
（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）

マニフェスト

令和2年度の取り組み 担当部局
NO 挑戦

分野
宣　言 該当事業

（2年以内） （3年以内） （4年以内）

令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度令和1年度の取り組み 令和4年度の取り組みの方向性 点数

75千円

自治安心課

新たな遠隔自治体との災害協定締結に
向け、情報収集・検討を行う。また、既
存の災害協定締結市町村との連携を強
めていく。

地域連携避難訓練にて安否確認訓練
を令和3年度より拡大して行い、更なる
地域の共助の充実を目指す。また、避
難所ごとの連絡会議において、各避難
所の避難所運営マニュアルの拡充を進
め、円滑な避難所運営を目指すとともに
防災意識の向上に努める。自主防災組
織立ち上げについて啓発、支援を行
い、新たな自主防災組織の設立に努め
る。

防災フェア及び防災士育成
検討

避難訓練及び防災士育成事
業実施

避難訓練及び防災士育成事
業実施

避難訓練及び防災士育成事
業実施

1445千円 1957千円 1912千円 1843千円

令和1年度から令和4年度までの対応（予定）状況

観光等、他の分野で進められている県
外自治体との交流等を参考に、災害時
連携に適した自治体について調査を実
施し、情報交流を図った。

神奈川県山北町と災害協定を締結。

地域連携避難訓練にて安否確認訓練
を実施。地域の共助の充実を図った。
また、避難所ごとの連絡会議におい
て、各避難所の避難所運営マニュアル
の拡充を進めた。

改良、整備事業実施 改良、整備事業実施

196007千円 179711千円 128331千円 96124千円

精算金徴収交付事務を実施・決
算認可申請書作成

18243千円 0 0

令和3年度の取り組み

防災啓発及び研修事
業

コロナウイルス感染症を加えた避難所
運営を視野に、縮小した形ではあるが
地域連携避難訓練を実施。自主防災組
織立ち上げの支援策とした、防災士育
成のための補助制度を創設した。

15
安心・安
全のまち

づくり

遠隔自治体と災害時
相互応援協定を進め
ます

地域連携避難訓練の参加者が形骸化
してきたため、防災意識を高める防災
フェアを実施した。また、地域の防災
リーダーの意識向上のため、避難所ご
との連絡会議を継続して実施した。

従来より町と連携している、新潟県津南
町と災害協定締結。また、県内最南の
当町と県内の最北の上里町にて、災害
協定を締結

防災事務事業

14
安心・安
全のまち

づくり

地域防災力を向上さ
せます

自治安心課

災害協定締結
調査及び協定市町との情報

交換
災害協定締結

調査及び協定市町との情報
交換

0千円 68千円 68千円

16
安心・安
全のまち

づくり

安心安全の都市基盤
整備を進めます

道路改良事業

(平成30年度からの継続事業)
　町道幹線21号線
　　道路強靭化を含めた歩車道整備
(令和元年度事業)
　町道幹線5号線・16号線
　　道路拡幅による歩道整備
　町道幹線7号線
　　都市計画道路用地整備
　町道幹線17号線(他1路線)･藤久保9号
　線・藤久保49号線
　　道路後退用地整備
　町道幹線20号線
　　道路構造物(Ｕ字溝)布設
　町道藤久保170号線・北永井36号線
　　雨水排水改善工事
　町道北永井9号線
　　道路沈下箇所地盤改良

北松原土地区画整理
事業

換地処分に伴う登記事務及び清算金
事務を実施した。
また、町道幹線１６号線舗装本復旧工
事を実施した。
竣工に伴う記念碑や記念誌について調
査を実施した。

(当初予算)
　町道幹線14号線
　　舗装構造強化を含めた車道整備
　町道幹線21号線
　　舗装構造強化を含めた歩車道整備
　町道幹線7号線
　　都市計画道路用地整備

