
 12　歴史的財産の保全

 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

 13　生涯スポーツの推進

 ①　文化財の保護

 ②　伝統文化の保存・継承

 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

 2　男女共同参画社会の推進

 1　人権の尊重

 5　義務教育内容の充実

 6　学校給食の充実

 8　家庭・地域社会との連携強化

 2　学校を中心とした教育

 4　義務教育環境の整備

 3　就園・就学支援の充実

 3　生涯学習の推進

 9　生涯学習活動の推進

 10　生涯学習環境の整備充実

 11　文化活動の振興

 4　文化・スポーツの振興

 ④　青少年の健全育成

 ①　生涯学習意識の高揚

 ②　自主的な生涯学習活動の支援

 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

 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

 ②　学校安全対策の推進

 ③　地域に開かれた学校づくり

 ①　地域ぐるみで育てる体制づくり

 ⑥　教職員の資質向上

 ①　給食内容の充実

 ②　学校給食施設・設備の充実

 ①　就園支援の充実

 ②　就学支援の充実

 ①　教育施設・設備の充実

 ②　適正な学校規模の維持

 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

 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　人権尊重の充実
 ①　人権教育の推進

 ②　人権啓発の推進
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

279 9 9

継続事業

・人権教育校内研修会実施

・社会科・道徳を通した人
権問題学習授業実施

・老人福祉施設との交流に
よる思いやりの心の育成授
業

・人権に関する作品（習
字・作文）募集事業

・いじめに関するアンケー
トの実施

・人権問題冊子の購読

継続 継続

3か年事業費計

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29年度 平成30年度 平成31年度

人権教育の推進

3-1-1-①

継続事業

施　 策 1 人権尊重の充実

　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。

① 人権教育の推進

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 1 人権の尊重

学校教育課

人権啓発の推進

・人権問題講演会の開催

・町人権教育研修会の実施

・人権教育地域学習会実施

継続 継続

3-1-1-② 3か年事業費計

福祉課・学校教育課 192 192 192 576
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

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

・男女共同参画推進プラン
に基づく施策の実施及び進
行管理

・担当職員・男女共同参画
推進協議会委員の研修会参
加

・男女共同参画推進委員の
任命

・次期計画策定に向けた住
民意識調査の実施・調査結
果公表

・男女共同参画推進プラン
に基づく施策の実施及び進
行管理

・担当職員・男女共同参画
推進協議会委員の研修会参
加

・次期計画策定に向けた協
議検討し，男女共同参画推
進プラン（2020～
2024）を策定する。

・担当職員・男女共同参画
推進協議会委員の研修会参
加

・男女共同参画推進委員の
任命

継続事業

3-1-2-① 3か年事業費計

施　 策 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

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

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成29年度 平成30年度 平成31年度

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

　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。

0 0 0 0

243 400 283 926企画財政課

男女平等意識の啓発

・町ホームページ及び役
場，図書館設置の男女共同
参画コーナーにおける男女
共同参画関連情報の充実

・広報とねにおける男女共
同参画啓発記事の連載

・町内イベントでの男女共
同参画の啓発

・男女共同参画講演会への
参加

継続 継続

継続事業

3-1-2-②

相談窓口の設置及び
推進体制の強化

・男女共同参画相談員研修
への参加

・相談，支援情報の収集

継続 継続

継続事業

3-1-2-③ 3か年事業費計

企画財政課

企画財政課 0 0 0 0
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

846 846 846

就園支援の充実

　認定こども園を除く私立
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
４名

継続 継続

3か年事業費計3-2-3-①

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29年度 平成30年度 平成31年度

施　 策 3 就園・就学支援の充実

　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

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 2 学校を中心とした教育

継続事業

3-2-3-② 3か年事業費計

2,538

就学支援の充実

・要・準要保護児童生徒就
学援助費
 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，修学旅行
費，学校給食費等の補助を
行う。

・特別支援教育児童生徒就
学奨励費

・ランドセル贈呈事業

・給食費補助事業

・通学用ヘルメット購入事
業

継続 継続

学校教育課

学校教育課 14,125 14,125 14,125 42,375
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

