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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 2,247 389 北犬飼 8 2,429 260 

東部 12 3,207 433 東部台 12 4,093 542 

北部 10 2,234 284 南摩 7 958 88 

菊沢 13 3,479 413 南押原 10 1,231 221 

東大芦 7 842 118 粟野 13 961 133 

北押原 9 3,258 428 粕尾 3 480 53 

板荷 9 556 48 永野 2 380 43 

西大芦 7 289 41 清洲 3 749 99 

加蘇 6 617 65 合  計 148 28,010 3,658 

   

イ 自治公民館建設補助 

自治会名 種 別 内      容  金  額 （円） 

下日向 備品購入 エアコン購入 235,800 

下武子城山 備品購入 物置、テント購入 161,000 

末広町 新築 自治公民館新設 5,000,000 

中妻 備品購入 プレハブ購入 330,400 

中妻 
（財産区分） 

備品購入 プレハブ購入 198,200 

新宿 
（財産区分） 

備品購入 テーブル・椅子購入 85,600 

入粟野 
（財産区分） 

修繕 障子、網戸張替え 17,900 

末広町 備品購入 自治公民館備品購入 485,900 

酒野谷 修繕 外壁修繕 395,000 

日渡路 修繕 トイレ修繕 132,000 

日渡路 
（財産区分） 

修繕 トイレ修繕 79,200 

板荷１区 備品購入 カーテン購入 144,300 

中妻 
（財産区分） 

修繕 屋根修繕 81,100 

深岩 修繕 外壁塗り替え修繕 380,000 

西大芦３区 
（災害対応） 

修繕 屋根修繕、屋根塗装修繕 295,900 

中粟野 修繕 水中ポンプ修繕 56,100 
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中粟野 
（財産区分） 

修繕 水中ポンプ修繕 33,600 

中粕尾 
（災害対応） 

修繕 敷地・床修繕 147,000 

久野 
（災害対応） 

修繕 建具、畳、床修繕 571,000 

武子 
（災害対応） 

修繕 駐車場修繕 561,000 

北半田 修繕 消防設備等修繕 87,600 

合            計 9,478,600 

 

(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 

≪ファーストステップ事業≫（新規事業） 

１ 千渡自治会 
千渡自主防

災事業 

「千渡あちこちネオネット」を基盤とした

「防災行動計画」を作成し、下記イベントを

通して地域住民の防災意識の向上 

 

①8 月 10 日「栃木県防災館等見学会」 

 （参加者数 20 人うち小学生 3 人） 

②10 月 6 日「千渡ふれあい防災祭り」 

 （参加者数約 600 人） 

③12 月 7 日「わが家の防災対策講習会」 

（参加者数 37 人） 

100，000 

２ 

こどものまち

ミニかぬま実

行委員会 

栃木県こど

も の ま ち 

フォーラム

in かぬま 

栃木県内の「こどものまち」の主催者と子ど

もたちの交流・情報共有の場として実施 

開催日 7 月 7 日 13:00～16:30   

会場 市民情報センター 

参加人数 84 人（県内 6 市 1 町より） 

①トークセッション 

②県内こどものまち実践発表 友好都市宣

言・調印式 

③分科会 大人の部、子どもの部 

④分科会の発表・まとめ 

100,000 
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≪セカンドステップ事業≫（拡充事業） 

３ 

戦争体験の語

り部登録事業

＆戦争体験を

聞く会 

戦争体験を

語り継ぐ会 

広く一般鹿沼市民に戦争の記憶を語り継ぐ

ことにより、戦争の無意味さと、平和の大切

さを意識してもらうための事業を実施 

①戦争体験を語り継ぐ会 

（8 月 18 日、130 人参加） 

②「戦争と平和を考える」バスツアー 

（11 月 10 日、20 人参加） 

③学校訪問授業 

（東小、西小、みどりが丘小、北犬飼中） 

④「昔語り文集こんなことがあったよ No.8」

作成 

50,000 

４ かぬま川柳会 

第 2 回いち

ごいちえ鹿

沼川柳大会 

いちご市を全国へ発信する川柳大会の実施 

第 2 回いちごいちえ鹿沼川柳大会 

令和 2 年 2 月 19 日 市民文化センター 

①第 1 部 誌上大会 応募 154 通 

②第 2 部 川柳大会 参加者 105 名 

50,000 

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 

高齢者の生きがいづくり、地域の絆づくりの

場として市内の老人施設、福祉ボランティア

団体等への出前うたごえ喫茶を開催 

25 回開催 参加者計 1,082 名 

50,000 

合         計 350,000 

 

