
第２部　計画内容
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基本方針1：安全で快適な住みよいまちづくり

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 4　街並み・景観の向上

 3　上下水道の整備

 1　調和のとれた土地利用

 1　計画的な土地利用 

 ①　秩序ある土地利用の推進

 ②　適切な誘導と規制

 ③　計画的な市街地の形成

 2　町有地の有効利用
 ①　町有地利活用の推進

 ②　未利用地の貸付や処分

 2　道路・交通網の整備

 3　道路の維持管理

 10　地球温暖化対策の推進
 ①　温室効果ガス排出抑制の推進

 ②　再生可能エネルギーの活用

 11　循環型社会の形成

 ①　ごみの排出抑制（Reduce:リデュース）の推進

 ②　ごみの再利用（Reuse:リユース）の推進

 ③　資源の再生利用（Recycle:リサイクル）の推進

 6　災害に強いまちづくり

 14　防災体制の充実

 ①　地域防災計画の見直し

 ②　災害情報伝達の確立

 ③　消防団の組織機能の維持向上

 ④　救急高度化の推進

 15　防災施設の整備充実

 ①　避難場所の確保

 ②　防災設備の整備・充実

 ③　消防水利の整備拡充

 ①　道路施設管理の強化

 4　道路網の整備充実
 ①　町内幹線道路の整備

 ②　広域幹線道路の整備促進

 5　公共交通体系の整備充実
 ①　公共交通の利便性の向上

 ②　公共交通サービスの確保

 6　水道水の供給

 ①　水道水の安定供給

 ②　水質の維持管理

 ③　水道施設の整備

 7　下水道の整備

 ①　公共下水道施設の整備

 ②　公共下水道施設の維持管理

 ③　高度処理型浄化槽の整備促進

 8　景観形成の推進
 ①　住景観形成の充実

 ②　空き家を活用した定住促進

 9　公園・緑地の維持管理と景観の保全
 ①　公園・緑地の維持管理

 ②　親水空間と緑地の保全

 5　良好な環境の保全と創出

 ②　交通安全関係団体の育成

 ③　高齢者や子どもの交通安全対策

 17　防犯の充実

 ①　防犯活動の展開

 ②　防犯灯の整備推進

 ③　消費生活相談の充実

 12　環境保全の推進

 ①　公害の未然防止

 ②　公害相談体制の充実

 ③　環境美化運動の推進

 13　町営霊園の維持管理  ①　町営霊園の適正な維持管理

 7　交通安全・防犯体制の充実

 16　交通安全意識の高揚

 ①　交通安全意識の啓発と危険箇所の点検
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安全で快適な住みよいまちづくり

調和のとれた土地利用

●施策の目的

●主な取組内容

秩序ある土地利用の推進

適切な誘導と規制

計画的な市街地の形成

●事業内容 単位：千円

　利根町の位置する地域的な特徴や現有する歴史的資源および利根川・小貝川などの自然資源の有効活用を基本とし
て、それらと市街化の進行と調和を図りながら、町の産業や商業の発展に努め、活気のある暮らしやすいまちづくり
を推進する。

秩序ある土地利用の
推進

継続事業

計画的な市街地の形
成

継続事業

都市建設課 ― ― ― ―

1-1-1-③ 3か年事業費計

都市建設課 ― ― ― ―

　今後の人口動態を鑑み、
既成市街地の発展はもとよ
り、計画的に市街地拡大な
どを検討し町の活性化を図
る。

・都市計画審議会の開催

継続 継続

1-1-1-② 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本方針 1

基本施策 1

施　 策 1

平成27年度
　都市計画マスタープラン
および農業振興地域計画と
の整合性を図りながら、秩
序ある土地利用を推進す
る。

・都市計画審議会の開催

計画的な土地利用

継続 継続

1-1-1-① 3か年事業費計

都市建設課 79 79 79 79

適切な誘導と規制

　都市計画法に基づく立地
基準及び技術基準等を遵守
させることで、適正な土地
利用の誘導および規制を図
る。

継続 継続

継続事業
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安全で快適な住みよいまちづくり

調和のとれた土地利用

●施策の目的

●主な取組内容

町有地利活用の推進

未利用地の貸付や処分

●事業内容 単位：千円

企画財政課 ― ― ― ―

1-1-2-② 3か年事業費計

まちづくり推進課 483 483 483 1,449

未利用地の貸付や処
分

・未利用町有地の売却 継続 継続

継続事業
(人件費事業）

町有地利活用の推進

・土地利活用推進協議会の
開催

・活用事業者の募集

・未活用町有地の情報発信

継続 継続

継続事業

1-1-2-① 3か年事業費計

①

②

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 1

施　 策 2

　町内各種団体・機関の代表や町民などで構成される利根町土地利活用推進協議会を設立し、統廃合により閉校と
なった旧東文間小学校跡地や旧利根中学校跡地第1グラウンドなど、町有地の有効的な利活用を推進します。

基本方針 1

町有地の有効利用
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安全で快適な住みよいまちづくり

道路・交通網の整備

●施策の目的

●主な取組内容

道路維持管理の強化

●事業内容 単位：千円

道路維持管理の強化 継続事業

都市建設課 89,000 147,000 138,000 374,000

1

・道路修繕工事

・道路除草工事

・街路樹管理

・街路灯管理

・交通安全対策

・道路パトロール

継続 継続

1-2-3-① 3か年事業費計

①

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 2

施　 策 3

　身近な道路について、補修や除草、街路樹や街路灯の的確な維持管理をおこなうことにより、車両や歩行者の安全
な通行を確保し、快適な道路環境を保持します。

基本方針

道路の維持管理

11



安全で快適な住みよいまちづくり

道路・交通網の整備

●施策の目的

●主な取組内容

町内幹線道路の整備

広域幹線道路の整備促進

●事業内容 単位：千円

都市建設課 66 66 66 198

1-2-4-② 3か年事業費計

都市建設課 74,000 61,000 78,000 213,000

・茨城県道路整備促進協議
会負担金

・竜ケ崎工事事務所管内主
要道路整備促進期成同盟会
負担金

・要望活動

継続 継続

広域幹線道路の整備
促進

継続事業

町内幹線道路の整備

・道路改良工事
（町道１１２号線）

・道路修繕工事
（町道２１０号線）

継続 継続

新規事業

1-2-4-① 3か年事業費計

①

②

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 2

施　 策 4

　一級、二級町道や生活に身近な道路について、安全性や利便性を確保したうえで、緊急度の高い区間から、安心し
て通行できる道路幅員を確保するなど、計画的な整備・改良を推進します。

基本方針 1

道路網の整備充実
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安全で快適な住みよいまちづくり

道路・交通網の整備

●施策の目的

●主な取組内容

公共交通の利便性の向上

公共交通サービスの確保

●事業内容 単位：千円

企画財政課・保健福祉センター 16,334 16,334 16,334 49,002

1-2-5-② 3か年事業費計

企画財政課 171 171 171 513

・利根町ふれ愛タクシーの
運行

・福祉バスの運行

・公共交通サービス確保の
ための検討会議の開催

・利根町ふれ愛タクシーの
運行

・福祉バスの運行

・公共交通サービス確保の
ための検討会議の開催・新
運行体制の決定

・利根町ふれ愛タクシーの
運行

・新体制の運行を開始する

公共交通サービスの
確保

継続事業

1

公共交通の利便性の
向上

・成田線活性化推進協議会
への参加

・常磐線整備促進期成同盟
会への参加

・公共交通活性化会議への
参加等

継続 継続

継続事業

1-2-5-① 3か年事業費計

　常磐線沿線市町・成田線沿線市町で構成される同盟会・協議会へ参加し、他市町との情報交換を行うとともに、Ｊ
Ｒへの要望活動など、公共交通の利便性向上に向け取組見ます。また、近隣市町との連携による広域的な公共交通シ
ステムの構築を検討し、既存の町内公共交通サービスの見直しと更なる充実を図ることで、一人でも多くの町民、特
に交通弱者の移動手段を確保し、移動の円滑化を目指します。

①

②

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 2

施　 策 5

基本方針

公共交通体系の整備充実

13



安全で快適な住みよいまちづくり

上下水道の整備

●施策の目的

●主な取組内容

水道水の安定供給

水質の維持管理

水道施設の整備

●事業内容 単位：千円

環境対策課 ― ― ― ―

水道事業

 県南水道企業団との連携に
よる安定供給。

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

1-3-6-①・②・③ 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 3

施　 策 6

　平成24年4月に加入した茨城県南水道企業団（県南水道）との連携のもと、水道施設の適正な維持管理と水道水
の安定供給に努めます。

基本方針 1

水道水の供給
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安全で快適な住みよいまちづくり

上下水道の整備

●施策の目的

●主な取組内容

公共下水道施設の整備

公共下水道施設の維持管理

高度処理型浄化槽の整備促進

●事業内容 単位：千円

環境対策課 9,504 9,504 9,504 28,512

1-3-7-③ 3か年事業費計

都市建設課 23,800 15,200 4,000 43,000

高度処理型浄化槽の
整備促進

・高度処理型浄化槽設置費
の一部助成

継続 継続

継続事業

1-3-7-② 3か年事業費計

都市建設課 37,960 15,000 ― 52,960

・下水道流量計交換工事
（大房地内第１流量計）

・下水道施設長寿命化計画

・利根第5処理分区　汚水
管渠調査（布川地区）

・下水道流量計交換工事
（利根町浄化センター地内
第５流量計）

・利根第5処理分区　汚水
管渠調査（布川地区）

・利根第1，2処理分区
汚水管渠調査（大房・押
戸・立木・早尾・羽根野地
区）

公共下水道施設の維
持管理

継続事業

公共下水道施設の整
備

・大房地内下水道整備工事

・汚水管渠実施設計業務委
託

・家屋事前調査委託

・舗装本復旧工事

継続事業

1-3-7-① 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 3

施　 策 7

　公共下水道の施設や設備について、費用対効果を見極めながら積極的・効率的に整備・維持を推進し、生活環境の
改善や公共用水域の水質改善を行います。また、水質保全及び公衆衛生向上のため、下水道事業との調整を図りなが
ら、従来の合併処理浄化槽からより水質を上げる高度処理型浄化槽の設置を促進します。

