
別記様式第１７号（第１２条関係）

平成29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 不法投棄防止運動事業 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

△

○

◎

○

◎

　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、地域の最新店舗状況を情報提供しまし
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）

 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）

９,７１５円

７５,０２８円

①地域課題である「山口県立大学跡地利用」について、多世代にわたるワークショップを
開催し、”思い”を聞くことが目標でしたが、開催できませんでした。広報紙により情報の
共有はできました。様々な世代でのワークショップを開催します。

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。

⑤

１０，５５７円

４,５０９円

２５３,８３８円

①

④

②

③

③平成28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、地域の防犯灯設置を支援しました。町内会へ新補助制度等を周知する
必要があります。

宮野の未来・地域の活性化について情報提供しました。

宮野の「買い物環境」の改善を図りました。

特別加算指定箇所の指定等、地域の防犯灯設置活動を支援しました。

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図りました。

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。



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

未来構想研究事業（山口県立大学跡地利用）

１０,５５７円

事業概要

（実施内容）”将来のふるさと宮野”を考えるワークショップは開催していません。広報紙
で地域課題について情報共有を図りました。

（実施時期）平成29年10月

（参加人数）不特定多数

（成果）地域課題の共有は図れました。

（評価）多世代にわたる意見の収集ができませんでした。

（今後に向けて）多世代を対象としたワークショップを開催する必要があります。

（事務員等の雇用人数）事務局長1名、事務局員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1回でした。

２９３,２２８円

（実施内容）ウェブサイトを運営するとともに、広報紙「みやの地域づくりだより」を発行
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

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。

（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。事務局員を増員し、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。事業を実施しなかったものがあることから、再度事業内容等を精査します。

５,１４６,４９３円

（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。

（成果・評価）事務局員の補充が出来ず、2人体制での事務局運営となりました。ウェブ
サイトの円滑な運営管理及び広報紙での事業推進を図りました。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（３）生活・環境部会

事業名

事業費

事業名

事業費

（実施時期）平成29年10月

（成果）買い物弱者への情報提供で地域課題の共有が図れました。

（評価）広報紙発行により弱者対策に繋がりました。

４０,０００円

（実施時期）平成29年6月・30年3月

（参加人数）186名

地域情報発信事業

９,７１５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）買い物環境の改善を図りました。地域の店舗情報を提供しました。

（実施内容）人権学習講演会参加者への啓発物品購入を支援しました。

（評価）公園内の樹木環境整備を50％程度達成しました。

（今後に向けて）宮野のサクラ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を継続します。

（実施内容）公園上部分の樹木を適度に間伐し、合わせてサクラ苗木を植栽しました。

木戸山公園整備事業

６３６,１９４円

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）自然観察会及び樹木名板設置は未実施です。

（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。
事業概要

（評価）目標参加者数は達成しました。

事業概要

宮野駅100周年記念事業

１００,０００円

事業概要

（実施内容）山口線開通に伴う宮野駅開設100周年記念行事を実施しました。

（実施時期）平成29年7月

（成果）駅の歴史や地域の特色を紹介できました。

（評価）地域の重要な交通手段を周知できました。

（今後に向けて）―

地域の農地を守る研究事業

１,１６６円

事業概要

（実施内容）農地保全に係る自然環境保全について研究しました。

（実施時期）通年

（成果）耕作放棄地等の状況を関係機関より情報収集しました。

（評価）地域の課題として継続する必要があります。

（今後に向けて）他地域の対応状況等を研究します。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（成果）河川の水質保全問題を周知できました。

（評価）河川への不法投棄が少なくなりました。

（評価）看板設置等で少なくはなったが、不法投棄は絶えません。

（8月から10月に一斉清掃した町内会数）19町内会

（成果）美化推進活動は、地域に概ね浸透しました。

（成果）常習地帯のパトロールとゴミ収集を行いました。

クリーン月間啓発事業

６８,５０８円

（参加人数）不特定多数

（実施時期）平成29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、町内
会単位での一斉清掃を推進しました。

（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。

（今後に向けて）関係機関と連携し、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。

（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。

（評価）さくらの里づくり事業が継続できました。

（評価）一斉清掃実施町内会数は、目標を達成していません。

（実施内容）名所「宮野湖周辺」において、サクラてんぐ巣病を駆除しました。

６,２１６円

（実施時期）平成29年5月・6月

河川水質保全活動事業

４,５０９円

（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、水
質保全の重要性を周知しました。

不法投棄防止運動事業

２００,７５６円

（駆除実施時期）平成30年2月

（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

さくらの里づくり維持管理事業

（成果）さくらの里づくりを計画的に推進できました。
事業概要

事業概要

事業概要

事業概要



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（成果）90％を超える参加者から「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」と「スポーツ」をとおしての交流会活動を支
援しました。

