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 市民委員会チャレンジ事業につきましては，平成２８年６月２４日(金)

に審査委員会が開催され，「市民委員会チャレンジ事業審査要領」に定める

審査基準に基づき厳正なる審査が行われました。 

 このたび，審査委員会からの結果の報告を受け，各団体から提出のあっ

た１５事業全ての事業を採択することに決定いたしましたのでお知らせい

たします。 

 

採択する事業（申請順）及び各事業の概要  別紙のとおり 

  

 

添付資料 
有 ・ 無    

「平成２８年度市民委員会チャレンジ事業提出事業一覧（概要）」 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 
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No 提出日 団体名 事業名 事業内容 事業費 補助金額 備考
■新規事業（補助金限度額　１０万円）

1 5/20

緑が丘１条４丁目町内
会
（緑が丘地区市民委員
会）

「暮らしの安全と安心のミニ講座」
事業

「からだの安全と心の安心」をテーマに，町内で課題となっている自転車の運
転ルール等について「事故に遭わない・起こさないため」のミニ講座と「気づ
いてもらうため」の事故防止策として「路面への注意標示塗布」を実施し安全
への意識を深めてもらうとともに，会員の高齢化が進む中で，会員の孤立を防
ぎ，親睦会以外に高齢者も含めた会員が気軽に集まるきっかけづくりとして
「認知症」や「予防のための脳トレ」等の講座を実施する。

78,700 62,000

○事業実施期間
　平成28年5月
　　～平成28年12月
○事業実施箇所
　緑が丘１条４丁目町
内会

2 5/25
末広アカシヤ町内会
（末広地区市民委員
会）

電子掲示板を核とした広報活動事業

町内会員を対象とした電子掲示板により，町内会事業の紹介や宣伝を速やかに
行うほか，メール機能を活用して双方向の情報発信を広げていく。また，広報
誌を毎月発行，全戸配付し内容の充実を図るほか，幅広い世代の会員の思いや
考えをすくい取る手立てとして「目安箱」を設置する。これらの取組みを通じ
て，町内会活動の活性化を図るとともに，若い世代を中心に広く働きかけるこ
とで，次代を担う町内会役員の担い手の発掘・育成の一助とする。

40,200 32,000

○事業実施期間
　平成28年4月
　　～平成29年3月
○事業実施箇所
　末広アカシヤ町内会
館

■新規事業（補助金限度額　２０万円）

1 5/26 神楽岡地区市民委員会
地縁組織の活性化及び町内会加入促
進事業

未加入世帯を含む地域住民全世帯への意識調査（アンケート）を実施し，市民
委員会や町内会，社会福祉協議会等の関係団体，行政等への要望・意見やどん
なことに協力してもらえるか等を年代別に集約し，今後の活動に反映させる。
特に未加入世帯には加入しない理由やどうすれば加入してもらえるか等も併せ
て調査する。また，市民委員会の広報誌（年２回発行）を未加入世帯にも配付
することで，市民委員会や関係機関等の情報を提供するとともに，それらの活
動の意義を理解してもらい町内会への加入促進を図る。

481,140 200,000

○事業実施期間
　平成28年7月
　　～平成29年3月
○事業実施箇所
　神楽岡地区

2 5/26
春光中央町内会
（春光中央地区市民委
員会）

町内会創立７０周年記念事業

70周年記念事業として，子どもからお年寄りまでの原稿や地域の歴史などを盛
り込んだ，町内会員総ぐるみの記念誌を編纂し，地域への誇りや愛着を高める
ほか，子どもから大人までみんなが参加できる祝賀パーティーや，親子絵手紙
教室，親子陶芸教室，記念植樹，町内会キャラクターや町内会の歌の製作など
を行う。これらの記念事業を通して，これまで町内会発展のために尽くされた
先人の想いや業績等を会員に理解してもらい，住民相互の連帯感や互助の精神
の高揚を図る。

812,000 200,000

○事業実施期間
　平成28年4月
　　～平成28年12月
○事業実施箇所
　春光中央青少年福祉
会館

3 5/27
末広東三睦町内会
（末広中央地区市民委
員会）

ふれあい交流事業

誰でも気軽に参加できる場づくりを目的として，高齢者に限定せず子育て中の
親子や若い世代も参加できるような「ふれあい交流会」を毎月開催し，茶話会
のほか地域包括支援センター等と連携して健康づくりや軽運動を行う。この中
で相談できる体制をつくり，地域包括支援センターや社会福祉協議会などと連
携して課題解決に取り組む。さらに，参加できなかった人への対応として，2か
月に1回広報誌を作成し全戸に配布する。また，子育て世帯の町内会活動への参
加のきっかけとするため，七夕まつりを行い，世代間交流や住民同士の親睦を
図っていく。

