
第４次三郷市総合計画

実　施　計　画
（平 成 ２６ 年 度 ～ 平 成 ２８ 年 度）

　　　三　郷　市

三郷市キャラクター「かいちゃん＆つぶちゃん」





はじめに

　三郷市では、平成２２年度から平成３２年度まで

の１１年間のまちづくりの方向性を示した、第４次

三郷市総合計画に基づき、さまざまな施策を推進し

ています。

　この実施計画は、総合計画の基本構想および前期

基本計画を受け、平成２６年度から平成２８年度の

３か年に実施する事業内容を示すものです。

　現在、我が国の経済状況は、政府の経済政策等により景気回復の兆しが見え始め

ております。

　こうした中、本市の一般会計当初予算も７年連続で増額となっており、人口も堅

調に増加を続けておりますが、現状に甘んじることなく、今後も限られた財源の中

で創意工夫をこらした各種施策を着実に推進してまいります。

　また、今年度から総合計画後期基本計画の策定を予定しております。現行計画を

振り返り、社会環境の変化に対応した計画づくりを進めてまいります。

　今後におきましても、将来都市像である「きらりとひかる田園都市みさと～人に

も企業にも選ばれる魅力的なまち～」の実現に向け、全力で取り組んでまいります

ので、一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

平成２６年４月

三郷市長　木津雅晟
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１．実施計画の概要

（１） 計画策定の目的

　 この実施計画は、第４次三郷市総合計画の基本構想に定められた将来都市像

「きらりとひかる田園都市みさと」～ 人にも企業にも選ばれる魅力的なまち ～

を実現するために、基本計画で定められた施策を実施あるいは推進するための枠

組みとなるものです。

（２） 事業の採択基準

　 実施計画では、基本計画に示された、市が取り組むべき施策のうち毎年度の財

政計画を踏まえながら緊急性、必要性、効果性の視点から各事業を精査し、実

施する事業を採択します。

　一般会計の事業及び、特別会計の事業を対象とします。

（３） 計画の期間

　 本実施計画の計画期間は平成２６年度から平成２８年度までの３か年です。

　 ただし、市民ニーズや財政状況の変化へ柔軟に対応するため、必要に応じて見

直しを行います。

（４） 財源

　 本実施計画では、今後の財政状況の見通しについて３か年推計を行いました。

財政状況の見通しについては、現時点のものであり、今後の社会情勢の変化など

により、適宜柔軟に対応していく必要があります。

　 歳入については、厳しい経済状況が続いている中でも市税は堅調に推移するものと

見込まれます。

　 歳出については、定員の適正化に伴う人件費の減少はあるものの、扶助費などの

経常的経費は今後も増加するものと見込まれます。
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（参考）

今後の財政状況の見通し（一般会計）

（単位：百万円）

平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

市　　　　税 19,501 18,977 19,072

国県支出金 8,524 8,727 8,570

そ　の　他 13,820 14,467 12,602

歳　入　合　計 41,845 42,171 40,244

（単位：百万円）

平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

人　件　費 7,356 7,289 7,219

扶　助　費 7,848 7,859 7,877

公　債　費 4,509 4,400 4,623

繰　出　金 3,086 3,250 3,390

そ　の　他 17,140 18,692 17,015

歳　出　合　計 39,939 41,490 40,124

　　３か年推計（平成２６～２８年度）　　

　　３か年推計（平成２６～２８年度）　　

歳　　  入

歳　　  出
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２．前期基本計画の体系
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《重点テーマ》

リーディングプロジェクト

”みんなで考え、ともにつくる、魅力あるまちづくり”　プロジェクト

”ささえ合い、地域で見守る、子育て支援”　プロジェクト

”ともに未来へつなぐ、緑と水辺の郷づくり”　プロジェクト

　１　「参加・協働のまちづくり」を進めるとともに、地域の個性を生かしたまちをつくります。

　２　未来を担う子どもたちが安全で健やかに育つまちをつくります。

　３　自然と共生した快適な環境のまちをつくります。

と

み

さ
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３．実施計画の見方

１－１－１　危機管理体制の整備

目指す成果

危機管理防災課

事業年度

被災住民への対応が十分行なえるよう、計画的な物資の備蓄を行なう。

災害備蓄品整備事業

1000097

重点 部課(室)名

開始年度 昭和６２年度

地域防災計画に基づき、災害応急対策として、市民対応を実施することを目的に、備蓄品を整備する。

環境安全部

事業コード

終了年度

事業概要

継続

事業名

施策関連事業の担当部課（室）名を記載してい

ます。（平成26年4月1日現在）

第４次三郷市総合計画 前期

基本計画の施策体系となりま

す。

優先度の高い重点事業と

なります

平成２８年度

年次計画

廃棄分に対し3,300食程度の減
整備率83.2％

計画値に向け、年間3～4％（3,300食程
度）の食料備蓄（主食）の増加
整備率86.4％

平成２７年度

予算額
[ ]

2,338

廃棄による整備率の減を押さえるため計
画的に整備
平成２８年度は特異的に廃棄量が増える
ため29,000食程度の減となる
整備率57.4％

平成２６年度

・年度別の事業計画の内容を記載してい

ます。

・平成２６年度当初予算額を掲載してい

ます。

・個々の施策関連事業の内容、具体的な目指す成果を

簡潔に記載しています。

・成果指標は第４次三郷市総合計画 前期基本計画の

目標数値を記載しています。
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４．まちづくり方針
１－１－１　危機管理体制の整備 事業コード 1000097

事業名 災害備蓄品整備事業 部課(室)名 環境安全部 危機管理防災課

事業概要

地域防災計画に基づき、災害応急対策として、市民対応を実施することを目的に、備蓄品を整備する。

事業年度 開始年度 昭和62年度 終了年度 継続

目指す成果

被災住民への対応が十分行なえるよう、計画的な物資の備蓄を行なう。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
廃棄分に対し3,300食程度の減
整備率83.2％

計画値に向け、年間3～4％（3,300食程度）
の食料備蓄（主食）の増加
整備率86.4％

廃棄による整備率の減を押さえるため計画的
に整備
平成２８年度は特異的に廃棄量が増えるた
め29,000食程度の減となる
整備率57.4％

予算額 [千円] 2,338

１－１－１　危機管理体制の整備 事業コード 1000102

事業名 地域防災計画策定事業 重点 部課(室)名 環境安全部 危機管理防災課

事業概要

三郷市の防災力強化を推進するため、地域防災計画の改定並びに、地域防災計画に附随する災害対応行動マニュアルの整備を行う。

事業年度 開始年度 平成24年度 終了年度 継続

目指す成果

 災害対応行動マニュアルの作成
地域防災計画の改定

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 地域防災計画の改訂

災害対応マニュアルの作成（13業務程度）
避難所開設・運営マニュアルの作成普及

地域防災計画及び災害対応マニュアルの検
 証

（訓練の実施、計画・マニュアルの見直し）
避難所開設・運営マニュアルの作成普及

地域防災計画及び災害対応マニュアルの検
 証

（訓練の実施、計画・マニュアルの見直し）
避難所開設・運営マニュアルの作成普及

予算額 [千円] 10,445

事業名 地震ハザードマップ策定事業 重点

１－１－２　防災情報の共有化 事業コード 1000709

部課(室)名 環境安全部 危機管理防災課

事業概要

平成25年度公表された埼玉県地震被害想定調査結果を受け、想定される地震動に応じて平成20年度に作成した地震ハザードマップの
改定版を作成し、全戸配布する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 平成26年度

目指す成果

地震ハザードマップの「揺れやすさマップ」、「建物倒壊危険度マップ」、「液状化危険度マップ」を改訂する。
作成した地震ハザードマップを全戸配布し、市民の地震災害に備える自助を促進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
地震ハザードマップの作成
地震ハザードマップの全戸配布

予算額 [千円] 10,000
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１－１－２　防災情報の共有化 事業コード 1000976

事業名 防災行政無線更新整備事業 部課(室)名 環境安全部 危機管理防災課

事業概要

防災行政無線（固定系）は、災害時の市民への情報伝達手段として、昭和62年に整備されたものであるが、経年劣化と部品の製造中止な
どにより保守が困難な状況にある。また、デジタル波への移行及び、都市化の進展に伴う音達障害を解消するための新たな配置も含め、機

 器の更新整備を実施するものである。
　防災行政無線（移動系）は、災害時の応急活動における通信手段として、昭和61年に整備されたものであるが、経年劣化と部品の製造
中止などにより、維持が困難な状況にある。また、デジタル波への移行促進にともない、電波の利用期限が設けられる見込みである。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

防災行政無線の更新整備

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
固定系拡声子局の更新
移動系の更新について検討

移動系の更新 移動系の更新

予算額 [千円] 140,000

１－１－３　災害に強い都市基盤の整備 事業コード 1000416

事業名 細街路整備事業 部課(室)名 まちづくり推進部 開発指導課

事業概要

幅員４ｍ未満の市道（細街路）の拡幅整備を促進することを目的として、後退用地等を市に提供する者に対し、その対価及び費用の一部を
予算の範囲内において助成する。

事業年度 開始年度 昭和57年度 終了年度 継続

目指す成果

細街路の拡幅整備を促進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
道路と見なされる土地の分筆費用、すみ切り
用地等の対価及び工作物の補償費の一部を
補助

道路と見なされる土地の分筆費用、すみ切り
用地等の対価及び工作物の補償費の一部を
補助

道路と見なされる土地の分筆費用、すみ切り
用地等の対価及び工作物の補償費の一部を
補助

予算額 [千円] 5,250

事業名 耐震診断・耐震改修等費用助成事業

１－１－３　災害に強い都市基盤の整備 事業コード 1001055

部課(室)名 まちづくり推進部 開発指導課

事業概要

地震災害から市民の生命、財産を守ることを目的として、市内に存する耐震上脆弱な住宅の所有者又は居住者が耐震診断・耐震改修等
を行った場合に、その費用の一部を予算の範囲内において助成する。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

耐震診断及び耐震改修を促進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
耐震診断費用、耐震改修工事費用の一部を
補助

耐震診断費用、耐震改修工事費用の一部を
補助

予算額 [千円] 10,000
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１－１－３　災害に強い都市基盤の整備 事業コード 1001148

事業名 北分署建替え事業 重点 部課(室)名 消防本部 消防総務課

 ・現敷地内での建て替え
　（ＲＣ２階　車庫兼事務所　床面積約８００

 ㎡）
　仮設車庫設置、車庫解体、事務室建築

 ・現敷地内での建て替え
　（ＲＣ２階　車庫兼事務所　床面積約８００

 ㎡）
　事務所引越、事務所解体、車庫建築、外
構工事、仮設車庫解体

事業概要

昭和54年4月に竣工の北分署について、耐震診断（二次診断法）を実施したところ、耐震補強や大規模改修が必要な状況であることから、
平成27年度までに北分署の建て替えを行う。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

安全で安心して暮らせるまちを実現するため、北部地域の消防力の推進

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

１－１－４　地域の防災力の向上 事業コード 1000098

予算額 [千円] 190,000

事業名 自主防災組織設立及び活動推進事業 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

災害対策基本法に規定される、住民の隣保共同の精神に基づく自発的な防災組織としての自主防災組織について、活動の推進と組織の
機能を十分に発揮できるよう努めることを目的としている。

事業年度 開始年度 昭和63年度 終了年度 継続

目指す成果

・自主防災組織率の向上　・自主防災活動の充実　・自主防災訓練指導者の養成

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 自主防災活動へ対する補助事業の実施

 自主防災リーダー研修の実施
自主防災会指定避難場所の案内看板設置

 自主防災活動へ対する補助事業の実施
 自主防災リーダー研修の実施

自主防災会指定避難場所の案内看板設置

 自主防災活動へ対する補助事業の実施
 自主防災リーダー研修の実施

自主防災会指定避難場所の案内看板設置

予算額 [千円] 5,035

１－２－１　治水基盤の整備 事業コード 1000447

事業名 排水ポンプ場中央監視設備設置事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

三郷市が管理する排水機場の故障や運転が把握出来ないため、排水ポンプ場と市役所内に設置する中央監視設備をＮＴＴ回線等で結
び、運転状況や故障などを遠方で監視することにより、水害対策の強化を図る。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 平成36年度

目指す成果

システムの導入により市民の安全と財産を守る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
４機場 ３機場 ３機場

予算額 [千円] 36,000
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１－２－１　治水基盤の整備 事業コード 1000448

事業名 水路整備事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

市内の水路整備を実施することにより、災害から市民の生命と財産を守ることと併せて、生活環境の向上に努める。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

水路の流下能力が増すことにより、浸水被害の軽減となる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 不動堀水路整備　Ｌ＝５０ｍ

 高州四丁目調整池整備
水路現況調査（放水路以南）

 不動堀水路整備 Ｌ＝５０ｍ
高州四丁目排水機場整備
水路現況調査（放水路以南）

不動堀水路整備　Ｌ＝６５ｍ
高州四丁目水路整備　Ｌ＝６００ｍ
水路現況調査（放水路以北）

予算額 [千円] 171,900

１－２－１　治水基盤の整備 事業コード 1000449

事業名 水路改修事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

柵渠構造の水路底をコンクリート構造にすることにより、水路の流下能力が増大することで、治水安全度の向上を図ることができる。また、そ
れに併せて蓋架けを実施することにより、歩行者の安全性と良好な生活環境が確保される。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

水路の流下能力の増大を図る。歩行者の安全性と良好な生活環境が確保される。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
水路改修　Ｌ＝９１５ｍ
（H26当初　760m、H25繰越　155m）
（H26.3議会：繰越明許費　11,245千円）

水路改修　Ｌ＝３００ｍ 水路改修　Ｌ＝３００ｍ

予算額 [千円] 109,350

１－２－１　治水基盤の整備 事業コード 1000450

事業名 下第二大場川改修事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

浸水を繰り返している地域を流れる準用河川下第二大場川の河道を拡幅し、併せて護岸の改修や河床を掘削することにより、流下能力の
拡大を図り、浸水被害の軽減を図る事業である。また、歩道や植栽帯を設置する沿道整備も併せて実施することにより、歩行者の安全確
保並びに生活環境の向上に寄与することを目的とする。

事業年度 開始年度 平成13年度 終了年度 平成28年度

目指す成果

戸ヶ崎、鷹野両地域から浸水被害を軽減させる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
下第二大場川改修整備　Ｌ＝５０ｍ
下第二大場川護岸修繕工事　Ｌ＝４５ｍ

下第二大場川改修整備　Ｌ＝５０ｍ 下第二大場川改修整備　Ｌ＝５０ｍ

予算額 [千円] 157,650
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１－２－１　治水基盤の整備 事業コード 1000451

事業名 彦成川改修事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

彦成川の整備により、水害から市民の生命と財産を守る。併せて、生活環境の向上を図る。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 平成36年度

目指す成果

治水及び道路安全度の向上並びに住環境の向上

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
彦成川水辺再生整備及び河川改修整備　Ｌ

 ＝１５０ｍ
※半田運動公園の整備と調整を図りながら、
先行して左岸の親水護岸整備と右岸の護岸
整備を実施。
（H25.12議会：繰越明許費　18,000千円）

 彦成川改修整備　Ｌ＝１６５ｍ
※半田運動公園より西側の護岸整備を実
施。

 彦成川改修整備　Ｌ＝１６５ｍ
※残区間（武蔵野線まで）の護岸整備を実
施。

予算額 [千円] 251,200

１－３－１　消防活動の推進 事業コード 1000535

事業名 消火栓等施設整備事業 部課(室)名 消防本部 警防課

事業概要

計画的に消火栓を設置することにより、消防庁が勧告している消防水利の基準に基づき、当市の消防水利必要数の充足率を向上させる。

事業年度 開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

目指す成果

消防水利不足地域への消火栓設置による充足率の向上と既存消火栓の機能維持

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
インター南部地区区画整理地内及び既成市

 街地の消火栓の新設、既存消火栓の修繕
計画的に消火栓を設置することにより、消防
庁が勧告している消防水利の基準に基づき、
当市の消防水利必要数の充足率を向上させ
る。

計画的に消火栓を設置することにより、消防
庁が勧告している消防水利の基準に基づき、
当市の消防水利必要数の充足率を向上させ
る。

計画的に消火栓を設置することにより、消防
庁が勧告している消防水利の基準に基づき、
当市の消防水利必要数の充足率を向上させ
る。

予算額 [千円] 5,800

１－３－１　消防活動の推進 事業コード 1000536

事業名 消防車両整備事業 部課(室)名 消防本部 警防課

事業概要

消防力の整備指針に示された三郷市の消防力（消防車両の種別ごとの必要数）に近づくよう消防車両の整備を行うとともに、多様化する災
害に対応できる最新の資機材を配備する。

事業年度 開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

目指す成果

多様化する災害に対応できる最新の資機材を配備する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
空気呼吸器１５台の整備
水面救助対策用資機材の整備

消防車両（予防2）の更新整備 はしご付消防自動車の更新整備

予算額 [千円] 5,656
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１－３－１　消防活動の推進 事業コード 1001124

事業名 少年消防クラブ事業 部課(室)名 消防本部 消防総務課

事業概要

子供の頃から消防・防災について正しい知識と技術を教育し、生命と暮らしを守ることの大切さと規律や防火マナー等を身につけさせる消
防・防災教育を行い、将来の地域防災の担い手となる人材の育成と地域に社会貢献できる子供の育成を図る。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

消防や防災について学習し、理解を深める事により、火災予防活動の一翼を担う団体として活動する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
消防・防災について正しい知識と技術を教育
し、将来の地域防災の担い手となる人材の育
成と地域に社会貢献できる子供の育成。

