
（すぐ） （1年以内）

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

関係各課と連携･協議し、引き続き計画
的にICT環境整備を進めていく必要があ
る。GIGAスクールの実現に向けて、電
子黒板の導入など、さらに整備を進め
ていく。英語指導助手（ＡＬＴ）を活用しな
がら、教員の指導力の向上を図り、授
業改善や指導の充実を目指す。また、
世界で通用する人材を育成するにあた
り、「話す」「聞く」を中心とした実践的な
英語力を育てるために、授業でのALTと
の連携の在り方を引き続き研究してい
く。

令和４年度においても、コロナウイルス
感染症の影響により事業中止とした。
引き続きオランダ大使館との交流を行
いながら、次年度の実施に向けて派遣
生徒数やプログラムの内容等につい
て、関係各課と検討を行う。

国際交流事業

町内在住の中学生をオランダに派遣し
ホームステイや異文化交流を体験する
ことで、日本及び諸外国の文化・伝統
等について深い理解を得ることができ
た。また、コミュニケーション力の素地を
養うとともに、町内における国際理解教
育を推進することができた。

令和３年度においても、コロナウイルス
感染症の影響により事業中止とした。
オランダ大使館との交流を行いながら、
次年度の実施に向けて派遣生徒数や
プログラムの内容等について、検討を
行った。

オランダでのホームステイ実
施

オランダへの派遣生徒人
数・プログラム等の検討

3294千円 3540千円

3
”未来の
命”輝くま
ちづくり

「子どもの幸福度世界
一」オランダに学びま
す

令和3年度

（3年以内）

角野栄子先生講演会、Twitter開
設、「第3次三芳町子ども読書活

動推進計画」策定

1805千円
※2事業合計

担当部局

社会教育課図書館

令和3年度に策定した、第3次子ども読
書推進計画に基づき「よみ愛・読書」の
まちづくり推進事業を着実に推進すると
ともに、コロナ禍により延期となっている
事業を実施する。　貴重な財源で購入し
た資料（リサイクル本）の活用を町内全
域で推進する。

本の情報等のweb配信「よみ愛
YouTube」を継続するとともに、Twitter
を新規に開設し、情報発信を充実させ
た。
図書館主催事業や「よみ愛読書」のま
ちづくり推進事業を感染症予防対策を
講じながら実施した（ブックスタート・ブッ
クスタートプラス・ぐりぐらタイム・おはな
し会・図書館講座等）。
コロナ禍により延期となっていた「よみ
愛・読書のまち」特別講演会・町制施行
50周年ﾌﾟﾗｽ１事業「作家　角野栄子先
生講演会」を開催した。
読書の喜びを共有できるまちづくりを推
進するたため、「第3次三芳町子ども読
書活動推進計画」を策定した。

点数令和4年度の取り組みの方向性令和2年度の取り組み

コロナ禍の図書館主催事業として開始
した本の情報等のweb配信「よみ愛
YouTube」の継続を目指すとともに、ｗｅ
ｂによるミニ講座等ができないか検討し
た。
コロナ禍、図書館主催事業や「よみ愛
読書」のまちづくり推進事業を感染症予
防対策を講じた新しい形を模索し継続
させた。
次年度に延期した町制施行50周年記
念講演「児童文学作家　角野栄子先生
講演会」の代わりに、角野栄子先生の
イラストメッセージ付きクリアファイルを
作製・配布し、よみ愛読書のまちづくり
の機運を高めた。 1308千円

※図書の普及活動事業の
み

1

NO 挑戦
分野

宣　言

平成30年以前の取り組みは全て継続し
た。さらに「三芳町よみ愛ふるさと絵本」
2冊の英語版（「Grow,Grow,Tome Sweet
Potetoes」・「The Pappets are Back!」）
を、町の文化を海外に発信し「よみ愛読
書」のまちづくりを推進させることを目的
に作製した。

web配信、角野栄子先生メッ
セージクリアファイル作製

該当事業

4
”未来の
命”輝くま
ちづくり

小中学校教育用コン
ピュータ維持管理事
業

英語指導助手配置事
業

小学校ICT機器維持
管理事業

中学校ICT機器維持
管理事業

ネットワーク環境整備
ＡＬＴ連携、研究

57696千円

ネットワーク環境整備
ＡＬＴ配置

ネットワーク環境整備
ＡＬＴ連携、研究

48918千円 62241千円

情報セキュリティーの管理を十分に行
いつつ、学校間のネットワーク環境の整
備により、学校間及び教育委員会と各
学校間の情報伝達や情報共有の推進
が図られた。また、英語指導助手
（ALT）の支援により、児童生徒が英語
を用いてコミュニケーションを図ろうとす
る意欲が高まった。

