５６

急を要する場合の預かり

[ファミリーサポートセンター運営事業] P５６

保育園などへの送迎やその前後の預かり

実行計画事業

・みんなで子育て！こども未来事業 P20,21

■ 子育て応援室 （保育担当、子育てひろば担当、みやしろ保育園、国納保育園）

子育てひろば、各子育て支援センターでは、子ども同士、親

同士、地域の様々な人たちと子育て家庭をつなぐ架け橋になる

よう、安心して過ごせる拠点を目指し事業を展開していきます。

みやしろ保育園、国納保育園では、恵まれた環境の中で、一

人ひとりを大切にし、元気な体と優しい心を持った子どもたち

を育てていきます。

[学童保育所運営事業] P５４

学童保育所（各小学校内）の運営

実行計画事業

・みんなで子育て！こども未来事業 P20,21
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障がい者福祉担当

内線３２６

一人あたり

町からの支出 その他の財源

4,449円

5億9,851万円 1億5,135万円 4億4,716万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 障害福祉サービス・障害児通所支援等

個々の状況に応じた生活上又は療養上に必要な介護やリハビリテーション、また、就労に

つながる支援、給付等を行います。

□ 自立支援医療

更生医療、育成医療に係る費用を支給します。

□ 補装具費の支給

車いすや義肢等の補装具の購入等に対し支援を行います。

□ その他の事業

障がいのある方が地域生活に必要なグループホーム等の支援や障害者就労支援センターと

連携を図り就労につながる支援を行います。

社会福祉担当

内線３２５

一人あたり

その他の財源

96円

326万円 326万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 主な事業 （詳しくは、町ホームページ及び毎月の広報みやしろをご覧ください）

いつでも誰でも気軽に「陽だまりサロン」を活用できます。また、地域のあらゆる方が年

齢差に関係なく活動できるよう、様々な講座やイベントを実施します。

□ 開館時間：毎週月曜～金曜日、第３、４土曜日の午前 10 時～午後４時

障害者総合支援事業

障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々

の実態やニーズに応じた各種福祉サービスを提供します。

国から 2 億 9,811 万円

県から 1 億 4,905 万円

○居宅介護（ホームヘルプ） ○ショートステイ ○施設入所支援 ○グループホーム

○生活介護 ○自立訓練 ○就労移行支援 ○児童発達支援 ○放課後等デイサービスなど

福祉交流センター運営事業

笠原小学校の中にある福祉交流センター「陽だまりサロン」では、高齢者や障がいのあ

る方、児童など地域のすべての人が気軽に集い活動し、ふれあいや交流をとおして、互い

に理解を深められるよう様々な事業やイベントを実施します。

○さをり織り体験 ○健康づくりの日(体操) ○本読み(読み聞かせ) ○囲碁・将棋の日

○昔の遊びや伝統体験 ○ミニコンサート ○作品の展示など
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障がい者福祉担当

内線３２６

一人あたり

その他の財源

694円

3,339万円 2,361万円 978万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 相談支援事業

障がいのある方からの相談に応じ､必要な情報提供､権利擁護などの支援を行います。また、

埼葛北地区基幹相談支援センターを中心に地域の相談支援体制を強化します。

□ 意思疎通支援事業

聴覚、言語機能などの障がいのため意思疎通に支障がある方に、手話通訳者や要約筆記者

の派遣を行います。

□ 日常生活用具給付等事業

重度の障がいのある方に、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具等の購入経費を助

成します。

□ 移動支援事業

屋外の移動が困難な障がいのある方に、外出の際の介助支援にかかる経費を助成します。

□ 地域活動支援センター事業

障がいのある方に、日中の創作活動、生産活動の機会を提供します。

□ 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がいのある方で、利用に要する

経費の補助を行い、利用を促進します。

□ その他支援事業

日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業 等

障害者地域生活支援事業

国から 650 万円

県から 326 万円

利用者負担金 ２万円

障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障

がいのある方の状況に応じた支援事業を実施します。今年度から埼葛北地区基幹相談支援

センターを委託により新設し、地域の相談支援体制の充実、強化を図ります。



４ 福祉・保育

54

保育担当

内線３２４・３２９

一人あたり

その他の財源

240円

5,111万円 818万円 4,293万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 町立小学校に通う放課後の保育が必要な家庭の児童を受け入れます。

町立小学校に通う、放課後の保育が必要な全学年の児童を対象とし、公設公営で３ヶ所（百

間小・東小・笠原小）、公設民営で１ヶ所（須賀小）で実施しています。

子育て推進担当

内線３２３

一人あたり 2,645円

1億256万円 9,000万円 1,256万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 中学生以下の児童に対する医療費の一部を支給します。

・入通院分：15 歳に達する日以後の最初の３月末日までが対象

・対象の児童が、医療機関で受診した際、医療機関に支払った保険診療の一部負担金を、「こ

ども医療費支給申請書」に基づき、後日、指定口座に振り込みます。

・町内の指定医療機関（医科・歯科・調剤）を受診した場合、現物給付（窓口払い廃止）を

実施します。

学童保育所運営事業

子ども・子育て支援新制度に準拠し、放課後、土曜日や学校休業日など、児童の保護者

が労働等により、保育が困難な家庭の児童を対象に、放課後児童クラブにおいて家庭に代

わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全育成及び仕事と

子育ての両立支援を図ります。

国から 1,035 万円

県から 1,035 万円

学童保育料等 2,223 万円

こども医療費支給事業

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の一部を支給します。

また、町内指定医療機関では、医療費の現物給付（窓口払い廃止）を行います。

県から 1,256 万円
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子育て推進担当

内線３２３

一人あたり 1,090円

5,448万円 3,708万円 1,740万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 私立幼稚園就園奨励費

・補助額：年額 62,200 円～308,000 円

※保護者の所得に応じて決定します。補助対象とならない場合もあります。

□ 私立幼稚園振興助成金

・補助額：1園につき 150,000 円

障がい児１人につき２万円に在園月数を乗じて得た額

子育て推進担当

内線３２３

一人あたり 2,060円

4億6,528万円 7,010万円 3億9,518万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 支給額

・３歳未満 15,000 円

・３歳以上小学校修了まで 10,000 円（第３子以降月額 15,000 円）

・中学生 10,000 円

・所得制限限度額を超過する方は児童１人につき 5,000 円
※すべて子ども一人に対しての月額です。

□ 支給時期

・６月（２～５月分）、１０月（６～９月分）、２月（１０～１月分）

私立幼稚園就園奨励事業

私立幼稚園に就園する幼児のいる世帯の保護者に対して就園奨励費を交付し、保護者の

負担軽減を図り、幼児教育を受けやすい環境を整備します。

また、町内私立幼稚園に対して振興助成金を交付することで、各幼稚園の学習環境の改

善や、幼児教育プログラムの向上及び心身障がい児教育の充実を図ります。

国から 1,740 万円

児童手当支給事業

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、

中学校修了までの子どもを対象に、児童手当を支給します。

国から 3 億 2,545 万円

県から 6,973 万円
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子育て応援室担当

内線３２４

一人あたり

町からの支出 その他の財源

33円

280万円 112万円 168万円

総事業費

平成３０年度の目標

【おもな援助内容】

□ ファミリーサポートセンター運営事業

・保育園や幼稚園、学童保育所への送り迎え

・保育園等の始業時間前または終業時間後の預かり

・臨時的な預かり

□ 緊急サポート事業

・病気または病気の回復期、早朝、夜間、宿泊を要する場合等の緊急を伴う児童の預かり

【運営主体】

・業務委託による実施

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業・緊急ｻﾎﾟｰﾄ事業

安心して子育てができるよう、子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助

を行いたい方（協力会員）の会員組織で、会員相互による育児の援助活動を行います。

（緊急サポートセンター）

国から 84 万円

県から 84 万円
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健康介護課

平成３０年度の取り組み

町民の皆様が健康に暮らせるよう予防接種や各種がん検診等の保健事業を実施いたしますととも

に、町民の健康づくりと疾病予防を計画的に推進していくため、健康増進計画の策定を進めてまいり

ます。

また、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう昨年度に策定いたしました計画期

間を平成 30 年度から平成 32 年度とする「宮代町高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画」

に基づき、介護保険制度の健全な事業運営に努めますとともに、高齢者福祉サービスの更なる充実を

図り、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいります。

■ 健康増進室 （健康増進担当）

疾病の発生及び蔓延を防止するため、引き続き、乳幼児等や

高齢者に定期予防接種を実施するとともに、赤ちゃん訪問、乳

幼児の健康診査・健康相談を実施します。また、新たに子育て

包括支援センターを開設し、母子の育児支援と虐待予防を強化

します。成人事業では、がん予防のため、各種がん検診を実施

し早期発見に努めます。

福祉医療センター運営事業では、医療と介護の環境を調査し、

今後の福祉医療センターのあり方について検討します。

また、初期診療の拠点となるよう、指定管理者制度を活用し、

医療施設の適正な管理運営を行います。

[保健予防事業] P５８

各種予防接種の実施

[母子保健事業] P５９

妊婦健康診査費用の助成、乳幼児健診の実施

[健康診査事業] P６０

各種がん検診、肝炎、骨粗しょう症検診の実施

[健康増進計画等策定事業] P６０

健康増進の取り組みを推進するための計画策定

[健康教育事業] P６１

健康マイレージ事業の実施

[福祉医療センター運営事業] P６２

医療・介護環境調査の実施

■ 高齢者支援担当、介護保険担当

高齢者が住み慣れたまちで、地域社会と関係を保ちながらい

きいきと自分らしく健康で安心して暮らせるよう、第 4 次総合

計画に位置づけた地域敬老会支援事業、介護予防･健康づくり活

動支援事業、地域交流サロン支援事業の更なる推進を図ります。

また、団塊の世代が 75 歳を迎える平成 37 年（2025 年）を見

据えた地域包括ケアシステムの構築に向け、平成 30 年度から平

成32年度の3年を計画期間とする第7期介護保険事業計画に基

づき、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、在宅医療・

介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援体制の整備等に

努め、計画の将来像「高齢者の尊厳が守られ 自分らしく い

きいきと生きるまち」を目指します。

[介護保険特別会計] P６３

[アクティブシニアの社会参加支援事業] P６４

シニア世代への地域活動デビュー支援

実行計画事業

・地域交流サロン支援事業 P９

・地域敬老会支援事業 P１０

・介護予防・健康づくり活動支援事業 P１１
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり 2,573円

8,754万円 8,754万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ ＢＣＧ 216 人 192 万円

□ 四種混合 840 人 1,063 万円

□ 不活化ポリオ 30 人 35 万円

□ Ｂ型肝炎 645 人 517 万円

□ 日本脳炎（乳幼児、児童、生徒） 997 人 839 万円

□ 二種混合 228 人 110 万円

□ 麻しん・風しん（ＭＲ） 483 人 588 万円

□ 子宮頸がん予防 5 人 8 万円

□ ヒブ 964 人 880 万円

□ 小児用肺炎球菌 964 人 1,161 万円

□ 水痘 646 人 655 万円

□ 高齢者インフルエンザ 5,756 人 2,027 万円

□ 高齢者肺炎球菌 1,195 人 598 万円

□ その他の経費 81 万円

保健予防事業

感染症を予防するため、各種ワクチンを接種し病気の発生及びまん延の防止に努めます。

また、予防接種法に基づき、乳幼児等の対象者に定期予防接種を継続して実施します。
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり 888円

3,269万円 3,020万円 249万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 乳幼児健診（4 か月児、10 か月児、1歳 6か月児、3歳児） 484 万円

□ 心理相談・ことばの相談（健診後に専門的な助言等の実施） 156 万円

□ 妊婦健診 2,185 万円

□ 子育て世代包括支援センター 275 万円

□ その他の経費 169 万円

母子保健事業

新たに、子育て世代包括支援センターを開設し、妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的

に把握し、必要な支援の調整や関係機関と連絡調整するなどして、妊産婦や乳幼児等に対して

切れ目のない支援を提供します。

国から 132 万円

県から 117 万円

助言・指導

相談

連携

子育てひろば

（基本型）

保健センター

（母子保健型）

連携

子育て世代包括支援センター

・子育て支援機関

（保育所・地域子育て

支援拠点事業 等）

・医療機関

（産科・小児科等）

・保健所

・児童相談所 等

関係機関

【妊娠期から⼦育て期にわたるまで切れ⽬のない⽀援の実施】

妊娠期妊娠前 産 後出産 育児

不妊検査・

不妊治療

助成事業

健康相談・電話相談・家庭訪問等による相談支援 子育て支援策

・保育所

・地域子育て支援

拠点事業

・その他子育て支

援事業

母子健康手帳交付

妊婦健康診査助成

ママパパ教室

乳児家庭全戸

訪問事業

産後ケア事業

(心身のケアや育児のサポート等)