消防・防災について正しい知識と技術を教育
し、将来の地域防災の担い手となる人材の育
成と地域に社会貢献できる子供の育成。

消防・防災について正しい知識と技術を教育
し、将来の地域防災の担い手となる人材の教
育と地域に社会貢献できる子供の育成。

１－３－１　消防活動の推進 事業コード 1001246

予算額 [千円] 2,107

事業名 消防訓練施設整備事業 部課(室)名 消防本部 消防総務課

事業概要

市民の生命・身体及び財産をあらゆる災害から保護し、複雑多様化する災害現場に対応するため、消防・救助隊員の技術の向上、及び隊
員の安全を確保することを目的として、老朽化した仮設訓練塔等の訓練施設を整備する。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

老朽化した訓練施設を整備することで、各種災害、都市型災害を想定した総合的な訓練を実施することができ、職員の災害活動が迅速、
確実、安全に行うことができる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
保守点検及び老朽化した部分の補強を行
う。

地盤改良及び訓練塔、施設内外構の設計を
行う。

訓練塔建設工事を行う。

予算額 [千円] 0

事業名 高規格救急車・高度救命処置用資機材整備事業

１－３－２　救急・救助活動の推進 事業コード 1000539

部課(室)名 消防本部 警防課

事業概要

・高規格救急自動車の更新計画に伴い高規格救急車の整備・高度救命用資機材を計画的に　見直しの事務事業の効率化を図る。

事業年度 開始年度 平成12年度 終了年度 継続

目指す成果

・高規格救急自動車の更新計画に伴う高度救命用資機材等の見直しを図り、事務事業の効　率化を図り、整備及び高度救命用資機材の
計画を整備。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
救急３号車（高規格救急自動車）更新整備
通信タブレット端末通信費

通信タブレット端末通信費 通信タブレット端末通信費

予算額 [千円] 33,360
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１－３－２　救急・救助活動の推進 事業コード 1001252

事業名 着衣泳法普及推進事業 部課(室)名 消防本部 消防署

子供の水難事故防止のため、水の事故に遭
遇した際に身を守る方法として一般社団法人
水難学会が推奨する着衣泳法を小学生が身
につける。また、各学校体育主任の先生に対
し着衣泳法を児童へ指導できるよう養成す
る。市内１９校中１０校程度実施する。

子供の水難事故防止のため、水の事故に遭
遇した際に身を守る方法として一般社団法人
水難学会が推奨する着衣泳法を小学生が身
につける。また、各学校体育主任の先生に対
し着衣泳法を児童へ指導できるよう養成す
る。市内１９校中１０校程度実施する。

子供の水難事故防止のため、水の事故に遭
遇した際に身を守る方法として一般社団法人
水難学会が推奨する着衣泳法を小学生が身
につける。また、各学校体育主任の先生に対
し着衣泳法を児童へ指導できるよう養成す
る。市内１９校中１０校程度実施する。

事業概要

水難事故の約８割が着衣状態での事故であり、背浮きや浮く物につかまり水面上に顔を出すなど浮き身で救助を待つことが大切である。子
供の水難事故防止のため、水の事故に遭遇した際に身を守る方法として、小学生が着衣泳法を身につける。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

全学年に水難事故の際、浮いて待つことを身につける。特に水に不慣れな低学年の児童に背浮きを身につけさせ、着衣泳法の習得を目指
す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

１－３－２　救急・救助活動の推進 事業コード 1000961

事業名 AED普及推進事業 部課(室)名 消防本部 警防課

事業概要

 ・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の民間施設への普及推進
 ・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法を含む心肺蘇生法等の普及

・ＡＥＤの設置と応急手当の普及を図ることにより、救命率及び社会復帰率の向上

事業年度 開始年度 平成20年度 終了年度 継続

目指す成果

・市民に応急手当を普及させることにより、救急車が現場到着するまでの間に、市民による救命処置を行ってもらうことで、救命率と社会復
 帰率を向上させる。

・新規ＡＥＤ設置施設に対し埼玉県ＡＥＤ設置等届出システムへの登録を促し市民がＡＥＤの位置を知ることができるようにする。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・応急手当普及啓発活動により救急車の適
性利用を図ると共に応急手当実施による社
会復帰率の向上を目指す
・施設ＡＥＤリース設置継続事業
・リースによるＡＥＤ４５台の更新（消防車両積
載、公共施設及び貸出用）

・応急手当普及啓発活動により救急車の適
性利用を図ると共に応急手当実施による社
会復帰率の向上を目指す
・施設ＡＥＤリース設置継続事業

・応急手当普及啓発活動により救急車の適
性利用を図ると共に応急手当実施による社

 会復帰率の向上を目指す
・施設ＡＥＤリース設置継続事業
・施設ＡＥＤ１５箇所１６台の更新

予算額 [千円] 5,639

１－３－３　消防団活動の支援 事業コード 1000528

予算額 [千円] 82

事業名 消防団車両機器整備事業 部課(室)名 消防本部 警防課

事業概要

消防団の活性化を図る方策として、地震・風水害等の災害時に消防団の組織力及び特性を活かし、地域に密着した多彩な活動を想定し
た資器材を装備した消防団車両を整備する。

事業年度 開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

目指す成果

消防団車両と機械器具を装備し消防力の強化を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
可搬式消防ポンプ2台の整備 各種災害対応機動車２台の整備 各種災害対応機動車２台の整備

予算額 [千円] 3,942
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１－３－３　消防団活動の支援 事業コード 1000532

事業名 消防団機械器具置場新設事業 部課(室)名 消防本部 消防総務課

事業概要

消防団の活動拠点ともいうべき機械器具置場の老朽化に伴い、新たな活動拠点となるような機能を備えた機械器具置場に建替える。

事業年度 開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

目指す成果

消防団施設の建て替えは、各施設の現状を把握し優先順位を付け効率よく建設する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
地域防災拠点施設である機械器具置場２４
箇所のうち、老朽化の進んだ昭和５０年代以
前に建てられた５箇所について、段階的に建
て替えを実施していく。（第一分団第３班）

地域防災拠点施設である機械器具置場２４
箇所のうち、老朽化の進んだ昭和５０年代以
前に建てられた４箇所について、段階的に建
て替えを実施していく。（第四分団第１班）

地域防災拠点施設である機械器具置場２４
箇所のうち、老朽化の進んだ昭和５０年代以
前に建てられた３箇所について、段階的に建
て替えを実施していく。（第二分団第３班）

予算額 [千円] 32,000

１－４－１　地域と連携した防犯活動の充実 事業コード 1000089

事業名 町会等防犯灯新設・電気料補助事業 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

細街路における交通事故の防止や地域の犯罪の防止を図るとともに、町会等の経費の負担を軽減するため、新設防犯灯の設置費用並び
に電気料に対し補助を行う。なお、維持管理コスト軽減、環境負荷低減の観点からLED灯の設置を推進する。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

交通事故防止及び犯罪の防止

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 防犯灯新設補助

防犯灯電気料補助
 防犯灯新設補助

防犯灯電気料補助
 防犯灯新設補助

防犯灯電気料補助

予算額 [千円] 18,050

１－４－１　地域と連携した防犯活動の充実 事業コード 1000093

事業名 防犯のまちづくり推進事業 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

犯罪を減らし、市民が安全で安心して暮らせる社会の実現

事業年度 開始年度 平成16年度 終了年度 継続

目指す成果

一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、地域全体で犯罪を起こさせにくい環境づくりを行う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
自主防犯活動団体の拡充　防犯出前講座
青色防犯パトロールの充実　夜間防犯パト
ロールの委託　防犯カメラの維持管理

自主防犯活動団体の拡充　防犯出前講座
青色防犯パトロールの充実　夜間防犯パト
ロールの委託　防犯カメラの維持管理

自主防犯活動団体の拡充　防犯出前講座
青色防犯パトロールの充実　夜間防犯パト
ロールの委託　防犯カメラの維持管理

予算額 [千円] 31,032
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１－４－２　安全を守る活動基盤の強化 事業コード 1000983

事業名 防犯ステーション設置管理事業 重点 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

防犯のまちづくりを推進する地域の防犯活動の拠点として、既存の施設の維持管理及び新設を行う。

事業年度 開始年度 平成19年度 終了年度 継続

目指す成果

市民一人ひとりの防犯に対する意識付けを行い、「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」地域環境づくりを行う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
三郷早稲田民間交番・防犯ステーション（平
成26年４月より地域と市の協働運営）、みさと
団地防犯ステーション、ピアラシティ交流セン
ター防犯ステーション、高州・東町地区防犯
ステーションの維持管理及び鷹野地区に新
たな防犯ステーションの設置

三郷早稲田民間交番・防犯ステーション、み
さと団地防犯ステーション、ピアラシティ交流
センター防犯ステーション、高州・東町地区防
犯ステーション、鷹野地区防犯ステーションの
維持管理及び新たな防犯ステーションの設置

三郷早稲田民間交番・防犯ステーション、み
さと団地防犯ステーション、ピアラシティ交流
センター防犯ステーション、高州・東町地区
防犯ステーション、鷹野地区防犯ステーショ
ンの維持管理及び新たな防犯ステーションの
設置

予算額 [千円] 30,087

１－５－２　交通安全施設の整備 事業コード 1000082

事業名 交通安全施設整備事業 重点 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

交通事故の未然防止、交通弱者等の安全を確保及び交通の円滑化を図るために、交通事故が多発している道路、その他緊急に市民の
交通安全を確保する必要がある道路等について、交通安全施設を設置する。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

交通事故を未然に防ぐ、あるいは減少させる。
成果指標：道路照明灯設置数（４，９００基）、反射鏡設置数（１，５００基）

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ･道路照明灯整備・道路反射鏡整備

･ゾーン３０地域整備
 ･道路照明灯整備・道路反射鏡整備

･ゾーン３０地域整備
･道路照明灯整備・道路反射鏡整備

予算額 [千円] 9,100

２－１－２　地球環境保全行動の推進 事業コード 1000337

事業名 地球温暖化対策推進事業 部課(室)名 環境安全部 クリーンライフ課

・緑のカーテンの実施
・新エネルギー（太陽光発電システム等）

  　導入促進にかかる補助金
・省エネ管理システムの運用
・電気自動車急速充電スタンドの運用

・緑のカーテンの実施
・新エネルギー（太陽光発電システム等）

  　導入促進にかかる補助金
・省エネ管理システムの運用
・電気自動車急速充電スタンドの運用

・緑のカーテンの実施
・新エネルギー（太陽光発電システム等）

  　導入促進にかかる補助金
・省エネ管理システムの運用
・電気自動車急速充電スタンドの運用

事業概要

 ○地球温暖化対策の推進
「緑のカーテン」の取組みを広げ、一般家庭、事業所等における夏季の省エネ行動の啓発を図る。また、三郷市地球温暖化対策実行計画

 に基づき、省エネ管理システムの運用により一事業者として市の地球温暖化対策を確実に実行する。
 ○新エネルギーの普及促進

太陽光発電等の自然エネルギーの普及促進及び電気自動車の普及促進

事業年度 開始年度 平成20年度 終了年度 継続

目指す成果

市内の環境を守り育て、世界の共通課題である「地球温暖化」の要因となる温室効果ガスの排出量の削減を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算額 [千円] 11,741
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２－１－３　環境保全意識の啓発 事業コード 1000725

事業名 環境フェスタ事業 部課(室)名 環境安全部 クリーンライフ課

事業概要

「環境フェスタ」を開催し、当該イベントをとおして、市民、事業者に環境保全の啓発を行い、地球温暖化防止のための取り組みを推進し、共
生思想の普及・啓発を図る。

事業年度 開始年度 平成19年度 終了年度 継続

目指す成果

市民・事業者が、地球温暖化防止や様々な環境問題に関心を持つことによって、ライフスタイルの見直し、新エネルギーへの転換、循環型
社会の形成を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
環境フェスタの開催運営 環境フェスタの開催運営 環境フェスタの開催運営

予算額 [千円] 550

２－２－１　計画的な保全・緑化の推進 事業コード 1001141

事業名 保育所園庭芝生化事業 部課(室)名 子ども未来部 すこやか課

事業概要

（１）児童のケガ防止、（２）児童の情操教育、（３）砂塵の防止、（４）地球温暖化の防止を目的として、公立保育所の園庭を芝生化する。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 平成28年度

目指す成果

 ・子どもたちがケガを気にしないで楽しくのびのびと遊べる園庭にする。
 ・砂塵の飛ばない園庭にする。

・地球温暖化防止の一助となる園庭とする。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
3保育所 3保育所 1保育所

予算額 [千円] 2,760

２－２－２　緑と水辺のネットワークの形成 事業コード 1000724

事業名 ふるさとの川、水辺の再生事業 部課(室)名 環境安全部 クリーンライフ課

事業概要

平成１８年度から実施した第二大場川清掃を継続実施することにより、市民の河川の環境保全意識の高揚を図る。「ホタル再生事業」「河
川浄化指導者講習会」を開催し、市民の中に河川の水質浄化の科学的知識を広め、ふるさとの川、水辺の再生に取り組む市民を増やすこ
とにより、環境と共生した地域社会の構築を図る。

事業年度 開始年度 平成20年度 終了年度 継続

目指す成果

ふるさとの川の水辺の再生をして、泳いでいる魚が見える川にする。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 浮遊ゴミ回収大作戦の実施

 ホタル再生事業の実施
 河川浄化活動指導者講習会の実施

生活排水対策事業の実施

 浮遊ゴミ回収大作戦の実施
 ホタル再生事業の実施

 河川浄化活動指導者講習会の実施
生活排水対策事業の実施

 浮遊ゴミ回収大作戦の実施
 ホタル再生事業の実施

 河川浄化活動指導者講習会の実施
生活排水対策事業の実施

予算額 [千円] 2,101
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２－３－１　公害防止対策の推進 事業コード 1001184

事業名 放射能対策事業 重点 部課(室)名 環境安全部 放射能対策室

事業概要

子どもたちへの放射線の影響を少なくするため、子ども関連施設での放射線量の低減化を実施する。また、放射能対策室が総合窓口とな
り、子どものいる家庭や市民の安心･安全を図るため、関連部署と連携して放射能対策を推進する。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

子ども関連施設や公共施設等での放射線量の監視に努める。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
引き続き、市内の空間線量率の測定、食の
安全に資する給食や農作物等の放射性物
質の測定を継続し、放射線量の監視に努め
る。

引き続き、市内の空間線量率の測定、食の
安全に資する給食や農作物等の放射性物質
の測定を継続し、放射線量の監視に努める。

引き続き、市内の空間線量率の測定、食の
安全に資する給食や農作物等の放射性物
質の測定を継続し、放射線量の監視に努め
る。

予算額 [千円] 10,853

２－３－２　生活環境の向上 事業コード 1001275

事業名 合併処理浄化槽転換整備事業 部課(室)名 環境安全部 クリーンライフ課

事業概要

河川の水質の汚れの7割が家庭からの生活排水が原因とされている。このため、し尿汲み取り及びし尿処理のみを対象とする単独処理浄
化槽から、台所排水も処理対象とする合併処理浄化槽への転換を促進を図ることを目的として、交付要件を満たす合併処理浄化槽に転
換整備する設置者に対して補助金を交付する。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

し尿汲み取り及びし尿のみを処理対象とする単独処理浄化槽からの転換による合併処理浄化槽の設置割合の向上。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 合併処理浄化槽転換補助金

 ・設置費用
・処理費用

 合併処理浄化槽転換補助金
 ・設置費用

・処理費用

 合併処理浄化槽転換補助金
 ・設置費用

・処理費用

予算額 [千円] 10,022

２－４－２　ごみの適正処理の推進 事業コード 1001152

事業名 三郷市不燃物処理施設整備手法検討調査事業 部課(室)名 環境安全部 クリーンライフ課

事業概要

三郷市内の家庭や事業所から発生する廃棄物の中で、不燃性一般廃棄物、粗大ごみ等の破砕、選別及び、ペットボトルの分別圧縮処理
を行う施設を整備することを目的とし、その手法を検討、調査する。

事業年度 開始年度 平成24年度 終了年度 継続

目指す成果

安定した不燃物処理及びリサイクル向上のための方向性を探る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
ＰＦＩ制度導入の必要性や、指定管理者制度

 の検討等、施設整備に係る手法を調査研究
する。

調査後、立地条件等施設整備について検
討。

調査後、立地条件等施設整備について検
討。

予算額 [千円] 0
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２－５－１　環境に配慮した下水処理の推進 事業コード 4200010

事業名 公共下水道汚水整備事業 部課(室)名 建設部 下水道課

事業概要

公共下水道汚水整備事業は、生活排水を速やかに排除し公衆衛生を向上させ、河川の水質保全を図るとともに安全で快適な生活環境を
維持するために、中川流域下水道事業計画との調整を図りながら実施しているもので、2,538ha規模の全体計画のもと、昭和50年に事業
認可を得て整備を進めているものである。

事業年度 開始年度 昭和50年度 終了年度 継続

目指す成果

事業認可区域内における整備率を高める。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・平成27年度工事分実施設計

 ・家屋調査
・築造工事
(H26.3月議会：繰越明許費　869,000千円）

 ・平成28年度工事分実施設計
 ・家屋調査

・築造工事

 ・平成29年度工事分実施設計
 ・家屋調査

・築造工事

予算額 [千円] 1,783,944

３－１－１　計画的な土地利用の推進 事業コード 1000454

事業名 都市計画情報提供事業 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

都市計画の計画決定や変更に伴う、地域地区や都市施設の最新情報を都市計画図に反映して販売するとともに、パネル展示による都市
計画の周知活動を行う。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

市民に都市計画情報を提供し、都市計画に関する理解を深めていただく。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 都市計画図印刷

