
北区　平成２５年度　区運営方針(案)
１．主な現状と課題

北区は、世界に誇る日本の文化、盆栽を育む「盆栽村」、市の無形民族文化
財に指定されている「日進餅つき踊り」など、伝統的な文化資源を有していま

す。
また、道路、鉄道ともに交通利便性が高く、市の副都心としてにぎわう日進

・宮原地区、市民の森をはじめとする、みどり豊かな憩いの場など、新旧のま

ちが融合する地域資源のたいへん豊かなまちです。

（１）区民ニーズの多様化に対応するため、また、区の特徴・特性を生かした
魅力あるまちづくりを進めることを目的に、区内のさまざまな課題などを

協議し、区民の意見を反映するためのパイプ役として位置づけられている

区民会議の重要性はますます高まっています。

また、市民活動ネットワークの登録団体に対し、区役所の多目的室の貸

し出しなどの支援を行うメニューを用意し、登録団体が区のまちづくりな

どに寄与する事業を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付するなど財政

的支援を行っています。

（２）北区では、区民との協働による、区

の個性を生かした取り組みや、区民の

自主的な文化活動の支援に取り組んで

います。

このようななか、平成23年度北区区

長マニフェストアンケート調査を行っ

た結果、今後北区で重点的に取り組ん

でほしい分野として、「安全・生活環

境に関する取組」や「健康・福祉に関

する取組」の要望が多くありました。

また、相次ぐ集合住宅の建設等によ

り若い世代層が多く流入しており、年

少児の割合が高くなっています。こう

した状況下で、子育て支援施設の整備、

支援団体の活性化等、子育て環境の充

実が図られている一方、そうした情報
の発信が不足しているほか、子どもを

犯罪から守るための対策を、より一層

推進する必要があります。

（３）区民の皆様に親しみやすく、利用しやすい区役所づくりを目指すため、
より一層の窓口サービスの向上や、よりよい環境づくりが求められてい
ます。

＜北区の現況＞
 新設保育園　H22～25の3年で6園
 0～5歳児の過去3年の増加数　452人(10区中1位)
 0～5歳児の人口割合　6.2％(10区中1位)

自然・環境に関す
る取組
15%

健康・福祉に関す
る取組
36%

歴史・文化・伝統
に関する取組
7%

安全・生活環境に
関する取組
37%

地域交流に関する
取組
5%
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）区民会議・市民活動ネットワークの運営や区長マニフェスト策定など市民参加のまちづく

　　りを推進します。（まちづくり基本経費）

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

1 総 区民会議運営・市民活 4,983 5,180 区民会議の運営や市民活動ネットワークを支

動ネットワーク支援事 (4,983) (5,180) 援

業

〔コミュニティ課〕

2 総 区長マニフェスト策定 333 317 区長マニフェスト、区長マニフェスト評価書

事業 (333) (317) の策定及び区長マニフェスト評価アンケート

〔総務課〕 の実施

（２）区民まつり・文化まつりなどのイベントの開催、区民まちづくり活動の支援、防犯連絡協

　　議会の支援など区の特色を生かした魅力あるまちづくりを推進します。（まちづくり事業経

　　費）

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

3 新 子育てタウンフェスタ 3,849 0 ｢区制施行10周年記念事業｣として、乳幼児の

総 ☆ＫＩＴＡ実施事業 (3,849) (0) 割合が高いといった区の特性を生かした子育

子 〔支援課〕 てに関するイベントを開催

4 新 北区ウオーキング推進 1,186 0 区民の健康増進を図るため、区民会議で選定

総 事業 (1,186) (0) した6ルートのウオーキングマップの作成や、

健 〔コミュニティ課〕 講演会・ウオーキングイベントを開催

5 総 北区花と緑のまちづく 1,248 1,814 区民との協働による、加茂宮駅・東宮原駅前

り推進事業 (1,248) (1,814) 等での緑化啓発や区の花である｢菜の花｣のＰ

〔コミュニティ課〕 Ｒをニューシャトル、コミュニティバス等で

実施

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かした
まちづくりを進めます。また、道路、河川、下水道や交通安全施設の簡易な緊急修繕等
を行い、身近な生活環境を保持します。

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

6 新 北区親子サッカー教室 478 0 例年開催のサッカー教室について、応募人数

総 運営事業 (478) (0) が大きく上回っている。区民のサッカーに対

健 〔コミュニティ課〕 する興味や当該事業に対するニーズは非常に

高い状況であることから、サッカーを通じて

親子で楽しめる機会を設ける

（３）街路灯・カーブミラーの整備や修繕、道路の緊急修繕など区民の要望に即時に対応します。

　　　（区民満足度アップ経費）

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

7 新 街路灯支柱劣化状況点 901 0 街路灯の老朽化等に伴う独立柱の点検調査を

総 検業務 (901) (0) 実施

防 〔くらし応援室〕

8 総 道路、河川、交通安全 177,277 187,391 道路、河川、交通安全施設の緊急修繕を実施

施設の緊急修繕業務 (177,277) (187,391)