（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、事業内容の検討を継続します。

まち歩き支援事業

（実施時期）平成29年7月・10月・11月

（参加人数）39名

（成果）宮野の名所・旧跡を紹介する徒歩ツアーを通じ、地域住民と学生の交流が深
まりました。グッズを作製し配布しました。

２８,０００円

（実施時期）平成29年11月

（参加人数）86名

地域と県立大学の交流会支援事業

５０,０００円

（成果）―

（成果）一般参加者を含めた「おもてなし講座」は好評で、多種に及ぶ「おもてなしの
心」を再認識しました。

（評価）7年目となり、地域へも浸透し目標参加者数は概ね達成しました。

（今後に向けて）広報活動や内容を検討し、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29年7月・10月・11月

（参加人数）280名（内おもてなし講座70名）

７３,１０８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）グッズは好評でしたが、参加者数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。

事業概要

（実施内容）実施していません。

（実施時期）―

（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。

０円

（評価）―

里山資源利用団体支援事業

事業概要

事業概要

事業概要



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（設置本数）166本

（実施内容）正しい知識と技術を身に付ける講習を開催しました。

（実施時期）平成30年2月

（参加人数）31名

３,１０８円

（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

（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、事業実施する路線の増加を目指
します。

（実施時期）募集：平成29年7月　　作製・配布：11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。

５５４,６１４円

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

（関係町内会数）10町内会　　１４路線

（成果）前年度に比べ、1町内の増加がありました。

（成果）緊急時に対応できるように、正しい知識と技術を身に付けました。

（評価）目標参加者数は概ね達成しました。

（実施時期）―

（成果）―

（評価）―

（今後に向けて）支援事業の内容を周知します。

道路維持活動助成事業

（評価）幟旗設置により、あいさつ運動が活発化しました。

（実施内容）町内会が実施する市道の除草作業に対して助成しました。

（実施時期）平成29年4月～12月

あいさつ運動事業

２５３,８３８円

（実施内容）二度目の標語募集及び選考を行い、幟旗を作製して全町内会・関係機関
に配布し設置を依頼しました。

事業概要

事業概要



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

未就学児育成支援事業

（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。

０円

（実施内容）実施していません。

（実施時期）―

（参加人数）40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、甘味による相互交流ができました。

（評価）開催は1回でした。

（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

（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、事業内容を検討します。

世代間交流グラウンドゴルフ大会開催事業

５５,２４０円

（今後に向けて）高齢者の健康福祉問題を再認識する内容を検討します。

（成果）宮野地区社協と共催する講演会となりました。

コミュニティ交通支援事業

事業概要

事業概要

事業概要

２３,１９０円

（実施内容）今後の生き方や心がけを再認識する講演会を開催しました。

（実施時期）平成29年12月

（参加人数）70名

（評価）関係団体と連携した講演会の開催を推進します。

（実施時期）平成29年12月

６,２１６円

事業概要

（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10月・30年2月

（参加人数）不特定多数

（成果）公共交通機関の情報提供及びコミタクの利用促進を図りました。

（評価）広報紙を2回発行しました。

（今後に向けて）コミュニティ交通の重要性や必要性を継続して周知し、利用促進を支
援します。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（５）安心・安全部会

あんしんマップ作成事業

１８７,９２０円

（実施内容）あんしんマップを全体的に見直し、構想を協議し作成しました。

（実施時期）平成29年12月～30年3月

（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。

宮野キッズ守り隊運営事業

３,８８８円

（実施内容）すずみ学級入級式や小学校入学式での活動紹介や関係団体と連携を図
り、見守り活動を実施すると共に、賛同者の募集をしました。

防犯対策啓発事業

３,１０８円

（実施内容）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30年1月

（参加人数）49名

（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。新たに2名の加入申込が有りました。
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29年7月

（登録者数）83戸

（今後に向けて）登録者数の増加及び幟旗の設置が安全に繋がることから拡充を図り
ます。

（評価）関係団体と連携し、充実した活動が実施できました。

（今後に向けて）関係団体と十分な連携を図り、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

０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）目標参加者数は概ね達成しました。

（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。

事業概要
（評価）身近な地域医療等の最新情報を周知できます。

（今後に向けて）定期的なマップの更新を実施し、地域医療等の身近な最新情報を発
信します。

事業概要

事業概要

事業概要

（成果）既設事業所のサービス内容を確認すると共に、新規事業所を掲載しました。



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

防犯灯設置補助事業

（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。

（成果）特別加算補助金の対象とした指定区域に4灯設置され、今後に繋がりました。

（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。

（評価）補助事業の内容等を周知する必要があります。

７５,０２８円

（実施内容）特別加算指定箇所の指定等、地域の防犯灯設置を支援しました。

（実施町内）6町内　（13灯）

（実施時期）通年

（実施時期）平成30年1月

（参加人数）49名

（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。

交通安全支援事業

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。

３,１０８円

（実施内容）多発する高齢者の交通事故を抑制するため、交通安全教室の開催を支
援しました。

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。

２０４,８３８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

（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）広報紙発行は1回です。

（実施時期）―

（成果）―

（成果）交通事故防止に貢献しました。

（対象箇所数）4ヶ所　（3町内会）
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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）―

