
 

 

第４次宮代町総合計画 

後期実行計画 

（平成28年度～令和2年度） 

 

 

 

 

 

令和２年度 

下半期進捗状況 



事業名 ﾍﾟｰｼﾞ 結果 令和２年度下半期実施内容 担当

地域交流サロン支援事業 1 一部未完了
地域のふれあい居場所づくり支援事業補助金の一
部改正と周知・利用促進

健康介護課

地域敬老会支援事業 4 完了 地域敬老会の開催に向けた相談及び運営支援 健康介護課

介護予防・健康づくり活動支援事業 5 完了
介護予防・健康づくりに関するリーダーの養成
みやしろキラキラ体操の普及

健康介護課

防災コミュニティ促進事業 6 完了
自主防災活動に対する支援
避難所開設実働訓練の開催

町民生活課

市民、活動、地域資源の縁結び事業 9 一部未完了 やりたいゾゥ登録者・市民活動団体のマッチング 町民生活課

上手に使おう集会所事業 10 完了
集会所情報の共有化
集会所の拠点化に向けた修繕等の実施

町民生活課

人権尊重平和事業 11 完了
人権教育研修会の実施
男女共同参画セミナーの実施

総務課
教育推進課

宮代型観光推進事業 12 一部未完了
新しい村グリーンツーリズム事業の実施
みやしろまるごと観光情報の発信

産業観光課

宮代町の魅力推進事業 15 一部未完了 里山五楽体験イベントの開催 町民生活課

市民の活動をつなぐｲﾝﾀｰﾈｯﾄ放送局 18 完了
市民特派員による地域の話題の取材とユーチューブ
を活用した動画の発信

総務課

みんなで子育て！こども未来事業 19 完了
子育て応援ウェブサイト「みやしろで育てよっ」の運
用。利用者が企画に参加したイベントの開催

子育て支援課

みやしろ定住促進作戦 22 完了
定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」による情報発
信。みやしろ初めてツアーの実施

企画財政課

宮代ファーマーズタウン推進事業 24 一部未完了
市民農園開設の補助金制度の周知
認定市民農園「結の里」の運営支援

産業観光課

道仏土地区画整理周辺整備事業 25 一部未完了
埼玉県及び組合員へ決算報告を実施
春日部久喜線の用地交渉、改良工事の実施

まちづくり建設課

東武動物公園駅西口周辺整備事業 26 一部未完了
中央通り線の舗装等工事の完了。中央通り線と県道
春日部久喜線の交差点改良の用地交渉

まちづくり建設課

東武動物公園駅東口周辺整備事業 27 一部未完了
個別事業説明の実施
事業に必要となる用地交渉

まちづくり建設課

まちなか起業創業支援事業 28 一部未完了
起業支援ウェブサイト「宮代で働こっ」の運用。杉戸
町との共催による「月3万円ビジネス講座」の開催

産業観光課

障がい者の雇用創出事業 31 完了
障がい者雇用の普及啓発、就労相談
障がい者就労施設等の業務確保支援

福祉課

宮代町農業の6次化推進事業 32 完了
明日の農業担い手支援6次化推進事業補助制度の
周知。「宮代町地産地消推進の店」のPR

産業観光課

明日の農業担い手支援事業 34 完了
農業担い手塾塾生の受入れと自立支援
民間企業の農業参入に向けた調整

産業観光課

宮代町農業生産基盤整備推進事業 35 完了
小規模農地基盤整備事業補助事業の利用促進
過度な負担を伴わない基盤整備事業の展開

産業観光課

公共施設再編第2期計画 36 完了
審議会の開催
借地解消に向けて公用車駐車場の用地を取得

企画財政課
教育推進課

合計22事業完了＝13事業（59％）　一部未完了＝9事業（41％）　未完了＝0事業

第４次総合計画後期実行計画　令和２年度下半期進捗状況一覧表



 
 

地域交流サロン支援事業 

健康介護課 

企画趣旨 

地域に住む人たちが気軽に集える場（交流サロン）を地域住民が主体的に運営提供することで、高

齢者の閉じこもりを解消します。そこでは多様な活動を展開することで、世代を超えた交流を生み

出し、高齢者の元気アップにつなげていきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1) 社協主催サロン連絡会の開催と課題の把握 

・サロン連絡会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止しました。意見交

換はできませんでしたが、各サロンの実施状況を聴取及び情報提供し、サロン同士の情報共有に努

めました。 

(2)地域のふれあい居場所づくり支援事業補助金の一部改正と周知･利用促進 

・当該補助金の変更交付申請についての手続きを補助金交付要綱に追加し、より実態に即した利用が

できるように改善しました。また、コロナ禍における補助金活用方法について相談に応じました。 

(3)サロンに関わる担い手の育成 

・地域支え合い講座については令和 3年 2月に実施を予定していましたが、緊急事態宣言の期間と重

なったため、開催を中止しました。 

(4)世代を超えた交流支援 

・新型コロナウイルスの影響により、地域交流サロンが実施されなかったこと、訪問が難しかったこ

ともあり、直接の交流はできませんでしたが、パソコンやスマートフォンを用いたビデオ会議につ

ながるようスマートフォン体験会をソフトバンクの協力を得て2回開催しました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○集会所等を活用したサロンの開催 町内 30か所  

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

1か所立ち上げ、3か所が活動終了、 

合計 28か所 

1か所立ち上げ 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

支援内容の見直し 健康介護課           

実施団体による意見交換会の開催 健康介護課           

サロン運営のキーマン育成 健康介護課           
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�����年�月�日 � �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ

道仏集会所元気クラブでスマートフォン体験会

初めまして！スマートフォン

今回は道仏集会所元気クラブの活動を紹介します。宮代町社会福祉協会の地域交流サロン出前講座として、スマートフォ

ン体験会が行なわれました。スマホ体験会は、ソフトバンクさんの協力で、講師やサポート、スマートフォンも用意していた

だき、開催しています。

コロナ対策として、スマートフォンは�つずつ消毒して、準備します

スマートフォンについての丁寧な説

明

手の中で世界旅行！？

スマートフォンを使う上で、指の使い方は重要。

スマホの中には地図が入っているので、場所の移動、拡大、縮小をしながら指を動かします。

目標は現在地の「道仏集会所」からフランスのパリ市にある「エッフェル塔」

画面上で、真下からエッフェル塔を眺めました。

エッフェル塔までたどりつけましたか？
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お問い合わせ

宮代町役場健康介護

課高齢者支援担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���、

�����階�番窓口�

ファックス � ���������

����

健康介護課高齢者支援

担当

お知らせ（募集な

ど）

声で文字入力できる？

後半はカメラの使い方とメール作成です。

カメラは写真や動画を撮って、撮ったものを確認するのですが、目の前の人を撮ってみたり、すぐに慣れていました。

メール作成の文字入力で、指を上下左右にはらいながら、皆さん苦戦していました。

スマートフォンは、�から�までのボタンがついていた携帯電話と違って、文字の入力方法が違います。

すると、講師から「マイクのボタンを押して話すと、話した言葉が文字になりますよ」との声が。

「こんなに簡単に入力できるの！漢字も変換されてる！」と驚きの連続。

みんなの撮影モデルになって、大忙し！

体験できることを伝えてほしい

今、宮代町の最新情報は、ホームページ、ツイッター、����（ライン）という方法でお知らせしています。

特に新型コロナウイルスに関する情報は、時間が経つとともに状況も変わっていきます。

こういった最新情報を受け取れる方が増えるよう、地域交流サロン出前講座として、スマホ体験会を行っています。

�� ��� � ������������� Ă宮代町社協ホームページの��������で、他のサロンでのスマホ体験会をお伝えしています。あわせてご覧く

ださい。
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地域敬老会支援事業 

健康介護課 

企画趣旨 

参加しやすい地域単位での敬老会の開催へと移行を進めながら、地域主体で継続できる敬老会に

していきます。元気な高齢者が活躍でき、働き盛りや子育て世代、子どもたちを巻き込んだ幅広い世

代交流で、地域コミュニティの醸成を図ります。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)開催に向けた相談及び運営支援 

・地域敬老会の開催を希望する自治会等について、運営の支援を行いました。また、開催する場合に

おいても、3密の回避、ソーシャルディスタンス、マスクの着用をはじめとする新型コロナウイル

ス感染防止策等について、広報及び町のホームページ等を通じて周知しました。 

(2)地域敬老会 運営の見直し 

・課題であった補助金の手続きを「豊かな地域づくり推進事業費補助金」と統合し、補助金の制

限を緩和すると共に、一か所の窓口で手続きが行えるよう来年度に向けて事務を簡略化する見

直しを行いました。           

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○全地区（77地区）で敬老事業を実施    

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

3地区で実施 2地区で実施 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

支援内容の見直し 健康介護課           

地域敬老会の運営支援 健康介護課           
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介護予防・健康づくり活動支援事業 

健康介護課 

企画趣旨 

地域が主体的に行う介護予防・健康づくりに資する活動を支援し、多くの町民の介護予防・健康づ

くり活動を促進します。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)介護予防・健康づくりに関するリーダーの養成 

・9月 2日から 11月 4日にかけて介護予防リーダー養成兼フォローアップ講座を実施し、介護予防に

取り組む人材を 4名育成しました。また、すでに認定した方 9名の技術の向上に努めました。 

・11月 11日から 3月 17日にかけて、高齢者の体力づくり、仲間づくりを応援するためのプラザサポ

ーター養成講座を行い、介護予防に取り組む人材を 4名育成しました。 

・11月 30日と 12月 14日に介護予防リーダー等ステップアップ勉強会を開催し、57名にフレイル

（虚弱）予防と新型コロナウイルス感染予防の講義をしました。 

・10月から 3月にかけて、自主活動グループに健康運動指導士を 5回派遣しました。 

(2)みやしろキラキラ体操の普及 

・10月から 3月にかけて、みやしろキラキラ体操ＤＶＤ・ＣＤを自主活動グループ 6団体に貸し出し

ました。 

・令和 2年度において、町主催の介護予防教室にて 152名に指導を行いました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○健康づくり活動団体 20団体 ○介護予防リーダーの養成確保 120人 

○全ての活動団体においてみやしろキラキラ体操実施  

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○健康づくり活動団体 26団体 

○介護予防リーダーの養成確保 146人 

○キラキラ体操実施 26 団体中、14団体 

○健康づくり活動団体 増減なし 

○介護予防リーダーの養成確保 4人 

○キラキラ体操実施 26 団体中、14団体 

 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

介護予防効果の検証と結果の公表 健康介護課           

介護予防リーダー養成講座の実施、

自主グループへの講師派遣など 
健康介護課 

          

みやしろキラキラ体操の普及（イベン

トなどでの活用） 

健康介護課 

関係課 
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防災コミュニティ促進事業 
町民生活課 

企画趣旨 
防災に関する自助、共助の取り組みを進めることで、地区内のコミュニケーションを円滑にし、各

地区の防災力を高めていきます。また、周辺地区や消防団等との連携も強めていきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)自主防災活動に対する支援(組織の活動に対する経費補助) 

・上半期に引き続き、防災資機材、防災コミュニティ拠点（集会所等）機能整備、地区防災訓練、防災

研修、防災士資格取得の経費に対する支援を実施しました。 

(2)避難所開設実働訓練の開催 

・10月 18日に須賀小学校、百間小学校、進修館にて、避難所開設実働訓練を開催しました。この訓練

では、職員が感染症対策を施した避難所の開設運営、自主防災組織が避難者役を担い実働的な訓練

を実施しました。 

(3)防災ポータルサイトの運用、防災関連団体との連携強化 

・上半期に引き続き、災害時の情報収集のため、消防団と移動系防災行政無線を使った定期通信訓練を

実施しました。11月 5日の緊急地震速報訓練時に各小中学校と通信訓練を実施しました。 

・防災・防犯等に関する情報を、防災ポータルサイト（防災ホームページ）、登録制メール、テレ玉

データ放送などを通じて随時発信しました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○自主防災組織率 100％ ○活動実績 90％以上（年間）  

○地域拠点整備への取組実績 10地区（累計） ○防災・防犯マスター修了者 30人以上（累計） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○自主防災組織率 100％  

○活動実績 64％（年間） 

○地域拠点整備への取組実績 14地区（5年間

の累計） 

○防災・防犯マスター修了者 48人（5年間の

累計） 

○自主防災組織率 100％  

○活動実績 39％ 

 

 

 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

地区連絡会での情報交換、防

災訓練や研修会の合同開催 

自主防災会 

町民生活課 

          

防災・防犯マスター講座の実

施、宮代町安心安全まちづくり

推進事業補助金による助成 

町民生活課 

          

デジタル防災行政無線の整備 町民生活課           
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�����年��月��日� �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ

避難所開設実働訓練を実施しました。

感染症対策を施した避難所開設実働訓練を実施しました

令和�年��月��日、職員を対象に感染症対策を施した避難所開設実働訓練を実施しました。新型コロナウイルスによる感染症が流行

し、イベント等が軒並み中止になっておりますが、災害は必ずやってきます。そこで、感染症が蔓延している中で災害が発生した場合、

いかにして避難所を開設運営していくのか、課題を抽出するために実施いたしました。

訓練は、大型の台風による水害を想定し、役場庁舎を災害対策本部、進修館と須賀小学校、百間小学校の�ヶ所を避難所としました。

参加者は、本部と避難所運営班の職員のほか、自主防災組織の方にも避難者役としてご協力をいただき、合計���名による訓練とな

りました。まず、避難者が避難所に入る前に、防護服を着用した職員が検温と消毒を行い、問診リストを使い避難所内にウイルスを持

ち込まないようにしました。体調不良の方には、健康者とは隔離された専用スペースを設置しました。また、避難所内では、健康者と感

染の疑いがある方との動線が交差しないように対応したほか、受付時の表示やパーテーションテントなどの備品を使用し、ソーシャル

ディスタンスを保持しました。地区防災でも感染症対策に努めていただけるよう、自主防災組織によるパーテーションテントの組み立て

訓練も行いました。

災害対策本部と各避難所をタブレットで結び、本部でも避難所の様子を映像で確認しながら、適確に指示ができるようにしました。河

川の氾濫を想定した訓練では、本部長がタブレットを使い避難指示を発令し、各避難所において高所避難を行いました。参加者から

は、「避難者が殺到したとき、感染症対策がどこまでできるか難しい。」、「動線を分けることを徹底し、避難所にウイルスを持ち込まな

いようにすることが大切。」などの声をいただきいました。今後は、参加者からの意見をいただき、訓練に参加した二崎防災士と検証し

てまいります。新しい避難訓練の形として、訓練を無事実施することができました。今後も感染症と向き合いながら、災害に備えていき

ましょう。

当日の訓練のようす

訓練実施中 訓練のようす 災害対策本部

災害対策本部のようす

検温のようす
消毒のようす
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お問い合わせ

宮代町役場町民生活

課危機管理担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���、

���、�����階��番窓

口 �

ファックス � ���������

����

町民生活課危機管理担

当

お知らせ

話題

計画

ハザードマップ

指定避難所

交通災害共済

交通安全

問診リスト、感染症への注意 通信機器 パーテーション

パーテーションを立てる 高所避難のようす 配食のようす

感染症対策

ソーシャルディスタンスをとる表示 防護服 ソーシャルディスタンスを保ちながら並ぶ
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市民、活動、地域資源の縁結び事業 

町民生活課 

企画趣旨 

活動の創出や拡充に取り組みやすい支援策の創設と運用を進修館で行います。これにより、市民

活動が活発に展開される風土を創り出します。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1)まちづくりネットワーク「やりたいゾゥ」登録者からの情報の収集･共有化 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための進修館休館や活動自粛等の影響により、情報収集や共有

化が図れませんでした。 

(2)やりたいゾゥ登録者・市民活動団体のマッチングの推進 

・やりたいゾゥ登録者のマッチングを 7件実施しました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○マッチング件数 20件（年間） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

８件 ７件 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

市民活動情報の収集と共有化 
町民生活課 

進修館 

          

市民活動のマッチング 
町民生活課 

進修館 
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上手に使おう集会所事業 

町民生活課 

企画趣旨 

集会所の利活用を後押しすることで、地域の中で顔の見える人と人のつながりを形成し、地域コ

ミュニティの活性化を目指します。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)集会所情報の共有化 

・宮代町における集会所の活用事例や先進的な取り組みについて、多くの地区・自治会で情報を共有で

きるよう、通知により区長・自治会長へ情報提供しました。 

(2)集会所の有効活用の促進 

・集会所を活用しやすくするために、備品貸出の周知を行いました。 

(3)集会所の拠点化に向けた支援 

・地域コミュニティや防災の拠点として集会所が安全に使用できるように、修繕等のための支援とし

て集会所整備事業補助金の交付を行いました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○集会所等を活用したマッチング事業数 5事業（年間） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

1事業 0事業 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

地域情報共有化に向けた支援 
町民生活課  

進修館 

          

地域と市民団体の活動のマッ

チング 

町民生活課  

進修館 

          

集会所の拠点化に向けた支援 町民生活課           

市民団体や、やりたいゾゥ登録

者等を集会所へ派遣 

町民生活課  

進修館 
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人権尊重平和事業 

総務課、教育推進課 

企画趣旨 

市民が、まちづくりへの取り組みや普段の生活の中で、互いに人権を尊重しあい、真に豊かな安心

して暮らしていける社会の実現を図るため、人権尊重をまちづくりの基本に据えて、行政と市民が

一体となって取り組んでいきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)人権教育研修会の実施 

・正しい人権感覚を養うための研修会を開催しました。 

 「宮代町人権問題合同研修会」 1月 25日 進修館大ホール 49人 

(2)人権出前講座の実施 

・出前講座のメニュー「みんなで学ぼう身近な人権」については、申請がありませんでした。 

(3)男女共同参画セミナーの実施 

・男女共同参画の意識づくりや固定的性別役割分担意識の解消を図るため、男女共同参画社会推進会

議メンバーとともに企画し、開催しました。今年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止

のためオンライン動画配信で実施しました。 

 「コロナ禍の今、見えづらくなるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」 並木利美子氏 

 配信期間 2月 24日～3月 19日 30人（申込者限定配信） 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○住民意識調査のまちづくり満足度向上「人権擁護、男女共同参画の取組み」について 40％  

平成 26年度 住民意識調査 令和元年度 住民意識調査 

22.6％ 20.8％ 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

人権教育研修会、出前講座の実施 
総務課 

教育推進課 

 

         

男女共同参画セミナーの実施 総務課           

平和パネル展、平和啓発事業の実施 総務課           
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宮代型観光推進事業 

産業観光課 

企画趣旨 

宮代町の立地特性、資源を活かした宮代型の観光事業を展開し、交流人口の増加、町内産業の活性

化に結びつけていきます。個々の資源の魅力を多面的な視点から引き出し、組み合わせ、宮代町なら

ではの事業を展開していきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1)新しい村グリーンツーリズム事業の実施（主なもの） 

・稲刈り体験（10月）454人 

・野菜収穫体験（10月～11月）557人 

・料理講座（11月、1月、3月）11人 

・畑で婚活（11月、12月、1月、2月、3月）31人 

・絵本で遊ぼう、陶芸講座（10月、11月、12月、2月）64人 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定事業の一部は中止しました。 

(2)みやしろまるごと観光情報の発信 

・「宮代い～ね!」第 19号を発行して、町内の観光情報を発信しました。29,000 部。（3月） 

※町外へポスティング 24,000 部（配布先：春日部市、さいたま市、越谷市、加須市など） 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○町外からの観光事業参加者数 年間 10,000人 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

1,140人 691人 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

新しい村グリーンツーリズム事業の実

施 
新しい村 

          

観光プログラム実施主体連絡会の創

設 
産業観光課 

          

