
１ 「地域力」の維持・強化 小計 520,482

(1) 総合計画推進（地域力強化施策の推進） 85 企画部 企画課

大学等連携 1,553 企画部 新エネルギー推進課

(2) 地域福祉の向上 地域あんしん生活支援（日常生活自立支援）【再掲】 89,372 健康福祉部 健康福祉課

地域あんしん生活支援（生活福祉資金貸付）【再掲】 69,635 健康福祉部 健康福祉課

民生委員・児童委員協議会補助【再掲】 182,878 健康福祉部 健康福祉課

地域支え合い体制づくり事業【再掲】 9,000 健康福祉部 介護高齢課

(3) 地域コミュニティの再生・強化 地域力向上事業 24,187 企画部 地域政策課 Ｐ３

地域づくりネットワーク推進 2,209 企画部 地域政策課

市民活動支援【再掲】 74,264 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課 Ｐ４

拡充 東国文化周知【再掲】 7,246 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ４

映画・映像文化振興 506 生活文化スポーツ部 文化振興課

文化づくり支援事業【再掲】 10,972 生活文化スポーツ部 文化振興課

伝統文化継承事業【再掲】 9,429 生活文化スポーツ部 文化振興課

１２．地域住民の生活を支える「地域力」強化プロジェクト

地域において人と人とが支え合う力としての「地域力」を維持・強化するとともに、しっかりした地域づくり、まちづくり

を行っていくことで、世の中の移り変わりに左右されることのない、安全・安心な地域社会を築いていきます。
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地域力を維持・強化するための基
本方針の検討・策定

平成２６年２月４日

とりまとめ担当課

地域政策課 内線 ２３５１

企画課 内線 ２３１６

プロジェクトのねらい

伝統文化継承事業【再掲】 9,429 生活文化スポーツ部 文化振興課

子ども・女性の安全確保対策【再掲】 4,481 生活文化スポーツ部 県民生活課

観音山古墳保護管理運営【再掲】 4,180 教育委員会 文化財保護課

上野国分寺跡保護管理運営【再掲】 7,609 教育委員会 文化財保護課

(4) 事業所の男女共同参画推進 524 生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課

新規 女性のキャリア形成支援 161 生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課

男女共同参画センター運営 22,191 生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課

新規 県有施設トイレ洋式化 53,629 生活文化スポーツ部 県民生活課ほか Ｐ４

２ 誰もが活躍できる社会づくり 小計 228,038

(1) 人権についての理解・認識の促進 人権同和施策推進 72,996 生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課

(2) 地域日本語教育センター運営 504 総務部 女子大学

外国人県民自立支援 911 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課

多文化共生推進体制の整備 474 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課

国際交流員配置 2,302 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課

災害時多言語情報センター設置運営訓練【再掲】 1,051 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課

多文化共生事業 2,308 警察本部 警察本部

国際人材育成事業 【再掲】 1,500 警察本部 警察本部

３ 地域づくり・まちづくり 小計 1,300,687

(1) 地域活動の促進 地域調整費 370,000 総務部 総務課 Ｐ１

地域力向上事業【再掲】 24,187 企画部 地域政策課 Ｐ３

伝統文化継承事業【再掲】 9,429 生活文化スポーツ部 文化振興課

子ども・女性の安全確保対策【再掲】 4,481 生活文化スポーツ部 県民生活課

地域防犯力向上対策【再掲】 1,898 生活文化スポーツ部 県民生活課

ＮＰＯ・ボランティアサロンぐんま運営【再掲】 7,300 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課

ぐんまボランティア・市民活動支援センター運営
【再掲】

11,870 健康福祉部 健康福祉課

観音山古墳保護管理運営（「偲ぶ毛の国」群馬の魅力発
掘・発信）【再掲】

4,180 教育委員会 文化財保護課

上野国分寺跡保護管理運営（「偲ぶ毛の国」群馬の魅力発
掘・発信）【再掲】

7,609 教育委員会 文化財保護課

新規 花と緑のクリーン作戦 42,000 県土整備部 都市計画課 Ｐ２４

男女共同参画による地域力の向
上

多文化共生社会の実現による豊
かな地域づくり
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(2) 過疎・山村地域振興 山村と都市との連携・協定支援 454 企画部 地域政策課

移住相談会 1,195 企画部 地域政策課

過疎地域いきいき集落づくり支援 5,250 企画部 地域政策課

(3) 魅力あるまちづくりの推進 商店街活性化支援【再掲】 10,000 産業経済部 商政課 Ｐ２０

先進商業まちづくり講座 73 産業経済部 商政課

地方バス路線対策 74,359 県土整備部 交通政策課

市町村乗合バス振興対策 146,537 県土整備部 交通政策課

総合交通政策（公共交通機関利用促進）【再掲】 1,572 県土整備部 交通政策課

ステーション整備 29,000 県土整備部 交通政策課 Ｐ２３

単独道路景観整備 30,600 県土整備部 道路整備課

都市計画指導調査 16,742 県土整備部 都市計画課

社会資本総合整備（区画） 197,366 県土整備部 都市計画課

景観行政の推進 3,521 県土整備部 都市計画課

(4) 地上デジタル放送共聴施設整備事業 3,703 企画部 情報政策課

「ぐんま電子申請等受付システム」の利用促進 35,839 企画部 情報政策課

建設技術管理事業 108,045 県土整備部 建設企画課

プロジェクト合計 2,049,207

人と人とを結ぶＩＣＴ（情報通信技
術）の利活用

※ 予算額の小計・合計は、再掲事業のほか、本資料に記載されていないその他の事業の予算額も含みます。


