
利根町役場

令和元年度 町政懇談会
次 第

１ 町長挨拶
２ 町からの説明

○令和元年度主要事業等の取組み状況について
〇第５次利根町総合振興計画について
○平成３０年度決算及び町の財政状況について
○町政執行の流れについて

（新年度予算に向けての予算編成の流れ）

《休 憩》
３ 意見交換

日 時 令和元年１０月１９日（土）

午後２時開始

場 所 利根町公民館 多目的ホール



利根町役場

令和元年度 町政懇談会

令和元年度主要事業等
の取組み状況について



関係者限 利根町役場

総務行政一般

総合戦略の軸

とことん子育て応援“ＴＯＮＥ”プロジェクト

子育てしやすい利根町を目指します！

基本目標２
外からの人の流れをつくる

基本目標４

住むなら“ＴＯＮＥ”プロジェクト
まちの魅力をアピールし，定住を促します！

基本目標６

基本目標３
基本目標１

基本目標５

学力と心を育む
“ＴＯＮＥ”プロジェクト
次世代を担うこどもを育て
ます！

健康に暮らせる仕組みをつ
くります！

産業の振興を図ります！

地域の安心を守ります！

まちの魅力を高め，
移住環境を向上させる

利根町まち・ひと・しごと創生本部会議

※事業等の見直し・追加，素案の策定

利根町まち・ひと・しごと推進協議会

※事業等に対する意見を求める

利根町議会

※事業等に対す
る意見を求める

【改訂作業の基本的な流れ】

健康・福祉で安心
“ＴＯＮＥ”プロジェクト

働くを応援する
“ＴＯＮＥ”プロジェクト

地域で生活を守る
“ＴＯＮＥ”プロジェクト

パブリック
コメント

※町民意見
の聴取

※創生本部会議で必要に応じて素案を修正し，総合戦略を確定する

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業（企画課） 予算額：385,000円

利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略は，人口減少緩和策に特化したプランです。

利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略とは？

【総合戦略の体系】



関係者限 利根町役場

総務行政一般

自治基本条例とは？

利根町自治基本条例検討委員会

〈今年度の開催状況〉

第６回（Ｈ３１．４．２）

・前文について

・条文に規定する項目について

まちづくりにおける町民，行政，議会それぞれの役割や責務，まちづくりを進めるにあたっての基本
理念等，利根町におけるまちづくりの規範となる事項を定めるもの。

住民自治基本条例策定事業（企画課）
予算額：679,000円

第７回（Ｒ１．５．３１）

・町民の権利

・町民の役割・責務について

第８回（Ｒ１．７．５）

・町民の権利について

・町民の役割・責務について

・情報共有，個人情報の保護に

ついて

第９回（Ｒ１．８．２）

・条例の位置付け，最高法規性

について

・参加と協働について

第１０回（Ｒ１．８．３０）

・ワークショップ

「参加の定義について」

「協働の定義について」



関係者限 利根町役場

総務行政一般

健康増進施設調査事業（企画課）
契約金額：3,537,160円

4

【対象者】
町内に住民登録のある２０～７５歳の男女

【対象者の数】
１，５００名（無作為抽出）

【アンケートの内容】
普段の買い物や交通手段といった生活状況，

普段行っている健康づくり，入浴施設の利用
状況，魅力に感じる健康増進施設の設備，健
康増進施設の利用意向など

事業概要

【対象地域】
・茨城県 龍ケ崎市，取手市 他
・千葉県 我孫子市，印西市 他
【対象者の数】
両県それぞれ４００人，計８００人

【アンケートの内容】
入浴施設の利用状況，利根町の認知度，

利根町の健康増進施設への来訪意向など

本業務は，健康増進施設の整備に先立ち，町民や近隣市町村の住民の意向やニーズ等を把
握するため，専門的知識を有する者の監修のもとに綿密なアンケート調査等を実施し，その
結果を基に報告書を編集し，事業推進のための基礎資料とすることを目的とする。