施　 策 4 義務教育環境の整備

　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

向こう3か年事業計画
事業種別

平成29年度 平成30年度 平成31年度

②

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 2 学校を中心とした教育

適正な学校規模の維持

3か年事業費計

教育施設・設備の充
実

・小学校校務用パソコン購
入

・中学校校務用パソコン購
入

・校務ネットワーク・セ
キュリティ対策サーバ賃貸
借

・文小学校バリアフリー改
修工事

・文小学校管理教室棟及び
給食室屋上改修工事

・文間小学校すべり台設置
工事

・文間小学校屋上防水改修
工事

・小学校高木剪定工事

・文小学校大規模改造（ト
イレ）工事設計業務委託

・利根中学校テニスコート
フェンス改修工事

・利根中学校高木剪定工事

・小学校校務用パソコン購
入

・中学校校務用パソコン購
入

・校務ネットワーク・セ
キュリティ対策サーバ賃貸
借

・文間小学校門扉設置工事

・文小学校西門扉設置工事

・文小学校大規模改造（ト
イレ）工事

・文小学校大規模改造（ト
イレ）工事監理委託

・文小学校屋内運動場大規
模改造工事設計業務委託

・利根中プール目隠しフェ
ンス改修工事

・小学校校務用パソコン購
入

・中学校校務用パソコン購
入

・校務ネットワーク・セ
キュリティ対策サーバ賃貸
借

・文小学校屋内運動場大規
模改造工事

・文小学校屋内運動場大規
模改造工事監理委託

・利根中学校擁壁天端防草
シート設置工事

・利根中学校屋内運動場大
規模改造工事設計業務委託

投資的事業

3-2-4-①

事業名称

適正な学校規模の維
持

　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

継続事業

3-2-4-② 3か年事業費計

学校教育課 39,546 69,475 109,971 218,992

学校教育課 0 0 0 0

49



●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

3か年事業費計

豊かなこころを育む
教育の推進

・適応指導教室設置事業

・いじめ防止対策推進事業

・小中連携あいさつ運動

・学校司書配置事業

・ソーシャルワーカー配置
事業

・近隣大学との文化交流

・平和記念式典中学生派遣

継続 継続

継続事業

3-2-5-②

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 2 学校を中心とした教育

④ 社会の変化に適切に対応できる教育の推進

施　 策 5 義務教育内容の充実

③ 健康や体力を育む教育の推進

　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。

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か年事業費計

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

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成29年度 平成30年度 平成31年度

確かな学力を身につ
けさせる教育の推進

・学びの広場サポートプラ
ン等

・学力向上推進事業

・非常勤講師（ＴＴ）配置
事業

継続 継続

継続事業

3-2-5-①

指導室 16,870 16,870 16,870 50,610

学校教育課・指導室
総務課

5,558 6,129 6,129 17,816
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単位：千円

学校教育課・指導室 18,374 20,123 20,123 58,620

健康や体力を育む教
育の推進

・体力テスト実施事業

・学校集団検診事業

・スポーツ障害保健への加
入

継続 継続

継続事業

3-2-5-③ 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29年度 平成30年度 平成31年度

学校教育課・指導室 5,813 5,813 5,813 17,439

社会の変化に適切に
対応できる教育の推
進

・外国語指導講師（ＡＬ
Ｔ）配置事業

・小学校外国語活動研修事
業
・ICT教育支援員サポート
事業

・小中学校ホームページ維
持事業

継続 継続

継続事業

3-2-5-④ 3か年事業費計

自立と社会参加を目
指す特別支援教育の
推進

・教育支援事業

・特別支援教育支援事業

継続 継続

継続事業

3-2-5-⑤ 3か年事業費計

指導室

教職員の資質向上

・利根町教育研究会実施事
業

・各種教育研修への参加

継続 継続

継続事業

3-2-5-⑥ 3か年事業費計

17,976 17,976 17,976 53,928

学校教育課・指導室 850 850 850 2,550
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

学校給食施設・設備
の充実

・各学校各種給食備品購入 継続 継続

継続事業

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29年度 平成30年度 平成31年度

施　 策 6 学校給食の充実

  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。

① 給食内容の充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

基本施策 2 学校を中心とした教育

給食内容の充実

・給食広報の発行（毎月）

・給食献立会議の実施

・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

学校教育課 10,428 10,428 10,428 31,284

3-2-6-② 3か年事業費計

学校教育課 28,611 28,611 28,611 85,833
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

5,747 17,241

3か年事業費計

体力づくりの促進

・中学校対外試合補助金

・町内小学校陸上競技大会
の実施及び記録会実施事業

継続 継続

継続事業

3-2-7-②

3か年事業費計

② 体力づくりの促進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成29年度 平成30年度 平成31年度

3-2-7-①

心身の健康管理対策
の充実

・教職員健康管理事業

・児童・生徒健康管理事業

・就学事務事業

継続 継続

継続事業

施　 策 7 学校保健の充実

　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。

① 心身の健康管理対策の充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

基本施策 2 学校を中心とした教育

学校教育課 5,747 5,747

学校教育課・指導室 3,174 3,174 3,174 9,522

53



●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

17,044 17,044 17,044 51,132学校教育課

平成31年度
事業名称

向こう3か年事業計画
事業種別

3か年事業費計

地域ぐるみで育てる
体制づくり

・子育てを学ぶ家庭教育セ
ミナーの実施

・放課後子ども教室対策事
業

・児童登下校見守りボラン
ティア

・読み聞かせボランティア

・日本語ボランティア

継続 継続

継続事業

3-2-8-①

平成29年度 平成30年度

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 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

