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総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営
職員及び非常勤特別職員の任免及び
定員管理事務

町民に対する行政サービスの確保を図るため優秀な人材確保
と、適正な人員による業務執行体制を維持し経費の削減を図る。

必要最小限の職員で最大限の行政サービスを提供できるよう、
職員の退職に関すること、職員の採用試験に関すること、非常勤
職員の給与・採用に関する事務を行い、適正な職員定数の管理
を行う。

608 A ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ②職員の能力向上 職員給与・旅費支給事務
給与支給事務を公平公正に行うことで、職員が自己の職務に専
念できるようにする。

例月給与、６月・１２月の期末勤勉手当、年末調整、職員人件費
予算、給与実態調査関係、職員共済費及び退職手当負担金に係
る計算を行う。

5,855 B イ：改善して継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 職員の服務・賞罰に関する事務

公務員としての職員の規律を確保し、町民との信頼関係を築くこ
とにより、町民と行政の協働を円滑に推進し、行政サービスの向
上を図る。また、永年勤続職員を表彰することにより、職員の勤
労意欲を向上させる。

職員の服務管理を行う。不適切な事案の場合は、益子町職員綱
紀委員会を開催する。職員の勤務条件について、人事院勧告を
参考に条例・規則等の改正を行う。永年勤続職員（勤続２０年、４
０年）について、自治功労者表彰を行う。

361 B イ：改善して継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ②職員の能力向上
職員の退職手当、共済、福利厚生に関
する事務

職員一人ひとりが心身共に健康を保ちより良い住民サービスに
努める。

職員を対象に健康診断の実施。
益子町研修協議会への補助：協議会では職員個人の資質向上
を図るためにグループによる研修等を実施。

4,523 B イ：改善して継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ②職員の能力向上 職員研修に関する事務
公務能率の向上および自己啓発の補完という意味でも被推薦者
である職員が自発的な進取性を持って研修に臨むようにする。

職場外研修を通して職員の勤務能率向上を図る目的で、町主催
の研修の実施や、芳賀地区広域行政事務組合、栃木県市町村
職員研修協議会、市町村中央研修所及び全国市町村国際文化
研修所主催研修へ職員を推薦する。

1,115 B イ：改善して継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 行政改革推進事務
事務事業の見直し、民間委託の推進等行政の見直しを実施する
ことにより、行政経費の削減を進め、町民サービスの充実向上を
図る。

市町の行政改革の状況等資料の収集や庁内組織である行政事
務合理化委員会や外部委員による行政改革推進委員会を開催
する。

759 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 庁舎管理事務
庁舎を常に良好な状態に保ち、町民が快適に庁舎を利用できる
ようにする。

施設の維持管理業務に関する契約の締結及び庁舎の補修・修繕
等を行う。

26,441 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進 叙勲・表彰に関する事務 町民の地方自治（行政）への参加意欲の向上を図る。
叙勲該当者を国に推薦する。各課からの推薦により、永年地方
自治に貢献された町民を表彰すること（表彰状・記念品の贈呈）。

331 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進 選挙管理委員会運営事務
広報媒体や各種選挙を通じて、町民（選挙人）の選挙に対する投
票率・関心度を向上させ、公平公正な明るい選挙の実現を図る。

町民（選挙人）の参政権の行使について、公平公正な立場で執行
する。選挙啓発では常時としてＨＰの利用や年１回「芳賀の白ば
ら」を発行、選挙時としてＨＰに加え「広報ましこ」「お知らせ版」に
選挙時啓発の記事を掲載する。

25,471 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ①計画行政の推進 庁議等開催事務局事業 会議のスムーズな実施を図り、町の意志決定を行う。

町政の基本方針及び重要な施策等について審議する庁議、各課
事業の連絡、報告及び各課にまたがる事業の調整を行う課長会
議、その他会議のため、日程の調整及び会議資料の準備を行
う。

58 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ①計画行政の推進 町村会に関する事務
広域的視点において、他市町との連絡調整を図り統一的な事務
執行を図る。

広域的会議の日程調整、要望・意見の提出、負担金の納付を行
う。

582 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 地域活動の活性化 ①活動の促進 自治会支援事務
地域リーダー（自治会長）の育成や自治会加入率の向上、自治
会組織の活性化を図り、地域と行政の連絡を円滑に行えるよう
にするとともに、地域におけるまちづくりを推進する。

広報等行政文書の配布を依頼し、報酬を支給する（年１回）。　自
治活動推進事業補助金（運営補助金）、地域整備推進事業補助
金を交付する。自治会長協議会運営補助金を交付する。年３回
自治会長会議を開催する。

38,388 B ア：このまま継続

総務課 総務係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進 まちづくり基本条例制定事業
行政の役割と責務、住民の役割と責務を明文化しまちづくりに関
する基本的事項を定める。

条例制定のための先進地視察、委員会設立、学習会、懇談会の
開催等。

49 B ア：このまま継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進
広報ましこ、お知らせ版などの発行等
事業

町民がまちづくりに参加できるよう、町政や町民生活に関わる情
報を町民に広報する。

「広報ましこ」を月１回発行し、自治会加入者には自治会長を通じ
て配布するとともに、その他公共施設に配置する。「お知らせ版」
を月２回発行し、新聞折り込みで配布する。

15,226 B ア：このまま継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進 広聴事業
住民の町政への参加意識を高めるために、町政に対する意見・
要望を収集するとともに、質問に対する回答を担当課に促し、町
政に対する理解を深めてもらう。

栃木県主催の「県民フォーラム」・「県政懇談会」・「県民バス」等
の開催に協力する。町民からの意見箱等での要望等に対する回
答を担当課へ依頼する。

607 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ①計画行政の推進 条例・規則等の審査事業
条例・規則等の審査・整理により、だれでもホームページなどで
検索できるようにする。

各課で起案した条例や規則等の制定や改正にあたり、文言の整
理や審査を行う。業者委託によりホームページの例規データを更
新する。

2,619 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 ホームページ運営事業
住民に町政の情報を発信するとともに、他市町の住民にも情報
を発信することにより、観光客や交流人口の増加につなげる。

広報ましこや各課のお知らせ事項などの更新を行う。 4,400 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ①計画行政の推進 文書・公印管理事務
文書は各担当課において保存期限まで適正に保管し、いつでも
情報が取り出せる状態にしてもらう。公印については、不適正な
使用のないように慎重に管理する。

町長印をはじめとする公印については、職員が公文書に使用す
る際、不適正な使用のないよう注意する。文書の保管について
は、各課において適正に管理するように文書取扱主任者を通じて
指導する。

1,208 B ア：このまま継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ①計画行政の推進 文書の収受及び発送業務
送られてくる文書を遅滞なく各課に配布するとともに、各課から発
送する文書をとりまとめて、市内割引等の制度を利用して発送す
る。

毎日送られてくる文書を課別に分けて各課へ配布。また役所内
の全ての発送郵便物をとりまとめ、種類ごとに区分けして郵便局
へ運送する。

4,794 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 印刷業務 文書等の印刷の経費削減及び迅速化を図る。
役所が町民に配布する平易な文書や役所内の会議資料の印刷
を行う。「広報ましこ」などのカラー印刷するものは外注している。

4,305 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進 提出議案等の整理事業
議案を作成し議会に上程することで議会が円滑に行われるよう
にする。

議会の議決を経る議案の整理及び議案書の作成を行う。 1,524 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 学び、創造する益子 人権の尊重 ①人権意識の高揚 行政・人権相談開催支援事業 住民一人ひとりがお互いの人権を尊重しあえる社会をつくる。
人権擁護委員による人権相談の開催・「人権の花」の贈呈。行政
相談員による相談会の開催。

633 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 秘書用務・交際に関する事務 町長の公務がスムーズに行えるようにする。

町長の日程を調整、管理し、それを庁内ＬＡＮに掲示し、職員への
情報共有化を図る。
町長の日程に基づき町長車を運行する。
町長交際費を管理し、ＨＰに公開する。

9,847 B ア：このまま継続
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総務課 秘書広報係 生活やビジネスに魅力的な益子 計画的な土地利用の推進 ①適切な土地利用の誘導 市町村の境界及び字界の変更事務 町界・字界の適切な管理を図る。
町界・字界に変更があった場合、現地の確認、境界標の埋設や、
議会の議決・告示等の手続きを行う。

123 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 学び、創造する益子 国際交流・地域間交流の促進 ①国際交流の促進 国際交流事業 国際化に対応した人材の育成と町民に理解を深めてもらう。
総務課文書広報係の仕事としては、広報活動のみであるが、他
課において海外派遣や外国語教室等が開催されている。また民
間では文化交流が行われている。

238 B ア：このまま継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 儀式の開催事業 町内各界の交流を図り、また、叙勲受章者等の功績を称える。
新年を迎える会を商工会と共催で行う。受章祝賀会を発起人形
式で開催する。

419 B イ：改善して継続

総務課 秘書広報係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ①まちづくり情報の共有化 情報公開に関する事務
情報の公開などにより、町政に対する信頼と理解を深めてもら
う。

町の保有する情報の公開及び個人情報の開示などを行う。 589 B ア：このまま継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防災体制の充実 ②減災対策の推進 消防団の組織運営事業
消防団の組織機能を維持することにより、有事の際に住民の生
命・財産を守る。