基本方針 1

下水道の整備
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安全で快適な住みよいまちづくり

街並み・景観の向上

●施策の目的

●主な取組内容

住景観形成の充実

空き家を活用した定住促進

●事業内容 単位：千円

まちづくり推進課 5,000 5,000 5,000 15,000

1-4-8-② 3か年事業費計

都市建設課 ― ― ― ―

空き家を活用した定
住促進

・空き家バンク制度の実施
（空き家子育て活用促進奨
励金、空き家リフォーム工
事助成金）

・チラシ、広報、ホーム
ページを活用した空き家バ
ンク制度の周知

継続 継続

継続事業

　住宅団地において締結さ
れている建築協定により、
建築物のデザインおよび配
置等を制限し、良好な住環
境と景観形成を図る。

継続 継続

1-4-8-① 3か年事業費計

住景観形成の充実 継続事業

①

②

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 4

施　 策 8

　町内の良好な住環境の確保及び定住促進による地域の活性化を図ります。

基本方針 1

景観形成の推進
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安全で快適な住みよいまちづくり

街並み・景観の向上

●施策の目的

●主な取組内容

公園・緑地の維持管理

親水空間と緑地の保全

●事業内容 単位：千円

都市建設課・経済課 3,492 3,492 3,492 10,476

1-4-9-② 3か年事業費計

都市建設課・経済課 26,016 30,016 26,016 82,048

親水空間と緑地の保
全

・利根親水公園維持管理

・桜づつみの緑地の保全

継続 継続

継続事業

基本方針 1

公園・緑地の維持管
理

・施設管理

・樹木管理

・身近なみどり整備推進事
業

・緑の少年団育成

継続 継続

継続事業

1-4-9-① 3か年事業費計

①

②

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 4

施　 策 9

　緑ゆたかで快適な生活環境を守るため、周辺との調和を図るとともに、公園・緑地等の維持管理により良好な景観
を形成します。

公園・緑地の維持管理と景観の保全
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安全で快適な住みよいまちづくり

良好な環境の保全と創出

●施策の目的

●主な取組内容

温室効果ガス排出抑制の推進

再生可能エネルギーの活用

●事業内容 単位：千円

―環境対策課 ― ― ―

1-5-10-② 3か年事業費計

環境対策課 ― ― ― ―

再生可能エネルギー
の活用

・再生可能エネルギーによ
る節電対策実施

・再生可能エネルギーによ
る節電対策実施

・再生可能エネルギーによ
る節電対策実施

・太陽光パネル助成事業の
検討

継続事業

温室効果ガス排出抑
制の推進

・公共施設における温室効
果ガス排出抑制

・節電キャンペーン実施

継続 継続

継続事業

1-5-10-① 3か年事業費計

①

②

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 5

施　 策 10

　利根町温室効果ガス排出抑制実施計画（第3期）に基づき、町が率先して温室効果ガスの排出抑制に取り組み、地
球温暖化対策の促進を図ります。また、再生可能エネルギーを活用し、太陽光パネル及び蓄電池により、消費電力の
ピークカットを図り、温室効果ガスの排出を抑制します。

基本方針 1

地球温暖化対策の推進
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安全で快適な住みよいまちづくり

良好な環境の保全と創出

●施策の目的

●主な取組内容

ごみの排出抑制（Reduce：リデュース）の推進

ごみの再使用（Reuse：リユース）の推進

資源の再生利用（Recycle：リサイクル）の推進

●事業内容 単位：千円

環境対策課 ― ― ― ―

1-5-11-③ 3か年事業費計

環境対策課 24 144 144 312

資源再生利用の推進

・資源物再利用の啓発活動

・小型家電リサイクルの
キャンペーン実施

継続 継続

継続事業

1-5-11-② 3か年事業費計

環境対策課 502 503 503 1,508

ごみ再使用の推進

・生ごみ処理機設置助成

・電気生ごみ処理機貸出

継続 継続

継続事業

基本方針 1

ごみ排出抑制の推進

・３R啓発活動 継続 継続

継続事業

1-5-11-① 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 5

施　 策 11

　町民、事業所、行政が一体となって、ごみの排出抑制及びごみの再使用に取り組み、ごみの総排出量を減らすとと
もに、資源循環型社会の構築を目指します。

循環型社会の形成
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安全で快適な住みよいまちづくり

良好な環境の保全と創出

●施策の目的

●主な取組内容

公害の未然防止

公害相談体制の充実

環境美化運動の推進

●事業内容 単位：千円

環境対策課 80 80 80 240

継続事業

1-5-12-③ 3か年事業費計

環境対策課 ― ― ― ―

環境美化運動の推進

・クリーン作戦の実施

・新利根川沿岸地区による
清掃活動の実施

継続 継続

1-5-12-② 3か年事業費計

環境対策課 ― ― ― ―

公害相談体制の充実

・県との連携強化 継続 継続

継続事業

公害の未然防止

・啓発活動の実施 継続 継続

継続事業

1-5-12-① 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 5

施　 策 12

　町民が安心して暮らすことのできる生活環境づくりを行うため、町内の大気汚染や水質汚濁の状況を把握し、公害
に対する速やかな対策・対応を図ることで生活環境の保全に取り組みます。

基本方針 1

環境保全の推進
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安全で快適な住みよいまちづくり

良好な環境の保全と創出

●施策の目的

●主な取組内容

町営霊園の適正な維持管理

●事業内容 単位：千円

環境対策課 5,006 5,006 5,006 15,018

町営霊園の適正な維
持管理

・管理料徴収率の維持

・管理料徴収の口座振替へ
の推奨

・区画内除草の徹底

継続 継続

継続事業

1-5-13-① 3か年事業費計

①

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 5

施　 策 13

　町営霊園の来園者が快く利用できる環境づくりに取り組みます。

基本方針 1

町営霊園の維持管理
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安全で快適な住みよいまちづくり

災害に強いまちづくり

●施策の目的

●主な取組内容

地域防災計画の見直し

災害情報伝達の確立

消防団の組織機能の維持向上

救急高度化の推進

●事業内容 単位：千円

災害情報伝達の確立 継続事業

消防団の組織機能の
維持向上

投資的事業

総務課 20,200 17,000 17,000 54,200

1-6-14-③ 3か年事業費計

総務課 ― ― ― ―

・消防小型ポンプ更新(2
台)

・消防ポンプ車更新(1台)

・団員確保のための啓発実
施

・消防団組織維持向上のた
めの施策検討

・消防ポンプ車更新（1
台）

・団員確保のための啓発実
施

・消防団組織維持向上のた
めの施策検討

・消防ポンプ車更新（1
台）

・団員確保のための啓発実
施

・消防団組織維持向上のた
めの施策検討

1-6-14-② 3か年事業費計

総務課 8,500 ― ― 8,500

・エリアメールキャリア拡
充の実施

・防災無線デジタル化検討

・防災無線個別受信機検討

・職員防災訓練の実施

・防災無線デジタル化検討

・防災無線個別受信機検討

・職員防災訓練の実施

継続

3か年事業費計

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

地域防災計画の見直
し

・地域防災計画の改定

・パブリックコメント実施

・計画改定の住民周知

・計画書に沿った災害対策
検討

継続

新規事業

1-6-14-①

①

②

③

④

事業名称
向こう3か年事業計画

基本施策 6

施　 策 14

　利根町地域防災計画は、平成11年2月に大幅な見直しを図り、以降、毎年度見直しを実施してきたが、法改正や
平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受け、災害時の対応体制の強化と住民の避難場所の確保。また、被災
者への対応等を検討し、自主防災組織の在り方を含め現行の地域防災計画の改正を行います。
　また、消防団員の確保と計画的な施設整備を行い消防機能の維持向上を推進します。

基本方針 1

防災体制の充実
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単位：千円

総務課 ― ― ― ―

1-6-14-④ 3か年事業費計

救急高度化の推進

　稲敷地方広域市町村圏事
務組合で進める救急高度化
推進計画に基づき設備の救
急高度化する。

継続 継続

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度
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安全で快適な住みよいまちづくり

災害に強いまちづくり

●施策の目的

●主な取組内容

避難場所の確保

防災設備の整備・充実

消防水利の整備拡充

●事業内容 単位：千円

総務課 3,000 3,000 3,000 9,000

継続事業

1-6-15-③ 3か年事業費計

都市建設課 9,364 ― ― 9,364

消防水利の整備拡充

・消防水利の適正管理

・消火栓の拡充検討と必要
箇所への設置

継続 継続

1-6-15-② 3か年事業費計

総務課 ― ― ― ―

防災設備の整備・充
実

・河川都市基盤整備事業 継続 継続

継続事業

避難場所の確保

・特設公衆電話の設置

・避難場所の検証

・福祉避難所の拡充検討

・避難場所の定期的な住民
周知

・福祉避難所の拡充検討

・避難場所の定期的な住民
周知

・福祉避難所の拡充 臨時的事業

1-6-15-① 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 6

施　 策 15

　年次計画に基づき消防水利の不足している地域に消火詮、防火水槽を設置します。また、防火水槽の耐震化を推進
し、災害時の防火・飲料用水の確保に努めます。さらに、利根川・小貝川の超過洪水による破堤を防ぎ、町民の生命
財産を守るための押付新田地先の河川都市基盤整備事業を促進します。

防災施設の整備充実

基本方針 1
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安全で快適な住みよいまちづくり

交通安全・防犯体制の充実

●施策の目的

●主な取組内容

交通安全意識の啓発と危険箇所の点検

交通安全関係団体の育成

高齢者や子どもの交通安全対策

●事業内容 単位：千円

総務課 15 15 15 45

総務課 136 140 140 416

1-7-16-③ 3か年事業費計

・園児，児童への交通安全
教室の実施

・通学路立哨の実施

・高齢者ゲートボール大会
を開催し，交通安全教室を
開催

継続 継続

高齢者や子どもの交
通安全対策

継続事業

1-7-16-② 3か年事業費計

総務課 1,360 1,400 1,400 4,160

交通安全関係団体の
育成

・関係団体の研修会への参
加促進

継続 継続

継続事業

交通安全意識の啓発
と危険箇所の点検

・交通安全街頭キャンペー
ンの実施

・交差点での立哨の実施

・通学路の危険個所の合同
点検の実施

継続 継続

継続事業

1-7-16-① 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 7

施　 策 16

基本方針 1

　町民が安全に活動できるまちづくりを目指して、取手地区交通安全協会や交通安全母の会などの交通安全関係団
体、関係機関、交通指導隊と連携しながら交通マナーの向上、交通安全意識の高揚を図るなど交通安全対策に取り組
みます。

交通安全意識の高揚
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安全で快適な住みよいまちづくり

交通安全・防犯体制の充実

●施策の目的

●主な取組内容

防犯活動の展開

防犯灯の整備推進

消費生活相談の充実

●事業内容 単位：千円

継続事業

経済課 463 463 463 1,389

1-7-17-③ 3か年事業費計

総務課 4,348 4,350 4,350 13,048

消費生活相談の充実

・消費生活相談窓口の実施 継続 継続

1-7-17-② 3か年事業費計

総務課 417 420 420 1,257

防犯灯の整備推進

・防犯灯の維持管理の実施 継続 継続

継続事業

防犯活動の展開

・防犯パトロ－ルの実施

・警察署との連携による防
犯啓発キャンペーンの実施

継続 継続

継続事業

1-7-17-① 3か年事業費計

①

②

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 7

施　 策 17

　犯罪の未然防止にため、学校や社会教育の場等を通じて防犯教育を推進するとともに、警察や防犯連絡員協議会、
セーフティ・マイタウンチーム等との連携により、町民ぐるみの防犯活動を展開していきます。
　また、児童生徒の通学路や各地区間の道路において、犯罪及び事故防止のため防犯灯の整備を推進します。

