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はじめに 

 

本市では、平成22 年度から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（基本構想、基本計画、実施

計画で構成）に基づき、さまざまな施策を推進しております。 

この実施計画では、平成28 年度からスタートした後期基本計画及

び三郷市版総合戦略、行政改革の具体的な取り組みを位置づけ、着

実に実施してまいります。 

さて、全国的には人口減少時代にある中、本市においては人口の

増加が続いております。第４次三郷市総合計画を策定した平成 22 年

３月時点では、平成32 年度の計画人口を 14 万人と推計しておりましたが、市制施行45 周年という

節目の年である平成29 年では、計画より早く人口14 万人に到達することが出来ました。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を迎えるにあたり、ギリシャ共和国のホスト

タウンとして、これまで様々なスポーツ・文化交流事業を実施してまいりました。平成30 年度には 

陸上競技場のオープンを控えており、今後もスポーツを活かしたまちづくりとして更なる事業展開を 

してまいります。 

都市基盤整備や子育て支援など、積極的にまちづくりを進める中、専門家が選定した「本当に住み

やすい街大賞2017」において、「三郷中央」が 1 都3 県の「まち」の中で、 第4 位として紹介される

など、「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～」へと発展を続けて

おります。 

今後におきましても、市民ニーズを的確に捉え、本市の魅力が更に向上するよう、各種施策を 

推進してまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成 30 年３月       
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１ 三郷市総合計画の概要 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

     基本構想【H22年度～H32年度】 

まちづくりの理念や本市の将来都市像を明らかにし、それを実現するための基本的な

施策の大綱を示すものです。各種の行政計画はすべて、この基本構想に基づいて立

案・実施されることになります。 

基本構想の計画期間は平成 22 年度（2010 年度）から平成 32年度（2020 年度）ま

での11 年間です。 

前期基本計画【H22年度～H27年度】 後期基本計画【H28年度～H32 年度】 

基本構想に掲げる施策の大綱に基づき、根幹となる施策を具体的に示すものです。社

会・経済環境の変化などに的確に対応できるよう、前期基本計画の計画期間は、平成

22 年度（2010 年度）から平成 27 年度（2015 年度）までの 6 年間とし、後期基本

計画は、平成28年度（2016 年度）から平成 32年度（2020 年度）までの 5年間と

します。 

         実施計画【毎年 3カ年ローリング】 

基本計画に示された、施策の具体的な実施内容を明らかにするもので、事業計画や予

算編成の指針になるものです。 

計画期間は３年間とし、毎年見直しを行うローリング方式をとります。 

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

本市では、まちづくりの手続等を示した「三郷市自治基本条例」を平成 21 年６月に制定

しました。第４次三郷市総合計画は、この三郷市自治基本条例第１６条に定められた「市長

は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、基本構想、基本

計画及び実施計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するもの

とする。」に基づいて策定され、実施されます。 

将 来 都 市 像  

３つの「まちづくりの理念」を受けて、三郷市における 11 年後のまちづくりの目標を 

「将来都市像」として以下のとおりに定めます。 

 

 

 

「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 ～ 
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リーディングプロジェクトとは、後期基本計画を推進するにあたり、先導的に特に力を入れて取

り組むプロジェクトです。 

 

以下の３点は、基本構想実現のための重点テーマです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重点テーマを実現するために、以下の 3 点を後期基本計画におけるリーディングプロジ

ェクトと位置づけました。 

 

  

 

★消防団の充実強化【1-3-3】           ★都市型農業の振興【4-3-2】 

☆観光 PR・都市型観光の振興【4-6-1】       ★日本一の読書のまち三郷の推進【5-１-1】 

☆シティプロモーションによる魅力発信【経営 3-1】 ☆参加の機会の拡充【経営 4-２】 

☆協働のネットワークづくり【経営 5-1】 

 

 

 

☆消防活動の推進【1-3-1】           ★安全・安心な学校づくりの推進【5-２-4】 

☆家庭の教育力の向上 【5-４-１】 

★指導者・団体の育成及び次世代を担う地元アスリートのための支援【5-５-３】 

★多様な子育てサービスの提供【6-2-1】     ★生きがい活動の充実【6-3-4】 

★シルバー元気塾の推進【6-3-5】        ☆在宅医療・介護連携推進【６-8-1】 

 

 

 

★災害に強い都市基盤の整備【1-1-3】    ☆水と緑の創出【2-2-2】 

★便利で快適な道路網の整備【3-6-1】    ★スポーツ・レクリエーション環境の整備【5-５-２】  

 

 

※★項目は、実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度）の重点事業と関連するものです。 

重点テーマ 

１ 「参加と協働のまちづくり」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 子どもからお年寄りまで安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

３ 自然と共生した快適な環境のまちをつくります。 

１ 魅力あるまち・地域創生プロジェクト 

２ 支え合う未来の元気プロジェクト 

３ 都市環境快適プロジェクト 

２ 後期基本計画リーディングプロジェクト 
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〈将来都市像〉    「きらりとひかる田園都市みさと」 

１ 安全で 
いつも安心して 
住めるまちづくり 

２ 水と緑を 
大切にした 
環境にやさしい 
まちづくり 

３ 都市基盤の充実 
した住みやすい 
まちづくり 

４ 魅力的で 
活力のある 
まちづくり 

まちづくり方針 施策の柱 施 策 

1-1 防災体制の充実 

1-6 消費者行政と市民相談体制の充実 

2-2 緑と水辺による快適環境の創造 

2-5 公共下水道整備の推進 

3-5 計画的な公園の配置と整備の推進 

3-8 良質な水の安定供給 

1-3 消防体制の充実 

1-2 水害対策の強化 

1-4 防犯活動の強化 

1-5 交通安全対策の推進 

2-1 環境共生のまちづくりの推進 

2-3 生活環境の保全 

2-4 ごみの減量と廃棄物の適正処理 

3-1 地域特性に応じた計画的な土地利
用の推進 

3-2 地域の個性を生かした魅力ある拠
点の形成 

3-3 快適で安全な住環境の整備 

3-4 良好な景観形成の推進 

3-6 円滑に移動できる道づくりの推進 

3-7 公共交通の充実 

4-1 にぎわいのある商業の振興 

4-6 魅力ある観光の振興 

4-3 都市型農業の振興 

4-2 活力ある工業の振興 

4-4 地域資源を生かした産業の創出 

4-5 労働環境の充実 

１ 災害から市民の命
と財産を守る 

２ 安心して暮らせる
地域社会をつくる 

３ 自然を身近に感じ
られるまちをつく
り、守る 

４ 地球にやさしい暮

らしを推進する 

６ 便利で快適な市民

活動を支える都市

を実現する 

５ ゆとりある快適な

都市を実現する 

７ 豊かな暮らしを支

えるために、都市の

活力を高める 

８ まちに人々を集め、

にぎわいを生みだ

す 

３ 後期基本計画施策体系 

- 3 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 健やかで 
自立した生活を 
支え合う 
まちづくり 

～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～ 

まちづくり方針 施策の柱 施 策 

5-1 日本一の読書のまち三郷の推進 

5-6 文化・芸術の振興 

5-2 学校教育の充実 

5-8 平和と人権を大切にする社会づくり 

5-3 青少年健全育成の推進 

5-4 生涯学習の推進 

5-5 スポーツ・レクリエーションの推進 

5-9 男女共同参画社会の形成 

6-3 高齢者福祉の充実 

6-6 人にやさしいまちづくりの推進 

5-7 文化財・伝統文化の保存・継承 

5-10 多様な交流の推進 

6-1 健康づくりの推進 

6-2 子ども・子育て支援の充実 

6-4 障がい者福祉の充実 

6-5 地域福祉の推進 

経営方針 ～６つのまちづくり方針を実現するために～ 

１ 三郷学の推進 

１ 三郷学の推進 

２ 地域力の醸成 

２ コミュニティ活動の促進 

３ 参加・協働のしくみづくり 

３ 情報共有の推進 

４ 市民参加の推進 

５ 協働の基盤づくり 

６ 市民によるまちづくりの促進 

４ 行財政基盤の強化 
７  計画行政の推進 

８  健全な財政運営 

９  公共施設マネジメントの推進 

９  誰もが、いつでも読書 
に親しむ環境をつくる 

10 子どもや若者が学

び、健やかに育つ環

境をつくる 

12 誰もが平等に暮ら

せる社会を実現す

る 

13 誰もが健康でいきい

きと暮らせるまちを

つくる 

14 互いに支え合う福祉

のまちを実現する 

５ 人が育ち 
活躍できる 
まちづくり 

まちづくりの理念 
自立都市みさと 

活力都市みさと 

交流都市みさと 

6-7 安定した社会保障制度の確立 

11 誰もがいつでも学

び、生きがいを持て

る社会をつくる 

6-8 地域包括ケアシステムの構築 

１０ 広域行政の推進 

１１ 地域情報化の推進 
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実施計画は、「第 4 次三郷市総合計画後期基本計画」(平成 28年度～平成 32 年度)に掲げた施策

を推進するため、施策の具体的な実施内容を明らかにするとともに、計画的に事業を進めていく

事業計画として策定するもので、計画期間は３年間とし、毎年見直しを行うローリング方式とし

ています。 

 

 
 
 実施計画の内容は、総合計画を推進する具体的な事務事業で構成しています。 

 

 ■事務事業 

  第 4 次三郷市総合計画を推進する本市の主要な事業であり、まちづくり方針・経営方針ごとに、市

が重点的に取り組むべき事業や新規拡充する事業、数カ年計画として計画的に実施している事業を中

心に掲載しています。事務事業を構成する業務において、更に詳細な取組み内容を具体的に示していま

す。なお、本計画書の事務事業は、優先的に取り組むべき事業であり、市のすべての事務事業を掲載し

たものではありません。 

 

 （まちづくり方針） 

  将来都市像の実現に向けての方針として、６つの分野から成る具体的な施策を示しています。 

  取り組む事業を分野ごとに具体的な施策に位置付けて実施していくものです。 

 

 （経営方針） 

  まちづくり方針に沿って目指すまちを実現するために横断的に取り組む４つの項目を定めています。 

  各事業に関わる理念としての取組みや行政内で取組むべきものとして実施していくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施計画について 

５ 実施計画の構成と見方 
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実施計画の見方 
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 実施計画は、計画的な事業実施を進めるため、３年間の計画としており、翌年度については詳細な内容

を、翌年度以降の２ヶ年については、その事業における方向性を示しております。数カ年計画で進行して

いる事業については、方向性ではなく、修了年を記載しております。 

実施計画の事業については、市の重点的な取り組みであるため、政策面や財政面を含め、様々な見通し

を立てながら推進していきます。但し、翌年度以降の事業については、財政状況や事業の進捗状況、政策

判断などにより変更になる可能性があります。 

 
 
 
実施計画では、基本計画に位置づいた施策のうち、まちづくりの目標を達成するために、総合的な視点

に基づいた事業の精査を実施したうえで、掲載する事業の選定を行っています。 

また、実施計画に示した事業は、行政評価として、事務事業評価を実施しており、その評価に基づいて、

次年度の事業への見直しを図っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 実施計画事業の選定と評価 

６ 実施計画事業の見通し 

実
施
計
画
掲
載
の
事
業
の
実
施

行
政
評
価
（
事
務
事
業
評
価
等
）

次
年
度
の
事
業
の
見
直
し

（
実
施
計
画
掲
載
の
事
業
の
見
直
し
）
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## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－１　防災体制の充実

事務事業コード 1000104 部課（室）名 環境安全部 危機管理防災課

事業名 洪水ハザードマップ策定事業
開始年度 平成30年度 終了年度 平成30年度

何をする事業か
（概要）

国・県が発表した浸水想定に基づき、洪水ハザードマップを改訂し配布する。

何の為にやるのか
（目的）

洪水発生時の被害を最小限にするため、平時より水害リスクを認識したうえで氾濫時の危険個所や避
難場所についての正確な情報を広く周知することを目的とする

目的達成のための
目指す成果

各家庭における災害への備えや避難勧告等の避難情報に対する住民の確実な避難行動に結びつけ
る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

配布 ハザードマップを全戸配布する 新規 300

概算額（千円）

平成30年度
作成 浸水想定を基にしたハザードマップを作成する 新規 10,000

10,300

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－１　防災体制の充実

事務事業コード 1000097 部課（室）名 環境安全部 危機管理防災課

事業名 災害備蓄品整備事業
開始年度 昭和62年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

備蓄計画を改訂する。
備蓄倉庫の設置及び備蓄品の配置を行う。
避難所となる小中学校の受水槽に、災害時用給水栓（蛇口）を設置する。

何の為にやるのか
（目的）

災害時の市民生活を確保するため

目的達成のための
目指す成果

被災住民への対応が十分行えるよう、計画的に備蓄品を配置する
飲料水確保のため、避難所となる小中学校の受水槽に、災害時用給水栓（蛇口）を設置する

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

備蓄品配置 備蓄品を配置する。 継続 31,540

概算額（千円） 備蓄倉庫設置 備蓄倉庫を設置する。 新規 2,024

平成30年度
備蓄計画見直し 翌年度に向けた備蓄計画を見直す。 継続

34,580 給水栓設置 受水槽に給水栓を設置する。 新規 500

平成31年度
・

平成32年度
備蓄計画に基づき、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－１　防災体制の充実

事務事業コード 1000711 部課（室）名 環境安全部 危機管理防災課

事業名 防災行政無線･防災情報システム運用管理事業
開始年度 昭和63年 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

防災行政無線関連機器を運用・管理する。
気象・地象・河川などの情報システムや埼玉県防災行政無線、衛星通信ネットワーク等を運用・管理
する。

何の為にやるのか
（目的）

災害発生時に市民への情報伝達が的確に行なわれ、迅速な応急対策を実施するため

目的達成のための
目指す成果

市民の生命、身体及び財産を災害から保護する

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

Ｊアラート機器更改 Ｊアラート受信機の機器を更改する 新規 5,020

概算額（千円）

平成30年度
保守点検 防災行政無線及び防災情報システムの保守点検を行う 継続 7,585

15,107

平成31年度
・

平成32年度
防災行政無線及び防災情報システムの保守点検等を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－１　防災体制の充実

