
別記様式第１７号（第１２条関係）

平成28年度　事　業　実　績　書

団体名

１　地域づくりの活動方針（テーマ）

２　今年度、重点的に取り組んだ視点（事業）

視点

事業名 未来構想研究事業 決算額

視点

事業名 地域情報発信事業 決算額

視点

事業名 防犯灯設置補助事業 決算額

視点

事業名 不法投棄防止看板設置事業 決算額

視点

事業名 あいさつ運動事業 決算額

３　今年度の重点的視点（事業）に対する評価

自己評価

○

◎

◎

○

◎

宮野の未来・地域の活性化について研究しました。

宮野の「買い物環境」の改善を図りました。

地域の防犯活動を支援しました。

ゴミのない地域づくりを推進し、美化活動の盛んな地域を目指しました。

声掛け運動を推進し、助け合いがしっかりできる地域を目指しました。
⑤

８,６３４円

３,７２３円

２２７,８３６円

①

④

②

③

③今年度より自治連合会から事業を引き継ぎ、特別加算制度を設けるなどの補助制度を
整備し、地域の防犯活動を支援しました。町内会へ十分周知する必要があります。

 みやの地域づくり協議会

検証（成果、来年度以降への改善点等）

９,６１４円

２６５,６４２円

①地域課題である「山口県立大学跡地利用」について、ワークショップを開催し多くの”思
い”を聞くことができ、共有が図れました。多世代にわたるワークショップを開催し、”思い”
を聞くことや共有が必要なことから、今後に繋がりました。

④地域課題である「不法投棄問題」について、全地域住民が再認識する必要がありま
す。実態を広報することにより普及啓発に努めます。

⑤学校関係と連携のもと、あいさつの大切さ等に関心が高いことがうかがえました。地域
全域に幟旗を設置し、引き続き「助け合いのできる、明るい宮野」を目指します。

　地域住民や各種団体との連携・融和を図るとともに、地域課題の解決に向けた活動を活性化し、
安心・安全な地域づくりを進めます。

②地域課題である「買い物弱者対策」について、協議を重ね身近な情報を提供ができま
した。出来ることから実施していくことにより、今後に繋がりました。

◎（大変よくできた）　○（概ねできた）　△（課題が残った）　×（全く出来なかった）



４　総括

５　事業内容

（１）協議会運営

事業費

（２）総務部会

事業名

事業費

事業名

事業費

（成果・評価）事務局3人（年度途中より2名）体制で、円滑な運営事務が行なえました。
充実したウェブサイトの運営管理を行ない、同時に広報紙作成で事業推進を図りまし
た。

（今後に向けて）ウェブサイトで最新情報を的確に提供するとともに、広報紙発行回数
の増加により情報の共有化を推進します。「未来の宮野」クリアファイルを作成します。

（今後に向けて）部会主体による事業の実施を目指して、部会と事務局の連携強化を
図ります。事務局員の増員を考慮し、事務局の円滑な運営に努めます。

　平成30年度までの「宮野地区第二期地域づくり計画」に基づき、地域課題解決に向けて部会主体
による事業を展開しました。部会の活性化を図り、各部会と事務局の連携のもと協議会運営を引き続
き推進します。また、事業を実施しなかったものがあることから、事業内容等を精査します。

５,１０６,９７４円

事務局の
運営体制

事業概要

（実施時期）通年

（成果）協議会の活動紹介や地域課題の共有は、概ね図れました。

（事務員等の雇用人数）事務局長1名、事務局員2名（平成29年1月より1名）

（運営費の主な内容）事務局人件費、事務費

（評価）広報紙の発行は2回でした。「未来」をテーマにしたクリアファイル作成は未実
施です。

５８９,１９８円

（実施内容）ウェブサイトを運営するとともに、「みやの地域づくりだより」を広報紙として
発行し、事業紹介や地域の課題について情報共有を図りました。

（参加人数）不特定多数

広報活動事業

未来構想研究事業（山口県立大学跡地利用）

８,６３４円

事業概要

（実施内容）”将来のふるさと宮野”を考えてみようとワークショップを開催し、地域の課
題について情報共有を図りました。

（実施時期）平成29年2月

（参加人数）24名

（成果）参加者の多種多様な思いを聞くことができ、地域課題の共有は図れました。

（評価）高齢者の参加が多かったが、今後に繋がります。

（今後に向けて）今後、多世代を対象にワークショップを開催する必要があります。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