予防接種乳幼児健康診査
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり 696円

2,643万円 2,368万円 275万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 胃がん検診 457 万円

□ 肺がん検診 199 万円

□ 子宮頸がん検診 634 万円

□ 乳がん検診 541 万円

□ 大腸がん検診 666 万円

□ 骨粗しょう症検診 96 万円

□ 肝炎検診 41 万円

□ その他の経費 9 万円

健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

その他の財源

100円

341万円 341万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 業務委託料 302 万円

□ その他 39 万円

健康診査事業

心身の健康を保持するために各種検診を実施し、各がん検診の個別の受診勧奨通知を行い

ます。また、検査結果に基づき精密検査が必要な方に受診勧奨を行います。骨粗しょう症検

診や肝炎ウィルス検診に該当する方に個別通知し、各種検診の受診率の向上に努めます。

国から 228 万円

県から 36 万円

個人負担金 11 万円

健康増進計画等策定事業

前年度に町民の方々にご協力いただき実施しましたアンケート調査の結果を踏まえ、長期的

な視点から計画的に健康増進の取り組みを推進するための計画を策定します。
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

町からの支出 その他の財源

46円

322万円 158万円 164万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 健康マイレージ事業 273 万円

□ その他 49 万円

健康教育事業

皆さんの健康づくりをサポートするため、各種健康教室を開催するほか、埼玉県コバトン健

康マイレージに参加していただくことで、楽しくウォーキングができるようにサポートしま

す。さらに、今年度から皆さんにより楽しんでいただけるようにプレゼントを進呈し、より多

くの方に継続性のある健康づくりの取り組みが行えるよう支援します。

県から 145 万円

個人負担金 4 万円

有料広告 15 万円

①参加登録をする

(郵送または WEB)

②歩数計が届く

※スマートフォンの歩数計の方は

登録完了後、利用可能です。

③歩数計を身につけて

歩く

ピ！

④リーダー（タブレット端末）に

かざして歩数データを送信

⑤県ではポイントに応じて抽選で

プレゼント！

⑥町では決められた歩数をクリアし

た方にプレゼント！
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

町からの支出 その他の財源

659円

2,793万円 2,226万円 567万円

総事業費

平成３０年度の目標

＜公設宮代福祉医療センター「六花」＞

小児医療から高齢者介護まで地域の健康を守る、医療・介護・福祉の複合施設

※ 詳細は公設宮代福祉医療センター「六花」のホームページ(https://www.rikka-jadecom.jp/)をご覧ください

＜事業費の内訳＞

□ 業務委託料（医療・介護環境調査業務） 400 万円

□ 使用料及び賃借料（医療機器リース料） 673 万円

□ 施設修繕費（エレベーター工事等） 193 万円

□ その他の経費 1,527 万円

福祉医療センター運営事業

町内の医療・介護の環境を調査し、公設宮代福祉医療センター「六花」の今後のあり方につ

いて検討します。地域の「かかりつけ医」として、総合診療の姿勢で初期対応を行うために指

定管理者制度による適正な管理運営を行います。

整備基金 567 万円

○診療所

＜診療科目＞ 内科・小児科・整形外科・外科

＜入院病床＞ １９床（１床室：７室、４床室：３室）

＜受付時間＞ 午前の部 ８：３０～１１：３０

＜受付時間＞ 午後の部 １３：３０～１５：３０

＜休 診 日＞ 土曜午後・日曜・祝日・年末年始

○介護老人保健施設

入所定数 ８０名

（一般棟４０床、認知症棟４０床）

（１床室：３２室、４床室：１２室）

※短期入所（ショートステイ）対応

○デイケア

月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０

（日曜日、祝日、年末年始は休み）
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介護保険担当

高齢者支援担当

内線 382・383・385

一人あたり 13,717円

29億8,980万円 4億6,668万円 25億2,312万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 介護予防・生活支援サービスの推進 3,760 万円

高齢者の能力を活かしつつ、その状態に応じたサービスの選択ができるよう平成29年4月

から開始した新しい介護予防・日常生活支援総合事業について、更に多様なサービス提供体

制を整え、介護予防の促進と自立した生活への支援を図ります。

□ 介護予防事業の充実 995 万円

いつまでも元気で、自分らしくいきいきと過ごしていけるように、65 歳以上の方を中心

に、介護予防教室を実施し、「心身機能」「活動」「参加」につなげ、生活の質の向上を目

指します。また、地域交流サロンへの支援を行うとともに、地域で活躍できる介護予防リー

ダー等の育成を継続し、住み慣れた地域での介護予防活動への参加拡大に努めます。

□ 在宅医療・介護連携の推進 273 万円

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、在宅での生活

に関する医療機関と介護サービス事業所などの関係機関の連携を推進します。

□ 認知症施策の推進 110 万円

認知症高齢者等の早期発見・早期診断や状態に応じた適切なケア提供がなされるよう、医

療・介護・福祉が連携した切れ目のないケア体制を整備するため、平成 30 年 1 月に開設した

認知症初期集中支援チームの活動の充実を図るとともに、認知症を正しく理解していただく

ための啓発活動に努めます。

□ 生活支援体制の整備 393 万円

在宅で生活をおくる高齢者を支えるため、ＮＰＯやボランティア等の多様な主体による生

活支援サービスの重層的な提供体制の構築を目指し、生活支援コーディネーターと協議体と

の連携・協働により地域ニーズの把握や担い手の養成等のサービス資源の開発を推進します。

□ 介護サービス費の給付 23 億 5,107 万円

（要介護 1～5の方への居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスが含まれます。）

□ 介護予防サービス費の給付 7,837 万円

（要支援 1～2の方への上記サービス）

□ その他の保険給付 1 億 9,007 万円

平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年を計画期間とする第 7 期介護保険事業計画に基づ

き、将来像「高齢者の尊厳が守られ 自分らしく いきいきと生きるまち」を目指し、高齢

者の自立支援と要介護状態の重度化防止、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、

生活支援体制の整備など、団塊の世代が 75 歳を迎える平成 37 年（2025 年）を見据えた地域

包括ケアシステムの構築に努めます。

国から 5 億 300 万円

県から 5 億 2,931 万円

介護保険料 6 億 9,619 万円

支払基金交付金 7 億 1,988 万円

基金繰入金等 7,474 万円

介護保険特別会計
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高齢者支援担当

内線 382・383

一人あたり

町からの支出 その他の財源

0円

300万円 0万円 300万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 地域活動応援講座・交流会の実施 11 万円

地域活動の参加の後押しとなる応援講座を実施し、受講者の地域活動への参加を促進しま

す。また、地域活動実践者との交流会を開催し、地域活動の楽しさややりがいを直接聴き、

感じていただける機会、場所をつくります。

□ 地域活動情報誌の発行 78 万円

地域活動に興味のある方（「縁じょい」メンバー登録者）へ向けた地域活動情報誌（「縁じ

ょい」通信）などを発行し、地域活動の楽しさややりがい等をお伝えし、活動へ一歩踏み出

す気持ちを醸成します。また、地域活動応援講座や交流会などのお知らせも行います。

□ 地域活動ＰＲ事業（出前講座実施・イベント開催） 112 万円

地域住民向けの出前講座「地域デビュー『初めの一歩』」を地域の集会所等で開講してＰ

Ｒします。また、地域活動のきっかけ作りのためシニア世代の後押しをする地域デビューイ

ベントを開催します。

□ その他 99 万円

定年退職前後のシニア世代の地域活動への参加支援として、地域活動に興味のある方（「縁

じょい」メンバー登録者）向けに、地域活動に関する情報を集めた情報誌（「縁じょい」通

信）などを発行し、参加促進のための講座の企画や実施、及び地域活動実践者との交流会を

行うことで、今年度は３０名を地域活動デビューに繋げます。

また、地域活動に興味を持っていただけるよう、引き続き、ＰＲ活動、ＰＲイベントも実

施します。

県から 300 万円

アクティブシニアの社会参加支援事業

H29地域デビューイベントの様子

「縁じょい」メンバー登録者にプレゼントする

ファイル（届いた情報誌などを綴るファイル）

※「縁じょい」メンバーとは、身近なところで何か

をやってみようという思いを持った人たちです。



産業観光

平成

保・

す。

す。

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

の魅力を町の内外に発信してまいります。

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

■

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

ともに、

的に行っていきます。

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

集積を

いては、

修

環境を整え

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

推進します。

ともに、地域

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

共同化

産業観光

平成

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

保・

す。

また、

す。

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

新しい村

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

■ 農業振興担当

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

ともに、

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

集積を

いては、

修 1

環境を整え

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

推進します。

農業の６次化支援

ともに、地域

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

共同化

産業観光

平成３０

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

保・育成

す。

また、

す。

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

新しい村

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

農業振興担当

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

ともに、

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

集積を

いては、

1 年目には町の支援を厚くして、

環境を整え

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

推進します。

農業の６次化支援

ともに、地域

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

共同化について共通認識を深めてまいります。

産業観光

３０年度

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

育成制度の拡充

また、農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

新しい村

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

農業振興担当

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

ともに、高

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

いては、受入れ対象者や

年目には町の支援を厚くして、

環境を整え

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

推進します。

農業の６次化支援

ともに、地域

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

産業観光

年度

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

制度の拡充

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組
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遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

推進します。

農業の６次化支援

ともに、地域

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

産業観光

年度の

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

制度の拡充

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

農業振興担当

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

受入れ対象者や

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

推進します。

農業の６次化支援

ともに、地域伝統

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

産業観光課

の取

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

制度の拡充

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

農業振興担当

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

受入れ対象者や

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

農業の６次化支援

伝統食

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

課

取り

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

制度の拡充、遊休農地の解消、

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

農業振興担当

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

受入れ対象者や

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

農業の６次化支援では、地域

食及び紫農産物を

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

課

り組

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

、遊休農地の解消、

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

受入れ対象者や

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

では、地域

及び紫農産物を

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

ンケート調査」を町内 4

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

組み

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

、遊休農地の解消、

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

受入れ対象者や研修コースを充実させるとともに、

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

では、地域

及び紫農産物を

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

4 エリアで実施し、モデルエリアを農業

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

み

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

、遊休農地の解消、

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

まず、担い手対策としては、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

研修コースを充実させるとともに、

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

では、地域

及び紫農産物を

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

エリアで実施し、モデルエリアを農業

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

、遊休農地の解消、

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

の活性化に結びつけてまいります。

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

の魅力を町の内外に発信してまいります。

につきましては、産業振興の拠点施

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

まず、担い手対策としては、農地

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、

進めていきます。さらに、

研修コースを充実させるとともに、

年目には町の支援を厚くして、

、育成、独立就農への

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資

では、地域

及び紫農産物を

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

エリアで実施し、モデルエリアを農業

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

選定しました。今後勉強会を開催し、

について共通認識を深めてまいります。

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

、遊休農地の解消、

農地の集約化と共同化を推進するため「

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商
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農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

