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平成２６年第４回三芳町議会定例会 

行 政 報 告 書 

 

 

                       平成２６年 ６月 ２日 

                                             三芳町長 林  伊佐雄 

 概 要 

 

◎政策推進室 

 １．三芳町政策研究所「未来創造みよし塾」最終発表会の実施について 

◎総務課 

１．平成 25年度職員研修実施状況について 

◎財務課 

１. 平成 25年度・平成 26年度一般会計予備費の使用状況について 

◎自治安心課 

 １．行政区及び自治会への加入促進に関する協定について 

 ２．三芳町地域連携避難訓練実行委員会について 

 ３．防災対策事業について 

◎住民課 

１. 平成25年度国民健康保険特別会計予備費の使用状況について 

◎健康増進課 

１．平成 25年度集団検診実施状況について  

◎教育委員会 生涯学習課 

１．第 22 回ヘルシー三芳ふるさとウォーキング大会について 

２．第 35 回子どもフェスティバルについて 
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政策推進室 
 

１．三芳町政策研究所「未来創造みよし塾」最終発表会の実施について 

 

各プロジェクトチームにおける研究成果を報告するとともに、町に対して政策提言

を行い、また、三芳町政策研究所の研究活動を広く周知するため、最終発表会を実施

したので報告します。 

記 

日 時：平成２６年３月２３日（日） １４：００～１６：４０ 

場 所：藤久保公民館ホール 

参加者：５５人（アドバイザー1人、専門委員 2 人、研究員 18人、職員傍聴人 14

人、一般傍聴人 20 人） 

内 容：各プロジェクトチーム発表 

      ・公共交通プロジェクトチーム 

      ・にほんの里１００選「三富新田」再生プロジェクトチーム 

      ・芸術文化プロジェクトチーム 

     ＰＴアドバイザー講評 

     質疑応答 

 主 催：三芳町、三芳町政策研究所 

 

 

 

 

総務課 
 

１．平成２５年度職員研修実施状況について 

  このことについて、職員の資質向上のため、次のとおり実施しました。 

 

区  分 研 修 名 参加延べ人数 

一般研修 新規採用職員研修（前期） 他２件 ３１人 

特別研修 人権問題研修 他６件 ６３７人 

派遣研修 新規採用職員研修（広域連合） 他２３件 １０８人 

合  計 ３４科目 ７７６人 
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財務課 
 

１．平成２５年度・平成２６年度一般会計予備費の使用状況について 

  平成２６年２月～４月の状況は下記のとおりです。 

記 

充用日 担当課 予算科目 充用額(円) 内   容 

H26.2.3 財務課 02010711 

修繕料 

48,000 雷サージにより、総合体育館

設置の HUBが故障したため 

H26.2.4 こども支援課 03020412 

手数料 

366,000 第三保育所職員のノロウイル

ス検査を実施するため 

H26.2.4 こども支援課 03020712 

手数料 

101,000 みどり学園職員のノロウイル

ス検査を実施するため 

H26.2.12 教育総務課 10050318 

備品購入費 

48,000 給食センターの洗濯機が破損

し、修理不可により購入する

ため 

H26.2.18 自治安心課 02011203 

時間外勤務手当 

112,000 2月 8日の大雪に伴う災害対

応で不足したため 

H26.2.20 教育総務課 10050312 

手数料 

373,000 給食センター職員のノロウイ

ルス検査を実施するため 

H26.2.24 教育総務課 10020115 

工事費 

700,000 大雪積雪に伴い、三芳小駐輪

場の倒壊が生じたための工事

費不足 

H26.3.3 道路交通課 08020114 

借上料 

250,000 大雪に伴い、除雪に必要な作

業機械を借りたため 

H26.3.3 道路交通課 08020116 

原材料費 

350,000 大雪の影響で凍結防止剤、補

修材料が不足したため 

H26.3.7 自治安心課 02011203 

時間外勤務手当 

172,000 2月 14・15日の大雪に伴う災

害対応で不足したため 

H26.3.7 道路交通課 08010103 

時間外勤務手当 

126,000 雪の影響で道路が傷み、夜間

修復作業で時間外勤務手当不

足のため 

H26.3.7 生涯学習課 10050211 

修繕料 

1,580,000 総合体育館 2 階フィットネス

ルーム空調故障で緊急の修繕

が必要なため 

H26.3.11 財務課 02010513 

委託料 

240,000 緊急な除雪作業が必要となっ

たため 
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自治安心課 
 

１．行政区及び自治会への加入促進に関する協定について 

このことについて、下記のとおり締結しました。 

 

記 

協 定 名 「三芳町における行政区及び自治会への加入促進に関する協定」 

締 結 者 三芳町区長会 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部 

三芳町 

締 結 日 平成２６年４月２２日 

内  容 地域コミュニティの活性化と地域社会の発展を目指し、協力店が行政区及び自

治会への加入促進の呼びかけを行うために、３者が相互協力する協定 

H26.3.12 自治安心課 02011213 

委託料 

45,000 2月 14・15日の大雪に伴い、

災害対策協力会に道路除雪を

依頼したため 

H26.3.18 財務課 12020525 

積立金 

39,000 緑ぬくもり基金のための寄附

金があり、積立金が不足する

ため 

H26.3.18 道路交通課 08010122 

賠償金 

740,000 町道でバイクの転倒事故によ

り、示談金が必要となったた

め 

H26.3.18 こども支援課 03020414 

借上料 

12,000 第二保育所保護者送迎用駐車

場不足分（5 台）を確保する

ため 

H26.3.26 財務課 02010518 

備品購入費 

20,000 庁舎 3 階女子トイレ洋式便座

シャワートイレの故障による

購入のため 

H26.3.28 道路交通課 08010122 

賠償金 

48,000 町道の側溝の蓋により車のタ

イヤがパンクした事故の示談

金が必要なため 

H26.3.31 観光産業課 07010219 

補助金 

124,000 商店街街路灯の電気料金が値

上がりしたため 

H26.4.4 健康増進課 04010112 

保険料 

15,000 保険契約者の変更に伴う、保

険料の変更のため 
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２．三芳町地域連携避難訓練実行委員会について 

