事業を推進します。新計画では、団塊
今年度は、小学校５校の空調設備工事

校の空調設備実施設計を行いました。
端末を導入します。

報活用能力を高めるため、タブレット

トの実現化をめざす「聴覚障がい者緊

意思表示に使用できる専用のタブレッ

規に聴覚障がい等のある人が緊急時の

養成講座」を引き続き実施します。新

の要約筆記講座」
「朗読ボランティア

障がい者普及啓発講演会」
、
「はじめて

話奉仕員・通訳者養成講習会」
、
「聴覚

条例の制定に向け検討を行います。「手

い理解を促進します。また、手話言語

今年度は、企業向け研修も加え、障が

ポーター研修」などを実施しました。

したお手伝いができるよう、
「あいサ

る時にちょっと

況です。国保広域化の動向を注視しつ

保険事業の財政運営は非常に厳しい状

的かつ計画的に推進します。国民健康

住民の健康づくりに関する施策を総合

で「健康づくり推進計画」を策定し、

た、健康づくり住民会議を開催する中

症サポーター養成講座」等を開催。ま

の支援の充実を図るとともに、
「認知

の運動教室「みよしいもっこ体操」へ

護予防教室、地域のボランティア中心

整備に努めます。介護予防事業の各介

行い、今後の超高齢社会に向けた環境

２か所の地域包括支援センター増設を

に確保される体制の推進に努めます。

い、自立した日常生活の支援が包括的

途に、医療、介護、介護予防、住ま

をスタートしました。今年度はさらに

し「みらいのぞみ学校創造支援事業」

し、これまで行ってきた事業を再編成

どもたちの心身の健全な育成をめざ

と国際理解を深めます。未来を担う子

ート校の親善訪問団を受け入れ、友好

アからはアジア・パシフィック・スマ

き続きマレーシアに訪問し、マレーシ

な成果を挙げることができました。引

この３年間、マレーシアを訪問し大き

器へ移行します。中学校海外派遣は、

しているアルマイト食器を強化磁器食

の安全性、食育の観点から、現在使用

ていきます。併せて、学校給食用食器

心・安全な給食を子どもたちに提供し

給食センターでは、これまで以上に安

を実施します。今年度オープンの学校

スタジオ、キッチンスタジオなど、他

の場をめざし、子育てスタジオ、音楽

館は、地域の人々が自由に集える憩い

公民館…今年度、開館する中央公民

に向けて準備を進めていきます。

称）芸術文化まちづくり条例」の制定

術文化活動の指針となるための「
（仮

いきます。こうした活動を通して、芸

し、芸術文化活動をさらに豊かにして

設置、芸術文化ローカルカフェを開催

とに芸術文化コーディネーター組織を

答申されました。今年度は、提言をも

て活発に議論され、昨年度、提言書が

で、町の芸術文化のまちづくりについ

昨 年 度 は、障 が
の世代が 歳以上になる平成 年を目

急対応システムモデル事業」を実施し

つ、国保運営協議会の意見を聴きなが
の施設にない機能があります。この利

校の空調設備の

昨 年 度 は、中 学
映していきます。また、児童生徒の情

見するとともに、その意見を町政に反

自分たちの町について語り合い、再発

ども議会」を継続し、子どもたちが、

きる学校づくりに努めていきます。「子

にはぐくみ、健やかで朗らかに成長で

図書館…新規事業として、第１次子

性別 環
･ 境に対応した事業展開を図り
ます。

大学、各講座を開催し、幅広い年代や

していきます。また、引き続き、高齢

となり、利用者の輪が広がるよう運営

書活動推進計画を策定します。また、

環境を整備するよう、第２次子ども読

ゆる場所で自主的に読書活動ができる

ての子どもが、あらゆる機会に、あら

ども読書活動推進計画を基本に、すべ

設 置、小 学 校 ５

芸術文化懇談会

２年間にわたる

芸術文化活動…

ます。また、地域福祉の総合的 計
･画
的推進のため、地域福祉計画を策定し
事業を深化・発展させ、子どもたちが
点を生かし、広く地域の人々の居場所

心豊かに安心して
い者が困ってい
暮らせる町に

ます。昨年設置した、
「高齢者にやさし
ら、住民の皆さんが、安心して医療が
未来に希望をもち、知性と感性を豊か

安心で子どもの
心をはぐくむ町

芸術文化の薫る
心豊かなまち

いまちづくり懇談会」では、ふれあいセ
受けられる国保運営に努力します。

をテーマとし、第５次総合計画へ提言を

直 し を 行 い、第

今年度計画の見

介護保険計画は、

お願いしたいと思います。

介護保険
高齢者支援事業
６期介護保険事業計画により介護保険

心 を は ぐ く む ま ち
中央公民館に図書館蔵書検索機を設置

度は、北松原地区は引き続き雨水調整
池築造の工事を進め、藤久保第一地区
は換地処分と清算事務を予定。富士塚

公民館サテライト図書館として、おは

所として整備します。さらに、今後は