食と農の視点から農業の６次化

中島・宮東地区

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

中間管理機構の事業を含め、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、農地の

農業担い手塾の塾生募集につ

研修コースを充実させるとともに、

しやすい

進めていきます。

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

て行います。

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

源の適切な保全管理を

食の一部商品化を目指すと

てまいります

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

エリアで実施し、モデルエリアを農業

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

農地集約化・

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

農業の６次化

中島・宮東地区

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

中間管理機構の事業を含め、

農地の

農業担い手塾の塾生募集につ

研修コースを充実させるとともに、研

しやすい

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

て行います。

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

源の適切な保全管理を

食の一部商品化を目指すと

てまいります

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

エリアで実施し、モデルエリアを農業

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

農地集約化・

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

農業の６次化

中島・宮東地区

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

国が進めようとしている農業政策も踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

中間管理機構の事業を含め、

農地の

農業担い手塾の塾生募集につ

研

しやすい

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

て行います。

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

源の適切な保全管理を

食の一部商品化を目指すと

てまいります。

農地の集約化と共同化を推進するため、「水田農業に関するア

エリアで実施し、モデルエリアを農業

委員・農地利用最適化推進委員と協議し「中島・宮東地区」を

農地集約化・

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

農業の６次化

中島・宮東地区」において

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

農業の６次化

において

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

[水田農業構造改革

新生児誕生

[農業経営基盤強化対策事業

担

実行計画事業

・宮代

・宮代町農業

・明日

・宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

農業の６次化の多角的展開

において

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

水田農業構造改革

新生児誕生

農業経営基盤強化対策事業

担い手農家

実行計画事業

宮代

宮代町農業

明日

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

の多角的展開

において

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

水田農業構造改革

新生児誕生

農業経営基盤強化対策事業

手農家

実行計画事業

宮代ファーマーズタウン

宮代町農業

明日の農業担

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

の多角的展開

において勉強会を

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

設として農産物等の地産地消、

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

水田農業構造改革

新生児誕生

農業経営基盤強化対策事業

手農家への

実行計画事業

ファーマーズタウン

宮代町農業

農業担

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

の多角的展開

勉強会を

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

みを支援していきます。さらに「ふるさと納税」の返礼品として新たな特産品の開発に努め、

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

、農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

水田農業構造改革

新生児誕生お

農業経営基盤強化対策事業

への

実行計画事業

ファーマーズタウン

宮代町農業の

農業担

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

の多角的展開

勉強会を

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

開発に努め、

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

水田農業構造改革

お祝い

農業経営基盤強化対策事業

への農地利用集積

ファーマーズタウン

の６次化推進事業

農業担い手支援事業

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

の多角的展開を

勉強会を実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

開発に努め、

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

水田農業構造改革対策事業

い事業

農業経営基盤強化対策事業

農地利用集積

ファーマーズタウン

次化推進事業

手支援事業

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

を行って

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

開発に努め、

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

対策事業

事業

農業経営基盤強化対策事業

農地利用集積

ファーマーズタウン推進事業

次化推進事業

手支援事業

宮代町農業生産基盤整備推進事

産業観光課は、町の農商工及び観光産業の活性化を目指した事業に取り組んでいます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

行って

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

開発に努め、

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

対策事業

事業

農業経営基盤強化対策事業

農地利用集積

推進事業

次化推進事業

手支援事業

宮代町農業生産基盤整備推進事

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

行ってまいりま

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

開発に努め、町内産業

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

対策事業]

農業経営基盤強化対策事業]

農地利用集積の推進

推進事業

次化推進事業

手支援事業 P

宮代町農業生産基盤整備推進事業

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

まいりま

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

町内産業

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

P６

P６

推進

推進事業

次化推進事業 P３０

P31,32

業 P

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の

まいりま

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

町内産業

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

ーリズム事業、農業支援事業等を通して「農」のあるまちづくりの推進に取り組んでまいります。

６７

６７

推進

P２

３０

31,32

P３３

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの支援や新規就農者の確

まいりま

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

町内産業

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ

２３

31,32

３３

確

まいりま

実施してまいりま

商工分野では、商店会活性化事業補助制度、住宅・店舗リフォーム補助制度を新設します。また、商

工業の活性化を考える市民ワークショップから誕生した「宮代マルシェ」「ラブコス宮代」等の取り組

町内産業

観光分野では、「宮代つながり作りイベント和ｅ輪ｅ」を市民主体の実行委員会形式で実施し、宮代

農業体験等のグリーンツ
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■ 商工観光担当

商工業の分野では、新規事業として、商店街の活性化と集客

アップを目的として自主事業に取り組む商店会に対し経費の一

部を補助し、商店街の魅力アップを目指します。

また、町内工業の活性化に寄与するため、町内の住宅・店舗

のリフォームを町内事業者に発注して行った場合、工事費の一

部を助成する補助制度も新たにスタートさせます。

さらに、町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減

を目的とする、経営改善貸付（マル経資金）に対する利子補給

制度、起業支援・空き店舗対策を目的とする空き店舗改修費等

補助金制度を継続して実施していきます。町民、商工業者、大

学生などが参加して行われた商工業活性化ワークショップから

生まれたトウブコフェスティバルや、商店街コスプレイベント、

日工大生応援店ガイドなど、町民主体で行われる取り組みへの

支援も継続していきます。

観光分野では、５年目を迎える実行委員会が主体となった「宮

代つながり作りイベント和 e 輪 e」を実施するほか、市民によ

る自主観光グループ「市民ガイドクラブ」との連携によるガイ

ドツアーを開催し、宮代の魅力を町の内外に発信していきます。

消費生活分野では、高齢化やインターネットの普及にともな

い急増している消費生活に関するトラブル防止や問題解決のた

めの消費生活相談を杉戸町と連携し週４日実施します。

[商工業振興事業] P６８

商工業への支援

[中小企業融資事業] P６８

町内中小企業への融資制度

[新しい村管理運営事業] P６９

新しい村の運営

[メイドイン宮代 PR 事業] P７０

観光資源、特産品の PR

[消費者対策事業] P７１

消費生活相談・多重債務相談

実行計画事業

・宮代型観光推進事業 P16,17

・まちなか起業創業支援事業 P２８



６６ 産業・観光

平成

平成

水田農業構造改革

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

産業・観光

平成

□

出産時に町内に住所を有している方が

します。

□その他の経費

平成

□

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

支援します。

□

担い手経営体が取り組む

□

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

を行います

□その他の経費

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

産業・観光

平成３０

新生児誕生お祝い

出産時に町内に住所を有している方が

ます。

□その他の経費

平成３０

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

支援します。

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

を行います

□その他の経費

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

産業・観光

３０

新生児誕生お祝い

出産時に町内に住所を有している方が

ます。

□その他の経費

３０

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

支援します。

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

を行います

□その他の経費

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

産業・観光

３０年度の目標

新生児誕生お祝い

出産時に町内に住所を有している方が

ます。

□その他の経費

３０年度の目標

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

支援します。

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

を行います

□その他の経費

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

255万円

総事業費

年度の目標

新生児誕生お祝い

出産時に町内に住所を有している方が

□その他の経費

165万円

総事業費

年度の目標

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

支援します。

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

を行います

□その他の経費

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

255万円

総事業費

年度の目標

新生児誕生お祝い

出産時に町内に住所を有している方が

□その他の経費

165万円

総事業費

年度の目標

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

□その他の経費

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

255万円

総事業費

年度の目標

新生児誕生お祝い

出産時に町内に住所を有している方が

165万円

総事業費

年度の目標

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

255万円

総事業費

年度の目標

新生児誕生お祝い宮代産米贈呈

出産時に町内に住所を有している方が

165万円

総事業費

年度の目標

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

水田農業構造改革

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

255万円

総事業費

宮代産米贈呈

出産時に町内に住所を有している方が

165万円

総事業費

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

水田農業構造改革対策事業

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

255万円

総事業費

宮代産米贈呈

出産時に町内に住所を有している方が

165万円

総事業費

農地流動化奨励補助金

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する

耕作放棄地再生利用対策補助金

担い手経営体が取り組む耕作放棄地

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

対策事業

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

宮代産米贈呈

出産時に町内に住所を有している方が

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する場合には、条件不利地加算補助金を交付して

耕作放棄地再生利用対策補助金

耕作放棄地

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

対策事業

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

宮代産米贈呈

出産時に町内に住所を有している方が

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

耕作放棄地再生利用対策補助金

耕作放棄地

農業近代化資金利子補助金

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

対策事業

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

一人

宮代産米贈呈事業

出産時に町内に住所を有している方が

一人

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

耕作放棄地再生利用対策補助金

耕作放棄地

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

対策事業

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

一人

町

事業

出産時に町内に住所を有している方が

一人

町

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

耕作放棄地等

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

一人あたり

205万円

町

事業

出産時に町内に住所を有している方が子どもを出産し

一人あたり

145万円

町

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

等の再生

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

67

あたり

205万円

町からの

子どもを出産し

あたり

145万円

町からの

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

の再生

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

67

あたり

205万円

からの

子どもを出産し

あたり

145万円

からの

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

の再生

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

あたり

205万円

からの

子どもを出産し

あたり

145万円

からの

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

の再生事業

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

205万円

からの支出

子どもを出産し

145万円

からの支出

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

事業を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

205万円

支出

子どもを出産し

145万円

支出

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

60円

支出

子どもを出産した際に、宮代産米（

43円

支出

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

60円

た際に、宮代産米（

43円

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

た際に、宮代産米（

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

県

諸収入

た際に、宮代産米（

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

県より

諸収入

農業振興担当

内線

その

た際に、宮代産米（

農業振興担当

内線

その

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

を支援します。

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

より

諸収入(業務委託料

農業振興担当

内線

その

50万円

た際に、宮代産米（

農業振興担当

内線

20万円

その

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

業務委託料

農業振興担当

内線２６

その他

50万円

た際に、宮代産米（

農業振興担当

内線２６

20万円

その他

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

場合には、条件不利地加算補助金を交付して担い手農業者を

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

業務委託料

農業振興担当

２６２

他の

50万円

た際に、宮代産米（20

農業振興担当

２６２

20万円

他の

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

担い手農業者を

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

50

業務委託料)

農業振興担当

の財源

50万円

20 ㎏）を贈呈

農業振興担当

20万円

の財源

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

担い手農業者を

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

50 万円

)

農業振興担当

財源

50万円

20

㎏）を贈呈

5

農業振興担当

20万円

財源

81

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

担い手農業者を

4

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

3

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

万円

20

財源

201 万円

㎏）を贈呈

54 万円

財源

81 万円

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

担い手農業者を

47 万円

4 万円

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

33 万円

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

20 万円

万円

㎏）を贈呈

万円

万円

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

担い手農業者を

万円

万円

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

万円

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

万円

万円

㎏）を贈呈

万円

万円

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

担い手農業者を

万円

万円

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

万円

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

万円



６６ 産業・観光

平成

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

していきます。

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

1.

2.

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

□

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

ています。

□

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、

を実施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

［限度額］

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

の

産業・観光

平成

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

していきます。

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

1.

2.

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

ています。

[

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、

を実施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

［限度額］

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

の産業振興

暮
[

産業・観光

平成３０

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

していきます。

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

ています。

[限度額

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、

を実施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

［限度額］

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

産業振興

暮らしを

[商工業振興事業、中小企業融資事業

産業・観光

2,051万円

３０

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

していきます。

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

ています。

限度額

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、

を実施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

［限度額］

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

産業振興

らしを

商工業振興事業、中小企業融資事業

産業・観光

2,051万円

総事業費

３０年度の目標

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

していきます。

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

ています。

限度額]

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、

を実施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

［限度額］20

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

産業振興と

らしを

商工業振興事業、中小企業融資事業

2,051万円

総事業費

年度の目標

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

していきます。

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

特別小口資金

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、

を実施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

20 万円

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

とにぎ

らしを支
商工業振興事業、中小企業融資事業

2,051万円

総事業費

年度の目標

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

地域産業の活性化

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

特別小口資金

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

施する融資制度、小規模事業者

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

万円

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

にぎ

支える

商工業振興事業、中小企業融資事業

2,051万円

総事業費

年度の目標

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

地域産業の活性化、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

特別小口資金

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

小規模事業者

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

にぎわいの創出に努めます。

える商工業
商工業振興事業、中小企業融資事業

2,051万円

総事業費

年度の目標

□商店会活性化補助金

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

□商工会や様々な主体との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

特別小口資金

利子補給制度の実施

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

小規模事業者

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

商工業
商工業振興事業、中小企業融資事業

2,051万円

総事業費

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

特別小口資金

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

小規模事業者

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

商工業
商工業振興事業、中小企業融資事業

2,051万円

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

の振興と活性化を図ります。

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

特別小口資金融資

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

小規模事業者

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

商工業の活性化を図るため

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

商工業
商工業振興事業、中小企業融資事業

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

□住宅・店舗リフォーム補助金

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

融資

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

小規模事業者経営改善

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

商工業の活性化を図るため、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

の発展
商工業振興事業、中小企業融資事業

一人

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

中口資金融資制度

融資

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

経営改善

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

、新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

発展
商工業振興事業、中小企業融資事業

一人

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

部を補助する制度をスタートします。

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

限度額

限度額

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

経営改善

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

発展を

商工業振興事業、中小企業融資事業

一人あたり

1,891万円

町

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

中小事業者に必要な事業資金の融資

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

限度額

限度額

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

経営改善資金

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

を支援
商工業振興事業、中小企業融資事業]

