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地域活動支援課関係 

１ コミュニティ推進 

 (1) 自治組織等 

  ア 自治組織 

（自治会数） 

地区名 自治会数 世帯数 班(組)数 地区名 自治会数 世帯数 班(組)数 

中央 17 2,281 322 北犬飼 8 2,385 230 

東部 12 3,079 430 東部台 12 4,108 491 

北部 10 2,228 272 南摩 7 956 74 

菊沢 13 3,526 383 南押原 10 1,233 182 

東大芦 7 843 114 粟野 10 970 124 

北押原 9 3,291 365 粕尾 3 487 51 

板荷 9 559 46 永野 2 383 39 

西大芦 7 293 37 清洲 3 755 79 

加蘇 6 621 66 合  計 145 27,998 3,305 

   

イ 自治公民館建設補助 

自治会名 種 別 内      容  金  額 （円） 

千渡 備品購入 エアコン、カーテン等 989,300 

久保町 修繕 エアコン修繕 117,600 

幸町 1 丁目 修繕 トイレ修繕 218,800 

樅山町 修繕 エアコン修繕 833,100 

筌場 
（財産区分） 

修繕・備品購入 
屋根・樋修繕、備品（机・
椅子）購入 

319,800  

中粟野 
（財産区分） 

備品購入 テーブル・椅子購入 50,400 

中粟野 修繕 屋根・トイレ・床等修繕 1,000,000 

中粟野 
（財産区分） 

修繕 屋根・トイレ・床等修繕 600,000  

栄町 1 丁目 修繕 屋根・雨樋修繕 317,100 

合            計 4,446,100 
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(2) 協働のまちづくり推進事業 

  ア 目的 

    市民活動の支援と行政への市民参加を促進し、市民と行政による協働のまちづく

り活動を支援する。また、地域における住民活動を支援し、地域コミュニティの促

進と活性化を図る事業を支援する。 

 

イ 認定した事業 

(ｱ) 市民協働モデル事業 

 
実施団体 事 業 名 内    容 

支援額 

（千円） 

≪ファーストステップ事業≫（新規事業） 

１ 
NPO 法人プロ

ジェクト宙 

豊かな心と

身体を育む

「キッズス

ペシャルデ

ー」 

豊かな心を育み、自分も相手も大切にする人

間性を養うことを目的に、無言劇の鑑賞会を

行った。また、異年齢の子どもたちが遊びを

通して協調性を養うことなどを目的に、100

人規模の鬼ごっこ大会を実施した。 

70 

≪セカンドステップ事業≫（拡充事業） 

２ 菌 toko 

生ごみリサ

イクルで菌

ちゃん野菜

づくりと元

気人間づく

り 

菌ちゃん野菜づくりのワークショップや、野

菜の作り方講座及び食の講演会を開催した。

また、市内幼稚園、保育園の園内畑で生ごみ

リサイクル菌ちゃん野菜づくりの実習やア

ドバイスを行った。 

50 

３ 

戦争体験の語

り部登録事業

＆戦争体験を

聞く会実行委

員会 

戦争体験を

語り継ぐ会 

戦争体験を語り継ぐ会及び、鹿沼の戦績めぐ

りを実施し、戦争・平和について市民一人ひ

とりが考える機会を設けた。また、市内小学

校に語り部を派遣し、若い世代が戦争の実体

験を直接聞く訪問授業を実施した。 

40 

４ 千渡自治会 
子ども支援

事業 

千渡自治会館を、小中高生の夏休み期間に開

放し、子どもたちが安心して過ごせるつどい

の場所として提供した。 

（15 日間、延べ 532 人が参加） 

50 

≪いちごいいちえプロジェクト≫（いちご市のＰＲ等を推進する事業） 

５ 

かぬまうたご

え喫茶実行委

員会 

いちごいち

え出前うた

ごえ喫茶 

市内の老人施設、福祉ボランティア団体等へ

の出前うたごえ喫茶を開催し、計 429 名の参

加があった。また、いちごいちえ鹿沼川柳大

会に出前うたごえ喫茶を実施し、97 名の参加

者にいちご市のＰＲを実施した。 

70 

６ かぬま川柳会 

いちご いち

え鹿沼 川柳

フェス ティ

バル 

川柳の全国紙に広告を出し、いちごを題材と

した川柳大会を実施することで、全国的にい

ちご市をＰＲした。誌上大会 162 名、川柳大

会 116 名の参加があった。 

80 

７ 
まち元気くら

ぶ鹿沼 

いちご のま

ち歩き ツア

ー及び グッ

ズ作成 に向

けた調査 

まち歩きマップのデザインをモチーフとし

たトートバック及びいちごの帽子を作成し、

秋祭り等で販売した。また、まち歩きツアー

を実施した。 

140 

合         計 500 
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(ｲ) 地域の夢実現事業（第２階層） 