(ｲ) 地域の夢実現事業（第 1 階層） 

    ・防犯灯維持管理事業（電気料補助） 7,301,714 円 

・まち灯り維持管理事業（電気料補助）3,125,314 円 

・自主防犯団体活動事業       1,190,000 円 

・敬老事業             21,081,957 円 

・みまもり隊活動事業        2,238,500 円 

・地域環境ネットワーク事業      800,000 円  

・その他（財産区分）        2,371,736 円 

 

(ｳ) 地域の夢実現事業（第２階層）  

地区名  事業名 事業概要 補助額 

中 央 
新規防犯灯 

設置事業 

主要幹線道路の開通に伴い、通学路上の

不安箇所に防犯灯を設置し、防犯パトロ

ールや交通指導を強化する。 

0  

中央 合計   0  

東 部 
安全で安心な 

まちづくり事業 

町ごとに防災マップを作成し、マップを

基にした避難訓練を実施したり、備蓄品

を整備する。 

1,524,880  

東部 合計   1,524,880  



- 56 - 

 

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。 

225,000  

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。 

200,000  

文化伝承事業 

長年親しまれている地域の文化財を次

世代に伝えることを目的に、看板設置や

愛唱歌のＣＤ化等に取り組む。 

0  

千渡コミュニティ 

体制整備事業 

人口増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組む。 

415,700  

糠塚山ふるさと 

公園整備事業 

糠塚山を地域の交流の場として整備し、

草刈や清掃などの管理やイベントを通

して、地区の活性化を図る。 

1,000,000  

菊沢 合計   1,840,700  

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。 

50,000  

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。 
144,598  

交流拠点確立事業 

地域内の公共施設（出会いの森総合公園

ゲートボール場・下沢引田農村公園）を

活用し地域活性化を図る。 

4,290,880  

東大芦 合計   4,485,478  

板 荷 

野生鳥獣被害 

防護柵設置事業 

野生鳥獣の侵入を防ぐ防護柵の設置お

よび補修を行い、農作物被害の軽減や、

生活圏での安全を確保する。 

3,376,743  

農業を活用した 

地域づくり事業 

板荷地区の特産物を活用し、生産・加工

に取り組むことで、地域経済の活性化を

図る。 

135,000  

がっこ山 100 年の 

森づくり事業 

地区の森林浴ゾーンの整備と植樹作業

を実施し、環境保全に取り組むととも

に、交流人口の増加を図る。 

117,257  

板荷 合計   3,629,000  
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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

まで住民が一緒に集える事業を実施、子

育て支援や世代間交流を図る。 

60,000  

北押原 合計   60,000  

西大芦 

大芦川流域 

活用事業 

ホームページ・おもてなしマップを作

成。現地に看板を設置し、情報発信を行

い交流人口の増大を図る。 

766,374  

宅配弁当及び 

農村食堂運営事業 

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。 

928,374  

西大芦 

農産物市事業 

地元農産物や特産品の展示直売、農園管

理運営を通して、住民のふれあいの場、

地域間交流を図る。 

33,031  

西大芦 合計   1,727,779  

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。 

54,927  

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。 

120,868  

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、交流人口増を図る。 

343,440  

加蘇 合計   519,235  

北犬飼 
安全安心な 

まちづくり事業 

地域住民 1 人 1 人が防犯意識を高めると

ともに、連帯感を深め、安全で安心な住

みよい地区となることを目指す。 

1,039,350  

北犬飼 合計   1,039,350  
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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。 
0  