２６５,６４２円

（実施内容）補助制度を整備し、地域の防犯活動を支援しました。

（実施町内）11町内　77灯

（今後に向けて）補助制度を周知し、指定箇所を毎年見直し円滑な運営を図ります。

防犯灯設置補助事業

（成果）特別加算補助金の対象とした指定区域に3灯設置され、今後に繋がりました。

（実施時期）通年

地域情報発信事業

９,６１４円

（今後に向けて）地域で出来ることから実施し、買い物弱者対策を推進します。

事業概要

（実施内容）買い物環境改善のための協議会を7回開催し、地域の情報や宅配サービ
スに係る情報を提供しました。

（実施時期）通年

（成果）買い物弱者への情報提供や生産者や提供者への地域課題の共有を概ね図
れました。

（評価）協議会で多種にわたる意見を集約し情報紙が発行でき、今後に繋がりました。



（３）生活・環境部会

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（評価）目標参加者数は達成しました。

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

（成果）利用頻度の高い物品を支給し、認識の向上に繋がりました。

人権学習講演会支援事業

（今後に向けて）啓発支援を継続します。

（実施時期）通年

（成果）安全対策として「手摺」を設置し、樹木診断を委託しました。

（今後に向けて）クリーン月間における一斉清掃の推進を継続し、環境美化への意識
向上を図ります。

（実施内容）小学校ホタル委員会の「ホタルだより」やアユの放流について紹介しまし
た。

木戸山公園整備事業

３０１,１６６円

９,３２４円

（実施時期）平成28年6月・7月・10月

河川水質保全活動事業

（評価）一斉清掃実施町内会数は概ね目標達成しました。

（今後に向けて）河川の水質保全の必要性を継続して啓発します。

（実施内容）整備計画や樹木の保育事業を検討及び実施しました。

（評価）重点課題について検討し、次年度以降の事業に繋がりました。

（今後に向けて）宮野の桜の名所としてアピールするとともに、維持管理について関係
機関と連携し検討します。

（参加人数）不特定多数

（実施時期）平成28年9月

（実施内容）9月を宮野クリーン月間と定め、全世帯にゴミ袋を配布するとともに、各町
内会での実施状況を調査しました。

クリーン月間啓発事業

６９,１０８円

（成果）河川の水質保全問題を周知できました。

（評価）予定どおり3回発行しました。

（8月から10月に一斉清掃した町内会数）22町内会

（成果）地域に美化推進活動は、概ね浸透しました。

（実施内容）人権学習講演会の参加者への啓発物品購入を支援しました。

２４,０００円

（実施時期）平成29年3月

（参加人数）104名



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

里山資源利用団体支援事業

さくらの里づくり維持管理事業

１００,７５６円

（駆除実施時期）平成29年2月

（成果）さくらの里づくりを計画的に推進できました。

巡回パトロール実施事業

１,３７９円

（実施内容）不法投棄常習地帯の確認や清掃活動を実施しました。

（実施時期）平成28年6月～12月

（参加人数）40名

（成果）不法投棄防止運動の必要性を再認識しました。

（評価）―

（今後に向けて）看板設置の効果等について検証し、定期的に巡回パトロールを継続
します。

（評価）概ね目標どおり実施しました。

（今後に向けて）公共性の高い地域のてんぐ巣病状況を確認し、高所を含めて計画的
な駆除作業を行ないます。

（実施内容）不法投棄防止運動の啓発に取り組みました。

（実施時期）通年

（評価）さくらの里づくりの継続及び広報による周知はできました。

（今後に向けて）不法投棄のない地域を目指し、不法投棄防止活動の普及啓発を推
進します。

不法投棄防止看板設置事業

（実施時期）―

（実施内容）宮野湖周辺においてサクラてんぐ巣病を駆除しました。サクラ開花情報を
ウェブサイトで紹介しました。

３,７２３円

０円

（関係団体数）―

（今後に向けて）里山資源利用団体の認知度を高める広報を支援します。

（実施内容）実施していません。

（成果）周知することにより、少なくはなったが、不法投棄は絶えません。

（評価）地域の現状を周知し、不法投棄問題を再認識することができました。

（成果）―



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業概要

事業概要

（実施内容）市道の除草作業に対して助成しました。

（実施時期）平成28年4月～12月

道路維持活動助成事業