地区名 事業名 事業概要 補助金額 

南押原 友遊館事業  旧南押原児童館を改修し、高齢者、子

どもの集いの場など地域の拠点として

事業を展開する。  

3,086,000 

ふるさと祭り事業  より幅広い地域住民の参加を促し継続

して事業を実施できるよう、従来の盆

踊りイベント内容の充実を図る。  

0 

計 3,086,000 

粕 尾 次世代間交流事業  粕尾川を活用し、子どもによる川遊び

やマスつかみの自然体験学習を実施す

る。 

220,080 

次世代育成  

支援事業 

天体望遠鏡を導入し、星空観察会等を

実施することで地域地域の魅力を発信

するとともに、地区内にある。  

268,920 

防犯対策推進事業  犯罪抑制効果や事故発生時の検証のた

めに防犯カメラを設置し地域の安全強

化を図る。  

37,800 

野生鳥獣対策事業  野生鳥獣対策を推進するため、関係機

関と協議を進めるとともに、野生鳥獣

対策を冊子にまとめ活用する。  

97,200 

計 624,000 

菊 沢 新規防犯灯  

整備事業 

新興住宅地の増加等に伴い、住宅地周

辺や通学路上の不安箇所の住民要望に

対し、独自の防犯灯を整備する。  

250,000 

桜のふるさと事業  とちぎのふるさと百選に選出された地

区を含めた黒川堤防沿いに地域の子ど

もたちと桜を植栽する。 

171,863 

文化伝承事業  長年親しまれている地域内の文化財を

次世代につなげることを目的に、看板

設置や愛唱歌のＣＤ化等に取り組む。  

50,000 

千渡コミュニティ  

体制整備事業  

人口増加により新旧住民が混在する千

渡地区のコミュニティ強化を図るた

め、協議会設立と推進活動に取り組む。 

499,700 

計 971,563 
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西大芦 大芦川流域活用  

事業 

ホームページを作成し、地域内の情報

発信を行い交流人口の増大を図る。  

949,680 

おもてなしマップを作成し、地区内の

観光名所・史跡・食べ物店等をＰＲす

る。また、マップと連動した案内看板

を地区内に設置する。  

宅配弁当及び  

農村食堂運営事業  

閉校になった旧西大芦小を活用し、地

域住民により手作り弁当を製造し、宅

配サービスすることで地域の高齢者を

支援する。  

789,438 

計 1,739,118 

北押原 北押原フレンド  

フェスタ事業  

地区内の交流促進を図るため、従来の

フレンドフェスタを他事業と合同開催

するなど内容の充実を図る。  

0 

ふれあい広場  

ドリーム事業  

自治会館を拠点として、幼児から高齢

者まで地域住民が一緒に集える事業を

実施し、子育て支援や世代間交流を図

る。 

707,059 

計 707,059 

東大芦 文化観光交流事業  交流都市からの招待者と地域住民が農

作物づくり、収穫祭を通して交流を深

める。 

117,614 

こども育成交流  

事業 

生き物観察会や農業体験など地域の自

然を生かした体験事業を実施する。  

312,457 

計 430,071 

南摩 高齢者住環境  

美化支援事業  

高齢者の住環境美化のために、地域住

民で支援部隊を組織し、庭の除草、庭

木の手入れなどをボランティアで支援

する。 

1,912,500 

なんま野菜の給食  

プロジェクト  

耕作放棄地を活用して生産した野菜を

地域内の小・中学校へ学校給食用の食

材を提供する仕組みを構築する。  

622,500 

なんまん商標  

登録事業 

地域のご当地キャラクター「なんまん」

の商標権を取得し、「なんまん」商品を

開発して、知名度向上と地域の稼ぐチ

カラを身につけることに取り組む。  

139,900 

なんまんお祭り  

プロジェクト  

イベント器材を購入したり、オリジナ

ル商品「なんまん焼き」のための機材

などを整備し、地域イベントの充実と

活性化を図る。  

827,100 

計 3,502,000 
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加蘇 防犯カメラ  

設置事業 

防犯カメラを設置し、児童生徒の登下

校時の安全確保や地区内への不法投棄

を防ぎ、地区内の安全を確保する。  

3,871,800 

加蘇地区 

観光 PR 事業 

石裂山登山道入り口のトイレを水洗化

し、地域の観光拠点の一つとして活性

化を図る。  

3,035,880 

スタンプラリーイベントを開催した

り、観光資源・イベント情報等を積極

的に発信して、交流人口の増加を図る。 

487,405 

計  7,395,085 

東部台 南大通りにぎわい  

促進事業 

桜並木のライトアップをＬＥＤ化及び

延長し、市内外からの誘客を図る。  

8,855,000 

ふれあい公園  

多目的化整備事業  

公園内に大型テントを設置し、災害時

やイベント実施時等に活用する。  

2,166,000 

計 11,021,000 

粟野 安全安心な  

まちづくり事業  

災害時の対処の方法を防災用品・非常

食の扱い方、避難所の開設運営などを

体験し、住民の防災意識の高揚を図る。 

300,000 

計  300,000 

清洲 安全安心なまちづ

くり事業 

防犯対策として、防犯灯の設置、草刈