事務事業コード 1001055 部課（室）名 まちづくり推進部 開発指導課

事業名 耐震診断・耐震改修等費用助成事業
開始年度 平成22年度 終了年度 平成32年度

何をする事業か
（概要）

旧耐震基準で建築された住宅の耐震化を促進する。

何の為にやるのか
（目的）

首都直下地震に備えるため。

目的達成のための
目指す成果

旧耐震住宅の耐震化

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

個別相談会及び無料相談会の開催 継続

概算額（千円） 一戸建て住宅や分譲マンション管理組合への個別訪問 継続

平成30年度
耐震診断・耐震改修
等費用助成事業

耐震診断・耐震改修・耐震シェルター等への補助 継続 23,500

23,500

平成31年度
・

平成32年度
耐震化促進のため、耐震診断・耐震改修等への補助、相談会の開催などを継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－２　水害対策の強化

事務事業コード 1000450 部課（室）名 建設部 道路河川課

事業名 下第二大場川改修事業
開始年度 平成13年度 終了年度

何をする事業か
（概要）

準用河川下第二大場川の河川改修（護岸整備、河床掘削）を行い、また、管理用道路や転落防止柵
等も併せて整備する事業である。

何の為にやるのか
（目的）

準用河川下第二大場川の河川改修（護岸整備、河床掘削）をすることにより、流下能力を拡大し浸水
被害の軽減を図り、また、管理用道路や転落防止柵等を併せて整備することにより車両や歩行者にお
ける安全確保や生活環境の向上に寄与することを目的としている。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

　 工事設計　

概算額（千円） 工事発注手続き

平成30年度
下第二大場川改修業務 補助申請手続き 継続 150,000

155,750 工事現場監理

平成31年度
・

平成32年度
下第二大場川改修工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－２　水害対策の強化

事務事業コード 1000451 部課（室）名 建設部 道路河川課

事業名 彦成川改修事業
開始年度 平成18年度 終了年度 平成30年度

何をする事業か
（概要）

準用河川彦成川の河川改修（護岸整備、河床掘削）を行い、また、管理用道路や転落防止柵等も併
せて実施する事業である。

何の為にやるのか
（目的）

準用河川彦成川の河川改修（護岸整備、河床掘削）をすることにより、流下能力を拡大し、浸水被害
の軽減を図り、また、管理用道路や転落防止柵等を併せて整備することにより車両や歩行者における
安全確保や生活環境の向上に寄与することを目的としている。

目的達成のための
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

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

　 工事発注手続き

概算額（千円） 工事現場監理

平成30年度
彦成川改修業務 工事設計 継続 150,000

151,250 　 　

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1000518 部課（室）名 消防本部 警防課

事業名 緊急消防援助隊事業
開始年度 平成14年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

国内で発生する大規模な災害に対し、消防機関として即応出動体制を構築する。

何の為にやるのか
（目的）

応援を必要とする災害発生市町村への迅速な応援出動体制を確立するため。
また、当市が被災市となった場合、関係各機関と連携し、円滑な受援体制を構築するため。

目的達成のための
目指す成果

実践的訓練参加の励行及び図上訓練推進。（県内ブロック合同訓練・関東ブロック合同訓練）
応援先または受援時に部隊が効果的に活動できるように備蓄食糧を充実させる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の実施。（未定） 継続 119

概算額（千円） 図上訓練 ・局所的水害を想定した図上訓練 新規 60

平成30年度
実動訓練 ・緊急消防援助隊埼玉県東部地区合同訓練の実施（未定） 継続 80

664

平成31年度
・

平成32年度
様々な想定訓練の実施、合同訓練を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1000539 部課（室）名 消防本部 警防課

事業名 高規格救急車・高度救命処置用資機材整備事業
開始年度 平成12年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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
事務事業の効率化を図る。

何の為にやるのか
（目的）

病院前救護において、様々な救急事案に対応するためのハード面における維持・整備

目的達成のための
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の見直しを行い、事務事業の効率化を図
り、当市の実情に沿った整備及び高度救命用資機材の計画する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

高規格救急車購入 救急3号車の更新 新規 35,000

概算額（千円）

平成30年度
高度救命処置用資機材 呼気終末二酸化炭素ガス分圧測定器購入 新規 330

35,614

平成31年度
・

平成32年度
高規格救急車・高度救命処置用資機材の更新を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1000535 部課（室）名 消防本部 警防課

事業名 消火栓等施設整備事業
開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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
水利の充足率を向上させる。

何の為にやるのか
（目的）

水利充足率を向上させ、市民の安全でいつも安心して住めるまちづくりを実現する。

目的達成のための
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

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
消火栓の設置 消火栓　４基の設置 継続 4,000

4,000

平成31年度
・

平成32年度
水利充足率向上のため、消火栓の設置を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1000537 部課（室）名 消防本部 警防課

事業名 消防車両機器維持事業
開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

常備消防保有車両の車検及び法定点検をはじめ、消防車両、機械器具等の修繕や点検整備を行
い、機能維持と安全性を確保するもの。

何の為にやるのか
（目的）

多種・多様化する各種災害に迅速に対応するため車両及び資機材の機能維持につとめ、市民が安全
でいつでも安心して住めるまちづくりを実現する。

目的達成のための
目指す成果

保有の消防車両及び機械器具の機能維持を行うことにより、火災等に迅速・確実な対応が出来る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

修繕 車両及び資機材の修繕 継続 3,877

概算額（千円） 備品の購入 機械器具の購入 継続 1,738

平成30年度
車両点検整備  車検及び定期点検の実施（点検料　保険料　重量税） 継続 4,642

10,405

平成31年度
・

平成32年度
計画的な車両点検、修繕等を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1001252 部課（室）名 消防本部 消防署

事業名 着衣泳法普及推進事業
開始年度 平成25年度 終了年度 平成32年度

何をする事業か
（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、小学生に着衣泳法を身につけさせる。

何の為にやるのか
（目的）

市内での水難事故による溺死を撲滅する
水難事故に巻き込まれないように予防教育

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

運営方針 少人数指導員での運営方法の確立 継続

概算額（千円） 運営方針 保護者参加型を推進する 継続

平成30年度
着衣泳法講習 年間９から１０校の小学校で講習会を開催 継続 83

83

平成31年度
・

平成32年度
水難事故防止のため、小学校での講習会等を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1001124 部課（室）名 消防本部 消防総務課

事業名 少年消防クラブ事業
開始年度 平成23年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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・防災教育を行う。

何の為にやるのか
（目的）

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。

目的達成のための
目指す成果

消防や防災について学習し、理解を深め、火災予防活動の一翼を担う団体として活動する。
また、地域や他団体との交流を深めることにより、青少年期の人間形成に寄与する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

教育訓練 社会規律の教育及び防火防災教育の実施 継続 3,025

概算額（千円）

平成30年度
全国大会派遣  全国少年消防クラブ交流会にクラブ員を派遣する 継続 151

3,176

平成31年度
・

平成32年度
地域防災の担い手育成等のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1001246 部課（室）名 消防本部 消防総務課

事業名 消防訓練施設整備事業
開始年度 平成25年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（概要）

老朽化した仮設訓練塔等を撤去し、新たに訓練施設を整備する。

何の為にやるのか
（目的）

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する。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
訓練塔(A.C)新築 訓練塔Ａ．Ｃ塔の新築工事を行う 新規 53,500

53,500

平成31年度
・

平成32年度
整備は平成31年度までを予定 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1000530 部課（室）名 消防本部 消防総務課

事業名 消防団維持事業
開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

消防の任務を果たすべき消防団の維持。

何の為にやるのか
（目的）

市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、これらの被害の
軽減する。

目的達成のための
目指す成果

消防団員の確保及び消防団施設の充実、団員の消防活動等の技術向上による指導者の育成ならび
に活動中における安全管理の推進。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

（情報通信用特定小電力トランシーバー等）

概算額（千円）

平成30年度
装備拡充  「消防団の装備の基準」に準じ、装備品の充実を図る 継続 2,736

57,634

平成31年度
・

平成32年度
消防団の装備充実・維持のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－３　消防体制の充実

事務事業コード 1000532 部課（室）名 消防本部 消防総務課

事業名 消防団機械器具置場新設事業
開始年度 昭和44年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

消防団の機械器具置場老朽化に伴い、地域防災拠点として相応しい機械器具置場に建替える。

何の為にやるのか
（目的）

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６０年代以前に建てら
れた施設の建て替えを実施し、活動環境の整備を図るとともに新たな活動拠点として活用する。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
器具置場新設 機械器具置場設計委託・新築解体工事（第二分団第３班） 継続 29,000

29,000

平成31年度
・

平成32年度
計画的な機械器具置場の建て替えを継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－４　防犯活動の強化

事務事業コード 1000983 部課（室）名 環境安全部 交通防犯課

事業名 防犯ステーション設置管理事業
開始年度 平成19年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

市内５か所の防犯ステーションに警察ＯＢや再任用職員を配置しており、地域の防犯活動の拠点とし
て地域のパトロールや自主防犯活動団体の活性化等を行う。

何の為にやるのか
（目的）

地域の安心安全を守るため。

目的達成のための
目指す成果

市民一人ひとりに対し、防犯の意識付けを行い、「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」地域環境作
りを行う。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

団地ＳＴ修繕 みさと団地屋根及び壁の雨漏り対応修繕 新規 400

概算額（千円）

平成30年度
合同パトロール 自主防犯活動団体と合同パトロールを行う。 継続

22,675

平成31年度
・

平成32年度
自主防犯活動団体と合同パトロールなど、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－４　防犯活動の強化

事務事業コード 1000093 部課（室）名 環境安全部 交通防犯課

事業名 防犯のまちづくり推進事業
開始年度 平成16年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

出前講座や街頭キャンペーン、防犯パトロールを行う。防犯カメラを設置する。

何の為にやるのか
（目的）

犯罪を減らし、市民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

街頭キャンペーン 市内で開催されるイベントに参加し、啓発活動を行う。 継続

概算額（千円） 夜間ﾊﾟﾄ委託 夕方から深夜にかけてパトロール業務委託を行う 拡充 25,000

平成30年度
出前講座 町会等各種団体に対し、防犯に関する講演を行う。 継続

35,646 青色防犯パトロール支援 町会等防犯団体の青色パトロール車登録を支援する 新規 585

平成31年度
・

平成32年度
様々な防犯活動を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　１　安全でいつも安心して住めるまちづくり １－５　交通安全対策の推進

事務事業コード 1000082 部課（室）名 環境安全部 交通防犯課

事業名 交通安全施設整備事業
開始年度 - 終了年度 継続

何をする事業か
（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。

何の為にやるのか
（目的）

市内の交通事故件数及び死傷者数の減少

目的達成のための
目指す成果

交通事故を未然に防ぐ、あるいは減少させる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

ゾーン３０整備 新規 8,000

概算額（千円）

平成30年度
交通安全施設の整備 道路照明灯及び道路反射鏡等の交通安全施設の増設 継続 26,600

98,474

平成31年度
・

平成32年度
交通安全施設の整備のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##

1,515 講習会

平成31年度
・

平成32年度

市民の河川の環境保全意識の高揚を図るため、また、環境と共生した地域社会の構築を
図るため、事業を継続

継続

ホタル観賞会 ホタルに触れ合う場として「ホタル観賞会」を開催する。 継続 700

概算額（千円） 河川浄化指導者 水質検査や生活排水対策等について学ぶ。 継続 100

平成30年度
第二大場川清掃 市民・事業者・市が協働して第二大場川の清掃をする 継続 100

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

「第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦」、「ホタル再生事業」、「河川浄化指導者講習会」の開催。

何の為にやるのか
（目的）

市民の河川の環境保全意識の高揚を図るため。また、環境と共生した地域社会の構築を図るため。

目的達成のための
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。

クリーンライフ課

事業名 ふるさとの川、水辺の再生事業
開始年度 平成20年度 終了年度 継続

まちづくり方針　２　水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくり ２－２　緑と水辺による快適環境の創造

事務事業コード 1000724 部課（室）名 環境安全部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　２　水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくり ２－２　緑と水辺による快適環境の創造

事務事業コード 1001436 部課（室）名 まちづくり推進部 みどり公園課

事業名 地方創生推進事業（二郷半用水緑道照明灯整備）
開始年度 平成29年度 終了年度 平成30年度

何をする事業か
（概要）

地域間をネットワーク道（二郷半用水緑道）で結び、地域間での就労の選択肢拡大や人の交流を図
り、就労や育児の活力を創出する地方創生推進事業の一環として、二郷半用水緑道に照明灯を設置
する事業である。

何の為にやるのか
（目的）

地域間での就労の選択肢拡大や人の交流を図り、就労や育児の活力を創出することを目的とする。

目的達成のための
目指す成果

二郷半用水緑道（放水路以南）について、照明灯を設置する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
二郷半用水緑道整備工事 二郷半用水緑道照明灯設置工事 拡充 18,000

18,000

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　2　水と緑を大切にした環境にやさいいまちづくり ２－３　生活環境の保全

事務事業コード 1001457 部課（室）名 環境安全部 クリーンライフ課

事業名 鳥獣及び愛護動物等に関する事業
開始年度 昭和43年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

・鳥獣保護及び有害駆除目的による鳥獣の捕獲又は鳥類の卵採取等の許可事務・埼玉県特定外来
生物の駆除実施計画に基づく特定外来生物の駆除・犬の登録及び狂犬病予防注射接種の促進・動
物愛護と動物の飼い主のマナーアップの推進・動物の飼養又は収容の許可事務

何の為にやるのか
（目的）

野生鳥獣の保護・野生鳥獣及び特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被
害防止・人と動物とが共生する地域社会の実現・狂犬病の発生予防、まん延防止、撲滅