５３２,６３４円

事業概要

（関係町内会数）9町内会　　12路線

（成果）前年度に比べ、1町内の増加がありました。

６,０００円

（実施内容）学生の案内による「宮野の宰相寺内正毅」ゆかりの地を巡るツアー企画を
支援しました。

（評価）広報・企画内容に課題を残しました。

（今後に向けて）参加者の増加を図るため、広報・企画内容を検討します。

（評価）市の予算の範囲内で、市道の安全な状況を維持しました。

（今後に向けて）町内会への情報提供を十分行い、事業を周知し実施する路線の増
加を目指します。

（成果）一般参加者を含めた「おもてなし講座」は好評で、おもてなしの心を再認識しま
した。

（評価）地域に浸透し、目標参加者数は概ね達成しました。

（今後に向けて）広報活動を再考し、コミュニケーション能力の向上に向けた取り組み
を継続します。

着物喫茶支援事業

（実施内容）学生が着物姿でもてなす交流会を支援し、接客のスキルアップを図るため
の「おもてなし講座」を開催しました。

（実施時期）平成28年7月・10月・11月

（参加人数）240名

９４,２４８円

（実施時期）平成28年11月

（参加人数）72名

地域と県立大学の交流会支援事業

５３,０００円

（評価）目標は、概ね達成しました。

（今後に向けて）相互理解を深めるため、事業内容を検討します。

まち歩き支援事業

（実施時期）平成28年7月・10月・11月

（参加人数）29名

（成果）宮野の新名所を紹介する徒歩ツアーを通じて、地域住民と学生の交流が深ま
りました。

（成果）98％の参加者から「交流できた」と肯定的な評価を得ました。

（実施内容）地域住民と県立大学生の「食」をとおしての交流会活動を支援しました。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業概要

（評価）4種類の幟旗で目標設置本数を達成できました。

あいさつ運動事業

２２７,８３６円

（実施内容）毎月１のつく日を「あいさつの日」と定め、幟旗を作製し全町内会・関係機
関に配布し啓発しました。

（成果）―

（評価）―

（今後に向けて）悩みを持つ親は多いが、相談する機会・窓口がわからない等の課題
があることから、講演会等の開催を検討します。

０円

（実施内容）実施していません。

（実施時期）―

（参加人数）―

（実施時期）―

（参加サロン）―

（成果）―

（評価）―

（今後に向けて）支援事業の内容を周知します。

（成果）―

（評価）―

未就学児育成支援事業

０円

（実施内容）実施していません。

（今後に向けて）「あいさつ運動」を継続し、あかるい地域づくりを目指します。

救命講習会開催事業

（４）地域福祉部会

事業概要

事業概要

（今後に向けて）繰り返し受講することにより知識・技術は身に着くので、複数回開催し
意識を高めていきます。

ふれあい・いきいきサロン活動支援事業

（実施時期）平成28年7月

（成果）幟旗を地域全体に設置することにより、コミュニティ活動の大切さを浸透させま
した。

０円

（実施内容）実施していません。

（実施時期）―

（参加人数）―

（設置本数）160本



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（成果）広報紙による情報提供を行い、コミタクの利用促進を図りました。

（今後に向けて）コミュニティ交通の重要性や必要性を周知し、利用促進を支援しま
す。

事業概要

事業概要

事業概要

（評価）3回発行の予定でしたが1回の発行でした。

０円

（実施内容）実施していません。

（実施時期）―

（参加人数）―

（成果）―

（今後に向けて）今後の生き方や心がけを再認識する等の内容を検討し、継続します。

コミュニティ交通支援事業

３,１０８円

（実施内容）コミュニティタクシーの地域での重要性や利用促進に係る啓発事業の情
報提供を支援しました。

（実施時期）平成29年3月

（参加人数）不特定多数

（評価）―

（実施時期）平成28年10月・平成29年3月

（参加人数）50名・48名

（成果）異世代交流により互いの生活文化や価値観の理解を深めました。休憩時間に
は、甘味により相互交流ができました。

（評価）目標どおり2回開催し、参加者数は概ね達成できました。

（今後に向けて）開催時期や参加者の増加に繋がる企画を検討します。

健康福祉講演会開催事業

世代間交流グラウンドゴルフ大会開催事業

１１５,４９８円

（実施内容）子ども・親・高齢者の世代を超えた相互交流を行いました。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