 このことについて、第 1回全体会が下記のとおり開催されました。 

 

記 

日   時 平成２６年４月３０日（水） １５:００～１７:００ 

会   場 三芳町役場３０１会議室 

対 象 者 ８４人（うち参加者８１人） …町災害対策本部を含む 

内   容（１）会則、構成、役員、実施要項及び準備スケジュールの決定 

     （２）指定避難所及び防災倉庫の鍵の授受（関係区長、町指定職員） 

      （３）各避難所エリア連絡会議の設置（８エリア） 

予定概要（１）開催日程 平成２６年１０月１８日（土） 

１３:３０～１７:００（雨天決行） 

     （２）訓練会場 町内各小中学校 ８校、地区集会所等（14箇所）及び三芳町

役場 

          (３) 訓練内容  避難訓練及び防災体験訓練 

             ①総合型訓練→藤小エリア、藤中エリア、三芳中エリア 

             ②簡易型研修→上小エリア、三芳小エリア、唐小エリア、東中

エリア、竹小エリア 

         （４）主  催  三芳町地域連携避難訓練実行委員会 三芳町  三芳町教育委

員会  三芳町区長会 三芳町地域防災検討委員会 

      (５) 協    力  三芳町民生委員・児童委員協議会 三芳町消防団 三芳町社会

福祉協議会 三芳町赤十字奉仕団 三芳町災害対策協力会 

東入間交通安全協会三芳支部 三芳町連合ＰＴＡ連絡協議会

三芳町子ども育成会連絡協議会 

 

 

 

３．防災対策事業について 

このことについて、下記のとおり発注しました。 

 

記 

 

委託名 委託費 履行期間 受託者 

三芳町地域防災計画 

改訂業務委託 
5,994,000円 

平成 26年 4月 1日 

～ 

平成 27年 3月 10日 

(株）エイト日本技術

開発 北関東支店 
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住民課 
 

１．平成２５年度国民健康保険特別会計予備費の使用状況について 

  平成２６年２月から４月の使用状況は下記のとおりです。 

 

記 

充 用 日 予算科目 充用額（円） 内     容 

H26.2.10 08020219 

補助金 

113,000 保養所補助金 

H26.2.12 08010111 

需用費 

61,000 消耗品 

H26.2.12 

 

11010123 
  償還金 

51,000 国民健康保険税還付金 

H26.2.24 08010111 

需用費 

3,000 消耗品 

H26.2.28 08020119 

補助金 

69,000 人間ドック検査料補助金 

H26.3.10 08020219 

補助金 

204,000 保養所補助金 

H26.3.11 02010419 

負担金 

36,000 退職被保険者等療養費 

H26.3.12 11010123 

償還金 

69,000 国民健康保険税還付金 

H26.3.17 02010419 

負担金 

2,000 退職被保険者等療養費 

H26.3.17 01030101 

報酬 

4,000 国保運営協議会委員報酬 

H26.3.24 08020119 

補助金 

74,000 人間ドック検査料補助金 

H26.3.25 08010111 

需用費 

   5,000 消耗品 

H26.3.31 08020119 

補助金 

 196,000 人間ドック検査料補助金 

H26.3.31 02050119 

補助金 

350,000 葬祭費 

H26.3.31 08020219 

補助金 

 244,000 保養所補助金 
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H26.3.31 01010112 

役務費 

102,000 

 

郵送料 

H26.3.31 

 

11010323 

償還金 

1,000 災害臨時特例補助金返還金 

 

 

 

 

健康増進課 
 

１. 平成２５年度 集団検診実施状況について 

   このことについて、下記のとおり実施しました。 

記 

区 分 対 象 者 受 診 者 

胃がん検診 ３５歳以上の者 ５２２人 

乳がん検診（マンモグラフィー） ３０歳以上の者 ８１６人 

前立腺がん検診 ５０歳以上の男性 １７３人 

 

 

 

教育委員会 生涯学習課 
 

 

１. 第 22回ヘルシー三芳ふるさとウォーキング大会について 

  このことについて下記のとおり実施しました。 

記 

実施日  平成２６年４月２９日（祝･火） 

参加者  ２１８人（参加者 162人・役員 56人） 

コース  １２Km 【山崎公園・水子貝塚公園・歴史民俗資料館方面】 

内 容  生涯スポーツ事業の一環として「歩くことで手軽に健康づくり」を合

言葉にした、体育協会主催の恒例事業。事故もなく無事に終了した。 

主 催  三芳町体育協会 

後 援  三芳町・三芳町教育委員会  
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２. 第 35回子どもフェスティバルについて 

  このことについて下記のとおり実施しました。 

記 

実施日  平成２６年５月１０日（土） 

主 催  三芳町子どもフェスティバル実行委員会 

       三芳町教育委員会  

  会 場  三芳町運動公園グラウンド 

参加者  約８，０００人 

内 容  保育園児によるお遊戯、児童館の一輪車パフォーマンス、上富小学校

子ども囃子の他、太鼓、空手、キッズダンス発表や、地区の子ども会

育成会・各種参加団体の催し物・コーナー参加があり、強風と砂埃の

中ではあったが、多数の参加者で賑わい好評を博した。 

 