道路交通課

改良、整備事業実施 改良、整備事業実施

都市計画課

換地処分に基づく登記事務及び
清算、事務の実施　・町道幹線１
６号線舗装本復旧工事

4

5

5

4

精算金徴収交付事務を実施した。町道
藤久保330号線の取付管布設替工事及
び舗装本復旧工事を実施した。竣工記
念碑を建立し除幕式を実施し、記念誌
の発行を行った。組合解散認可申請を
行い解散認可をうけ清算事務に移行し
た。

精算金徴収交付事務を実施した。決算
認可申請を行い、令和３年度内に清算
事務の完了。

精算金徴収交付事務を実施・解
散認可申請書作成・記念碑、記
念誌作成

(令和元年度からの継続事業)
　国道254号(町道幹線16号線交差点部)
　　交差点内拡幅整備
　町道幹線21号線
　　舗装構造強化を含めた歩車道整備
(令和2年度事業)
　町道幹線22号線
　　都市計画道路用地仮整備
　町道幹線14号線
　　舗装構造強化を含めた道路拡幅整備
　町道上富192号線
　　道路冠水改善のための側溝整備
　町道幹線5号線・藤久保6号線・
　　藤久保89号線 道路後退用地整備
　町道幹線7号線
　　都市計画道路用地整備
　町道上富11号線・藤久保356号線
　　雨水処理施設（浸透桝）整備

(令和2年度からの継続事業)
　町道幹線5号線
　　道路拡幅による歩道整備
　町道幹線12・13号線
　　県道交差点隅切部拡幅整備
(令和3年度事業)
　町道幹線3号線
　　排水構造物（Ｕ型側溝）整備
　町道幹線14号線
　　舗装構造強化を含めた車道整備
　町道幹線21号線
　　舗装構造強化を含めた歩車道整備
　町道幹線20号線・藤久保49号線
　　道路後退用地整備
　町道幹線7号線
　　都市計画道路用地整備
　町道幹線12号線・幹線21号線
　　排水構造物整備
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18
安心・安
全のまち

づくり

公共交通政策を推進
します

自治安心課

空家現況調査実施
空家協議会

アンケート実施
空家対策計画策定 空家の適正管理の推進

86千円

三芳町空家等対策計画を策定し、空家
対策を推進した。

令和元年6月1日「三芳町空家等の適正
管理に関する条例」制定及び行政区に
委託し空家現況調査実施

50千円 90千円

17
安心・安
全のまち

づくり

空き家対策条例を制
定します

防犯活動推進事業

コロナ禍において空家現況調査の2調
査が予定より遅れたところであるが、年
度内に空家協議会を開催し、空家現況
調査結果の考察及び空家対策の計画
策定に着手した。

19
安心・安
全のまち

づくり

自然の森、総合ス
ポーツ公園等の整備
をします

公園等施設管理事業
公園等施設整備事業
自然の森・総合スポー
ツ公園整備事業
令和の森（せせらぎ水
辺広場）整備事業

自然の森・総合スポーツ公園の用地を継続
して借上げ、維持管理を行った。
整備事業としては、総合運動場、自然の
森・総合スポーツ公園、緑地公園、緑のトラ
スト保全第１４号地を一体として「令和の森
公園」と位置付け、それぞれを結ぶ遊歩道
整備工事を実施した。また、「令和の森公
園」の今後の整備計画を作成するため策定
委員会を設置し、整備計画を策定し、令和
２年度に整備する「せせらぎ水辺広場」の実
施設計を行った。