関係各課と連携･協議し、計画的にICT
環境整備を進めることができた。GIGA
スクールの実現に向けて、計画的に整
備を進めることができた。英語指導助
手（ＡＬＴ）を活用しながら、教員の指導
力の向上を図り、授業改善や指導の充
実を図った。また、世界で通用する人材
を育成するにあたり、「話す」「聞く」を中
心とした実践的な英語力を育てるため
に、授業でのALTとの連携の在り方を
研究した。

関係各課と連携･協議し、計画的にICT
環境整備を進めていく必要がある。
GIGAスクールの実現に向けて、計画的
に整備を進めた。英語指導助手（ＡＬＴ）
を活用しながら、教員の指導力の向上
を図り、授業改善や指導の充実を推進
した。また、世界で通用する人材を育成
するにあたり、「話す」「聞く」を中心とし
た実践的な英語力を育てるために、授
業でのALTとの連携の在り方を研究し
ていく。英語の教科化により、配置人数
等を増加をした。

立志の教育を推進し
ます

令和1年度

図書の普及活動事業

3863千円
※図書の普及活動事業の

み

1265千円
※2事業合計

令和1年度の取り組み

マニフェスト

「三芳町よみ愛読書ふるさと
絵本」英語版作製

令和1年度から令和4年度までの対応（予定）状況

（2年以内）

令和2年度 令和4年度

（4年以内）

「よみ愛・読書のまち」推進
事業

”未来の
命”輝くま
ちづくり

オンリーワンの「読書
のまちづくり」を目指し
ます

令和3年度の取り組み

学校教育課

ネットワーク環境整備
ＡＬＴ連携、研究

68206千円

オランダへの派遣生徒人
数・プログラム等の検討

80千円

学校教育課

オランダへの派遣生徒人
数・プログラム等の検討

80千円

令和2年度は、コロナウイルス感染症の
影響により事業を中止とした。次年度の
実施に向けて派遣生徒数やプログラム
の内容等について、検討を行った。

4

5

国際交流事業

 三芳町内の中学校生徒がマレーシア・
リーダーシッププログラムに参加し、海
外の生徒との交流や生活体験を通し
て、日本及び諸外国の文化・伝統等に
ついて深い理解を持つことができた。こ
の事業を通して、町内における国際理
解教育を推進することができた。

令和2年度は、コロナウイルス感染症の
影響により事業を中止とした。次年度の
実施に向けて派遣生徒数やプログラム
の内容等について、検討を行った。

令和3年度においても、コロナウイルス
感染症の影響により事業中止とした。
マレーシア大使館との交流を行いなが
ら、
次年度の実施に向けて派遣生徒数や
プログラムの内容等について、検討を
行った。

令和４年度においても、コロナウイルス
感染症の影響により事業中止とした。
引き続きマレーシア大使館との交流を
行いながら、次年度以降の実施に向け
て派遣生徒数やプログラムの内容等に
ついて、関係各課と検討を行う。

2
”未来の
命”輝くま
ちづくり

マレーシアへの中学
生海外派遣を継続し
ます

5

3 学校教育課

マレーシア・リーダーシップ
プログラムへの派遣

マレーシアへの派遣生徒人
数・プログラム等の検討

マレーシアへの派遣生徒人
数・プログラム等の検討

マレーシアへの派遣生徒人
数・プログラム等の検討

934千円 3218千円 80千円 ８０千円



（すぐ） （1年以内）

令和3年度

（3年以内）

担当部局点数令和4年度の取り組みの方向性令和2年度の取り組み
NO 挑戦

分野
宣　言 該当事業

令和1年度令和1年度の取り組み

マニフェスト 令和1年度から令和4年度までの対応（予定）状況

（2年以内）

令和2年度 令和4年度

（4年以内）

令和3年度の取り組み

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

従来からの継続事業

研究段階

検討段階

実施

終了

具体的取り組み

事業費（千円）

経済的支援として、ファミリーサポートセ
ンター利用料助成、児童扶養手当及び
貸付制度の申請受理進達を実施した。
相談事業、就労支援については県西部
福祉事務所などの関係機関と連携し実
施した。
また、ひとり親の生活向上に対する事
業を実施する団体に対し補助金を交付
した。
2年度は新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う支援策として、ひとり親世帯臨
時特別給付金申請の受理進達及び町
でひとり親家庭支援給付金を支給した