目的達成のための
目指す成果

鳥獣が保護される。有害鳥獣、特定外来生物による、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被
害がなくなる。犬の未登録を減らし、狂犬病予防注射率を高める。飼い主のマナーが向上する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円） 有害鳥獣及び特定
外来生物に係る事業

有害鳥獣の捕獲等許可事務、特定外来生物駆除 継続 49

1,608

平成30年度
愛護動物に係る事業 狂犬病予防注射、犬の登録、狂犬病予防注射済票交付、飼い主へのマ

ナー向上周知、飼い主のいない猫の不妊去勢手術事業補助金交付
拡充 1,559

平成31年度
・

平成32年度
鳥獣保護や動物との共生社会の実現のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　２　水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくり ２－５　公共下水道整備の推進

事務事業コード 4200004 部課（室）名 建設部 下水道課

事業名 下水道管路・ポンプ場維持管理事業
開始年度 昭和58年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

公共下水道施設（下水道管路・中継ポンプ場）の清掃、点検、修繕、更新等の維持管理業務を実施
する。

何の為にやるのか
（目的）

公共下水道事業の安定運営を推進するため。

目的達成のための
目指す成果

効率的かつ安定的な公共下水道施設の運営

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

総合地震対策計画 実施設計 新規 9,600

概算額（千円） 総合地震対策計画 対象人孔耐震調査 新規 17,400

平成30年度
長寿命化計画 対象ポンプ施設工事 継続 90,000

724,767

平成31年度
・

平成32年度
総合地震対策計画に基づき、耐震化工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##

1,834,651

平成31年度
・

平成32年度
整備率の向上のため、事業を継続 継続

家屋調査 平成30年度に竣工した実施する工事に係る環境事前調査業務を行う。 継続 107,000

概算額（千円） 築造工事 公共下水道築造工事を行う。 継続 1,400,000

平成30年度
実施設計 平成31年度予定工事に係る実施設計業務を行う。 継続 90,200

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

本事業は、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。

何の為にやるのか
（目的）

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実施する。

目的達成のための
目指す成果

事業認可区域内における整備率を高める。

下水道課

事業名 公共下水道汚水整備事業
開始年度 昭和50年度 終了年度 継続

まちづくり方針　２　水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくり ２－５　公共下水道整備の推進

事務事業コード 4200010 部課（室）名 建設部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－１　地域特性に応じた計画的な土地利用の推進

事務事業コード 1000457 部課（室）名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業名 都市計画道路計画決定事業
開始年度 ― 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

都市計画マスタープランや将来道路網構想に基づき、都市計画道路の決定及び変更を行う。

何の為にやるのか
（目的）

市内各拠点間の円滑な交流が図れるよう計画的かな道路整備を推進するため

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
道路網構想検討 将来道路網構想案の作成 継続 8,970

8,970

平成31年度
・

平成32年度
道路整備推進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－２　地域の個性を生かした魅力ある拠点の形成

事務事業コード 1001143 部課（室）名 企画総務部 プロジェクト推進室

事業名 江戸川交流拠点活用事業
開始年度 平成23年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

三郷緊急用船着場周辺を”江戸川交流拠点”と位置づけ、イベント開催の事業展開により、市民交流
拠点の創出を図る。

何の為にやるのか
（目的）

三郷緊急用船着場の周知と市民交流拠点の創出を図るため

目的達成のための
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

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
みさと船着場ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 1回開催 継続 3,092

3,092

平成31年度
・

平成32年度
市民交流拠点の活用のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－２　地域の個性を生かした魅力ある拠点の形成

事務事業コード 1001142 部課（室）名 企画総務部 プロジェクト推進室

事業名 三郷中央地区交流施設整備事業
開始年度 平成23年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（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
事業の手法により交流施設を整備し、市内外の人々の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。

何の為にやるのか
（目的）

公共公益施設を整備し、市民交流の場を提供して三郷中央駅周辺のにぎわいの創出を図る。

目的達成のための
目指す成果

市民交流施設の整備。
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
業務委託 運営計画の検討、モニタリングに関する支援業務 継続 18,399

18,399

平成31年度
・

平成32年度
モニタリングに関する支援業務など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－２　地域の個性を生かした魅力ある拠点の形成

事務事業コード 1001472 部課（室）名 企画総務部 プロジェクト推進室

事業名 南部地域拠点整備事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

第4次三郷市総合計画後期基本計画及び三郷市都市計画マスタープラン等の方針に基づき、市の
南部地域における拠点整備について、多面的な検討を行う。

何の為にやるのか
（目的）

市の南部地域は三郷南ICを中心とする地域拠点と位置付けられており、そのエリアを中心として放水
路以南の地域活性化及びにぎわいの創出を図る。

目的達成のための
目指す成果

南部の地域拠点を整備し、地域活性化及びにぎわいの創出を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
検討業務委託 導入する機能や整備方法の検討、官民連携の手法の検討 新規 10,000

10,000

平成31年度
・

平成32年度
地域拠点整備のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－２　地域の個性を生かした魅力ある拠点の形成

事務事業コード 1001463 部課（室）名 企画総務部 企画調整課

事業名 みさと団地多世代交流複合施設検討事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

北公民館・北児童館、旧たちばな保育所跡地で多世代交流複合施設の新設について検討を行う。

何の為にやるのか
（目的）

耐震に対しての耐性が不十分であり老朽化が進む北公民館・北児童館、旧たちばな保育所跡地の安
全面での懸念事項を解消するとともに、各公共施設を複合化することにより地域住民の利便性を向上
させるため。

目的達成のための
目指す成果

多世代交流複合施設を整備し、地域活性化及び地域住民の利便性の向上を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
調査設計業務 建設手法含めた新設についての検討 新規 10,000

10,000

平成31年度
・

平成32年度
多世代交流複合施設の整備など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－２　地域の個性を生かした魅力ある拠点の形成

事務事業コード 1001462 部課（室）名 企画総務部 企画調整課

事業名 保育所跡地利活用検討事業
開始年度 平成30年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（概要）

関連部署と連携し、①旧戸ヶ崎・下新田保育所跡地の利活用による地域交流施設の設置を検討、②
旧戸ヶ崎保育所の修繕設計、下新田保育所の解体設計を実施する

何の為にやるのか
（目的）

保育所跡地の利活用にあたり、地域住民の要望等を反映した施設等を検討するため

目的達成のための
目指す成果

子どもから高齢者まで多世代にわたる地域住民のコミュニティの場及び防災機能を兼ねた『にぎわい
の場』としての機能をもつ施設等について検討する

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

修繕及び解体設計 旧戸ヶ崎保育所の修繕設計、旧下新田保育所の解体設計 新規 11,825

概算額（千円） 先進地視察等 先進地視察 新規 150

平成30年度
利活用方針策定 施設の建替もしくは一部利用等を含む利活用方針の策定 新規

12,000

平成31年度
・

平成32年度
平成31年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－２　地域の個性を生かした魅力ある拠点の形成

事務事業コード 1000461 部課（室）名 まちづくり推進部 まちづくり事業課

事業名 土地区画整理支援事業
開始年度 平成10年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

組合への技術的支援及び財政的支援。関係機関との協議に係る支援。工事施工管理業務支援。組
合の定款や事業計画などの許認可事務。土地区画整理事業に関する環境影響評価。
清算金利子補給金の交付。

何の為にやるのか
（目的）

土地区画整理事業の早期完成、。
清算金の利子補給制度による、納付清算金対象者の負担軽減。

目的達成のための
目指す成果

土地区画整理組合などが施行する土地区画整理事業に対し、必要な支援を行う。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

土地区画整理事業に関する環境影響評価。 継続

概算額（千円） 清算金利子補給金の交付。 継続 800

平成30年度
土地区画整理支援事業  組合への技術的支援及び財政的支援。 拡充 50,000

50,800

平成31年度
・

平成32年度
組合への技術的・財政的支援など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－３　快適で安全な住環境の整備

事務事業コード 1000706 部課（室）名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業名 土地利用計画決定事業
開始年度 ー 終了年度 継続

何をする事業か
（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、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。

何の為にやるのか
（目的）

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。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

市街化区域編入等 （仮称）三郷吉川線沿道地区の区域区分等の変更 新規 3,940

概算額（千円）

平成30年度
用途地域等変更 第一種低層住居専用地域の建蔽率・容積率の緩和及び準防火地域の指定 継続 3,606

7,546

平成31年度
・

平成32年度
市街化区域編入など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－５　計画的に配置された公園整備の推進

事務事業コード 1000489 部課（室）名 まちづくり推進部 みどり公園課

事業名 都市公園等維持管理事業
開始年度 昭和53年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

都市公園等の施設の適正な維持管理を行う。

何の為にやるのか
（目的）

市民に都市公園等を安心して利用していただくため。

目的達成のための
目指す成果

都市公園等を市民が安全で快適に利用できるようにする。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

長寿命化対策 長寿命化計画に基づく、施設の更新工事又は設計 拡充 64,500

概算額（千円） 公園完成式典 陸上競技場の完成記念式典業務 新規 8,000

平成30年度
維持管理業務 既存の公園に加え、H30年度開設公園の除草等業務 拡充 20,696

250,224 半田公園管理 適切な管理運営のための臨時職員の配置 拡充 1,502

平成31年度
・

平成32年度
都市公園等の安全な利用のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

- 23 -



## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－５　計画的に配置された公園整備の推進

事務事業コード 1001140 部課（室）名 まちづくり推進部 みどり公園課

事業名 都市公園等整備事業
開始年度 昭和48年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

広く住民の意向を取り入れ、市民に親しまれる公園づくりを目的とした公園整備の設計及び工事を実
施する。また、市民が安全に公園施設を利用できるように施設整備を行う。

何の為にやるのか
（目的）

市民に親しまれる公園整備を行い、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

目的達成のための
目指す成果

整備計画だけではなく、公園整備後の維持管理についても住民参加の合意を目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

設計業務委託 （仮称）インター南部南公園設計業務委託 新規 5,200

概算額（千円） 江戸川運動公園整備工事 江戸川運動公園整備工事 新規 67,000

平成30年度
設計業務委託 二郷半用水緑道整備設計業務委託 新規 6,000

95,974 におどり公園改修工事 におどり公園改修工事 新規 8,500

平成31年度
・

平成32年度
都市公園等の整備を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1000705 部課（室）名 建設部 道路河川課

事業名 橋りょう維持事業
開始年度 昭和４７年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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について順次補修を行い
交通障害の解消と安全性の確保に努める。

何の為にやるのか
（目的）

橋の適切な管理を行い、地域道路網の安心・安全を確保する。

目的達成のための
目指す成果

橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁補修工事を行い、快適で安全な道路環境を保持する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

橋梁補修設計業務 設計

概算額（千円） 橋梁補修工事 工事

平成30年度
橋梁調査業務 点検 継続 230,000

217,000

平成31年度
・

平成32年度
橋りょう補修工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1000440 部課（室）名 建設部 道路河川課

事業名 橋りょう架替事業
開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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について順次架替えを行
い交通障害の解消と安全性の確保に努める。

何の為にやるのか
（目的）

架替え工事を実施し交通障害の解消と安全性を図る。

目的達成のための
目指す成果

橋りょう架替事業は、老朽化した橋梁を新たに架替え、地域道路網の安心・安全を図ることを目的とす
る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
橋梁架替工事 無名2018号橋（下部工） 継続 150,000

101,000

平成31年度
・

平成32年度
橋りょう架替工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1000432 部課（室）名 建設部 道路河川課

事業名 道路維持修繕事業
開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

道路の老朽化や交通量の増加などにより破損した路面の補修や修繕を実施することで、安全で快適
な道路環境を保持する。

何の為にやるのか
（目的）

市内においての円滑な交通の確保と、安全性の向上を図るため。

目的達成のための
目指す成果

市内全域からの道路補修や排水不良解消等の要望の中から、緊急性の高さや安全性が求められる
ものであるか等を考慮し、事業効果が期待できる箇所を選定し実施する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

突発的修繕

概算額（千円） 舗装補修業務

平成30年度
舗装修繕工事等 舗装修繕工事 継続 63,480

77,480 路面性状調査、計画策定

平成31年度
・

平成32年度
円滑な交通と安全性の確保のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1000436 部課（室）名 建設部 道路河川課

事業名 道路改良事業
開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

交通量の増大や老朽化が進行している現況道路に対して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。

何の為にやるのか
（目的）

円滑な交通の確保と安全性の向上を図るため。

目的達成のための
目指す成果

市内全域からある道路改良要望の中から、緊急性の高い箇所や安全性を考慮し、事業効果が期待で
きる箇所を選定し実施する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
道路改良工事 設計業務、工事 継続 150,000

225,100

平成31年度
・

平成32年度
道路改良工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1000841 部課（室）名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業名 都市計画道路駒形線整備事業
開始年度 平成26年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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340ｍを整備する。

何の為にやるのか
（目的）

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ため。同時に、良好な住宅地である三郷インターA土地区画整
理事業地と立花小学校を結ぶ路線となる。

目的達成のための
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

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

土地購入費 継続 126,100

概算額（千円） 補償金（物件補償等） 継続 175,000

平成30年度
 駒形線整備  委託料(家屋調査、橋梁設計、用地取得業務等） 継続 64,130

523,230 工事費（橋梁下部護岸工、用水路移設工） 継続 158,000

平成31年度
・

平成32年度
整備工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1000466 部課（室）名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業名 都市計画道路新和高須線整備事業
開始年度 平成16年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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を整備する。

何の為にやるのか
（目的）

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ため。

目的達成のための
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

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

土地購入費（市公社による先行取得用地の買戻し） 継続 157,200

概算額（千円） 道路整備工事（高州一丁目） 新規 123,000

平成30年度
 新和高須線整備 委託料（不動産鑑定、家屋調査等） 継続 23,700

307,900 補償金（家屋補償費） 新規 4,000

平成31年度
・

平成32年度
整備工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1001398 部課（室）名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業名 三郷料金所スマートインターチェンジ機能拡充整備事業
開始年度 平成28年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（概要）