基本方針 1

防犯の充実
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 14　国民年金制度の適正な運営
 ①　国民年金制度の周知

 ②　国民年金相談業務の充実

 12　介護保険制度の健全な運営

 ①　介護保険制度の周知

 ②　介護サービスの充実

 ③　介護サービスの適正化

 13　医療福祉費支給制度（マル福）の適正な運営
 ①　医療福祉費支給制度の周知

 ②　医療福祉費支給制度の円滑な運営

 10　国民健康保険制度の健全な運営

 ①　国民健康保険税収納率の向上

 ②　医療費の適正化

 ③　保健事業の充実

 11　後期高齢者医療制度の適正な運営

 ①　後期高齢者医療保険制度の周知

 ②　後期高齢者医療保険料収納率の向上

 ③　後期高齢者健康診査の推進

 8　障がい者を支える体制の充実

 ①　障がい者への相談体制の充実

 ②　障がい者の日常生活支援

 ③　障がい者の社会参加支援

 9　生活困窮者への支援
 ①　生活困窮者の相談体制の充実

 ②　生活保護の実施と自立支援

 7　高齢者を支える体制の充実

 ①　高齢者の社会参加機会の拡大

 ②　高齢者世帯の在宅生活支援

 ③　介護予防および認知症対策の推進

 ④　地域包括支援センターの充実

 5　地域福祉の充実
 ①　福祉を支える人材の育成

 ②　社会福祉関係団体の育成

 6　子育て環境の充実

 ①　地域における子育て支援

 ②　児童虐待の早期発見・早期対応

 ③　保育サービスの充実

 ④　子育て家庭への経済的支援

 ②　感染症予防体制の充実

 ③　生活習慣病予防対策の充実

 4　医療体制の充実
 ①　地域医療体制の充実

 ②　救急医療体制の充実

 3　社会保障制度の充実

 2　福祉施策の推進

基本方針2：安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 1　健康づくりの推進

 1　健康づくりの支援
 ①　健康づくり啓発の推進

 ②　食育の推進

 ③　こころの健康づくりの推進

 2　母子保健の充実
 ①　妊婦・乳幼児の健診相談の推進

 ②　親子療育指導・相談の推進

 3　保健予防対策の充実

 ①　健康診査受診の勧奨
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

健康づくり啓発の推進 継続事業

こころの健康づくり
の推進

継続事業

　健康づくりの要でもある次世代から高齢者に至るまで、すべての年代の方々が健康生活を送れるよう「食育の推
進」、「運動習慣づくり」及び「疾病予防と健康管理」などを重視して計画策定を行い、地域ぐるみの健康づくりを
推進します。
　町民が誰もが相談しやすい身近な窓口、相談機能の充実を図ります。また、こころの健康についての正しい知識の
普及啓発を図ります。

保健福祉センター 761 761 761 2,283

2-1-1-③ 3か年事業費計

保健福祉センター 350 350 350 1,050

・精神保健相談日の開設
（月1回）

・自殺予防対策として，こ
ころの健康づくり啓発（健
康づくりカレンダー全戸配
布）

・ゲートキーパー養成講座
の開催

・ひきこもり者のためのフ
リースペースを開設（社
協）

継続 継続

2-1-1-② 3か年事業費計

保健福祉センター 126 30 30 186

・食生活改善推進員の養成

・健康づくり推進のための
啓発（健康料理教室・食育
教室・地産地消の推進・地
場産業フェステバルへの参
加）

継続 継続

食育の推進 継続事業

・健康づくり計画策定会議
を開催し、第3期計画を策
定する

・健康づくりに関する啓発
（通年）

・健康づくり推進協議会を
開催し進行管理を行う

・健康づくりに関する啓発
（通年）

2-1-1-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

① 健康づくり啓発の推進

② 食育の推進

③ こころの健康づくりの推進

基本施策 1 健康づくりの推進

施　 策 1 健康づくりの支援

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

・健康づくり計画アンケー
ト調査

・健康づくり推進協議会を
開催し進行管理を行う

・健康づくりに関する啓発
（通年）
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

　乳幼児の健全な育成を図るとともに、出産・育児にともなう不安を軽減するため、妊産婦や乳幼児に関する健康診
査と事後フォロー体制、相談・指導体制の充実、新生児・産婦に対する訪問指導の強化など、母子保健の充実を目指
します。

保健福祉センター 1,832 1,832 1,832 5,496

2-1-2-② 3か年事業費計

保健福祉センター 10,661 10,661 10,661 31,983

　発達支援のための親子療
育教室や個別相談を実施す
る。（２歳児・3歳児集団
教室の開催、保育園幼稚園
巡回発達相談・親子個別相
談）

継続 継続

親子療育指導・相談
の推進

継続事業

平成27年度
　子育て支援として、各乳
幼児期の健診等を行い、相
談支援の体制を充実させ
る。
（3.4か月児健診、1.6歳児
健診、3歳児健診、6.7か月
児相談、育児相談）

継続 継続

2-1-2-① 3か年事業費計

妊婦・乳幼児の健康
相談の推進

継続事業

① 妊婦・乳幼児の健康相談の推進

② 親子療育指導・相談の推進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 1 健康づくりの推進

施　 策 2 母子保健の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

感染症予防体制の充
実

継続事業

　生活習慣病の増加や心の健康問題など、乳幼児期から高齢期に至るまでの各ライフステージに応じた健康管理の充
実に努め、それぞれの疾患の特性に応じたきめ細かい保健予防対策の充実を図ります。また、子育て支援事業の一環
として、子どもを感染症から守るために定期予防接種の接種率向上と任意予防接種の費用助成、感染症に関する正し
い知識の普及啓発を行います。

保健福祉センター 1,050 1,050 1,050 3,150

2-1-3-③ 3か年事業費計

保健福祉センター 50,608 50,608 50,608 151,824

・健診後は健康教育・健康
相談などの保健指導を実施

・講演会を開催し、普及啓
発を行う

・国保被保険者に対し、特
定健診・特定保健指導を実
施

継続 継続

2-1-3-② 3か年事業費計

保健福祉センター 12,851 12,851 12,851 73,482

・定期、任意予防接種の実
施
（乳幼児、高齢者等）

・新型インフルエンザ等の
感染症対策（感染拡大防止
のための普及啓発）

・新型インフルエンザ対策
行動計画の改定

継続 継続

健康診査受診の勧奨

・各種健診の実施（健康診
査、各種がん検診、骨粗鬆
症検診)

・20～60歳の節目年齢者
に子宮がん・乳がん・大腸
がん無料クーポン券を配布
し受診勧奨を行う

継続 継続

継続事業

2-1-3-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

① 健康診査受診の勧奨

② 感染症予防体制の充実

③ 生活習慣病予防対策の充実

基本施策 1 健康づくりの推進

施　 策 3 保健予防対策の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

生活習慣病予防対策
の充実

継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

保健福祉センター 6,149 6,149 6,149 18,447

2-1-4-② 3か年事業費計

国保診療所 ― 3,600 3,600 7,200

・取手・守谷・利根地域医
療協議会の開催

・取手北相馬休日・夜間緊
急診療所の運営

・常総地域病院群輪番制の
運営

・常総地域小児救急医療輪
番制の運営

継続 継続

平成27年度
・疾病等の早期発見・早期
治療

・専門医療機関の紹介

・広域医療機関との連携

・疾病等の早期発見・早期
治療

・専門医療機関の紹介

・広域医療機関との連携

・内視鏡システム機器交換
リース

継続

2-1-4-① 3か年事業費計

地域医療体制の充実 継続事業

　 高齢化の進展や疾病構造の変化に伴う医療ニーズの多様化、高度化により的確に対応できるよう医療機関との
ネットワークをより強固なものとし、在宅医療や保健予防対策など地域医療体制の充実を図ります。また、休日・夜
間の診療体制と救急医療体制についても広域医療機関と連携を強化します。

① 地域医療体制の充実

② 救急医療体制の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 1 健康づくりの推進

施　 策 4 医療体制の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

救急医療体制の充実 継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

福祉課 5,483 5,483 5,483 16,449

2-2-5-② 3か年事業費計

保健福祉センター 503 503 503 1,509

社会福祉関係団体の
育成

・地域ケアシステム推進事
業の充実

継続 継続

継続事業

平成27年度
・福祉ボランティア育成・
研修会等の実施
（利根フリフリクラブ、シ
ルバーリハビリ体操，３級
ヘルパー養成，リ・スター
ト養成，傾聴ボランティ
ア，ふれあいサロン等）

継続 継続

2-2-5-① 3か年事業費計

福祉を支える人材の
育成

継続事業

地域福祉を充実させるには、さまざまな福祉課題を行政だけではなく広く関係者とともに町民が協働して解決してい
きながら地域を活性化していくプロセスが大切です。増大・多様化・複雑化する地域の福祉ニーズに応えていくため
に、様々な福祉活動を担うボランティア育成とその活動を支援します。

① 福祉を支える人材の育成

② 社会福祉関係団体の育成

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 福祉施策の推進

施　 策 5 地域福祉の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

2-2-6-④ 3か年事業費計

福祉課 40,898 40,898 40,898 122,694

・子育て応援手当の支給見
込
（支給対象期間15年間）
継続支給対象者　12３人
新規支給対象者　　55人

・子育て応援手当の支給見
込
（支給対象期間15年間）
継続支給対象者　1７８人
新規支給対象者　　5０人

・子育て応援手当の支給見
込
（支給対象期間15年間）
継続支給対象者　２２８人
新規支給対象者　　5０人

地域における子育て
支援

福祉課 8,559 10,844 13,154 32,557

2-2-6-③ 3か年事業費計

福祉課 ― ― ― ―

　低年齢児保育、障害児保
育、延長保育、地域子育て
支援センター事業、小学生
を対象にした学童保育の推
進など保育ニーズに対応し
た保育環境の充実。

継続 継続

2-2-6-② 3か年事業費計

福祉課 ― ― ― ―

児童虐待の早期発
見・早期対応

　利根町子ども虐待等対策
地域協議会および学校など
との連携を図りながら早期
発見・早期対応。

継続 継続

継続事業

　利根町次世代育成支援対
策地域行動計画に基づき、
地域で支える子育て支援の
充実や、健やかな成長を育
む環境づくりの推進、子ど
もと親の健康づくりの推進
等を実施。

