
令和２年度町政懇談会資料

〇令和２年度主要事業等の取組み状況について

〇町の財政状況について

〇事前質問に対する回答
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総務行政一般 公共交通対策事業（企画課）

予算額：10,651,000 円

3

「若草大橋有料道路の通勤時間帯における無料措置」の実施

～ 無料措置の目的・概要等 ～

栄橋の朝の通勤時間帯の渋滞緩和を目的に１２月３１日まで（9/1より実施）若草大橋有料道路の朝６時から８時まで
の通行料について無料措置（全車種・上下線とも）を行い，栄橋の車両通行量を分散させる調査・検証を行います。

東京都・千葉県方面への
通勤・通学者等

「利根町地域公共交通会議」
（町民代表者，交通事業者及び公共交通の

学識経験者等で構成）

調査結果の効果検証 検証結果をもとに来年度以降の無料措置実施について検討

渋滞発生

若草大橋有料道路

栄橋

通勤・通学先へ

車両通行量を分散
渋滞緩和へ栄橋からの渋滞

（日本ウェルネススポーツ大学前）

若草大橋有料道路

無料措置実施後…

無料措置効果のイメージ
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総務行政一般 シティプロモーション事業（企画課）
予算額：457,000円（広告料のみ）

利根町外の方に対し，町の認知度向上および
魅力度の向上を図り，町への移住者・定住者
の獲得，関係人口・交流人口の増加を目的に，
令和２年１０月１日から令和３年３月３１日
までの６か月間，都営地下鉄浅草線に車内広
告を掲出しました 。

町PR広告の掲出



社会福祉関連 障害者プラン策定事業（福祉課）

予算額：4,522,000円

実 施 内 容

町の障害者に関する現状を踏まえた上で施策を定め，障害福祉サービスごとに必要な利用見込量と確保等

の支援について令和３年度から令和５年度までの「利根町障害者計画，６期障害福祉計画，２期障害児福

祉計画」を策定。

生活ニーズに関する調査

調査対象者 配布数
有効回収
数

有効回収率

身体障害者手帳所持者 ５２４件 ２７７件 ５２．９％

療育手帳所持者 １０１件 ４７件 ４６．５％

精神保健福祉手帳所持者 １５５件 ５５件 ３５．５％

難病手当受給者 ４２件 １９件 ４５．２％

合計 ８２２件 ３９８件 ４８．４％

基本理念

障害者福祉に関する調査

調査対象者 配布数 有効回収数 有効回収率

町民 500件 183件 36.6％

基本目標

１ 保健・医療の推進

２ 障がいのある子どもの育成

３ 就労と自立に向けた支援

４ 日常生活の支援

５ 相互理解と地域交流・社会参加の支援

６ 安全な生活環境づくり

７ 情報アクセシビリティの向上

ニコニコと安心して
暮らせる明るいまち
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高齢者福祉関連 高齢者等買い物弱者移動販売事業（福祉課）
予算額：11,490,000円

実 施 内 容

移動販売 福の助商店 （ＪＡ水郷つくば委託事業）

生活必需品の購入に不便を感じている高齢者が，地域で安心して暮らせるよう食料品や日用品等の
移動販売を実施しています。
令和２年８月には，移動販売車を冷蔵・冷凍機能付きの車両へリニューアルしました。

利用実績：令和２年４～10月 １６６２件（うち高齢者利用 １２１９件）

・運 行 日 ： 毎週火・木曜日 ※年末年始・年度末・祝日除く ・販売地区： 計21地区
・停車時間： 1拠点あたり20～30分停車 ・販売拠点： 計32拠点
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高齢者福祉関連 在宅医療・介護連携推進事業（福祉課）
予算額： 1,106,000円

事業概要

利根町・取手市・守谷市は，取手市医師会と連携し，高齢者が医療と介護の両方を必要とする
状態になっても，住み慣れた地域で暮らし続けられることできるよう，医師，看護職，ケアマネ
ジャーなどの多職種の方々と協働して在宅医療・介護の連携体制の構築を推進しています。

守谷市
取手市

利根町



内 容

１ 多職種で在宅を支える土台づくり
・多職種の協議会等（繋がり）
・専門職向け研修会等（質向上）
・住民向け講演会等（意識づくり）
※コロナ対策により実施方法検討中

