
 ②　防災設備の整備・充実

 ③　消防水利の整備拡充

 ①　交通安全意識の啓発と危険箇所の点検

 6　災害に強いまちづくり

 14　防災体制の充実

 15　防災施設の整備充実

 7　交通安全・防犯体制の充実

 16　交通安全意識の高揚

 17　防犯の充実

 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

 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

 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

 ①　避難場所の確保

 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

 ①　町営霊園の適正な維持管理

 ②　ごみの再使用（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

 ②　空き家を活用した定住促進
 8　景観形成の推進

 ①　地域防災計画の見直し

 ②　再生可能エネルギーの活用

 ①　ごみの排出抑制（Reduce:リデュース）の推進

 ①　公園・緑地の維持管理

 ②　親水空間と緑地の保全

 ①　温室効果ガス排出抑制の推進

 4　街並み・景観の向上

 9　公園・緑地の維持管理と景観の保全

 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

 7　下水道の整備

 3　上下水道の整備

 ①　住景観形成の充実

 ②　水質の維持管理

 ③　水道施設の整備

 6　水道水の供給

 ①　公共下水道施設の整備

 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

 2　道路・交通網の整備

 ①　水道水の安定供給

 ①　道路維持管理の強化 3　道路の維持管理

 ①　町内幹線道路の整備

 ②　広域幹線道路の整備促進
 4　道路網の整備充実

 1　調和のとれた土地利用

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

 ①　秩序ある土地利用の推進

 2　町有地の有効利用

 ②　適切な誘導と規制

 ③　計画的な市街地の形成

 1　計画的な土地利用 

 ①　町有地利活用の推進

 ②　未利用地の貸付や処分

 5　良好な環境の保全と創出

 10　地球温暖化対策の推進

 11　循環型社会の形成

 12　環境保全の推進

 13　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

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

都市建設課 105 79 79 263

9,479

都市建設課 26 26 26 78

都市建設課 6,233

平成30年度
事業名称

向こう3か年事業計画

3か年事業費計

継続事業

1

1

基本方針

基本施策

③

施　 策 1

②

計画的な土地利用

　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。

①

平成31年度 平成32年度

秩序ある土地利用の
推進

　都市計画マスタープラン
及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。

・都市計画事務
　都市計画マスタープラン
第２次改定版の策定

・地籍調査成果管理

　都市計画マスタープラン
及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。

・都市計画事務

・地籍調査成果管理

継続

1-1-1-①

事業種別

計画的な市街地の形
成

　今後の人口動態を鑑み，
既成市街地の安全で快適に
暮らせる市街地環境の維持
はもとより，魅力ある商業
地や新たな産業用地の形成
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

1,623 1,623

継続事業

1-1-1-③ 3か年事業費計

3か年事業費計

適切な誘導と規制

1-1-1-②

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
用の誘導及び規制を図る。

・建築･開発事務

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

財政課 0 0 0 0

継続事業

1-1-2-② 3か年事業費計

企画課 275 275 275 825

未利用地の貸付や処
分

　茨城県宅建協会牛久・
龍ヶ崎支部と不動産の斡旋
に関する協定を締結し，未
利用地の売却を促進する。

継続 継続

町有地利活用の推進

・旧東文間小学校跡地利用
について検討

・土地利活用推進協議会の
開催

継続 継続

継続事業

1-1-2-① 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30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 1

施　 策 2 町有地の有効利用

　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。

①
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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

都市建設課 195,585 230,640 179,700 605,925

継続 継続

継続事業

1-2-3-① 3か年事業費計

施　 策 3 道路の維持管理

　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。

①

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

道路維持管理の強化

・道路橋梁維持管理

・道路維持管理事業

・道路維持工事

・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

基本方針 1

基本施策 2
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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

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 47 47 47 141

継続事業

1-2-4-② 3か年事業費計

都市建設課 31,000 77,000 105,500 213,500

広域幹線道路の整備
促進

・茨城県道路整備促進協議
会負担金
　
・竜ヶ崎土木協会負担金

・要望活動

継続 継続

町内幹線道路の整備

・町道１１２号線道路改良
事業

・町道１２３４号線外道路
改良事業

継続 継続

継続事業

1-2-4-① 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30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 2

施　 策 4 道路網の整備充実

　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。

①
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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

企画課・保健福祉センター 23,952 23,984 24,015 71,951

継続事業

1-2-5-② 3か年事業費計

企画課 182 182 182 546

公共交通サービスの
確保

・福祉バスの運行

・ふれ愛タクシーの運行

・ふれ愛タクシー利用促進
のための周知啓発

継続 継続

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
　利根町を会場とするJR駅
からハイキングの実施

・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

・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

・公共交通ガイドブック作
成・配布

・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

継続事業

1-2-5-① 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30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 2