あたり

1,891万円

町からの

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

、町のにぎわいと活力創出

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

日本工業大学生立ち寄りマップの作成

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

限度額 1,000

限度額

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

資金

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

支援

68

あたり

1,891万円

からの

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

創出

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

1,000

800

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

資金貸付（マル経

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

わいの創出に努めます。

支援します

68

あたり

1,891万円

からの

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

創出のため、

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

1,000

800

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

貸付（マル経

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

します

1,891万円

からの支出

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

のため、

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

1,000 万円

800 万円

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

貸付（マル経

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

します

556円

1,891万円

支出

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

との連携による地域産業の振興

商工業活性化推進事業ワークショップから生まれた

「にぎわいづくりプロジェクト」の取り組みを具体化

のため、

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

万円

万円

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

貸付（マル経

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

します

556円

支出

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

場合、工事費の一部を補助する制度をスタートします。

のため、

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

商店街の店舗と連携したコスプレイベントの開催

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

貸付（マル経

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

556円

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

貸付（マル経融資

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などのさまざま

556円

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

「産業おこしモデル事業」として各事業を支援していきます。

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

融資

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

さまざま

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

融資）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

さまざま

まちづくり

その

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

さまざまな事業を支援し、町内で

まちづくり

160万円

その

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

な事業を支援し、町内で

まちづくり基金

160万円

その他

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

な事業を支援し、町内で

基金（

160万円

他の

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

な事業を支援し、町内で

商工観光担当

内線

（寄付金

160万円

の財源

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

な事業を支援し、町内で

商工観光担当

内線

寄付金）

160万円

財源

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

な事業を支援し、町内で

商工観光担当

内線２６４

）

財源

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

200

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、

な事業を支援し、町内で

商工観光担当

２６４

160

40

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

200

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

新たに２つの補助制度を整えます。また、引き続き、商工

な事業を支援し、町内で

商工観光担当

２６４

160 万円

40 万円

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

200 万円

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

商工

な事業を支援し、町内で

商工観光担当

万円

万円

商店街の活性化と集客アップを目的として、商店会団体が行う自主事業に対し事業費の一

万円

商工業の活性化を目的として、町内の住宅や店舗を町内事業者に発注してリフォームする

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業

町内中小企業者の事業振興を図るため、運転資金・設備資金に利用できる融資制度を設け

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実

）の利息に対して、利子補給

商工

な事業を支援し、町内で



６６ 産業・観光

平成

□

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

□

水稲苗の

町内農家と農業の発展を支援していきます。

□

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

□

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

□

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

□

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

を展開し

ンツーリズム

産業・観光

平成

新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

水稲苗の

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

を展開し

ンツーリズム

「農」

産業・観光

平成３０

新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

水稲苗の

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

を展開し

ンツーリズム

「農」
[新しい村管理運営事業

産業・観光

6,999万円

３０

新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

水稲苗の

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

を展開し、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

ンツーリズム

「農」
新しい村管理運営事業

産業・観光

6,999万円

総事業費

３０年度の目標

新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

水稲苗の生産

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

ンツーリズム

「農」のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業

6,999万円

総事業費

年度の目標

新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

生産販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

ンツーリズム事業

のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業

6,999万円

総事業費

年度の目標

新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

事業

のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業

6,999万円

総事業費

年度の目標

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

農家農業支援事業

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

屋根付き橋の修繕

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

事業により

のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業

6,999万円

総事業費

年度の目標

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

地産地消モデル事業

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

園内管理農体験事業

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

により

のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業

6,999万円

総事業費

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

ほっつけ水田体験事業

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

により交流人口の増加につなげていきます。

のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業

6,999万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

のあるまちづくりを

新しい村管理運営事業]

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

のあるまちづくりを

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

のあるまちづくりを推進

一人

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

「新しい村」を拠点に、農産物等の

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

推進

一人

町

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

の地産地消

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

推進します

一人あたり

1,989万円

町

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

が及んでしまうため修繕を行うものです。

地産地消

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

します

69

あたり

1,989万円

町からの

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

町内農家と農業の発展を支援していきます。

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

地産地消

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

します

69

あたり

1,989万円

からの

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

地産地消

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

します

あたり

1,989万円

からの

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

地産地消、「農」の視点を活かした食育・交流事業

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

1,989万円

からの支出

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「

交流人口の増加につなげていきます。

585円

1,989万円

支出

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

、農業をはじめとする町内産業の活性化や「農

交流人口の増加につなげていきます。

585円

1,989万円

支出

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

農」の恵みを実際に体験するグリー

交流人口の増加につなげていきます。

585円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

新

まちづくり

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

交流人口の増加につなげていきます。

585円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培などの農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

新しい

まちづくり

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

交流人口の増加につなげていきます。

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。また、高齢社会への対応

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

しい村使用料

まちづくり

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

その

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

村使用料

まちづくり基金

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

その

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

村使用料

基金（寄付金

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

商工観光担当

内線

その

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

寄付金

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

商工観光担当

内線２６４

その他

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

）

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

商工観光担当

２６４

他の

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託など

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

3,

1,428

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

商工観光担当

２６４

の財源

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の農作業受託などを通して、

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

3,582

1,428

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

商工観光担当

財源

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

を通して、

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

582 万円

1,428 万円

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

商工観光担当

財源

5,010万円

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

を通して、

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

万円

万円

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

を通して、

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

また、高齢社会への対応

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

町立図書館と新しい村のほっつけ田をつなぐ屋根付き橋の屋根の修繕を行います。建設後

１３年を経過し、屋根部分の劣化が激しく、さらに劣化が進むと木製橋の本体部分へも影響

、「農」の視点を活かした食育・交流事業

」の恵みを実際に体験するグリー



６６ 産業・観光

平成

□

イドイン宮代」推奨品として

き

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

□

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

宮代町

産業・観光

平成

□ メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

きます。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

□ 宮代町外交官

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

宮代町

産業・観光

平成３０

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

ます。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

宮代町外交官

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

宮代町

産業・観光

３０

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

ます。平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

宮代町外交官

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】

國府田

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

宮代町

産業・観光

135万円

総事業費

３０年度の目標

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

宮代町外交官

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】

國府田

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

宮代町をＰＲ

135万円

総事業費

年度の目標

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

宮代町外交官

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】

國府田

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

ＰＲ

135万円

総事業費

年度の目標

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

宮代町外交官による町の

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】

マリ

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

ＰＲ

135万円

総事業費

年度の目標

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

による町の

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

【宮代町外交官】平成３０年１

マリ子

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

ＰＲ!