継続 　子ども・子育て支援新制
度に基づき、「幼児期の学
校教育・保育・地域の子育
て支援」を実施。

2-2-6-① 3か年事業費計

継続事業

④ 子育て家庭への経済的支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　仕事と生活の調和の実現や就労と子育ての両立、家庭における子育てを包括的に支援する枠組みの構築などを踏ま
え、家庭や地域で人と人とが共に支え合い子どもを健やかに産み育てることのできるまちづくりを推進します。

① 地域における子育て支援

② 児童虐待の早期発見・早期対応

③ 保育サービスの充実

基本施策 2 福祉施策の推進

施　 策 6 子育て環境の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

子育て家庭への経済
的支援

継続事業

保育サービスの充実 継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

高齢者の社会参加機
会の拡大

継続事業

高齢者世帯の在宅生
活支援

継続事業

福祉課 2,424 2,424 2,424 7,272

2-2-7-② 3か年事業費計

福祉課 2,449 2,449 2,449 7,347

・独居老人の見守り事業と
してヤクルト配付時の安否
確認や緊急通報装置の設置

・ひとりぐらし高齢者台帳
の整備

・民生委員との連携

継続 継続

・老人クラブの拡充・活性
化
　 21クラブ（会員の増）
　 老人クラブが実施する
　 老人大学や演芸大会の支
援

・老人福祉週間記念事業実
施

・敬老会開催事業実施

継続 継続

2-2-7-① 3か年事業費計

④ 地域包括支援センターの充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　高齢者が住みなれた地域で安心して日常生活を営むことができるよう地域ぐるみで支えていきます。また、高齢者
がいつまでも健康で自立した生活をおくることができるよう、行政と住民が協働で健康づくりや介護予防に取り組め
るような環境づくりを構築します。
  さらに、高齢者の社会参加を促進していくため、健康づくりや生きがいづくり事業を実施している団体活動を支援
します。

① 高齢者の社会参加機会の拡大

② 高齢者世帯の在宅生活支援

③ 介護予防および認知症対策の推進

基本施策 2 福祉施策の推進

施　 策 7 高齢者を支える体制の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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単位：千円

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

保健福祉センター 4,765 4,765 4,765 14,295

2-2-7-④ 3か年事業費計

保健福祉センター 10,151 10,151 10,151 30,453

・地域包括支援センターの
運営

・総合相談事業・権利擁護
事業
包括的・継続的ケアマネジ
メント事業

・介護予防ケアマネジメン
ト事業

継続 継続

2-2-7-③ 3か年事業費計

・虚弱な高齢者や障害者を
対象に機能回復訓練など実
施

・要介護に陥るリスクの高
い高齢者を対象に運動機
能・口腔機能・栄養・認知
機能などの改善を目的とし
た教室を実施

継続 継続

介護予防および認知
症対策の推進

継続事業

地域包括支援セン
ターの充実

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

障がい者の日常生活
支援

継続事業

障がい者の社会参加
支援

福祉課 484 484 484 1,452

2-2-8-③ 3か年事業費計

福祉課 6,970 6,970 6,970 20,910

・屋外での移動が困難な方
へヘルパーを派遣し外出を
支援

・聴覚に障がいのある方に
手話通訳者を派遣

継続 継続

2-2-8-② 3か年事業費計

福祉課 30 80 80 190

・日常生活用具（ストマ用
装具等）や補装具（車イス
等）の購入費用支給

・重度障がい者住宅リ
フォーム費の助成

・重度障がい者在宅介護慰
労金の支給。

継続 継続

・地域活動支援センターⅠ
型による相談支援

・平成25年度から指定特
定相談支援事業所による、
福祉サービス利用計画の作
成（対象者を順次拡大）

・地域活動支援センターⅠ
型による相談支援

・平成26年度から福祉
サービス利用者全員に利用
計画を作成

継続

2-2-8-① 3か年事業費計

障がい者への相談体
制の充実

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

障がいを持った方が家庭や地域社会の中で安心して生活できるよう、福祉サービスを利用する際の相談支援や自立の
幅を広げるための日常生活支援、地域社会とのつながりをサポートする社会参加支援の充実を図ります。

① 障がい者への相談体制の充実

② 障がい者の日常生活支援

③ 障がい者の社会参加支援

基本施策 2 福祉施策の推進

施　 策 8 障がい者を支える体制の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

　民生委員との連携強化により実態を把握するとともに、関係機関と連携した生活指導・相談体制の充実を図りま
す。また、茨城県県南県民センター地域福祉室の指導のもと、各種制度の適切な運用と支援を進め対象者の自立を促
します。

福祉課 ― ― ― ―

2-2-9-② 3か年事業費計

福祉課 ― ― ― ―

生活保護の実施と自
立支援

・生活保護受給世帯への相
談・指導・自立支援の実施

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

平成27年度

生活困窮者の相談体
制の充実

・無料法律相談の実施

・他制度の活用紹介

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

2-2-9-① 3か年事業費計

① 生活困窮者の相談体制の充実

② 生活保護の実施と自立支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 福祉施策の推進

施　 策 9 生活困窮者への支援

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

保険年金課・保健福祉センター 25,456 25,456 25,456 76,368

2-3-10-③ 3か年事業費計

保険年金課 1,029 1,029 1,029 3,087

・特定健康診査・特定保健
指導の実施率の向上

・健康診査受診率48％
・保健指導実施率44％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康家庭表彰

・特定健康診査・特定保健
指導の実施率の向上

・健康診査受診率51％
・保健指導実施率48％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康家庭表彰

・特定健康診査・特定保健
指導の実施率の向上

・健康診査受診率54％
・保健指導実施率52％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康家庭表彰

2-3-10-② 3か年事業費計

保険年金課・税務課 1,562 1,562 1,562 4,686

・レセプトの点検の充実

・受診状況・医療費の額の
通知

・ジェネリック医薬品の普
及促進

継続 継続

国民健康保険税収納
率の向上

・口座振替の推進

・悪質な滞納者への差押え
の実施

・短期被保険者証・資格証
明書の発行と納付相談の実
施

・収納率　92.63％

・口座振替の推進

・悪質な滞納者への差押え
の実施

・短期被保険者証・資格証
明書の発行と納付相談の実
施

・収納率92.72％

・口座振替の推進

・悪質な滞納者への差押え
の実施

・短期被保険者証・資格証
明書の発行と納付相談の実
施

・収納率92.80％

継続事業

2-3-10-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

国民健康保険制度の周知、啓発を図るとともに、町民が安心して医療を受けることができる環境を維持するため、医
療費の適正化及び保健事業を推進し、国保財政の安定的な運営を図ります。

① 国民健康保険税徴収率の向上

② 医療費の適正化

③ 保健事業の充実

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 10 国民健康保険制度の健全な運営

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

保健事業の充実 継続事業

医療費の適正化 継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

保険年金課 5,398 5,398 5,398 16,194

2-3-11-③ 3か年事業費計

保険年金課 993 993 993 2,979

・健康診査の受診率の向上

・健康診査受診率　18.2%

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・受診券の送付の際にパン
フレットを同封

・健康診査の受診率の向上

・健康診査受診率　18.3％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・受診券の送付の際にパン
フレットを同封

・健康診査の受診率の向上

・健康診査受診率　18.4％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・受診券の送付の際にパン
フレットを同封

後期高齢者健康診査
の推進

継続事業

2-3-11-② 3か年事業費計

保険年金課 ― ― ― ―

後期高齢者医療保険
料収納率の向上

・短期被保険者証の発行と
納付相談の実施

・収納率　99.71％

・短期被保険者証の発行と
納付相談の実施

・収納率　99.77％

・短期被保険者証の発行と
納付相談の実施

・収納率　99.83％ 継続事業

後期高齢者医療制度
の周知

・保険証交付の際にパンフ
レット同封

・町ホームページの充実

・出前講座の実施

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

2-3-11-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

後期高齢者医療制度の周知、啓発を図るとともに、茨城県後期高齢者医療広域連と連携し、高齢者医療制度に関する
受付事務や保険料の徴収など、円滑な運営に取り組みます。

① 後期高齢者医療制度の周知

② 後期高齢者医療保険料収納率の向上

③ 後期高齢者健康診査の推進

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 11 後期高齢者医療制度の適正な運営

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

福祉課 ― ― ― ―

2-3-12-③ 3か年事業費計

福祉課 ― 250 ― 250

介護サービスの適正
化

・介護認定調査票の確認

・要介護認定者のケアプラ
ンの確認

継続 継続

継続事業

2-3-12-② 3か年事業費計

福祉課 ― ― 1,402 1,402

・近隣の広域型施設サービ
ス事業所や市町村との連携
を図りながら利用者への情
報提供を行う

・適正なサービスの利用者
への周知

・近隣の広域型施設サービ
ス事業所や市町村との連携
を図りながら利用者への情
報提供を行う

・適正なサービスの利用者
への周知

・高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画の策定

・近隣の広域型施設サービ
ス事業所や市町村との連携
を図りながら利用者への情
報提供を行う

・適正なサービスの利用者
への周知

介護サービスの充実 継続事業

介護保険制度の周知

・町ホームページへの掲載 ・町ホームページへの掲載 ・介護保険パンフレット
「みんなのあんしん介護保
険・わかりやすい利用の手
引き」発行

・町ホームページへの掲載

継続事業

2-3-12-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　要介護者及び介護者の多様化するニーズに対し、適正な介護サービスの供給に努めるとともに、制度の内容や各種
手続きについても啓発を推進することで介護保険制度の円滑な運用を図ります。また、町の介護保険制度と高齢者の
現状について把握し、法令に基づき「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定することで、高齢者福祉の
充実と介護保険サービスの計画的かつ適正な運用を実施します。

① 介護保険制度の周知

② 介護サービスの充実

③ 介護サービスの適正化

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 12 介護保険制度の健全な運営

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

② 医療福祉費支給制度の円滑な運営

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 13

医療福祉費支給制度の周知、啓発を図るとともに、対象者が必要としている医療を容易に受けることができるよう
に、県・町制度の補助対象となる小児、就学児、妊産婦、重度心身障害者等およびひとり親家庭に対する医療費の適
切な助成を行います。

① 医療福祉費支給制度の周知

医療福祉費支給制度（マル福）の適正な運営

保険年金課 101,670 101,670 101,670 305,010

2-3-13-② 3か年事業費計

保険年金課 18 18 18 54

医療福祉費支給制度
の円滑な運営

・小児，就学児，妊産婦，
重度心身障害者等および ひ
とり親家庭に対する医療費
の一部助成

継続 継続

継続事業

平成27年度
・広報紙への掲載

・掲載回数　３回

・パンフレットの配布

・ホームページの充実

・出前講座の実施

継続 継続

2-3-13-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

医療福祉費支給制度
の周知

継続事業

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

保険年金課 ― ― ― ―

2-3-14-② 3か年事業費計

保険年金課 22 22 22 66

国民年金相談業務の
充実

・土浦年金事務所と協力連
携のもと相談業務の質の向
上

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

平成27年度

国民年金制度の周知

・制度内容を広報紙へ掲載

・掲載回数　10回

・町ホームページの充実

・パンフレットの配布

継続 継続

継続事業

2-3-14-① 3か年事業費計

国民年金制度の周知、啓発を図るとともに、町民が安心して老後の生活を送ることができるように、土浦年金事務所
と協力連携のもと、各種申請・届出の受付や相談業務の充実を図ります。