みやしろまるごと観光情報の発信 
民間主体 

産業観光課 
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参加する
ホーム > 参加する > ほっつけ稲作体験2020〜稲刈り〜

ほっつけ稲作体験2020〜稲刈り〜

この時期にしか出来ない稲刈り体験︕
江⼾時代の⼈々の知恵を今に伝える新しい村の堀上⽥「ホッツケ⽥」の稲刈り体験︕ 昔ながらの⼿刈り・天⽇⼲し乾燥を体験してみませんか︖

1⽇に午前と午後の2回開催しますのでご都合に合わせてお申込み頂けます。

ホッツケ⽥とは

ホッツケ⽥は、⽔のたまりやすい低い⼟地で⽔⽥を営むため、江⼾時代に沼を堀上げ、細い深い沼と堀上げた⼟でできた⽥んぼを作りました。これ
が「堀上げ⽥」と呼ばれる新⽥となりました。

新しい村のある地域は、このような⽥んぼがたくさんつながってお⽶作りが盛んに⾏われてきたところで、現在は再⽣された堀上げ⽥を「ホッツケ
⽥」と呼び、新しい村で管理をし⼤切に保存しています。

開催⽇時

2020年

1）午前の部 10⽉3⽇(⼟) 9:30〜11:30
2）午後の部 10⽉3⽇(⼟) 13:00〜15:00
3）午前の部 10⽉4⽇(⽇) 9:30〜11:30
4）午後の部 10⽉4⽇(⽇) 13:00〜15:00

※荒天時（台風等）・中⽌の場合は事前連格いたします。

集合場所 村の集会所

料⾦

中学⽣以上（⼤⼈）2,300円（税込）
⼩学⽣1,300円（税込）
未就学児〜幼稚園600円（税込）
※⼩学⽣以下は保護者様の申し込み（有料）が必要となります。

対象 家族またはグループ（2〜6名）、⼀⼈での参加も可
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ホーム
お知らせ
買う
⾷べる
参加する
農体験
村のマップ
村のアグリ

森の市場 結
営業時間︓9:30〜17:00
定休⽇︓毎週⽉曜（祝⽇を除く）

森のカフェ
営業時間︓9:30〜16:00
ラストオーダー:15:45
定休⽇︓毎週⽉曜（祝⽇を除く）

管理・運営︓株式会社新しい村
〒345-0824
埼⽟県南埼⽟郡宮代町字⼭崎777-1

募集⼈数 各回50名様まで。※先着順となります。

持ち物 ⻑袖・⻑ズボン着⽤（必須）、帽⼦、タオル、軍⼿

申込み⽅法

2020年8⽉4⽇(⽕) 10:00から受付開始
電話 0480-48-6560（9:00〜17:00・⽉曜定休）または、ホームページからお申込みください。ただし、締切前で
あっても定員になり次第募集は終了いたします。

ホームページ 「専⽤申込みフォーム」（24時間受付）

備考 キャンセルは実施⽇の４⽇前まで、以降はキャンセル料半額分が発⽣します（お申込み⼈数全員分）。

管理・運営 「農」のあるまちづくり 企業様へ 施設利⽤について アクセス プライバシーポリシー お問い合せ

Copyright(c) 新しい村. All rights reserved.
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宮代町の魅力推進事業（里山体験事業） 

町民生活課 

企画趣旨 

宮代町の美しい風景や緑豊かな環境を守り、さらに観光資源として活用することで「交流人口」

さらには「宮代ファン」を増やしていきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 
(1)里山五楽体験事業の実施 

下記の五楽体験事業を実施し、上半期に続いて宮代町の魅力の発信を行いました。 

10月 25日 山崎山 秋の自然体験会 10名 

11月 15日 里山の恵み体験 22名 

12月 20日 冬の自然観察会＆里山クリスマスリース作り 15名 

1月 17日 冬の自然観察会＆よしず作り 4名 

2月 13日  トラスト一斉共同保全活動 中止 

2月 21日 里山の冬の自然観察会＆壁掛け作り 中止 

3月 21日 春の生きもの観察＆椎茸の駒打ち体験 中止 

(2)みやしろ桜応援団 

・桜ライトアップ…笠原地区・商工会館横の桜並木の開花時期に合わせてライトアップを予定してい

ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止しました。 

・ふるさとキレイ大会ｉｎ宮代…町内の小中学生を主なメンバーとする「ＭＩＹＡＳＨＩＲＯエコ☆

スターズ」と連携し、桜並木周辺の清掃活動を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、中止しました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○里山体験事業参加者数 1,000人（年間）、町外参加者率 50％以上 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○里山体験事業参加者数 79人、町外参加者率

42％ ※町外参加者数 33人 

○里山体験事業参加者数 51人、町外参加者率 

41％ ※町外参加者数 21人 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

里山五楽体験事業 環境保全団体、町民生活課           

みやしろ桜応援団 環境保全団体、町民生活課           
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�����年��月��日� �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

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

令和�年度　山崎山秋の自然体験会を実施しました！

��月��日（日）に、さいたま緑のトラスト保全第�号地ボランティア主催のもと、「山崎山秋の自然体験会」を実施しました。

爽やかな秋晴れの中、��名が山崎山の自然観察や保全体験、クラフト体験を楽しみました。

さいたま緑のトラスト保全第�号地ボランティア代表の八木橋さんを先頭に山崎山の自然や昆虫の観察を行いました。

自然観察の後は、保全活動を行いました。

ツリークライミングの講師である柴山さんも参加し、ツリークライミングの技術を利用した樹木の伐採を行ってくれました。
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お問い合わせ

宮代町役場町民生活

課環境推進担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

��階��番窓口 �

ファックス � ���������

����

町民生活課環境推進担

当

お知らせ

話題

各種計画について

狂犬病予防事業

原発事故による放

射線の影響につい

て

浄化槽

石綿（アスベスト）に

ついて

土砂のたい積の規

制に関する条例

宮代の桜を大きく育

てる事業

宮代町きれいなまち

づくり

空き家対策

宮代町の魅力推進

事業（里山体験事

業）

動物・ペット

特定外来生物・有

害鳥獣・害虫等

最後にクラフト体験を行いました。

山崎山で採れたドングリなどを使って、思い思いの作品が出来上がりました。
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市民の活動をつなぐインターネット放送局 

総務課 

企画趣旨 

 宮代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、議会情報、商業情報等を

動画で発信します。これにより、町内の人には相互刺激、連携、新たな発見を促し、町外の人には町

の魅力を知ってもらうことで活性化につなげることを目的とします。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)町の出来事をお知らせする動画を配信（市民特派員などによる動画の制作・発信） 