三郷料金所スマートインターチェンジの機能の拡充（車種限定解除）のため、関係機関と協議をし、測
量・設計等を行う。地区協議会（近隣首長、関係機関ほかで構成）を開催し、事業認可を得て三郷料
金所スマートインターチェンジの機能の拡充（車種限定解除）を行う。

何の為にやるのか
（目的）

交通利便性の向上、市内渋滞の解消

目的達成のための
目指す成果

三郷料金所スマートインターチェンジの機能の拡充（車種限定解除）

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

工事 市道付け替え工事、道路改良工事、安全対策工事等（担当：道路河川課） 新規 105,500

概算額（千円）

平成30年度
用地交渉 委託料（土地鑑定、補償交渉等）、土地購入費、補償金（物件補償）等 新規 24,459

129,959

平成31年度
・

平成32年度
平成31年度までの事業 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－６　円滑に移動できる道づくりの推進

事務事業コード 1001474 部課（室）名 まちづくり推進部 都市デザイン課

事業名 地域拠点基盤整備（フルインター化）事業
開始年度 平成29年度 終了年度 平成34年度

何をする事業か
（概要）

三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター化に向けて、東京方面ON・OFFランプ、アクセス道
路の検討（予備設計）、将来交通量推計、費用便益算定、整備効果検討等を行う。

何の為にやるのか
（目的）

交通利便性の向上、市域北部の渋滞緩和及び地域経済の活性化など。

目的達成のための
目指す成果

三郷料金所スマートインタチェンジのフルインター化

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

推計、費用便益算定整備効果検討、実施計画書作成等）

概算額（千円）

平成30年度
準備段階調査 委託料（予備設計（アクセス道路、スマートICランプ）、将来交通量 継続 20,000

20,000

平成31年度
・

平成32年度
三郷料金所スマートインターチェンジのフルインター化のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－７　公共交通の充実

事務事業コード 1000088 部課（室）名 環境安全部 交通防犯課

事業名 公共交通利用促進事業
開始年度 平成21年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

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。

何の為にやるのか
（目的）

便利で快適な公共交通の充実を図ることにより、市民の自由な移動や行動を支える。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

したスタンプラリーの実施

概算額（千円） バス路線ガイドマップ
の作成

公共交通マップ作成 継続 778

7,592

平成30年度
公共交通利用促進
支援業務

小学生を対象にした乗り方教室の開催、路線バスを活用 新規 5,174

平成31年度
・

平成32年度
便利で快適な公共交通の充実を図るため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－８　良質な水の安定供給

事務事業コード 9000107 部課（室）名 水道部 施設課

事業名 配水管整備事業
開始年度 昭和42年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

配水管の拡張（新設）と更新（布設替）を実施する。

何の為にやるのか
（目的）

安定した給水を確保するため、災害に強い施設の構築を行う。

目的達成のための
目指す成果

第３次三郷市水道事業基本計画に基づき、耐震管による配水管網の整備を計画的に進める。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

配水管工事費　 806,000

概算額（千円） 配水管布設延長　　8km

平成30年度
 配水管設計・配水管工事  配水管設計費 継続 45,360

851,360

平成31年度
・

平成32年度
計画に基づいた整備を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　３　都市基盤の充実した住みやすいまちづくり ３－８　良質な水の安定供給

事務事業コード 9000117 部課（室）名 水道部 施設課

事業名 北部第二配水場施設整備事業
開始年度 平成30年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（概要）

第３次三郷市水道事業基本計画の事業計画に基づき、北部第二配水場の機械電気設備の施設更
新を実施する事業である。

何の為にやるのか
（目的）

第３次三郷市水道事業基本計画における水需要予測に基づき、施設の適正規模化（ダウンサイジン
グ）、浸水・地震対策、設備の省エネ化を図り、安全な水道システムの維持・構築並びに水道施設の
強靭化を実現するために、事業を実施する。

目的達成のための
目指す成果

第３次三郷市水道事業基本計画に基づき、経済性・災害対策・環境面の付加価値が高い更新を実
施する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

施設整備工事 北部第二配水場電気設備更新等工事 新規 130,940

概算額（千円） 業務委託 工事監理 新規 4,890

平成30年度
施設整備工事 北部第二配水場機械設備更新等工事 新規 183,060

318,890

平成31年度
・

平成32年度
平成31年度までの事業 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－１　にぎわいのある商業の振興

事務事業コード 1000915 部課（室）名 産業振興部 商工観光課

事業名 商工振興事業
開始年度 昭和36年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

○三郷市商工審議会の開催○商工会法申請に関する認可○産業振興イベント支援○経済団体運
営支援○市内企業育成・支援○商工団体等関係機関との連絡調整○大規模小売店舗立地法に係
る意見の具申○計量法第19条による取引及び証明に使用する「はかり」の定期検査の実施

何の為にやるのか
（目的）

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。
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。

目的達成のための
目指す成果

大型商業施設と個店との調和を図る。
大型商業施設の集客力を生かし個店を活性化させる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
大型商業施設との連携 負担金補助及び交付金 継続 26,755

26,755

平成31年度
・

平成32年度
商業振興のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－１　にぎわいのある商業の振興

事務事業コード 1000916 部課（室）名 産業振興部 商工観光課

事業名 商店街活性化支援事業
開始年度 昭和53年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

○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○商店街街路灯
電気料補助○商店街街路灯等維持・修繕支援補助　等各種補助事業○商店街が出席する各種会議の席上
において、本事業の周知と活用を呼びかける。また、必要に応じて先進事例の紹介等を行い、商店街主催事業
の増加や消費者ニーズを意識した新たな事業発案に向けた意識醸成を図る。

何の為にやるのか
（目的）

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。

目的達成のための
目指す成果

各商店会が自ら実施するイベントの拡大
各商店会が取り組む省エネ・バリアフリー化等の拡大

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

商店街発信支援事業 各商店会の新たな特色あるイベント等の取り組みを支援 継続 1,500

概算額（千円） 商店街環境整備事業 各商店会の環境整備に対する支援 継続 1,500

平成30年度
商店街活性化推進事業 商店会向け各種補助金の活用を促し、活性化を支援 継続 2,500

6,500 ＢＩＧ盆イベント運営 商店会連合会主催イベント運営に対する支援 継続 1,000

平成31年度
・

平成32年度
商店会の活性化につなげるため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－１　にぎわいのある商業の振興、４－２　活力ある工業の振興

事務事業コード 1001473 部課（室）名 産業振興部 商工観光課

事業名 中小企業経営・創業支援事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

意欲的かつ発展的な取り組みを行う市内中小企業者・新規起業者に対し、資金サポート及び専門家
相談等総合的な支援体制を整備する。

何の為にやるのか
（目的）

市内企業の競争力を強化し、地域産業の推進を図る。

目的達成のための
目指す成果

未来を切り開く市内産業の振興及び活性化を図り、創造と発展・市民生活の向上を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

中小企業支援 知的財産支援事業相談、がんばろう企業応援事業補助 新規 10,540

概算額（千円） 創業支援 創業塾、創業セミナーの実施、きらりとひかれ起業家応援事業補助 新規 2,130

平成30年度
経営支援 経営支援コンシェルジュの出前相談 新規 1,050

13,720

平成31年度
・

平成32年度
地域産業の推進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－３　都市型農業の振興

事務事業コード 1001158 部課（室）名 産業振興部 農業振興課

事業名 ふれあい型農業推進事業
開始年度 平成26年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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機会の提供。

何の為にやるのか
（目的）

市民農園、観光農園の開設や整備の支援と併せ、活き活き農業体験講座を開催し、多様な収穫体
験の機会を提供する。

目的達成のための
目指す成果

農業体験を通じ、農業者と市民が交流し、野菜を一緒に作ることで、農業の楽しさや素晴らしさを実感
 していただく。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

観光農園 観光農園の開設支援 継続 1,600

概算額（千円） 市民農園 市民農園の開設支援 継続 500

平成30年度
活き活き農業体験講座 ５農園で講座開催 継続 500

3,130 収穫体験 収穫体験運営支援、農の社会科見学 継続 530

平成31年度
・

平成32年度
農業体験機会の提供を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－３　都市型農業の振興

事務事業コード 1000964 部課（室）名 産業振興部 農業振興課

事業名 農産物の流通販売促進事業
開始年度 昭和51年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

地元で生産した農産物を市民にPRするための支援などを行う。

何の為にやるのか
（目的）

市民と生産者との交流活動を通じ、都市型農業の理解を深め、地産地消の拡大を図る。

目的達成のための
目指す成果

地場農産物をPRするために農業祭を開催し、地産地消の拡大を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

補助事業 地場野菜販売戦略支援・即売所支援 継続 2,500

概算額（千円） 地産地消PR 野菜袋・テープ配布無料配布、展示会出展 継続 2,705

平成30年度
農業祭 市民広場、勤労者体育館、青少年ホームにおいて開催 継続 2,000

7,205

平成31年度
・

平成32年度
市民と生産者との交流活動など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－６　魅力ある観光の振興

事務事業コード 1000919 部課（室）名 産業振興部 商工観光課

事業名 観光振興事業
開始年度 昭和61年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

観光資源の再発見と情報発信

何の為にやるのか
（目的）

多くの人が訪れ、魅力ある観光資源を楽しむ
市民が訪れる観光資源があるため

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

ミサトスタイル 観光イベント事業の実施及び支援 継続 8,500

概算額（千円） 観光情報ポータル 情報発信事業強化 継続 1,500

平成30年度
 観光協会 観光関係団体の事業・運営支援 継続 4,500

26,655

平成31年度
・

平成32年度
地域資源を活かした観光振興を図るなど、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－６　魅力ある観光の振興

事務事業コード 1001435 部課（室）名 産業振興部 商工観光課

事業名 地方創生推進事業（観光情報誌作成）
開始年度 平成30年度 終了年度 平成30年度

何をする事業か
（概要）

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、増加が予想される外国人観光客向けの観光情
報誌を作成する。

何の為にやるのか
（目的）

外国語の観光情報誌を作成することで、来日する外国人に向けて三郷市の魅力をPRし、来訪を促
す。

目的達成のための
目指す成果

外国人観光客に向けて、分りやすく、利便性の高い観光情報誌を提供し、三郷市のPRと市内観光ス
ポットや飲食店への来訪、活用を促す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
観光情報誌作成（外
国語対応）

英語版観光情報誌の作成 新規 2,000

2,000

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　４　魅力的で活力のあるまちづくり ４－６　魅力ある観光の振興

事務事業コード 1001466 部課（室）名 産業振興部 商工観光課

事業名 地方創生推進事業（企画型ウォークラリー）
開始年度 平成30年度 終了年度 平成30年度

何をする事業か
（概要）

地方創生推進事業の一環として、二郷半用水緑道を中心としたエリアにおいて市内外からの参加者を
見込める地域体験型ウォークラリーを、一定の期間実施する。

何の為にやるのか
（目的）

エンターテイメント性とコミュニティ性の高い地域体験型ウォークラリーを実施することで集客を行い、市
の魅力の発信と市内産業の活性化につなげる。

目的達成のための
目指す成果

参加者に市内を回遊してもらい、市内観光スポットや事業所、店舗の利用を促す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
企画型ウォークラリー 企画型ウォークラリーの実施 新規 6,000

6,000

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡

- 33 -



## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－１　日本一の読書のまち三郷の推進

事務事業コード 1000621 部課（室）名 生涯学習部 日本一の読書のまち推進課

事業名 図書館運営事業
開始年度 昭和58年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

図書館において収集した図書、記録その他必要な資料を整理・保存し、市民の学習意欲等に応える
ため図書資料等の提供を行う。また、読書に親しみ・触れる機会として各種事業を開催する。

何の為にやるのか
（目的）

市民の読書活動の中心的拠点となるよう図書館サービスを充実し提供する。
また、音声などによる読書サポートの充実を図り、より便利に読書に親しんでもらう。

目的達成のための
目指す成果

図書館での読書活動を通じて、読書に親しむ機会が広がり、心豊かに暮らすことができる文化のかおり
高いまちが創造される。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

各種データベースによる情報提供サービスの充実 継続 291

概算額（千円） ３図書館４図書室間の図書配送等 継続 5,570

平成30年度
 図書館運営 「みる・きく・よむ バリアフリーコーナー」の充実 新規 120

44,311 出張図書館イベントなどの事業開催 継続 241

平成31年度
・

平成32年度
図書館の活用、運営のため事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－１　日本一の読書のまち三郷の推進

事務事業コード 1001310 部課（室）名 生涯学習部 日本一の読書のまち推進課

事業名 「日本一の読書のまち」推進事業
開始年度 平成26年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

「日本一の読書のまち三郷推進計画」に基づき、市民総ぐるみの読書活動の推進を図る
①市民総ぐるみの読書活動の推進②読書活動を通じた「知」の創造の支援
③読書活動を通じたネットワークづくり

何の為にやるのか
（目的）

乳幼児から高齢者まで市民総ぐるみの読書活動の推進。「読書活動をとおして人と人との絆を結び、
誰もが、いつでも読書に親しみ、心豊かに暮らすことができる文化のかおり高いまち」をつくる。

目的達成のための
目指す成果

三郷市民の誰もが、読書の楽しさ、知る喜びにふれ、読書活動を通してその人生をより豊かに魅力的
なものになることを目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

講演会や講座の開催 作家等による講演会、読書関連講座等の開催 継続 1,384

概算額（千円） 秋の読書まつり 市民参加型の読書まつり開催 新規 224

平成30年度
 関連機関等連絡会運営 年2回程度開催、情報の発信、関連機関等との連携を図る 継続 58

4,574 子ども司書の養成、活動支援 子ども司書養成講座の開講と子ども司書の活動支援 新規 336

平成31年度
・

平成32年度
文学講演会、子ども司書の養成など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－１　日本一の読書のまち三郷の推進