消防団の適正な定員管理・任免・給与を支払うとともに、団員の
被服装備品の管理を行う。消防団組織運営のため、各種会議・
研修会を開催するとともに、常備消防、国、県、支部消防協会と
の連絡調整を図る。

30,746 B イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 消防・救急体制の充実 ②消防体制の充実 消防団員の訓練事業
各訓練を通して、消防団員に消防に関する知識及び技能を習得
を図る。

新入団員・新幹部団員訓練の開催、ポンプ操法競技会の開催、
文化財防火訓練の実施、消防学校への参加依頼。

7,695 B ア：このまま継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 消防・救急体制の充実 ①火災予防体制の強化 消防施設整備事業
消防力の充実強化を図り、有事の際に住民の生命・財産を守
る。

消防力の整備指針に基づき、消防ポンプ自動車、消防団拠点施
設、消防水利施設の適正な配備を行うとともに必要な維持管理を
行う。

18,378 B ア：このまま継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防災体制の充実 ①地域防災体制の強化 自主防災組織等の育成事業 住民の防災意識を高める。
婦人防火クラブ、益子町消友会（消防団役員OB会）、大字益子消
防後援会の総会、研修会を開催し運営する。

90 C イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防災体制の充実 ②減災対策の推進 防災計画の策定管理事業
災害に係る予防、応急、復旧対策に関し、町・防災関係機関が処
理すべき事務や業務の大綱をまとめ、災害対策を計画的に推進
することにより、町民の生命、身体、財産を保護する。

毎年、地域防災計画、国民保護計画の検討を行い、必要がある
場合には見直しを行う。防災ハザードマップの作製を行い全世帯
に配布する。

123 C イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防災体制の充実 ①地域防災体制の強化 防災訓練事業
訓練を実施することにより、住民が災害発生時に迅速かつ的確
な行動がとれるようにする。

住民参加型の総合防災訓練の実施する。 538 B イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防災体制の充実 ②減災対策の推進 防災施設整備事業 住民の生命・財産を災害から保護する。
平成12年度に整備した防災行政無線（同報系）をはじめ、移動系
無線、ｻｲﾚﾝ等の設備の充実と点検を行うとともに、防災に関する
物資及び資機材の整備や点検を行う。

8,753 B イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 交通安全対策の充実 ①交通安全意識の高揚 交通安全啓発事業

交通安全に対する住民のさらなる意識の向上を図り、一人ひとり
が交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注
意して行動することによって、交通事故を抑制し、交通事故死亡
者の減少を目指す。

春秋の交通安全運動時の街頭広報活動、交通安全指導員によ
る幼児・児童に対する交通安全教室の開催等を行う。

2,355 B イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 交通安全対策の充実 ②交通安全対策の推進 交通安全施設整備事業
交通安全施設の整備や修繕を行い、事故防止を図り、住民の交
通安全を確保する。

カーブミラー、ガードレール、道路区画線などの必要個所を把握
するとともに、住民からの要望を取りまとめ、交通安全施設の整
備を行う。交通安全施設の設置や修繕は民間事業者に委託して
いる。

3,624 B ア：このまま継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 交通安全対策の充実 ①交通安全意識の高揚 交通指導員設置事業
交通指導員を設置して交通事故防止を図り、小中学生の交通安
全を保持する。

児童・生徒の登校時の交通指導や、各種催時の交通整理、交通
安全に関する広報活動を実施する。

8,778 B ア：このまま継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防犯体制の充実 ①防犯意識の高揚 防犯対策推進事業 住民の自主防犯意識の高揚を図る。
不審者情報を防災無線で発信するほか、安全で安心な町づくり
推進会議の開催、自主防犯団体への支援、防犯灯の設置及び
巡回パトロールの実施等を行う。

1,379 B イ：改善して継続

総務課 消防交通係 美しく、安全で快適な益子 防犯体制の充実 ①防犯意識の高揚 防犯灯設置事業 防犯灯を設置することにより、安全に通行できる環境を整える。
町が自治会からの要望により、防犯灯の設置工事を行う。その後
の管理については自治会が行う。

1,645 A ア：このまま継続

企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ①計画行政の推進
総合計画及び関連計画の策定・管理
事業

総合振興計画や関連計画の策定及び進行管理を適切に行い、
総合的、計画的な行政運営を進める。

町総合振興計画の策定と進行管理、これに関連した町勢振興実
施計画の策定と進行管理、ましこ未来計画・復興行動計画の進
行管理を行う。

3,677 B イ：改善して継続

企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 協働のまちづくりの推進 ②住民参画の促進 まちづくりの推進事業 まちづくりのための制度を活用するなどして、町を活性化させる。

栃木県わがまち協働推進事業交付金事務については、事業担当
課と内部調整し県に申請を行う。また、地域活性化事業研究会事
務については、町の研究会を年２回開催するが、その事務処理を
行う。

2,660 B ア：このまま継続

企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 広域行政の推進 ①計画的な広域行政の推進 地域連携事業 芳賀広域や時に県域を越えた交流により地域活性化を図る。
ＦIＴ（福島・茨城・栃木で構成される協議会）を中心とした交流事
業を行う。

78 B ア：このまま継続

企画課 企画係 生活やビジネスに魅力的な益子 公共交通の充実 ①鉄道・路線バスの維持・充実 真岡鐵道運営支援事業
真岡鐵道株式会社が地域の公共交通機関として、安定して経営
できるように財政支援することにより住民・観光客等が利用出来
るようにする。

真岡鐵道に負担金や補助金を助成する。株主総会等・各種会合
への出席により運営支援を行う。

13,550 B ア：このまま継続

企画課 企画係 生活やビジネスに魅力的な益子 計画的な土地利用の推進 ①適切な土地利用の誘導 土地利用関連事業
協議者から申請された土地の適正利用を検討し、個別法令への
手続きを円滑にする。

土地利用対策委員会、幹事会の事務局として執り行い、開催し協
議者に土地利用についての回答を行う。また、国土法に基づく土
地関連の調査事務を行う。

390 B イ：改善して継続

企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ⑤情報通信技術の活用推進 情報管理事業
情報化を推進することにより、役場内部の情報伝達の迅速かつ
安定運営を図る

情報収集、管理及び総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の業者委
託、設置管理を行う。

11,547 B ア：このまま継続

企画課 企画係 生活やビジネスに魅力的な益子 公共交通の充実 ①鉄道・路線バスの維持・充実 駅舎維持管理事業
鉄道利用者（住民）や観光客が駅舎を快適に利用できるようにす
る。

委託により、駅舎の管理運営及び修繕等を行う。 9,412 B イ：改善して継続

企画課 企画係 産業が育ち、活力ある益子 観光の振興 ②観光客の誘致 屋台パークの維持管理事業 住民や観光客が屋台パークを快適に利用できるようにする。
町は屋台のパークのトイレ管理、光熱水費負担を行う。トイレを除
く施設の清掃及び運営は自治会が行う。

1,710 B イ：改善して継続

企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 行政評価事務事業

町の施策や行政の事務事業を職員と町民が共に													理解し、わかり
やすい町政を実現する。あわせて、行政評価制度を職員の意識
改革、事務事業の効率化、適正コスト配分、民意反映などのため
に活用し、町政のレベルアップを図る。

町の施策や事務事業について、その効果、効率性や目的の達成
度等を評価すると共に、その結果を町民に公表する。さらに、施
策、事務事業の継続、休廃止の判断、優先度を量る材料とする。

3,788 B イ：改善して継続
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企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 統計調査事業
町政運営や民間企業など幅広い国民生活の基礎資料となる各
種統計データを収集・整理する。

各種統計調査や統計書の作成を行う。　主幹統計の主なものは
国勢調査、経済センサス、農林業センサスなど。

7,532 B イ：改善して継続

企画課 企画係 生活やビジネスに魅力的な益子 公共交通の充実 ②新たな公共交通システムの形成 地域公共交通事業 公共交通空白地域及び交通弱者の足の確保を目的とする。
地域公共交通総合連携計画の策定及び地域公共交通会議の開
催。

8,261 B イ：改善して継続

企画課 企画係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ⑤情報通信技術の活用推進 地デジ化支援事業
平成23年7月の地上デジタル放送への移行に伴う地形的な難視
地区を解消するため、共聴施設の整備促進を図る。

難視対策を［共聴施設新設］と指定されている7地区138世帯のに
ついて、共聴施設整備のための補助金交付の手続き等を行う。

2,251 B ア：このまま継続

企画課 財政係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 財政事務事業 中長期にわたり安定した財政運営を行う。
財政計画の策定、管理及び見直しを行う。予算書の作成、執行
伺いのチェックを行う。決算書及び決算附属資料の作成、決算内
容の分析を行う。

18,331 B ア：このまま継続

企画課 財政係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 起債事務事業 適正な起債（残高）を維持し、効率的な財政運営を行う。 起債借入、償還等を行う。 829,648 B イ：改善して継続

企画課 財政係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 基金管理事業 適正な基金（残高）を維持し、効率的な財政運営を行う。 基金積立及び処分等を行う。 156,188 B ア：このまま継続

企画課 財政係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 財政関係情報公開事業 町の財政状況や予算の使い方について住民の理解を深める。
予算説明書を作成し、ホームページで公開する。
広報紙等による情報公開。