・コロナ禍による取材活動の自粛や町のイベントの中止により撮影回数は減りましたが、子育てひろ

ばのイベントやエール花火、キャンドルナイトの撮影のほか、市民活動団体の活動の様子を配信し

ました。 

(2)見てもらうための動画の作成 

・特派員のスキルアップを目的に、民間の動画制作会社の協力をいただき開催した特派員講習会で、

インタビューの仕方や撮影方法・幕の入れ方などを学びました。 

・毎月の定例会時に、特派員同士の勉強会を実施し、スキルアップを図りました。 

・町内各所の桜をグループで撮影・編集を行うことで、連作に取り組みました。 

(3)宮代町インターネット放送局の今後についての検討 

・第 5次宮代町総合計画実行計画事業「みやしろズームアッププロジェクト」の検討を行いました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○視聴回数 25,000回（年間） ○動画配信 50本を維持（年間） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○視聴回数 17,128回  

○動画配信 30本 

○視聴回数 8,030回  

○動画配信 17本 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

特派員による動画の制作、

ウェブサイトを通じた発信 
総務課 

          

新たな視聴者の獲得策の

検討、実施（随時） 
総務課 

          

財源確保の取組みの検討 総務課           

 

 

 

コンテンツ：情報サービスにおける情報内容 

ウェブサイト：ホームページのこと 
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みんなで子育て！こども未来事業 

子育て支援課 

企画趣旨 

子育て施設「宮代町子育てひろば」を拠点に子育ての輪を広げ、地域で子育てを応援する環境をつ

くります。宮代町の子育て環境を充実させ、町外からの子育て世代流入を図ります。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)子育て応援ウェブサイト「みやしろで育てよっ」の運用 

・特集記事や子育てコラム、フェイスブックなどで、子育て情報やイベント情報を発信しました。 

10月特集「電車の見える散歩道」 

(2)「みやしろで育てよっ」の周知 

・子育てひろばイベント時のチラシ配布や、ＳＮＳの活用などによりウェブサイトの周知を行いまし

た。 

(3)子育ての輪を広げる取組 

・facebookやライン＠などを活用し子育てひろばの事業に参加し、関わることができるよう情報発信

をしました。（ライン＠354人登録） 

(4)利用者参加型イベントなどの各種イベント、市民団体などとの連携事業等の開催 

・利用者が企画に参加するイベントを実施しました。 

はぐはぐの会 12月3日  7人参加 

・地域に住む子育て中の人が子育てに孤立しないよう、子どもと一緒に気軽に集える場として町内店

舗や地域の施設などを活用した「地域子育てサロン」を開催しました。1月及び2月は、コロナウイ

ルス感染拡大予防のためオンラインで開催しました。 

開催実績 

10月21日(水)農工房奈味 親子2組参加 11月13日(金)川端集会所 親子3組参加 

12月12日(土)Café こかげ 親子4組参加  1月22日(金)オンライン講座 親子5組参加 

2月15日(月)オンライン講座 親子4組参加 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○子育てひろば利用者 25,000人（年間） ○子育て支援センター2か所利用者 10,000人（年間） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○子育てひろば利用者 5,153人 

○子育て支援センター利用者 2,083人  

○子育てひろば利用者 2,817人 

○子育て支援センター利用者 1,030人  
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

令和 3年 1月 4日から 3月 21日まで臨時休館。 

予約入替制を実施。 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

子育て応援ウェブサイトの制作 子育て支援課           

子育て応援ウェブサイトの運用 子育て支援課           

利用者参加型イベントなどの各種イ

ベント、市民団体などとの連携事業、

ボランティアの育成講座等の開催 

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

トップ 暮らしの情報 子育て・教育 子育て 子育て支援

第�回【オンライン】地域子育てサロン～親子ビクス～が開催されました

オンラインで地域子育てサロン

別ウィンドウで開く

�月��日（月）��時から、オンラインで、第�回地域子育てサロン「親子ビクス」を行いました。

�組の�・�・�歳連れの親子が参加しました。

オンラインで踊ろう！

当初は、宮代台集会所で行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、

����ミーティング機能を使用した、グループビデオ通話によるオンライン開催となりました。

スタート

今回の地域子育てサロンは、���エアロビックファミリーの小野里輝美氏を講師に迎えました。

「げんこつ山のたぬきさん」や「犬のおまわりさん」「ドラえもん」の曲に合わせて、親子で楽しく踊りました。

先生もママもお子さんもノリノリ　イルカ～イカイカの音楽に合わせて体を起き上がらせて、キープ。

かなりきつい体勢でしたが、ママさん達は、頑張っていました。

オンラインで交流会

最後にみなさんと、オンライン上での交流会を実施。今日の講座に参加しての感想や、子育てサロンでやってみたいことをお話いただ

きました。

「子どもも自宅でのびのびとリラックスしながら、音楽や先生の声に合わせて楽しく運動できたのはよかったです。」

「ついていくのが、やっとでしたが、集中してできました。肩こりや腹筋の衰えを感じました。」

「地域子育てサロンでは、今日のように体を使うことがあるといい。」

「食育について話を聞いてみたい。」「手形足形をやってみたい。」などさまざまな意見をいただきました。
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お問い合わせ

宮代町役場子育て支援

課こども笑顔担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

��階�番窓口 �

ファックス � ���������

����

子育て支援課こども笑

顔担当

施設概要

お知らせ

話題

行事予定

統計情報

交流会も和気あいあいと！

地域子育てサロンでは、来年度も楽しく参加できる企画を計画していきます

みやしろで何して遊ぶ？地域子育てサロンを語ろっ　�月開催

今まで開催された地域子育てサロンの紹介を企画委員のママたちや講師の先生に聞きながら、「こんなことやってみたい」「こんな場

がほしい」をみんなで話しましょう。お楽しみタイムもあるよ！

今回は、オンラインでも参加できます。イベントの様子を見てみたい�という方も大歓迎！ぜひお申込みください。

令和�年�月��日（木）午前��時～��時　進修館大ホールで行います。

�新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更になる可能性がありますので、ご理解をお願いします。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか？

役に立った どちらともいえない 役に立たなかった

このページは見つけやすかったですか？

見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

このページに関するご質問やご意見は、右記「お問い合わせフォーム」へご連絡ください。

送信

第�回【オンライン】地域子育てサロン～親子ビクス～が開催されましたへの別ルート

トップ 話題
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みやしろ定住促進作戦 

企画財政課 

企画趣旨 

町内の住宅団地内では高齢者だけの世帯や高齢者の独居世帯が増えるとともに、空き家、空き部

屋も増加傾向にあります。こうした市街地の資源を活用して、子育て、介護が必要なＵターン世

代、交流イベントで獲得した「宮代ファン」を誘引し定住人口を増やしていきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」による情報発信 