135万円

総事業費

年度の目標

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

による町の

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

平成３０年１

子さん

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

135万円

総事業費

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

による町の

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

平成３０年１

さん

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

イドイン宮代」推奨品として認定し、町

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

による町のＰＲ

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

平成３０年１

さん

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

認定し、町

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ＰＲ

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

平成３０年１月現在

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

一人

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

認定し、町

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ＰＲ

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

月現在

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

一人

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

認定し、町

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

す。

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

いきます。

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

月現在

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

一人あたり

町

メイドインみやしろ推奨品の認定

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

認定し、町

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

す。

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

いきます。

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

片桐

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ

あたり

131万円

町からの

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

認定し、町の内外に

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

す。

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

いきます。

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代

片桐

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

［メイドイン宮代ＰＲ事業

70

あたり

131万円

からの

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

の内外に

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

いきます。

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代町の魅力

片桐 仁

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

事業

70

あたり

131万円

からの

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

の内外に

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

いきます。

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

町の魅力

仁さん

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

事業］

131万円

からの支出

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

の内外に広くＰＲしてい

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

町の魅力

さん

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

131万円

支出

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

広くＰＲしてい

平成２９年度は、４２品を認定しました。

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

町の魅力

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

39円

支出

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

広くＰＲしてい

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

町の魅力や情報

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

39円

支出

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を

広くＰＲしてい

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

や情報

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

39円

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を「メ

広くＰＲしてい

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

や情報を

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

「メ

広くＰＲしてい

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

い制度には消費者にお店を回っていただくためのスタンプラリ

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

をＰＲして

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

推奨品登録料

その

「メ

広くＰＲしてい

平成３０年度は、この制度が生産者にとっても消費者にとって

も魅力あるものとするために制度の一部見直しを行います。新し

ーや推奨品のＰＲカタログ、

町民モニターの投票による

表彰などを盛り込む予定で

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

ＰＲして

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

推奨品登録料

その

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

ＰＲして

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

推奨品登録料

4万円

その他

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

ＰＲしていただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

推奨品登録料

商工観光担当

内線

4万円

他の

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

いただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

商工観光担当

内線

4万円

の財源

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として

いただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

4 万円

商工観光担当

内線２６４

4万円

財源

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として任命し

いただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

万円

商工観光担当

２６４

財源

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

任命し

いただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

万円

商工観光担当

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

任命し

いただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

商工観光担当

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

任命し、

いただきます。

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

また、ふるさと納税の返礼品としても広くＰＲを行って

、

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな



６６ 産業・観光

□

消費生活相談を

□

□

□

産業・観光

平成

□ 消費生活相談の実施

専門の相談員

消費生活相談を

□ ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

□ 被害未然防止のための啓発グッズの配布

□ 多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

【宮代会場】

【杉戸会場】

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

消費者

産業・観光

平成

消費生活相談の実施

専門の相談員

消費生活相談を

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

～

【宮代会場】

相談日：〔毎週〕

場

【杉戸会場】

相談日：〔毎週〕

場

▼

▼

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

消費者

産業・観光

平成３０

消費生活相談の実施

専門の相談員

消費生活相談を

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

～困

【宮代会場】

相談日：〔毎週〕

場 所：宮代町役場２階相談室

【杉戸会場】

相談日：〔毎週〕

場 所：杉戸町役場

▼両町

▼電話

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

消費者

産業・観光

135万円

総事業費

３０年度の目標

消費生活相談の実施

専門の相談員

消費生活相談を

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

困った

【宮代会場】

相談日：〔毎週〕

所：宮代町役場２階相談室

【杉戸会場】

相談日：〔毎週〕

所：杉戸町役場

両町の

電話での

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

消費者相談

135万円

総事業費

年度の目標

消費生活相談の実施

専門の相談員

消費生活相談を

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

った

【宮代会場】

相談日：〔毎週〕

所：宮代町役場２階相談室

【杉戸会場】

相談日：〔毎週〕

所：杉戸町役場

の町民

での

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

相談

135万円

総事業費

年度の目標

消費生活相談の実施

専門の相談員が消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

消費生活相談を杉戸町と連携し、

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

った時・

【宮代会場】

相談日：〔毎週〕

所：宮代町役場２階相談室

【杉戸会場】

相談日：〔毎週〕

所：杉戸町役場

町民

での相談

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

相談をご

135万円

総事業費

年度の目標

消費生活相談の実施

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

杉戸町と連携し、

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

宮代
・悩

相談日：〔毎週〕

所：宮代町役場２階相談室

相談日：〔毎週〕

所：杉戸町役場

町民はどちらの

相談も

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

をご

135万円

総事業費

年度の目標

消費生活相談の実施

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

杉戸町と連携し、

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

宮代
悩んだ

相談日：〔毎週〕月曜日・水曜日

所：宮代町役場２階相談室

相談日：〔毎週〕火曜日・木曜日

所：杉戸町役場

はどちらの

も受

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

をご利用

135万円

総事業費

年度の目標

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

杉戸町と連携し、

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

宮代
んだ

月曜日・水曜日

所：宮代町役場２階相談室

火曜日・木曜日

所：杉戸町役場本庁舎１階

はどちらの

受け

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

利用

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

杉戸町と連携し、

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

宮代・
んだ時

月曜日・水曜日

所：宮代町役場２階相談室

火曜日・木曜日

本庁舎１階

はどちらの会場

け付けています

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

利用ください

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

杉戸町と連携し、

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

町内司法書士等と連携を図り

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

・杉戸
時は、

月曜日・水曜日

所：宮代町役場２階相談室

火曜日・木曜日

本庁舎１階

会場

けています

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

ください

一人

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

杉戸町と連携し、週

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

町内司法書士等と連携を図り問題解決

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

杉戸
、ひとりで

月曜日・水曜日

所：宮代町役場２階相談室

火曜日・木曜日

本庁舎１階

会場の

けています

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

ください

一人

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

週 4

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

問題解決

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

杉戸
ひとりで

月曜日・水曜日

所：宮代町役場２階相談室

火曜日・木曜日

本庁舎１階

の相談

けています

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

ください

一人あたり

町

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

4日開設します。

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

問題解決

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

杉戸消費生活センター
ひとりで

／

／

／

／

相談も

けています。

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

［

あたり

50万円

町からの

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

日開設します。

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

問題解決に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
ひとりで悩

／

／

／

／

も利用

。

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

［消費者対策事業

71

あたり

50万円

からの

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

日開設します。

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

被害未然防止のための啓発グッズの配布

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
悩まず

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

電

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

電

利用

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

消費者対策事業

71

あたり

50万円

からの

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

日開設します。

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
まず

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

利用できます

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

消費者対策事業

50万円

からの支出

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

日開設します。

ホームヘルパー等を対象とした研修会等の実施

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
まず、

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

できます

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

消費者対策事業

50万円

支出

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

日開設します。

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
、消費生活相談

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

できます

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

消費者対策事業

15円

支出

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

日開設します。

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
消費生活相談

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

できます。

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

消費者対策事業］

15円

支出

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
消費生活相談

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

。

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

］

15円

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
消費生活相談

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
消費生活相談

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

県

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

商工観光担当

消費生活相談

その

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
消費生活相談をご

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

県から

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

商工観光担当

消費生活相談

85万円

その

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
をご利用

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

から

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

商工観光担当

消費生活相談

85万円

その他

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

消費生活センター
利用

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

商工観光担当

消費生活相談

85万円

他の

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

に向けたサポートを行います。

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

利用ください

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

85

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

商工観光担当

消費生活相談

85万円

の財源

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

ください

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３４－１１１１

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

話：０４８０－３３－１１１１

85 万円

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

商工観光担当

消費生活相談

85万円

財源

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

ください

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

万円

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

内線

内線

財源

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

ください～

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

内線

内線

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

～

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

内線２６５

内線５２４

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

２６５

５２４

消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

２６５

５２４
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まちづくり建設課

平成３０年度の取り組み

平成３０年度は、都市計画道路春日部久喜線の用地買収と工事を実施し、道仏土地区画整理事業に

おいては清算業務を行います。

また、東武動物公園駅西口周辺整備を着実に進めるとともに、東武動物公園駅東口周辺整備を推進

するため、地元協議会をサポートし駅前広場整備に必要な土地の買収を行ってまいります。更には、

下水道施設の中継ポンプ場の長寿命化対策工事を実施し、住民の皆様方が快適で安全に暮らせるため

の都市基盤整備に鋭意取り組んでまいります。

■ 道路担当

都市計画道路春日部久喜線整備に向けて引続き用地取得に努

め、一部工事に着手するとともに、町道第２５２号線延伸の概

略設計を実施します。また、地域の幹線道路の舗装修繕を行い

利用者の安全確保に努めてまいります。

[都市計画道路整備事業] P７４

近隣市町との広域的生活圏の形成を図る幹線道路の整備

実行計画事業

・道仏土地区画整理周辺整備事業 P24,25

■ 都市計画担当、都市整備担当、区画整理担当

宮代の魅力アップと定住促進に向けて、地域住民の方々と進

めてきた道仏土地区画整理事業は清算業務を残すのみとなり、

東武動物公園駅東西口においては、宮代の新しい顔づくりに向

けた中心市街地の創出を進めてまいります。

また、住民の皆様の安心・安全を確保するため、住宅の耐震

改修工事や耐震シェルター設置等を支援するとともに、公園や

緑地等の適正管理に努めてまいります。

[一般住宅耐震対策事業] P７５

住宅の耐震化等に対する補助金

[公園等環境管理事業] P７６

公園等の良好な環境整備のための経費

[土地区画整理推進事業] P７７

良好な新市街地（道仏地区）の整備

実行計画事業

・東武動物公園駅西口周辺整備事業 P２６

・東武動物公園駅東口周辺整備事業 P２７

・道仏土地区画整理周辺整備事業 P24,25

■ 上下水道室

公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、上下水道

の整備に努めてまいります。

本年度は老朽化した水道管及び浄水場施設の改修工事を行う

とともに、下水道施設の中継ポンプ場の長寿命化対策工事を実

施します。

[公共下水道事業特別会計] P７８

[農業集落排水事業特別会計] P７８

[配水管整備事業] P７９

水道水の安定供給を行うための配水管整備

[浄水場施設整備事業] P７９

水道水の安定供給を行うための設備更新と改修

[水道事業会計予算概要] P８０

地方公営企業である上水道事業の予算概要
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道路担当

内線３３１

一人あたり

その他の財源

340円

3,828万円 1,158万円 2,670万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 都市計画道路「春日部久喜線」整備

【字山崎、西原、姫宮地内】 3,535 万円

概 要：用地買収・工事 延長 L=858m

【事業実施箇所】

都市計画道路整備事業

都市計画道路「春日部久喜線」の整備を実施します。

国から 1,540 万円

町債（借金） 1,130 万円

都市計画税 650 万円

H30 整備区間 L=858m

完成区間 L=214m
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都市計画担当

内線３４１

一人あたり 73円

500万円 250万円 250万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

内 容 補助率（上限額） 予算額

□ 耐震診断に対する補助

・一般

・高齢者又は障がい者等の世帯

1/2（ 5 万円）

3/4（ 7 万円）

100 万円

□ 耐震改修工事等に対する補助
①改修工事
・一般
・高齢者又は障がい者等の世帯
・二世帯
・高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ、二世帯

②建替え
・一般
・高齢者又は障がい者等の世帯
・二世帯
・高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ、二世帯

1/2（50 万円）
3/4（60 万円）
1/2（60 万円）
3/4（70 万円）

1/2（20 万円）
3/4（30 万円）
1/2（30 万円）
3/4（40 万円）

400 万円

□ 耐震シェルター等に対する補助 1/2（10 万円）

一般住宅耐震対策事業

宮代町建築物耐震改修促進計画に基づき、地元業者等と連携・協力し、耐震やリフォームに

関する住宅全般の相談会の開催や出前講座等を実施することにより、住民等への意識啓発や情

報提供に努めます。

国から 250 万円
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都市計画担当

内線３４１

一人あたり 755円

2,584万円 2,570万円 14万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 公園管理報奨金 19 万円

地区・自治会との公園管理協定に基づき、報奨金を交付することにより、公園の維持管理

を支援します。

報奨金交付対象公園等：２３箇所

□ 公園の維持管理と遊具の点検･修繕等 235 万円

公園パトロール等の実施により、遊具等の不具合の早期発見と早期修繕を実施し、誰もが

安心して安全に利用できる公園環境の維持･向上を図ります。

□ 公園管理業務委託等 2,330 万円

指定管理者制度による「はらっパーク宮代」の運営管理により、民間のノウハウを活かし

た施設運営を図ります。

また、街区公園等の樹木の剪定や害虫駆除等を計画的に実施します。

公園等環境管理事業

地区・自治会と連携・協力して、住民の憩いと潤いの場となる街区公園等を適正に維持

管理することにより、公園利用者の安全と良好な環境空間の確保を目指します。

公園使用料 1４万円
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区画整理担当

℡ 37-2888

一人あたり

その他の財源

20円

67万円 67万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 道仏土地区画整理組合への支援等 67 万円

換地処分後の組合事業の清算業務等に係る事務的経費

道仏土地区画整理事業の換地処分は完了しましたが、組合の早期解散に向け引き続き事務

的支援を行います。

土地区画整理推進事業

道仏土地区画整理事業 完成図
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下水道担当

℡ 33-5554

一人あたり

その他の財源

14,325円

9億7,856万円 4億8,735万円 4億9,121万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 総務事業（庶務、人件費等） 7,812 万円

□ 施設管理事業（管きょ、中継ポンプ場等の維持管理等） 2,648 万円

□ 管きょ等新設改良事業（中継ポンプ場の長寿命化対策等の工事） 1億 3,163 万円

□ 流域下水道施設管理事業（汚水処理費、中川処理場建設の負担金） 1億 4,446 万円

□ 元金利子償還事業（建設時に借りた借金の返済） 5億 9,287 万円

□ 予備費（不測事態に対応する予備的な費用） 500 万円

下水道担当

℡ 33-5554

一人あたり 1,279円

5,272万円 4,352万円 920万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 総務事業（庶務、人件費等） 675 万円

□ 施設管理事業（管きょ、処理場等の維持管理） 1,432 万円

□ 新設改良事業（公共ますの工事等） 147 万円

□ 元金利子償還事業（建設時に借りた借金の返済） 2,818 万円

□ 予備費（不測事態に対応する予備的な費用） 200 万円

農業集落排水事業特別会計

農業集落排水管きょ及び処理場の適切な維持管理を行い、農業用排水の水質保全と生活環

境の向上に努めます。

農業集落排水使用料 920 万円

国から 4,000 万円

下水道使用料等 2 億 3,561 万円

町債（借金） 2 億 1,560 万円

都市計画税 295 万円

快適な生活環境の向上と河川等の水質保全のため、下水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、中継ポンプ場の長寿命化対策工事を行います。

公共下水道事業特別会計
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上水道担当

℡33-5554

一人あたり 0円

1億2,701万円 0万円 1億2,701万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□老朽管布設替工事等 1 億 2,701 万円

上水道担当

℡33-5554

一人あたり 0円

2億1,680万円 0万円 2億1,680万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 浄水場改修工事等 8,359 万円

□ 浄水場耐震診断業務委託等 1 億 3,321 万円

工事負担金 100 万円

県補助金 1,804 万円

建設改良積立金 9,502 万円

損益勘定留保資金等 1,295 万円

配水管整備事業

水道水の安定供給を行うために、老朽管の布設替え工事に取り組みます。

建設改良積立金 1 億 341 万円

損益勘定留保資金等 1 億 1,339 万円

浄水場施設整備事業

安全で安心な水道水の安定供給を図るため、浄水場の計装設備等の改修工事を行います。
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上水道担当

℡33-5554

１. 業務の予定量

２. 収益的収入及び支出

安全で安心な水道水を供給するための予算

収益的収入 ８億３，４８０万円 水道水使用料などの料金収入

収益的支出 ７億２，４６１万円
水道管の維持管理に係る修繕費や埼玉

県より購入している水の受水費など

差 引 １億１，０１９万円

※収支の差額については、当年度未処分利益剰余金とします。

３. 資本的収入及び支出

水道水を安定供給するために水道施設などを整備するための予算

資本的収入 １，９０５万円 水道施設の整備に係る補助金収入など

資本的支出 ４億９，１５７万円
水道管の整備や古くなった施設の改修

のための建設改良費など

差 引 △４億７，２５２万円

※収支の不足額については、建設改良積立金や損益勘定留保資金などで補てんします。

給 水 件 数 １４，８００件

年間総給水量 ３，９６７，０００㎥

一日平均給水量 １０，８６８㎥

水道事業会計予算概要
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教育推進課

平成３０年度の取り組み

次代を担う子どもたちがいきいきと学び健やかに成長するための学校教育の充実、町民の皆さんが

健康で活力に満ちた生活を送るための生涯学習施策の推進を図るとともに、郷土資料館・総合運動公

園・図書館など各施設の効果的な管理運営に努めます。

また、将来の児童生徒数の推移と学校施設の老朽化による更新需要に対応し良好な教育環境を構築

するため、学校施設の規模と適正化にも引き続き取組んでいきます。

■ 教育総務担当

各小中学校の施設、設備の適正な維持管理、並びに児童・生

徒の安全確保に努めます。また、将来予測される少子化や施設

老朽化に対応する教育環境を整備するために町立小中学校の適

正配置の資料となる劣化診断を実施します。

また、引き続き安全、安心かつおいしい学校給食の安定供給

を確保していきます。

[学校給食運営管理事業] P８２

学校給食の管理運営

■ 学校教育担当

各小中学校に組織された「学校応援団」をはじめ、地域との

連携を充実させるとともに、引き続き非常勤講師を配置し、児

童・生徒のさらなる学力向上を図ります。また、小・中の英語

活動・英語教育を一層充実させ、小・中一貫英語教育を推進し

成果の発表会を実施します。

[小学校における英語教育の推進] P８３

教育課程特例校を活用した英語教育の推進

[小中一貫教育推進事業] P８４

小中一貫教育の研究と小中一貫英語教育

[小学校学力向上（基礎学力定着）推進事業] P８５

非常勤講師を活用した少人数指導の実践

[中学校学力向上（基礎学力定着）推進事業] P８５

非常勤講師を活用した少人数指導の実践

■ 生涯学習室 （生涯学習担当、スポーツ振興担当、文化財保護担当）

町民の創意を生かした生涯学習事業を推進し、学習ニーズを

捉えた事業の展開に向けて、町立図書館やぐるる宮代、公民館

等の拠点となる施設の適正な運営管理を行うとともに、講座や

教室の開催等により、町民の教養・技能の向上や健康増進、ス

ポーツ・レクリェーションの振興を図ります。

また、郷土資料館においては、町の歴史や文化財等の資料を

収集、整理、保存を進めるとともに、特別展等の開催や教育普

及活動を行います。

[社会教育活動事業] P８６

文化祭・成人式・みやしろ大学運営等経費

[青少年健全育成事業] P８７

青少年健全育成活動・かるた大会運営等経費

[公民館管理運営事業] P８７

町内公民館（３館）の管理運営

[図書館管理運営事業] P８８

町立図書館の管理運営（指定管理）

[文化財保護事業] P８９

文化財の保護、保存、管理

[資料館管理運営事業] P９０

町の歴史、文化に関する資料の収集と展示

[総合運動公園管理事業] P９１

総合運動公園の管理運営(指定管理）

実行計画事業

・人権尊重平和事業 P１７
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教育総務担当

内線４２５

一人あたり 5,579円

3億684万円 1億8,982万円 1億1,702万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 学校給食運営審議会の実施 10 万円