（実施時期）―

（成果）―

（評価）―

（今後に向けて）活動団体を積極的に紹介し、治安のよい地域を目指します。

青少年健全育成活動支援事業

０円

（実施内容）実施していません。

（実施時期）通年

（成果）子どもの登下校の安全が確保されました。宮野小学校が実施した「全校引き渡
し下校訓練」に参加しました。

（実施時期）平成28年11月

（今後に向けて）登録者数の増加が成果をあげることに繋がることから、安全確保の重
要性を周知します。

（評価）関係団体と連携し、充実した活動を実施しました。

（今後に向けて）関係団体と連携し、会員の拡大及び見守り活動の強化を目指しま
す。

こども110番の家普及・啓発事業

６,１２０円

（実施内容）子どもの危機回避の避難場所となる「こども110番の家」登録者の継続確
認及び新規の拡充を行いました。

（成果）継続確認と幟旗等の補充を行ないました。

（評価）目標登録戸数は未達成ですが、継続確認や重要性を再認識できました。

（評価）参加者数に課題を残しました。

（今後に向けて）繰り返し周知することが成果をあげることに繋がるため、講演会の開催
や情報提供を継続します。

宮野キッズ守り隊運営事業

６,９９８円

（実施内容）小学校入学式における活動の紹介や関係団体と連携し見守り活動を実
施しました。

防犯対策啓発事業

３,１０８円

（実施内容）防犯対策に係る広報紙発行や特殊詐欺等の被害者にならないための講
演会を開催しました。

（実施時期）平成29年2月

（参加人数）29名

（登録者数）84戸

（成果）関係機関より講師を迎え、被害者にならないための指導を受け、防犯意識の向
上に貢献しました。

（５）安心・安全部会



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

（今後に向けて）自治連合会と連携し、自主防災組織設立の必要性や重要性を周知し
ます。

（実施時期）平成29年1月

（周知箇所数）42町内会

（成果）気軽に開催できる講座の有効利用を啓発・普及しました。

（実施時期）平成27年8月

防災対策向上事業

０円

（実施内容）山口市が行う「防災講座」開設を周知しました。

（参加人数）子ども15名・学生等14名

（成果）参加者の防災意識は高まり、意識づけは概ねできました。

（評価）子どもの参加数に課題を残しました。

（今後に向けて）防災意識を高めることが重要であり、多くの市民の参加のもと実施で
きるよう内容を検討します。

（成果）交通事故防止に貢献しました。

（評価）交通安全対策の周知を図る必要があります。

４,２７４円

（実施内容）高齢者の交通事故防止のため、交通安全教室の開催を支援しました。

（実施時期）平成29年2月

（参加人数）29名

（今後に向けて）交通事故防止対策としての必要性を広報し、周知を図ります。

防災訓練キャンプ開催事業

（成果）関係機関より講師を迎え、加害者・被害者にならないための指導を受け、交通
安全意識の向上に貢献しました。

（評価）2回開催の予定でしたが1回の開催でした。

１３,９２７円

（実施内容）防災体験教室を開催し、消防及び防災体験を実施しました。

反射鏡設置補助事業

（今後に向けて）繰り返し周知することが成果をあげることに繋がるため、講演会の開催
や情報提供を継続します。

１４２,１７４円

（実施内容）交通事故防止のための反射鏡設置や修復を補助しました。

（実施時期）通年

（対象箇所数）2ヶ所　（2町内会）

交通安全支援事業

（評価）重要性を再認識できました。



事業名

事業費

事業概要

０円

（実施内容）設立された自主防災組織に対して、補助事業の啓発を行いました。

（実施時期）平成28年10月

（今後に向けて）自主防災組織設立の必要性と補助事業を周知します。

自主防災組織補助事業

（成果）平成29年度に「宮野団地自治会自主防災会」を補助します。

（評価）―
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事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

（成果）行事予定や結果報告等を積極的に情報提供し、参加者増加に寄与しました。

（評価）広報紙の発行は未実施です。

（今後に向けて）地域の運動行事の紹介や結果報告等を情報提供し、地域運動行事
への参加を啓発します。

０円

（実施内容）地域の運動行事をウェブサイトで紹介しました。

（実施内容）実施していません

（実施時期）―

（参加人数）―

（成果）―

（評価）―

（今後に向けて）世代間交流と健康づくりに資する内容を検討します。

（実施時期）通年

健康体力測定事業

６０,１９９円

（実施内容）自らの体力を知り、健康管理に役立てる体力測定会を実施しました。

（実施時期）平成29年2月

（参加人数）72名

（成果）自己の体力を知ることにより、健康づくりの意識が向上しました。

（評価）目標参加者数は達成しました。

（今後に向けて）自己の体力を知り、健康づくりに役立てることを啓発します。関係団体
との調整を図り、普及活動を推進します。

地域運動行事広報事業

（参加人数）23名

（成果）ウォーキング講座により健康づくりに資することができました。

（評価）参加者数は未達成で、課題を残しました。

（今後に向けて）石州街道制覇を掲げ、参加者増加に向けた企画を検討し、健康づく
りの盛んな地域を目指します。

三世代プチ運動会開催事業

０円

ウォーキング開催事業

５,９３３円

（実施内容）自然に親しみ、健康づくり石州街道ウォーキングを実施しました。

（実施時期）平成28年11月

（６）健康・体育部会
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事業名
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事業費