〔くらし応援室〕

３．行財政改革への取組

(１)　提案型公共サービス公民連携制度の推進

　　①　庁舎内において、民間企業等の広告をパネルで掲出することにより、新たな自主財源

　　　を確保し、市民サービスの向上や市内の企業・商店等の振興による地域経済の活性化を

　　　図ります。〔総務課〕

(２)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　区民会議の仕組みが変わり2期目となることから、業務の見直しを行い経費を縮減し

　　　ました。〔コミュニティ課〕（277千円）

　　②　ふるさと発見　北区をあるくについて、北区ウオーキング推進事業へ整理・統合し、

　　　区民の健康増進を図る事業へ転換しました。〔コミュニティ課〕（36千円）

313既存事業の見直しによるコスト削減額

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 -

＜主な事業＞

１　区役所総合案内

　(1)　来庁者の用件・問合せに関する区役所及び本庁

　　 各課(室)への担当窓口案内を行う。

　(2)　情報公開コーナーにおける行政資料の整理、閲

　　 覧及び貸出し、行政資料等の有償又は無償の頒布

　　 を行う。

　(3)　記念樹の交付を行う。

【北区役所総合案内】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　区役所庁舎の維持管理

　区役所庁舎の適正な維持管理に要する修繕等を行う。

   【プラザノース(北区役所)】

予算額 8,197

前年度予算額

増減

8,197区政総務費

事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室）

局/部/課 北区役所/くらし応援室

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

一般財源予算書Ｐ. 総務費 区政振興費

総務費 区政振興費 区政総務費

8,197

0 

予算額 15,699

230

事務事業名 北区役所管理事業（総務課）

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

＜事業の目的・内容＞

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。

使用料及び手数料

諸収入

一般財源

前年度予算額

増減

予算書Ｐ.

497

14,972

15,259

440 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　土木緊急修繕等

　道路・河川の緊急的な修繕及び清掃を行う。

２　交通安全施設維持管理

　道路照明灯・道路反射鏡・路面標示の修繕を行う。

３　衛生害虫駆除

　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行う。

【交通安全施設維持管理】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　区長マニフェスト策定 333

　北区の個性を生かしたまちづくりを推進するため区長

マニフェスト、区長マニフェスト評価書の策定及び区長

マニフェスト評価アンケートを実施する。

２　北区防犯デーの開催

　7月1日(犯罪のない日)を｢北区防犯デー｣と定め、自主

的に防犯活動する区民の輪を広げるため、防犯講習会及

び区内一斉防犯パトロールを実施する。

予算額 183,262

前年度予算額

増減

183,262

193,137

△ 9,875 

区民まちづくり推進費

事務事業名 北区まちづくり推進事業（くらし応援室）

局/部/課 北区役所/くらし応援室

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区の独自性を発揮させるために実施
している事業のうち、生活に身近な道路・河川の緊急修繕や道路照明灯・道路反
射鏡等の交通安全施設の修繕、衛生害虫駆除等を行います。

一般財源予算書Ｐ. 総務費 区政振興費

140,359

36,918

1,586

予算額北区まちづくり推進事業（総務課） 974

前年度予算額

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを進めます。

一般財源

増減

事務事業名

＜事業の目的・内容＞

974

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

991

△ 17 

【北区防犯デー】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　区民まつり・文化まつりの開催

　北区における郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をよ

り一層深めるために開催する。

２　区民会議の運営及び市民活動ネットワークの連携

【北区民まつり】

　区民会議の運営や、まちづくり広報紙の発行及び市民

活動ネットワークの連携を行う。

【北区区民会議】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　子育てタウンフェスタ☆ＫＩＴＡの実施 ○事業イメージ

　(1)　子育て支援情報の提供として、認可保育園の紹

　　 介・在園児の絵画等作品展・入所に関する相談を

　　 行うほか、健康相談・身体測定など子どもの健康

　　 に関するブースを設置する。

　(2)　乳幼児向けの遊具の配置、親子工作教室などの

　　 イベントを開催する。

　(3)　北区情報発信、防犯意識啓発として、区の花等

　　 啓発グッズの配布や防犯アドバイザーによる子ど

　　 も向け防犯教室など、北区施策の周知と防犯意識

　　 の図る。

　北区まちづくり推進事業(コミュニティ課)は、住民参加のまちづくりをスロー
ガンとし、区の独自性を発揮させるために実施している事業です。

一般財源

＜事業の目的・内容＞

予算額 19,278

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 北区まちづくり推進事業（コミュニティ課）

局/部/課 北区役所/区民生活部/コミュニティ課

19,278

予算額 3,849

20,144

△ 866 増減

前年度予算額

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

7,962

4,983

事務事業名 北区まちづくり推進事業（支援課）

局/部/課 北区/健康福祉部/支援課

＜事業の目的・内容＞

　｢区制施行10周年記念事業｣として、区の特性を生かした子育てに関するイベン
トを実施し、充実した情報の提供による保護者への支援強化と防犯に対する意識
啓発等を行うことにより、｢子育てタウン北区｣のイメージ醸成を図ります。

一般財源

前年度予算額

増減

予算書Ｐ. 3,849

0

皆増 

子育てタウン北区の醸成

こども広場

健康相談

ブース

区の花 PR 
ブース

防犯教室

ブース

子育て支援団体

ブース

認可保育園

ブース

子育てタウ
ンフェスタ
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