 都市計画啓発事業
公開型GISシステム導入の検討

 都市計画図印刷
 都市計画啓発事業

公開型GISシステムの導入

 都市計画図印刷
 都市計画啓発事業

公開型GISシステムの導入

予算額 [千円] 1,480

３－１－１　計画的な土地利用の推進 事業コード 1000457

事業名 都市計画道路計画決定事業 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

三郷市将来道路網構想に基づき、市内各拠点間の円滑な交流が図れるよう、計画的・効率的な道路整備を段階的に推進する。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

円滑な道路交通を実現するため、都市計画道路の位置及び区域を決定する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 将来道路網見直し調査

都市計画道路整備方針検討業務等
 将来道路網見直し調査

都市計画道路整備方針検討業務等
都市計画道路整備方針検討業務等

予算額 [千円] 3,000
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３－２－１　まちのシンボルとなる都市拠点の形成 事業コード 1001322

事業名 三郷中央地区関連整備事業

事業名 三郷中央地区にぎわい創出事業 部課(室)名 まちづくり推進部 まちづくり事業課

・三郷中央地区にぎわい創出に資するイベン
ト事業（ジャズ演奏等）

・三郷中央地区にぎわい創出に資するイベン
ト事業（ジャズ演奏等）

・三郷中央地区にぎわい創出に資するイベン
ト事業（ジャズ演奏等）

事業概要

三郷中央地区は、三郷中央駅を中心に商業・業務・文化、ならびに良好な居住環境を備えた「まちのシンボルとなる都市拠点」及び河川や
 公園などによる憩いと安らぎの空間を持った「水と緑のレクリエーション拠点」として位置づけられている。

地区の魅力アップ、地域住民の交流、コミュニティー創出及びつくばエクスプレスの利用促進を図るため、三郷中央駅周辺やにおどり公園
等を活用して地元住民等と共にイベント等を実施し,にぎわいを創出する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

３－２－１　まちのシンボルとなる都市拠点の形成 事業コード 1000745

目指す成果

三郷中央地区の新しい街において実施することにより、新たに移り住んできた住民も含めて地域住民の交流やコミュニティー創出の推進を
図ることができる。また、事業開催場所が三郷中央駅前であることから、広く市外に対して事業をPRすることによって、つくばエクスプレスを
利用して周辺都市や首都圏域からの集客も見込まれ、広く三郷の魅力を伝えることができる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

部課(室)名 まちづくり推進部 まちづくり事業課

事業概要

三郷中央地区は、三郷中央駅を中心に商業・業務・文化、ならびに良好な居住環境を備えた「まちのシンボルとなる都市拠点」及び河川や
 公園などによる憩いと安らぎの空間を持った「水と緑のレクリエーション拠点」として位置づけられている。

地区の魅力アップを図るため、「都市再生整備計画」を策定し、社会資本整備総合交付金等を活用して公共施設の整備を推進する。

事業年度 開始年度 平成9年度 終了年度 平成26年度

目指す成果

三郷中央一体型特定土地区画整理事業の進捗にあわせ、三郷中央地区社会資本整備総合交付金事業等を活用することにより、当該土
地区画整理事業の推進や三郷中央地区の魅力アップを行い、良好な住宅地等の形成を図ると共に三郷中央地区公共施設の整備を行
う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・三郷中央地区公共施設用地買戻し

予算額 [千円] 445,373

３－２－２　ふれあいとにぎわいの商業・流通・工業拠点の形成 事業コード 1000461

予算額 [千円] 1,000

事業名 三郷インターＡ地区土地区画整理支援事業 部課(室)名 まちづくり推進部 まちづくり事業課

事業概要

 三郷インターチェンジ周辺地域は「ふれあいとにぎわいの商業・流通・工業拠点」として位置づけられている。
Ａ地区は、土地区画整理事業による都市基盤の整備を図るとともに、インターチェンジという広域道路網の結節点のメリットを活用した多機
能複合型の商業集積を中心に、工業・流通・業務機能等の誘導を図り、併せて良好な住環境の形成を推進する。そして、人・もの・情報が

 活発に行き交う、ふれあいとにぎわいの拠点づくりをめざす。
そのため、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に対し、必要な支援を行う。

事業年度 開始年度 平成10年度 終了年度 平成28年度

目指す成果

三郷インターＡ地区土地区画整理事業が進捗する。平成28年度完了を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
総代会　理事会　事業計画変更（予定）　保
留地公売　関係機関協議　街区整備　移管
（道路・汚水雨水・水道・道路照明等）　換地
処分の公告

総代会　理事会　事業計画変更（予定）　保
留地公売　関係機関協議　移管（道路・汚水
雨水・水道・道路照明等）

総代会　理事会　事業計画変更（予定）　保
留地公売　関係機関協議　移管（道路・汚水
雨水・水道・道路照明等）

予算額 [千円] 150,000
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３－２－２　ふれあいとにぎわいの商業・流通・工業拠点の形成 事業コード 1000959

事業名 三郷インター南部土地区画整理支援事業 部課(室)名 まちづくり推進部 まちづくり事業課

事業概要

 三郷インターチェンジ周辺地域は「ふれあいとにぎわいの商業・流通・工業拠点」として位置づけられている。
南部地区は、土地区画整理事業による都市基盤の整備を推進するとともに、自動車利用型の新しい流通・業務・工業系の拠点形成をめざ

 す。
そのため、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に対し、必要な支援を行う。

事業年度 開始年度 平成8年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

三郷インター南部土地区画整理事業が進捗する。平成２７年度完了を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
総代会　理事会　事業計画変更（予定）　関
係機関協議街区整備　調整池整備　景観整
備工事　移管（道路・汚水雨水・水道・道路
照明等）換地処分の公告

総代会　理事会　事業計画変更（予定）　関
係機関協議移管（道路・汚水雨水・水道・道
路照明等）

予算額 [千円] 100,000

３－２－３　複合都市機能拠点の形成 事業コード 1001156

事業名 放送大学三郷校運営事業 部課(室)名 生涯学習部 生涯学習課

事業概要

放送大学が持つ知識やノウハウ、人材等活用しより高度で専門的な学習の機会を幅広く市民へ提供する。そして、質・レベルの高い大学教
育の機会を提供することで、市民のみなさんのキャリアアップや自己実現など、さまざまな生涯学習ニーズに応える。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

高度な大学教育の機会を提供することで、市民の生涯学習の場を提供し、さまざまな生涯学習ニーズに応える。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
公開講座の開催
放送大学の授業（ＤＶＤ及びＣＤ）の再視聴

公開講座の開催
放送大学の授業（ＤＶＤ及びＣＤ）の再視聴

公開講座の開催
放送大学の授業（ＤＶＤ及びＣＤ）の再視聴

予算額 [千円] 350

３－３－１　良好な住環境の整備 事業コード 1000706

事業名 土地利用計画決定事業 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

「総合計画」や「都市計画マスタープラン」に沿ったまちづくりを進めるために、土地利用に関する都市計画の決定（変更）手続き及び調査等
を都市計画法に基づき行う。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

土地利用の現況や市街地の形成過程などを踏まえ、自然環境との調和や地域経済の活性化・防災性の向上を視野におき定住性の高い
ゆとりある住宅地の形成、市内産業の発展に寄与する土地利用の実現を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
用途地域等土地利用に関する都市計画の
変更に向けた調整、都市計画基本図の修正

用途地域等土地利用に関する都市計画の変
更に向けた調整

用途地域等土地利用に関する都市計画の
変更に向けた調整

予算額 [千円] 3,000
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３－３－１　良好な住環境の整備 事業コード 1000807

事業名 町名変更及び住居表示整備事業 部課(室)名 企画総務部 総務課

事業概要

土地区画整理事業に伴う町名等の変更に係る住所変更業務を行うとともに、住居表示実施区域において適切な住所の付定等を行う。
また、カーブミラー等に分かりやすい住所を表示することにより、市民の利便の向上と町のイメージアップを図る。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

 町の区域を整然とさせることで、以下の効果が期待できる。
 ①郵便物の遅配・誤配の防止

 ②緊急自動車が迅速に目的地へ到着できるようになる
③町のイメージアップ

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 (1)住居番号の付定及び住居表示台帳補正

 (2)町名地番表示板の整備
(3)土地区画整理事業に伴う町名等の変更
に係る住所変更業務（現地調査、新旧住所
対照表、町名地番表示板の作製・設置等）

 (1)住居番号の付定及び住居表示台帳補正
 (2)町名地番表示板の整備

(3)土地区画整理事業に伴う町名等の変更に
係る住所変更業務（現地調査、新旧住所対
照表、町名地番表示板の作製・設置等）

 (1)住居番号の付定及び住居表示台帳補正
(2)町名地番表示板の整備

予算額 [千円] 19,810

３－４－１　良好な景観形成の保全・創出 事業コード 1000458

事業名 景観形成推進事業 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

三郷市景観計画及び三郷市景観条例に基づき市の良好な景観形成を推進するため、景観啓発活動を始め、各種事業を実施する。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 継続

目指す成果

市民及び事業者に景観形成に関する情報を提供し、景観に関する理解を深めていただく。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 景観計画、景観条例の運用

 景観審議会及び景観アドバイザーの運用
 公共施設景観ガイドラインの運用

 屋外広告物条例制定の検討
重点地区景観協議会立ち上げの検討

 景観計画、景観条例の運用
 景観審議会及び景観アドバイザーの運用

 公共施設景観ガイドラインの運用
 景観賞の実施

 屋外広告物条例制定の検討
重点地区景観協議会立ち上げの検討

 景観計画、景観条例の運用
 景観審議会及び景観アドバイザーの運用

 公共施設景観ガイドラインの運用
 景観賞の実施

屋外広告物条例の運用

予算額 [千円] 8,666

３－５－１　公園の整備推進 事業コード 1001140

事業名 都市公園整備事業 重点 部課(室)名 まちづくり推進部 みどり公園課

事業概要

地元町会とのワークショップを開催し、設計に住民の意向を取り入れることにより、永く親しまれる公園づくりを目的とした公園整備の実施設
計及び工事である。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

整備計画のみならず、維持管理についての住民参加の合意を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
インター南部地区近隣公園実施設計
戸ヶ崎八丁目ちびっ子広場フェンス設置工
事
鷹野一丁目公園休憩施設整備工事
早稲田公園トイレ改築工事

インター南部地区近隣公園整備工事 借地などにより公園用地を確保し、実施設計
及び整備工事を行う。

予算額 [千円] 55,600
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３－５－１　公園の整備推進 事業コード 1001312

事業名 運動公園整備事業 重点 部課(室)名 まちづくり推進部 みどり公園課

事業概要

市民のスポーツ・レクリエーション需用に応えるため、施設の計画的な整備及び多目的利用を推進する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

子供から高齢者までが日常的にスポーツ・レクリエーションに親しみながら、交流・ふれあいができる環境を整備する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 半田運動公園改修実施設計

上口調節池複合利用基盤整備実施設計
 半田運動公園改修整備工事

上口調節池複合利用基盤整備工事
上口調節池複合利用施設整備実施設計

上口調節池複合利用施設整備工事

３－６－１　計画的な道路網の整備 事業コード 1000439

予算額 [千円] 43,000

事業名 歩道整備事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

歩行者・自転車利用者(高齢者や障がい者も含む)の安全を確保するため、道路状況の特性を考慮し必要とする道路に歩道を整備する。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

歩行者や自転車利用者、児童等が安全に利用できる道路整備を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
歩道整備工事　L=80m 　L=100m 　L=100m

予算額 [千円] 7,000

３－６－１　計画的な道路網の整備 事業コード 1000440

事業名 橋りょう架替事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

市内幹線道路や防災対策上必要とされる橋梁のうち、老朽化している橋梁を順次架替えを行い交通障害の解消と安全性の確保に努め
る。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

架替え工事を実施し交通障害の解消と安全性を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
橋梁架替工事（人道橋）　１橋 家屋事後調査業務　１式 橋梁架替設計業務　１橋

予算額 [千円] 123,000
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３－６－１　計画的な道路網の整備 事業コード 1000466

事業名 都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

都市計画道路新和高須線の三郷放水路から整備完了区間までの約3380ｍを整備し、三郷中央地区と三郷南インターチェンジ周辺の地
域拠点、及び市内南部とを相互に連絡する歩行者、自転車のネットワークを含めた道路交通体系の確立をはかるものとする。

事業年度 開始年度 平成16年度 終了年度 継続

目指す成果

都市計画道路新和高須線の整備完了による供用開始

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
都市計画道路新和高須線整備事業
高州一丁目地先から約２２０ｍ道路整備

都市計画道路新和高須線整備事業 都市計画道路新和高須線整備事業

予算額 [千円] 202,650

３－６－１　計画的な道路網の整備 事業コード 1000469

事業名 三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備事業 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

都市計画道路新和高須線の起点より三郷放水路までの三郷中央土地区画整理事業隣接区間約400ｍを整備し、区画整理事業と一体
的に整備するものであり、市内各拠点を相互に連絡する歩行者、自転車のネットワークを含めた道路交通体系の確立をはかるものとする。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

都市計画道路新和高須、新和吉川線の整備完了による供用開始

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備
事業

三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備
事業

予算額 [千円] 42,950

３－６－１　計画的な道路網の整備 事業コード 1000472

事業名 都市計画道路新和吉川線街路整備事業 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

都市計画道路新和吉川線の三郷中央土地区画整理事業区域境から都市計画道路浦和流山線（主要地方道草加流山線）までの1490
ｍを整備するものであり、市内各拠点を相互に連絡する歩行者、自転車のネットワークを含めた道路交通体系の確立をはかるものとする。

事業年度 開始年度 平成19年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

都市計画道路新和吉川線の整備完了による供用開始

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
都市計画道路新和吉川線整備事業 都市計画道路新和吉川線整備事業

予算額 [千円] 725,200
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３－６－１　計画的な道路網の整備 事業コード 1000841

事業名 都市計画道路駒形線整備事業 重点 部課(室)名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業概要

都市計画道路駒形線及び天神笹塚線の第二大場川渡河部まで３６０ｍの整備を行うことで、三郷インターＡ土地区画整理事業地と市内
北部とを相互に連絡する歩行者、自転車のネットワークを含めた道路交通体系の確立をはかるものとする。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 平成31年度

目指す成果

都市計画道路駒形線の整備完了による供用開始

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
駒形線整備事業 駒形線整備事業 駒形整備事業

予算額 [千円] 135,400

３－６－２　安全・安心な道づくりの推進 事業コード 1000432

事業名 道路維持修繕事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

道路の老朽化や交通量の増加により破損した路面の補修や突発的な修繕を行うことにより、快適で安全な道路環境を保持する。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

円滑な交通の確保と安全性の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 舗装修繕工事 L=200m

 舗装補修業務1式
突発修繕1式

 舗装修繕工事 L=200m
 舗装補修業務1式

突発修繕1式

 舗装修繕工事 L=200m
 舗装補修業務1式

突発修繕1式

予算額 [千円] 69,930

３－６－２　安全・安心な道づくりの推進 事業コード 1000436

事業名 道路改良事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

交通量の増大や老朽化による道路の改良工事を実施することにより、安全で円滑な交通を確保する。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

円滑な交通の確保と安全性の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
道路改良工事　L=1,075m L=350m L=350m

予算額 [千円] 111,100
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３－６－２　安全・安心な道づくりの推進 事業コード 1000437

事業名 道路舗装事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

平成24年度末の舗装率は86.80%であるので、未舗装道路の整備を推進し舗装率の向上を図って行く。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

円滑な交通の確保と安全性の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
舗装新設工事　L=68m L=100m L=100m

予算額 [千円] 5,000

３－６－２　安全・安心な道づくりの推進 事業コード 1000438

事業名 道路排水整備事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

市街地内の道路は、すべて道路側溝等が整備された安全な道路に改善する。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

円滑な交通の確保と安全性の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
道路排水工事　L=130m L=150m L=150m

予算額 [千円] 15,000

３－６－２　安全・安心な道づくりの推進 事業コード 1000705

事業名 橋りょう維持事業 部課(室)名 建設部 道路河川課

事業概要

市内幹線道路や防災対策上必要とされる橋梁のうち、老朽化している橋梁を順次補修を行い交通障害の解消と安全性の確保に努める。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

交通障害の解消と安全性の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 橋梁修繕等の詳細設計　１式

橋梁修繕１式
橋梁点検業務　1式

 橋梁修繕等の詳細設計　１式
 橋梁修繕１式

橋梁修繕工事　5橋

 橋梁修繕等の詳細設計　１式
 橋梁修繕１式

橋梁修繕工事　5橋

予算額 [千円] 26,000
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３－７－１　公共交通の利用促進 事業コード 1000088

事業名 公共交通利用促進事業 重点 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

便利で快適な市民の活動や行動を支えるために、広域高速交通網から歩行者のためのまちづくりにいたるまで、多様な交通手段が適切に
結ばれた総合的な交通体系を実現する。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

高齢者・障害者でも安心・安全に、利用しやすい公共交通網を整備し、公共交通利用者数を増加させる。
成果指標：駅利用者数（１日平均利用者、３駅合計：４０，０００人）、バス利用者数（１日平均利用者：２１，８００人）

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・ノンステップバス導入に対する補助

 ・バス施設改善
・市内バスガイドブック配布

 ・ノンステップバス導入に対する補助
 ・バス施設改善

・市内バスガイドマップ配布（改訂版）

 ・ノンステップバス導入に対する補助
 ・バス施設改善

・市内バスガイドマップ配布（改訂版）

予算額 [千円] 8,979

３－７－１　公共交通の利用促進 事業コード 1001309

事業名 三郷駅北口駅前広場バスシェルター等整備事業 重点 部課(室)名 環境安全部 交通防犯課

事業概要

三郷市北部における交通結節点としてのＪＲ三郷駅北口駅前広場において、連続バスシェルターの設置及び駅前広場の部分改修を行
い、駅利用者の利便性及び安全性ならびに駅周辺地域の更なるにぎわいの向上をはかる。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 平成26年度