212,269 169,000

○事業実施期間
　平成28年4月
　　～平成29年3月
○事業実施箇所
　町内の音楽スタジ
オ，空き地

4 5/30 永山南地区市民委員会

マルチデバイス型「ホームページ運
用」事業
（テーマ：超高齢化社会におけるICT
を利用したミックスコミュニケー
ション計画）

超高齢化社会における地域コミュニケーションの課題として，すべての世代が
ICTの恩恵を受け，地域内で情報やコミュニケーション交流の促進を図っていく
ことが求められていることから，旧来の「文書回覧板」や「チラシ配布」スタ
イルから，マルチデバイス（携帯電話・スマートフォン・タブレット・パソコ
ン）対応の市民委員会・町内会ホームページを立ち上げ，市民委員会が主体と
なって構成13町内会の情報発信を継続化していくことで，地域コミュニケー
ションを盛り上げ，これからの町内会運営の要諦となる新しい「世代間ミック
スコミュニケーション」を目指していく。

380,000 200,000

○事業実施期間
　平成28年7月
　　～平成28年10月
○事業実施箇所
　永山南地区

5 5/31 末広地区市民委員会
防災意識を高め支え合いにより安
全・安心に暮らせる地域づくり

地域住民に防災アンケート調査を行い，「防災意識」「防災への備え」「地域
の課題」の把握と「防災意識の高揚」を図る。支え合いにより安全・安心に暮
らせる地域づくりを進めていくための資料となるよう，アンケート結果に考察
を加え，災害に強い地域づくりを目指していく。また，災害時には，特に高齢
者に被害が多いことから，地域で実施している「ふれあいサロン」において防
災意識調査等を行うほか，毎年，多くの人が参加し地域住民の関心も高い「末
広ふる里まつり」においても防災の啓発活動を実施することで，効果を高め
る。

279,400 200,000

○事業実施期間
　平成28年7月
　　～平成29年2月
○事業実施箇所
　末広地区センターほ
か

■既存事業（補助金限度額　１０万円）

1 5/23
八千代町内会
（永山第二地区市民委
員会）

八千代町内夏祭り事業

町内会事業の中でも参加者の多い「子ども花火大会」を拡充して，暗くなって
花火ができる時間まで，金魚すくい，ヨーヨー釣り，綿菓子実演などの「模擬
縁日」を開催し，子どもから高齢者までが楽しめる事業とし，町内の融和を図
る。

110,000 72,000

○事業実施期間
　平成28年7月
　　～平成28年8月
○事業実施箇所
　妙善寺境内

2 5/30
明和北町内会
（旭星地区市民委員
会）

明和北ふれあいの集い

ふれあいの集いとして，春の花見の会と夏の夕涼みの会を行う。この２つの事
業は，これまで若い家族の参加者が少なかったことから，今年からは焼肉に
し，特に子どもが参加して楽しめるように，輪投げや型抜きなどのゲームを用
意し高齢者との交流を図るほか，ジャンケン大会などの企画を考え，会員同士
の交流を深める。

154,800 57,000

○事業実施期間
　平成28年5月
　　～平成28年8月
○事業実施箇所
　明和北集会所

■既存事業（補助金限度額　２０万円） 　

1 5/26
神楽岡５区西町内会
（神楽岡地区市民委員
会）

町内会　人・つながりプロジェクト
（会員相互の交流を図り未加入者の
加入促進のための事業）

もともと同時期に行っている「七夕まつり」「ふれあい祭りへの町内会参加」
「夏休みラジオ体操」の３事業を連携させ，事業内容の拡大と広報活動の充実
を図る。未加入者にも参加を案内することで，魅力ある町内会をアピールし，
町内会への関心を高め，加入促進につなげるとともに，これらの事業を通じて
地域の世代間交流と会員間のコミュニケーションを深める。また，町内会の活
動状況を紹介する「加入促進パンフレット」を作成し，全戸配布することで，
未加入者だけでなく事業に不参加の会員等にも町内会活動の理解を深め，積極
的な協力，参加を呼びかける。