86 B イ：改善して継続

企画課 財政係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 民間バス補助事業 町民の交通手段を維持する。 民間バス会社に路線維持に資する補助金を交付する。 544 B イ：改善して継続

企画課 財政係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 指定金融機関事業 指定金融機関を確保し、公金の収納や安全管理していく。 指定金融機関の指定及び契約を締結する。 12 B ア：このまま継続

企画課 管財係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営
公有財産の取得、管理、処分に関する
事業

公有財産の有効活用を図る。また、町民との協働により、公有財
産を管理する。

公有地として利用している民地の土地所有者に対し賃借料を支
払う。公有財産の管理業務（一部シルバー人材センター、地域住
民に委託）を行う。法定外公共物、遊休町有地の売り払い及び貸
付を行う。

30,369 B イ：改善して継続

企画課 管財係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営
公有財産の登記及び確認、台帳整備
に関する事業

公有財産を正確に記録し、登記し、安全に保管するため。
公有地として取得した財産の登記を行う。必要に応じて隣接地と
の境界を確認し、公有財産の適正な把握を行う。財産台帳の記
録整備を行う。

1,298 B イ：改善して継続

企画課 管財係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営
町有物件及び公の施設の災害共済に
関する事業

公有施設、公用車等の事件事故に対し、迅速かつ正確に処理す
る。

公有財産の保険加入、保険請求等を確実に実施する。 6,655 B ア：このまま継続

企画課 管財係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営
入札、契約及び資格審査に関する事
務事業

迅速かつ正確に、入札及び契約事務を行うため。
入札参加資格審査会、指名業者選考委員会を開催する。入札の
執行及び契約締結事務、入札参加資格審査申請受付（原則２年
毎）等を行う。

13,508 B イ：改善して継続

税務課 町民税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 個人町県民税賦課事業 納税義務者に対して適正課税をする。

所得税の申告納税相談と併せて、２月中旬から３月中旬にかけ
て申告相談等を行い、個人町県民税を決定したうえで賦課する。
また、減免や納期限の延長をしたり、国・県等から調査依頼され
たものについて回答する。

35,471 B イ：改善して継続

税務課 町民税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 法人町民税賦課事業
納税義務者に対して適正な申告指導をし、提出された申告書を
的確に処理し、適正に法人町民税を課税する。

町民税を申告納付する義務のある法人等の申告に基づき税を賦
課する。法人町民税確定申告は、事業年度終了の日（決算期日）
から２か月以内に行う。予定・中間申告は、事業年度開始６か月
を経過した日から２か月以内に行う。

2,613 B イ：改善して継続

税務課 町民税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 軽自動車税賦課事業 納税義務者に対して軽自動車税を適正課税する。

関東運輸局、栃木県軽自動車協会で受付したデータをシステム
に再入力する。また窓口において直接受付したものを入力するこ
とにより、軽自動車税を決定したうえで賦課する。また、減免の処
理、報告等を行う。

3,696 B イ：改善して継続

税務課 町民税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 国民健康保険税賦課事業 納税義務者に対して国民健康保険税を適正課税する。
加入世帯の構成員や収入、資産等を的確に把握し、国民健康保
険税の賦課、減免及び更正を随時行う。

14,236 B イ：改善して継続

税務課 資産税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 固定資産税賦課事業 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税等を適正課税する

土地・家屋・償却資産を適正に評価し、価格等を決定したうえで
賦課する。減免処理、諸報告等を行う。さらに3年毎の評価替に
合わせて、地目、家屋の現況調査や償却資産の実地調査を計画
的に実施することで、課税客体の把握に努める。

36,848 B イ：改善して継続

税務課 資産税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 町税条例改正事業 適正な税制事務の執行を図るため。 町税条例の適切な改廃作業を行う。 263 B イ：改善して継続

税務課 納税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 収納管理事業 課税決定された税金を適切かつ確実に収納する。

各窓口や口座振替などで納付された税金の収税消込の処理を
し、その結果に基づいて過誤納付された税金等は還付、充当の
処理を行い、また口座振替不能者や税金の未納者に対しては振
替不能通知や督促状送付、催告等の処理を行う。

30,417 B イ：改善して継続

税務課 納税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 滞納整理事業
滞納者の的確な実態把握に基づいての納付指導、滞納者への
催告及び滞納処分により、滞納町税を完納してもらう。

滞納者に対して、文書、電話、訪問などによる催告をし自主納付
を促進する。また、納税誠意がない滞納者に対しては、法に基づ
き財産状況を調査し、財産の差押え等を実施し、税に充当する。

25,176 B イ：改善して継続

税務課 納税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 諸税賦課事業
特別徴収義務者に正確な申告をしてもらい、その申告に基づい
た税額を納入してもらい財源を確保する。

特別徴収義務者に適正な申告をしているか確認し、確定した税
額を納入してもらう。また台帳を整理して諸税（たばこ税・入湯税）
の収納管理をする。

37 B イ：改善して継続

税務課 納税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 固定資産評価審査委員会運営事業 固定資産の評価額の適否に関する審査を滞りなく円滑に行う。
固定資産評価審査委員会委員の選任を受けて、町議会の選任
同意の手続き、辞令交付及び委員会を開催する。

83 B イ：改善して継続

税務課 納税係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 窓口受付事業
町民の生活上必要な税務証明書類の交付や事務手続きの速や
かな運用を図る。

請求者の必要とする証明書を正確かつ迅速に交付する。 8,163 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 戸籍関係事務事業
住民の身分事項を適正に管理することにより、住民が必要に応
じて（戸籍届、相続手続き、パスポート取得等）、自分の戸籍に係
る情報公開請求をすることができる

届出書の審査・受理後、システム入力により、戸籍記載・移記等
を行う。これら一連の事務処理を行いながら、住民の身分事項を
管理することにより、戸籍交付請求に応じて、戸籍謄本・抄本等
の証明書の発行を行う。

17,483 B イ：改善して継続
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住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 住民基本台帳事務事業
住民記録の異動処理を正確に行い、データ管理を適切に行う。
これにより住民は諸手続きに必要な証明書の交付を受けること
ができる。

申請（窓口・郵送）を受け、住基システムにより住所等の異動を行
い、これらにより管理しているデータに基づき、証明書の発行を行
う。

23,995 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 印鑑登録事務事業
住民の実印登録、管理をすることにより、住民が必要に応じて
（財産管理等の手続き等）印鑑証明書を交付請求できる。

本人の申請により、印鑑の登録（廃止）、及び証明書の交付を行
う。

2,699 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 住基ネット関連事務事業
住民基本台帳をネットワーク化することで、市町村間共通の住民
基本台帳に関する事務ができる。また、住民は全国どこからでも
住民票の取得できる。

これまで全国それぞれの市区町村間で、独自に管理していた住
民基本台帳を、専用の通信回線でネットワーク化し、市区町村間
の住民基本台帳に関する共通の事務処理を行う。

3,599 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 自動車臨時運行許可事業
正確かつ迅速な許可及び貸し出しを行うことによって、自動車臨
時運行許可を受けようとする者が、栃木運輸支局ではなく最寄り
の市町村で貸与手続きが可能になる。

自動車臨時運行許可証の交付及び臨時運行許可番号票（仮ナ
ンバープレート）の貸出を行う。

863 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 外国人登録関係事務事業
外国人の居住関係及び身分関係を明確にすることにより、町の
行政サービス（児童手当・こども医療・国保加入等）を受けること
ができる。

外国人登録法に基づく、外国人の登録・変更等の受付及び原票
等の記載整理事務を行うとともに、外国人登録記載事項証明の
交付を行う。

2,155 B オ：他事業と統合

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営
犯歴、身上調査、後見、準禁治産者関
係事務事業

当町が該当者の犯歴等を管理することにより、警察、県が許可
業務の際、当町に照会し、資格を調査することができる。また、検
察庁は犯歴者の戸籍異動を把握できる。

裁判所、検察庁の通知により、見出帳、名簿の　調整、選挙管理
委員会への通知する。検察庁へ犯歴者の戸籍異動を通知する。

871 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 自衛官募集関係事務事業 国益・公益のため、十分な自衛官を確保する。
自衛隊員募集の広報掲載、ポスター掲示、成人式でのパンフレッ
ト配布等により住民へのＰＲを実施する。

19 B ア：このまま継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ④住民サービスの向上 総合窓口関係事務事業
町民が多く取得する住民票や税務関係証明書を住民課窓口で
交付するワンストップサービスを行う。

住民票、戸籍等に係る各種問い合わせや相談の他に、税務課の
諸証明を住民課窓口で行う。

2,116 B イ：改善して継続

住民課 戸籍住民係 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 旅券事務 町民が役場で、旅券を申請・受領できるようにする。
窓口で旅券の申請を受付け、審査後、旅券  センタ－へ申請書を
送付。センターから旅券が届いたら、申請者への交付を行う。

2,953 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 国民健康保険の資格管理事業
資格の取得漏れで医療機関で10割負担とならないように、また
社会保険等との2重登録がないようにする。

国保から社保または、社保から国保などの資格の異動を適切に
処理する。

6,760 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 国保給付事業（療養諸費） 医療を受ける機会の平等性の確保を図る。
医療機関への受診、薬剤または治療材料費の支給等に係る保
険者負担分を支給する。