目指す成果

通勤通学、バス利用者の利便性及び安全性の向上並びに駅周辺地域のにぎわいの向上を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
平成25年度設計に基づく平成26年度工事

予算額 [千円] 250,000

３－８－１　安全で安定した水道水の供給 事業コード 9000116

事業名 浄配水場施設整備事業 部課(室)名 水道部 施設課

事業概要

清浄な水を安定的に供給できるようにする為、老朽化した水道施設の適切な更新を実施する。

事業年度 開始年度 昭和42年度 終了年度 継続

目指す成果

地震・災害時等に水を確保し、安定した給水を確保する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・北部第二配水場１号配水池改修工事

・北部浄水場２号ろ水ポンプ更新工事
・北部浄水場２号取水ポンプ更新工事

 ・北部浄水場３号ろ水ポンプ更新工事
 ・北部浄水場ろ水機塗装修繕

 ・中央取水ポンプ現場盤更新工事
・北部第二№２配水池水位計更新工事

 ・中央浄水場ろ水機塗装修繕
・北部取水ポンプ排水ポンプ現場盤更新工

 事
・中央取水流量計更新工事

予算額 [千円] 172,467
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３－８－２　水道事業の健全運営の推進 事業コード 9000107

事業名 配水管整備事業 部課(室)名 水道部 施設課

事業概要

安定した給水を確保するため配水管の拡張（新設）と更新（布設替）を実施し、災害に強い施設の構築を行う。

事業年度 開始年度 昭和42年度 終了年度 継続

目指す成果

耐震管率を高め、安全で安心な水道水の供給を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
配水管設計・配水管工事 配水管設計・配水管工事 配水管設計・配水管工事

予算額 [千円] 1,094,630

４－１－１　調和のとれた商業環境の整備 事業コード 1000915

事業名 商工振興事業 部課(室)名 産業振興部 商工観光課

事業概要

大規模商業核の形成と共に既成商業地の魅力を引き上げ活性化につなげる。また、新たな工業と、既成の機械系加工型業種を中心とし
た工業との一体的な振興を図る。

事業年度 開始年度 昭和36年度 終了年度 継続

目指す成果

大規模商業核の形成と共に既成商業地の魅力を引き上げ活性化につなげる。また、新たな工業と、既成の機械系加工型業種を中心とし
た工業との一体的な振興を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
大規模商業核の形成と共に既成商業地の魅
力を引き上げ活性化につなげる。また、新た
な工業と、既成の機械系加工型業種を中心
とした工業との一体的な振興を図る。

大規模商業核の形成と共に既成商業地の魅
力を引き上げ活性化につなげる。また、新た
な工業と、既成の機械系加工型業種を中心
とした工業との一体的な振興を図る。

大規模商業核の形成と共に既成商業地の魅
力を引き上げ活性化につなげる。また、新た
な工業と、既成の機械系加工型業種を中心
とした工業との一体的な振興を図る。

予算額 [千円] 33,350

４－１－１　調和のとれた商業環境の整備 事業コード 1000916

事業名 商店街活性化支援事業 部課(室)名 産業振興部 商工観光課

事業概要

 既成商業地の魅力を引き上げ、活性化につなげる。
 商店街がその活性化のために自ら実施するイベントなどの事業に対し補助することにより、既存商業を支援する。

また、地域の顔、生活広場としての魅力ある商店街づくりのために、商業基盤施設の整備・維持を図る。

事業年度 開始年度 昭和53年度 終了年度 継続

目指す成果

 既成商業地の魅力を引き上げ、活性化につなげる。
 商店街がその活性化のために自ら実施するイベントなどの事業に対し補助することにより、既存商業を支援する。

また、地域の顔、生活広場としての魅力ある商店街づくりのために、商業基盤施設の整備・維持を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ○三郷市商店街活性化推進事業補助

○三郷市魅力とふれあいの商店街発信支援
 事業補助　

○商店街環境整備事業補助金

 ○三郷市商店街活性化推進事業補助
○三郷市魅力とふれあいの商店街発信支援

 事業補助　
○商店街環境整備事業補助金

 ○三郷市商店街活性化推進事業補助
○三郷市魅力とふれあいの商店街発信支援

 事業補助　
○商店街環境整備事業補助金

予算額 [千円] 5,060
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予算額 [千円] 5,665

目指す成果

○地産地消の推進
○即売農家登録数の増加
○農業祭への参加者数の増加

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
かいちゃん・つぶちゃんデザイン入り小松菜結
束テープ・野菜袋配布事業
農業祭
地場産野菜販売戦略支援
野菜用冷蔵庫設置補助金
即売所運営支援

かいちゃん・つぶちゃんデザイン入り小松菜結
束テープ・野菜袋配布事業
農業祭
地場産野菜販売戦略支援
野菜用冷蔵庫設置補助金
即売所運営支援

かいちゃん・つぶちゃんデザイン入り小松菜結
束テープ・野菜袋配布事業
農業祭
地場産野菜販売戦略支援
野菜用冷蔵庫設置補助金
即売所運営支援

事業概要

都市型農業を活性化させるため、地元で生産した農産物を市民にＰＲし、消費拡大を図るため、市民と生産者との交流活動などをとおし、
都市型農業への理解を深めて地場産農産物の消費拡大を推進する。

事業年度 開始年度 昭和51年度 終了年度 継続

事業名 農産物の流通販売推進事業 重点 部課(室)名 産業振興部 農業振興課

予算額 [千円] 1,126

４－３－４　安全・安心な食の確保 事業コード 1000964

目指す成果

○農業後継者の育成
○多様な担い手の育成
○女性農業者の支援

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
園芸協会
農業女性団体
農業青年会議所
農業後継者支援補助

園芸協会
農業女性団体
農業青年会議所
農業後継者支援補助

園芸協会
農業女性団体
農業青年会議所
農業後継者支援補助

事業概要

三郷市農業の中心となる農業後継者の育成を図るためにニーズに対応した経営体制づくりを支援するとともに、農業後継者組織の活性化
や仲間づくりを支援する。また、女性は、農業経営を行う上で大きな役割を果たしていることから、女性農業者団体を支援する。

事業年度 開始年度 昭和53年度 終了年度 継続

４－３－３　農業担い手の育成・確保 事業コード 1000966

事業名 農業の担い手の育成・確保事業 重点 部課(室)名 産業振興部 農業振興課

４－３－２　農業生産の振興 事業コード 1000967

事業名 農業経営・生産支援事業 重点 部課(室)名 産業振興部 農業振興課

事業概要

都市型農業を推進するために農業経営を支援する。
大消費地に近いことや交通の利便性など三郷市の立地条件を活かした農業生産を進める。

事業年度 開始年度 平成13年度 終了年度 継続

目指す成果

農業経営の安定を図るため、三郷市農業の核となる経営体を育成し、経営の充実や所得の増加を図る。
作物に応じた生産技術の向上や情報提供を進め、農産物の高品質化や農産物加工により付加価値のある農業を進める。
環境にやさしい農業を推進し、市民の農業への理解を深める。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
温室及びビニールハウス設置
認定農業者支援
水田経営支援
農業制度資金利子補給
特産品振興支援
環境保全型農業支援等

温室及びビニールハウス設置（被災時：増額）
認定農業者支援
水田経営支援
農業制度資金利子補給
特産品振興支援
環境保全型農業支援等

温室及びビニールハウス設置（被災時：増額）
認定農業者支援
水田経営支援
農業制度資金利子補給
特産品振興支援
環境保全型農業支援等

予算額 [千円] 12,644
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４－３－５　ふれあい型農業の推進 事業コード 1001158

事業名 ふれあい型農業推進事業 重点 部課(室)名 産業振興部 農業振興課

事業概要

三郷市の農業資源を生かした多様な交流や農業体験の場づくりを進めるため、市民農園、観光農園の整備を支援するとともに、収穫及び
調理体験等の場を提供する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

多様な農業体験の場づくりの提供、観光農園の整備及び収穫・調理体験をとおして、市民が農に親しむ場を持ち、農業への理解を深め、
農と市民の交流を推進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・市民農園開設支援
・観光農園開設・管理支援

 ・活き活き農業体験講座の開講
・収穫・調理体験等運営支援

・市民農園開設支援
・観光農園開設・管理支援

 ・活き活き農業体験講座の開講
・収穫・調理体験等運営支援

・市民農園開設支援
・観光農園開設・管理支援

 ・活き活き農業体験講座の開講
・収穫・調理体験等運営支援

４－６－１　観光PR・都市型観光の振興 事業コード 1001003

事業名 観光振興事業 重点

事業概要

三郷市ならではの特性や環境資源を活用した、身近な観光レクリエーションの振興を図る。また本市の交通拠点としての立地を活かした商
業・アミューズメント機能の導入により、これらの機能を活かしながら、レジャー・レクリエーション機能を中心として、周辺都市や首都圏域から
の集客力を有する都市型観光の育成を図る。また、友好都市間において観光、経済の分野での交流により、相互理解と親善・友好を深め
る。
これを実現するため、市内観光資源の発掘、創出を行い、まとめた情報を新たな切り口として広く市内外にＰＲするため観光情報誌の発
刊・配布を行う。

事業年度

事業名 ららほっとみさと運営事業 部課(室)名 産業振興部 商工観光課

事業概要

  ららぽーと新三郷の集客力とＪＲ新三郷駅前という立地を生かし本市の行政・観光情報を発信する拠点としてインフォメーションセンターを
運営する。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

目指す成果

より多くの情報を効率的に発信することにより、本市のイメージを向上させる

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ①三郷市のインフォメーション業務

 ②三郷市を紹介する動画広報による情報発信
 ③市の展示に関するコーナーの設置

④マスコットキャラクターのＰＲコーナー
⑤インターネット用開放端末の設置やミニイベント等

 ①三郷市のインフォメーション業務
 ②三郷市を紹介する動画広報による情報発信

 ③市の展示に関するコーナーの設置
④マスコットキャラクターのＰＲコーナー
⑤インターネット用開放端末の設置やミニイベント等

 ①三郷市のインフォメーション業務
 ②三郷市を紹介する動画広報による情報発信

 ③市の展示に関するコーナーの設置
④マスコットキャラクターのＰＲコーナー
⑤インターネット用開放端末の設置やミニイベント等

予算額 [千円] 19,826

４－６－１　観光PR・都市型観光の振興 事業コード 1000919

予算額 [千円] 2,600

開始年度 昭和61年度 終了年度 継続

市内観光資源情報の収集。これをもとに民
間観光情報誌製作業者のノウハウを活用し
観光情報誌の発刊・配布。

観光情報誌の配布・内容についてのＰＲ 観光情報誌の配布・内容についてのＰＲ

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

部課(室)名 産業振興部 商工観光課

予算額 [千円] 4,740

目指す成果

三郷市ならではの特性や環境資源を活用した、身近な観光レクリエーションの振興を図る。また本市の交通拠点としての立地を活かした商
業・アミューズメント機能の導入により、これらの機能を活かしながら、レジャー・レクリエーション機能を中心として、周辺都市や首都圏域から
の集客力を有する都市とする。

年次計画
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５－１－１　確かな学力をはぐくむ教育の推進 事業コード 1000575

事業名 学力向上推進事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

各種テストや調査の分析を通して、きめ細かな指導ができるようにして、学力の向上を図る。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 継続

目指す成果

基礎的な学力を身につけさせる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
学力向上推進５カ年計画のもと、事業を推進
する。学力向上プロジェクト委員会を機能さ
せ、わかる授業の実践、家庭学習の習慣化、
各種学力検査の実施・分析を具体的施策の
柱とする。教育指導員を配置し、校内研修等
において教師の指導に当たる。

学力向上推進５カ年計画のもと、事業を推進
する。学力向上プロジェクト委員会を活性化さ
せ、わかる授業の実践による教員の指導力向
上、家庭学習の習慣化と内容の工夫、各種
学力検査の実施・分析・結果の活用を具体
的施策の柱とする。

学力向上推進５カ年計画のもと、事業を推進する。
学力向上プロジェクト委員会を充実させ、わかる授業
の実践による教員の指導力向上と児童生徒の確か
な学力の向上、家庭学習の習慣化と内容の充実、
各種学力検査の実施・分析・活用の充実を具体的
施策の柱とする。

予算額 [千円] 9,437

５－１－１　確かな学力をはぐくむ教育の推進 事業コード 1000578

事業名 特別支援教育 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

ノーマライゼーションの理念に基づき、一人一人の教育的ニーズに応えるため、就学支援委員会、教育相談室、特別支援学級、通級指導
教室などにより、一人一人の状況に応じた教育の機会を保障する。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

障がいのある児童生徒や保護者一人一人のニーズに応える。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 特別支援教育の拡充

通級指導教室（こころ教室、ことばの教室）運
 営、ことばの教室増設。　

障がいのある児童の送迎の充実

 特別支援教育の拡充
通級指導教室（こころ教室、ことばの教室）運

 営、こころの教室増設　
障がいのある児童の送迎の充実

 特別支援教育の拡充
通級指導教室（こころ教室、ことばの教室）運

 営、こころの教室増設　
障がいのある児童の送迎の充実

予算額 [千円] 8,951

事業名 小・中学校学校司書配置事業 重点

５－１－１　確かな学力をはぐくむ教育の推進 事業コード 1001075

部課(室)名 学校教育部 学務課

事業概要

「日本一の読書のまち三郷」の推進を図るため、学校司書を市内小・中学校に配置し、学校図書館教育に活用する。また、図書室の環境
整備を充実させ、児童生徒の読書の質と量の向上を目指す。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

目指す成果

小・中学校に通学する児童・生徒の読書活動の質と量の向上。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
市内小中学校に司書を配置する 市内小中学校に司書を配置する 市内小中学校に司書を配置する

予算額 [千円] 37,000
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５－１－１　確かな学力をはぐくむ教育の推進 事業コード 1001136

事業名 学校応援団推進事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

学校応援団研修会、学校応援団活動報告
会を充実させ、地域で見守る支援活動の拡
大を図る。

学校応援団研修会、学校応援団活動報告
会を充実させ、地域で見守る支援活動の拡
大を図る。

学校応援団研修会、学校応援団活動報告
会を充実させ、地域で見守る支援活動の拡
大を図る。

事業概要

 学校が中心となり、家庭・地域と連携することで、家庭や地域の教育力を学校に活かし、よりよい子どもの成長を促進させる。
 学校応援団の設置及び活動の充実により、学校支援体制を確立する。

主に、学習支援・環境整備・見守り活動を行う。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

子どもたちに生きる力を育み、学校が中心となり家庭・地域と連携協力して、よりよい子どもたちの成長を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算額 [千円] 945

５－１－２　心の教育と秩序ある学校づくりの推進 事業コード 1000563

事業名 教育相談室運営事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

心の教育の推進と教育相談体制の充実を図る。

事業年度 開始年度 平成10年度 終了年度 継続

目指す成果

悩みの解消、不登校(長欠）児童生徒数の減少を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 第１教育相談室での適応指導教室運営。

 第２教育相談室での発達相談の運営。
第３教育相談室での適応指導教室運営。

 第１教育相談室での適応指導教室運営。
 第２教育相談室での発達相談の運営。

第３教育相談室での適応指導教室運営。

 第１教育相談室での適応指導教室運営。
 第２教育相談室での発達相談の運営。

第３教育相談室での適応指導教室運営。

予算額 [千円] 25,150

５－１－２　心の教育と秩序ある学校づくりの推進 事業コード 1000573

事業名 おもしろ遊学館運営事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

児童生徒の健全育成を図るために、「おもしろ遊学館」を設置し、もって児童生徒への教育支援を行うことを目的とする。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 継続

目指す成果

三郷市の児童生徒が様々な学習に興味関心を示し、意欲的に学習に取り組むようにする。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
おもしろ遊学講座とともに学力向上に向けた

 国算トライ教室、入試特訓講座を開設する。
教師の研修の場として、おもしろ遊学館を活
用する。

おもしろ遊学講座とともに学力向上に向けた
 国算トライ教室、入試特訓講座を開設する。

教師の研修の場として、おもしろ遊学館を活
用する。

おもしろ遊学講座とともに学力向上に向けた
 国算トライ教室、入試特訓講座を開設する。

教師の研修の場として、おもしろ遊学館を活
用する。

予算額 [千円] 9,286
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５－１－２　心の教育と秩序ある学校づくりの推進 事業コード 1000971

事業名 いじめ不登校対策事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

 さわやか相談員の全中学校（８校）配置
市内全小中学校（２７校）のいじめ撲滅運動

 （児童会･生徒会）の支援
教育シンポジウムの開催（文教大学との協定
に係る事業）

 さわやか相談員の全中学校（８校）配置
市内全小中学校（２７校）のいじめ撲滅運動

 （児童会･生徒会）の支援
教育シンポジウムの開催（文教大学との協定
に係る事業）

 さわやか相談員の全中学校（８校）配置
市内全小中学校（２７校）のいじめ撲滅運動

 （児童会･生徒会）の支援
教育シンポジウムの開催（文教大学との協定
に係る事業）

事業概要

 心の教育の推進と教育相談体制の充実を図る。
いじめ撲滅運動（豊かな体験活動）の充実を図る。

事業年度 開始年度 平成19年度 終了年度 継続

目指す成果

いじめの根絶、不登校児童生徒を削減する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

５－１－３　特色あるきらめく学校づくりの推進 事業コード 1000565

予算額 [千円] 12,564

事業名 教育研究推進事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

魅力ある学校づくりの推進、意欲に満ちた教職員の育成を図る。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