　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

④ 青少年の健全育成

3か年事業費計

学校教育課・指導室
生涯学習課

2,391 2,391 2,391 14,346

学校安全対策の推進

・学校防災事業

・交通安全教室の実施

・小学校スクールバス運行
事業

継続 継続

継続事業

3-2-8-②
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単位：千円

地域に開かれた学校
づくり

・畑・田を利用した実習授
業

・職場体験事業の実施

・幼児とのふれあい体験学
習

・福祉体験学習（車イス体
験・デイサービス訪問　）

継続 継続

継続事業

3-2-8-③ 3か年事業費計

106 106 106 318

青少年の健全育成

・青少年の非行防止活動を
行う。巡回，啓発活動

・教育相談員配置事業
　 教育相談員２名配置

継続 継続

継続事業

3-2-8-④ 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29年度 平成30年度 平成31年度

学校教育課・指導室
生涯学習課

2,618 2,618 2,618 7,854

学校教育課
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

296 888

・社会教育施設での各種講
座の開催（公民館講座・生
学セ講座）

・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

3か年事業費計

② 自主的な生涯学習活動の支援

生涯学習意識の高揚

・生涯学習ガイドブックの
発行（全戸配布）

・町ホームページ等で生涯
学習講座等の啓発を行う

継続 継続

継続事業

3か年事業費計3-3-9-①

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成29年度 平成30年度 平成31年度

施　 策 9 生涯学習活動の推進

　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

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 3 生涯学習の推進

自主的な生涯学習活
動の支援

3-3-9-②

生涯学習課 296 296

生涯学習課 914 914 914 2,742
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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

生涯学習の機会と場
の提供

・社会教育施設の利用団体
への貸し出し

・スポーツ少年団等への体
育館等の学校施設貸し出し

・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充実

継続 継続

継続事業

生涯学習課 26,717 6,900 6,900 40,517

3-3-10-② 3か年事業費計

社会教育施設の整備
充実

・利根町公民館駐車場用地
取得事業（用地取得）

・利根町公民館樹木剪定及
び給湯器交換工事

・図書館の蔵書の充実

・図書館システムの充実

・利根町公民館駐車場整備
事業（用地整備）金額未定

・図書の蔵書の充実

・図書館システムの充実

・利根町公民館駐車場整備
事業（用地整備）金額未定

・図書の蔵書の充実

・図書館システムの充実
継続事業

3か年事業費計3-3-10-①

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29年度 平成30年度 平成31年度

施　 策 10 生涯学習環境の整備充実

① 社会教育施設の整備充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

基本施策 3 生涯学習の推進

生涯学習課 633 633 633 1,899

57



●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

3か年事業費計

文化活動の支援

・文化協会加入団体への施
設利用支援

継続 継続

継続事業

3-4-11-① 3か年事業費計

施　 策 11 文化活動の振興

③ 文化施設の整備と利用促進

① 文化活動の支援

② 文化イベントの充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成29年度 平成30年度 平成31年度

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 4 文化・スポーツの振興

　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。

生涯学習課

文化イベントの充実

・秋のコンサート開催

・公民館映画会

・図書館文庫講演会映画会

継続 継続

継続事業

3-4-11-②

0 0 0 0

3か年事業費計

生涯学習課 1,859 1,859 1,859 5,577

文化施設の整備と利
用促進

・資料館・赤松宗旦旧居・
柳田國男記念公苑の施設維
持管理

継続 継続

継続事業

3-4-11-③

生涯学習課 6,030 6,030 6,030 18,090
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

伝統文化の保存・継
承

利根地固め唄の保存・継承
・町内外イベント出演
・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
・地固め衣装購入

利根地固め唄の保存・継承
・町内外イベント出演
・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
・地固め衣装購入

利根地固め唄の保存・継承
・町内外イベント出演
・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
・地固め衣装購入

・歴史民俗資料館展示室・
収蔵庫の燻蒸

継続事業

生涯学習課 53 53 53 159

3-4-12-② 3か年事業費計

文化財の保護

・国，県，町指定文化財の
保護

・重要な文化財の町指定

・文化財保護審議会の開催

継続 継続

3か年事業費計3-4-12-①

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29年度 平成30年度 平成31年度

施　 策 12 歴史的財産の保全

　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

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 4 文化・スポーツの振興

生涯学習課 303 303 1,337 1,943
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●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

施　 策 13 生涯スポーツの推進

③ スポーツ・レクリエーション施設の充実

基本方針 3 豊かなこころと創造性あふれるまちづくり

基本施策 4 文化・スポーツの振興

　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

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成29年度 平成30年度 平成31年度

1,915 1,915 5,745

スポーツ・レクリ
エーション活動の促
進

・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

継続 継続

継続事業

3-4-13-① 3か年事業費計

スポーツ団体・指導
者の育成

・スポーツ推進委員の研修
会及び指導者養成講習会へ
の参加

・スポーツ少年団認定員養
成講習会への参加

・体育協会・スポーツ少年
団に対し助成及び体育施設
の使用料減免等の実施

継続 継続

継続事業

3-4-13-② 3か年事業費計

生涯学習課 1,915

生涯学習課

スポーツ・レクリ
エーション施設の充
実

・生涯学習センター野球場
及びゲートボール場の管理
業務

継続 継続

継続事業

3-4-13-③ 3か年事業費計

1,229 1,229 1,229 3,687

生涯学習課 119 119 119 357

60