1,787,548 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 国保補助金等交付申請事業
国や県などの負担金・補助金の適切な算定及び受領を行い、国
保事業会計の安定化を図る。

負担金や補助金等の算出根拠となる資料を作成し、国や県など
に対し申請及び受領を行う。また国民健康保険に関する事業報
告書を作成し県に報告する。

2,340 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 国保運営協議会
制度改正や国保税率改正、予算策定や決算承認など重要案件
を諮問し、意見を基に国保事業を円滑に進める。

公益代表委員４人，被保険者代表委員４人、医師・薬剤師代表４
人で構成され，毎年度の保険料率及び予算・決算の審議の他、
国保事業の運営に関する重要事項を審議する。

781 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 国保保健事業
国民健康保険被保険者の健康維持・増進を図り、将来の医療費
削減を図る。

健康教室の開催、２４時間健康相談事業の実施、特定等健診の
実施、人間ドックの補助を行う。

20,725 C イ：改善して継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ②国民年金制度の趣旨普及の促進 国民年金資格管理事業 町民が適切な国民年金を受給できるようにする。
国民年金への加入脱退手続き、年金関係書類の受理進達、国民
年金制度の広報、国からの交付金について申請等を行う。

4,607 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 特別会計の予算管理事業
医療費の円滑な給付ができるよう、適切な予算編成や執行状況
の管理をする。

医療費の必要額を適切に見込、歳入歳出のバランスを取って予
算編成を行なう。また、予算の執行状況を把握し、予算の補正
や、基金などからの繰入を行い会計の運営を管理するとともに、
必要に応じ国保税率などの改正を行う。

2,494 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 国保、年金に関する相談事業
住民の医療保険制度や年金制度の手続きを行うことにより社会
保障制度への加入を促す。また各種制度について住民への説明
等を行うことにより住民の不安を軽減する。

年金及び医療保険の加入・脱退、給付申請等の窓口業務及び、
年金や国保等の制度説明、国保被保険者証の交付や保険料の
納付などについて相談を行う。

13,606 B ア：このまま継続

住民課 国保年金係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 後期高齢者医療に関する事業 後期高齢者が安心して医療を受けられるようにする。
賦課決定された保険料を徴収し広域連合に納付する。
資格異動等届出、給付費等申請書の受理・審査、広域連合へ進
達を行う。

145,160 B ア：このまま継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 自然環境の保全 ①自然環境の保全・回復・創造 環境基本計画の策定・推進事業
益子町が目指す環境像「自然を慈しみ、安らぎをはぐくむ、陶の
里」を町民とともに実現する。

環境基本計画推進委員会、環境審議会を開催する。５カ年間の
状況変化、リーディングプロジェクトの実施状況等の把握・評価を
行う。環境基本計画改訂版の作成・実行する。

5,767 A イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 快適な生活環境の確保 ③保健衛生対策の推進 ごみの不法投棄対策事業
ごみが散乱していない美しい町で、町民が快適に暮らせるよう維
持する。

清掃監視員並びに環境保全協力員による不法投棄監視パトロー
ル等を行う。不法投棄防止の看板を設置する。年２回全自治会に
おいて清掃・美化運動に取り組む。

6,758 B イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 資源循環型社会の形成 ①3Rの推進 ごみの減量化・資源化事業
ごみの減量化及び資源化に対する町民・事業者の意識が高まっ
て資源化率向上に積極的に取り組む。

資源物回収団体（自治会・育成会など）に奨励金を交付。生ごみ
処理機を購入時、補助金を交付。周知は広報紙を通じて随時普
及啓発を行う。

12,114 B イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 資源循環型社会の形成 ②廃棄物の適切な処理の推進
ごみの収集及びし尿処理に関する事
業

ごみ及びし尿が適切に処理され、町民の衛生的な生活環境を維
持する。

各機関と連携し、一般廃棄物を計画的かつ効率的に収集・処理
する。ごみステーションの設置を推進し、ごみ収集用コンテナを配
付する。芳賀地区広域行政事務組合と連携し、し尿収集処理を
行う。

291,591 B イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 快適な生活環境の確保 ①公害防止対策の推進 公害対策事業
町民や事業所での公害に対する意識が高く、公害のない生活環
境を維持する。

公害苦情に対し、原因者を指導し解決に向け対処する。併せて
工場・事業所などの監視を行う。大気汚染防止のため野焼き禁
止の指導を行う。広報等で環境保全協力を呼びかける。

2,791 B イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 自然環境の保全 ①自然環境の保全・回復・創造 河川等の水質検査事業
河川の水質が適正に保全され、町民が安全で快適な生活を維持
する。

定期的に河川及びゴルフ場排出水の水質検査を実施し、環境保
全のための監視活動を行う。

404 B ア：このまま継続
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環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 快適な生活環境の確保 ③保健衛生対策の推進 畜犬登録及び狂犬病予防事業
ペットが正しく飼育されて、狂犬病の発生もなく町民が安全で快
適に暮らせるよう維持する。

犬を取得したときの登録及び狂犬病予防注射集団接種。ペットの
正しい飼い方のＰＲ。野犬捕獲。

2,548 B イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 快適な生活環境の確保 ②環境美化の推進 動物の死体処理収容事業
公共の場所が適正に管理され、町民が衛生的に暮らせるよう維
持する。

公共の場所における動物の死体収容を行う。 568 B イ：改善して継続

環境課 生活環境係 美しく、安全で快適な益子 自然環境の保全 ①自然環境の保全・回復・創造 墓地に関する事業 墓地が適正に管理されて町民が安心して暮らせようにする。
墓地経営の許可（新設、廃止、拡張、縮小）を行うための相談、協
議、申請受付等を行う。

4 B オ：他事業と統合

環境課 自然環境係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ④林業の振興と森林保全機能の向上 町有林・林道管理事業
町民の財産である町有林及び林道の適正な保育管理を行い、価
値ある財産の形成を目的とする。

町有林管理委員会の開催、町有林の国営保険加入及び林道（５
路線）の維持管理を行う。

4,131 B イ：改善して継続

環境課 自然環境係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ④林業の振興と森林保全機能の向上 森林計画・経営事業
森林機能保持・保全のため、森林整備計画の見直しを行い、運
用する。

森林計画に係る各種事業計画の策定、見直しを行う。関係組織
への負担金の納入及び補助金の交付を行う。とちぎの元気な森
づくり事業を活用した里山林の整備及び管理を行う。

18,114 B イ：改善して継続

環境課 自然環境係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ④林業の振興と森林保全機能の向上 緑化推進事業 地域の緑化の推進と環境意識の向上を図る。 緑の募金の実施、緑化助成金の交付等を行う。 778 B イ：改善して継続

環境課 自然環境係 美しく、安全で快適な益子 地球環境の保全 ①地球温暖化防止対策の推進 地球温暖化対策事業
地球温暖化の防止に住民が積極的に参画し、住民の良好な生
活環境が実現される。

省エネルギー行動の推進や新エネルギーの普及啓発を行うとと
もに、取組をする住民には補助金を交付する。

6,660 B イ：改善して継続

環境課 自然環境係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ④林業の振興と森林保全機能の向上 鳥獣保護管理事業
野生鳥獣の適正な保護管理を行い、農作物被害の発生を防止
する。

鳥獣保護管理、有害鳥獣の捕獲、電気柵購入助成等を行う。 2,306 B イ：改善して継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 障がい者（児）福祉の充実 ①自立支援対策の推進 障害者支援事業
障がい者（児）が住み慣れた地域で自立して生活ができるように
する

障害者自立支援給付、障害程度区分認定審査及び審査会の運
営、補装具の給付、地域生活支援事業、障害者手帳の交付す
る。

337,797 B ア：このまま継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 障がい者（児）福祉の充実 ①自立支援対策の推進 特定疾患見舞金給付事業
特定疾患患者（とその保護者）が安定した生活を送れるようにす
る。

特定疾患患者又はその保護者に対し特定疾患見舞金を支給す
る。

2,271 B イ：改善して継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 低所得者福祉の充実 ①福祉サービスの充実 生活保護費受給支援事業
生活に困窮している住民に対し、その困窮の程度に応じ必要な
保護を行い、最低限度の生活維持を図る。

保護相談の受付及び芳賀福祉事務所への進達、要保護者の芳
賀福祉事務所への通告、保護費の支給、芳賀福祉事務所が行う
調査等への協力。

505 B ア：このまま継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ③社会参加の促進 旧軍人・戦没者遺族関連事業
旧軍人及び戦没者遺族の生活安定を図ると共に、住民の戦没者
追悼の念と平和を祈念する心を醸成する。

益子町戦没者追悼式の開催、法に基づく軍人恩給、特別弔慰
金、各種給付金及び平和祈念事業特別基金が行う事業等の制
度周知や申請書作成の援助、町遺族会連合会が行う会議や諸
会務の援助。

1,591 B イ：改善して継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 障がい者（児）福祉の充実 ①自立支援対策の推進 心身障害者医療事業 心身障害者の経済的支援を図る。

重度心身障害者に対する医療費の助成する。高度かつ継続的な
治療を要する身体障害者に対する自立支援（更生）医療給付。
在宅で通院により精神障害の治療を行う方に対する自立支援
（精神通院）医療の申請受付を行う。