魅力ある学校づくりの推進及び教員の資質向上を図ると共に、教育の振興に資する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 教育研究を推進する。

 　教育課題研究委嘱事業
 　三郷市教育委員会研究奨励

　研究委嘱、研究奨励費、研修会講師謝金

 教育研究を推進する。
 　教育課題研究委嘱事業

 　三郷市教育委員会研究奨励
　　研究委嘱、研究奨励費、研修会講師謝
金、臨時的教科等指導協力員謝金

 教育研究を推進する。
 　教育課題研究委嘱事業

 　三郷市教育委員会研究奨励
　　研究委嘱、研究奨励費、研修会講師謝
金、臨時的教科等指導協力員謝金

予算額 [千円] 1,340

５－１－３　特色あるきらめく学校づくりの推進 事業コード 1000571

事業名 特色ある学校づくり推進事業 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

 市内、全児童生徒に「生きる力」を育み、ひとりひとりが自校に誇りと愛着を持てるような「特色ある学校づくり」を推進する。
また、特色奨励指導者の活用により、市としての特色づくりを推進する。

事業年度 開始年度 平成13年度 終了年度 継続

目指す成果

 各学校がそれぞれのテーマに応じた取組を行い、特色ある教育活動を推進して、児童生徒一人一人に「生きる力」を育成する。
市内、全児童生徒が自校に誇りと愛着を持ち、生き生きと生活するようになる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
特色ある学校づくりを推進するとともに各学校

 の取組を地域に発信していく。
特色奨励がんばる三郷指導員の活用を図

 り、ハンドボール競技の振興を図る。
「読書のまち三郷」に係る読書フェスティバル
の充実。

 特色ある学校づくりを推進するとともに各学校
の取組を地域に発信していく。
特色奨励がんばる三郷指導員の活用を図り、

 ハンドボール競技の振興を図る。
「読書のまち三郷」に係る読書フェスティバル
の充実実。

 特色ある学校づくりを推進するとともに各学校
の取組を地域に発信していく。
特色奨励がんばる三郷指導員の活用を図

 り、ハンドボール競技の振興を図る。
「読書のまち三郷」に係る読書フェスティバル
の充実実。

予算額 [千円] 8,778
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５－１－３　特色あるきらめく学校づくりの推進 事業コード 1001208

事業名 読書のまち三郷づくり推進事業 重点 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

日本一の読書のまち三郷づくりを目指し、毎年度「読書フェスティバル」を開催し取組の成果を発表するとともに子ども読書活動の推進を図
る。

事業年度 開始年度 平成24年度 終了年度 継続

目指す成果

家族読書をとおした家族のコミュニケーションを推進し、子どもたちに読書をとおした感性を醸成する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
第８回読書フェスティバルの実施
子ども司書養成講座を実施
「家読ゆうびんコンクール」の拡充

第９回読書フェスティバルの実施
子ども司書養成講座を実施
「家読ゆうびんコンクール」の拡充

第１０回読書フェスティバルの実施
子ども司書養成講座を実施
「家読ゆうびんコンクール」の拡充

予算額 [千円] 2,460

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1000582

事業名 小学校運営管理事業 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

小中学校の設置者は、設備、編成その他に関する設置基準が法律により規定されている。指導上・保健衛生上・安全及び管理上適切に
整備し、管理運営を行うことを目的とする。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

学校施設の老朽化に伴う、施設、設備の不具合を解消し、児童の教育環境整備を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 １９小学校の運営管理

 学校施設及び備品整備
学校運営の維持管理等の充実

 １９小学校の運営管理
 学校施設及び備品整備

学校運営の維持管理等の充実

 １９小学校の運営管理
 学校施設及び備品整備

学校運営の維持管理等の充実

予算額 [千円] 306,166

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1000585

事業名 小学校教育用パソコン整備事業 重点 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

各教室、特別教室、コンピュータ室、職員室等を校内LANで結び、学校のどこからでもインターネットに接続できる環境を整備し、時代を担う
児童に情報活用能力を育成する。

事業年度 開始年度 平成5年度 終了年度 継続

目指す成果

 児童の情報活用能力を安全に育成する。
 共有サーバー、ＵＳＢキーを活用することにより、セキュリティを向上する。

図書館システムを構築することにより、「日本一の読書のまち三郷」の実施を推進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
児童用パソコンの契約が平成２６年９月に切
れるため、新たに契約を行う。

整備済のパソコンを保守する。 整備済のパソコンを保守する。

予算額 [千円] 72,176
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５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1000587

事業名 中学校運営管理事業 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

小中学校の設置者は、設備、編成その他に関する設置基準が法律により規定されている。指導上、保健衛生上、安全及び管理上適切に
整備し、管理運営を行うことを目的とする。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

学校施設の老朽化に伴う、施設、設備の不具合を解消し、生徒の教育環境整備を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ８中学校の運営管理

 学校施設及び備品整備
学校運営の維持管理等の充実

 ８中学校の運営管理
 学校施設及び備品整備

学校運営の維持管理等の充実

 ８中学校の運営管理
 学校施設及び備品整備

学校運営の維持管理等の充実

予算額 [千円] 182,227

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1000590

事業名 中学校教育用パソコン整備事業 重点 部課(室)名 学校教育部 指導課

事業概要

各教室、特別教室、コンピュータ室、職員室等を校内LANで結び、学校のどこからでもインターネットに接続できる環境を整備し、次代を担う
児童に情報活用能力を育成する。

事業年度 開始年度 平成5年度 終了年度 継続

目指す成果

 児童・生徒の情報活用能力を安全に育成する。
 共有サーバー、ＵＳＢキーを活用することにより、セキュリティを向上する。

図書館システムを構築することにより、「日本一の読書のまち三郷」の実施を推進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
平成２７年１１月に生徒用パソコンの契約が
切れるため、新たな契約に向けて準備を進め
る。

平成２７年１１月に生徒用パソコンの契約が切
れるため、新たな契約を行う。

整備済のパソコンを保守する。

予算額 [千円] 25,023

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1000658

事業名 AED借上事業 部課(室)名 学校教育部 学務課

事業概要

市内小中学校に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することにより、学校現場で発生する心臓発作等による心肺停止の緊急時に対し、児
童生徒、教職員等の生命を守る。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

AED（自動体外式除細動器）を設置することにより、救急車が現場到着するまでの間、AED（自動体外式除細動器）による手当を行うことに
より、救命率を向上させる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
AED（自動体外式除細動器）設置に際し、収
納ボックスを設置し、校内外の方の利用の利
便を図る。また、校外学習等で校外出る場合
についても教育委員会貸出用ＡＥＤを活用し

 児童生徒の安全を図る。
（運用年度）

AED（自動体外式除細動器）設置に際し、収
納ボックスを設置し、校内外の方の利用の利
便を図る。また、校外学習等で校外出る場合
についても教育委員会貸出用ＡＥＤを活用し

 児童生徒の安全を図る。
（運用年度）

AED（自動体外式除細動器）設置に際し、収
納ボックスを設置し、校内外の方の利用の利
便を図る。また、校外学習等で校外出る場合
についても教育委員会貸出用ＡＥＤを活用し

 児童生徒の安全を図る。
（運用年度）

予算額 [千円] 964
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事業名 小学校教育環境整備事業 重点 部課(室)名

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001129

学校教育部 教育総務課

事業概要

幸房小学校の児童数が急増すると見込まれるため、平成２８年度から普通教室数不足などが懸念される。また、築３９年となり校舎の老朽
化も進んできている。学級増の対応と併せて魅力ある学校として校舎の増改築を行う。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

安心・安全な学校生活が送れるよう環境の整備を図ることを前提としながら、魅力ある学校づくりを目指す。【明るく木質化した本校舎への
改築や図書館スペースの確保、環境教育をすすめるエコスクールについて取り組む】

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
「幸房小学校校舎大規模改造及び増改築工
事設計」業務委託

「幸房小学校校舎大規模改造及び増改築工
事」「幸房小学校外溝工事」工事発注・施工・
完了

「幸房小学校校庭改修工事」工事発注・施
工・完了

予算額 [千円] 50,000

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001266

事業名 公共施設（小学校）長寿命化対策事業 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

学校施設は、昭和４０年代から５０年代にかけての児童生徒急増期に整備されているものが多い。しかし、建築されてから年数も経ち、老朽
化も目立ち始めてきている。今後、建て替えをするのではなく、長寿命化を進めていく必要がある。大規模改造工事施工に併せてバリアフ

 リー化、エコスクール化及び防災機能などを検討し、学習内容に応じた教育環境の整備を計画的に実現する。
※学校は改築（建て替え）しなければならない施設である。長寿命化対策は、その時期を延ばすことを目的とする。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 平成35年度

目指す成果

 早急な大規模改造工事を行い、児童生徒等の環境整備を図る。
小学校は（新和小学校を除き」）１８校、中学校は８校、計２６校であるため、年３校以上（小学校２校）の施工に着手する必要がある。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
調査・研究 大規模改造工事設計 大規模改造工事設計及び大規模改造工事

予算額 [千円] 0

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001267

事業名 公共施設（中学校）長寿命化対策事業 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

学校施設は、昭和４０年代から５０年代にかけての児童生徒急増期に整備されているものが多い。しかし、建築されてから年数も経ち、老朽
化も目立ち始めてきている。今後、建て替えをするのではなく、長寿命化を進めていく必要がある。大規模改造工事施工に併せてバリアフ

 リー化、エコスクール化及び防災機能などを検討し、学習内容に応じた教育環境の整備を計画的に実現する。
※学校は改築（建て替え）しなければならない施設である。長寿命化対策は、その時期を延ばすことを目的とする。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 平成34年度

目指す成果

早急な大規模改造工事を行い、児童生徒等の環境整備を図る。小学校は（新和小学校を除き）１８校、中学校８校、計２６校である。中学
校は年１校以上の施工に着手する必要がある。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
調査・研究 大規模改造工事設計 大規模改造工事設計及び大規模改造工事

予算額 [千円] 0
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５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001316

事業名 小学校トイレ改修事業 重点 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

学校トイレの改善を図る。①使い心地（快適、清潔）の向上、②安らぎのある空間づくり（明るい照明、楽しい色の選択、良好な換気環境、手
洗い所の工夫）、③維持管理が容易なトイレ（汚れづらい器具や床・壁素材の選定）、④清掃しがいのあるトイレ（床乾式トイレ）⑤節水・節電
（自動洗浄便座等器具の選定）、⑥避難所としてのトイレ対策、⑦洋式便座率の向上

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 平成28年度

目指す成果

学校トイレを、いつもきれいで、明るく使いやすく、維持管理が容易かつ衛生的な改修を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・トイレ改修工事設計　9小学校

・トイレ改修工事　　　　4小学校（戸ヶ崎小、
彦成小、高州小、吹上小）

（平成２６年３月議会：繰越明許費208,000
千円）

 ・トイレ改修工事設計　６小学校
・トイレ改修工事　　　　５小学校

・トイレ改修工事　　　　６小学校

予算額 [千円] 0

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001317

事業名 中学校トイレ改修事業 重点 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

学校トイレの改善を図る。①使い心地（快適、清潔）の向上、②安らぎのある空間づくり（明るい照明、楽しい色の選択、良好な換気環境、手
洗い所の工夫）、③維持管理が容易なトイレ（汚れづらい器具や床・壁素材の選定）、④清掃しがいのあるトイレ（床乾式トイレ）⑤節水・節電
（自動洗浄便座等器具の選定）、⑥避難所としてのトイレ対策、⑦洋式便座率の向上

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 平成28年度

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・トイレ改修工事設計　５中学校

・トイレ改修工事　　　　２中学校（南中、北
中）

（平成２６年３月議会：繰越明許費106,000
千円）

 ・トイレ改修工事設計　　３中学校
・トイレ改修工事　　　　３中学校

・トイレ改修工事　　　　３中学校

目指す成果

学校トイレを、いつもきれいで、明るく使いやすく、維持管理が容易かつ衛生的な改修を目指す。

年次計画

５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001338

予算額 [千円] 0

事業名 小学校非構造部材耐震化事業 重点 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

　学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の避難場所としての役割を果たす。構造物の
耐震補強工事は、平成２５年度に完了しているが、耐震補強未実施校について、天井や外壁などの非構造部材の耐震対策（天井などの
被害から児童生徒生徒の生命・身体を保護する）を行う。

事業年度 開始年度 平成２６年度 終了年度 継続

目指す成果

　安全・安心な学校施設を確保するため、校舎と屋内運動場の非構造部材の補強を行う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
設計　屋内運動場　４棟（新和小、前間小、
瑞木小、後谷小）

設計　校舎　５校
工事　屋内運動場　４棟
　　　　４棟×2,000万円

設計　校舎　５校
工事　校舎　５棟
　　　　５棟×2,000万円

予算額 [千円] 12,000

36



５－１－４　安心・安全な学校づくりの推進 事業コード 1001339

事業名 中学校非構造部材耐震化事業 重点 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

　学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の避難場所としての役割を果たす。構造物の
耐震補強工事は、平成２５年度に完了しているが、耐震補強未実施校について、天井や外壁などの非構造部材の耐震対策（天井などの
被害から児童生徒生徒の生命・身体を保護する）を行う。

事業年度 開始年度 平成２６年度 終了年度 継続

目指す成果

　安全・安心な学校施設を確保するため、校舎と屋内運動場の非構造部材の補強を行う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
設計　屋内運動場　２棟（早稲田中、瑞穂
中）

設計　校舎　３校
工事　屋内運動場　２棟
　　　　２棟×2,000万円

設計　校舎　３校
工事　校舎　３棟
　　　　３棟×2,000万円

予算額 [千円] 6,000

５－２－２　次世代リーダーの育成 事業コード 1001255

事業名 不審者情報メール配信システム事業 部課(室)名 生涯学習部 青少年課

事業概要

不審者の出没情報や犯罪発生情報を素早く発信し、地域での見守り活動等、素早い対応で事件・事故を未然に防ぐ。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

児童、生徒の事件・事故を未然に防ぐ。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
メール配信の実施 メール配信の実施 メール配信の実施

予算額 [千円] 0

５－２－２　次世代リーダーの育成 事業コード 1001256

事業名 青少年交流「集まれみさとの子」事業 部課(室)名 生涯学習部 青少年課

事業概要

市内の青少年を集め、異集団の中でコミュニケーション能力を身につける場を提供する。また、先の震災を踏まえて、青少年が交流・宿泊
体験をとおして生きる力や子ども同士・地域との絆を深める場とする。なお、実施日ごとに「一般児童・生徒」「教育相談室に通う児童・生
徒」等と対象を変えより効果のあるプログラムを設定する。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

青少年が交流、宿泊体験を通して、生きる力や子ども同士、地域との絆を深める場とする。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
「集まれみさとの子」（異年齢の交流体験の
実施）

「集まれみさとの子」（異年齢の交流体験の実
施）

「集まれみさとの子」（異年齢の交流体験の
実施）

予算額 [千円] 320
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５－３－１　家庭の教育力の向上 事業コード 1001081

事業名 親の学習推進事業 重点 部課(室)名 生涯学習部 青少年課

事業概要

家庭の教育力の向上を図るため、子育て世代には子育てに必要な知識やスキルを提供し、近い将来親となる世代には子育て等の理解を
深める機会を提供する。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

目指す成果

ファシリテーター（学習支援者）の養成に努め、「親の学習」事業を拡大し、家庭教育力の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
「親の学習」事業の実施 「親の学習」事業の実施 「親の学習」事業の実施

予算額 [千円] 1,879

５－３－２　生涯学習推進環境の充実 事業コード 1001089

事業名 図書館子ども読書活動推進事業 部課(室)名 生涯学習部 日本一の読書のまち推進室

事業概要

子どもたちが読書を通して、より深く豊かな人生を生きていく力を育むため、家庭・学校・地域が一体となって、必要な読書環境を整備し、充
実させることを目標として、主に学校教育部と連携し、市内小・中学校の読書環境の整備を図り、児童生徒の読書活動を支援する。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

目指す成果

 ・子どもの生きる力・豊かな心を育む。
 ・読書の楽しさ、知る喜びを体験し、読書習慣を身につける。

・児童生徒の読書量の増加。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・子ども読書担当司書配置
・学校図書館配送車の充実
・らんどせるブックスタートの充実

・子ども読書担当司書配置
・学校図書館配送車の充実
・らんどせるブックスタートの充実

・子ども読書担当司書配置
・学校図書館配送車の充実
・らんどせるブックスタートの充実

予算額 [千円] 2,798

５－３－２　生涯学習推進環境の充実 事業コード 1001310

事業名 「日本一の読書のまち」推進事業 重点 部課(室)名 生涯学習部 日本一の読書のまち推進室

事業概要

平成２５年３月に、議会議決を得て「日本一の読書のまち」を宣言したことをふまえ、読書活動に関連するすべての部署・機関・団体が連携
して、誰もが読書の楽しさ、喜びにふれることができる環境を整備する。また、市民総ぐるみの読書活動を推進するとともに、ネットワークを構
築し、三郷市から全国発信する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