２ 地域資源の活用する仕組みづくり
・地域資源マップ等

新しい取り組み

ＩＣＴ技術を用いた，医療と介護従事者の
情報連携ツール「いきいきⅰネット」の導入

厳重なセキュリティの元，良好で迅な情報連携
により在宅療養の高齢者に質の高い支援を提供
することを目的とします

町民向け講演会（昨年度）

8



9

妊娠祝い品

支 給 品 母乳育児用品（授乳服）

申請件数 41件

当初予算額 720,000円

出産祝い品

支 給 品 町内共通商品券5万円分

支給件数 15件

当初予算額 2,500,000円

（令和２年10月30日時点） （令和２年10月30日時点）

児童福祉関連 利根町妊娠・出産祝い品支給事業（子育て支援課）
予算額： 3,233,000円

妊娠時に母乳育児用品を支給し，出産後には町内共通商品券を支給することで，産前産後の母親の不安
軽減と子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。

事業内容
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栽培過程

９月下旬（収穫）

計画

昨年9月：町内の生産者に栽培を依頼
4月中旬：酒米「ひたち錦」種まき
5月上旬：田植えの実施

栽培管理
つくば地域農業改良普及センターのご指導により，
無事9月末に収穫を終えた。現在はラベルのデザイ
ン，ビン等の選定をしており，年明けには仕込みを
始め，3月ごろ完成予定。７月上旬

農業振興・商工観光関連 町内産日本酒製造事業（経済課）
予算額： 3,250,000円

町の圃場で栽培された酒米「ひたち錦」を使用した日本酒を製造。
町内産の米で作成した炊飯米パックと合わせて町のPRを行い，特産品としてもPRしていく。

事業内容



若者会議「とねまち未来ラボ」発足
11月 キックオフミーティング開催
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単に空き店舗を埋めるだけの

事業にしないために・・・

空き店舗を利活用した
インキュベーション施設づくり

チャレンジショップ募集

現在，町内の空き店舗が
増加し，長年にわたり放
置されている状況

外部専門家の意見を取り入れながら，

商工会・町民と協働でプロジェクトを推進

地域経済の低下，町としてのイメージ低下にも
つながってくるため，対策が必要。

農業振興・商工観光関連 商店街再生事業（経済課）
予算額： 4,350,000円



位置図 事業内容

安全かつ快適な道路環境の整備を推進をするた
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来年度に道路拡幅
工事を予定。

【町道１１２号線大房地内】
通学路交通安全対策として道路拡幅に向け，
地権者の方への用地交渉を実施中。

【町道１２３４号線外立木寺内地区】
立木寺内地区の道路拡幅に向けて，下流部の
排水整備工事を実施中。

改良工事前（町道１１２号線） 改良工事後（町道１１２号線）

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

道路等の整備・環境関連 道路改良工事事業（建設課）
予算額：148,538,000円
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道路等の整備・環境関連（都市計画）
大平地区計画策定業務（都市整備課）

予算額：6,743,000円

計画地区（案）

全体的な土地利用基本構想を検討するとともに，整備手法等も勘案しながら地区計画を策定する。
今年度は「4．土地利用基本構想実現に向けたプロセス検討」までを予定。



地区計画策定フロー

1.前提条件等調査

【土地及び建物所有者】
権利調査等の整理

2.各種要件の整理

【事業者】
サウンディング調査

【地権者及び周辺住民等】
地区別懇談会

・関係課ヒアリング
・事業者ヒアリング
・地権者ヒアリング
（地区別懇談会）

地
区
整
備
課
題
の
整
理

地権者意向把握
（土地利用・地区計画）

土地利用の方向性の整理
土地利用基本方針の整理
土地利用構想の立案

3.土地利用基本構想

事業手法の検討・必要条件等の整理
町道103号線の延伸整備

4.土地利用基本構想実現に向けたプロセス検討

上
位
関
連
計
画
の
整
理

地
区
の
概
況
等

土
地
利
用
・
建
物
現
況
の
状
況

5.地区計画検討資料の作成

茨城県協議
（事前協議）

6.地区計画の策定

令和３年度
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学校教育・生涯学習関連 語学指導事業（指導室）

予算額：19,729,000円（うち英語検定料助成金351,000円）

実 施 内 容 活動の様子

〇 ALTを 配置
〇 から英語学習を実施
〇 の実施
（本年度より，中学校で実施）

～町英語検定料助成金事業～
〇町内在住の中学生１~３年生の実用英語
技能検定（英検）の検定料の半額補助

【A LTを活用した授業のようす】 【対話を取り入れた授業のようす】

【A LTを活用した低学年の授業のようす】

各小中学校へ１名
小学校１年生
町英語検定料助成金事業

現在，12名が申し込み（10月12日現在）

【外国語による実践的な
コミュニケーション能力の育成に向けて】
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実施内容