郵送による住民アンケート調査 町外向けＷＥＢアンケート調査



関係者限 利根町役場

社会福祉関連

生活困窮者自立相談支援事業・ひきこもり対策推進事業（福祉課）

場 所 実施内容

・生活困窮者自立相談支援事業
（社会福祉協議会委託事業）

予算額 261千円
生活が困窮している方やその家族，関係者か

らの相談窓口の明確化と共に，必要に応じた情
報の提供や助言などを行う自立相談支援事業を
実施しています。
令和元年９月末現在 相談件数延べ２３名

・ひきこもり対策推進事業
（社会福祉協議会委託事業）

予算額 482千円
ひきこもり状態にある方の早期支援と自立支

援を目的に，相談窓口や支援拠点の明確化を
図っています。

令和元年９月末現在 相談件数延べ１３名



関係者限 利根町役場

社会福祉関連

地域福祉計画策定事業《令和元年度・２年度 継続事業》（福祉課）

計画の策定体制 実施内容

地域福祉計画策定事業
本年度予算額 1,489千円

令和３年度から令和７年度を計
画期間とする第３期地域福祉計画
の策定に向けたアンケート調査お
よびその集計を実施します。
令和元年９月６日委託契約済

利根町地域福祉計画冊子（イメージ）



関係者限 利根町役場

高齢者福祉関連

高齢者買い物支援事業（福祉課）
予算額：475,000円

買い物の様子 実施内容

高齢者買い物支援事業
「ときめき★おでかけ隊」

（社会福祉協議会委託事業）

・令和元年6月27日からスタート（月１回）
・事前登録制
・参加費 無料（１回定員１２名まで）

店舗内外の移動や買い物の金銭管理が可能な65歳
以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯員を対
象に，衣料品や日用雑貨品などの買い物を支援する
事業（ドアツードア）を実施しています。
実績：令和元年６月１２名，７月１０名，

８月７名，９月１０名



関係者限 利根町役場

高齢者福祉関連

高年齢等雇用安定事業（福祉課）

予算額：1,500,000円

シルバー人材センターの様子 実施内容

高年齢等雇用安定事業

高齢者の豊かな知識・経験・技能をいかした就
業機会の提供と，働くことを通じた社会参加によ
る地域社会づくりや生きがいづくりに貢献してい
る利根町シルバー人材センターへ補助金を交付す
ることで，組織体制の確立など運営基盤の強化充
実と就労機会の確保・安定化に向けた取組みを支
援します。