三郷市民の誰もが、読書の楽しさ、喜びにふれ、その人生をより豊く魅力的なものにできる

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・（仮称）「日本一の読書のまち推進計画」策定検討委員会

 立ち上げ・運営
 ・（仮称）「日本一の読書のまち推進計画」策定

 ・「読書のまち三郷・子ども読書活動推進協議会」運営
 ・文学講演会等の開催

・読書活動推進の人材(ボランティア等）育成
・読書活動支援員の配置

・（仮称）「日本一の読書のまち推進計画」策定検討委員会運
 営

 ・（仮称）「日本一の読書のまち推進計画」策定
 ・「読書のまち三郷・子ども読書活動推進協議会」運営

 ・文学講演会等の開催
・読書活動推進の人材(ボランティア等）育成
・読書活動支援員の配置

・(仮称）「日本一の読書のまち推進協議会」組織・運
営
・読書活動推進の人材(ボランティア等）育成
・文学講演会等の開催
・読書活動支援員の配置

予算額 [千円] 12,100

38



５－３－３　生涯学習施設などの整備・充実 事業コード 1001132

事業名 文化会館改修事業

事業名 図書館図書購入事業 重点 部課(室)名 生涯学習部 生涯学習課

・図書館・図書室資料の購入 ・図書館・図書室資料の購入 ・図書館・図書室資料の購入

事業概要

市民の学習要求及び課題解決、教養、調査研究、レクリェーション等、様々な要望に応えるため、図書、記録その他必要な資料を収集し、
整理・保存・提供する。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

５－３－３　生涯学習施設などの整備・充実 事業コード 1000803

目指す成果

「日本一の読書のまち」宣言を踏まえ、図書館の資料を充実させることで、魅力ある読書環境を整備し、市民の多様な学習要求・課題解決
に資する。市民の図書館資料の貸出冊数を増やし、市民総ぐるみの「読書のまち」「文化のかおり高い」まちづくりをすすめていく。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

部課(室)名 市民生活部 市民活動支援課

事業概要

 【文化・芸術の振興】
活動しやすい環境づくりとして、文化活動の拠点となる施設の機能の充実を図る。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

文化会館の施設・設備の整備を行い、利用者にとって機能的で充実した施設づくりをめざす。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
大ホール舞台機構更新工事設計及び照明
設備更新工事設計
大ホール舞台機構更新工事
大ホール照明設備更新工事
大ホール客席椅子改修

小ホール舞台機構更新工事、照明設備更新
工事及び音響設備更新工事設計
小ホール舞台機構設備更新工事
小ホール音響・照明設備更新工事

ITVシステム更新工事
非常用発電設備更新工事
消防設備更新工事
非常用放送設備更新工事
非常用蓄電池更新工事
給排水設備更新工事

予算額 [千円] 394,000

予算額 [千円] 25,000

５－３－３　生涯学習施設などの整備・充実 事業コード 1000621

事業名 図書館運営事業 重点 部課(室)名 生涯学習部 生涯学習課

事業概要

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資すること。

事業年度 開始年度 昭和58年度 終了年度 継続

目指す成果

市民の図書館利用を増やす。日本一の読書のまちにふさわしい、図書館サービスの実施。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・図書館・図書室のネットワーク強化

・図書館間・学校図書館図書配送業務の拡
 大

 ・図書館・図書室のネットワーク強化
・図書館間・学校図書館図書配送業務の拡

 大

 ・図書館・図書室のネットワーク強化
・図書館間・学校図書館図書配送業務の拡

 大

予算額 [千円] 52,701
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５－３－３　生涯学習施設などの整備・充実 事業コード 1001304

事業名 図書館資料ＩＣタグ導入事業 部課(室)名 生涯学習部 生涯学習課

・ICタグ化による図書資料の管理（3図書館・
４図書室新規購入分）

・ＩＣタグ化による資料の管理（北部図書館・早
稲田図書館・4図書室図書資料遡及分、Ｃ
Ｄ）
・ICタグ関連備品の整備（北部図書館・早稲
田図書館・４図書室）

事業概要

図書館・図書室にＩＣタグシステムを導入することで、利用者サービスの向上・業務の効率化を図る

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

セキュリティゲートの設置により資料紛失や不明本を削減する。自動貸出機・返却機・予約棚の導入により利用者のプライバシーに配慮す
る。ICタグ一括読取による時間短縮や労力軽減により、年間の開館日数の増加。業務の効率化により、図書館本来の機能であるレファレン
ス業務等の充実など総合的に図書館サービスの充実をめざす。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

５－８－２　男女共同参画社会の環境づくり 事業コード 1000106

予算額 [千円] 4,500

事業名 男女共同参画促進事業 部課(室)名 企画総務部 人権・男女共同参画課

事業概要

市の施策の総合的な調整及び効果的な推進を図り、男女共同参画社会を実現させる。

事業年度 開始年度 平成8年度 終了年度 継続

目指す成果

施策の推進体制の充実や、より市民に身近で理解しやすい啓発活動に努め、男女一人ひとりの能力や個性を十分発揮できる男女共同参
画社会の実現を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 男女共同参画審議会　2回開催

 男女共同参画苦情処理委員　随時
 みんながいきいき暮らせるまちづくり講演会

 男女共同参画職員研修会
 市民団体提案型協働委託事業

計画策定に係る意識調査

 男女共同参画審議会　2回開催
 男女共同参画苦情処理委員　随時

 みんながいきいき暮らせるまちづくり講演会
 男女共同参画職員研修会

 市民団体提案型協働委託事業
計画策定

 男女共同参画審議会　2回開催
 男女共同参画苦情処理委員　随時

 みんながいきいき暮らせるまちづくり講演会
 男女共同参画職員研修会

市民団体提案型協働委託事業

予算額 [千円] 1,810

６－１－１　健康づくりの推進 事業コード 1000308

事業名 すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防、その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自らの
健康は自ら守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資すること

事業年度 開始年度 平成19年度 終了年度 継続

目指す成果

疾病予防、健康寿命の延伸

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・健康づくり団体や町会等の自治会組織を通じての健康教

 育、健康相談
 ・健康情報収集・発信事業

 ・栄養士訪問、相談支援事業
 ・ヘルシー料理＆郷土伝統料理普及事業

 ・ＩＣウオーク推進事業
・熱中症予防対策
・小松菜ふりかけ作成事業

・健康づくり団体や町会等の自治会組織を通じての健康教
 育、健康相談

 ・健康情報収集・発信事業
 ・栄養士訪問、相談支援事業

 ・ヘルシー料理＆郷土伝統料理普及事業
 ・ＩＣウオーク推進事業

・小松菜ふりかけ作成事業

・健康づくり団体や町会等の自治会組織を通じての健康教
 育、健康相談

 ・健康情報収集・発信事業
 ・栄養士訪問、相談支援事業

 ・ヘルシー料理＆郷土伝統料理普及事業
 ・ＩＣウオーク推進事業

・小松菜ふりかけ作成事業

予算額 [千円] 9,733
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６－１－１　健康づくりの推進 事業コード 1001077

事業名 乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

 生後４か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭を専門職等が訪問する事業であり、以下のことを目的とする。
①訪問者が保護者等の様々な不安や悩みの相談を行い、子育て支援に関する情報提供を行うことにより、子育ての孤立化を防ぎ、安心し

 て子育てできる環境を整える。
②支援が必要な家庭に対して、早期からの適切なサービス提供に結びつけること。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

目指す成果

・全ての乳児のいる家庭を訪問し、育児情報を伝えることができる。
・育児不安や虐待のリスクのある養育者を早期に発見する。
・養育に支援が必要な家庭に対し、適切な相談や支援につながり育児不安が軽減する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 助産師訪問：1,080件（産婦訪問50件含む）

 看護師訪問：200件
 愛育班員訪問：70件

ケース検討会議：15件

 助産師訪問：1,080件（産婦訪問50件含む）
 看護師訪問：200件

 愛育班員訪問：70件
ケース検討会議：15件

 助産師訪問：1,080件（産婦訪問50件含む）
 看護師訪問：200件

 愛育班員訪問：70件
ケース検討会議：15件

予算額 [千円] 6,756

６－１－１　健康づくりの推進 事業コード 1001320

事業名 熱中症予防対策事業 重点 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

市民ひとりひとりが熱中症に対し、正しい知識を持ち、予防・対処行動できるよう普及啓発に取り組む。

※　平成２６年度は、すこやかみさと（健康増進計画）地域推進事業の中で対応。（平成２７年度以降も未定）

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

熱中症に対する予防・対処行動を身につけていただき、熱中症発症を未然に防ぎ、救急搬送を出来るだけ減少させる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・各駅前へ温度計の設置。

 ・講演会の実施。
・熱中症予防協力店及び協力公共施設の拡

 大。
・防災無線、広報、ホームページ等による注
意喚起。

 ・講演会の実施。
・熱中症予防協力店及び協力公共施設の拡

 大。
・防災無線、広報、ホームページ等による注
意喚起。

 ・講演会の実施。
・熱中症予防協力店及び協力公共施設の拡

 大。
・防災無線、広報、ホームページ等による注
意喚起。

予算額 [千円] 0

事業名 がん検診事業

６－１－２　健(検)診・相談等サービス体制の整備 事業コード 1000951

部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

「健康増進法」、「がん対策基本法」に基づき、胃、肺、大腸、乳、子宮頸がん検診を実施する。がん検診の受診を促すことにより、がんを早
期に発見し、早期治療に結びつけることにより、がんの予防対策に資することを目的とする。

事業年度 開始年度 昭和38年度 終了年度 継続

目指す成果

がん検診の受診率を向上させる。
がんを早期に発見し適切な医療につなげることで、がんによる死亡（死亡率）を減少させる。
成果指標：がん検診受診率　50％（胃・肺・大腸は40％）（平成２９年度）
　　　　　　　がん発見数およびがん発見率

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・広報、健康のしおり、市ホームページやイベ

 ント等を活用した周知活動。　
・市医師会や市内指定医療機関との連携に

 よる実施体制の整備
・受診率25％を目指す

・広報、健康のしおり、市ホームページやイベ
 ント等を活用した周知活動。　

・市医師会や市内指定医療機関との連携に
 よる実施体制の整備

・受診率30％を目指す

広報、健康のしおり、市ホームページやイベン
 ト等を活用した周知活動。　

・市医師会や市内指定医療機関との連携に
 よる実施体制の整備

・受診率35％を目指す

予算額 [千円] 184,402
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６－１－２　健(検)診・相談等サービス体制の整備 事業コード 3700037

事業名 特定健康診査等事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

個別通知・広報・ホームページによる周知。
対象者の把握。受診者への通知。健診の実
施。未受診者への受診勧奨等受診率向上の
取組。健診結果送付。要精密検査者の結果

 把握と未受診者への受診勧奨。統計処理。
・受診率37％　実施率30％

個別通知・広報・ホームページによる周知。
対象者の把握。受診者への通知。健診の実
施。未受診者への受診勧奨等受診率向上の
取組。健診結果送付。要精密検査者の結果

 把握と未受診者への受診勧奨。統計処理。
・受診率44％　実施率40％

個別通知・広報・ホームページによる周知。
対象者の把握。受診者への通知。健診の実
施。未受診者への受診勧奨等受診率向上の
取組。健診結果送付。要精密検査者の結果

 把握と未受診者への受診勧奨。統計処理。
・受診率5１％　実施率50％

事業概要

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、特定健康診査、特定保健指導を実施することで、内臓脂肪型肥満に起因する生活習慣
 病及びそのリスクを早期に発見し、適切な医療や指導に結びつけることで、生活習慣病の発症及び重症化を予防することを目的とする。

 また、このようなことから、被保険者の健康を保持するとともに、増大する医療費の適正化を図る。
目的を達成するために、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の利用率の向上を図る。

事業年度 開始年度 平成20年度 終了年度 継続

目指す成果

特定健康診査の受診率を向上させ、生活習慣の改善を促すことで、内臓脂肪型肥満に起因する生活習慣病及びそのリスクを持つ人（メタ
ボリックシンドローム予備群及び該当者）を減少させる
成果指標：特定健康診査受診率　60％（平成29年度）
　　　　　　　特定保健指導実施率　60％（平成29年度）

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

６－１－３　予防対策の充実 事業コード 1001121

予算額 [千円] 100,569

事業名 任意予防接種費助成事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

おたふくかぜ・水痘・高齢者用肺炎球菌・大
人の風しん予防接種の助成を実施する。

おたふくかぜ・大人の風しん予防接種の助成
を実施する。

おたふくかぜ・大人の風しん予防接種の助成
を実施する。

事業概要

保護者の経済的負担の軽減と接種した子どもの健康の保持・増進を図ることを目的とし、市の定めた任意予防接種（おたふくかぜ・水痘）を
 受けた場合、その接種費用の一部を助成する。

高齢者についても成人肺炎の25～40％を占める肺炎球菌による肺炎の重篤化を予防し、健康の保持に寄与することを目的とする。また、
肺炎罹患による医療費の削減や長期入院等により起こり得る高齢者のＱＯＬの低下を防止することが期待できる。接種をした場合、その接
種費用の一部を助成する。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

６－１－３　予防対策の充実 事業コード 1000295

目指す成果

 接種者の健康の保持・増進。
 経済的負担の軽減。

家族の看護や休暇取得等の負担の軽減。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

事業名 個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

予防接種法に定められた予防接種を実施することにより、伝染のおそれがある疾病の発生と、まん延を防ぎ、予防接種者および予防接種
対象者以外の方の健康を守ることができる。

事業年度 開始年度 昭和23年度 終了年度 継続

目指す成果

接種人数、接種率を向上させることにより、伝染のおそれがある疾病の発生とまん延を予防する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・制度のＰＲ

 ・予診票の印刷製本
 ・対象者の抽出、予診票発送

・協力医療機関説明会の開催

 ・制度のＰＲ
 ・予診票の印刷製本

 ・対象者の抽出、予診票発送
・協力医療機関説明会の開催

 ・制度のＰＲ
 ・予診票の印刷製本

 ・対象者の抽出、予診票発送
・協力医療機関説明会の開催

予算額 [千円] 366,365

予算額 [千円] 11,938
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６－１－５　医療体制の充実 事業コード 1000293

事業名 休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

市民の健康を守るため、地域医療体制の充実を図るとともに、夜間・休日診療を含めた、救急医療体制の充実に努める。さらに、保健、福
祉等との連携を図りながら、適切な医療を効率的に提供できる体制づくりに努める。

事業年度 開始年度 昭和49年度 終了年度 継続

目指す成果

病院群輪番制運営事業（第二次救急）、小児救急医療支援事業（第二次救急）、小児時間外診療運営事業（初期救急）、休日・日曜夜
間診療運営事業、地域歯科保健推進事業。以上の事業についての実施体制を継続し市民の健康を守る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
初期救急医療（小児時間外診療）の委託、６
市１町による第二次救急医療の負担、休日
夜間診療所の運営補助等を行うことにより、
地域医療及び救急医療の充実を図る。

初期救急医療（小児時間外診療）の委託、６
市１町による第二次救急医療の負担、休日
夜間診療所の運営補助等を行うことにより、
地域医療及び救急医療の充実を図る。

初期救急医療（小児時間外診療）の委託、６
市１町による第二次救急医療の負担、休日
夜間診療所の運営補助等を行うことにより、
地域医療及び救急医療の充実を図る。

予算額 [千円] 38,828

６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1000268

事業名 子育て支援事業 部課(室)名 子ども未来部 子ども支援課

事業概要

核家族化や都市化の進展などに伴い、家庭や地域の養育機能が低下する中、子育てに対する不安や悩みなどを抱える保護者が増加して
いる。また、これらの問題から起因すると思われる児童虐待も課題である。これらの課題に対し、子育て相談の実施や子育てに関する適切
な情報の提供等を行い地域の子育て家庭に対する育児支援を行う。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

身近な相談場所として、つどいの広場・地域子育て支援センター・子育て支援総合窓口、そして、情報発信としては、市のホームページに
掲載・子育て応援ガイド「にこにこ」の作成・配付等により、子育家庭への支援の充実を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
市のホームページや子育て応援ガイド「にこに

 こ」による情報発信
 要保護児童対策地域協議会各種会議開催

相談業務および要保護児童見守りの強化

市のホームページや子育て応援ガイド「にこに
 こ」による情報発信

 要保護児童対策地域協議会各種会議開催
相談業務および要保護児童見守りの強化

市のホームページや子育て応援ガイド「にこに
 こ」による情報発信

 要保護児童対策地域協議会各種会議開催
相談業務および要保護児童見守りの強化

予算額 [千円] 4,264

６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1000280

事業名 公営児童クラブ運営事業 部課(室)名 学校教育部 教育総務課

事業概要

小学校低学年児童のうち、保護者の就労等により、家庭が常時留守になっている児童の健全な育成を図ることを目的とする。

事業年度 開始年度 平成9年度 終了年度 継続

目指す成果

児童クラブにて、保護者に代わって適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
安心・安全を高めながら、児童クラブ運営の
充実を図る。

安心・安全を高めながら、児童クラブ運営の
 充実を図る。

「子ども・子育て支援新制度」施行

安心・安全を高めながら、児童クラブ運営の
充実を図る。

予算額 [千円] 198,046
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６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1000955

事業名 民間保育所参入支援事業 重点 部課(室)名 子ども未来部 子ども政策室

事業概要

三郷市保育計画では、保育所入所待機児童の解消は、今後の保育需要を十分踏まえて、定員の弾力的な運用、定員の見直し、新たな
保育所の整備・運営等により対応することとされている。また、今後の保育所の整備・運営は民間による運営を基本とすることとされているこ
とから、必要であれば民間保育所の参入の受入れをするものである。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

目指す成果

必要な場合、民間保育所参入を支援し、待機児童を解消する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・民間保育所参入の受入れに関する準備
（情報収集と情報提供、制度の調査研究）を
する。

・民間保育所参入の受入れに関する準備（情
報収集と情報提供、制度の調査研究）をす
る。

・民間保育所参入の受入れに関する準備
（情報収集と情報提供、制度の調査研究）を
する。

予算額 [千円] 374,416

６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1000972

事業名 放課後子ども教室推進事業 部課(室)名 生涯学習部 生涯学習課

事業概要

小学校の放課後に、子どもたちが安全・安心に活動できる拠点(「子ども教室」)を設け、地域社会において心豊かで健やかに育む環境づくり
を推進することを目的に「三郷市放課後子ども教室推進事業」を実施する。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