事業名

事業費
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事業概要

事業概要
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（実施内容）歴史・文化・自然写真コンテスト応募写真で「MIYANO　2017　宮野の風景
カレンダー」を4,000部作成しました。

（実施時期）平成28年12月

（今後に向けて）継続事業として編集内容や作成部数を検討します。

（投票数）292票

（評価）ふるさと宮野に愛着が深まりました。

（実施内容）講師を招き、宮野の歴史講座を開催しました。

みやの歴史講座開催事業

（実施内容）名所・旧跡の説明看板を設置しました。

（成果）写真応募・投票を通じて、宮野の名所やよさを再発見し愛着を深めました。投
票は、コンテストや宮野への関心を高めることに貢献しました。

（成果）訪れた者に旧跡の保全を促し、歴史を周知することができました。

歴史・文化・自然写真コンテスト事業

名所・旧跡等保全促進看板調査・設置事業

（今後に向けて）好評であることから継続して開催することとし、視点を変えた内容を検
討します。

（今後に向けて）応募作品の増加や広く地域内外に紹介する方法を検討します。

（評価）応募数の増加に課題を残しました。

（７）文化・伝統部会

（実施時期）平成28年10月・平成29年2月

（参加人数）67名・70名

（成果）2回の開催で地域の歴史や文化を知り、愛着が深まりました。

（評価）定員を超える応募者があり、目標は達成されました。

４３,１９０円

１３０,２９５円

（実施時期）平成28年7月～平成29年3月

３９,３００円

（応募人数・応募数）9名　　35点

（実施内容）審査会による賞と投票による賞を設けて写真コンテストを実施するととも
に、応募された写真を2箇所で展示しました。

（実施時期）平成28年10月

（作成看板）5箇所

（評価）ふるさと宮野の名所・旧跡に愛着が深まりました。

２７３,４３２円

（成果）自然豊かな宮野の名所・旧跡を周知することができました。

名所・旧跡等保全活動啓発事業

（今後に向けて）説明看板設置を継続し、保全活動を周知します。
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（評価）概ね目標どおりできました。

（成果）地域の伝統芸能保存活動が周知でき、保存活動に貢献しました。

（実施内容）「みやのまつり」で地域の伝統芸能である「長持ち行列」の写真展を開催し
ました。

（実施内容）シャトルバス運行による参加者の利便性確保や安全対策に対して支援し
ました。

（評価）目標は概ね達成できました。

（今後に向けて）地域行事等で伝統芸能の紹介を継続します。

（今後に向けて）新たな参加者を募るための企画に対して支援します。

（成果）シャトルバスの運行により利便性が確保されたため、参加者は増加傾向にあり
ます。

（成果）サクラの名所で交流が図れました。

（評価）目標は、概ね達成できました。

（実施内容）市内の伝統行事に地域として参加するためのバス運行費用や通信費等
に対して支援しました。

祇園裸坊参加支援事業

ホタルまつり支援事業

（今後に向けて）参加者増加につながる新たな企画に対して支援します。

（今後に向けて）参加者の増加につながる新たな企画に対して支援します。

観桜会支援事業

（評価）目標は、概ね達成できました。

（実施内容）地域の景勝地を紹介する観桜会を支援しました。

０円

伝統芸能周知事業

（実施時期）平成28年10月

（参加人数）不特定多数

３００,０００円

（実施時期）平成28年6月

（参加人数）約9000人

９０,０００円

（実施時期）平成28年4月

（参加人数）99名

１５０,０００円

（実施時期）平成28年7月

（参加人数）70名

（成果）元気な宮野をアピールできました。
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０円

宮野まつり支援事業

（今後に向けて）引き続き活動団体をウェブサイトで紹介し、活性化を図ります。

（実施内容）生涯学習活動団体をウェブサイトで紹介しました。

（実施時期）通年

（成果）活動紹介したことから新会員の加入に役立ちました。

（評価）積極的な紹介が必要です。