59,882 B ア：このまま継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 地域福祉の推進 ①地域福祉の推進体制づくり
福祉関係団体・各種委員活動支援事
業

民生委員、児童委員や福祉関係団体等が円滑に活動できるよう
にする。

社会福祉協議会、民生委員協議会補助金の申請受付、補助金
の支出。民生委員の選考（３年毎に改選）、民生委員協議会の開
催。民生委員・児童委員の研修の実施及び各種研修会への参加
案内、とりまとめ。民生委員・児童委員の相談対応。民生委員協
議会の会計処理。保護司会の諸会務の援助。各種負担金の支
出事務を行う。

30,747 B イ：改善して継続

健康福祉課 福祉係 美しく、安全で快適な益子 快適な住宅の整備促進 ①良好な住宅・住宅地の供給 町営住宅運営事業 住宅に困窮する低所得者に住居を確保する。
住宅及び敷地内の維持管理、入居者管理、住宅使用料の算定・
収納を行う。

7,815 B イ：改善して継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ③社会参加の促進 福祉バス管理運行事業 老人クラブ、福祉関係団体の活動を活性化する。
老人クラブや福祉関係団体の送迎、福祉バスの運行、管理を行
う。

7,979 B イ：改善して継続

健康福祉課 福祉係 支えあい、健やかに生きる益子 地域福祉の推進 ①地域福祉の推進体制づくり 福祉施設維持管理事業
高齢者、障害者、ボランティアなどが施設を安全に利用できるよ
うにする。

福祉センターの警備業務、清掃業務、エレベーター管理業務、消
防設備点検業務、自動扉装置保守業務の委託契約及び費用の
支出。福祉センターの修繕、デイサービスセンターの指定管理の
指定及び１０万円を超える修繕する。

6,302 B ア：このまま継続

健康福祉課 児童家庭課 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ③ひとり親家庭への支援
母子家庭・遺児家庭・ひとり親家庭支
援事業

母子家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉を増
進すること。ひとり親家庭の生活基盤の安定と心身の健康増進
に資するため、医療費の自己負担分を公費で助成し、経済的な
軽減を図る。

児童扶養手当認定請求書及び変更届・現況届等の受付。ひとり
親家庭医療費受給資格申請の受付及び医療費の助成。遺児手
当の認定請求書の及び遺児手当の支給を行う。

9,793 B イ：改善して継続

健康福祉課 児童家庭課 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ①子育ち支援の強化 児童虐待・ＤＶ対策事業
保護を要する児童や配偶者を早期発見し、適切な保護を図り、
虐待等の被害抑制と生活環境の健全化を図る。

虐待や要保護児童の通告先として市町村が追加されたことによ
る、通告時の初期対応（４８時間以内の安否確認）。要保護児童
対策地域協議会の運営。虐待やＤＶについて、支援・助言・情報
提供を行う。

1,355 B イ：改善して継続

健康福祉課 児童家庭課 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ②子育て支援の強化 児童手当支給事業・子ども手当事業

児童手当は小学校修了前の児童のいる家庭の生活の安定、児
童の健全育成のため。Ｈ２２年度からの子ども手当は中学校修
了前の子供を対象とし、次代の社会を担う子どもの健やかな育
ちを応援するため。

児童手当・子ども手当の支払、現況届の発送・処理、各申請の受
付・審査を行う。

458,673 B ア：このまま継続

健康福祉課 児童家庭課 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ②子育て支援の強化 保育所運営事業
保護者の労働又は疾病等の理由により、保育に欠ける就学前児
童に対し、保育所において保育を行う。

保育所入退所受付事務、保育所運営費の支弁及び特別保育事
業等の補助を行う。

447,893 B イ：改善して継続

健康福祉課 児童家庭課 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ②子育て支援の強化 学童保育事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学してい
る概ね１０歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設
等を利用して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。

放課後児童クラブに対して委託金を交付する。
事業に対する国・県補助金の交付申請をする。

21,747 B イ：改善して継続
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健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ②健康増進支援事業の充実 感染症予防事業
予防接種や検診を実施することにより、伝染性疾病の発生やま
ん延を予防し、住民が健康的な生活を送ることができるようにす
る。

胸部検診の実施【対象者】65歳以上
定期集団予防接種の実施：ポリオ、BCG、麻疹風疹3期
定期個別予防接種の実施：三種混合、二種混合、麻疹風疹1･2･
4期、高齢者インフルエンザ
任意予防接種の接種費用助成：子宮頸がん予防ワクチン

59,532 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 地域医療体制の充実 ①地域医療体制の充実 献血推進事業
献血について住民の理解を深め、献血者の確保を促進し、血液
製剤の安定供給につなげる。

献血会場の確保や協力者の募集と取りまとめを行う。広報誌によ
り献血実施と協力依頼を呼びかける。

134 B ア：このまま継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ②健康増進支援事業の充実 食育推進事業
食育の推進による町民の意識改革やそれにともなう健康増進・
疾病予防を図る。

食生活改善を基本とし、健康づくりのボランティア活動をしている
食生活改善推進員による栄養普及活動の推進、その支援。

2,628 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ④健康増進体制の充実 保健センター維持管理事業
利用者が安全かつ快適に施設を利用できるようセンターの充実
を図る。

施設点検と修繕、管理業務委託、消防訓練等を実施する。 13,060 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ①主体的な健康づくりの促進 健康づくり意識啓発事業
町民が自発的かつ健康づくりの意識を高め取り組むために場所
の提供を行う。

町事業の企画、実施と各自主団体活動を支援する。また、意向
調査を実施し各種事業に反映する。

4,537 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ③母子保健事業の充実 母子保健事業
母子の健康の保持増進、疾病の早期発見・予防を図り、安心し
て子育てのできる環境を整備する。

乳幼児健診・歯科検診・フッ素塗布、両親学級、育児相談・サロ
ン・サークル、訪問事業、思春期保健対策事業、ことばの教室、
発達障害児早期発見事業、離乳食教室、栄養相談・教室、妊婦
一般健康診査（検査費助成）を行う。

36,019 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ④少子化問題への対応 こども・妊産婦医療費助成事業
医療費の支出を公費で負担することにより、疾病の早期発見と
治療を促進する。 出産・育児にともなう経済的負担の軽減を図
る。

医療費助成申請があったものに対し、医療費（保険診療分の自
己負担分）のうち、１レセプト（診療報酬明細書）あたり５００円を
控除した額を助成する。所得制限なし。
３歳未満は現物給付（５００円自己負担なし）
こども医療費：入院時食事療養費も支給

64,754 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 子育て支援の充実 ④少子化問題への対応 出産準備手当・不妊治療費助成事業
妊婦や、不妊治療を受ける夫婦の妊娠や出産に伴う経済的負担
の軽減を図り、安心して生み育てる環境を整える。

出産準備手当：胎児１人につき３万円を支給する。不妊治療費助
成：不妊治療に要した費用の1/2以内（限度額１５万円）を補助す
る。なお、どちらも所得制限なく、町税滞納者は不支給。

6,403 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 生活やビジネスに魅力的な益子 公共交通の充実 ②新たな公共交通システムの形成 健康バスすこやか号運行事業 高齢者が通院手段を確保できるようにする。
運行表による月曜～木曜日の町内各地域を運行、金曜日は保健
予防健康づくり事業と高齢者交流事業により併用運行する。

2,521 B エ：終了・完了

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 地域医療体制の充実 ②救急医療体制の充実 休日当番医委託事業
休日の診療を確保することで住民の不安を解消し、健康維持に
貢献する。

実施日時：日曜・祭日および年末（3日）年始（3日）の午前9時から
午後5時まで
実施場所・方法：町内医療機関において時間外診療を実施（輪番
制）

5,294 B ア：このまま継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ②健康増進支援事業の充実 健康増進支援事業
住民が検診を受診することにより、疾病の早期発見・早期治療を
行えるようにする。
また、受診者各自の健康意識を高めることを目指す。

住民の疾病予防と早期発見、健康意識の向上による健康の保持
増進を目的とし、がん検診、歯周病検診、骨密度検診、肝炎ウイ
ルス検診を実施する。保健指導・栄養指導を実施する。

48,699 B イ：改善して継続

健康福祉課 保健予防係 支えあい、健やかに生きる益子 生涯を通じた健康づくりの推進 ②健康増進支援事業の充実 食育推進計画策定事業
町民が食育推進計画を通じて食の大切さを理解し、計画内容を
実践することにより健康増進を図る。

益子町食育推進会議の委員を計画策定専門委員として、策定会
議を開催する。意見を募り、食育推進計画を策定する。

1,594 B エ：終了・完了

高齢者支援課 高齢者支援係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ③社会参加の促進 高齢者対策事業 高齢者が安心して生活ができるようにする。

老人ホーム入所措置、敬老のつどいの開催、老人クラブ・シル
バー人材センターへの補助、敬老祝金の支給、緊急通報システ
ムの運営、寝たきり老人等介護手当の支給、生きいき在宅生活
支援事業委託、手押し車購入費助成等を行う。

43,483 B イ：改善して継続

高齢者支援課 高齢者支援係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 地域包括支援センター事業 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をできるようにする。
介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護・虐待
早期発見防止、包括的ケアマネジメントを行う。要支援１.２者のケ
アプランの作成（一部居宅支援事業所に委託）を行う。