目指す成果

子どもたちが安全・安心に活動できる拠点(「放課後子ども教室」)を整備し、地域社会において子どもたちを心豊かで健やかに育む環境づく
りを推進する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・学びの場を設け、予習、復習、補習等の学

 習活動
・体験の場を設け、レクリエーション、文化活

 動等の体験活動
・既存放課後子ども教室の充実

・学びの場を設け、予習、復習、補習等の学
 習活動

・体験の場を設け、レクリエーション、文化活
 動等の体験活動

・新設及び既存放課後子ども教室の充実

・学びの場を設け、予習、復習、補習等の学
 習活動

・体験の場を設け、レクリエーション、文化活
 動等の体験活動

・新設及び既存放課後子ども教室の充実

予算額 [千円] 4,071

６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1001236

事業名 子ども・子育て支援事業計画策定等事業 部課(室)名 子ども未来部 子ども政策室

事業概要

子ども子育て支援法（案）に基づき、子ども・子育て事業計画を策定する。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

子ども・子育て事業計画の策定

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
子ども・子育て事業計画の策定
電子システムの構築

子ども・子育て事業計画の進捗管理 子ども・子育て事業計画の進捗管理

予算額 [千円] 35,560
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６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1001291

事業名 病児・病後児保育事業 重点 部課(室)名 子ども未来部 すこやか課

事業概要

児童が病気にかかっている又は病気の回復期にあるため、集団保育が困難で、かつ、当該児童の保護者が勤務等の都合により家庭で保
育を行うことが困難な場合において、保護者の子育てと就労の両立を支援し、もって児童の健全な育成及びその資質の向上に寄与する。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

当該児童の適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる措置を講ずる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
病児・病後児を含め、預かり予定児童数を１

 日あたり４名とする
市単独分として、職員人件費・光熱水費を補
助

病児・病後児を含め、預かり予定児童数を１
 日あたり４名とする

市単独分として、職員人件費・光熱水費を補
助

病児・病後児を含め、預かり予定児童数を１
 日あたり４名とする

市単独分として、職員人件費・光熱水費を補
助

予算額 [千円] 15,850

６－２－１　多様なサービスの提供 事業コード 1001298

事業名 幼稚園預かり保育事業 部課(室)名 子ども未来部 すこやか課

事業概要

低年齢児保育所、家庭保育室その他認可外保育施設等に通う幼児を３歳以降に幼稚園で受け入れるため、私立幼稚園の設置者に対
し、預かり保育の拡充に要する経費や家庭保育室等との交流や送迎に要する経費の一部を助成することにより、保育に欠ける幼児の受け
入れ先を広く確保し、もって保育所待機児童の解消を図る。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

保育に欠ける幼児の受け入れ先を確保し、保育所待機児童解消の一助となる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
私立幼稚園で、保育に欠ける児童の受け入

 れ実施する。
実施幼稚園数は３園、受入れ児童数は90人
を見込む。

私立幼稚園で、保育に欠ける児童の受け入
 れ実施する。

実施幼稚園数は４園、受入れ児童数は120
人を見込む。

私立幼稚園で、保育に欠ける児童の受け入
 れ実施する。

実施幼稚園数は５園、受入れ児童数は150
人を見込む。

予算額 [千円] 9,294

事業名 妊婦支援事業

６－２－２　子どもの健やかな成長支援 事業コード 1000301

部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

妊娠届出書を活用し、妊娠初期から支援が必要なハイリスク妊婦を把握しアプロ－チする。母子健康手帳交付時等に支援を必要とするか
 たについては対面交付を実施する。

また、母子健康手帳を交付されたかたのうち、多くの方が妊婦健康診査を受診できるようにする。さらに、妊婦健康診査結果から、保健相
談・保健指導が必要な方へのサポ－トシステムが十分機能するように推進する。

事業年度 開始年度 平成9年度 終了年度 継続

目指す成果

定期的な妊婦健康診査の助成を14回実施でき、受診内容を拡充することで異常の早期発見により母子ともに安全な出産ができることを推
 進する。

母子健康手帳交付時に支援を必要とする妊婦を発見し対面交付を行い、身体的・精神的・社会的に高いリスクを持つ妊婦を把握し早期に
支援を開始することで妊娠期からの子育て支援を充実していく。また、妊婦死亡率の低下及び未熟児等異常児出生防止を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
１.妊婦支援体制による一般・ハイリスク妊婦

 支援
 ２.妊婦健診費用の助成（14回）

３.マタニティグッズ配布や情報提供等

１.妊婦支援体制による一般・ハイリスク妊婦
 支援

 ２.妊婦健診費用の助成（14回）
３.マタニティグッズ配布や情報提供等

１.妊婦支援体制による一般・ハイリスク妊婦
 支援

 ２.妊婦健診費用の助成（14回）
３.マタニティグッズ配布や情報提供等

予算額 [千円] 95,053

45



６－２－２　子どもの健やかな成長支援 事業コード 1000905

事業名 乳幼児健康診査事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

４か月児健診、９か月児健診、１歳８か月児
 健診、３歳６か月児健診を実施する。

平均健診受診率　95％
健診に満足していると答える者の割合　95％

４か月児健診、９か月児健診、１歳８か月児
 健診、３歳６か月児健診を実施する。

平均健診受診率　95％
健診に満足していると答える者の割合　95％

４か月児健診、９か月児健診、１歳８か月児
 健診、３歳６か月児健診を実施する。

平均健診受診率　95％
健診に満足していると答える者の割合　95％

事業概要

母性ならびに乳幼児の健康の保持増進を図るため、「母子保健法」に基づく4か月児、9か月児、1歳8か月児、3歳6か月児の各健康診査
を実施。集団健診のメリットを活かし、情報提供や保護者同士の交流を積極的に行い、子育て支援を行う。個別健診の導入も検討する。

事業年度 開始年度 昭和55年度 終了年度 継続

目指す成果

乳幼児の疾病・障がい等の早期発見を行い適切な治療へ結びつけられ、健全育成を図る。乳幼児の心身障がいの進行を未然に防止す
る。保護者の育児に関する不安軽減を図り、適切な育児が行える。
成果指標：健診受診率　95％
　　　　　　　健診に満足していると答える者の割合　95％

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

６－２－３　相談・支援体制の充実 事業コード 1000906

予算額 [千円] 14,966

事業名 母子健康教育事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

・両親学級参加率の向上　初産婦70％
 パートナー等60％

・離乳食教室の開催回数増加（24回⇒36
回）

・事業の継続実施 ・事業の継続実施

事業概要

 １．両親学級：①安心して妊娠・出産ができる②参加率の向上（母子保健計画：Ｈ26までの参加率目標　初妊婦70％、パートナーは55％）
２．離乳食教室：母乳や粉ミルクから半流動食と段階を追って離乳ができるように、離乳の導入から進め方について実践し、保護者の不安

 の解消と理解を深める。
３．歯科保健事業：う歯の予防処置、保護者に対する歯科保健指導及び歯科保健相談を実施することで、歯科疾患の早期発見、こどもの
口腔保健の保持増進を図ることを目的とする。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

６－２－３　相談・支援体制の充実 事業コード 1000305

目指す成果

 １．両親学級…安心して妊娠・出産ができる。
 ２．離乳食教室…保護者が離乳食への関心を持ち、安心して児の栄養段階の変化に対応できる。

３．歯科保健事業…正しい知識とブラッシング方法を身につけ虫歯のない歯を保つことができる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

事業名 養育支援訪問事業 部課(室)名 市民生活部 健康推進課

事業概要

乳幼児の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に加重な負担がかかる前の
段階、専門職等による訪問の支援事業を実施することにより、家庭における安定した乳幼児の養育を可能にすることを目的とする。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

目指す成果

育児不安や虐待のリスクのある養育者が、安心して地域で育児が行えるようになる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・児童福祉主管課と事業実施主体について

 検討。
・児童福祉法及び母子保健法に基づく事業
の整理・見直し。

事業の効果的な実施。 事業の効果的な実施。

予算額 [千円] 887

予算額 [千円] 2,197
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６－２－４　子育て支援施設の環境整備 事業コード 1000816

事業名 子育て支援拠点事業 部課(室)名 子ども未来部 子ども支援課

事業概要

地域において子育て親子の交流促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不
安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

事業年度 開始年度 終了年度 継続

目指す成果

子育てをする保護者が明るく、楽しく、生きがいを持って子育てができる環境の整備を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
子育て家庭対して、育児不安、悩みなどを気
軽に相談できる場所を提供し、適切な情報の
提供等を行い育児支援の充実を図る。

子育て家庭対して、育児不安、悩みなどを気
軽に相談できる場所を提供し、適切な情報の
提供等を行い育児支援の充実を図る。

子育て家庭対して、育児不安、悩みなどを気
軽に相談できる場所を提供し、適切な情報の
提供等を行い育児支援の充実を図る。

６－２－４　子育て支援施設の環境整備 事業コード 1001054

予算額 [千円] 15,459

事業名 指定管理者による児童館施設運営事業 部課(室)名 子ども未来部 子ども支援課

事業概要

児童の健全育成及び子育て支援機能の充実という課題に対応するため、指定管理者制度を導入し、各種事業の充実及び児童館利用者
の利便性やサービスの更なる向上を図ることを目的とする。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

目指す成果

児童館来館者数10%増

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
指定管理者による管理・運営  指定管理者による管理・運営

指定管理者切替。
指定管理者による管理・運営

予算額 [千円] 62,980

６－２－４　子育て支援施設の環境整備 事業コード 1001187

事業名 指定管理者による保育所運営事業 部課(室)名 子ども未来部 すこやか課

事業概要

保育に欠ける児童の安全・安心な保育の実施や多様化する保育サービスに柔軟に対応することを目的とし、公立保育所に指定管理者制
度の導入による、管理・運営についての指導・助言等を行う。

事業年度 開始年度 終了年度 平成２7年度

目指す成果

全体的な保育の質の向上

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
戸ヶ崎東保育所を指定管理者が運営 戸ヶ崎東保育所を指定管理者が運営

予算額 [千円] 135,000
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６－２－４　子育て支援施設の環境整備 事業コード 1001248

事業名 送迎保育事業 部課(室)名 子ども未来部 すこやか課

事業概要

 【目的】
三郷中央駅前の利便性を活用し、兄弟入所希望のアンマッチや希望保育所の定員オーバーによる待機児童の増大を緩和する。また、保護者の利便性を向上

 させる。
 【概要】

みさとしらゆり保育園から北回り、南回りの２系統で送迎バスを走らせ、定員に空きのある保育所へ児童を送迎する。送迎は朝・夕１回ずつ行う。当該事業を実施
するため保育事業者に委託料（事業設立時は補助金）を交付し運営を支援する。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 継続

目指す成果

待機児童ゼロ、既存保育所の有効活用、保護者の利便性の向上

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
送迎バスにより、定員に空きのある保育所へ
児童を送迎する。北部ルート・南部ルートに
分けみさとしらゆり保育園内の送迎保育ス
テーションで実施する。

送迎バスにより、定員に空きのある保育所へ
児童を送迎する。北部ルート・南部ルートに分
けみさとしらゆり保育園内の送迎保育ステー
ションで実施する。

送迎バスにより、定員に空きのある保育所へ
児童を送迎する。北部ルート・南部ルートに
分けみさとしらゆり保育園内の送迎保育ス
テーションで実施する。

予算額 [千円] 18,000

６－２－４　子育て支援施設の環境整備 事業コード 1001270

事業名 保育所耐震化事業 重点 部課(室)名 子ども未来部 すこやか課

事業概要

安心・安全な保育を行うため「三郷市耐震改修促進計画」に基づき、２階建保育所の建設の古い順から耐震診断を実施し、必要に応じて
耐震改修を実施する。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

乳幼児が安心・安全に生活できる環境を整えると共に、保育所の危機管理能力の向上が図れる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 耐震補強設計（下新田保育所）

施設改修工事（上口、高州、彦成）
施設改修工事（下新田保育所）

予算額 [千円] 42,800

６－３－１　高齢者福祉サービスの充実 事業コード 1000237

事業名 高齢者保健福祉計画等策定事業 部課(室)名 福祉部 長寿いきがい課

事業概要

すべての高齢者が住みなれた地域で、いきいきと健康で、自立した生活を続けられる社会、ともに支え合う地域社会の構築を図るために介
護保険制度の推進を図る。

事業年度 開始年度 平成12年度 終了年度 継続

目指す成果

地域での高齢者保健福祉事業全般にわたるサービス提供体制の確保・介護保険制度の安定運営を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（第６期）策定

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（第７期）策定準備（市民ニーズ調査の実施）

予算額 [千円] 4,923
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６－３－１　高齢者福祉サービスの充実 事業コード 1001191

事業名 ふれあい・見守り拠点事業 部課(室)名 福祉部 ふくし総合相談室

事業概要

 みさと団地地域は、高齢者が多く、独居高齢者、高齢者世帯も多い。
　行政の支援（経済支援、介護保険サービス、総合相談等）なしでは、生活が成りたたない市民も多い。また、高齢になってからの転入者も

 多く、地域社会の連帯も薄い中で、認知症高齢者や虐待高齢者の事件が発生し、課題は多い。
　これらの課題を解決するために、地域内での組織的な見守り活動の展開と、支援体制作りが急務であり、そのための拠点を整備するもの
である。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

 地域住民同士が交流できるようにする。
 地域住民同士が見守り活動を実施できるようにする。

孤立死を防止する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 見守り拠点の整備

 見守り協力体制の構築
介護予防事業、ふれあいサロン、認知症サ
ポーターの実施

 見守り拠点の整備
 見守り協力体制の構築

介護予防事業、ふれあいサロン、認知症サ
ポーターの実施

 見守り拠点の整備
 見守り協力体制の構築

介護予防事業、ふれあいサロン、認知症サ
ポーターの実施

予算額 [千円] 6,821

６－３－１　高齢者福祉サービスの充実 事業コード 1001210

事業名 後期高齢者人間ドック受診費用助成事業 部課(室)名 福祉部 長寿いきがい課

事業概要

後期高齢者医療被保険者の健康づくりを支援し、健康の保持・増進に寄与するために、人間ドックの受診費用の一部を助成する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

被保険者の健康の保持・増進、医療費の抑制

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・制度の周知（広報掲載・チラシ作成）

・人間ドック助成
 ・制度の周知（広報掲載・チラシ作成）

・人間ドック助成
 ・制度の周知（広報掲載・チラシ作成）

・人間ドック助成

予算額 [千円] 1,000

６－３－６　生活圏域ごとの支援体制の充実 事業コード 1001223

事業名 徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 部課(室)名 福祉部 ふくし総合相談室

事業概要

認知症等が原因で徘徊する恐れのある方が所在不明になったときに、早期発見するために介護事業所や商店等の協力を得て、ネットワー
クを構築し、徘徊者の安全確保及びその家族等への支援をする。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

認知症などにより徘徊する方を地域住民の協力をいただき、迅速に発見し、安全を確保する。加えて認知症のかたを抱える家族の方の心
身の負担を軽減できるように支援する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークの推進 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークの推進 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークの推進

予算額 [千円] 2,817
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６－３－６　生活圏域ごとの支援体制の充実 事業コード 1001224

事業名 認知症総合施策事業 部課(室)名 福祉部 ふくし総合相談室

事業概要

 高齢化に伴い、認知症の方が増えている。
　認知症の病気が進行し、周辺症状のため、医療機関の受診が困難になったり、介護サービスの利用が困難になる事があり、認知症高齢

 者に医療・介護サービスをスムーズに利用できるように支援することが課題である。
　このため、認知症ネットワーク会議を立ち上げ、地域課題を検討し、作業部会では課題解決に取り組んでいる。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

認知症のかたや家族が安心して医療や介護を受け、地域住民が認知症のかたを理解し、地域で共に生活できるようにられる地域づくりを行
う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 認知症ネットワーク会議の開催

認知症高齢者等の緊急一時保護事業の実
施　　　認知症カフェの開催

 認知症ネットワーク会議の開催
認知症高齢者等の緊急一時保護事業の実
施認知症カフェの開催

 認知症ネットワーク会議の開催
認知症高齢者等の緊急一時保護事業の実
施　認知症カフェの開催

予算額 [千円] 3,400

６－４－１　総合的な施策の推進 事業コード 1000719

事業名 障がい者計画等策定・推進事業 部課(室)名 福祉部 障がい福祉課

事業概要

障害者基本法に基づく「障害者計画」とに基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「障害福祉計
画」の進行管理と次期計画の策定。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 継続

目指す成果

障がいのある人が地域で安心して暮らせる体制が整う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 ・点検及び評価の実施

・計画策定
・点検及び評価の実施  ・点検及び評価の実施

・アンケート調査実施

予算額 [千円] 6,332

６－４－２　障害福祉サービスの充実 事業コード 1001057

事業名 発達支援センター事業 部課(室)名 福祉部 障がい福祉課

事業概要

発達に心配または心身に障がいがある子どもの早期発見・早期療育への移行及び継続的な支援を行う。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

目指す成果

 ・早期対応により、子どもの適正な発達を促すことができる。
・子育ての環境づくりを支援することにより、保護者の不安を軽減することができる。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
子どもの発達に関する相談、個別指導の実