し、本の予約や受け渡しができる配本

ターとして三富開拓地割遺跡の普及啓

家住宅事業については、ビジターセン

郷土の文化的進展を図ります。旧島田

土に誇りを持ち、
大切にする人づくり、

講座・教室・催物を引き続き実施。郷

信手段を安定確保します。三芳町消防

難所担当職員と町災害対策本部との通

本部通信用にＰＨＳ電話を導入し、避

行工事を行います。さらに、災害対策

から、４か年計画によりデジタル化移

報伝達が喫緊の課題となっていること

災害に備え、避難勧告等の住民への情

進めていきます。

表示についても、本格的に調査研究し

部地域の地名・地番の整理および住居

業の完成が見えてきた中で、藤久保一

安 心 の ま ち づ く り

地区は、都市計画道路鶴瀬駅西通り線
の整備を行い、平成 年度中の開通を

なし会などの実施も検討します。
発、さつまの苗床などの生態展示や年

年

月に解除さ

右 折 禁 止 が、昨

藤久保交差点の

青少年健全育成…子どもの知的好奇心
中行事の再現など、直接触れて感じる

の歩道整備が、県道より幹線 号線ま

れました。今年度は、残りの用地交渉

で完成。残りの地権者と用地交渉を進

団は、昨年２月に埼玉県初の機能別消
たちの町は私たちで守る」という消防

活動を通じて、三芳の歴史や文化、季

使命のもと、ボランティア精神で昼夜

め、
歩道拡幅の早期完成をめざします。

年度は、子どもたちと地域の繋がりを

を分かたず地域を守っています。近年

道路の危険箇所および事故多発箇所等

を進め完成をめざします。幹線５号線

昨 年 度 は、地 域

の団員不足が深刻化する中、消防団組

に道路照明灯・カーブミラー・路面標

みどり豊かで安心のまちづくり

防災計画を大幅

織の充実を図るため、消防団員の定員

防団を発足させました。
消防団員は
「私

企業・地域活動団体・町との関係をよ
り深め、運営体制の強化に努めます。
生涯スポーツ活動促進…昨年度、地
元企業の指導協力で、みよし大崎ジュ

に 改 訂 し、初 め

っていきます。

護し、町の文化的イメージアップを図

ど、他市町村にない特有の文化財を保

保全と活用、車人形の保護・普及な

文化財保護…三富新田地割の景観の

事業のさらなる充実を図ります。

れのチームの公式戦初勝利をめざして

たに女子チームを結成し、男女それぞ

と教室の事業を継続するとともに、新

た。今年度は、引き続きチームの活動

めざします。また、新規事業として防

を取り入れつつ、訓練の定着と発展を

災計画の改訂を踏まえ、新たなテーマ

から寄せられた成果と課題や、地域防

されつつあります。各避難所の関係者

エリアごとの防災ネットワークが形成

を実施し、その過程を通して、避難所

町災害対策本部との情報伝達訓練など

の担い手が主体となった実践訓練や、

連携避難訓練を行いました。地域防災

て全指定避難所を同時開設して、地域

地域住民の皆さんと合意形成を図りな

進に向けた手続きを進めるとともに、

マートＩＣフルインター化は、事業推

転を実施します。関越自動車道三芳ス

を加え、７月からデマンド交通の再運

行運転での課題や問題点を検証、改善

ん、交通審議会等の意見をふまえ、試

試行運転を３か月間実施。住民の皆さ

デマンド交通の

共 交 通 と し て、

昨 年、新 た な 公

全な利用の促進に関する条例」の制定

発しているため、
「
（仮称）自転車の安

内での自転車が関係する交通事故が多

方で交通マナーの低下などにより、町

自転車利用者が増加していますが、一

亡事故ゼロをめざしていきます。
近年、

体の協力を得ながら、引き続き交通死

を受けました。今後も交通安全推進団

交通死亡事故ゼロ」として県知事表彰

ます。また、平成 年度は、
「２年間

す。道路照明施設総点検業務を実施し

防災 減
･ 災の
まちづくり

示等を設置し、安全の確保を図りま

歴史民俗資料館の教育普及…地域の

災行政無線デジタル化移行整備事業を

に向けた検討を行っていきます。

交通インフラと
都市基盤整備

特色を活かした「さつまいも大学」の

がら取り組んでいきます。また、今年

19

実施します。近年、大規模化する自然

ニアハンドボールチームを結成しまし

の見直しを提案していく予定です。

節の営みを紹介していきます。

11

強く意識したプログラムの立案と、
大学・

道路事業と
交通安全

ども大学みよし」を引き続き開設。今

を刺激し、学びの機会を提供する「子

めざします。３地区の土地区画整理事

28

豊かな生涯学習を
はぐくむまちづくり

ンターの今後の取組みなど高齢者の課題

37

開催をはじめ、歴史や文化を紹介する
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