220,000 130,000

○事業実施期間
　平成28年6月
　　～平成28年12月
○事業実施箇所
　町内及び神楽岡小学
校グランド

■継続事業（補助金限度額　１０万円）

1 5/6
新西町内会
（西地区市民委員会）

ネットで生き生き＆住民意識調査事
業

前年度に行ったパソコン教室の開催，町内会ホームページの制作などの事業に
ついて，より一層の充実を図るとともに，特にパソコン教室については，高齢
者にとって，交流の場や外出機会の増加等に効果的であったと考えられるの
で，今年度は，その周知状況などについて調査を行う。併せて，町内会事業に
関する住民意識調査を行い，町内会事業の推進方策，親睦交流化などを推進す
るための基礎資料を作成する。これらの調査を通じて住民のニーズを把握し，
今後の町内会運営に生かしていく。

127,000 100,000

○事業実施期間
　平成28年4月
　　～平成29年3月
○事業実施箇所
　新西町内会館

2 5/10
神楽岡７区南町内会
（神楽岡東地区市民委
員会）

たいけん子ども夏まつり事業

地域の世代間交流を目的として実施する「体験型の遊び空間」を中心とした地
域の夏祭りであり，大人と子どもが一緒に行う工作遊びやミニ新幹線，綿あめ
作り，幼児だけの遊び広場，大人同士の交流を目的とした「野外カフェ」な
ど，地域のいろいろな世代の交流，体験の場とする。今年度は昨年度実施後の
意見を取り入れて，工作だけでなく，作ったもので競技を行い，さらに楽しめ
るようにするほか，高齢者同士の交流の場として野外カフェをさらに充実させ
る。隣接する町内会の協力も得られ，いずれは隣接の町内会との合同開催に発
展させたい。

140,000 100,000

○事業実施期間
　平成28年5月
　　～平成28年8月
○事業実施箇所
　神朋公園(神楽岡7条6
丁目)

3 5/16 東光地区市民委員会 世代間交流・健康増進事業

住民相互のふれあいと冬期の健康維持のため，東部住民センター体育室を借切
り，フロアーカーリング・ふまねっとを行うために開放する。参加者からの実
施要望が強く，今年度からは月2回の開催とし，毎朝のウォーキングの誘いも含
め，新規参入者を取り入れるため各町内会へ案内チラシを配布し，住民相互の
信頼を深め，地域全体に連携や支え合いの輪を広げていく。また，会場にサロ
ン的な茶話会の場を設けるほか，新たに「笑談会」を月1回開催し，身近な会話
をしながら絆・ふれあい等の強化を図っていく。

143,000 100,000

○事業実施期間
　平成28年4月
　　～平成29年3月
○事業実施箇所
　東部住民センター体
育室

4 5/26
春光中央町内会
（春光中央地区市民委
員会）

お手々つないでゆかいな町内会～盆
踊り大会～

町内のみんなが手と手をつないで助け合う，ぬくもりのある町内会を目指し，
盆踊り大会を行う。盆踊りは世代を超えて楽しむことができ，また町内にある
「子ども民謡教室」や「和太鼓教室」「チンドン屋」の人たちが北海盆唄を演
奏し，参加者が踊ることで，地域の連帯感を育てることができる。盆踊りのほ
かにも，子どもゲーム大会や和太鼓演奏，子ども民謡発表会，寸劇，大道芸な
ども行い，地域の活性化を図る。

200,000 100,000

○事業実施期間
　平成28年6月
　　～平成28年8月
○事業実施箇所
　春光中央青少年福祉
会館

5 5/27
神居中央地区市民委員
会

遊んDE体験　かむい中央公園

神居地区に居住する全ての人を対象に，異世代交流の場として，地域の小中学
校と連携して実施する。竹馬，パークゴルフ，ヨーヨーつりゲームなどの遊び
体験や，かき氷選手権，団体ゲームなどで参加者同士の交流を図るほか，あ
さっぴーの登場やおもちゃツリーの設置も行い，町内会や市民委員会活動への
興味・関心の向上を目指す。今年度は，グループホーム等に参加を呼びかける
ことで，認知症や高齢者の方との交流を深め，子どもたちの心の活性化や思い
やりを育み，福祉活動への関心や知識を高めたい。

152,500 90,000

○事業実施期間
　平成28年7月
　　～平成28年9月
○事業実施箇所
　かむい中央公園

計 3,531,009 1,812,000

平成２８年度市民委員会チャレンジ事業提出事業一覧（概要）