24,624 A イ：改善して継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 医療・年金保険制度の充実 ①医療保険制度の運営 地域密着型サービス事業
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう支援を行
う。

地域密着型サービス事業者の指定、指導監督を行う。 1,153 B ア：このまま継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 介護保険料の賦課徴収事務事業 介護保険第1号被保険者による保険料の完納を図る。
介護保険法第129条に基づき、第1号被保険者に対し介護保険料
の適正なる賦課を行い、徴収する。

6,371 B イ：改善して継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 介護保険被保険者資格管理事務事業
町民が適切な介護保険を受給できるよう、被保険者の資格管理
を行う。

被保険者証の交付もしくは回収を行う。
被保険者管理台帳の作成もしくは修正を行う。

10,561 B ア：このまま継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 給付管理事業
要介護（要支援)認定者が介護サービスを適正利用できるように
する。

介護サービス費の現物払い分については、国保連合会を通じ各
事業者に支払いを行い、償還払いについては、利用者に直接支
払を行う。また、給付通知書を送付することによりサービスの適正
な利用を図る。

1,230,154 B ア：このまま継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 要介護認定事務事業
介護を必要とする被保険者が、サービスを受けられるようにす
る。

サービス受給のための申請の受付、調査、主治医意見書の取
得、認定審査資料の作成、審査会の会議録の作成、審査結果の
申請者への通知を行う。

26,190 B イ：改善して継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 介護保険制度啓発普及事業
介護サービス等の利用案内を行うことにより、被保険者がサービ
スを確実・的確に利用できるようにする。

窓口での認定申請受付時に説明資料として使用・配布を行う。出
前講座等の説明会に資料として配布する。65歳到達者等に被保
険者証を送付する際にパンフレットを同封することにより制度の
理解を図る。

579 B ア：このまま継続

高齢者支援課 介護保険係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 介護保険事業計画策定管理事務事業
介護保険事業の安定化を図ることにより高齢者が安心して介護
保険を利用できるようにするとともに、これからの高齢者福祉施
策の方向性を示すことで高齢者やその家族の負担軽減を図る。

３年間の介護保険事業計画と老人福祉計画を一体的に策定す
る。

4,231 B ア：このまま継続

高齢者支援課 高齢者支援係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ①介護保険サービスの充実 介護予防事業
高齢者が地域で自立し、生きがいを持った生活を送ることが出来
るようにする。

生活機能評価により特定高齢者候補を把握し、地域包括支援セ
ンターへ情報提供を行い、特定高齢者決定者や一般高齢者が心
身機能を維持向上できるよう教室等を開催する。

5,944 B ア：このまま継続
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農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 担い手総合支援事業
地域農業の中心となる担い手の営農活動を支援することで、地
域農業及び集落の活性化を図る。

認定農業者、集落営農、営農集団、農業の後継者に対する研修
会の実施、補助金、定期的な相談会の実施等を行う。また、地域
農業の現状を把握し、人・農地プランを作成する。

4,573 B イ：改善して継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 水田農業対策事業 農業者の農業意欲を向上させ、経営の安定を図る。
地域水田農業の将来方向を明らかにするとともに、農業者戸別
所得補償制度の円滑な事務を行う。また、人・農地プラン作成す
るとともに、担い手への農地集積を進める。

16,270 B イ：改善して継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 地産地消事業
地元農産物等の町内や周辺地域への浸透をはかる。また、地元
農産物を学校給食に用いて、子供たちに安全安心な食材が届く
ようにする。それに伴った、県産農産物の消費拡大を目指す。

県産農産物利用の推進及び、益子産農産物の利用促進を検討
するための委員会を開催する。
毎年11月23日（勤労感謝の日）に産業祭を開催する。
他、農業関連事業の開催、参加を行う。

10,228 B イ：改善して継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 農業災害調査復旧事業
農業災害状況の把握と農業災害制度機関への取り次ぎのより、
被害者を救済する。

農業災害の状況を調査するとともに、被害額を算定し必要に応じ
て県などの災害補償制度等への取り次ぎを行う。天候被害（降
雨、降雹、台風、遅霜等）、震災被害等を対象とする。

3,142 B ア：このまま継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 農業振興地域整備促進事業 農用地の確保及び適正利用の保持を図る。
４ヶ月に１回の協議会の開催並びに農業振興地域整備計画の見
直しを行う。また優良農地を確保していくため、耕作放棄地解消
に向けた支援を行う。

6,021 B ア：このまま継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 青年農業者育成事業
事業活動の環境を整備することにより、青年農業者の数を増加
させる。

新入クラブ員の勧誘
毎月１回の定例会を開催
各事業への積極的な参加による地域への貢献
他産業者との異業種交流会等を行う。

294 B イ：改善して継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 畜産の振興事業 畜産農家の経営安定を目的とする。
町畜産振興協議会事務局事務、補助金交付事務、経営相談、県
農業振興公社事業への参加等を行う。

3,049 B イ：改善して継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 病害虫対策事業 病害虫発生の予防と発生時の被害を防止する。
病害虫対策のための補助金の交付、しば焼きの実施、情報提供
等を行う。

1,917 B イ：改善して継続

農政課 農政係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 道の駅事業 道の駅交流施設を整備する。 道の駅交流施設整備に関する基本構想報告書を作成する。 2,986 B ア：このまま継続

農政課 農村整備係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ③農村環境の整備 土地改良区指導支援事業
土地改良区の運営を支援することにより、農業の生産性の向上
を図る。

益子町土地改良区及び芳賀台地土地改良区への指導助言、こ
れに対しての県との協議調整を行う。

8,079 B イ：改善して継続

農政課 農村整備係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ③農村環境の整備 土地改良事業計画実施事業
土地改良事業を計画的に進行管理し、農業の生産性を向上させ
る。

土地改良事業の整備計画を作成し、補助事業を活用しながら事
業を実施する。

122,753 B イ：改善して継続

農政課 農村整備係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ③農村環境の整備 農業用施設維持管理事業 農道、ダム等の農業施設の機能を適正に維持する。
農業施設の維持補修を行う。
農地・水・環境保全向上対策向上支援団体の支援指導を行う。

24,527 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 農業委員会運営支援事業
優良農地を確保し、有効利用及び担い手の確保・育成を目指し、
適正な農地行政と農業農村の振興に努め、農業者の生活・地位
の向上を図る。

法令業務（農地法に基づく業務、農業経営基盤強化促進法にもと
づく業務、農業者年金基金法等にもどづく業務）、農業振興業務
（農地パトロール、農地の利用集積等）、意見の公表建議、答申
等を行う。

19,297 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備
農地賃借料情報の提示及び農作業賃
金改定事業

貸し手農家と借り手農家の適切かつ円滑な契約を可能とする
小作料については、農地法改正により廃止となり、貸借の情報提
供となった。農作業賃金にていては、各種作業の基準となる賃金
を設定する。

0 B ア：このまま継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 結婚相談事業
農業後継者と担い手農業者確保のために、農家の後継者に
パートナーを紹介し、成婚させる。結婚機会の拡大と結婚の円滑
化を図る。

結婚相談員による、結婚相手の紹介等を行う。 808 B オ：他事業と統合

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 青色申告会支援事業
各農家が簿記記帳を通じ、経営内容の正確な把握、経営の合理
化、節税をできるようにする。

簿記記帳研修会、指導会、申告書受付等を行う。 480 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 農業者年金事業 農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図る。 新規加入者の確保　申請書の確認、進達等を行う。 247 B ア：このまま継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備
農業委員会委員選挙人資格審査事務
事業

農業委員会選挙人資格を適切に管理する。
農業委員会選挙人名簿登載申請書の作成、配布、回収、内容審
査を行う。益子町選挙管理委員会へ農業委員会選挙人名簿の進
達を行う。

393 B ア：このまま継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ③農村環境の整備 農地パトロール事業 農地の無断転用防止、及び遊休農地の解消を図る。
パトロールにより、農地の無断転用や遊休農地の発見、解消の
ための指導を行う。

452 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ②魅力ある農業の振興 農地法に基づく申請支援事業
申請者に対し、記入法や必要書類を説明し、申請が滞りなく出来
るようにする。

申請者に対する必要書類の説明、申請書の受付、許可書の交付
及び伝達を行う。

624 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 農地紛争処理事業 農地に関し、争いや困りごとの仲裁をし、耕作環境を整える。 農地に関する、争いや困りごとの仲裁をする。 0 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 台帳整理事業
益子町の農地に関し、所在、面積、所有者等の情報を適切に管
理するとともに、即時に照会、証明できる環境を確保する。

農地の台帳管理、税務課課税台帳との突合を行う。証明書等を
交付する。転用、所有権移転等の台帳処理を管理する。

880 B イ：改善して継続

農政課 農地係 産業が育ち、活力ある益子 農林業の振興 ①農業生産体制の整備 農地の利用状況調査及び指導事業
農地の利用状況調査及び指導等を行う事により、農地の遊休農
地化を防ぎ、農地の利用増進を図る。

年1回、農地の利用状況調査を行い、利用状況の低い農地所有
者に対し、農業上の利用の促進を図るため指導を実施する。

1,781 B ア：このまま継続

観光商工課 観光係 産業が育ち、活力ある益子 観光の振興 ②観光客の誘致 観光振興事業
益子の魅力を広く情報発信、ＰＲすることによって誘客を促進し
経済の活性化を図る。