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。 
0  

東部台 合計   0  

南 摩 

高齢者住環境 

美化支援事業 

高齢者支援のために、住民で支援部隊を

組織し、庭の除草、庭木の手入れなどを

支援する。 

1,490,482  

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。 

235,620  

なんまん商標 

登録事業 

ご当地キャラクターの商標権を取得し、

商品開発して、知名度向上と稼ぐチカラ

を身につける。 

4,733  

なんまんお祭り 

プロジェクト 

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。 

586,321  

南摩 合計   2,317,156  

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。 

1,521,000  

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  

南押原 合計   1,521,000  

粟 野 

安全安心な 

まちづくり事業 

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。 

2,157,500  

高齢者支援 

対策事業 

各地区に出向いて高齢者サロンを開催。

将来的には、各地区が自主的に開催でき

るような支援を行う。 

423,814  

つつじの里 

活性化事業 

つつじの名所城山公園～つつじの湯を

「つつじの里」として位置付け、交流人

口増を目指す。 

2,570,470  

粟野 合計   5,151,784  
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粕 尾 

地域世代間 

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。 
291,000  

次世代育成支援 

地域間交流事業 

天体望遠鏡を導入し、星空観察会等を実

施することで地域の魅力を発信すると

ともに、地区内にある前日光ハイランド

ロッジを活用し地域活性化を図る。 

32,000  

防犯・防災 

対策推進事業 

防犯カメラ設置・防災計画の作成・防災

ヘリのランデブーポイントの整備等に

より、地域の安全強化を図る。 

3,146,000  

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。 

221,000  

粕尾 合計   3,690,000  

清 洲 

安全安心な 

まちづくり事業 

防犯灯設置、草刈り等の環境整備、防犯

パトロール体制を構築する。また、防災

資機材整備、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。 

463,772  

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

るみで環境活動に取組む。 

283,880  

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。 

89,037  

清洲 合計   836,689  

永 野 

コミュニティ公園 

整備事業 

コミュニティ公園の樹木を剪定し、花木

を植栽し華やかさを増した公園でさく

ら祭りを開催し、地域の交流の場とす

る。 

2,671,007  

防犯カメラ 

設置事業 

防犯カメラを設置し、住民自らの手で地

域を守る意識と安心した生活の維持を

図る。 

2,145,307  

永野 合計   4,816,314  

実施地区計  33,159,365 
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   (ｴ) 地域の夢実現事業（第３階層）  

地区名 事業名 事業概要 補助額 

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。 

1,773,132  

実施地区計  1,773,132 

 

(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 東末広町自治会 2,500 

地域活性化イベント開催 磯町自治会 800 

合         計 3,300 

 
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) 防犯灯の新設 

   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） 

電柱に取り付けたもの ７７ 

ポールを設置して取り付けたもの ４ 

合        計 ８１ 

 

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 ４１８ 

個  人 ４７ 

計 ４６５ 

イ ふらっと来館者数    ２３，１１６名  

 (2) 地域ボランティア活動補償制度の導入 

自治会活動やボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの事故を補

償する制度を導入した。 

(契約額：９４１，４５０円 補償期間：令和元年６月１日～令和２年６月１日) 

事故・補償区分 補償限度額 

賠償責任事故 

身体賠償(対人) １人につき１億円 １事故につき３億円 

財物賠償(対物) １事故につき１，０００万円 

保管物賠償 １事故につき３００万円 
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傷害事故 

死亡・後遺障害補償 １人につき３００万円 

入院補償 １人１日につき３，０００円 

通院補償 １人１日につき２，０００円 

  ・補償実績：賠償責任事故０件  傷害事故１件（１４，０００円支払い） 

 

(3) 特定非営利活動法人   新たな認証 ０団体（市認証 計２７団体） 

 

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 13,626,000 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 

※東日本台風災害により中止 

10/27 

 

鹿沼商工会議所催事

ホール他 

東日本台風災害に

より中止 

日本語ボランティア養成講座 5/23～7/25 市民情報センター 参加者 8 人 

日本語教室ボランティアレベル

アップ講座 
8/29、1/30 市民情報センター 参加者 20 人、9 人 

文化理解講座（ベトナム講座） 1/11、1/18 市民情報センター 参加者 26 人 

日本語教室【夜】 40 回開催 

※新型コロナ対策のため 2 月～

休講 

毎週木曜日 市民情報センター 

参加者延人数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ508 人 

学習者 651 人 

日本語教室【昼】 45 回開催 

※新型コロナ対策のため 3 月～

休講 

毎週水曜日 市民情報センター 

参加者延人数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ174 人 

学習者 190 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 

3 校、講師等延べ

9 人 

「学校の日本語教室」講座 
2/28、3/6、

3/16 
まちなか交流プラザ 参加者 22 人 

外国語教室の開催 

（英会話等全 8 講座） 
通  年 市民情報センター 

講師延べ 4 人 

受講者 72 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、ベトナム語、日本語による外国人

相談を実施 

相談件数 ７１５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 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 ～ママ＆ 

パパカフェ～」、「おもちつきカフェ」開催（参加者４４人、８２人） 

ウ 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 