目的：子ども達が良好な学校生活を送れるよう，
教育環境の充実を図ります。

・文小学校特別教室（音楽室）空調設備工事
床置き形エアコン 一式
契約金額：1,089,000円

・布川小学校特別教室（音楽室）空調設備工事
天吊り形エアコン 一式
契約金額：1,870,000円

・利根中学校特別教室（音楽室）空調設備工事
天吊り形エアコン 一式
契約金額：1,265,000円

学校教育・生涯学習関連 小学校・中学校施設維持補修事業（学校教育課）



学校教育・生涯学習関連 文化センター管理事業（利根町文化センター）
予算額： 91,916,000円

文化センター吊物設備更新工事（多目的ホール） 実施内容

文化センター吊物設備更新工事
（契約金額：79,970,000円）

・経年劣化による不具合や事故を防止するた
めの設備全般の更新工事を実施します。

施設表示板等修繕（執行額：1,067,000円）
・施設名称変更に伴う施設内標示板等の修繕
を実施しました。

道路表示板等修繕（執行額：946,000円）
・施設名称変更に伴う道路案内表示板等の修
繕を実施しました。

施設表示板等修繕 道路表示板等修繕

17



18

７月４日（土） 第1回・町長挨拶

９月５日（土） 第２回

学校教育・生涯学習関連 英語教室事業（生涯学習課）
予算額：751,000円

目的
楽しく遊びながら英語に触れることで，英語への興味や関
心を高める。

内容
・毎月２回，町内小学生を対象とした英語教室を開催
・10月末現在で4回開催，延べ参加児童数55名（令和2年
度）
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため５，６，８月は
開催中止)

・英語の歌・英語を使ったゲーム・オンラインで外国人と交
流するなど

講師
小中学校ALT（外国人講師）２名，補助講師１名

実施内容

英語教室の様子（令和２年度）



道路等の整備・環境関連（公共下水道）
公共下水道維持管理工事（都市整備課）

予算額：110,873,000円
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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。

・下水道管路施設調査委託（立木・大房）
汚水管が傷んでいないか調査を実施

・下水道施設更生工事（布川・立木）
傷んでいる汚水管の更生工事を実施

・雨水路維持管理工事（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

雨水路維持管理工事 下水道施設更生工事

実施内容

20



総務行政一般
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住民自治基本条例策定事業（企画課）

予算額：637,000円

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，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。

利根町自治基本条例検討委員会

自治基本条例ができるとどうなるか

町民等
主体的に行政に参加し，
まちづくりを進める。

行政
町民の意思が反映された町政運営
・情報公開
・町民参加機会の確保・推進

議会
町民の意思が町政に

反映されるよう努める。

参加 協働
情報
共有

自治基本条例とは？

公募委員(７名)，町内の各種団体(４名)，町議会議員(１名)，町の職員
(１名)，学識者(３名)，計１６名で構成し，月に１回のペースで検討委
員会を開催して，条項等の作成を進めている。



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

主な交付対象事業の概要
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地方創生臨時交付金

•新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の概要

１ 目 的

２ 使 途

３ 実施事業数（交付対象事業数）

４ 事業費総額

新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに，感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を
支援し地方創生を図るため，地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施するための交付金

・新型コロナウイルス感染症に対する対応（感染拡大の防止，医療提供体制の整備）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた地域経済，住民生活の支援等の
事業に充当

５６事業

436,468,000円
内訳：地方創生臨時交付金 358,118,000円

国・県補助金 13,253,000円
一般財源 65,097,000円
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地方創生臨時交付金

♦概 要 災害時の避難所開設における分散避難体制の構築及び町内各地区における
防災活動に関した感染防止対策を行う経費を補助。

♦事業費 45,752,000円
♦対象者 町民及び各地区

№１

•事業名 防災活動支援事業（総務課）

24

分散避難



地方創生臨時交付金
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•事業名： 子育て世帯緊急支援給付金（子育て支援課）
№２

◆概 要 児童手当を受給している世帯に，お子様一人あたり１万円を支給し
子育て世帯への経済的支援。
（国の子育て世帯への臨時給付金の上乗せ。対象予定者数1,370人）