事務事業コード 1001461 部課（室）名 生涯学習部 日本一の読書のまち推進課

事業名 「日本一の読書のまち三郷」推進団体等活動サポート事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

日本一の読書のまちづくりの一翼を担う取り組み団体等を「日本一の読書のまち三郷推進団体等」とし
て認定。
読書活動の推進に携わる市民・団体等の活動ＰＲ等のサポートを行う。

何の為にやるのか
（目的）

市民・団体の主体的かつ継続的な読書活動の取り組みを促し、市民等が主体的に日本一の読書のま
ちづくりの一翼を担い、より積極的に読書活動を推進していく環境づくり。
団体等の発展的な活性化につなげ、より多くの市民を読書活動へ誘う環境づくり。

目的達成のための
目指す成果

市民・団体等が主体的かつ継続的に読書活動に取り組み、多くの市民が読書に親しみ、人と人との交
流が生まれる。
いきいきとした日々の暮らしの活力として、多くの市民が読書活動に取り組む。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

活動サポート 活動状況等調査実施、活動の場の提供、活動ＰＲのサポート 新規 10

概算額（千円）

平成30年度
 推進団体等認定 要綱制定、認定 新規 100

110

平成31年度
・

平成32年度
市民・団体等の読書活動推進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##

4,024 　 　

平成31年度
・

平成32年度
電子図書館の充実のため事業を継続 継続

電子図書館の運営 電子図書館システムの運営 新規 1,296

概算額（千円） 　

平成30年度
電子図書館コンテンツの整備 電子書籍購入（小説、エッセイ、実用書、児童書等） 新規 2,728

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

インターネットにつながる情報端末から読書を楽しめる電子図書館を運営する。

何の為にやるのか
（目的）

市民がいつでもどこからでも情報端末をとおして、より身近で気軽に読書を楽しめる機会を創出する。

目的達成のための
目指す成果

読書に親しむ機会が広がり、より多くの市民が心豊かに暮らすことができる文化のかおり高いまちが創
造される。

日本一の読書のまち推進課

事業名 「日本一の読書のまち三郷」電子図書館運営事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

まちづくりの方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－１　日本一の読書のまち三郷の推進

事務事業コード 1001454 部課（室）名 生涯学習部

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000683 部課（室）名 学校教育部 学務課

事業名 岩野木学校給食センター運営管理事業
開始年度 昭和51年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

中学校の授業日の昼食時に、学校給食を供給する。
学校給食センターの建物・設備の適正な維持管理を行う。

何の為にやるのか
（目的）

中学校給食の供給で、生徒の健康保持・増進をはかる。
将来にわたって安全で良質な学校給食を安定的に提供することが出来る施設を維持する。

目的達成のための
目指す成果

授業日の昼食時に、安全な給食を供給し、健康の保持・増進を図る。
建物設備の保守点検及び衛生管理を確実に行い、異物混入や食中毒を起こさない
安全な施設とする。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

を行い、安全で効率的な施設の維持管理を図る。

概算額（千円） 建物設備劣化調査 建物設備の老朽化の度合いを調査し、計画的な修繕を行う。 新規 800

平成30年度
調理・配送及び建物
維持管理委託業務

給食の調理、配送及び建物設備の保守点検等のアウトソーシング 継続 319,583

320,399 先進地視察 施設の長寿命化、建替え等に成功している先進地を視察する。 新規 16

平成31年度
・

平成32年度
計画的な修繕等、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000554 部課（室）名 学校教育部 学務課

事業名 児童・生徒派遣費支援事業
開始年度 平成5年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

各種スポーツ大会及び音楽発表会・コンクール等に参加する児童生徒に係る費用（交通費・宿泊費
等）の一部を補助する。

何の為にやるのか
（目的）

市立小中学校における文化的行事及びスポーツ活動の参加を促進することで、児童生徒への教育普
及並びに振興を図る。

目的達成のための
目指す成果

他団体から出る補助金（交通費）等を把握してコストを軽減し、より多くの大会やコンクールに参加する
児童生徒の派遣費を支給できるようにする。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

交付決定 申請書を審査し、交付決定を行う 継続

概算額（千円） 交付 学校に補助金の交付を行う 継続 1,200

平成30年度
申請受付 学校から申請を受け付ける 継続

1,200

平成31年度
・

平成32年度
児童生徒の活躍の場を広げるため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000726 部課（室）名 学校教育部 学務課

事業名 通学区域審議事業
開始年度 昭和43年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

教育委員会の諮問に応じ、通学区域に関する事項を審議して、教育委員会に答申する。

何の為にやるのか
（目的）

市立小・中学校の通学区域の適正化を図る。

目的達成のための
目指す成果

市立小・中学校の通学区域の適正化を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

通学区域審議会 幸房小学校、立花小学校等の通学区域を審議するため 新規 579

概算額（千円）

平成30年度
通学区域審議会 学校規模、適正配置の観点から通学区域の変更を検討 継続 145

724

平成31年度
・

平成32年度
学校規模、適正配置の観点により事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000658 部課（室）名 学校教育部 学務課

事業名 AED借上事業
開始年度 平成19年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

三郷市内小中学校２７校にＡＥＤを設置し、校外学習にも対応できるようＡＥＤの貸出しをおこなうた
め、賃貸借契約を行う。

何の為にやるのか
（目的）

救急車が現場到着するまでの間、ＡＥＤによる手当を行い、救命率を向上させるため。

目的達成のための
目指す成果

教職員応急手当普及員講習会や教職員応急手当普及員再講習会を開催し、緊急時に児童生徒等
の救命を図れるよう事前準備を整える。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

ＡＥＤの貸出 学校から申請が提出されたら、貸出を行う。 拡充 92

概算額（千円）

平成30年度
 賃借料の支払  毎月届く請求書の支払 継続 765

857

平成31年度
・

平成32年度
救命率の向上のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1001465 部課（室）名 学校教育部 教育総務課

事業名 学校教育環境整備計画等策定事業
開始年度 平成30年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（概要）

三郷市公共施設等総合管理計画（H28.3)に基づき、学校施設の中長期的な維持管理及び改修計
画を立案する。また、三郷市小中学校教育環境整備計画（H22.10)について、現状を検証し、今後の
学校の規模や配置を再検討する。

何の為にやるのか
（目的）

児童生徒の教育環境をより良くするため。

目的達成のための
目指す成果

三郷市公共施設等総合管理計画に基づく学校施設等の個別計画を完成させる。
三郷市小中学校教育環境整備計画の改訂版を完成させる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

児童生徒数及び学級数の推移調査

概算額（千円） 計画案検討 学校施設の個別計画に向けた検討 新規

平成30年度
基礎調査 学校施設の劣化調査 新規

債務負担 教育環境整備計画に向けた検討

平成31年度
・

平成32年度
平成31年度までの事業

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000582 部課（室）名 学校教育部 教育総務課

事業名 小学校運営管理事業
開始年度 - 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

教育環境の整備を図るため、施設の保守点検、修繕及び教育活動に必要な消耗品や備品の購入、
その他施設の運営管理のために必要な事務を行う。

何の為にやるのか
（目的）

小学校の設備、編成その他に関する設置基準は法律により規定されている。充実した義務教育を行う
ため、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。

目的達成のための
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するとともに、児童が読書に親しむ環境を作る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

図書管理､購入 図書室の図書蔵書数130％を目指す事業 継続 9,208

概算額（千円） 各種工事 新和小間仕切り壁工事、前谷小散水栓設備設置工事 新規 68,000

平成30年度
運営管理  学校を運営していくための事業 継続 338,066

416,574 緑化事業 緑化推進事業（1校分） 継続 1,300

平成31年度
・

平成32年度
小学校教育環境整備のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1001338 部課（室）名 学校教育部 教育総務課

事業名 小学校非構造部材耐震化事業
開始年度 平成26年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

学校施設の非構造部材の耐震化対策及び老朽化対策の実施

何の為にやるのか
（目的）

学校施設の耐震化は平成２５年度に完了しているが、近年の大規模な地震では、天井材の落下な
ど、「非構造部材」の被害も発生している。学校施設は、非常災害時に避難所としての機能も求められ
ているため、施設の機能維持及び環境改善を図ることを目的とする。

目的達成のための
目指す成果

地震による落下物などから児童等を守る。また、有事の際の避難所となることを想定し、施設が閉鎖に
ならないよう対策を講ずる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

設計業務 瑞木小屋内運動場非構造部材設計（単価入れ替え等） 新規 1,100

概算額（千円）

平成30年度
改修工事 瑞木小屋内運動場非構造部材の耐震化工事 新規 47,000

48,100

平成31年度
・

平成32年度
学校施設非構造部材の耐震化及び老朽対策を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000573 部課（室）名 学校教育部 指導課

事業名 おもしろ遊学館運営事業
開始年度 平成18年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

おもしろ遊学館を主体に、小学生を対象にした「おもしろ遊学館講座」と中学生を対象にした「修学講
座」を開催する。

何の為にやるのか
（目的）

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、児童生徒への教育支援を行うことを
目的とする。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

修学講座 中学生対象に入試対策講座を開催する。 拡充 2,093

概算額（千円）

平成30年度
おもしろ遊学館講座 小学生対象に４種の講座を年間を通じて開催する。 継続 4,187

6,280

平成31年度
・

平成32年度
小中学生を対象とした講座を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1001464 部課（室）名 学校教育部 指導課

事業名 オリンピック・パラリンピック対応　英語力育成事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

ＡＬＴを増員配置する。
英語教育推進校を指定し、イングリッシュルームの活用を図る。
英語検定受検を奨励する。

何の為にやるのか
（目的）

ギリシャ共和国の方々との交流を一層深めるとともに、児童生徒が英語に慣れ親しむ機会を積極的に
用意し、グローバル社会において活躍できる人材育成を図る。

目的達成のための
目指す成果

英語に慣れ親しむとともに、英語を介して世界の人々と積極的にコミュニケーションができる児童生徒
を育成する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

イングリッシュルーム整備 英語教育推進校のイングリッシュルーム活用促進のため整備を行う。 新規 120

概算額（千円） 英語検定受検奨励金補助 英語検定受検者へ奨励金を支給する。 新規 708

平成30年度
英語指導助手派遣業務委託 業務委託１４名のＡＬＴを、市内小中学校へ派遣する。 拡充 54,895

55,723

平成31年度
・

平成32年度
英語教育推進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000934 部課（室）名 学校教育部 指導課

事業名 教科指導推進活動事業
開始年度 昭和45年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

小学校３，４年生が使用する社会科副読本及び指導資料等を作成する。
「言葉の力」を作成・配布し、良質な作品に触れさせ、読書のまち三郷を推進する。

何の為にやるのか
（目的）

生きる力を身につけ、心豊かな児童生徒を育成する。

目的達成のための
目指す成果

生きる力を身につけ、心豊かな児童生徒を育成する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

言葉の力印刷製本 言葉の力増刷・配布 継続 2,340

概算額（千円）

平成30年度
社会科副読本 社会科副読本増刷 拡充 1,680

4,020

平成31年度
・

平成32年度
児童生徒の育成のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1001437 部課（室）名 学校教育部 指導課

事業名 小中学校オリンピック・パラリンピック関連事業
開始年度 平成29年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

JOCオリンピック教室（中学校２年生対象）、パラリンピック教室を小・中学校対象に実施する。ランニン
グ教室（２校）を開催するとともに、市内水泳大会及び陸上大会へ地元オリンピアンを招聘する。オリン
ピック・パラリンピック教育推進用幟旗作成する。

何の為にやるのか
（目的）

オリンピアンやパラリンピアンとの交流などの体験活動を通して、児童・生徒に夢やあこがれを持たせ、
望ましい生き方を学ばせる。

目的達成のための
目指す成果

児童・生徒に夢やあこがれを持たせ、健全育成を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

パラリンピック教室 パラリンピアンによる授業 継続 330

概算額（千円） ランニング教室 オリンピアンによる陸上教室を開催 新規 300

平成30年度
オリンピック教室 オリンピアンによる授業 継続 1,100

1,892 啓発事業 オリ・パラ教育推進用幟旗作成 新規 162

平成31年度
・

平成32年度
ＪＯＣオリンピック教室、パラリンピック教室等を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1000561 部課（室）名 学校教育部 指導課

事業名 小中陸上競技親善大会会場整備事業
開始年度 - 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

市内小中陸上競技親善大会の実施に際し、会場と付帯設備の賃借、大型映像装置の操作委託、仮
設トイレの設置等を行う。

何の為にやるのか
（目的）

市内小中陸上競技親善大会の円滑な開催を通して、心身共に健康な児童生徒を育成する。

目的達成のための
目指す成果

児童生徒の豊かな心を育成し、体力向上を図る。
参観者に児童生徒の活躍する姿を広く公開することで心の教育・体力向上への関心を高める。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

大型映像装置操作委託 新規 605

概算額（千円） 競技場使用料 新規 60

平成30年度
 大会会場整備 仮設トイレ 継続 318

983

平成31年度
・

平成32年度
会場整備等を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－２　学校教育の充実

事務事業コード 1001208 部課（室）名 学校教育部 指導課

事業名 読書のまち三郷づくり推進事業
開始年度 平成24年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

読書フェスティバルを開催する。
全国家読ゆうびんコンクールを実施する。

何の為にやるのか
（目的）

「日本一の読書のまち」宣言の具現化に向け、毎年度「全国家読ゆうびんコンクール」及び「読書フェス
ティバル」を実施し、読書活動の推進を図る。

目的達成のための
目指す成果

家読を推進し、家庭における読書環境を整え、子ども達に読書を通して感性を育む。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

全国家読ゆうびんコンクール 家読を推進し、全国へゆうびんコンクールを広報して、広く作品を募集する。 継続 580

概算額（千円）

平成30年度
第１２回読書フェスティバル 読書活動推進のため、小・中学校での取組発表や公共図書館での活動等を発表。 継続 1,773

2,353

平成31年度
・

平成32年度
読書フェスティバル、全国家読ゆうびんコンクール等を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##