・移住者インタビューと、宮代町での住み方を提案する特集記事、町の魅力を伝える記事を制作し、

定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」で発信しました。 

 ※移住者インタビュー 1件『パパとママがほっとできる時間を』 

 ※宮代暮らし 2件『vol.8 竹 身近にあるアートに遊ぶ』、『vol.9 心の根 自然が教えてくれるこ

と』 

 ※その他記事 1件『みやしろ歴史探検まんが NO.4』 

・トップページのコンテンツに強弱をつけるなどレイアウトを見直して、「みやしろで暮らそっ」に

どのようなコンテンツがあり、お勧めの情報がどれか直感的にわかりやすいトップページに修正し

ました。 

(2)みやしろ初めてツアーの実施 

・転入希望者を対象に、参加者の希望に合わせて町内の公共施設を案内する初めてツアーを実施しま

した。 

 ※6件（東京都 2件、神奈川県、福岡県、さいたま市、三郷市） 

(3)横断的な情報発信 

・他課所管の「働く」、「育てる」をテーマとしたウェブサイト「宮代で働こっ」、「みやしろで育てよ

っ」と連携し、それぞれのサイトの特集記事を「みやしろで暮らそっ」で共有し情報発信しまし

た。 

・ふるさと納税のお礼状に、暮らし目線で宮代町を紹介するチラシを同封し発送しました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○サイトアクセス数 20万件（年間） ○ツアー参加 20件（年間） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○サイトアクセス数 19.7万件 

○ツアー参加 11件 

○サイトアクセス数 8.7万件 

○ツアー参加 6件 

         

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

定住促進サイト「みやしろで暮ら

そっ」の運営、バージョンアップ 
サイト運営会社 

 

         

みやしろ初めてツアーの実施 企画財政課           

横断的な情報発信 
サイト運営会社 

企画財政課 

          

  

 

Ｕターン世代：子育てや親の介護な

どで故郷に戻ることを考え出す世代 
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みやしろで暮らそっ > 移住者インタビュー > パパとママがほっとできる時間を 

パパとママがほっとできる時間を

移住者インタビューVol.8「地域⼦育てサロン」企画委員としての出会い

2021.03.08

2020年9⽉から毎⽉開催されている「地域⼦育てサロン」は、地域と⼦育て中のみなさんとの交流の場です。会場はお店や集会所などをお

借りし、ワークショップを開催して交流の場作りをしています。

企画委員として、ワークショップのアイディア出しの段階から多くの⽅に参加してもらいたいと呼びかけたところ、宮代町に引っ越してき

たばかりの⽅も⼿をあげてくれました。今回はその中から3⼈の企画委員さんに、宮代町に引っ越したきっかけやこの企画に参加した動機な

どを伺いました。

知り合いが欲しかった

宮代町とは 暮らし お店 ⾃然 施設 イベント 初めてツアー
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宮代ファーマーズタウン推進事業 

産業観光課 

企画趣旨 

市民農園やガーデニングの観光資源化を進め、町民はもとより町外からも農に親しむ人口を増や

すことで、地域経済の活性化に結びつけるとともに、遊休農地の解消を狙いとします。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1)認定市民農園開設支援 

・「農業振興事業の概要（令和2年度版）」を活用し、農家組合長や農業委員・農地利用最適化

推進委員を通じて、補助事業の周知を行いました。 

(2)既存認定市民農園の運営支援 

・新しい村の認定市民農園「結の里」では、72区画すべてで利用されています。引き続き、適切

な管理を行います。 

(3)市民農園応援フェアの開催 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、新しい村の催し物はほとんど中止となりました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○認定市民農園利用率 100％  

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

100％ 100％ 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

認定市民農園開設支援 産業観光課           

既存認定市民農園の運営支援 産業観光課           

応援フェアの開催 新しい村           

市民農業大学事業への支援 産業観光課           

 

 

 

ファーマーズタウン：市民農園やガーデ

ニングなどで土に親しめるまち 
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道仏土地区画整理周辺整備事業 

まちづくり建設課 

企画趣旨 

新たな流入人口の受け皿となる市街地として整備されている道仏土地区画整理地を中心とし周辺

道路等を含む事業として整備を行います。なお、各都市計画道路は、道仏土地区画整理地にアクセ

スし住宅地としての機能を高めるだけでなく、周辺市街地間のアクセスや駅間のネットワークを構

成する重要な路線となります。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1)道仏土地区画整理事業 

・残余財産の処分を行い、清算事務の決算及び監査を実施し、県へ決算報告を行いました。また、

組合員に対しても清算事務結果報告を行いました。 

(2)(都)春日部久喜線(町道第12号線) 

・用地買収に係る交渉や道路改良工事を継続して行いました｡ 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○宅地の利用開始 100％ ※平成 28年度達成済 

○住民意識調査のまちづくり満足度向上「市街地」について 60％   

平成 26年度 住民意識調査 令和元年度 住民意識調査 

45.3％ 49.4％ 

 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

土地区画整理事業  組合           

（都）春日部久喜線（町道第 12号線） まちづくり 

建設課 

          

（都）宮代通り線            

（都）新橋通り線 埼玉県           

姫宮落川沿い道路拡幅工事（区画

整理関連） まちづくり 

建設課 

          

公園整備 2か所            

上下水道管の布設替え           
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東武動物公園駅西口周辺整備事業 

まちづくり建設課 

企画趣旨 

東武動物公園駅西口地区では、東武鉄道杉戸工場跡地の土地利用転換にあわせて、土地区画整理

事業を実施するとともに、東武動物公園駅西口駅前通り線や中央通り線を整備し、商業の活性化に

よる中心市街地の魅力向上を図ります。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○住民意識調査のまちづくり満足度向上「市街地」について 60％   

平成 26年度 住民意識調査 令和元年度 住民意識調査 

45.3％ 49.4％ 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

都市計画道路中央通り線の整

備 
まちづくり建設課           

都市計画道路東武動物公園駅

西口通り線の整備 
まちづくり建設課 

          

 

(1)(都)中央通り線(町道第 91号線)整備 

・中央通り線の舗装等の工事が全て完了しました。 

(2)(都)東武動物公園駅西口通り線整備 

・（都）中央通り線と県道春日部久喜線の交差点改良に必要となる権利者との用地交渉を継続して行い

ました。 
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東武動物公園駅東口周辺整備事業 

まちづくり建設課 

企画趣旨 

東武動物公園駅東口地区では、地元協議会が主体となって整備エリアや整備手法等の検討を進め、

駅前広場の整備や東武動物公園駅東口通り線沿線の商店街の活性化による中心市街地の魅力向上を

図ります。また、検討に当たっては、埼玉県（杉戸県土整備事務所）及び杉戸町と連携・協力し、一

体的なまちづくりを目指します。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1)事業協力 

・駅前通り線の街路事業について、施行者である埼玉県から依頼を受けて物件補償調査及び用地交渉

等を進めました。 

(2)権利者の事業に対する合意形成 

・個別事業説明を行い、物件補償調査及び用地交渉等を進めました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○住民意識調査のまちづくり満足度向上「市街地」について 60％   