施　 策 5 公共交通体系の整備充実

　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
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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

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

0環境対策課 0 0 0

水道事業

・茨城県南水道企業団との
連携による水道水の安定供
給

継続 継続

継続事業

1-3-6-①・②・③ 3か年事業費計

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 3

施　 策 6 水道水の供給

　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。

①
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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 10,370 8,646 8,646 27,662

1-3-7-③ 3か年事業費計

都市建設課 32,100 81,100 74,100 187,300

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

公共下水道施設の維
持管理

・汚水管渠布設替工事（布
川地区）

・汚水管渠調査（羽根野・
押戸・大房地区）

・雨水路施設実施設計業務
委託

・汚水管渠更生工事（羽根
野・早尾地区）

・汚水管渠実施設計業務委
託（立木・押戸・横須賀地
区）

・汚水管渠調査（布川・羽
根野・早尾・押戸・大房）

・雨水路改修工事（布川地
区）

・汚水管渠更生工事（立
木・押戸・横須賀）

・汚水管渠調査（布川・羽
根野・早尾・押戸・大房）

・雨水路改修工事（布川地
区） 継続事業

1-3-7-② 3か年事業費計

都市建設課 0 0 0 0

公共下水道施設の整
備

・汚水管渠布設工事
（平成３８年度以降実施予
定）

継続 継続

継続事業

1-3-7-① 3か年事業費計

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 7 下水道の整備

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 3
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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

企画課 16,467 16,467 16,467 49,401

継続事業

1-4-8-② 3か年事業費計

環境対策課 120 120 120 360

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）

・定住促進事業の実施（新
築マイホーム取得助成金助
成金，移住・交流イベント
でのＰＲ）

・ホームページ・広報・チ
ラシを活用した情報発信

継続 継続

住景観形成の充実

・屋外広告物規制事業
　住宅団地において締結さ
れている建築協定による，
調和の取れた秩序ある住環
境を整備と，屋外公告物等
の規制により良好な景観形
成を図る。

・空家等対策計画の策定
　計画書に基づく空家等の
対策の実施その他の空家等
に関する必要な措置を行
う。

継続 継続

継続事業

1-4-8-① 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30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 4

施　 策 8 景観形成の推進

　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。

①
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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

経済課 4,923 4,923 4,923 14,769

継続事業

1-4-9-② 3か年事業費計

都市建設課・経済課 42,783 36,266 36,266 115,315

親水空間と緑地の保
全

・親水公園維持管理 継続 継続

公園・緑地の維持管
理

・施設管理
　草刈り機（ハンマーナイ
フ）購入

・樹木管理

・施設管理

・樹木管理

継続

継続事業

1-4-9-① 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30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 4

施　 策 9 公園・緑地の維持管理と景観の保全

　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。

①
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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 2,000 2,000 2,000 6,000

継続事業

1-5-10-② 3か年事業費計

環境対策課 0 0 0 0

再生可能エネルギー
の活用

・太陽光発電システム設置
費補助

継続 継続

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

・グリーン購入促進

・節電啓発

継続 継続

継続事業

1-5-10-① 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30年度 平成31年度 平成32年度

②

基本方針 1

基本施策 5

施　 策 10 地球温暖化対策の推進

　利根町温室効果ガス排出抑制実施計画（第4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。

①
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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 0 0 0 0

1-5-11-③ 3か年事業費計

環境対策課 0 0 0 0

資源の再生利用の推
進

・資源物の啓発

・小型家電リサイクルの啓
発

継続 継続

継続事業

ごみの再使用の推進

・３Ｒ啓発事業 継続 継続

継続事業

1-5-11-② 3か年事業費計

環境対策課 240 240 240 720

ごみの排出抑制の推
進

・生ごみ処理機設置助成
・電気式生ごみ処理機貸出

継続 継続

継続事業

1-5-11-① 3か年事業費計

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 11 循環型社会の形成

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 5
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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 551 500 500 1,551

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

・新利根川の水質検査実施

・霞ヶ浦問題協議会への参
加

継続 継続

継続事業

1-5-12-③ 3か年事業費計

環境対策課 0 0 0 0

1-5-12-② 3か年事業費計

・茨城県との連携強化 継続

環境対策課 0 0 0 0

公害相談体制の充実

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

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 12 環境保全の推進

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 5
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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 6,546 11,689 5,689 23,924

・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

・納骨堂設置工事

・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 継続事業

1-5-13-① 3か年事業費計

施　 策 13 町営霊園の維持管理

　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。

①

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

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

・納骨堂設計委託

基本方針 1

基本施策 5
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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