614     

平成31年度
・

平成32年度
子ども大学、いきいき大学等を継続 継続

オータムカレッジ 講師謝礼・用品代・要約筆記・会場使用料等 新規 458

概算額（千円） 生きいき大学 用品代・講師謝礼品 継続 28

平成30年度
子ども大学 講師謝礼・教材費・白衣購入費・保険代 拡充 128

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

「みさと生きいき大学」「子ども大学みさと」「みさとギリシャオータムカレッジ」の開催。

何の為にやるのか
（目的）

「みさと生きいき大学」では、成人を対象として知識の向上及び生きがいづくりに資することを目的とし、「子ども大
学みさと」では、子どもの生きる力と学ぶ力を育むことを目的として開催する。さらに、2020年東京オリンピックの
開催の機会を捉え、ギリシャの生活文化やオリンピックの歴史等を学習し、知識と教養を深め、ホストタウンとして
一層の機運醸成を図ることを目的に「みさとギリシャオータムカレッジ」を開催する。

目的達成のための
目指す成果

生涯を通じて学ぶ楽しさや喜びを実感できる場と、時代に応じた学習の機会が提供される。

生涯学習課

事業名 市民大学事業
開始年度 平成20年度 終了年度 継続

まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－４　生涯学習の推進

事務事業コード 1001070 部課（室）名 生涯学習部

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－４　生涯学習の推進

事務事業コード 1001081 部課（室）名 生涯学習部 青少年課

事業名 親の学習推進事業
開始年度 平成22年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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。

何の為にやるのか
（目的）

家庭における教育力の向上のため

目的達成のための
目指す成果

子どもを取り巻く人たちが、子育て世代を応援し、地域全体で子育てを見守り、支え合う意識を持つこ
と、それが世代間で循環していくことで家庭の教育力が向上することを目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

公共施設並びに大型商業施設iにおいて開催されている

概算額（千円） 「親の学習」講座を継続する。

平成30年度
「親の学習」講座 三郷市青少年育成市民会議と連携し、小・中・高等学校、 継続 1,500

1,533 ファシリテーター研修会 ファシリテーター(学習支援者)のスキルアップを図る。 継続 33

平成31年度
・

平成32年度
家庭の教育力向上のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－５　スポーツ・レクリエーションの推進

事務事業コード 1001438 部課（室）名 生涯学習部 スポーツ推進課

事業名 オリンピック・パラリンピック関連事業
開始年度 平成29年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた、スポーツの普及啓発を行うために、オリンピアンを講
師に招いたスポーツ教室を開催する。

何の為にやるのか
（目的）

市民が身近にスポーツレクリエーションに接し、誰もが気軽に参加できる機会を提供する。

目的達成のための
目指す成果

2020年東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成とともにスポーツへの関心と普及が図られる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

スポーツの普及啓発を図る。

概算額（千円）

平成30年度
オリンピック・パラリン
ピック関連イベント

オリンピック・パラリンピックアスリートによるスポーツ教室を開催し、 継続 7,914

7,914

平成31年度
・

平成32年度
オリンピック・パラリンピック関連イベントを継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－５　スポーツ・レクリエーションの推進

事務事業コード 1000671 部課（室）名 生涯学習部 スポーツ推進課

事業名 スポーツ競技大会出場選手奨励金事業
開始年度 平成9年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

スポーツ競技全国以上の大会に出場する市民等に対し奨励金を交付することにより、スポーツ競技の
振興を図る。

何の為にやるのか
（目的）

市民の生涯スポーツ・レクリエーション活動の充実

目的達成のための
目指す成果

市内スポーツ競技者の周知および財政面での支援を行うことで、スポーツの振興が図られることを目
指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
奨励金交付事務 奨励金の交付 継続 1,500

1,500

平成31年度
・

平成32年度
市内スポーツ競技者の支援のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－５　スポーツ・レクリエーションの推進

事務事業コード 1000903 部課（室）名 生涯学習部 スポーツ推進課

事業名 体育館施設整備事業
開始年度 平成23年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

総合体育館大規模改修工事を行う。

何の為にやるのか
（目的）

総合体育館の長寿命化のため

目的達成のための
目指す成果

関係工事を実施することにより、利用者が安全・安心してスポーツ・レクリエーションを行うことができる。
また、利用者の利便性の向上が図られることを目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

の改修工事を行う

概算額（千円）

平成30年度
大規模改修事業 総合体育館メインアリーナ・サブアリーナの床及び外壁他 新規 232,000

232,000

平成31年度
・

平成32年度
三郷市総合体育館の点検、修繕など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－５　スポーツ・レクリエーションの推進

事務事業コード 1001453 部課（室）名 生涯学習部 スポーツ推進課

事業名 陸上競技場運営管理事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

施設の管理に関して、民間能力を活用しつつ、市民サービスの効果及び効率の向上を図る。

何の為にやるのか
（目的）

市民の生涯スポーツ・レクリエーション活動の充実

目的達成のための
目指す成果

生涯スポーツ・レクリエーション活動の充実に向けたサービス向上が図られ適正な運営管理ができる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
陸上競技場運営業務 陸上競技場維持管理・貸出業務を行う 新規 66,553

66,553

平成31年度
・

平成32年度
スポーツ・レクリエーション活動の充実のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－１０　多様な交流の推進

事務事業コード 1001427 部課（室）名 企画総務部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室

事業名 ホストタウン推進事業
開始年度 平成29年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

ギリシャ共和国のホストタウンとして、スポーツ及び文化交流イベントの開催を通じて、2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運を醸成する。

何の為にやるのか
（目的）

　オリンピック・パラリンピックの開催により、多くの選手・観客等が来訪することを契機に、地域の活性化
等を推進するとともに、大会参加国(ギリシャ共和国含む)との様々な相互交流を図ることを目的として
いる。

目的達成のための
目指す成果

ホストタウン交流事業を通じて、三郷市でのローカルレガシー(遺産)を残すこと。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

トーチ展示 夏季・冬季オリンピックの大会トーチの展示を行う 継続 5,000

概算額（千円） イベント開催 ホストタウン関連イベントを開催する 継続 15,399

平成30年度
事前キャンプ誘致活動等 事前キャンプ誘致活動等の実施 新規 9,980

32,499

平成31年度
・

平成32年度
各種ホストタウン関連イベント開催など 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　５　人が育ち活躍できるまちづくり ５－１０　多様な交流の推進

事務事業コード 1000124 部課（室）名 市民生活部 市民活動支援課

事業名 国際化推進事業
開始年度 平成10年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

国際化推進専門員（嘱託職員）２名を配置し、各課との連携をとりながら国際化の推進に向けた検討
を行い、事業の推進を図る。

何の為にやるのか
（目的）

外国籍住民を含めた誰もが暮らしやすい国際化のまちづくりを推進するため。

目的達成のための
目指す成果

外国籍住民への対応のため、英語版ホームページの整備・充実、英語版情報誌の発行など、身近な
生活情報や行政情報の提供による外国籍住民にもやさしい国際化のまちづくりを推進する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

英語版ＨＰ・情報誌作成 外国籍住民に有益な行政情報を発信する。 継続

概算額（千円） 文書等英訳 各課からの依頼にもとづき、文書等の英訳を行う 継続

平成30年度
来庁者・電話対応 担当部署を介し、通訳を行う。 継続 3,550

3,550 国際化推進検討業務 既存の国際化推進事業実施に加え、国際化に向けた事業方針の検討を行う。 新規

平成31年度
・

平成32年度
国際化推進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##

8,500

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

ウオークラリー ウオークラリーの開催 新規 1,500

概算額（千円）

平成30年度
アプリ開発 アプリ開発 新規 7,000

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

働く女性や子育て家庭の支援、健康をテーマとして、市内全域を対象に店舗、イベントなどポイント付
与するスポットを設置し、期間を設けたウオークラリーを開催する。

何の為にやるのか
（目的）

ウオーキングをすることにより、健康増進を図る。
インセンティブ付与により、働く女性と子育て家庭の支援とするため。

目的達成のための
目指す成果

二郷半用水緑道を活用したウオークラリーアプリを活用し、ウオーキングをする動機付けのひとつとして
いただく。アプリを使用することでインセンティブを付与し、働く女性や子育て家庭の支援をする。

企画調整課

事業名 地方創生推進事業（市内ウオークラリー）
開始年度 平成30年度 終了年度 平成30年度

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－１　健康づくりの推進

事務事業コード 1001452 部課（室）名 企画総務部

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##

87,786

平成31年度
・

平成32年度
小児救急医療支援等の事業を継続 継続

小児救急医療支援事業、第二次救急医療対策協議会

概算額（千円） （幹事市） 事務局の運営

平成30年度
東部南地区（6市1町）の病院群輪番制病院運営事業、 拡充 87,786小児救急医療施設

設運営業務

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

地域医療体制の充実を図るとともに、休日・夜間診療を含めた、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。

何の為にやるのか
（目的）

市民の健康を守るため。医療機関との円滑な連携体制のもとに、休日または夜間における医療体制を
確保することができる。医療機関の負担を軽減し、救急医療体制の円滑な運営の確保が図れる。

目的達成のための
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。

健康推進課

事業名 休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業
開始年度 昭和49年度 終了年度 継続

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－１　健康づくりの推進

事務事業コード 1000293 部課（室）名 市民生活部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－１　健康づくりの推進

事務事業コード 1001433 部課（室）名 市民生活部 健康推進課

事業名 地方創生推進事業（健康マイレージ推進）
開始年度 平成29年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

健康無関心層等がウオーキングに取組むきっかけづくりを目指し、埼玉県が全県での展開を目指す本
事業に参加する。歩数計やスマートフォン等を使用して歩数を管理し、歩数に応じたポイント付与、ポイ
ントに応じて抽選に参加、特典を与える。

何の為にやるのか
（目的）

市民の健康づくりのため。自らの歩数を把握することにより、日頃から、健康の保持・増進のために意識
的にからだを動かすなどの運動を心がけるようになる。

目的達成のための
目指す成果

「第２期健康増進・食育推進計画すこやかみさと」の評価指標【自分の歩数を把握している人の割合の
増加】【運動習慣のある人（週２回、１回３０分以上の運動を１年以上続けている人）の割合の増加】

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

イベントの開催 陸上競技場や二郷半用水緑道を活用したウオーキングイベントを開催する。 新規 6,707

概算額（千円）

平成30年度
事業の周知 働き盛りの世代や健康無関心層への積極的な周知 継続 3,113

9,820

平成31年度
・

平成32年度
健康の保持、増進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－１　健康づくりの推進

事務事業コード 1001434 部課（室）名 市民生活部 健康推進課

事業名 地方創生推進事業（健康朝食レシピ普及）
開始年度 平成29年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

朝食の欠食率改善に係る啓発。
手軽で簡単に作ることができる朝食を中心とした健康朝食レシピの作成・周知を行う。
市内飲食店での健康朝食レシピ集の内容を踏まえたメニューの提供。

何の為にやるのか
（目的）

第２期三郷市健康増進・食育推進計画「すこやかみさと」の重点評価指標である「朝食を欠食する人
の割合」の改善のため。

目的達成のための
目指す成果

朝食摂取の大切さを認識する市民の増加。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

料理教室をはじめとした、各種周知・啓発業務を行う。

概算額（千円）

平成30年度
 健康朝食レシピ普及事業 健康朝食レシピ集を用い、朝食欠食率改善に向けた 継続 425

425

平成31年度
・

平成32年度
健康増進・食育推進を図るため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##

112,698

平成31年度
・

平成32年度
健康保持、生活習慣病予防のため、事業を継続 継続

医療機関及び民間企業による特定保健指導を実施 継続 11,443

概算額（千円） 利便性向上のため健診申込方法変更 新規 2,376

平成30年度
集団及び個別健診の実施 継続 98,879特定健康診査・特定

保健指導業務

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

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。
また、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率の向上を図ることで、生活習慣病の発症
及び重症化予防へ繋げる。

何の為にやるのか
（目的）

「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。

目的達成のための
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

健康推進課

事業名 特定健康診査等事業
開始年度 平成20年度 終了年度 継続

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－１　健康づくりの推進

事務事業コード 3700037 部課（室）名 市民生活部

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##

8,316 必要者への支援プランの作成。保健医療、福祉の関係機関との連絡調整。

平成31年度
・

平成32年度
妊娠期から子育て期にわたる総合相談支援を継続 継続

乳児家庭全戸訪問事業時に産後うつスクリーニング（EPDS）を聴取する。

概算額（千円） 妊娠、出産、育児に関する相談対応と必要な情報提供、助言、保健指導。

平成30年度
窓口での妊娠届出時、母子健康手帳を交付し、妊婦へのアンケートを面接にて行う。 新規 8,316子育て世代包括支

援センター（母子保
健型）事業

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子の心身のケアや育児のサポートに関する様々なニーズに対
し、総合的相談支援を提供するワンストップ拠点機能を整備することにより、切れ目のない支援を行う。

何の為にやるのか
（目的）

妊娠期から生活状況を把握し、寄り添った支援を行うことにより、産後うつや虐待を防ぎ、安心して子
育てができるようにするため。

目的達成のための
目指す成果

妊娠届出時の面接、乳児家庭全戸訪問時のEPDS全数聴取、支援プランを作成し評価する、ケース
検討会議の開催、関係機関連絡調整会議の開催

健康推進課

事業名 子育て支援ステーション（母子保健型）事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1001426 部課（室）名 市民生活部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1001431 部課（室）名 子ども未来部 すこやか課

事業名 保育施設長寿命化事業
開始年度 平成29年度 終了年度 平成31年度

何をする事業か
（概要）

地域の基幹保育所となる公立保育所を維持管理をしていくため、修繕・改修を実施することにより長寿
命化を図る。

何の為にやるのか
（目的）

施設の長寿命化を図るため。

目的達成のための
目指す成果

公立保育所の大規模修繕

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

（平成31年度工事実施施設の設計）

概算額（千円）  前年度に改修に係る設計を行った公立保育所２施設分の改修工事（大規模改修） 113,500

平成30年度
施設改修工事 公立保育所２施設分の改修に係る設計 継続 15,000

128,500

平成31年度
・

平成32年度
平成31年度までの事業 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000254 部課（室）名 子ども未来部 すこやか課