観光協会へ補助金を交付、観光案内、パンフレットの作成・配
布、公衆トイレの清掃委託と維持管理、イベントへの運営費補
助、イベント支援等を行う。

16,277 B イ：改善して継続

観光商工課 観光係 産業が育ち、活力ある益子 観光の振興 ①観光プログラムの開発 ラーニング=バケーションプロジェクト
益子へ訪れようとしている方が、多様な観光プログラムから、季
節に応じた体験学習と観光を組み合わせ、充実した益子体験が
できる。

地域団体に趣旨を理解していただき、ラーニングバケーションの
企画・運営を依頼する。益子焼農業、文化財などの資源を活用
し、メニューの充実を図る。

787 B イ：改善して継続

観光商工課 観光係 産業が育ち、活力ある益子 観光の振興 ②観光客の誘致 自然環境活用事業
益子の森の自然環境に触れてもらい、益子の良さを認識してもら
うと共にフォレスト利用者の利便性の向上と利用者の増加を図
る。

フォレスト益子の管理運営及び天体観測施設の管理運営を行う。 13,599 B イ：改善して継続
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観光商工課 観光係 産業が育ち、活力ある益子 観光の振興 ②観光客の誘致 土祭事業

益子町民が、益子の原点である「土」を通して、風土や地域を見
直し、新たな益子の魅力を引き出し未来に繋げると共に、交流人
口を増やし町の活性化を図る。町民も来場者も共に幸せにする
祭を目指す。

益子の歴史や風土、土、自然環境をテーマに、アートの展示・イ
ンスタレーション・各種イベントを開催する。官民協働でボランティ
ア体制を作りプロジェクトを実行、祭を運営する。

14,788 B ウ：休止・廃止

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 商業の振興 ①商業活動の活性化 商業振興事業
経営改善事業や地域活性化事業を行うことにより商工会会員企
業が力をつけ、商店街の活性化と魅力ある地域づくりを図る。

益子町商工会へ補助金を交付する。 8,370 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 工業の振興 ①既存企業の強化 工業団地関連事業
星の宮工業団地の環境整備、及び事業所の振興安定支援によ
り、町の工業振興を図る。

益子町と星の宮工業団地内の事業所で組織する星の宮工業団
地連絡協議会へ負担金を支出する。

50 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 工業の振興 ①既存企業の強化 工業振興事業
町の工業振興と活性化のため、町の伝統産業である益子焼を活
性化するため、関係団体をとおしてＰＲを図っていく。

２３年度は東日本大震災があったため被災地支援として益子焼
（食器）の支援の実施を行った。通常はＰＲ事業を実施している。

3,148 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 商業の振興 ③商業環境の整備促進 中小企業振興事業 町内中小企業者の健全な経営を助け、中小企業の振興をする。

町が金融機関に資金を貸付し、金融機関はその３倍以上の額を
中小企業に貸し付ける。貸付時の信用保証料の１／２以内の額
を借入者に補助金として交付する。保証協会に保証金額に応じ
て負担金を支出する。

7,704 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 工業の振興 ①既存企業の強化 益子焼作家育成事業
益子焼を業とする者、独立をしようとする者が作陶活動を円滑に
進められるようにする。

益子焼を業とする者、独立しようとする者に貸付を行う他、５０万
円を限度とし設備購入費の１／２を補助する。又、益子焼作家を
目指す者に育英資金の給付を行う。作品購入委員会で有望作家
の作品を購入する。

40,873 B イ：改善して継続

観光商工課 商工係 美しく、安全で快適な益子 消費生活の向上 ①消費者意識の啓発 消費生活対策事業 消費者被害の未然防止と被害者救済のため。
消費生活研究会による出前講座の開催。窓口での消費生活相談
と相談窓口への案内。広報での啓発活動。多重債務相談を行う。

2,420 B イ：改善して継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 商業の振興 ③商業環境の整備促進 特定計量器定期検査事業 販売時における適正な計量の確保を図る。

２年に１度知事が検査日時と会場を指定し、受験者が計量器を持
ち込み検査を受ける。その際、通知の発送、検査時の受付、検査
の補助、手数料の受領等又次検査会場への機材等の移動を行
う。

201 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 工業の振興 ①既存企業の強化 採石業対策事業
陸砂利採取事業及び採石事業による周辺住民、環境への災害
を防止する。

監視員を設置し、月１０回のパトロールを行い（うち１回は職員が
同行）法の規定に違反する行為の監視、情報の収集、状況の把
握を行う。

1,079 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 工業の振興 ①既存企業の強化 伝統的工芸品産業支援事業 益子焼の販路を拡大する。
商工会、益子焼協同組合に販路拡張事業の為の補助金を交付
する。

2,874 B イ：改善して継続

観光商工課 観光係 支えあい、健やかに生きる益子 高齢者支援の充実 ②生活支援の充実 プラチナショッププロジェクト
旧商店街の空き店舗を使ってプラチナショップを展開し、熟年世
代以上の人達の生き甲斐づくりを行う。

プラチナショップの利用促進を図ると共に、運営組織。 122 B イ：改善して継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 工業の振興 ③新たな産業の創出 企業誘致・コラボレーションプロジェクト
企業等を新設、又は増設することによって、産業の振興及び雇用
の確保を図る。

企業等の誘致促進、立地の推進活動を行う。 2,288 C イ：改善して継続

観光商工課 観光係 美しく、安全で快適な益子 消防・救急体制の充実 ①火災予防体制の強化 煙火消費許可事業 花火等煙火消費行為に際して住民の安全を確保する。
申請書の受理、内容の審査、現地調査、関係機関との調整、許
可書の発行、当日の確認等を行う。

82 B ア：このまま継続

観光商工課 商工係 産業が育ち、活力ある益子 雇用・勤労者福祉の推進 ①就労支援の充実 緊急雇用創出事業
離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者の失業者の生
活の安定を図るため。

町が直接、または委託事業により事業を創出し、失業者を雇用
し、次の雇用を得るまでの間の短期の雇用機会を作る。

51,121 B エ：終了・完了

観光商工課 学芸係 産業が育ち、活力ある益子 観光の振興 ②観光客の誘致 陶芸メッセ益子管理運営事業
魅力ある企画展を実施し、リピーターの確保と町民の憩いの場
所とする。

陶芸美術館の展覧会の企画・運営及びメッセ施設の植栽の手入
れ等維持管理運営を行う。

52,581 B ア：このまま継続

観光商工課 学芸係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進 益子町文化のまちづくり事業 陶芸文化の担い手を輩出し、益子焼の飛躍に貢献する。 文化のまちづくり事業実行委員会へ交付金を支出する。 9,895 B ア：このまま継続

建設課 土木係 生活やビジネスに魅力的な益子 道路網の充実 ①道路網の整備・充実 法定外公共物管理に関する事業 法定外公共物を適正に管理する。
境界確認申請の際に道水路の幅員を確保する。用途廃止申請に
ついての処理を行う。使用許可申請についての処理を行う。

3,475 B ア：このまま継続

建設課 土木係 生活やビジネスに魅力的な益子 道路網の充実 ①道路網の整備・充実
道路及び河川の維持管理に関する事
業

道路及び河川の維持管理を行い、常に安全で利用しやすい状態
を保つ。

舗装の補修及び路肩等の補修整備、許可承認等を行う。 53,221 B ア：このまま継続

建設課 土木係 美しく、安全で快適な益子 快適な住宅の整備促進 ①良好な住宅・住宅地の供給 町営住宅建設及び維持管理事業
町営住宅の住みやすさを図る。また、安心な生活が送れるよう、
維持管理を行う。

町営住宅の改修、補修工事等を行う。 70 B ア：このまま継続

建設課 土木係 美しく、安全で快適な益子 公園・緑地の整備 ②公園・緑地の整備・充実 公園維持管理事業
公園・緑地等の清掃及び草刈りなどを行うことによって、住民に
気持ちよく利用してもらう。

公園・緑地の清掃及び管理(草刈り、除草剤散布)を行う。 5,443 B ア：このまま継続

建設課 土木係 生活やビジネスに魅力的な益子 道路網の充実 ①道路網の整備・充実 町道の用地管理に関する事業
町道と民地との境界確認及び道路台帳などで管理する。また、
道路占用許可については占用料を徴収する。

町道の境界確認・登記関連事務及び町道用地買収並びに道路
占用に関わる事務をする。

90,860 B ア：このまま継続

建設課 土木係 生活やビジネスに魅力的な益子 道路網の充実 ①道路網の整備・充実
道路整備事業及び関連協議会事務に
関する事業

幅員が狭小な道路や通行量が多い道路に対して、道路拡幅や
改良、歩道の設置を行うことで道路環境の改善や通行性の向上
を図る。

道路新設改良に必要な測量設計、用地取得、工事を行う。また、
道路関連協議会等に関する事務を行う。

240,192 B イ：改善して継続

建設課 土木係 生活やビジネスに魅力的な益子 道路網の充実 ①道路網の整備・充実
土砂災害等情報提供及び災害復旧事
業

災害を予防することで、町民の安全を維持することができる。ま
た、災害箇所の復旧を迅速に行うことで、被害拡大を防ぐ。

災害を予防するため、点検や情報提供を行う。また、災害箇所の
復旧を行う。

97,945 A イ：改善して継続

建設課 土木係 美しく、安全で快適な益子 快適な住宅の整備促進 ②良好な住環境づくりの促進 建築物の耐震改修促進事業
町内の建築物の耐震化を図り、地震による建築物の倒壊等の被
害から町民の生命・生活を守る。