平成 26年度 住民意識調査 令和元年度 住民意識調査 

45.3％ 49.4％ 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

協議会の開催（用地物件補

償・事業手法等の検討） 
地元協議会 

 

         

協議会への参加（権利者の

事業に対する合意形成） 
まちづくり建設課  

         

事業認可に必要となる調査

設計の実施  
まちづくり建設課  

         

事業認可手続き  まちづくり建設課           

事業実施（用地物件補償） まちづくり建設課           

※令和 3年度から整備実施 
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まちなか起業創業支援事業 

産業観光課 

企画趣旨 

宮代マルシェ（市場）を定期開催し、町内外から起業を志す人材を呼び込みます。合わせて、マル

シェの独立したウェブサイトを構築し、出店者の募集とマルシェ開催の告知を行います。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【一部未完了】 

(1)宮代マルシェの開催 

・宮代マルシェ（トウブコフェスティバル Vol.6）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止しました。 

(2)起業支援・空き店舗対策 

・起業支援ウェブサイト「宮代で働こっ」については、家業を引き継いだ事業者の特集記事を掲載する

など、情報の内容充実を図りました。 

・杉戸町との共催による「月 3万円ビジネス講座」を令和 2年 12月から令和 3年 3月のおよそ 4か月

間で 6 回講座として開催しました。6 回目は、卒業実践として 3 月 28 日に古利根川散策路で小さな

商いの実践市を行いました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○起業創業支援事業による町内での起業 10件（累積） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

10件（5年間の累積） 3件 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

宮代マルシェの開催  産業観光課、 

マルシェ実行委員会 

          

町融資制度の見直し 

（開店支援制度の構築）  

産業観光課 

商工会 
 

         

制度のＰＲ、ウェブサイトの開設

  

産業観光課 

商工会 
 

         

起業支援・空き店舗対策 

新制度の実施 

産業観光課 

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

トップ

わたしたちの月�万円ビジネス【無料体験ワークショップ＆�回連続講座】

無料体験ワークショップ＆�回連続講座

「わたしたちの月�万円ビジネス」�回連続講座がスタートします！

やりたいことや得意なことから小さなビジネスを生み出し、月に�万円稼ぐ「月�万円ビジネス」。創業の新しいモデル、子育て世代の新しい働き方とし

て全国で注目されています。これまで���名が受講し、卒業生が各地でパワフルに活躍しているプログラムを、今年は宮代町と杉戸町がタッグを組ん

で実施します。働き方も暮らし方も、一人ひとりが選ぶとき。自分のワクワクを大事に、自分も地域も元気になる、そんな仕事をいっしょに生み出して

みませんか？

まずは無料体験ワークショップへ

連続講座開催に先立ち、無料の体験ワークショップを開催します。講座の内容や魅力をお伝えするとともに、講座の雰囲気を体感いた

だけます。ぜひお気軽にご参加ください！

日時：��月��日（木）��時��分～��時��分　�終了後、相談会（希望者）：��������合同会社（杉戸������）

対象：�回連続講座の受講を検討している女性の方

定員：��名（事前予約制）

会場：コミュニティセンター進修館　大ホール

（埼玉県南埼玉郡宮代町笠原�����）

参加費：無料

申込方法：お電話にてお申し込みください。

宮代町産業観光課　�������������内���）

�回連続講座

第�回　��月��日（火）　第�回　�月��日（水）　第�回　�月��日（火）　第�回　�月��日（火）　第�回　�月��日（木）　第�回　�月下旬

に実施予定

定員　��人（申込多数の場合は選考）

教材諸経費　�万����円

申し込み　��月�日（金）まで

注意事項：連続講座に申込みいただく前に、無料の体験ワークショップへのご参加をおすすめしています。

詳しくはホームページへ

���������� � ��

��コード

- 29 -



お問い合わせ

宮代町役場産業観光

課商工観光担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

��階��番窓口 �

ファックス � ���������

����

産業観光課商工観光担

当

お知らせ

話題

補助金

商工業活性化事業

補助金

商店街等街路灯電

気料補助金

小規模事業者経営

改善資金利子補給

金
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障がい者の雇用創出事業 

福祉課 

企画趣旨 

農業や商工業など様々な分野で障がい者の雇用創出に取り組み、障がい者がいきいきと働き続け

ることができる宮代型（地域循環型）産業を創出していきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)障がい者雇用の普及啓発、就労相談 

・専門の相談機関である埼葛北障害者就業・生活支援センター等を通じて、障がいのある方の就労相

談を行いました。 ※相談件数 286件 就労者数 0人 

(2)障がい者就労施設等の業務確保支援 

・令和２年度宮代町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針、及び令和元年度の調達実

績をホームページにおいて公表しました。 

・障がい者就労施設発注可能一覧表を作成し、庁内に周知を図りました。 

・3団体の障がい者就労施設等が運営する福祉の店を庁舎内に設置し、障がいのある方の就労訓練の 

場を提供するとともに物品販売等の促進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

・障害者週間に展示会を実施し、町内の団体の活動を紹介しました。 

出店日 出店団体 

月曜日・金曜日 あかりワークス姫宮 

火曜日 じりつ 

月/1回 東ありの実館 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○障害者就業・生活支援センター等を通じての一般就労者 15人 

○障害者優先調達推進法による町発注額 3,000千円を維持（年間） 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

○一般就労者 令和 2年度 1人 

       （5年間の累計 19人） 

○町発注額 2,831千円 

○一般就労者 0人 

 

 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

障がい者雇用の普及啓発、就労相談 福祉課           

障がい者就労施設等の業務確保支

援 
福祉課  
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宮代町農業の 6次化推進事業 

産業観光課 

企画趣旨 

農産物の生産・加工・販売の一体（垂直統合）化を進め、農業生産関連所得を増やし農業への若者

参入や定住促進を目指します。また、商業との連携も図り地域経済の活性化を図ります。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)明日の農業担い手支援 6次化推進事業補助金制度のＰＲ 

・「農業振興事業の概要（令和 2度版）」を活用し、補助事業の周知を行いました。 

(2)商品開発支援 

・宮代町の地産地消の取組や「宮代町地産地消推進の店」認定店を紹介するため、定住促進サイ

ト「みやしろで暮らそっ」内に特集ページとして作成し、町内外に幅広く情報発信を行いまし

た。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○6次化製品新規 10品目（合計）  

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

11品目（5年間の合計） 11品目（5年間の合計） 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

明日の農業担い手支援 6 次化推進事

業補助金制度のＰＲ  
産業観光課 

          