事業名 民間保育所等運営支援事業
開始年度 昭和58年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

国又は地方公共団体以外の者が設置・経営する市内の保育施設等に対し補助を行う。

何の為にやるのか
（目的）

保育を実施するにあたり、施設が安定した運営を行えるように支援する。

目的達成のための
目指す成果

保育施設等の運営改善を図り、公立保育所との格差を是正し、児童福祉法第２４条第１項に規定す
る保育の実施を推進する。安心安全、多様な保育の充実を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

補助金等支払い事務 各施設に対し、補助金を支払う 継続

概算額（千円） 補助金等実績報告 国や県に対し補助金等の実績報告を取りまとめ、行う 継続

平成30年度
運営支援 子どものための教育・保育給付、民間保育所運営改善費補助 拡充 1,964,773

1,964,773 補助金等精算事務 各施設に対し、実績報告に基づく精算事務を行う 継続

平成31年度
・

平成32年度
多様な保育の充実のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000276 部課（室）名 子ども未来部 すこやか課

事業名 臨時職員管理事務事業
開始年度 - 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

市立保育所に勤務する正規職員の欠員補充、児童に対する加配保育士、平成28年4月からの法改
正に伴う開所時間の延長、待機児童対策に対応する職員確保する。

何の為にやるのか
（目的）

・保育に欠ける児童の安全・安心の保育を実施するため。
・待機児童解消のため。

目的達成のための
目指す成果

安全・安心の保育をの実施及び待機児童減少のため、保育士を採用する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

※ホームページ、新聞折込広告、市広報を活用

概算額（千円） ※教育委員会教育総務課と協働して雇用確保に努める

平成30年度
臨時職員管理事務事業 臨時職員採用 拡充 119,788

119,788

平成31年度
・

平成32年度
待機児童対策として、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##

2,568

平成31年度
・

平成32年度
妊娠期から子育て期にわたる総合相談支援を継続 継続

・保育施設希望者への相談業務

概算額（千円）

平成30年度
 ・保育施設等の情報収集 新規 2,568利用者支援事業「特

定型」

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

子ども・子育て支援法第５９条第１号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・
保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じて相談・助言を行うと関係機関との連絡調整等
を実施する事業。（利用者支援事業）

何の為にやるのか
（目的）

利用者支援事業「特定型」は、待機児童の解消等を図るため、行政が地域連携の機能を果たすことを
前提に主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるように支援する。

目的達成のための
目指す成果

・待機児童解消
・保育施設を含めた子育てに関する情報を集約し市民に提供できるようにする。

すこやか課

事業名 子育て支援ステーション（特定型）事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1001470 部課（室）名 子ども未来部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##

503,566 保育補助者雇上強化 保育補助者の雇上げ、給与等の補助 新規 4,320

平成31年度
・

平成32年度
幼児教育と保育の安定した運営のため、事業を継続 継続

公定価格に係る加算認定事務及び処遇改善認定事務 継続

概算額（千円） 実績報告 各交付金及び補助金の申請から実績報告 継続

平成30年度
子どものための教育・保育給付、認定子ども園運営改善費補助金 継続 499,246運営改善費等支援

認定事務

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

国又は地方公共団体以外の者が設置・経営する市内の認定こども園に対し補助を行う。

何の為にやるのか
（目的）

幼児教育と保育を実施するにあたり、施設が安定した運営を行えるように支援する。

目的達成のための
目指す成果

保育施設等の運営改善を図り、公立保育所との格差を是正し、児童福祉法第２４条第１項に規定す
る保育の実施を推進する。安心安全、多様な保育の充実を図る。

すこやか課

事業名 認定こども園運営改善費等支援事業
開始年度 平成27年度 終了年度 継続

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1001071 部課（室）名 子ども未来部

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##

26,382

平成31年度
・

平成32年度
子育て支援センター、つどいの場などを継続 継続

つどいの広場 市内７カ所で開設（指定管理２、業務委託３、直営２） 継続 10,000

概算額（千円）

平成30年度
子育て支援センター 市内２カ所で開設（２カ所とも業務委託） 継続 16,000

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

地域において子育て親子の交流を促進する子育て支援拠点を設置する。

何の為にやるのか
（目的）

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。

目的達成のための
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。

子ども支援課

事業名 子育て支援拠点事業
開始年度 平成17年度 終了年度 継続

まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000816 部課（室）名 子ども未来部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000268 部課（室）名 子ども未来部 子ども支援課

事業名 子育て支援事業
開始年度 - 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

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。

何の為にやるのか
（目的）

核家族化や都市化の進展等に伴い、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
悩み等を抱える保護者が増加しているため、これらの問題から起因すると思われる児童虐待を防ぐ。

目的達成のための
目指す成果

身近な相談場所として、つどいの広場・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・配布等により、子育て家庭へ
の支援の充実を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

要保護児童に関する情報共有、連携強化 継続 3,050

概算額（千円）

平成30年度
情報発信 ホームページ、ツイッター等による情報発信 継続 1,410

要保護児童対策地
域協議会

4,576

平成31年度
・

平成32年度
子育て家庭に対する支援のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1001469 部課（室）名 子ども未来部 子ども支援課

事業名 子育て支援ステーション（基本型）事業
開始年度 平成30年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

子育て支援員を配置し、子育て世代の家庭が、子育て支援施設や子育て支援事業を利用するにあ
たっての助言や支援を行うとともに、子育てに係る各種相談に応じる。

何の為にやるのか
（目的）

子ども及びその保護者等が、地域の子育て支援施設や子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、
当事者目線の寄り添い型の支援をする。

目的達成のための
目指す成果

子育てをする保護者が、子育て支援に係る施設や事業等を利用できるよう、相談・情報提供を受ける
ことができる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

（基本型）

概算額（千円）

平成30年度
利用者支援事業 子育て支援に係る施設等利用の相談対応、情報提供 新規 2,000

2,000

平成31年度
・

平成32年度
妊娠期から子育て期にわたる総合相談支援を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000955 部課（室）名 子ども未来部 子ども政策室

事業名 保育所等整備推進事業
開始年度 平成22年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

本市は宅地開発の進展に伴い人口の逓増傾向が顕著になっている。子育て世代の転入増を視野に
子ども・子育て支援施策の推進を図る。この事業では、定員の弾力的な運用や定員の見直しとともに、
保育所等の整備を推進し待機児童ゼロのまちを目指す。

何の為にやるのか
（目的）

子ども・子育て支援新制度に基づき策定する子ども・子育て支援事業計画等の適正な進捗管理のもと
「子どもと子育てを地域で支えるふれあいのまちみさと」の実現を図る。

目的達成のための
目指す成果

保育需要を踏まえ保育所等の適正配置を推進し、待機児童の解消を図る。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

施設の建物増築整備（2施設）。③新規保育施設の整備。

概算額（千円） 事業者との調整、国補助金等所要の調整（補助申請）等を

平成30年度
 保育所等整備 ①認定こども園に移行する幼稚園の施設整備。②既存保育 拡充 511,871

511,871 実施して開設支援を行う。

平成31年度
・

平成32年度
保育所等整備を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000280 部課（室）名 学校教育部 教育総務課

事業名 公営児童クラブ運営事業
開始年度 平成9年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

保護者が就労等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に、授業の終了後に適切な遊
び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

何の為にやるのか
（目的）

家庭が留守になっている児童に、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育
成を図ることを目的とする。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

幸房小学校の児童数の増加があるため、児童クラブを１ 新規 5,225

概算額（千円） 支援増やし待機児童対策を行う。

平成30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。 継続 179,877

公営児童クラブ運営
事業

185,102

平成31年度
・

平成32年度
児童クラブ運営の充実を図るため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－２　子ども・子育て支援の充実

事務事業コード 1000972 部課（室）名 生涯学習部 生涯学習課

事業名 放課後子ども教室推進事業
開始年度 平成21年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

国の放課後子ども総合プランに基づき、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」)を整備する。

何の為にやるのか
（目的）

地域の方々の協力のもと、小学校の余裕教室等を活用し、地域社会において心豊かで健やかに育ま
れる環境づくりを推進するため。

目的達成のための
目指す成果

子どもたちが放課後等に安全・安心に活動できる拠点(「放課後子ども教室」)が小学校の余裕教室等
を活用し整備されることで、身近な地域社会において心豊かで健やかに育まれる環境が整えられる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
教室運営管理 放課後子ども教室５か所分 拡充 4,827

4,827

平成31年度
・

平成32年度
放課後子ども教室を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－３　高齢者福祉の充実

事務事業コード 1000318 部課（室）名 市民生活部 シルバー元気塾いきいき課

事業名 シルバー元気塾推進事業
開始年度 平成10年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

高齢者が集団で軽度の筋力トレーニングを行う。

何の為にやるのか
（目的）

高齢者の積極的な社会参加、個々の生きがいづくりのため。

目的達成のための
目指す成果

事業延べ参加者　３００００人を目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
シルバー元気塾推進事業 事業の実施　特別講座の実施　指導者養成　 継続 7,273

7,273

平成31年度
・

平成32年度
シルバー元気塾を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－３　高齢者福祉の充実

事務事業コード 4400102 部課（室）名 福祉部 ふくし総合支援課

事業名 在宅医療・介護連携推進事業
開始年度 平成27年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

医療・介護資源把握。在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策検討。切れ目のない在宅医療・介護
の提供体制構築推進。医療・介護関係者の情報共有支援。在宅医療・介護連携に関する相談支
援。医療・介護関係者研修。市民への普及啓発。関係市区町村連携。

何の為にやるのか
（目的）

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期
まで続けることができるようにするため

目的達成のための
目指す成果

 地域住民が住み慣れた地域に暮らし続けることができる体制の構築
医療関係者と介護関係者の連携体制の構築

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

専門職研修 マニュアルを基に研修会を2回実施 継続 370

概算額（千円） 市民講演会 協議会との共催により市民講演会を開催 継続 200

平成30年度
連携推進協議会  医療介護連携のための多職種会議を3回開催 継続 448

11,069 連携拠点運営 在宅医療・介護に関する相談支援 新規 10,051

平成31年度
・

平成32年度
医療介護の連携のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－３　高齢者福祉の充実

事務事業コード 4400048 部課（室）名 福祉部 長寿いきがい課

事業名 介護予防・生活支援サービス事業
開始年度 平成28年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

介護予防サービスの訪問介護、通所介護の現行相当サービスの他、地域の実情に応じて、様々な
サービスを提供することで、地域全体で高齢者を支え、要介護状態となることを予防する。

何の為にやるのか
（目的）

高齢者が安心して自立した日常生活を送るため。

目的達成のための
目指す成果

地域の実情に応じた、様々なサービスを提供することで、地域全体で高齢者を支え、要介護状態とな
ることを予防する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

協議体や関係事業所と会議を行い、サービス内容や、

概算額（千円） 金額等を決めていく。

平成30年度
現行サービスを進めつつ、多様なサービスを開始予定。 拡充 182,561

多様なサービスの
開始

182,561 事業所指定受付 事業所のみなし指定期限のため、指定受付が多く発生。 継続

平成31年度
・

平成32年度
高齢者の自立した生活の支援のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－３　高齢者福祉の充実

事務事業コード 1001083 部課（室）名 福祉部 長寿いきがい課

事業名 公的介護施設等整備費補助事業
開始年度 平成12年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

市が住民にとって身近な日常生活圏域を単位として実施する介護基盤整備事業について、民間事業
者等が整備する施設に対し、整備費の一部を市が補助する。

何の為にやるのか
（目的）

介護サービスが必要な要介護者がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう支援する。

目的達成のための
目指す成果

事業計画に基づき、必要な介護サービスの提供を確保する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

施設整備 事業計画書に基づき、施設整備を図る

概算額（千円） 補助金交付 事業実績に基づき、整備事業者へ補助金を交付する

平成30年度
事業者公募・選定 整備事業者を公募により選定する 拡充 43,178

43,178

平成31年度
・

平成32年度
事業計画に基づき、介護サービスの提供を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－４　障がい者福祉の充実

事務事業コード 1001059 部課（室）名 福祉部 障がい福祉課

事業名 生活支援事業
開始年度 平成18年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

①ホームヘルパー等を派遣する生活サポート事業、②訪問入浴サービス、③自動車運転免許取得費
補助、④自動車改造費補助金交付、⑤更生訓練費の支給

何の為にやるのか
（目的）

①障がい者の地域での自立した生活の推進を図ること、②身体障がい者の福祉の向上と介護者の負担の軽減
を図ること、③障がい者の福祉の増進を図ること、④障がい者の社会復帰を促進するとともに、福祉の増進を図
ること、⑤自立訓練に規定する、就労移行支援、就労継続支援の利用者に対し、その訓練に要した費用を支給
し、釈迦う復帰の促進を図る

目的達成のための
目指す成果

自己負担額の一部又は全部を公費で負担する

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
生活支援事業の充実 生活支援事業の充実 継続 7,747

10,223

平成31年度
・

平成32年度
障がい者の地域生活支援のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－４　障がい者福祉の充実

事務事業コード 1000718 部課（室）名 福祉部 障がい福祉課

事業名 就労支援センター事業
開始年度 平成20年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

市内在住の障がい者に関する相談・支援及び障がい者を雇用する事業主への支援

何の為にやるのか
（目的）

障がい者の就労による社会参加の促進、安定した生活基盤の構築、日中活動の場の提供などを実現
するため。

目的達成のための
目指す成果

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい者を雇用する事業主を対象に就労支援を
行い、登録者の就労率６０％を達成する。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