り等の環境整備、青色防犯パトロール

体制を構築する。また防災対策として、

防災資機材を整備し避難訓練を実施

し、関係組織の連携強化と防災意識向

上を図る。 

2,147,800 

環境にやさしい  

まちづくり事業  

草刈りや花の植栽、資源ごみ回収のた

めの保管倉庫の設置などを実施し、地

域ぐるみで景観整備・リサイクル活動

に取り組む。  

765,000 

生き生きふれあい  

サロン事業  

地区の拠点施設（自治会館）をバリア

フリー化し、高齢者の交流の場を整備

する。 

2,588,000 

計  5,500,800 

中央 新規防犯灯  

設置事業 

主要幹線道路の開通に伴い、住宅地周

辺や通学路上の不安箇所に防犯灯を設

置し、防犯パトロールや交通安全指導

を強化する。  

1,393,480 

計  1,393,480 

実施地区計  36,670,176 
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(ｳ) 地域の夢実現事業（第３階層） 

地区名 事業名 事業概要 補助金額 

粟野 

４ 地 区 合

同 

地域とともに 

ある学校づくり

事業 

「粟野中オープンスクール」の事業を充

実・拡大させ、学校・家庭・地域が連携し

たアートイベントなどの交流事業を開催

し、地域の交流と活性化を図る。 

1,197,000 

(3) コミュニティ活動育成事業補助 

事 業 名 内    容 助 成 団 体 
金 額 

（千円） 

コミュニティ 

活動育成事業 

お祭り用備品整備 天神町自治会 2,500 

お祭り用備品整備 御成橋町自治会 2,500 

合         計 5,000 

 
２ 防犯対策 
 (1) 防犯協会 
   鹿沼市防犯協会に補助金を支出し、地区防犯活動に努めた。 

(2) 防犯灯 
   自治会等の要望により、次のように防犯灯を設置した。 

 設置数（基） 

電柱に直に取り付けたもの ８４ 

ポールを設置して取り付けたもの ４ 

合        計 ８８ 

   不用により撤去した防犯灯  ０基 
(3) 地域の夢実現事業補助金として、防犯灯電気料補助を１７地区協議会に 

７，６９７,７３８円支出した。 

 

３ ＮＰＯ・ボランティア活動の支援 

 (1) かぬま市民活動広場「ふらっと」の管理・運営を、ＮＰＯ法人かぬま市民活動 

サポーターズに委託した。 

  ア ふらっと登録数 

団  体 ３８７ 

個  人 ４２ 

計 ４２９ 

イ ふらっと来館者数    ２５，１１７名  

(2) 第１３回かぬま市民協働まつりの開催 

   ふらっとの登録団体がそれぞれの分野に分かれ協働で事業を実施する「分野別協働

プロジェクト事業発表を中心に、登録している市民活動団体やボランティア活動をし

ている団体・個人の活動の紹介・発表を通して、より良い社会のために「協働」の意

味を多くの方に再認識してもらうことを目的に実施した。 

  ア 開催日   ３月１０日（日） 

  イ 内 容   分野別協働プロジェクト事業発表・活動発表・模擬店 

          来場者  ３００人 

(3) 特定非営利活動法人   新たな認証 ２団体（市認証 計２７団体） 
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４ 国際交流の推進 

 (1) 国際交流協会支援 

   国際交流に資するため、補助金 13,151,000 円を交付し、下記の事業を支援した。 

内              容 期  日 場 所 等 人   数 

かぬまワールドフェスティバル

の開催 

10/28 

 

鹿沼商工会議所催事ホー

ル他 

入場者 

 約 3,000 人 

プチワールドマーケットの開催 10/8 まちなか交流プラザ  

日本語ボランティア養成講座 6/20～8/29 鹿沼市民情報センター 参加者 12 人 

地球まるかじりセミナーの開催 8/2 まちなか交流プラザ 参加者 25 人 

日本語教室【夜】 

＊46 回開催 
毎週木曜日 鹿沼市民情報センター 

参加者延人数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ439 人 

学習者 451 人 

日本語教室【昼】 

＊50 回開催 
毎週水曜日 鹿沼市民情報センター 

参加者延人数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ133 人 

学習者 115 人 

外国人講師等の紹介 

（総合的な学習の時間等への支援） 

通  年 市内小中高等学校等 4 校、講師等延

べ 9 人 

外国語教室の開催 

（英会話等全 12 講座） 

通  年 鹿沼市民情報センター 講師延べ 6 人 

受講者 128 人 

(2) 外国人相談業務 

月曜日～金曜日 ポルトガル語、スペイン語、英語、日本語による外国人相談を実施 

相談件数 ６１４件 

(3) 多文化共生推進業務 

ア 「かぬま多文化共生プラン」の推進 

イ 栃木県・鹿沼市総合防災訓練に多文化共生講座の一環として参加（やさしい日本

語による避難誘導、災害多言語支援センターを開設し多言語での翻訳通訳） 

ウ 多文化共生プラン推進委員会と鹿沼市共催による「多文化共生講座 ～鹿沼の現

状を語り合おう～」開催（参加者５１人） 

エ 鹿沼市多文化共生コミュニティセンター「コミニーテ」の運営 

 

 

 