【令和元年７月１日現在】

〇役員７名
（事務局５名）
・理事兼事務局長１名
・正職員２名，臨時職員２名



利根町役場

社会福祉・母子保健関連

子ども・子育て支援事業計画策定《平成30年度・令和元年度 継続事業》

（子育て支援課）

実 施 内 容

町の子育て家庭の状況及び需要を把握し，幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について

令和２年から令和６年までの「第２期利根町子ども・子育て支援事業計画」を策定。

平成３０年度子ども・子育て支援に関するニーズ調査

調査名 配布数 有効回収数 有効回収率

就学前児童保護者調査 ３２０件 １３０件 ４０．６％

小学生保護者調査 ４８１件 １７５件 ３６．４％

合 計 ８０１件 ３０５件 ３８．１％

第２期子ども・子育て支援事業計画の体系

第５次利根町総合振興計画に沿った計画の体系で策定

基本方針
安心して子どもを産み

健やかに子育てできる環境づくり

基本目標

１ 子育て家庭への支援

２ 親と子の健康の確保と増進

３ 子どもの成長に資する教育環境の整備

４ 安全な子育て環境の整備

５ 仕事と生活の調和の促進

６ 要保護児童への対応等，きめ細やかな取り組み
の推進

平成３０年度・令和元年度継続事業

平成３０年度予算額 ２，２０９千円

令和元年度予算額 ２，７１１千円



利根町役場

農業振興・商工観光振興関連

新鮮野菜の直売会（経済課）

•

実施内容

町内産農産物の販路拡大，農家の所得向上を目的に，毎月第３月曜日（祝日の場合は翌火曜日）午

前８時３０分から午後３時（売り切れ次第終了）まで利根町役場イベントホールにて開催しており

ます。

販売会の様子 販売される野菜 販売される果物



利根町役場

農業振興・商工観光振興関連

稲刈り体験事業（経済課）

稲刈体験に参加できる親子(小学生以上)を募集し，鎌を使い稲刈作業を体験，製品にな

るまでの一連の工程を見学いたしました。

稲刈り体験 新米の試食

お米に関するクイズ大会 乾燥調整施設見学



利根町役場

農業振興・商工観光振興関連

米パック炊飯米作成事業（経済課）

予算額：1,299,000円

町内産のお米のＰＲのため，パック炊飯米を作成し，町内外の行事で配布いたします。

１０月５日の国民体育大会や地場産業フェスティバルでも配布をする予定です。

米パック炊飯米の写真 表紙の写真



関係者限 利根町役場

農業振興・商工観光振興関連

身近なみどり整備推進事業（経済課）

森林湖沼環境税を活用した「身近なみどり整備推進事業」により，鎌倉街道の整備を行います。

位置図 実施内容

身近なみどり整備工事
予算額 1,872千円

保全活用施設整備
予算額 200千円

・９月
整備内容の検討

・１０月
地権者への説明会

・１１月
業者選定

・１２月
整備開始

鎌倉街道（整備前）

利根町もえぎ野台先
（押戸・奥山）



関係者限 利根町役場

農業振興・商工観光振興関連

トネマチ冬まつり（経済課 観光協会）

予算額：160,000円

昨年、観光協会の新しいイベントとして実施した「トネマチ冬まつり」

目標・目的≠イベントの継続開催

⇒まずは住んでいる方々や働いている職員が楽しいと思える町づくりでインナープロ
モーションを。冬まつりは利根町を元気づけるきっかけのひとつに過ぎない。



関係者限 利根町役場

道路等の整備・環境関連

利根町営霊園

町営霊園納骨堂設置工事事業（環境対策課）

予算額：7,700,000円

実施内容

・霊園内にあるカロートの将来を見据
えて新しく設置します。
（納骨数：８柱から６０柱）

・現在は施工に向け準備中

※カロート＝地下納骨スペース

現在のカロート



関係者限 利根町役場

位置図 実施内容

安全かつ快適な道路環境を図るた

め，幹線道路拡幅工事・狭あい道
路拡幅工事を実施します。

・町道１１２号線立木地内
通学路交通安全対策として拡幅
工事を実施中

・町道１１２号線大房地内
通学路交通安全対策として拡幅

に向け，用地測量と補償算定業
務を実施中

・町道１２３４号線外立木寺内地区

狭あい道路拡幅工事の用地取得
に向け，補償算定業務を実施中

改良工事前（町道１１２号線） 改良工事後（町道１１２号線）

道路等の整備・環境関連

• 道路改良工事事業（建設課） 予算額：89,430,000円

町道１１２号線
大房地内

町道１１２号線
立木地内

町道１２３４号線外
立木寺内地区



関係者限 利根町役場

道路等の整備・環境関連

位置図 実施内容

老朽化により傷んだ道路や排水の悪い道路の

維持補修など，誰もが安心して利用できる道

路環境を図るために道路修繕工事・道路排水

整備工事を実施します。

【文地区】

・ 町道1023号線外 道路修繕工事（羽根野台）

【布川地区】

・ 町道214号線 排水整備工事（布川）

【文間地区】

・ 町道1324号線 排水整備工事（大房）

【東文間地区】

・ 町道109号線 舗装修繕工事（加納新田）

【その他の工事個所】

１２７８号線（押戸） １０３号線（羽根野）

２０１号線（下曽根） １０４号線（押付新田）

２１１０号線（布川） １１９０号線（立木）

施工前（羽根野台） 施工後（羽根野台）

道路維持工事事業（建設課） 予算額：197,260,000円