事業主への相談支援 障がい者の採用相談・就労後の職場定着に関する支援を行う。 拡充 3,331

概算額（千円） 就労準備評価室事業 相談支援の一環として、通所にて登録者の就労への準備の評価を行う。 継続 2,474

平成30年度
障がい者への就労支援 登録者に対して職業相談・就職準備支援・職場実習支援・職場定着支援を行う。 拡充 3,331

9,136 ステップアップ講座 特別支援学校新卒者で、就労している方を主な対象に就労継続するために必要なことを学ぶ。 継続

平成31年度
・

平成32年度
障がい者への就労支援を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－６　人にやさしいまちづくりの推進

事務事業コード 1001428 部課（室）名 福祉部 障がい福祉課

事業名 手話言語条例推進事業
開始年度 平成28年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

三郷市こころつながる手話言語条例を推進するための事業

何の為にやるのか
（目的）

手話に対する理解を深め、広く普及させるとともに、手話を使用しやすい環境の整備を図ることにより、
市民一人ひとりが、互いの人格と個性を尊重し合う、こころつながる三郷市を目指すため

目的達成のための
目指す成果

条例を広く周知するために、啓発に努める。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

啓発講座 聴覚理解促進セミナーの開催（講師謝礼等） 継続 50

概算額（千円） かいつぶデザイン料 手話をするかいつぶちゃんのデザイン 新規 30

平成30年度
手話講座 奉仕員養成講座を開催 拡充 870

950

平成31年度
・

平成32年度
手話に対する理解の普及と環境整備のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##まちづくり方針　６　健やかで自立した生活を支え合うまちづくり ６－７　安定した社会保障制度の確立

事務事業コード 1001375 部課（室）名 福祉部 ふくし総合支援課

事業名 子どもの学習支援事業
開始年度 平成27年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

対象になる世帯に対して、学習支援を行う。

何の為にやるのか
（目的）

対象になる世帯の中学生が高校進学、高校生が高校を卒業できるようにするため。

目的達成のための
目指す成果

生活保護世帯又は生活困窮世帯の中学生及び高校生が１人でも多く、学習教室に参加することを目
指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

学習教室を開催していたが、３か所に増設する。

概算額（千円）

平成30年度
学習支援教室 週１回　市内2か所でそれぞれ年間４０回　 拡充 11,713

11,713

平成31年度
・

平成32年度
学習支援教室を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##経営方針　１　三郷学の推進 １　三郷学の推進

事務事業コード 1000717 部課（室）名 企画総務部 企画調整課

事業名 政策研究事業
開始年度 平成19年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

政策課題に関する研修会の開催、先進地の視察（ベンチマーク）。
庁内検討委員会の立ち上げ＆市民ワークショップの開催。
市民・学生による政策提言制度。

何の為にやるのか
（目的）

政策課題の解決能力向上を図るため。

目的達成のための
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
蓄積する

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

政策研究講座 東京オリンピック・パラリンピックを意識した研究を進める 継続

概算額（千円） 三郷学推進業務 更なる三郷学推進のための展開を検討する 継続

平成30年度
三郷学講座 三郷学講座の電子版を作成する 新規 415

415

平成31年度
・

平成32年度
政策課題の解決能力向上等を図るため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##経営方針　２　地域力の醸成 ２　コミュニティ活動の促進

事務事業コード 1000076 部課（室）名 市民生活部 市民活動支援課

事業名 コミュニティ施設整備事業
開始年度 昭和51年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

地域団体（町会、自治会等）の活動拠点である集会所等の施設整備の促進に向け、補助金を交付す
る。

何の為にやるのか
（目的）

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で、地
域コミュニティ活動が促進される。

目的達成のための
目指す成果

地域の活動拠点となる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の充実と促進を促す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
コミュニティ施設整備 三郷市コミュニティ施設特別整備事業補助金の交付 継続 17,000

17,000

平成31年度
・

平成32年度
地域の活動拠点となる施設が整備のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##

4,317

平成31年度
・

平成32年度
市の魅力を効果的に発信していくため、事業を継続 継続

都市イメージ調査 市民意識（都市イメージ）調査の実施 継続 1,480

概算額（千円）

平成30年度
WEBで魅力発信事業 動画チャンネルやロケ支援のサイトの充実 新規 96

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

市の魅力を創造・発掘し、市内外に効果的に情報発信する

何の為にやるのか
（目的）

定住人口・交流人口を拡大し、都市の活力を高め、市民が我がまちに誇りや愛着を持てるまちづくりを
推進するため

目的達成のための
目指す成果

 市民…市の魅力の再認識、地域への誇り・愛着の醸成
 市外居住者…三郷市の認知度向上、イメージアップ、交流人口・定住人口の増加

 民間事業者…三郷市に企業立地したい、三郷市の企業と取引したい、三郷市と連携した取り組みをしたい
報道機関…三郷市の話題を取り上げたい、取材したい、タイアップしたい

広報室

事業名 シティセールス推進事業
開始年度 平成26年度 終了年度 継続

経営方針　３　参加・協働のしくみづくり ３　情報共有の推進

事務事業コード 1001326 部課（室）名 企画総務部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##経営方針　３　参加・協働のしくみづくり ３　情報共有の推進

事務事業コード 1000039 部課（室）名 企画総務部 広報室

事業名 広報事業
開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

さまざまな媒体を効果的に使い、市内外に広く市政情報を発信する。

何の為にやるのか
（目的）

地域コミュニティの活性化を図り、市政への参加や協働のまちづくりにつながる動機づけを行う。

目的達成のための
目指す成果

　市民が広報紙やホームページ、ツイッター、SNS等、複数の情報媒体を活用して、必要としている情
報を速やかに取得することで、より豊かに円滑に生活することができ、また、市政について理解を深め、
市民協働のまちづくりが実現されることを目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

ＨＰ運用管理 ホームページで市政情報を発信。 継続 2,067

概算額（千円） ネガのデジタル化 ネガのデジタル化。 新規 550

平成30年度
広報の編集・発行  毎月15日に広報みさとを発行。 継続 20,954

25,259

平成31年度
・

平成32年度
市内外に市政情報を発信していくため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##

2,000

平成31年度
・

平成32年度
平成30年度までの事業

概算額（千円）

平成30年度
ＰＲ動画作成 ウオーキングスポットを紹介するＰＲ動画の制作 新規 2,000

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

何をする事業か
（概要）

市内のウオーキングスポットを紹介するため、ＰＲ動画を制作し周知を行う。

何の為にやるのか
（目的）

市民が育児や労働に対して活力を持って取り組むことができる、健康的な生活を推進するため。

目的達成のための
目指す成果

ウオーキングイベントの参加者、またウオーキング実践者の増加を目指す。

広報室

事業名 地方創生推進事業（ウオーキング促進動画作成）
開始年度 平成30年度 終了年度 平成30年度

経営方針　３　参加・協働のしくみづくり ３　情報共有の推進

事務事業コード 1001471 部課（室）名 企画総務部

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ##経営方針　３　参加・協働のしくみづくり ３　情報共有の推進

事務事業コード 1000040 部課（室）名 市民生活部 広聴室

事業名 広聴事業
開始年度 昭和47年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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

何の為にやるのか
（目的）

市民参加の市政運営、まちづくりを推進するため

目的達成のための
目指す成果

寄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

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

市長と話そう 市長との懇談 継続 72

概算額（千円） 審査請求 不服申し立てによる審査請求の受理 継続 222

平成30年度
市民の声 （投書箱・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾓﾊﾞｲﾙ）、市長室直通FAX・要望の受付・団体との懇談 継続 202

3,496 市民意識調査 三郷市に関する調査 新規 3,000

平成31年度
・

平成32年度
「市民の声」など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

- 61 -



## ##経営方針　３　参加・協働のしくみづくり ６　市民によるまちづくりの促進

事務事業コード 1001087 部課（室）名 市民生活部 市民活動支援課

事業名 協働によるまちの魅力アップ事業
開始年度 平成22年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

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町会等を対象に、経費の一部を
補助するとともに、必要な情報提供や支援を行う。

何の為にやるのか
（目的）

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。

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

事業審査委員会開催 団体からの提案事業を審査し、選定を行う

概算額（千円） 事業補助金交付 事業審査委員会で選定した事業に対し、補助金の交付を行う

平成30年度
事業提案募集 町会長等連絡会議において事業周知のほか、事業募集案内を送付 継続 600

600

平成31年度
・

平成32年度
地域コミュニティの活性化のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##経営方針　４　行財政基盤の強化 ７　計画行政の推進

事務事業コード 1000739 部課（室）名 企画総務部 企画調整課

事業名 基幹業務システム管理事業
開始年度 平成17年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

住民記録・各種税業務などの基幹業務システムのソフトウェアとハードウエアの維持管理

何の為にやるのか
（目的）

市民サービスの向上や行政事務の効率化

目的達成のための
目指す成果

基幹業務システムの安定稼働。市民サービスの向上（窓口サービスの迅速化、高質化。申請手続き
の簡素化。）事務処理の効率化。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

住基ネット関連機器更新業務 サーバー及び関連機器更新予定 拡充 705

概算額（千円） 災害用バックアップ機器更新 災害対策用バックアップ機器の更新 拡充 2,991

平成30年度
マイナンバー業務 セキュリティを確保しつつ、安定した運用継続を目指す 継続

310,493

平成31年度
・

平成32年度
計画的なシステム改修など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ##経営方針４　行財政基盤の強化 ７　計画行政の推進

事務事業コード 1000061 部課（室）名 企画総務部 企画調整課

事業名 行政改革推進事業
開始年度 平成24年 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

多様化する市民ニーズを的確に把握し、財源確保による財政の健全化や職員個々の意識改革、市
政運営の仕組みの再構築、公共施設等の計画的な管理等を推進する。

何の為にやるのか
（目的）

より一層の市民サービスの向上と適正な行政経営のため。

目的達成のための
目指す成果

コスト意識を持って市民サービスを最大限に向上させる。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

行政改革推進業務 提案制度の見直しなど、仕組みの構築を図る 継続

概算額（千円）

平成30年度
行政改革進捗管理 前年度成果の取りまとめ 継続

平成31年度
・

平成32年度
行政改革の推進のため、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ## ## ##経営方針　４　行財政基盤の強化 ８　健全な財政運営

事務事業コード 1000053 部課（室）名 財務部 財務課

事業名 庁舎管理事業
開始年度 - 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

市役所本庁舎及び保健センター分室等の維持管理業務

何の為にやるのか
（目的）

本庁舎等の安全かつ快適な利用環境を維持し、より良い行政サービスの提供を図る
建物の適正な管理により長寿命化を図る

目的達成のための
目指す成果

来庁者並びに職員の安全の確保、公務の円滑適正な執行

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

耐震補強工事 耐震性能向上のための工事を行う。 新規 79,000

概算額（千円） トイレ給排水修繕工事 トイレ給排水配管の更新を行う。 新規 35,000

平成30年度
建築物管理業務 庁舎建物管理（環境衛生、設備、警備、案内）を業務委託により行う。 継続 45,296

325,331 入口周辺外構修繕工事 正面玄関周辺インターロッキングの更新を行う。 新規 30,000

平成31年度
・

平成32年度
市役所本庁舎の管理及び耐震補強工事を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ##経営方針　４　行財政基盤の強化 ９　公共施設マネジメントの推進

事務事業コード 1001086 部課（室）名 企画総務部 企画調整課

事業名 公共施設再編成方針策定事業
開始年度 平成29年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

三郷市公共施設等総合管理計画をもとに、施設の適正量を見極めたうえで、総量の縮減に取り組む
とともに、各公共施設の長寿命化についても検討し、安全で快適な施設を長く維持することを目指す方
針を策定する。

何の為にやるのか
（目的）

これまで整備してきた施設をそのまま更新していくことは耐震等の課題により困難であるため、公共施
設の総量を見極め、効率よく管理していくため。

目的達成のための
目指す成果

公共施設を有効活用し、平常時にはコミュニティを育む機能、災害時には防災・減災機能を果たせる
ことを目指す。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

概算額（千円）

平成30年度
再編成方針策定 公共施設等総合管理計画に基づく再編成方針を策定する 新規 200

200

平成31年度
・

平成32年度
公共施設等総合管理計画や再編方針に基づいた進行管理など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡

## ##経営方針　４　行財政基盤の強化 ９　公共施設マネジメントの推進

事務事業コード 1001145 部課（室）名 財務部 財務課

事業名 公共施設維持管理計画事業
開始年度 平成28年度 終了年度 継続

何をする事業か
（概要）

公共施設の計画的な保全を推進するための、個別施設計画を策定する。
計画の策定にあたり、システム（BIMMS）を活用し、各施設の維持更新コストのシュミ
レーションを行う

何の為にやるのか
（目的）

将来世代まで持続可能な行政サービスを提供する

目的達成のための
目指す成果

公共施設の現状を把握し、各施設の長寿命化を図る

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

個別施設計画策定 継続

概算額（千円）

平成30年度
保全管理システム活用 個別施設計画（5小分類）の策定 継続 260

310

平成31年度
・

平成32年度
個別施設計画の策定など、事業を継続 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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## ## ## ##経営方針　４　行財政基盤の強化 ９　公共施設マネジメントの推進

事務事業コード 1000419 部課（室）名 建設部 営繕課

事業名 営繕工事事業
開始年度 平成21年度 終了年度 継続

何をする事業か
（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。

何の為にやるのか
（目的）

公共施設の適正な維持保全を図るため

目的達成のための
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。

年度概算額 業務名 取組み内容(年次計画) 区分 概算費用
（千円）

・建築物調査 新規 2,000

概算額（千円） ・公共施設設計 継続 4,500

平成30年度
営繕工事事業 公共施設の設計及び工事監理 継続

212,501 ・文化施設整備等工事 継続 206,001

平成31年度
・

平成32年度
公共施設の維持保全のため、事業を実施 継続

行革 総合戦略重点 新・拡
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第４次三郷市総合計画

実施計画
（平成３０年度～平成３２年度）

平成３０年３月
三郷市