宮代町学校給食運営審議会を開催し、学校給食の提供に生かします。

□ 学校給食の実施 3 億 193 万円

地場産物を積極的に取り入れた学校給食の提供を行うとともに、安全、安心、安定供給を

行います。

□ 学校給食センター施設の維持管理等 481 万円

学校給食センターの衛生的管理を行うとともに、常に安全な給食を提供できるよう施設の

維持管理に努めます。

学校給食費等 1 億 1,702 万円

学校給食運営管理事業

安全、かつ良質な学校給食を提供することは、心身ともに成長発達の途上にある児童生

徒にとって、食生活を充実させ、健康な体はもとより豊かな心や好ましい人間関係を育成

するうえからも大切なことです。そのため、学校給食に地場産物を取り入れ、児童生徒が

毎日食べる学校給食の適正な運営のあり方や、児童生徒の生活習慣と給食の関わり方等に

ついて、学校給食運営審議会での検討を図ります。
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教育推進課

一人あたり 507円

1,804万円 1,704万円 100万円

総事業費 町からの支出 その他の財源

□教育課程特例校による英語授業の拡大 23 万円

外国語教育強化地域拠点事業として、これまで笠原小学校・東小学校を中心に英語教育の

強化を実施してきましたが、特区の認可により、町内の全小学校において、３～６年生の総

合学習の時間の一部を新教科「英語科」として英語教育に活用することが可能となりました。

そこで、３・４年生では英語に慣れ親しむための「活動型」（週１コマ）の授業を、５・６

年生では文字や文章の定着のための「教科型」（週２コマ）の教育課程を編成し、コミュニケ

ーションを図る基礎となる資質・能力を育成していきます。

□ ＡＬＴ（外国語指導助手）の加配 1,550 万円

英語教育時間の拡大に加えて、小学校に配置しているＡＬＴ（外国語指導助手）の人数を

加配し、２名体制で各小学校の授業を行います。

クラス担任、各小学校に１名ずつ配置されている日本人英語指導助手、加配されたＡＬＴ

（外国語指導助手）が連携することで、より質の高い英語教育を行っていきます。

□ 小・中学校一貫英語教育の実施（P84 再掲） 231 万円

小中一貫による切れ目のない英語教育を実現することで、中学入学後の

環境変化、いわゆる「中１ギャップ」の軽減を図っていきます。

また、児童・生徒の交流活動、効果的な英語学習を目的とした

英語活動発表会及び小中合同研修会を各中学校区において実施します。

⼩中⼀貫教育による切れ⽬のない英語教育の実現

ＡＬＴ（外国語指導助手）の加配

小学校 ４校につき１人 ２校につき１人

小学校英語教育の推進

平成３２年度の小学校英語の教科化に先立ち、特別な教育課程を編成することで、町内の

全小学校において、新教科「英語科」を実施します。各小学校が連携を図りながら、「読む」

「聞く」「書く」「話す」内容について、コミュニケーションを中心とした英語教育を推進し

ます。

英語教育時間の拡大

⼩学校３・４年⽣ 年間１５時間 年間３５時間

⼩学校５・６年⽣ 年間５０時間 年間７０時間

まちづくり基金（寄付金） 100 万円
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学校教育担当

内線４２３

一人あたり

その他の財源

69円

236万円 236万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 宮代町小・中学校一貫教育推進委員会の実施 2 万円

宮代町小・中学校一貫教育推進委員会を開催し、公募による町民、教育関係者、PTA 代表の

方々からご意見を伺い、一貫教育推進に生かします。

□ 全中学校区における実践の推進 3 万円

全中学校区において、学校・地域の実態に応じた子どもたちの交流活動、小・中相互の交

流授業を実施します。また、合同の授業研究会や学習面・生活面などについて情報交換会、

共通の課題解決に向けた研修会の実施、小・中学校 9 年間を見通した学習指導についての研

究などを行います。

□ 小・中学校一貫英語教育の実施 231 万円

小学校における英語活動を充実するため、担任が外国語指導助手や各小学校に 1 名ずつ配

置されている日本人英語指導助手とともに授業を実施します。また、小・中合同研修会を通

して、より効果的な英語学習が実施できるようにするとともに、国際理解教育の推進を図り

ます。また、島村盛助を顕彰する英語活動発表会、小中合同研修会を実施します。

小・中学校一貫教育推進事業

小学校から中学校への進学の不安や不適応の解消を図るとともに、小・中９年間の教育計

画に基づく教育活動や交流活動等により、子どもたちの豊かな心の育成や学力の向上を図り

ます。
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学校教育担当

内線４２３

一人あたり

その他の財源

574円

3,940万円 1,940万円 2,000万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 小学校 2,044 万円

各小学校に２名の非常勤講師を配置し、算数の授業を中心に、少人数指導やティーム

ティーチングを授業に導入し、児童一人ひとりの基礎学力の定着及び学力の向上を図ります。

成果について国県の学力調査を通して効果の検証を行います。

□ 中学校 1,828 万円

各中学校に２名の非常勤講師を配置し、数学・英語の授業を中心に、少人数指導やティー

ムティーチングを授業に導入し、生徒一人ひとりの基礎学力の定着及び学力の向上を図りま

す。成果について国県の学力調査を通して効果の検証を行います。

□ 学力調査の実施 68 万円

３０年度も引き続き全国学力学習状況調査を全校で実施します。さらに、埼玉県小中学校

学習状況調査を実施します。

小・中学校学力向上推進事業
［小・中学校学力向上（基礎学力定着）推進事業］

まちづくり基金（寄付金） 2,000 万円

小・中学校全校に非常勤講師を配置して、少人数指導等、子どもたち一人ひとりに対応し

たきめ細かな指導を行い、学力向上を推進します。
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生涯学習担当

内線４３３

一人あたり

町からの支出 その他の財源

39円

222万円 131万円 91万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ みやしろ大学 98 万円

60 歳以上の町民を対象に、文化・芸術やスポーツ・レクリエーションを始めとする生涯学

習の機会を提供することで、生きがいづくり、社会参加への意欲を促進します。

□ 成人式 35 万円

新成人の新しい人生の門出を祝福するために、新成人からなる実行委員会の企画・運営に

よる式典を開催します。

□ 第４０回 宮代町民文化祭 88 万円

町民の文化・芸術活動の成果の発表及び交流の機会として、舞台発表及び作品展示、文化

公演会を開催します。

□ 家庭教育学級 1 万円

児童・生徒の保護者を対象に講習会を実施し、教育の原点である家庭の教育力向上を図り

ます。

社会教育活動事業

参加者負担金 91 万円

町民の誰もが文化活動やまちづくりの今日的課題を学び実践する場を提供します。
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生涯学習担当

内線４３３

一人あたり 14円

52万円 46万円 6万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 子供たちの体験活動 6 万円

地元大学等と連携を図り、さまざまな分野の講義や体験学習、集団活動の機会を提供し、

子供たちの「学ぶ力」や「生きる力」を養います。

→子ども大学みやしろ、里山体験活動

□ 新みやしろ郷土かるた大会・彩の国２１世紀郷土かるた大会 10 万円

平成 28 年度に制作した「新みやしろ郷土かるた」等を活用した「かるた大会」を開催し、

青少年の郷土愛醸成及び健全育成を推進します。

□青少年育成活動 36 万円

青少年の心身の健全な育成と、そのための環境づくりについて青少年育成推進員や青少年

相談員と連携し、啓発活動など各種の取り組みを行います。

→青少年健全育成パトロール、青少年相談員サマーキャンプの開催 ほか

生涯学習担当

内線４３４

一人あたり 276円

1,201万円 940万円 261万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ ご利用案内

・利用時間 午前 9時～午後 9時 ※3時間単位の 4区分制

・休 館 日 毎週月曜日と年末年始

・申 込 み 利用日の 3ヶ月前から予約ができます。予約は教育推進課窓口または電話にて

受け付けています。予約後、教育推進課窓口での利用許可申請が必要です。

・使 用 料 和室 500 円、洋室（大）500 円、洋室（小）300 円

※各館共通・1 区分（3 時間）あたりの料金

□ 施設管理経費 367 万円

□ 施設修繕費 和戸公民館外壁等改修工事 834 万円

参加者負担金等 ６万円

青少年健全育成事業

公民館管理運営事業

生涯学習活動の拠点となる公民館（百間公民館 川端公民館 和戸公民館）の適正な管理

運営を行います。

施設使用料等 261 万円

次代を担う青少年の健全な育成を図るため、地域の青少年活動を総合的に推進します。
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生涯学習担当

内線４３３

一人あたり

その他の財源

2,433円

8,279万円 8,277万円 2万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ ご利用案内

・開館時間 火～金曜日 午前 10 時～午後 7時

土・日・祝日 午前 10 時～午後 6時

・休 館 日 月曜日（祝日を除く）、祝日直後の平日（一部開館日あり）、年末年始、

館内整理日（毎月月末。土日祝日の場合は翌平日）、特別整理休館日

・有料施設（研修室、ホール、展示ホール）

利用できる人：町内に在住、在勤又は在学している方

利用予約：研修室は利用日の 3ヶ月前、ホール及び展示ホールは 6ヶ月前から受付

利 用 料：ホ ー ル 1時間あたり 1,500 円

研 修 室 1時間あたり 300 円

展示ホール 1日あたり 300 円

※レファレンスや図書の予約などもホームページからできます。

・行事

一般向け：ライブラリーシアター、ピアノ名演奏を満喫する会（ナクソス・ミュージッ

ク・ライブラリー）、大人も楽しめる紙芝居の集い、大人のための昔話と音楽

の集いなど

子供向け：童話と絵本の会、紙芝居と折り紙、おはなし会、子ども映画会、

すいようえほんの会、ベビーマッサージ&あかちゃんえほんの会など

・デジタル資料

みやしろ電子図書館、デジタル郷土資料、ナクソス・ミュージック・ライブラリー、

歴史的音源（国立国会図書館配信提供）など

□ 図書館協議会の開催 9 万円

町民の図書館サービスに対する要望や意見を図書館運営に反映させるため、図書館協議会

を開催します。

□ 指定管理者による事業及び管理運営 8,270 万円

・指定管理者 （株）図書館流通センター

・指 定 期 間 平成 28 年 4月 1日～平成 33 年 3月 31 日（5年間）

図書館管理運営事業

時代の変化や町民のニーズに的確に対応し、まちづくりの原動力となる情報を提供し続け

られる「知の拠点」となるよう、指定管理者制度を活用し、適正かつ効果的な管理運営を行

います。

財産使用料 2 万円
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文化財保護担当

℡34-8882

一人あたり 16円

97万円 53万円 44万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 文化財保護委員会の活動 23 万円