町道104号線

町道103号線

町道201号線

町道1278号線

町道2110号線

町道214号線 町道109号線

町道1190号線

町道1324号線

町道1023号線外



関係者限 利根町役場

道路等の整備・環境関連

公共下水道維持管理工事（都市整備課）

予算額：103,100,000円
位置図 実施内容

下水道施設の正常な機能を継続させてい
くため，傷んだ箇所の改築・修繕や計画
的な調査を実施します。

・汚水管渠調査委託（大房・押戸）
汚水管が傷んでいないか調査を実施

・汚水管渠改築実施設計業務委託(立木)
下水道管渠改築のための実施設計

・汚水管渠更生工事
（布川・羽根野・早尾・羽中）
傷んでいる汚水管の更生工事を実施

・舗装本復旧工事（布川）
布設替えした路線の舗装本復旧を実施

・雨水路改築工事（布川）
利根フレッシュタウン北側雨水路の改
築工事を実施

雨水路 下水道管渠更生工事



利根町役場

消防・防災関連

小型消防ポンプ積載車イメージ 実施内容

消防小型ポンプ積載車購入事業

・老朽化した第３分団（布川地区）
および第15分団（羽中地区）の小型
消防ポンプ積載車を更新します。

消防団啓発イラスト 操法競技大会

消防小型ポンプ積載車購入事業（総務課）
予算額：12,453,000円



利根町役場

消防・防災関連

防火衣イメージ 実施内容

防火衣購入事業

・消防団員の消火活動における安全
を確保するため，消防用防火衣を
購入し各分団に配備します。

防火衣購入事業（総務課）
予算額：2,916,000円



利根町役場

学校教育・生涯学習関連

小学校・中学校設備整備事業（学校教育課）

実施内容

教育用パソコン賃貸借
契約金額：6,026,400円（令和元年度分）

・（児童用20台＋教師用1台）×3校＝63台
・5年間リース（H28.4.1～Ｒ3.3.31）

教育用タブレットパソコン賃貸借
契約金額：2,371,680円（令和元年度分）

・生徒用40台，教師用1台，電子黒板11台
無線ラン

・5年間リース（H29.3.1～Ｒ4.2.28）



利根町役場

学校教育・生涯学習関連

実施内容 自然体験の様子

・目的
群馬県嬬恋村の児童と自然体験の交流を図ることにより，コ
ミュニケーション能力の向上を図り，思いやりや自然に対す
る理解を深め大切にする心を育てることを目的として実施

・内容
町内小学生５・６年生が嬬恋村の子どもたちと交流や自然体
験のため，２日間の嬬恋村自然体験事業に参加した。

日 程 令和元年７月２９日（月）～３０日（火）
参加者 児童１５名，町長，教育長，引率職員５名
主な体験・見学先
・７月２９日（１日目）
バラキ湖トレッキング（散策），星空観測

・７月３０日（２日目）
キャベツ畑の見学・嬬恋郷土資料館など施設見学

利根町子ども自然体験事業（生涯学習課） 予算額：517,000円

キャベツ畑の見学

バラキ湖トレッキング



関係者限 利根町役場

学校教育・生涯学習関連

第７４回いきいき茨城ゆめ国体利根町ウオーキング大会（生涯学習課）
予算額：5,313,000円

実施内容 ウオーキング大会実施

令和元年茨城国体の開催に伴い，１０月５日（土）にデモンス
トレーションスポーツとして利根町ウオーキング大会を利根町
公民館前駐車場特設会場をメイン会場として，町内の豊かな自
然や歴史・史跡などを楽しんでいただける７㎞のショートコー
スと１８㎞のロングコースのコースを設定し実施しました。
当日は，町内外から多くの皆さまにご参加をいただきありがと
うございました。また，今大会の開催に際しご協力いただきま
した大会関係者等多くの皆さまに感謝申し上げます。

・ウオーキング大会 令和元年１０月５日（土） 実施

参加者 ショートコース ３８１名

ロ ン グ コース １１７名

合 計 ４９８名



関係者限 利根町役場

学校教育・生涯学習関連

事業状況（令和元年９月末現在） 実施内容

令和元年度 利根町公民館駐車場整備工事

内容：砕石による駐車場の整備

公民館北側８，８６５㎡（約３６０台）
公民館南側２，４１９㎡（約７０台）
執行額 １４，９３６，４００円

令和元年度 利根町公民館照明LED交換工事

内容：会議室等の照明をLEDランプ等に交換

蛍光灯型LEDランプ ２０２本
LEDダウンライト ８台
非常灯内蔵LED照明器具 ７台
執行額 １，４９６，０００円

利根町公民館管理事業（生涯学習課 利根町公民館）

駐車場整備工事

LED交換工事



利根町役場

学校教育・生涯学習関連

実施内容 英語教室の様子（令和元年度）

・目的
授業を通し楽しく遊びながら英語に触れ，英語への興味や
関心を高めることを目的として「英語教室」を開催

・内容
毎月１～２回，町内小学生を対象とした英語教室を開催
令和元年度は全１７回開催予定
９月現在 第１回～８回 延べ参加児童数１６３名

（平均参加２０名）
・開催場所
利根町図書館２階多目的ホール

・講師３名
小中学校ALT（外国人講師）２名，補助講師１名

その他，利根町ホームページやSNS等を活用した英語教室
事業のPRや，出席カードや参加特典の配布など，魅力的な
教室づくりや工夫に取り組んでいます。

英語教室事業（生涯学習課） 予算額：713,000円

7月19日（土） 第５回

4月13日（土） 第1回・町長挨拶