① 国民年金制度の周知

② 国民年金相談業務の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 14 国民年金制度の適正な運営

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり
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 4　文化・スポーツの振興

 11　文化活動の振興

 ①　文化活動の支援

 ②　文化イベントの充実

 ③　文化施設の整備と利用促進

 12　歴史的財産の保全
 ①　文化財の保護

 ②　伝統文化の保存・継承

 13　生涯スポーツの推進

 ①　スポーツ・レクリエーション活動の促進

 ②　スポーツ団体・指導者の育成

 ③　スポーツ・レクリエーション施設の充実

 8　家庭・地域社会との連携強化

 ①　地域ぐるみで育てる体制づくり

 ②　学校安全対策の推進

 ③　地域に開かれた学校づくり

 ④　青少年の健全育成

 3　生涯学習の推進

 9　生涯学習活動の推進
 ①　生涯学習意識の高揚

 ②　自主的な生涯学習活動の支援

 10　生涯学習環境の整備充実
 ①　社会教育施設の整備充実

 ②　生涯学習の機会と場の提供

 6　学校給食の充実
 ①　給食内容の充実

 ②　学校給食施設・設備の充実

 7　学校保健の充実
 ①　心身の健康管理対策の充実

 ②　体力づくりの促進

 ⑥　教職員の資質向上

 ②　男女平等意識の啓発

 ③　相談窓口の設置及び推進体制の強化

 2　学校を中心とした教育

 3　就園・就学支援の充実
 ①　就園支援の充実

 ②　就学支援の充実

 4　義務教育環境の整備
 ①　教育施設・設備の充実

 ②　適正な学校規模の維持

 5　義務教育内容の充実

 ①　確かな学力を身につけさせる教育の推進

 ②　豊かなこころを育む教育の推進

 ③　健康や体力を育む教育の推進

 ④　社会の変化に適切に対応できる教育の推進

 ⑤　自立と社会参加を目指す特別支援教育の推進

基本方針3：豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 1　人権の尊重

 1　人権尊重の充実
 ①　人権教育の推進

 ②　人権啓発の推進

 2　男女共同参画社会の推進

 ①　男女共同参画基本計画に基づく施策の推進
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

① 人権教育の推進

　人権問題などの講演会を通してさまざまな人権問題について正しい知識と理解を深め、人権啓発を推進するととも
に、差別のない明るい社会の構築を図ります。
　ＤＶ、いじめ、体罰、虐待等を早期発見するため関係機関との連絡強化、差別事件や人権侵害への対策について適
切に対応できるネットワーク体制の整備を図ります。

福祉課 180 180 180 540

継続事業

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

基本施策 1 人権の尊重

・同和・人権問題研修会へ
の参加

・いじめ問題解消に向けた
生徒指導研修会

・いじめのアンケートの実
施

継続 継続

人権教育の推進 継続事業

施　 策 1 人権尊重の充実

② 人権啓発の推進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

3-1-1-① 3か年事業費計

学校教育課 ― ― ― ―

人権啓発の推進

・人権問題講演会の開催 継続 継続

3-1-1-② 3か年事業費計
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

豊かなこころと創造性あふれるまちづくり3基本方針

企画財政課 ― ― ― ―

3-1-2-③ 3か年事業費計

企画財政課 ― ― ― ―

相談窓口の設置及び
推進体制の強化

・女性問題相談員研修会へ
の参加

継続 継続

新規事業
(人件費事業）

3-1-2-② 3か年事業費計

企画財政課 315 789 306 1,410

・町ホームページに，男女
共同参画に関する情報の掲
載

・図書館に男女共同参画コ
ナーを設置

・講座や研修会の案内を配
布

・職員研修会の実施

・町ホームページの内容充
実

・図書館関連図書蔵書数の
増冊

・講座や研修会の案内を配
布

継続

男女平等意識の啓発 継続事業

・男女共同参画推進協議会
の設置要綱を制定、及び推
進委員の任命

・男女共同参画社会の推進
に伴なう住民意識調査の実
施・内容の公表

・担当職員の研修会参加

・計画策定に向けた協議検
討

・男女共同参画基本計画書
を策定する。

・男女共同参画社会実現に
向けた推進活動の実施

3-1-2-① 3か年事業費計

男女共同参画基本計
画に基づく施策の推
進

新規事業

平成26年度 平成27年度

　男女が共に責任を分かち合い、平等な社会活動が行えるまちを目指します。

① 男女共同参画基本計画に基づく施策の推進

② 男女平等意識の啓発

③ 相談窓口の設置及び推進体制の強化

基本施策 1 人権の尊重

施　 策 2 男女共同参画社会の推進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

学校教育課 4,382 4,382 4,382 13,146

3-2-3-② 3か年事業費計

学校教育課 18,721 18,721 18,721 56,163

　経済的な理由により、公
立小中学校への就学が困難
な児童又は生徒の保護者に
対し、学校教育に必要な学
用品費、医療費、学校給食
費等の補助を行う。

・要・準要保護生徒就学援
助費

継続 継続

就学支援の充実 継続事業

平成27年度
　私立幼稚園に通う満3歳
児から5歳児の保護者に対
し経済的負担を軽減するた
め、その所得等に応じ保育
料の減免を行う。

・私立幼稚園就園奨励補助
金
　　165名

継続 継続

3-2-3-① 3か年事業費計

就園支援の充実 継続事業

　私立幼稚園や公立小中学校への就園・就学について、経済的な理由から就園・就学が困難な家庭に対し、保育料の
減免や学用品費等の補助を行います。

① 就園支援の充実

② 就学支援の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 学校を中心とした教育

施　 策 3 就園・就学支援の充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

学校教育課 ― ― ― ―

3-2-4-② 3か年事業費計

学校教育課 20,687 48,007 24,437 93,131

　町内の宅地開発がほぼ完
了したことから，今後は各
地区別における出生数など
を考慮しながら，通学区域
のあり方について検討す
る。

継続 継続

適正な学校規模の維
持

継続事業

平成27年度
・利根中校舎屋根改修設計
業務委託

・利根中図書室空調機設置
工事

・利根中プールろ過装置補
修工事

・文間小・文小プールろ過
装置補修工事

・布川小図書室空調機設置
工事

・布川小プールろ過装置交
換工事

・利根中校舎屋根改修工事

・利根中工事監理委託

・利根中校舎外壁補修工事

・利根中駐輪場塗装改修工
事

・文小プールろ過装置交換
工事

・利根中体育館床塗装工事

・利根中体育館屋根塗装工
事

・利根中プールろ過装置交
換工事

・文小図書室空調機器設置
工事

・文間小図書室空調機器設
置工事

3-2-4-① 3か年事業費計

教育施設・設備の充
実

投資的事業

　老朽施設の改修などを計画的に進めるとともに、余裕教室の有効活用を図ります。また、教育内容や指導方法の変
化に対応した教育機器、機材、備品等の整備充実を図ります。

① 教育施設・設備の充実

② 適正な学校規模の維持

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 学校を中心とした教育

施　 策 4 義務教育環境の整備

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

8,400 25,200学校教育課 8,400 8,400

学校教育課 5,414 5,414 5,414 16,242

・外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）配置事業

継続 継続
社会の変化に適切に
対応できる教育の推
進

継続事業

3-2-5-④ 3か年事業費計

健康や体力を育む教
育の推進

継続事業

3-2-5-③ 3か年事業費計

3-2-5-② 3か年事業費計

学校教育課 4,213 4,213 4,213 12,639

・体力テスト実施事業

・学校集団検診事業

・スポーツ障害保険への加
入

継続 継続

学校教育課 14,926 14,926 14,926 44,778

豊かなこころを育む
教育の推進

・特別支援教育支援員派遣
事業

継続 継続

継続事業

・「個」に応じた指導・学
習形態の確立

・学びの広場サポートプラ
ン等学力向上推進事業

継続 継続

3-2-5-① 3か年事業費計

確かな学力を身につ
けさせる教育の推進

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

④ 社会の変化に適切に対応できる教育の推進

⑤ 自立と社会参加を目指す特別支援教育の推進

⑥ 教職員の資質向上

③ 健康や体力を育む教育の推進

基本施策 2 学校を中心とした教育

施　 策 5 義務教育内容の充実

① 確かな学力を身につけさせる教育の推進

② 豊かなこころを育む教育の推進

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

　教育委内容充実のため、学校の活性化を図るとともに児童生徒の学力向上、健康増進に向けた取り組みを実施しま
す。また、教職員の資質の向上に努めます。
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単位：千円

2,898966966966学校教育課

継続事業

・障害児就学指導事業

・障害児就学指導委員会の
開催

継続 継続

平成27年度

・利根町教育研究会の実施

・各種教育研修への参加

継続 継続

3-2-5-⑥ 3か年事業費計

学校教育課 314 314 314 942

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

教職員の資質向上

自立と社会参加を目
指す特別支援教育の
推進

継続事業

3-2-5-⑤ 3か年事業費計
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

3-2-6-② 3か年事業費計

学校教育課 14,235 17,000 13,000 44,235

学校教育課 13,690 13,690 13,690 41,070

・布川小真空冷却機購入

・利根中真空冷却機購入

・利根中・布川小器具殺菌
庫購入

・布川小三層シンク購入

・その他各学校給食備品購
入

・利根中洗浄機購入

・利根中ガスコンベクショ
ン購入

・その他各学校給食備品購
入

・文小蒸気回転釜購入

・文間小フライヤー購入

・文間小包丁まな板抗菌庫
購入

・文間小三層シンク購入

・その他各学校給食備品購
入

学校給食施設・設備
の充実

平成27年度

給食内容の充実

・給食広報の発行（毎月）

・栄養士会議の実施

・学校調理師研究大会

継続 継続

継続事業

3-2-6-① 3か年事業費計

① 給食内容の充実

② 学校給食施設・設備の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 学校を中心とした教育

施　 策 6 学校給食の充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

  学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスの取れた豊かな食事を提供すること
により、健康の増進、体位の向上を図ります。また、給食の時間には、学級の仲間と楽しく会食することや、衛生面
に注意しながら準備や後片付けの活動を通して、児童生徒に望ましい食習慣と食に関する実践力を身につけることを
目的とします。