（評価）必要性及び重要性は再認識できました。

ウォーキング開催事業

３８,１１５円

（実施内容）自然に親しみ、健康づくり七房林道ウォーキングを実施しました。

（実施時期）平成30年3月

（６）健康・体育部会

（参加人数）43名

（成果）新名所の紹介と健康づくりに資することができました。

（評価）目標参加者数は概ね達成しました。

（今後に向けて）参加者増加に向けた新企画を検討し、健康づくりの盛んな地域を目
指します。

２１,８７７円

（実施内容）一日防災体験教室を開催し、防災食体験及び消防体験等を実施しまし
た。

０円

（実施内容）山口市が行う「自主防災地域学習会」の開催を支援しました。

（参加人数）子ども15名・学生等13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）様々な被災状況を体験し、防災意識を高めることが重要であることか
ら、体験内容を検討します。

防災訓練キャンプ開催事業

（成果）―

防災対策向上事業

（今後に向けて）関係団体と連携し、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8月

（周知箇所数）42町内会

（成果）自主防災組織の必要性を啓発・普及しました。

（実施時期）平成29年8月

自主防災組織補助事業

０円

（実施内容）設立された自主防災組織に対して、補助事業の内容等を周知しました。

（実施時期）平成29年10月

（今後に向けて）自主防災組織の資材購入について補助事業を周知します。
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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

（評価）定員を超える応募者があり、目標は達成されました。

２３,２７２円

（参加人数）66名

（成果）地域の歴史や文化を知り、愛着が深まりました。

（７）文化・伝統部会

（実施時期）平成30年2月

地域運動行事広報事業

健康増進事業

６１,４４０円

（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開催しました。

（実施時期）平成30年2月

（参加人数）70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）目標参加者数は概ね達成しました。

（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。

０円

（実施時期）平成29年10月

（参加人数）20名

（成果）世代間交流と健康増進の推進を図りました。

（評価）参加者数は目標を達成できませんでした。

健康体力測定事業

３３,２０１円

（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）情報提供することで、参加者の増加に繋がりました。

（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。

（今後に向けて）新規参加者が増加傾向にあることから、継続開催として視点を変えた
内容を検討します。

（実施内容）講師を招き、第5回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

（実施時期）通年

（実施内容）地域の運動行事・結果をウェブサイトで紹介しました。

（実施内容）宮野まつりで子どもから高齢者までの「なわとび大会」を開催しました。
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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

（実施時期）平成29年9月

（実施時期）平成29年7～11月

（作成看板）5箇所　　7枚

（評価）ふるさと宮野の名所・旧跡に愛着が深まりました。

２９０,３６９円

３０,０００円

（成果）カレンダーは好評で、自然豊かな宮野の名所・旧跡を内外に周知することがで
きました。文化財に係る詳細な調査を実施しました。

名所・旧跡等保全活動啓発事業

（今後に向けて）歴史を周知するため、説明看板を設置し保全活動を周知します。

伝統芸能周知事業

１５５,２５４円

（実施時期）平成29年7月～平成30年3月

６０,９０５円

（応募人数・応募数）12名　　46点

（実施内容）審査会による賞と投票による賞を設けての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。

（評価）応募者数に課題を残しました。

（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）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。

（実施内容）名所・旧跡の説明看板を設置しました。

（今後に向けて）伝統芸能を発掘し、地域行事等で紹介し普及を図ります。

（評価）ふるさと宮野に愛着が深まりました。

（実施内容）地域行事で伝統芸能である「長持ち行列」を紹介し、保存活動を支援しま
した。

（評価）概ね目標どおりできました。

（実施内容）歴史・文化・自然写真コンテスト応募写真を利用して「MIYANO　2018　宮
野の風景カレンダー」を4,500部作製しました。「名所・旧跡マップ」製作委員会を設立
しました。

（実施時期）平成29年9月～30年2月

（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。

（今後に向けて）「ふるさと宮野」の普及を図り、文化財調査を継続します。
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（参加人数）72名

１００,０００円

（実施時期）平成29年7月

（参加人数）80名

（成果）元気な宮野をアピールできました。

２５０,０００円

（実施時期）平成29年6月

（参加人数）約9000人

９０,０００円

（実施時期）平成29年4月

（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。

（評価）目標は、概ね達成できました。

（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。

宮野まつり支援事業

（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

０円

（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）センターでの開催でしたが、バスを利用しての名所巡りで交流を図りました。

（評価）目標は、概ね達成できました。

（実施内容）市内の伝統行事に宮野地域として参加するため、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。

（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。
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