町の 6次化商品のＰＲ支援、商品開発

支援、「紫いも」の年間供給体制の支

援 

産業観光課  

         

 

 
農業の 6次化：農業者が自ら作った作物を原材料として加工・製造、流通・販売までを行う取り組み 
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みやしろで暮らそっ > 暮らし > 今、そこにあるものを⾷べる喜び 

今、そこにあるものを⾷べる喜び

まちぐるみで進める地産地消の取り組み

2021.03.19

「あの畑で採れた野菜だよ」

「あのおじさんが作った野菜なんだって」

「今はお芋が美味しい季節だね」

地元で採れた旬の野菜を使った料理で、季節を感じながら、楽しい時間を作りませんか︖

地元野菜で料理をする

地元野菜が⾷べられるお店

地元野菜で料理をする

宮代町の農産物直売所

宮代町とは 暮らし お店 ⾃然 施設 イベント 初めてツアー
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明日の農業担い手支援事業 

産業観光課 

企画趣旨 

高齢化や後継者不足による耕作放棄地の増加を防ぎ、町の農村環境の維持を図るため、新規就農

者を確保、育成していきます。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)農業担い手塾での塾生の受入れと自立支援、里親制度の充実 

・農業担い手塾の新たな塾生を誘致・獲得するため、塾生の募集を通年で実施しました。 

・就農希望者より入塾申請が 1 件あり、入塾審査を実施しましたが、農業経験等がもう少し必要

と判断し、受入れには至りませんでした。 

・8期生の研修基盤を充実させるため、農業用栽培施設（パイプハウス）内の改良整備を行いまし

た。 

(2)「農」のあるまちづくり担い手支援対策事業補助金の交付 

・「農業振興事業の概要（令和 2年度版）」を活用し、「明日の農業担い手支援対策事業補助金制度」

の活用を提案した結果、下半期では担い手農家から 2件の申請がありました。 

  〇申請内容及び補助金決定額 

   ア 水田農業担い手支援事業（農業機械） コンバインの導入 2,167,000円 

   イ 新規農業経営参入担い手支援事業（農業機械） トラクターの導入 1,113,000円 

(3)町外の大規模農家や農業法人等による町内への農業参入の促進 

・字東地内において農業参入した(有)竹内園芸が、令和 2年 11月に現地法人「(株)宮代葉菜育苗

センター」を設立し、今後野菜苗等の育苗生産施設の整備に着手するに先立ち、3 月 25 日に町

との間で「企業・法人の農業経営参入に関する協定」の調印式を執り行いました。 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○新規就農者の確保 5人 

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

5人（5年間の累計） 0人 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

新規就農者の育成、確保 産業観光課           

担い手・大規模農家の確保、支

援 
産業観光課  

         

民間企業・法人等による町内への

農業参入の積極的誘致 
産業観光課  
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宮代町農業生産基盤整備推進事業 

産業観光課 

企画趣旨 

農業生産基盤の整備を推進し、農業生産の効率化・省力化を図るとともに、特定の担い手への農地

集積化を推進し、農作業環境の向上を目指します。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)集落営農についての情報発信 

・現在、町内4地区で実施されている「多面的機能支払交付金制度」に基づく共同活動を他の地

域・地区へ波及させていくため、「農業振興事業の概要（令和2年度）」を活用して農家組合

長や農業委員・農地利用最適化推進委員を通じて情報提供を行いました。 

(2)小規模農地基盤整備事業補助事業の推進 

・「農業振興事業の概要（令和2年度版）」を活用し、積極的な補助制度の活用を呼び掛けた結

果、下半期では4件の補助金申請がありました。 

  ※申請内容及び補助金決定額 

   〇水田区画拡大事業（コンクリート畦畔除去あり） 1件  82,610円 

   〇用排水路維持管理事業（用排水路の浚渫作業）  1件  47,500円 

   〇農業用水揚水施設整備事業（揚水機設備の新設） 1件  75,786円 

   〇農業用水利施設整備事業（揚水機場ポンプ更新等）1件 489,500円 

(3)用排水路の整備 

・県費単独土地改良事業を活用した字西原地内の農業用用排水路（延長238ｍ）について、コン

クリートフリュームへの改修工事を行いました。 

(4)過度な経費負担を伴わない基盤整備事業(宮東中島農業基盤強化事業)の展開 

・本調査前年のプレ調査として、埼玉県が実施主体となり施設状況調査(道路・水路・水道等の

調査)を実施し、事業区域を決定しました。また、「宮東・中島地区地域営農ビジョン」を策定

し、地区の農業の課題や将来像を再確認し、今後の取組と地域農業の将来性に対する醸成を図

りました。 
 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○農地の集約面積（利用権設定面積）105ha  

令和２年度の実績 令和２年度下半期の実績 

111.8ha 111.8ha 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

小規模基盤整備事業の実施 産業観光課           

農業用排水路の改良 産業観光課           

集落営農の推進、埼玉型圃

場整備事業の検討 
産業観光課  
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公共施設再編第 2期計画 

企画財政課、教育推進課 

企画趣旨 

近い将来に訪れる更新時期を前にして、人口減少、少子高齢化が進んでおり規模の面からも、財政

負担の面からも現状と同様のフレームでの施設更新は適切ではありません。次代のニーズ、行政需

要に応じた適正規模の施設へと再編・集約を図ることで持続可能な行政運営を目指します。 

 

令和２年度 下半期の実施内容／工程実施状況【完了】 

(1)小中学校の適正配置にあたっての取組 

・宮代町立小中学校の適正配置及び通学区域の編成等の関する審議会を３回開催し、現行の適正配置

計画等の検証作業を行いました。 

  第 7 回審議会 令和 2 年 10 月 26 日 テーマ「義務教育学校」等 

第 8 回審議会 令和 2 年 12 月 17 日 テーマ「これまでの審議経過のまとめ」等 

第 9 回審議会 令和 3 年 3 月 29 日 テーマ「答申案の検討」 

 

(2)借地解消の取組 

・借地解消に向けた具体的取得計画に基づき、公用車駐車場の用地を取得しました。 

・取得面積：606㎡ 

 

主な成果目標（平成 28年度～令和 2年度） 

○公共施設等総合管理計画の策定 ※平成 28年度達成済 

 

後期実行計画で示した工程 

実施内容 実施主体 

実施年度 

H28 H29 H30 R1 R2 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 

公共施設等総合管理計画の策定 企画財政課           

小中学校適正配置・公共施設再編 
教育推進課 

関 係 課 
 

         

借地の解消 企画財政課           
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