継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

　近年、生活習慣の変化や多様化により、日常生活においても体を動かす機会の減少や精神的なストレスの増大な
ど、心身両面にわたる健康上の問題を抱えた子供が増えてきています。子供の心身のバランスのとれた成長を図るに
は、体力の向上とともに、健康で安全な生活習慣を実践していくことが必要です。児童生徒たちの健やかな成長を促
すため保健管理の充実と運動習慣を確立し、心身の健全な発達を目指します。

事業費計 2,900 2,900 2,900 8,700

3-2-7-② 3か年事業費計

学校教育課・指導室 3,865 3,865 3,865 11,595

体力づくりの促進

・部活動等補助事業

・町内小学校陸上競技大会
の実施

継続 継続

継続事業

平成27年度

心身の健康管理対策
の充実

・児童・生徒健康管理事業 継続 継続

継続事業

3-2-7-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

① 心身の健康管理対策の充実

② 体力づくりの促進

基本施策 2 学校を中心とした教育

施　 策 7 学校保健の充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

162

学校安全対策の推進 継続事業

3-2-8-② 3か年事業費計

・通学用ヘルメット購入事
業

・避難訓練事業

・交通安全教室の実施

・小学生乗合タクシー送迎
事業

・学校防災力強化推進事業
に伴う講習会開催

・小中児童・生徒通学危険
箇所改修事業（3箇所）

・通学用ヘルメット購入事
業

・避難訓練事業

・交通安全教室の実施

・小学生乗合タクシー送迎
事業

・通学用ヘルメット購入事
業

・避難訓練事業

・交通安全教室の実施

・小学生乗合タクシー送迎
事業

学校教育課 3,568 3,568 3,568 10,704

学校教育課・指導室
生涯学習課

54 54 54

地域ぐるみで育てる
体制づくり

・児童登下校時見守りボラ
ンティア

・子育てを学ぶ家庭教育セ
ミナーの実施

継続 継続

継続事業

3-2-8-① 3か年事業費計

④ 青少年の健全育成

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　学校においては、教育を受ける者の発達段階に応じて、体系的かつ組織的な教育を受けることを通じて、知・徳・
体の調和の取れた能力の伸張を図ること。家庭においては、すべての教育の出発点として特に豊かな情操や基本的な
生活習慣、家族や他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的な倫理観、社会的なマナー、自制心や自立心を養
うこと。地域においては、日常的に行われる大人と子供の触れ合いや、それぞれの地域が有する歴史、伝統等を背景
とする様々な体験の機会を提供することなどにより、地域の構成員としての社会性、規範意識や自主性、創造性等の
豊かな人間性を養うことがそれぞれの役割として考えられる。それぞれがその重要な共通認識を持つこと。
  多様化する社会状況の中で、家庭教育の重要性を認識し、明るい家庭づくりを目指します。

① 地域ぐるみで育てる体制づくり

② 学校安全対策の推進

③ 地域に開かれた学校づくり

基本施策 2 学校を中心とした教育

施　 策 8 家庭・地域社会との連携強化

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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単位：千円

3-2-8-④ 3か年事業費計

学校教育課・指導室
生涯学習課

1,691 1,691 1,691 5,073

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

継続事業

学校教育課 49 49 49 147

青少年の健全育成

・心の教室相談事業
・青少年の非行防止活動(巡
回・啓発等)

継続 継続

地域に開かれた学校
づくり

継続事業

3-2-8-③ 3か年事業費計

・職場体験事業の実施

・救急医療普及講座体験学
習

・畑・田を利用した実習授
業

・福祉体験学習（認知症サ
ポーター研修）

・幼児とのふれあい体験学
習

継続 継続
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

生涯学習課 918 918 918 2,754

3-3-9-② 3か年事業費計

生涯学習課 288 288 288 864

自主的な生涯学習活
動の支援

・社会教育施設での各種講
座の開催

・自主的なサークル活動の
団体設立に対する支援

継続 継続

継続事業

平成27年度

生涯学習意識の高揚

・生涯学習ごあんないの発
行（全戸配布）

・町ホームページで、生涯
学習講座等の啓発を行う

継続 継続

継続事業

3-3-9-① 3か年事業費計

　自分に適した手段や方法により、生涯にわたり学習できるよう生涯学習の活動を支援します。また、住民のニーズ
に合った様々な分野での講座の充実に努め、より多くの人が参加できる体制づくりを推進します。

① 生涯学習意識の高揚

② 自主的な生涯学習活動の支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 3 生涯学習の推進

施　 策 9 生涯学習活動の推進

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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●施策の目的
　生涯学習の拠点となる施設の適切な維持管理と、利用者のニーズに対応できる機能や設備の充実を図ります。

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

生涯学習課 1,321 1,182 1,182 3,685

3-3-10-② 3か年事業費計

生涯学習課 4,720 5,300 16,000 26,020

・子ども読書活動の推進
　 ブックスタート事業
    学校図書室支援事業
    赤ちゃんコーナーの設置

・社会教育施設の利用団体
への貸出

・スポーツ少年団等へ体育
館等の学校施設の貸出

継続 継続

生涯学習の機会と場
の提供

継続事業

・図書館の蔵書の充実

・図書館施設修繕

・コミュニテイセンターの
外壁改修調査

・図書館の蔵書の充実

・図書館施設修繕
　
・コミュニテイセンター外
壁工事

・図書館の蔵書の充実

・図書館施設整備（消防設
備交換工事）

・図書館システムの充実
（ネットを活用したシステ
ムへ移行）

3-3-10-① 3か年事業費計

① 社会教育施設の整備充実

② 生涯学習の機会と場の提供

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本施策 3 生涯学習の推進

施　 策 10 生涯学習環境の整備充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

社会教育施設の整備
充実

継続事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

生涯学習課 5,123 3,996 3,996 13,115

3-4-11-③ 3か年事業費計

生涯学習課 1,041 1,041 1,041 3,123

・赤松宗旦旧居外塀修繕

・柳田國男記念公苑の外塀
修繕

・町ホームページで文化施
設利用促進の啓発

・赤松宗旦旧居建物管理

・柳田國男記念公苑の建物
管理

・町ホームページで文化施
設利用促進の啓発

継続

文化施設の整備と利
用促進

継続事業

3-4-11-② 3か年事業費計

生涯学習課 ― ― ― ―

文化イベントの充実

・秋のコンサート開催

・文化祭の開催

・図書館まつり

継続 継続

継続事業

文化活動の支援

・文化協会加入団体への施
設使用料の減免

継続 継続

継続事業

3-4-11-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　町民や文化団体が実施している芸術・文化活動に対して、練習・発表の場を提供し、自主的な活動を支援します。
また、秋のコンサートなど身近で優れた芸術文化に親しめるように、鑑賞の機会を提供していきます。

① 文化活動の支援

② 文化イベントの充実

③ 文化施設の整備と利用促進

基本施策 4 文化・スポーツの振興

施　 策 11 文化活動の振興

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

生涯学習課 221 221 221 663

3-4-12-② 3か年事業費計

生涯学習課 23 23 23 69

・資料館企画展の開催(利根
川図誌)

・利根地固め唄の保存・継
承

・町内外イベントに出演す
る

・文間小４年に授業の一環
として利根地固め唄保存会
会員が指導

継続 継続

伝統文化の保存・継
承

継続事業

平成27年度
・国、県、町指定の文化財
を保護する

・重要な文化財を町指定に
登録する

・文化財保護審議会の開催

継続 継続

3-4-12-① 3か年事業費計

文化財の保護 継続事業

　重要な文化財を後世に残すため保護するととともに、利根町立歴史民俗資料館において企画展を開催するなどし
て、次の世代に文化財を継承していきます。

① 文化財の保護

② 伝統文化の保存・継承

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 4 文化・スポーツの振興

施　 策 12 歴史的財産の保全

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

2,514

スポーツ・レクリ
エーション施設の充
実

・生涯学習センターに隣接
しているゲートボール場及
び野球場の保守管理

継続 継続

継続事業

3-4-13-② 3か年事業費計

生涯学習課 838 838 838

・スポーツ推進委員の研修
会及び指導員養成講習会へ
の参加

・スポーツ少年団認定員の
養成講習会への参加

・体育協会・スポーツ少年
団に対し体育施設の減免等
の実施

継続 継続

生涯学習課 ― ― ― ―

3-4-13-③ 3か年事業費計

生涯学習課 1,792 1,792 1,792

スポーツ団体・指導
者の育成

継続事業

5,376

継続 継続

3-4-13-① 3か年事業費計

スポーツ・レクリ
エーション活動の促
進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　スポーツ施設の充実や指導者の育成を進めるとともに、スポーツ推進委員，体育協会等との連携により町民スポー
ツ大会を開催し、町民だれもが気軽に運動できる環境づくりを推進します。

① スポーツ・レクリエーション活動の促進

② スポーツ団体・指導者の育成

③ スポーツ・レクリエーション施設の充実

継続事業

・町民運動会の開催

・駅伝大会の開催

・総合型地域スポーツクラ
ブへの支援（体育館の開
放・広報による啓発）

基本施策 4 文化・スポーツの振興

施　 策 13 生涯スポーツの推進

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり
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 ③　地域活性化イベントの推進

 ②　シルバー人材センターの推進

 ③　ハローワークと連携した雇用対策

 3　観光・イベントの振興

 7　観光資源の保全と活用

 ①　観光資源の保全

 ②　観光資源の効果的な活用

 ③　観光協会の充実と連携強化

 8　活性化イベントの充実

 ①　町民納涼花火大会の開催

 ②　文化・スポーツイベントの充実

2　商工業の振興

 4　商業の活性化支援

 ①　経営力向上の支援

 ②　商業の担い手の育成・支援

 ③　買い物環境の整備

 ③　他産業との連携

 5　工業の振興
 ①　中小企業事業資金信用保証料補助制度の推進

 ②　産業用地の検討

 6　雇用の促進

 ①　企業誘致による新たな雇用の創出

基本方針4：活力に満ちた人のふれあうまちづくり

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 1　農業の振興

 1　農業生産基盤の整備充実

 ①　基盤整備の推進

 ②　経営近代化への支援

 ③　優良農地の確保と有効利用の推進

 ④　栽培技術の向上促進

 2　多様な担い手の育成・支援
 ①　意欲ある農業者の育成・支援

 ②　集落営農などの育成・支援

 3　特色ある農業の形成

 ①　持続可能な農業生産の推進

 ②　地場農産物の生産・利用の推進
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 ― ― ― ―

4-1-1-④ 3か年事業費計

経済課 ― ― ― ―

栽培技術の向上促進

・県奨励品種（水稲）の周
知

・水稲生産省力化技術の周
知及び導入支援

継続 継続

継続事業

4-1-1-③ 3か年事業費計

経済課 ― ― ― ―

・農地転用規制の厳格化

・農地利用調整活動の推進

・耕作放棄地の再生利用支
援

継続 継続

優良農地の確保と有
効利用の推進

継続事業

4-1-1-② 3か年事業費計

経済課 55,700 50,890 39,860 146,450

経営近代化への支援

・複式簿記習得研修会の開
催

・家族経営協定の普及研修
会の開催

継続 継続

継続事業

・利根北部地区基盤整備

・利根町西部・南部地区基
盤整備推進

・豊田南用水地盤沈下対策

継続 継続

4-1-1-① 3か年事業費計

基盤整備の推進 継続事業

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

④ 栽培技術の向上促進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　農業生産におけるコスト低減と省力化、農地の高度利用促進を図りながら、担い手の育成に努め、地域の実情に応
じた規模の圃場整備と優良農地の確保を推進します。