7
”未来の
命”輝くま
ちづくり

すべての子どもたちの
豊かな暮らしを目指し
ます

ひとり親家庭等支援
事業

経済的支援として、ファミリーサポートセ
ンター利用料助成、児童扶養手当及び
貸付制度の申請受理進達を実施した。
相談事業、就労支援については県西部
福祉事務所などの関係機関と連携し実
施した。
また、ひとり親の生活向上に対する事
業を実施する団体に対し補助金を交付
した。

経済的支援として、ファミリーサポートセ
ンター利用料助成、児童扶養手当及び
貸付制度の申請受理進達を実施した。
相談事業、就労支援については県西部
福祉事務所などの関係機関と連携し実
施した。
また、ひとり親の生活向上に対する事
業を実施する団体に対し補助金を交付
した。
3年度は新型コロナウイルス感染症に
よる影響が長期化する中で支援策とし
て、子育て世帯生活支援特別給付金申
請の受理進達を行った。

引き続き、関係機関と連携しながらひと
り親家庭等の支援を実施する。

令和3年3月に策定した学校施設個別
施設計画に基づき、三芳東中学校のト
イレ改修工事設計業務委託を実施（令
和4年度～5年度で改修工事実施予定）

6

こども支援課

ファミサポ利用料助成
団体への補助金

ひとり親家庭支援等 ひとり親家庭支援等 ひとり親家庭支援等

4158千円 3066千円 3516千円 4534千円

4

”未来の
命”輝くま
ちづくり

5
”未来の
命”輝くま
ちづくり

22千円

引き続き、関係機関と連携しながら子育
ての支援を実施する。

三芳東中学校のトイレ改修工事設
計業務委託の実施

1914千円

支援事業計画中間見直しを踏
まえた認定こども園の整備

第２期子ども・子育て支援事
業計画策定

子どもの貧困調査

2154千円 17千円

支援事業計画中間見直し

43千円

小学校校舎トイレの洋式化は完了す
る。藤久保小学校を除き、洋式化率
78.42％（藤久保小学校については藤久
保拠点整備による建て替えにより、洋
式化率100％を実施する。）

引き続き、第２期子ども・子育て支援事
業計画に基づき、保育定員の確保をは
じめ、子育て支援に関する各施策を実
施した。
また、子どもの貧困対策のための基礎
資料として、子どもの貧困調査を実施。

三芳東中学校のトイレ改修工事の
実施

小中学校施設整備事
業

教育総務課

三芳小学校校舎、唐沢小学校校舎
西側トイレ改修工事
三芳小学校校舎、唐沢小学校校舎
西側トイレ改修工事監理業務委託
竹間沢小学校校舎、上富小学校校
舎側トイレ改修工事設計業務委託

竹間沢小学校校舎、唐沢小学校校
舎東側、上富小学校校舎、藤久保
小学校校舎トイレ改修工事
竹間沢小学校校舎トイレ改修工事
監理業務委託

142571千円 242138千円

4

こども支援課

81700千円

三芳東中学校校舎西側トイレ改修工事
の実施、藤久保中学校トイレ改修工事
の検討（令和5年度実施設計、令和6年
度～7年度で改修工事実施予定)

子育てで幸せになる
町を目指します

子ども・子育て支援事
業

子ども・子育て支援事業計画に基づき、
子育て支援に関する各施策を実施し
た。
また、令和２年度からの５か年計画であ
る第２期子ども・子育て支援事業計画
の策定を実施した。

引き続き、第２期子ども・子育て支援事
業計画に基づき、保育定員の確保をは
じめ、子育て支援に関する各施策を実
施した。
また子どもの生活実態調査をもとに「三
芳町子どもの貧困対策整備計画」を作
成した。

トイレの洋式化を進め
ます

洋式化率の低い各小学校校舎の内、
児童数の多い三芳小学校、唐沢小学
校の改修に向け設計を実施した。
※藤久保拠点整備による建て替えを計
画しているため藤久保小学校を除く

4