町の文化財の指定に関する審議や調査を行うとともに、文化財の保存及び活用について指

導、助言、提案などを行います。

□ 郷土史講座 3 万円

古文書や民俗調査の事例等から郷土宮代の歴史・文化に触れ、町に対する愛着と理解を促

進します。

□ 文化財保護経費 28 万円

指定文化財を含む文化財の保護・保存・調査・活用に関する経費です。

□ 文化財案内板の設置 43 万円

文化財のネットワークを計るため、町内に文化財案内板を設置します。

参加者負担金 1 万円

まちづくり基金（寄付金） 43 万円

文化財保護事業

町の文化財の調査、保護・保存、並びに文化財保護意識の啓発・普及に努めます。
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文化財保護担当

℡34-8882

一人あたり 318円

1億4,919万円 1,082万円 1億3,837万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ ご利用案内

・利用案内 常設展示や特別展・企画展及び各種講座等を開催しています。

・開館時間 午前 9時 30 分～午後 4時 30 分

・休 館 日 月曜日（祝日を除く）、祝日直後の平日、年末年始、資料整理日

□ 資料整理作業及び屋外展示物管理

資料整理や展示物を管理・保存し、特別展や企画展などを開催します。

52 万円

□ 体験講座

夏休みを中心に実施します。（開催時期は広報でお知らせします。）

3万円

□ 施設管理経費 735 万円

清掃委託料、電気設備保守点検委託料、エレベーター保守点検委託料等

□ 施設設備改修 1,905 万円

展示室等空調機器の更新工事及び町指定文化財・旧加藤家住宅の屋根の部分

修繕工事を行います。

□ 西原自然の森用地購入 1 億 2,224 万円

西原自然の森用地の中で、現在借地となっている部分の購入を行います。

資料館管理運営事業

まちづくり基金（寄付金） 500 万円

公共施設整備基金 3,434 万円

参加者負担金 3 万円

町債（借金） 9,900 万円

町の歴史や文化財等の貴重な資料を収集、整理、保存及び管理を行うとともに、展示や教

育普及活動を行います。

また大規模修繕として、常設・特別両展示室の空調機器更新工事を行うとともに、町指定

文化財・旧加藤家住宅の屋根の部分修繕を行い、施設の維持を図ります。

さらに、西原自然の森敷地内において借地となっている部分の用地購入を行います。
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スポーツ振興担当

内線４３２

一人あたり

その他の財源

1,765円

6,025万円 6,006万円 19万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 施設概要

多目的広場、野球場、ソフトボール場、テニスコート(一部夜間照明設備有り)

総合体育館（メインアリーナ・サブアリーナ・柔道場・剣道場・弓道場・トレーニング室・

会議室・研修室）、室内プール

□ 指定管理者による事業及び管理運営 5,724 万円

指定管理者による自主事業の実施により、スポーツに親しむ機会を創出し、利用者サービ

スの向上を図ります。

また、施設の適切な管理運営と有効活用を図り、スポーツやレクリエーション活動を通じ

た交流や健康づくりを促進します。

・指定管理者 ミズノグループ 代表企業 美津濃株式会社

・指 定 期 間 平成 30 年 4月 1日～平成 35 年 3月 31 日（5年間）

□ 施設管理、設備修繕等 301 万円

施設等の適正な管理を行うため、高木剪定や設備の修繕等を行います。

総合運動公園管理事業

財産使用料（電柱等） 19 万円

町民の健康増進とスポーツ・レクリエーションの普及推進を図るために、指定管理者制度

による総合運動公園の適正な管理運営を行います｡
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町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

ろ」や

提供してまいります。

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

ってまいります。

さらには

ーズに的確

秘書担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

庶務職員担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

職員の人材育成
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提供してまいります。

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

ってまいります。

さらには

ーズに的確

秘書担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

庶務職員担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

職員の人材育成
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をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

庶務職員担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

職員の人材育成

務

年度の

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

町ホームページ

提供してまいります。
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秘書担当、広報担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

庶務職員担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

職員の人材育成

課

の取

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

町ホームページ

提供してまいります。

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

ってまいります。

職員研修や人事評価制度などを通し、

かつ迅速

広報担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

庶務職員担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

職員の人材育成と人材開発に

課

取り

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

町ホームページ

提供してまいります。

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

ってまいります。

職員研修や人事評価制度などを通し、

かつ迅速に応えていきます。

広報担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

庶務職員担当、文書法規担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

と人材開発に

課

り組

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

町ホームページ、ツイッターなどを活用して、さまざまな情報をタイムリー

提供してまいります。

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

職員研修や人事評価制度などを通し、

に応えていきます。

広報担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

文書法規担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

と人材開発に

組み

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

、ツイッターなどを活用して、さまざまな情報をタイムリー

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

職員研修や人事評価制度などを通し、

に応えていきます。

広報担当

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

文書法規担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

と人材開発に

み

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

、ツイッターなどを活用して、さまざまな情報をタイムリー

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

職員研修や人事評価制度などを通し、

に応えていきます。

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

文書法規担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

と人材開発に

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

、ツイッターなどを活用して、さまざまな情報をタイムリー

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

職員研修や人事評価制度などを通し、

に応えていきます。

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

文書法規担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される

と人材開発に取り組みます。

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

、ツイッターなどを活用して、さまざまな情報をタイムリー

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

職員研修や人事評価制度などを通し、

に応えていきます。

町の政策や生活情報、身近な話題を

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、スマ

ートフォンのアプリでも広報をご覧いただけます。

また、町内で行われているスポーツ活動や文化活動、学校行

事、行政情報などの動画や各種イベントの告知動画もインター

ネット放送局より発信します。

文書法規担当

町民の皆様がいろいろな悩みごとを

談会を実施いたします。また、町民一人ひとりの人権意識を高
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人権推進室

内線２１０

一人あたり

町からの支出 その他の財源

53円

182万円 182万円 0万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 実 施 日：毎月第２月曜日（休日の場合は翌日となります。）

□ 会 場：進修館茶室（広報みやしろ最新号をご確認ください。）

□ 受付時間：午前１０時～１２時 ／ 午後１時～３時３０分 予約は不要です。

□ 相談内容：金銭貸借、相続、不動産、損害賠償など様々な悩みごとにおける法的な解釈

あや手続き

広報担当

内線２０7

一人あたり

町からの支出 その他の財源

180円

611万円 611万円 0万円

総事業費

平成３０年度の目標

□ 広報紙編集・印刷費 366 万円

毎月、「広報みやしろ」を編集･発行します。

□ 広報サポーター謝礼 2 万円

市民参加による広報紙づくりのため、広報サポーターを委嘱します。

□ 町ホームページの管理運営 224 万円

町民と行政の情報の共有を図るため、町のさまざまな情報を発信します。

□ その他の事務経費 19 万円

町民法律相談事業 ［顧問弁護士委託事業］

町民の日常生活における様々な悩み事を法的に解決するために毎月１回、法律相談を開催

し、弁護士のアドバイスにより問題の解決を図ります。

広聴・広報事業

町民と行政の情報の共有を図るため、「広報みやしろ」や町ホームページ、ツイッターを

活用して、町の政策や生活に関する情報、身近な話題などを提供します。また、町民の声

をまちづくりに反映させるため、「町長への手紙」により皆さんの意見・提案を伺います。



企画財政課

平成

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

ては、東武動物公園

■

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

改革に取り組みます

■

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

サービスとなるよう

ートさせます。

トワークシステムの強靭化を

を実施します。

企画財政課

平成

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

平成

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

また、

ては、東武動物公園

■ 政策

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

また、

改革に取り組みます

■ 情報担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう

ートさせます。

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

を実施します。

企画財政課

平成３０

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

平成

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

また、

ては、東武動物公園

政策

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

また、

改革に取り組みます

情報担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう

ートさせます。

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

を実施します。

企画財政課

３０年度

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

平成 30

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

また、安定性の向上

ては、東武動物公園

政策担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

また、持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

改革に取り組みます

情報担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう

ートさせます。

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

を実施します。

企画財政課

年度

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

30 年度は、平成

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

安定性の向上

ては、東武動物公園

担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

改革に取り組みます

情報担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう

ートさせます。

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

を実施します。

企画財政課

年度の

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度は、平成

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

安定性の向上

ては、東武動物公園

担当、財政担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

改革に取り組みます

情報担当、管財担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう

ートさせます。

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

を実施します。

企画財政課

の取

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度は、平成

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

安定性の向上

ては、東武動物公園

財政担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

改革に取り組みます

管財担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう

ートさせます。

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

を実施します。

企画財政課

取り

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度は、平成

続き行うとともに、「

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

安定性の向上

ては、東武動物公園駅

財政担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

改革に取り組みます。

管財担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、よ

サービスとなるよう、東武動物公園駅東口

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、

企画財政課

り組

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度は、平成

続き行うとともに、「みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

安定性の向上を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

駅東口地区への運行をスタートさせます。

財政担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

定住促進を図ります。

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

。

管財担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

便利バスが走る事業については、よ

、東武動物公園駅東口

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

統計調査事業では、住宅・土地統計調査、

組み

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度は、平成 28

みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

東口地区への運行をスタートさせます。

財政担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

管財担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

便利バスが走る事業については、よ

、東武動物公園駅東口

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

住宅・土地統計調査、

み

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

28 年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

東口地区への運行をスタートさせます。

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

便利バスが走る事業については、よ

、東武動物公園駅東口

ＯＡ管理事業については、

トワークシステムの強靭化を

住宅・土地統計調査、

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の

減少への対応や健全財政の維持に努めてまいります。

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

東口地区への運行をスタートさせます。

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」をスマートフォン等での閲覧に適した仕様へと

す。また、町内の各エリアの魅力をきめ細かく発信することで

ふるさと納税を活用した宮代町寄附金制度については、町の

取り組みや特産品を広く町内外に

援者）を増やし、事業の活力を高めます。

持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

便利バスが走る事業については、よ

、東武動物公園駅東口

ＯＡ管理事業については、安定性の向上

トワークシステムの強靭化を行います

住宅・土地統計調査、

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の
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を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

政策調整事業

主要施策

、広域行政

ふるさと

ふるさと

実行計画事業

みやしろ

公共施設

統計調査事業

統計法

便利

便利

[OA 管理事業

庁内

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

政策調整事業

主要施策

広域行政

ふるさと納税管理事業

ふるさと

実行計画事業

みやしろ

公共施設

統計調査事業

統計法

便利バスが

便利バスの

管理事業

庁内ネットワーク

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

みやしろ定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の 2

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

政策調整事業

主要施策の

広域行政

納税管理事業

ふるさと納税

実行計画事業

みやしろ定住促進作戦

公共施設再編第

統計調査事業

統計法に基

バスが

バスの

管理事業

ネットワーク

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

2事業に取り組み、人口

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

政策調整事業

の総合的

広域行政の推進

納税管理事業

納税 PR

実行計画事業

定住促進作戦

再編第

統計調査事業

基づく

バスが走る

バスの運行

管理事業]

ネットワーク

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、

政策調整事業] P

総合的

推進

納税管理事業

PR 及

定住促進作戦

再編第２

統計調査事業] P

づく指定統計調査

る事業

運行

P１００

ネットワークシステムの

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

を図るため、庁内ネットワークシステムの強靭化を行うほか、便利バスについ

P９６

総合的な調整

推進

納税管理事業

及び返礼品

定住促進作戦

２期

P９８

指定統計調査

事業]

運行

１００

システムの

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

便利バスについ

９６

調整

納税管理事業]

返礼品

定住促進作戦

期計画

９８

指定統計調査

] P

１００

システムの

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

便利バスについ

調整、指定管理者制

P９

返礼品の

P２

計画

指定統計調査

P９８

システムの強靭化

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

便利バスについ

指定管理者制

９７

の送付

２２

P３４

指定統計調査の実施

９８

強靭化

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

便利バスについ

指定管理者制

送付

３４

実施

強靭化

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

便利バスについ

指定管理者制

実施

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｏ

Ａシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

年度に策定した第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き

事業に取り組み、人口

便利バスについ

指定管理者制
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政策担当

内線２１４

一人あたり 7円

24万円 24万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□第４次宮代町総合計画後期実行計画及び宮代町まち・ひと・しごと創生総