① 基盤整備の推進

② 経営近代化への支援

③ 優良農地の確保と有効利用の推進

基本施策 1 農業の振興

施　 策 1 農業生産基盤の整備充実
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 ― ― ― ―

4-1-2-② 3か年事業費計

経済課 25,000 25,000 25,000 75,000

集落営農などの育
成・支援

・経営体育成支援事業制度
の周知及び活用支援

・集落営農等の組織化及び
法人化支援

継続 継続

継続事業

平成27年度

意欲ある農業者の育
成・支援

・生産調整助成金
・農業者の経営改善支援

継続 継続

継続事業

4-1-2-① 3か年事業費計

　農業の担い手である認定農業者、農業法人等の経営改善のための支援を行います。

① 意欲ある農業者の育成・支援

② 集落営農などの育成・支援

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 1 農業の振興

施　 策 2 多様な担い手の育成・支援

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 ― ― ― ―

4-1-3-③ 3か年事業費計

経済課 1,000 1,000 1,000 3,000

他産業との連携

・地場産農産物による加工
品開発支援

継続 継続

継続事業

4-1-3-② 3か年事業費計

経済課 ― ― ― ―

地場農産物の生産・
利用の推進

・利根町地産地消協力店の
募集

・地場産業フェスティバル
の開催

継続 継続

継続事業

・茨城の園芸産地改革支援
事業の周知及び活用支援

・エコファーマー認定制度
の周知及び取り組み支援

継続 継続

4-1-3-① 3か年事業費計

持続可能な農業生産
の推進

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　環境にやさしい農業の展開及び農産物の付加価値を高め、地産地消を積極的に推進します。

① 持続可能な農業生産の推進

② 地場農産物の生産・利用の推進

③ 他産業との連携

基本施策 1 農業の振興

施　 策 3 特色ある農業の形成

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 1,500 1,500 1,500 4,500

4-2-4-③ 3か年事業費計

経済課 上記に含む 上記に含む 上記に含む 0

買い物環境の整備

・町内共通商品券販路拡大
事業補助

・町内共通商品券販路拡大
事業補助

・買い物弱者対策の検討

継続

継続事業

4-2-4-② 3か年事業費計

経済課 3,100 3,100 3,100 9,300

商業の担い手の育
成・支援

・商工会補助金 継続 継続

継続事業

経営力向上の支援

・商工会補助金 継続 継続

継続事業

4-2-4-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　地域商業の活性化し、買い物環境の利便性を向上させ、町民の暮らしの充実を図ります。

① 経営力向上の支援

② 商業の担い手の育成・支援

③ 買い物環境の整備

基本施策 2 商工業の振興

施　 策 4 商業の活性化支援

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 ― ― ― ―

4-2-5-② 3か年事業費計

経済課 1,857 1,857 1,857 5,571

産業用地の検討

　主要地方道美浦栄線バイ
パス沿線等について、産業
用地の検討を進める。

継続 継続

継続事業

平成27年度

中小企業事業資金信
用保証料補助制度の
推進

・中小企業事業資金信用保
証料補給

継続 継続

継続事業

4-2-5-① 3か年事業費計

工業の育成強化を推進し、企業の誘致促進と定着化を図ります。また町内中小企業者の経営の安定化を促進し、もっ
て本町商工業の振興と地域経済の活性化を目指します。

① 中小企業事業資金信用保証料補助制度の推進

② 産業用地の検討

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 商工業の振興

施　 策 5 工業の振興

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 ― ― ― ―

4-2-6-③ 3か年事業費計

経済課 ― ― ― ―

ハローワークと連携
した雇用対策

・ハローワークとの連携に
よる求人情報の提供

継続 継続

新規事業
(人件費事業）

4-2-6-② 3か年事業費計

まちづくり推進課 279 279 279 837

シルバー人材セン
ターの推進

・シルバー人材センターの
啓発ＰＲの支援

継続 継続

継続事業
（人件費事業）

・企業へのダイレクトメー
ルの送付

・企業誘致パンフレットの
配布

・茨城県産業立地推進東京
本部との連携強化

継続 継続

4-2-6-① 3か年事業費計

企業誘致による新た
な雇用の創出

継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

① 企業誘致による新たな雇用の創出

② シルバー人材センターの推進

③ ハローワークと連携した雇用対策

　町内の遊休町有地や企業遊休地等、官・民有地への企業誘致活動を推進し、雇用の創出を図ります。また、シル
バー人材センターの活動支援を推進するとともに、ハローワークと連携し町ホームページ等での求人情報の発信など
の雇用対策に取り組みます。

基本施策 2 商工業の振興

施　 策 6 雇用の促進

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり

65



●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

経済課 ― 550 ― 550

4-3-7-③ 3か年事業費計

経済課・企画財政課 ― ― 1,350 1,350

観光協会の充実と連
携強化

・観光協会ホームページの
開設

・観光協会ホームページの
更新

・マスコットキャラクター
の作成

・観光協会ホームページの
更新

継続事業

4-3-7-② 3か年事業費計

経済課 660 660 660 1,980

観光資源の効果的な
活用

・観光PRコーナーの充実

・町ホームページへ観光名
所等の紹介を掲載

・フイルムコミッション制
度の制定

・観光パンフレット作成
（増刷）

継続事業

観光資源の保全

・伝統行事の継承と保存 継続 継続

新規事業

4-3-7-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　利根町観光協会のメイン事業である利根町納涼花火大会の実施に伴う、町民・企業等からの賛助金募集等の支援を
はじめ、町の観光資源の創出とＰＲを推進し、町内外へ観光情報を提供し町の活性化を図ります。

① 観光資源の保全

② 観光資源の効果的な活用

③ 観光協会の充実と連携強化

基本施策 3 観光・イベントの振興

施　 策 7 観光資源の保全と活用

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

継続事業

経済課 ― ― 1,000 1,000

4-3-8-③ 3か年事業費計

生涯学習課 48 48 48 144

地域活性化イベント
の推進

・新たな活性化イベントの
検討

継続 ・新たな活性化イベントの
実施

4-3-8-② 3か年事業費計

経済課 1,340 1,340 1,340 4,020

文化・スポーツイベ
ントの充実

・音のまちTONEふれあい
コンサーの開催

・生涯活動フェスタ開催時
における後援

継続 継続

継続事業

町民納涼花火大会の
開催

・利根町民納涼花火大会の
開催

継続 継続

継続事業

4-3-8-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　地域におけるイベントの創設、発展を促し、個性豊かな地域社会を実現する大きな力となることを目的とします。
さらに町の活性化を促進し、町民のふれあいと交流の場を提供します。

① 町民納涼花火大会の開催

② 文化・スポーツイベントの充実

③ 地域活性化イベントの推進

基本施策 3 観光・イベントの振興

施　 策 8 活性化イベントの充実

基本方針 4 活力に満ちた人のふれあうまちづくり
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 11　窓口サービスの充実
 ①　親切ていねいな窓口応対の実施

 ②　効率的な窓口処理の推進

 ③　夜間窓口業務の実施

 9　行財政の健全な運営

 ①　財源の安定的な確保

 ②　財政運営の効率化

 ③　行政事務の効率的な運営

 10　広域行政の推進

 ①　広域行政圏計画の推進

 ②　広域的連携の強化

 ③　広域合併の推進

 4　日本ウェルネススポーツ大学と連携したまちづくり
 ①　大学との連携事業の推進

 ②　学生割引サービス協力店の拡大

 8　行政改革の推進

 ①　行政改革行動計画の推進

 ②　行政評価システムによる事業評価の実施

 ③　組織の活性化と人材の育成

 5　広報体制の充実
 ①　広報活動の充実

 ②　広報媒体の有効活用

 6　広聴体制の充実
 ①　広聴活動の推進

 ①　既存施設の有効的な活用

 ②　交流の場と機会の提供

 3　町民参画の推進
 ①　まちづくりへの参画基盤の充実

 ②　パブリックコメントの実施

 2　広報・広聴体制の充実

 3　効果的・効率的な行財政の運営

基本方針5：町民によるあかるいまちづくり

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 1　町民参加によるまちづくりの推進

 1　地域活動の活性化支援

 ①　自治会活動への支援

 ②　積極的なコミュニティ参加の促進

 ③　地域間交流の充実

 2　コミュニケーションの場の提供

 ②　地区要望への適切な対応

 7　情報の共有化
 ①　情報共有化の推進

 ②　適切な情報公開の実施
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

総務課 ― ― ― ―

　各地域の伝統的なお祭り
やイベントを通じ、町民同
士の相互理解と一体感の醸
成を図る。

・自治会等が行う地域間交
流活動への支援

・区長相互における情報交
換の機会の確保

継続 継続

3か年事業費計5-1-1-③

地域間交流の充実
継続事業

地域間交流の充実

基本施策 1 町民参加によるまちづくりの推進

まちづくり推進課 486 217 217 920

・町民活動情報サイト（と
ねっと）のリニューアル

・大好き利根町写真展の開
催

・町民活動情報サイト（と
ねっと）の運用

・大好き利根町写真展の開
催

継続

積極的なコミュニ
ティ活動の促進 継続事業

5-1-1-② 3か年事業費計

総務課 ― ― ― ―

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　町外からの転入者や町内転居者に対しパンフレット等を窓口に設置することで、自治会等への加入促進を図りま
す。多様化・高度化していく町民ニーズを発掘するとともに、担い手となる人材やボランティア団体等の育成・支援
を推進し、様々なコミュニティ活動を通して町民との協働によるまちづくりを実現する体制を構築します。