 施。
 コーディネーター職員の確保。

利用者増加に伴う療育を行う専門職及び指
 導室の確保。

発達支援ネットワーク会議開催。

子どもの発達に関する相談、個別指導の実
 施。

 コーディネーター職員の確保。
利用者増加に伴う療育を行う専門職及び指

 導室の確保。
発達支援ネットワーク会議開催。

子どもの発達に関する相談、個別指導の実
 施。

 コーディネーター職員の確保。
利用者増加に伴う療育を行う専門職及び指

 導室の確保。
発達支援ネットワーク会議開催。

予算額 [千円] 12,712
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６－４－３　地域生活支援事業の充実 事業コード 1000203

事業名 相談支援事業 部課(室)名 福祉部 障がい福祉課

事業概要

相談支援事業として、障がい福祉課窓口での相談以外に地域活動支援センターⅠ型でも相談支援事業は必須事業となっていることから、
３障害の方に関する社会保障について相談を受け付けている。また、その相談における処遇困難ケースを通じて地域の課題を捉え、三郷
市自立支援協議会で内容検討の上、解決策を探る。更に場合によっては学識経験者ほか専門的な知識を持った会員が参加する部会を
臨時的に設置して、相談内容についてさまざまな角度から処遇を検討している。

事業年度 開始年度 平成18年度 終了年度 継続

目指す成果

障がい者個々の相談に随時対応し、その問題解決を実現するべく支援を行う。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
委託相談支援事業所に対して：相談業務増
加並びにサービス計画作成を行うための人
員確保。虐待防止センター機能（24時間・
365日対応）の業務委託の検討。

委託相談支援事業所に対して：相談業務増
加並びにサービス計画作成を行うための人員
確保。複数の委託相談支援事業所の設置の
検討、虐待防止センター機能（24時間・365
日対応）の業務委託を目指す。

委託相談支援事業所に対して：相談業務増
加並びにサービス計画作成を行うための人
員確保。複数の委託相談支援事業所の設
置を目指す。虐待防止センター機能（24時
間・365日対応）の業務委託の継続実施。

予算額 [千円] 20,124

６－４－７　就労支援の推進 事業コード 1000718

事業名 就労支援センター事業 部課(室)名 福祉部 障がい福祉課

事業概要

市内在住の、障害者の就労に関する相談・支援及び、障害者を雇用する企業の支援

事業年度 開始年度 平成20年度 終了年度 継続

目指す成果

身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象に就労支援し、５年で登録者の就労率４０％を実績目標とする。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
①登録者相談支援の充実

 ②就労準備支援の充実
③障害者雇用促進モデル事業のチャレンジ

 実習（有償）実施

①登録者相談支援の充実
 ②就労準備支援の充実

③障害者雇用促進モデル事業のチャレンジ
 実習（有償）実施

①登録者相談支援の充実
 ②就労準備支援の充実

③障害者雇用促進モデル事業のチャレンジ
 実習（有償）実施

予算額 [千円] 5,856

６－５－１　地域で支え合う福祉活動のしくみづくりとその推進 事業コード 1000185

事業名 地域福祉計画推進事業 部課(室)名 福祉部 生活ふくし課

事業概要

子どもや高齢者、障がい者など全ての市民が地域において安心して生きがいを持って生活がおくれるよう、共に支え合い、助けあう地域づく
 りを行うと共に、地域住民や公的・民間社会福祉関係者が相互に協力する仕組みを築いていくことを目的とする。

 第１次三郷市地域福祉計画…　平成１９年度策定（計画期間：平成２０～２４年度）
第２次三郷市地域福祉計画…　平成２４年度策定（計画期間：平成２５～２９年度）

事業年度 開始年度 平成20年度 終了年度 継続

目指す成果

住民同士が積極的に声かけやあいさつを行い、近隣とのつながりを深めるとともに、地域活動などに参加することを通じて、お互いに支えあ
い助けあえる信頼関係を築いていける地域社会を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
①庁内関係行政協議会、推進懇話会の運

 営
 ②きっかけづくり事業の進捗管理

 ③普及啓発
④研修会の開催

 ①庁内関係行政協議会、推進懇話会の運営
 ②きっかけづくり事業の進捗管理

 ③普及啓発
④研修会の開催

①庁内関係行政協議会、推進懇話会の運
 営

 ②きっかけづくり事業の進捗管理
 ③普及啓発

④研修会の開催

予算額 [千円] 1,489
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６－７－１　国民健康保険の健全な運営 事業コード 3700067

事業名 人間ドック受診費用助成事業 部課(室)名 市民生活部 国保年金課

 ・制度の周知（広報掲載、チラシ作成）
・人間ドック助成

 ・制度の周知（広報掲載、チラシ作成）
・人間ドック助成

 ・制度の周知（広報掲載、チラシ作成）
・人間ドック助成

事業概要

国民健康保険被保険者の健康づくりを支援し、健康の保持増進に寄与するために、人間ドックの受診費用の一部を助成する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

予算額 [千円] 5,160

目指す成果

被保険者の健康の保持増進、医療費の抑制

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
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５．経営方針
１－１　三郷学の構築 事業コード 1000717

事業名 政策研究事業 重点 部課(室)名 企画総務部 企画調整課

事業概要

 本市の政策課題の解決能力の向上を図るため、テーマを定め、先進地や学識経験者の講演と本市への助言をいただく。
 平成22年度からは、総合計画と自治基本条例を推進するための事業展開を行う。

自治基本条例制定５周年シンポジウムや第４次三郷市総合計画（前期計画）策定５周年シンポジウムを実施する。

事業年度 開始年度 平成19年度 終了年度 継続

目指す成果

研究を通して、本市の政策課題の解決を図り、総合計画・自治基本条例を推進するためのノウハウを構築する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・リーディングプロジェクト等推進のための政策
研究

・リーディングプロジェクト等推進のための政策
研究

・リーディングプロジェクト等推進のための政策
研究

予算額 [千円] 500

２－４　コミュニティ活動拠点の充実 事業コード 1000076

事業名 コミュニティ施設整備事業 部課(室)名 市民生活部 市民活動支援課

事業概要

地域住民の心のふれあいの場、活動の拠点となる施設や身近な生活環境施設を整備することにより、地域社会のコミュニティ活動を促進
することを目的とする。

事業年度 開始年度 昭和51年度 終了年度 継続

目指す成果

地域社会のコミュニティ活動の促進

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
・町会、自治会等の集会所が、施設の老朽
化等により活動に支障をきたすことのないよ
う、団体からの申請に基づく改修等を行い、
地域コミュニティの活性を図る。

・町会、自治会等の集会所が、施設の老朽化
等により活動に支障をきたすことのないよう、
団体からの申請に基づく改修等を行い、地域
コミュニティの活性を図る。

・町会、自治会等の集会所が、施設の老朽
化等により活動に支障をきたすことのないよ
う、団体からの申請に基づく改修等を行い、
地域コミュニティの活性を図る。

予算額 [千円] 17,000

３－１　広報・広聴活動の推進 事業コード 1000039

事業名 広報事業 部課(室)名 企画総務部 広報室

事業概要

参加と協働のまちづくりを推進するため市政情報をさまざまな媒体へ効果的に発信し、市民に広く市政情報を伝えるとともに地域コミュニ
ティの活性化を図り、市政への参加や協働につながる動機づけを行う。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

広報紙はページ数の目標を持たず、写真や余白を効果的に使い、親しみの持てる紙面づくりを目指す。ホームページは、速やかな情報提
供を実施し、市民にとって必要な内容が掲載されているかを検証し、絶えず情報を追加・修正するとともに、ツイッターやFacebookなど新し
い媒体での情報発信にも取り組み、市のイメージアップを図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 広報みさと編集・発行

ホームページ運用管理
 広報みさと編集・発行

ホームページ運用管理
 広報みさと編集・発行

ホームページ運用管理

予算額 [千円] 18,215
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３－１　広報・広聴活動の推進 事業コード 1000040

事業名 広聴事業 部課(室)名 市民生活部 広聴室

事業概要

多様化・複雑化する市民のニーズを的確に把握し、市民参加の市政運営・まちづくりを進めるために、広聴活動の充実を図る

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

よせられた意見等を各課で検討することにより、課題意識をもち、今後の事業実施へ反映する

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
（投書箱・インターネット）市民の声、市長室
直通ファクス、要望の受付

（投書箱・インターネット）市民の声、市長室直
通ファクス、要望の受付

（投書箱・インターネット）市民の声、市長室
直通ファクス、要望の受付

予算額 [千円] 89

３－１　広報・広聴活動の推進  事業コード 1001326

事業名 シティセールス推進事業 部課(室)名 企画総務部 広報室

事業概要

シティセールスの基本方針の推進に係る総合的な企画及び調整を実施する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 継続

目指す成果

三郷市の魅力をさまざまな媒体で市内外に発信し、市のPRを実施する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
シティセールス基本方針の策定 シティセールスの企画・調整 シティセールスの企画・調整

予算額 [千円] 1,071

６－１　まちづくりの促進 事業コード 1001087

事業名 協働によるまちの魅力アップ事業 部課(室)名 市民生活部 市民活動支援課

事業概要

市民等と市がお互いの得意分野を活かして対等な関係で協力し合う（協働）ことで、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。その
ため、三郷の魅力づくりに結びつく活動を行う、もしくは活動を計画している団体を対象に、経費の一部を補助するものである。この事業への
提案の対象となる事業は、公益性が高い事業であり、先駆的な工夫やアイディアがあるもの、又、従来行政が担ってきた事業を協働で行う
などの要件を満たすものとする。

事業年度 開始年度 平成22年度 終了年度 継続

目指す成果

地域課題に取り組む様々な市民等と、市が協働で取り組む事業を増やす。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
町会、自治会からの提案に基づき、採択した
事業を実施する。

町会、自治会からの提案に基づき、採択した
事業を実施する。

町会、自治会からの提案に基づき、採択した
事業を実施する。

予算額 [千円] 400
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７－１　計画行政の推進 事業コード 1001142

事業名 三郷中央地区公益施設整備事業 重点 部課(室)名 企画総務部 企画調整課

事業概要

三郷中央地区公益施設用地（におどり公園北側）において民間の資金やノウハウを活かした官民連携事業の手法により公共公益施設を整
備し、市民交流の場として三郷中央駅周辺のにぎわいの創出を図る。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 平成28年度

目指す成果

 公益施設の整備。
 施設利用による市民交流の活性化。

三郷中央駅周辺の利便性の向上とにぎわいの創出。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
事業者募集条件の検討
事業者募集
(H26.3月議会：繰越明許費　15,100千円)

事業者協議
施設詳細設計

整備工事

予算額 [千円] 0

７－１　計画行政の推進 事業コード 1001143

事業名 江戸川交流拠点整備推進事業 部課(室)名 企画総務部 企画調整課

事業概要

三郷緊急用船着場とその周辺を”江戸川交流拠点”と位置づけ、ハード・ソフト両面からの事業展開によって市民交流拠点の創出を目指
す。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

事業展開による交流拠点及び三郷駅周辺の活性化、内外からの来訪者の増加

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
社会実験イベント 観光イベント 観光イベント

予算額 [千円] 2,600

７－１　計画行政の推進 事業コード 1001145

事業名 公共施設維持管理計画事業 重点 部課(室)名 企画総務部 企画調整課

事業概要

市内の公共施設の老朽化に伴い、施設の長寿命化と投資費用の平準化に取り組み（アセットマネジメント）、行財政の効率化と健全化を図
る。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

今後の公共施設のあり方を検討し、公有財産の有効活用を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
公共施設白書の作成 実施計画の作成及び施設管理システムの導

入
実施計画の進捗管理

予算額 [千円] 8,000
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７－１　計画行政の推進 事業コード 1001303

事業名 第４次三郷市総合計画後期基本計画策定事業 重点 部課(室)名 企画総務部 企画調整課

事業概要

第４次三郷市総合計画前期基本計画の計画期間の計画期間が平成27年度までであることから、現行基本計画を振り返り、成果と課題を
検証し、後期基本計画を策定する。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

・誰もが満足できる市政運営を目指す（市民満足度の向上）

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 基礎調査

 庁内検討会議
 市民ワークショップ

 庁内検討会議
 まちづくり委員会

パブリック・コメント

予算額 [千円] 400

７－１　計画行政の推進 事業コード 1001327

事業名 三郷北部地区公共施設整備事業 重点 部課(室)名 企画総務部 企画調整課

事業概要

みさと団地周辺の老朽化が著しい公共施設について、公共施設等マネジメントの考え方に基づき、施設の複合化や民営化等による再配置
を行う。

事業年度 開始年度 平成26年度 終了年度 平成28年度

目指す成果

市北部の拠点施設として、市民の利便性と行政サービスの向上及び多世代交流による地域の活性化とにぎわいの創出を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
再配置計画策定 詳細設計 整備工事

予算額 [千円] 3,000

７－３　組織開発と人材育成 事業コード 1000027

事業名 職員研修業務 重点 部課(室)名 企画総務部 人事課

事業概要

職員がその担当する職務を通じて、市民の福祉向上及び市行政の円滑な運営を図るため、資質及び教養の向上により全体の奉仕者とし
てふさわしい品位と識見を備えた職員を養成すること並びに職員の自発的な発展する努力を引き出す教育訓練などを行うことを目的とす
る。

事業年度 開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

目指す成果

職員一人ひとりの能力を引き上げることにより、住民サービスの向上を目指す。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
 【新たな職員研修の効果測定・評価づくり】

効果測定方法及び評価指標の調査・研究
 【新たな職員研修の効果測定・評価づくり】

効果測定方法及び評価指標の検討
 【新たな職員研修の効果測定・評価づくり】

研修評価指標の策定

予算額 [千円] 3,798
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７－４　円滑な行政サービスの推進 事業コード 1001250

事業名 パスポートセンター運営事業 部課(室)名 市民生活部 市民課

事業概要

埼玉県から旅券事務の権限移譲を受け、パスポートセンターを市内に設置し、市民サービスの向上を目指す。

事業年度 開始年度 平成24年度 終了年度 継続

目指す成果

地元の市でパスポートの申請・受取りが可能となり、市民にとって交通費や移動時の時間の負担が軽減され市民のパスポート取得の利便
性が向上する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
パスポートの交付申請の受理及び交付事務
を行う。
(予算額には印紙手数料含む)

パスポートの交付申請の受理及び交付事務
を行う。
(予算額には印紙手数料含む)

パスポートの交付申請の受理及び交付事務
を行う。
(予算額には印紙手数料含む)

予算額 [千円] 54,841

８－３　公共施設の保全・管理と利用促進 事業コード 1000419

事業名 営繕工事事業 部課(室)名 建設部 営繕課

事業概要

公共施設の適正な維持保全を図るとともに、新築・改修工事の設計・監理を行う。

事業年度 開始年度 平成21年度 終了年度 継続

目指す成果

 ・各施設の補修・修繕経歴を元に、建物のライフサイクルコストに注目し、施設運営に支障が出るような、損傷を未然に防ぐ。
・施設の長寿命化を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
公共建築物の設計・工事監理を行う。 公共建築物の設計・工事監理を行う。 公共建築物の設計・工事監理を行う。

予算額 [千円] 110,501

８－３　公共施設の保全・管理と利用促進 事業コード 1001146

事業名 公共建築保全管理事業 部課(室)名 建設部 営繕課

事業概要

公共建築物を一括維持管理する。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

 施設運営に支障が出るような建築物の損傷を未然に防止する。
 公共建築物の長寿命化を図る。

財政負担の縮小、平準化を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
システム等の検討  システム導入、データ入力

長期保全・長寿命化計画作成
 データ入力

長期保全・長寿命化計画作成、見直し

予算額 [千円] 0
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８－３　公共施設の保全・管理と利用促進 事業コード 1001214

事業名 本庁舎省エネ対策事業 部課(室)名 財務部 財務課

事業概要

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づき指定された特定事業者として、使用エネルギーの合理化を図る。

事業年度 開始年度 平成23年度 終了年度 継続

目指す成果

使用電力量の約１０％を削減する。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
調査・検討 本庁舎２階、３階の照明機器をＬＥＤに交換 本庁舎４階、５階、６階の照明機器をＬＥＤに

交換

８－３　公共施設の保全・管理と利用促進 事業コード 1001262

予算額 [千円] 0

事業名 勤労者体育館耐震改修事業 部課(室)名 生涯学習部 スポーツ推進課

事業概要

勤労者体育館の耐震改修の実施

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 平成27年度

目指す成果

大規模災害に備えた安全性の確保及び施設の長寿命化を図る

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
耐震設計 耐震工事

予算額 [千円] 10,000

８－３　公共施設の保全・管理と利用促進 事業コード 1001274

事業名 三郷駅南口駅前公衆トイレ改修事業 重点 部課(室)名 財務部 財務課

事業概要

老朽化した三郷駅前公衆トイレを建替え、快適な利用環境の確保と公衆衛生の向上を図る。

事業年度 開始年度 終了年度 平成26年度

目指す成果

駅前公衆トイレを安全かつ快適に利用できるよう適切な維持管理を行い、公衆衛生の向上を図る。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
改修工事（解体・新築）

予算額 [千円] 52,500
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８－３　公共施設の保全・管理と利用促進 事業コード 1001307

事業名 斎場別館建替え事業 重点 部課(室)名 市民生活部 市民課

別館新築、旧別館解体、外構工事などの実
施

事業概要

三郷市斎場における葬儀や火葬等が滞りなく実施出来るよう、老朽化及び地盤沈下等の影響により不具合の出た、斎場別館を建て替え
る。

事業年度 開始年度 平成25年度 終了年度 平成26年度

予算額 [千円] 300,000

目指す成果

三郷市斎場における葬儀や火葬等が滞りなく実施出来るよう環境を整える。

年次計画

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
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第４次三郷市総合計画

実施計画
（平成２６年度～平成２８年度）

平成２６年４月

三郷市

60