◆事業費 13,851,000円
◆対象者 児童手当受給世帯



地方創生臨時交付金

♦概 要 特別定額給付金の基準日以降に生まれた新生児を持つ世帯への
経済的支援を目的に給付金を支給。

♦事業費 5,006,000円
♦対象者 町民（特別定額給付金基準日以降から令和３年４月１日までに

生まれた新生児を持つ世帯）

№３

•事業名 利根町新生児特別定額給付金支給事業（子育て支援課）
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地方創生臨時交付金

♦概 要 感染症拡大の影響により，移動の自粛や混みあう店舗を避けてい
る高齢者や障がい者のために移動販売を行い，高齢者等の安心で
安全な日常生活を確保。

♦事業費 11,490,000円
♦対象者 町民（高齢者等）

№４

•事業名 高齢者等買物弱者移動販売事業（福祉課）
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地方創生臨時交付金

◆概 要 影響により売上が前年同月比で20％以上減少している中小企業事
業者に対して助成金を交付し，経営持続化を支援。
・法人 30万円
・個人事業主 20万円

◆事業費 67,048,000円
◆対象者 町内に事業所を有する中小企業事業者（飲食店及び飲食料品小売業以外）

№５

•事業名：利根町中小企業者経営支援助成金交付事業（飲食店及び飲食品小売業以外）

• （経済課）
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•事業名： 利根町小規模事業者緊急経営支援助成金交付事業

• （飲食店及び飲食品小売業） （経済課）

◆概 要 影響により売上が前年同月比で20％以上減少している町内の小規模
事業者（飲食店及び飲食料品小売業）に対して，一律３０万円の
助成金を交付。

◆事業費 18,000,000円
◆対象者 町内に事業所を有する小規模事業者（飲食店・飲食料品小売業）

№６



地方創生臨時交付金

♦概 要 町経済活性化を図るため，町内小売店等で共通して使用できる
プレミアム商品券を発行。

♦事業費 13,098,000円
♦対象者 町商工会

№７

•事業名 町内共通商品券販路拡大事業（経済課）
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№８

◆概 要 ＧＩＧＡスクール構想関連事業との連携による児童生徒及び教員が
学校・自宅で使うICT環境の整備・運用経費を支援。
・児童生徒一人１台タブレットパソコン購入
・教職員用タブレットパソコン購入
・電子黒板購入

◆事業費 14,685,000円
◆対象者 町内小中学校

事業名： ＧＩＧＡスクールＩＣＴ環境整備事業（学校教育課）
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♦概 要 ＧＩＧＡスクール構想を実現し，学校，自宅での学習支援を可能に
するため，オンライン学習に対応した学習支援システム（ソフト）
の導入に要する経費。

♦事業費 29,700,000円
♦対象者 町内小中学校

№９

•事業名 遠隔・オンライン学習の環境整備，ＧＩＧＡスクール構想への

• 支援事業（学校教育課）
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♦概 要 子どもたちが安全・安心な学校生活を送ることを目的に，
３密防止と分散授業へ備えるため，特別教室へ空調設備を整備。

♦事業費 15,900,000円
♦対象者 町内小中学校

№１０

•事業名 小中学校特別教室空調設備整備事業（学校教育課）

空調
整備

理科室

分散授業時
の

教室を確保
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♦概 要 新たな体育館の活用による夏季開校の授業スタイルと３密防止を
図るため中学校体育館にスポット型空調機を整備。

♦事業費 25,000,000円
♦対象者 町内中学校

№１１

•事業名 中学校体育館空調設備整備事業（学校教育課）

空調
整備
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◆概 要 全国的に入手困難なマスクを全世帯に配布し感染拡大防止を図るとともに
町民の安心・安全な生活を確保。

◆事業費 5,017,000円
◆対象者 町民

№１２

事業名： 全世帯マスク配布緊急支援事業（保健福祉センター）
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♦概 要 感染拡大時の分散業務に対応するため，無線LAN環境を整え，
来庁者及び職員の安全を確保。

♦事業費 29,436,000円
♦対象者 町民及び職員

№１３

•事業名 役場庁舎内分散業務対応事業（企画課）

役 場

業務体制の
分散化

庁内無線LANの整備

窓口の分散化
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♦概 要 議会傍聴の分散化を図るため，既存のアナログ設備をデジタル化
に改修。

♦事業費 24,358,000円
♦対象者 議会傍聴者

№１４

事業名 議会議場設備更新事業（議会事務局）
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