合戦略の評価検証と進捗状況の公表

12 万円

識見者や公募市民等により構成された有識者会議や庁内の自治体経営会議、まち・ひ

と・しごと創生本部を開催して、進捗状況を検証し公表します。

□ 指定管理者候補者選定委員会の開催 6 万円

公共施設の指定管理者指定手続における公正性を確保するほか、施設サービスの向上や経

費削減等の制度導入の効果を的確に引き出すため、公募委員を含む指定管理者候補者選定委

員会を開催します。今年度は、指定期間満了を迎えるかえで児童クラブの候補者選定を予定

しています。

□その他の経費 6 万円

総合計画のまちづくりの基本的視点に沿ったまちづくりを行うため、総合的な事業の企

画立案及び調整を行います。

また、第４次宮代町総合計画後期実行計画及び宮代町まち・ひと・しごと創生総合戦略

の進捗状況について、広報紙、町公式ホームページ等を通じて、町民の皆さんに分かりや

すくお知らせします。

政策調整事業
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財政担当

内線 215,216

一人あたり

その他の財源

285円

970万円 970万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ ふるさと納税制度の活用 970 万円

宮代のまちづくりをみんなで応援する寄付制度（ふるさと納税）を活用して町に寄付をい

ただいた方に、その金額に応じて町の特産品をお礼の品としてお贈りします。

＜寄付を募っている事業分野＞

①農のあるまちづくり ②子どもたちの未来 ③市民活動支援 ④宮代の桜保全

⑤宮代の歴史伝承 ⑥宮代の観光・ＰＲ ⑦にぎわいづくりプロジェクト

＜寄付をいただいた方へお贈りする特産品＞

巨峰（６月～８月）やお米、東武動物公園チケット、和洋菓子、さをり織り、お酒 など

※随時更新しておりますので最新の情報は町公式ホームページをご覧下さい。

＜申込み＞

ふるさとチョイス（ふるさと納税ポータルサイト）から簡単にお手続きいただけます。ま

た、クレジットカードでの寄付納入もご利用できます。

★ 詳しくは 宮代町 ふるさとチョイス で

＜宮代町特集ページバナー＞

『宮代のまちづくりをみんなで応援する寄付制度』（ふるさと納税制度）を通じて、宮

代のまちづくりに共感し、趣旨に賛同する皆さんからの寄付を募集しています。

このふるさと納税制度を活用し、町知名度の向上、特産品等の販路開拓のほか、これま

で以上にまちづくりへの興味をもっていただけるよう寄付分野や特産品の拡充を図って

いきます。

ふるさと納税管理事業

検 索
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管財担当

内線２１１

一人あたり

その他の財源

886円

3,020万円 3,015万円 5万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 町内循環バス運行委託料 2,970 万円

□ その他の経費 50 万円

バス停留所看板製作費等

情報担当

内線２１３

一人あたり 17円

242万円 58万円 184万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３０年度の目標

□ 住宅・土地総計調査 228 万円

住宅・土地の保有状況及び世帯の居住状況等の実態を調査し、その現状と推移を全国及び

地域別に明らかにすることを目的として実施する調査です。

□ 工業統計調査 10 万円

製造業を営む事業所の分布状況や活動実態を調査し、工業に関する施策の基礎資

料を得ることを目的として実施する調査です。

□ その他 各種統計事務 4 万円

県から 184 万円

国や地方公共団体の様々な計画や施策の立案、企業活動や学術研究等の基礎資料として

利用するための各種統計調査を実施します。

今年度は、住宅・土地統計調査、工業統計調査、学校基本調査等を実施します。

統計調査事業

便利バスが走る事業

高齢者などの交通弱者のための便利バスの運行を行います。また、より利便性の高い

公共交通サービスとなるよう、４月から東武動物公園駅東口地区を走行する新ルートで

運行します。

諸収入（有料広告） 5 万円
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＜便利バス新デザインイメージ図＞
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情報担当

内線２１３

一人あたり

その他の財源

2,993円

1億529万円 1億182万円 347万円

総事業費
町からの支出

平成３０年度の目標

□ 埼玉県電子自治体推進協議会負担金 55 万円

情報漏えい等を防止するため埼玉県自治体情報セキュリティクラウドの適切な運用を行

い、インターネットによる外部通信の制御を行います。

□ 社会保障・税番号制度カード関連事務委任交付金 548 万円

通知カード及び個人番号カードの発行等、関連する事務について地方公共団体情報システ

ム機構に委任して実施します。

情報漏えい等を防止するため、国や地方自治体とのＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワー

ク）接続系ネットワークとインターネット接続系ネットワークを分離し、埼玉県経由で

インターネットに接続する仕組みとなった自治体情報セキュリティクラウドの適切な運

用を行います。

また、安定性の向上を図るため、庁舎ＬＡＮ、グループウェアの更新、第４次ＬＧＷ

ＡＮの接続など、町の情報システムや構成機器の更新を行います。

国補助金 347 万円

ＯＡ管理事業



１１

議会事務局

平成

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

へ

会

ため、

実させ、そ

でまいります。

１１

議会事務局

平成

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

また、

への子ども議会の

会で

ため、

実させ、そ

でまいります。

平成

□

□

容を広く町民にお知らせします｡

議会

議会事務局

平成３０

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

また、

の子ども議会の

で審議する

ため、

実させ、そ

でまいります。

平成

□ 議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

コンクールで

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

いては

□ その他の経費

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

議会

議会事務局

３０年度

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

また、行政課題の解決や議員

の子ども議会の

審議する

ため、町民

実させ、そ

でまいります。

平成３０

議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

コンクールで

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

いては

その他の経費

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

議会

議会事務局

年度

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

の子ども議会の

審議する

町民の意向の把握

実させ、その成果を活かし

でまいります。

３０

議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

コンクールで

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

いては全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

その他の経費

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

議会事務局

年度の

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

の子ども議会の

審議するなどの議会改革を行いました。

の意向の把握

の成果を活かし

でまいります。

３０年度の目標

議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

コンクールで

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

その他の経費

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

議会事務局

の取

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

の子ども議会の

などの議会改革を行いました。

の意向の把握

の成果を活かし

でまいります。

182万円

総事業費

年度の目標

議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

コンクールで

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

その他の経費

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

議会事務局

取り

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

の子ども議会の開催要請や

などの議会改革を行いました。

の意向の把握

の成果を活かし

182万円

総事業費

年度の目標

議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

コンクールで入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

その他の経費

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

議会事務局

り組

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

開催要請や

などの議会改革を行いました。

の意向の把握

の成果を活かし

182万円

総事業費

年度の目標

議会だよりの発行

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

組み

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

開催要請や

などの議会改革を行いました。

の意向の把握に努めるとともに、

の成果を活かし

182万円

総事業費

年度の目標

議会だよりの発行（発行回数：年

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

議会総務事業

み

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

開催要請や

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

の成果を活かし議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

182万円

総事業費

（発行回数：年

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員

開催要請や当初

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

182万円

総事業費

（発行回数：年

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

行政課題の解決や議員の資質向上

当初予算

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

（発行回数：年

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

資質向上

予算

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

（発行回数：年

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

容を広く町民にお知らせします｡

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

資質向上

予算の

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

一人

（発行回数：年

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

資質向上

の審議効率化

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

一人

（発行回数：年 4 回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

資質向上等を図る

審議効率化

などの議会改革を行いました。

に努めるとともに、

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

一人あたり

町

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

等を図る

審議効率化

などの議会改革を行いました。引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

に努めるとともに、政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

あたり

182万円

町からの

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「みやしろ

101

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

等を図る

審議効率化

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

あたり

182万円

からの

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

みやしろ

101

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

等を図るために実施している研修の成果を活か

審議効率化の

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

あたり

182万円

からの

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

みやしろ

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

ために実施している研修の成果を活か

のため

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

182万円

からの支出

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

入選などの成績をおさめています。

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、

みやしろ議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組

ために実施している研修の成果を活か

ため

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

182万円

支出

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

議会の活性化と開かれた議会の実現に向け、積極的に取り組んできました。

ために実施している研修の成果を活か

ために付託

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

53円

支出

回、発行部数：毎回

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

んできました。

ために実施している研修の成果を活か

付託

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

53円

回、発行部数：毎回 11,

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

んできました。

ために実施している研修の成果を活か

付託方法

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

53円

11,300

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

んできました。

ために実施している研修の成果を活か

方法

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

00 部

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

めてきました。これまでに、定数の削減を始め、政務調査費・費用弁償の

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

んできました。

ために実施している研修の成果を活か

方法の見直し

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

その

部）

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

の廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

んできました。

ために実施している研修の成果を活か

見直し

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

その

）

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

んできました。

ために実施している研修の成果を活か

見直し

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

議会事務

内線

0万円

その他

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

ために実施している研修の成果を活か

見直しを行い

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

議会事務

内線

0万円

他の

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

ために実施している研修の成果を活か

を行い

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

議会事務

内線３０３

0万円

の財源

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

ために実施している研修の成果を活か

を行い、

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

議会事務局

３０３

財源

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

ために実施している研修の成果を活か

、予算特別委員

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

政策立案及び提言能力の向上等を図るため議員研修

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

局

財源

147

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

35

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

ために実施している研修の成果を活かし、

予算特別委員

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

議員研修

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

7 万円

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

5 万円

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

し、

予算特別委員

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

議員研修

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

万円

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

町ホームページで公開しています｡

万円

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

し、執行部

予算特別委員

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

議員研修

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

万円

議員自らが編集・作成にあたり、その実績等が高く評価され、これまで町村議会広報全国

これからも町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡なお、議会広報につ

万円

議会だより」を発行して、議会の活動内

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

執行部

予算特別委員

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

議員研修を充

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん

町議会では、早くから議会の行財政改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努

廃止、議会運営では、一般

質問において一問一答方式を導入したほか、議会懇談会等の開催、会議録検索システムの導入など、

執行部

予算特別委員

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図る

を充

議会基本条例及び議会議員政治倫理条例に規定する目的の達成に取り組ん



１１１１

平成

□

□

□

平成

□

□

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会

平成

□ 議員（１４名）の報酬等

□ 議長交際費

□ 各種団体等への負担金

平成

□ 研修旅費

□ 有料道路等使用料及びバス借上料

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会

平成３０

議員（１４名）の報酬等

議長交際費

各種団体等への負担金

平成３０

研修旅費

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会

３０

議員（１４名）の報酬等

議長交際費

各種団体等への負担金

３０

研修旅費

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

３０年度の目標

議員（１４名）の報酬等

議長交際費

各種団体等への負担金

３０年度の目標

研修旅費

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

総事業費

年度の目標

議員（１４名）の報酬等

議長交際費

各種団体等への負担金

225万円

総事業費

年度の目標

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

総事業費

年度の目標

議員（１４名）の報酬等

各種団体等への負担金

225万円

総事業費

年度の目標

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

総事業費

年度の目標

議員（１４名）の報酬等

各種団体等への負担金

225万円

総事業費

年度の目標

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

総事業費

年度の目標

議員（１４名）の報酬等

各種団体等への負担金

225万円

総事業費

年度の目標

有料道路等使用料及びバス借上料

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

総事業費

議員（１４名）の報酬等

各種団体等への負担金

225万円

総事業費

有料道路等使用料及びバス借上料

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

総事業費

議員（１４名）の報酬等

225万円

総事業費

有料道路等使用料及びバス借上料

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

7,056万円

有料道路等使用料及びバス借上料

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

有料道路等使用料及びバス借上料

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

一人

一人

有料道路等使用料及びバス借上料

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

一人

一人

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

一人あたり

7,056万円

町

一人あたり

町

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

あたり

7,056万円

町からの

あたり

225万円

町からの

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

102

あたり

7,056万円

からの

あたり

225万円

からの

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

102

あたり

7,056万円

からの

あたり

225万円

からの

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

2,074円

7,056万円

からの支出

225万円

からの支出

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

2,074円

7,056万円

支出

225万円

支出

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

2,074円

7,056万円

支出

66円

支出

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

2,074円

66円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

2,074円

66円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

その

その

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

その

その

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会事務局

内線

その他

0万円

議会事務局

内線

その他

0万円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会事務局

内線

他の

0万円

議会事務局

内線

他の

0万円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会事務局

内線３０３

の財源

0万円

議会事務局

内線３０３

の財源

0万円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会事務局

３０３

財源

6,

議会事務局

３０３

財源

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

議会事務局

財源

6,904

40

112

議会事務局

財源

152

73

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

904 万円

40 万円

12 万円

152 万円

73 万円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

万円

万円

万円

万円

万円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決

万円

万円

万円

万円

万円

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解決