自然の森・総合スポーツ公園の用地を
継続して借上げ、維持管理を行った。

令和の森公園せせらぎ水辺広場築造
工事を実施。

自然の森・総合スポーツ公園の用地を
継続して借上げ、維持管理を行った。

緑地公園用地の拡張のため、新たに隣
接地を購入した。

令和の森公園せせらぎ水辺広場パー
ゴラ等設置工事を実施し、令和の森公
園構想に基づき、ドッグラン、築山やア
スレチック整備工事の実施設計を行っ
た。

47千円 54千円

引き続き、住民が公園を安全で快適に
利用できるように遊具、トイレ等の修
繕、清掃、除草、樹木剪定などを行い、
有効に利用されるよう施設の維持管理
等を行う。

緑のトラスト保全第14
号地活用事業

トラスト地を活用した子ども向けの「み
よし自然体験教室」を開催。自然観察
会やクラフト体験を実施し、トラスト地へ
の理解と環境教育を図った。

「みよし自然体験教室」を開催し、自然
観察やクラフト体験を通してトラスト地
への理解と環境教育を図る予定であっ
たが、新型コロナウィルス感染拡大を
受け、感染予防の観点から、やむなく
開催中止とした。
一方で、大規模発生したナラ枯れ被害
に対して、追加事業により速やかに対
処するなど、保全に向けて万全を期し
た。

前年同様「みよし自然体験教室」につい
ては開催中止せざるを得なかったが、
森林を良好な状態にするためのボラン
ティアの力を借りた定期的な活動は実
施できた。
また、ナラ枯れの原因を作る害虫被害
の拡大を抑えるための予防対策を行っ
た。

「みよし自然体験教室」が２年続けて中
止となったが、ここへきてようやく感染者
が減少してきていることから、本年度こ
そは開催していきたい。そのためにもボ
ランティアなどの担い手の方の力も借り
て、町の象徴となる最大のみどり資源と
してのトラスト地を常に良好な状態に保
ち続けていく。

都市計画課

公園維持管理、公園等修繕、令和の
森公園整備設計業務委託

公園用地借上げ、公園維持管理、施
設修繕工事、令和の森公園せせらぎ
水辺広場築造工事

公園用地借上げ、公園維持管理、施
設修繕工事、令和の森公園せせらぎ
水辺広場パーゴラ等設置工事、公園
用地購入、公園等整備工事設計

公園用地借上げ、公園維持管理、施
設修繕工事、公園等整備工事

82177千円 78418千円 89,249千円 74,439千円

環境課

みよし自然体験教室
みよし自然体験教室

（新型コロナにより中止）
みよし自然体験教室

（新型コロナにより中止）
みよし自然体験教室

政策推進室
地域交通改善対策事
業

公共交通補助事業及び高齢者運転免
許自主返納支援制度の対象年齢を引
き下げ、高齢者の公共交通機関の利用
促進及び運転免許書の自主返納促進
に努めた。
また、新たな公共交通システムの構築
に向けて、MaaS実証実験を実施した。

公共交通補助事業及び高齢者運転免
許自主返納支援制度を継続して実施
し、高齢者・妊産婦の公共交通機関の
利用促進及び高齢者の運転免許書の
自主返納促進に努めた。
11月から路線バスを再編し、新路線が
開通した。
MaaS実証実験を6月まで実施し、持続
可能な公共交通システムの検証を行っ
た。

路線バス町補助路線の再編
等

公共交通補助事業の対象年
齢拡大等

持続可能な新たな公共交通
システムの検証

公共交通補助事業の補助額
拡充とバスの充実にむけた
検討

30785千円 28366千円 29669千円 43657千円

5

4

5

4

平成26年度から平成28年度に実施した
デマンド交通事業の検証結果を踏ま
え、ライフバスの補助路線再編を進め
た。平成30年度より実施している高齢
者バス・タクシーの利用補助制度につ
いて積極的に広報を行い利用登録者
の増加に繋げた。また、高齢者運転免
許証自主返納支援制度を積極的に周
知し、75歳以上の免許返納のきっかけ
となるよう努めた。三芳町内における持
続可能な公共交通システムについて研
究・検討を行った。

高齢者運転免許自主返納支援制度を
継続実施。
公共交通補助事業の補助額を上げ、コ
ロナ禍においても公共交通を利用いた
だけるよう努める。
路線バス新路線開通後の動きを注視
し、調査を通じてバスのさらなる充実に
向けた検討を進める。
持続可能な公共交通システムについ
て、アフターコロナの新たなシステムを
検討し、立地適正化計画において公共
交通の方針を示す。

73千円 51千円

215千円