① 自治会活動への支援

② 積極的なコミュニティ活動の促進

③

施　 策 1 地域活動の活性化支援

・加入促進パンフレット作
成及び転入者等への窓口配
布

・ホームページ等による自
治会未加入者への加入啓発

継続 継続

5-1-1-① 3か年事業費計

自治会活動への支援
新規事業
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

生涯学習課 ― ― ― ―

5-1-2-② 3か年事業費計

生涯学習課 ― ― ― ―

　自治会、サークル団体及
びボランティア団体等に会
議室等を貸出しをしてい
る。

　町内外を問わず団体が利
用することで、幅広く交流
が生まれる。

継続 継続

交流の場と機会の提
供

継続事業
(人件費事業）

平成27年度

既存施設の有効的な
活用

　町ホームページ等でコ
ミュニティ活動拠点施設と
して利活用できることを周
知する。

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

5-1-2-① 3か年事業費計

　コミュニティセンター等を、地域交流の活動拠点として有効に利用できるよう更なる充実に努め、町民のあかるい
まちづくりの形成を目指します。

① 既存施設の有効的な活用

② 交流の場と機会の提供

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 1 町民参加によるまちづくりの推進

施　 策 2 コミュニケーションの場の提供

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

総務課 ― ― ― ―

5-1-3-② 3か年事業費計

まちづくり推進課 100 100 100 300

パブリックコメント
の実施

・パブリックコメント実施
要綱の策定

実施 継続

新規事業
(人件費事業）

平成27年度

まちづくりへの参画
基盤の充実

・町民活動の支援

・活動状況等の情報発信

継続 継続

継続事業

5-1-3-① 3か年事業費計

① まちづくりへの参画基盤の充実

② パブリックコメントの実施

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 1 町民参加によるまちづくりの推進

施　 策 3 町民参画の推進

　町民活動の支援を行い、活動を促進させることにより、まちづくりへの参画意識の醸成を図り町民参画を推進しま
す。
また、広く町民に関連する計画等の案を公表し、それに対する意見を考慮して意思決定を行うことにより、町民との
協働のまちづくりを推進します。

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

まちづくり推進課 100 100 100 300

5-1-4-② 3か年事業費計

まちづくり推進課 50 50 50 150

学生割引サービス協
力店の拡大

・キャンパスライフ応援
マップ（学割店マップ）の
作成

継続 継続

継続事業

平成27年度

大学との連携事業の
推進

・町民向け公開講座の開催
（大学と共催）

・連携事業の情報発信

継続 継続

継続事業

5-1-4-① 3か年事業費計

　町・大学・町民が、それぞれ緊密な連携のもと協力し、学生生活を支援するとともに、大学教育の向上と町の活性
化を図ります。

① 大学との連携事業の推進

② 学生割引サービス協力店の拡大

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 1 町民参加によるまちづくりの推進

施　 策 4 日本ウェルネススポーツ大学と連携したまちづくり

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

総務課 618 618 618 1,854

5-2-5-② 3か年事業費計

総務課 3,560 3,581 3,581 10,722

広報媒体の有効活用

・町公式ホームページのバ
ナー広告掲載数を増

・情報メール一斉配信サー
ビス配信数の増

継続 継続

継続事業

平成27年度

広報活動の充実

・広報とねの内容の充実

・ホームページの掲載内容
の充実

・広報とねへの有料広告掲
載

継続

継続事業

5-2-5-① 3か年事業費計

　町の方針や施策内容、各種イベント等の行政情報に加え、地域情報や住民の自主的な活動に関する情報提供を拡充
するため、広報紙をはじめホームページ等の広報媒体を充実させます。

① 広報活動の充実

② 広報媒体の有効活用

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 広報・広聴体制の充実

施　 策 5 広報体制の充実

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

総務課 ― ― ― ―

5-2-6-② 3か年事業費計

総務課 ― ― ― ―

地区要望への適切な
対応

・行政区区長からの要望書
の受付

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

平成27年度

広聴活動の推進

・電子メール，専用電話
（留守番電話兼ファック
ス）での受付方法の周知

・町内公共機関6カ所に設
置された投書箱の周知

・区長を通じた要望活動の
周知

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

5-2-6-① 3か年事業費計

行政の発信する情報や行政活動などに対する町民の意向・提言を把握して、行政運営に生かす為に、様々な手段によ
る広聴活動を推進します。

① 広聴活動の推進

② 地区要望への適切な対応

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 広報・広聴体制の充実

施　 策 6 広聴体制の充実

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

総務課 89 89 89 267

5-2-7-② 3か年事業費計

総務課 ― ― ― ―

・年1回開示内容を委員会
で検証

・情報公開文書目録の更新
及び公表

・法令に基づく審査・処分
基準の公表

継続 継続

適切な情報公開の実
施

継続事業

平成27年度
・出前講座制度の導入

・出前講座実施の広報とね
及びホームページでの周知

・出前講座メニューの見直
し
・出前講座の周知

継続

5-2-7-① 3か年事業費計

情報共有化の推進
新規事業

(人件費事業）

 行政情報について個人情報の保護に配慮しつつ、積極的に公開することにより、住民との共有化を図ります。

① 情報共有化の推進

② 適切な情報公開の実施

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度

基本施策 2 広報・広聴体制の充実

施　 策 7 情報の共有化

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

総務課 1,030 1,249 1,405 3,684

5-3-8-③ 3か年事業費計

企画財政課 66 66 66 198

・効率的な組織機構の見直
　しを随時実施

・高度化・専門化する行政
　課題や要望に対応できる
　職員の育成を検討

・人事評価制度の試行

・県との人事交流の検討

・効率的な組織機構の見直
　しを随時実施

・高度な専門的研修に職員
を派遣

・人事評価制度の導入

・県との人事交流の準備

・効率的な組織機構の見直
　しを随時実施

・高度な専門的研修に職員
を派遣

・人事評価制度の運用

・県との人事交流の実施

組織の活性化と人材
の育成

継続事業

5-3-8-② 3か年事業費計

企画財政課 90 90 90 270

・平成24年度の事業評価
の実施

・事業評価委員会の実施

・事業評価システムの構築

・平成25年度の事業評価
の実施

・事業評価委員会の実施

・事業評価システムの運用
開始

・平成26年度の事業評価
の実施

・事業評価委員会の実施
行政評価システムに
よる事業評価の実施

新規事業

行政改革行動計画の
推進

・行政改革懇談会開催

・利根町行政改革行動計画
（前期）平成24年度取組
実績報告

・行政改革懇談会開催

・利根町行政改革行動計画
（後期）平成2５年度取組
実績報告

・行政改革懇談会開催

・利根町行政改革行動計画
（後期）平成2６年度取組
実績報告

・新行政改革大綱の策定

継続事業

5-3-8-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

 町民に分かりやすく、より利用しやすい組織づくりと、優れた人材の育成を図ります。また、 限られた行政資源を
最大限に発揮した効果的・効率的な行政運営や、多様化する行政課題等に的確に対応できるよう、財政の健全化と行
政サービスの向上を図ります。

① 行政改革行動計画の推進

② 行政評価システムによる事業評価の実施

③ 組織の活性化と人材の育成

基本施策 3 効果的・効率的な行財政の運営

施　 策 8 行政改革の推進

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

住民課・総務課 9,298 8,224 14,075 31,597

5-3-9-③ 3か年事業費計

企画財政課 315 315 315 945

・住民基本台帳ネットワー
クシステム

・庁舎防犯防災等常駐警備
の民間委託

・選挙開票集計システムの
導入

・住民基本台帳ネットワー
クシステム

・庁舎防犯防災等常駐警備
の民間委託

・選挙開票集計システム運
用

・マイナンバーカード交付
に伴うシステム改修

・庁舎防犯防災等常駐警備
の民間委託

・選挙開票集計システム運
用

行政事務の効率的な
運営

継続事業

5-3-9-② 3か年事業費計

税務課・総務課 6,741 5,513 1,538 13,792

・財政諸表4表（貸借対照
表・行政コスト計算書・資
金収支計算書・純資産変動
計算書）の作成・公表

・財産台帳等の整備推進

継続 継続

財政運営の効率化 継続事業

・平成27年度固定資産税
評価替業務

・公金収納情報データ化業
務委託

・有料広告の活用
　 バナー広告掲載の促進

・有料広告要綱の策定

・平成27年度固定資産税
評価替業務

・公金収納情報データ化業
務委託

・有料広告の活用
　 バナー広告掲載の促進

・平成３０年度固定資産税
評価替業務

・公金収納情報データ化業
務委託

・有料広告の活用
　 バナー広告掲載の促進

5-3-9-① 3か年事業費計

財源の安定的な確保
継続事業

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　課税客体の的確な把握を図り、各種使用料、手数料等は、受益者負担の原則に従い、公平性に配慮しながら適正な
水準を保つとともに、税負担の公平性と、自主財源の安定的な確保を図るため、滞納者を許さぬ体制を構築し、町税
等収納率の向上を目指します。また、指定管理者制度の導入や民間委託の活用等により財政支出の有効活用を図ると
ともに、効果的・効率的な行政運営を行います。住民基本台帳ネットワークシステムや開票集計システム等の新シス
テム導入により、事務の効率化を図ります。

① 財源の安定的な確保

② 財政運営の効率化

③ 行政事務の効率的な運営

基本施策 3 効果的・効率的な行財政の運営

施　 策 9 行財政の健全な運営

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

企画財政課 ― ― ― ―

5-3-10-③ 3か年事業費計

企画財政課 ― ― ― ―

広域合併の推進

・国，県の動向や社会情勢
の把握などによる広域的合
併に関する研究

継続 継続

継続事業

5-3-10-②

企画財政課 ― ― ― ―

広域的連携の強化

・公共施設の相互利用
（龍ケ崎市，我孫子市）

・情報交換会
（龍ケ崎市，我孫子市）

継続 継続

継続事業

広域行政圏計画の推
進

・一部事務組合等における
事業の効果的・効率的な実
施のため、構成団体間の連
携強化

継続 継続

継続事業

5-3-10-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　近隣自治体との連携による、一部事務組合・企業団・共同利用などの広域的な取り組むことで、更なる効果的・効
率的な行政運営を図ります。

① 広域行政圏計画の推進

② 広域的連携の強化

③ 広域合併の推進

基本施策 3 効果的・効率的な行財政の運営

施　 策 10 広域行政の推進

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

継続事業
(人件費事業）

住民課 ― ― ― ―

5-3-11-③ 3か年事業費計

全課局室等 ― ― ― ―

夜間窓口業務の実施

・住民課夜間窓口延長
（毎週水曜日午後８時１５
分まで窓口を延長し、各種
証明書を発行）

継続 継続

5-3-11-② 3か年事業費計

全課局室等 ― ― ― ―

効率的な窓口処理の
推進

・円滑な受付・発行業務の
実施

・待ち時間の短縮化

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

親切ていねいな窓口
応対の実施

・町民の立場に立った対応
の定着化

・だれもが好感のもてる窓
口業務の提供

継続 継続

継続事業
(人件費事業）

5-3-11-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成25年度 平成26年度 平成27年度

　迅速かつ正確な事務処理や諸証明の発行業務を行い、窓口サービスの向上を図るほか、職員一人ひとりが町民の立
場に立って親切ていねいな窓口対応に努めます。

① 親切ていねいな窓口応対の実施

② 効率的な窓口処理の推進

③ 夜間窓口業務の実施

基本施策 3 効果的・効率的な行財政の運営

施　 策 11 窓口サービスの充実

基本方針 5 町民によるあかるいまちづくり
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