総務課 114,120 5,037 1,455 120,612

災害情報伝達の確立

・防災行政無線（同報系）
デジタル化工事（子局関連
設備等）

・ＭＣＡ無線基本使用料

・Ｊアラート受信機等更新
工事

・防災メール連携用ファイ
アウォール設置工事

・ＭＣＡ無線基本使用料

・避難所Wi-Fi設置工事

・ＭＣＡ無線基本使用料

・避難所Wi-Fi使用料

継続事業

1-6-14-② 3か年事業費計

総務課 3,796 1,150 450 5,396

地域防災計画の見直
し

・防災対策の啓発

・災害各種行動マニュアル
の　調査,検討,作成

・各種災害協定の検討,締結

・職員防災訓練の実施

・自主防災組織防災訓練支
援補助

・防災士資格取得補助

・自主防災組織活性化補助
（H27～H31）

・住民用防災手引書作成,配
布

・防災対策の啓発

・災害各種行動マニュアル
の　調査,検討,作成

・各種災害協定の検討,締結
・職員防災訓練の実施

・自主防災組織防災訓練支
援補助

・防災士資格取得補助

・自主防災組織活性化補助
（H27～H31）

・防災対策の啓発

・災害各種行動マニュアル
の　調査,検討,作成

・各種災害協定の検討,締結
・職員防災訓練の実施

・自主防災組織防災訓練支
援補助

・防災士資格取得補助

継続事業

1-6-14-① 3か年事業費計

③

④

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 14 防災体制の充実

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 6
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単位：千円

総務課 1,704 1,704 1,704 5,112

平成32年度

救急高度化の推進

・稲敷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
度化を推進する

・町内公共施設・コンビニ
エンスストアに設置したＡ
ＥＤの維持管理（22台）

継続 継続

継続事業

1-6-14-④ 3か年事業費計

総務課 8,883 13,500 13,500 35,883

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度

1-6-14-③ 3か年事業費計

消防団の組織機能の
維持向上

・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

・小型ポンプ並びにポンプ
積載車購入（12分団車
両）

・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

・ポンプ積載車購入（3・
15分団車両）

・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

・ポンプ積載車購入
（11・13分団車両）

継続事業
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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 2,000 2,000 2,000 6,000

1-6-15-③ 3か年事業費計

総務課 3,214 327 327 3,868

消防水利の整備拡充

・防火水槽１基の設置工事
の実施（立木地区）　継続
＊H29年度　予算繰越明許

・消火栓1基の設置工事の
実施（県南水道に依頼）継
続

・消火栓1基の設置工事の
実施（県南水道に依頼）継
続

継続

継続事業

防災設備の整備・充
実

・罹災証明交付,被災者台帳
作成システム整備

・罹災証明交付,被災者台帳
システム維持管理費

継続

継続事業

1-6-15-② 3か年事業費計

総務課 6,647 3,519 0 10,166

避難場所の確保

・避難場所の定期的な住民
周知

・福祉避難所の拡充検討

・指定避難所等に案内表示
版設置（１７箇所）

・避難場所の定期的な住民
周知

・福祉避難所の拡充検討

・指定避難所等に案内表示
版設置（９箇所）

・避難場所の定期的な住民
周知

・福祉避難所の拡充検討

継続事業

1-6-15-① 3か年事業費計

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 15 防災施設の整備充実

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 6
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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 1,350 1,350 1,270 3,970

1-7-16-③ 3か年事業費計

総務課 20 20 20 60

高齢者や子どもの交
通安全対策

・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
を実施し，交通安全教室を
実施

・シルバー歩行者・自転車
セミナーへの参加

・子ども交通安全自転車大
会への参加

・高齢者免許自主返納支援

・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
を実施し，交通安全教室を
実施

・シルバー歩行者・自転車
セミナーへの参加

・高齢者交通安全自転車大
会への参加

・高齢者免許自主返納支援

・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
を実施し，交通安全教室を
実施

・シルバー歩行者・自転車
セミナーへの参加

・高齢者免許自主返納支援

継続事業

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

1-7-16-② 3か年事業費計

総務課 1,160 1,160 1,160 3,480

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

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 16 交通安全意識の高揚

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 7
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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

経済課 470 470 470 1,410

1-7-17-③ 3か年事業費計

総務課 4,177 4,177 4,177 12,531

消費生活相談の充実

・消費生活相談窓口の設置 継続 継続

継続事業

防犯灯の整備推進

・防犯灯の設置・維持管理
の実施

継続 継続

継続事業

1-7-17-② 3か年事業費計

総務課 1,261 0 0 1,261

防犯活動の展開

・防犯パトロールの実施

・警察署との連携による防
犯啓発キャンペーンの実施

・街頭防犯カメラの設置
（2台）

・防犯パトロールの実施

・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

継続事業

1-7-17-① 3か年事業費計

③

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成30年度 平成31年度 平成32年度

施　 策 17 防犯の充実

　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。

①

②

基本方針 1

基本施策 7
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