町内の建築物の耐震化を促進する。
民間木造住宅の耐震診断に対して補助金を交付する。
耐震に関するＰＲを行う。

790 B イ：改善して継続

建設課 都市計画係 生活やビジネスに魅力的な益子 魅力ある市街地の形成 ①長期的視野に立った都市計画の推進 都市計画企画調整事業 都市計画事業を円滑に進めるようにする。
都市計画の決定（変更）にあたり、必要に応じて有識者等による
都市計画審議会を開催する。都市計画図等閲覧、用途地域等証
明書の発行等を行う。

3,695 B ア：このまま継続

建設課 都市計画係 美しく、安全で快適な益子 公園・緑地の整備 ②公園・緑地の整備・充実 都市計画建設事業
新規事業箇所の選定に向けて、地元住民と調査研究を行いなが
ら事業への理解を深めていく。

都市公園・都市計画道路・街路等の整備及び街路事業促進協議
会へ負担金の支払いを行う。

16 C イ：改善して継続
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建設課 都市計画係 生活やビジネスに魅力的な益子 魅力ある市街地の形成 ①長期的視野に立った都市計画の推進 土地区画整理事業 土地区画整理事業の実施に向けて、地権者の理解を得ていく。 役場周辺地区まちづくりの説明資料作成を行う。 3,263 C イ：改善して継続

建設課 都市計画係 美しく、安全で快適な益子 公園・緑地の整備 ②公園・緑地の整備・充実 都市公園等の維持管理事業 町民が安全に公園を利用できるようにする。 開発公園等の遊具の点検、施設の修繕を行う。 3,383 B イ：改善して継続

建設課 都市計画係 美しく、安全で快適な益子 景観の保全・形成 ②景観保全措置の推進
建築基準法等関係法令の施行に関す
る事業

法の遵守による適正な建築等により、住民の安全で快適な生活
を守る。

建築確認申請、地区計画届出、道路位置指定申請、大規模行
為、屋外広告物許可申請等を行う。

3,637 B ア：このまま継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ①公共下水道の普及促進 公共下水道整備事業
住民が下水道を利用することにより、公共用水域の水質がきれ
いになり、衛生で快適な生活を営むことができるようにする。

社会資本総合整備計画（Ｈ２２～２６の５年計画）に基づき、住民
の要望等を検討し、下水道を計画的・効率的（費用対効果を前提
に）に事業を進める。

302,468 B イ：改善して継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ①公共下水道の普及促進 公共下水道維持管理事業
下水道管路やマンホールポンプ施設及び終末処理場を日々順
調に稼働させて、公共下水道を使用している家庭からの汚水を
排除できるようにする。

下水道管路やマンホールポンプ施設の維持管理及び補修。
終末処理場の維持管理及び補修を行う。

23,582 B ア：このまま継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ①公共下水道の普及促進 公共下水道業務運営事業
公共下水道事業を円滑に運営し、受益者負担金の賦課徴収及
び、下水道使用料の賦課徴収事務を円滑に実施し、滞納額の減
少を図る。

受益者負担金の賦課徴収事務、下水道使用料の賦課徴収事
務、滞納整理事務、下水道への早期接続のための啓蒙活動等を
行う。

23,948 B ア：このまま継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ②農業集落排水の安定経営 農業集落排水施設整備事業
農業集落排水を使用することで、汚れた水が池や川などに直接
流れ込むことがなくなり、公共用水域の水質をきれいにし衛生で
快適な生活を営むことが出来るようにする。

各家庭から出る汚水を処理場へ流すための宅地内排水設備を
整備する。宅地内排水設備工事に係わる必要書類及び現場の
確認と工事完了後の厳正な検査を行う。宅地内排水設備未水洗
化世帯への戸別訪問及び啓蒙活動を行う。

60,381 B ア：このまま継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ②農業集落排水の安定経営 農業集落排水施設維持管理事業
下水道管路やマンホールポンプ施設及び処理場を日々順調に
稼働させて、農業集落排水処理施設を使用している家庭からの
汚水を排除できるようにする。

下水道管路やマンホールポンプ施設の維持管理及び補修。
農業集落排水処理施設の維持管理及び補修を行う。

31,911 B イ：改善して継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ②農業集落排水の安定経営 農業集落排水運営事業
農業集落排水事業を円滑に運営し、農業集落排水への早期接
続の啓発に努める。また、使用料の賦課徴収事務を円滑に実施
し、滞納額の減少を図る。

使用料の賦課徴収事務を円滑に実施するとともに滞納者につい
ては戸別訪問を実施し、使用料の滞納額減少に努める。

6,885 B ア：このまま継続

建設課 下水道係 美しく、安全で快適な益子 下水道の充実 ③浄化槽の普及促進と適切な促進 浄化槽普及促進事業
公共下水及び農業集落排水の処理区域外の住民が浄化槽を利
用することにより、公共用水域の水質がきれいになり、衛生で快
適な生活を営むことができるようにする。

循環型社会形成推進地域計画（Ｈ２２～２５の４年計画）に基づ
き、浄化槽の計画的な整備を進めていく。
町：補助金申請者に対し、書類審査・現場確認検査をし適切な補
助金を交付する。

36,323 B ア：このまま継続

会計課 会計係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 支出事務事業 債権者に対して、円滑かつ効率的な支払いをしていく。
法令等に従い、町会計の支出に伴う事務（口座振込、支払明細、
用紙振込、現金払い、給与・賞与の支払い等）を行う。

10,739 B イ：改善して継続

会計課 会計係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 収入事務事業 町民が町税等を迅速に、正しく、快適に納付できるようにする。

窓口で町税等を現金で受領し、領収書を渡す。
そして法令に従い、町会計の収入を会計・科目別に整理し、財務
会計システムに入力。正確・迅速に出納管理をして、各担当課に
日計を渡す事務を行う。

7,333 B ア：このまま継続

会計課 会計係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保 物品、公金等管理事業 物品、公金等の保管、管理、対策を行う。
物品、現金等の安全かつ効率的な運用、保管管理、対策事務、
消耗品の支給、受入を行う。県証紙、印紙の売りさばきを行う。

662 A ア：このまま継続

会計課 会計係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ②財源の確保
芳賀郡中部環境衛生事務組合出納支
援事業

債権者に芳賀郡中部環境衛生事務組合からの支払いを円滑に
する。

芳賀郡中部環境衛生事務組合の支払い事務及び会計管理を支
援する。

789 B イ：改善して継続

会計課 会計係 住民と行政がともに創る益子 安定した財政運営 ①計画的な財政運営の推進 決算等の検査事務 議会の承認を得るために当該年度の決算額の確定を行う。
毎月検査を行い、出納閉鎖後３ヶ月以内に歳入・歳出額の照合・
確認を行い、決算額の整理を行う。

1,577 B ア：このまま継続

議会事務局 1 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 議会運営事業
議会を円滑、効率的に運営する。傍聴により町民の理解を深め
る。

本会議、常任委員会、議会運営委員会等の開催のための事務を
行う。

3,262 A ア：このまま継続

議会事務局 1 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 議員活動支援事業
議員の調査研究に資するとともに、議会の研修・渉外機能を高め
る。

調査研究費を支給する。研修について立案し、視察先、議員等と
調整する。

2,567 B ア：このまま継続

議会事務局 1 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 議会広報事業
町民に議会の活動状況や情報を知らせることにより、議会に対
する理解、関心を深めてもらう。

議会だよりを発行し、活動の報告や情報の提供を行う。防災行政
無線による周知。

1,894 B イ：改善して継続

議会事務局 1 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 会議録作成事業 町議会の公式記録を作成し、閲覧の要求に応じる。
議会の日時、出席者、発言の内容等を書面により記録し、保存す
る。

1,683 B イ：改善して継続

議会事務局 1 住民と行政がともに創る益子 適切な行政運営 ③効果的・効率的な行政運営 監査運営事業 監査が円滑に執行できるようにする。 監査運営に関する事務を適切に行う。監査委員の研修を行う。 1,381 B ア：このまま継続

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 教育委員会運営事業 教育委員会の円滑な運営を支援する。
定例教育委員会の開催、教育委員会の点検・評価、教育委員の
行事・研修等への参加　（教育委員会の構成：委員長１名、委員３
名、教育長１名、事務局５名）

12,519 B ア：このまま継続

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 学校施設の維持管理

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時
には地域住民の緊急避難場所として使用されることから安全性
や衛生面の確保が重要であり、計画に沿った校舎の建て替えを
含めた改修を行う。

校舎・体育館等の定期的な点検と計画的な改修を行い、緊急的
なものは随時修繕を実施。簡易な修繕は、学校配置職員が実施
し、専門的な修繕や施設警備等の業務については業者に委託す
る。

54,160 B イ：改善して継続

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 小中学校運営事業 児童生徒の学校生活を円滑に推進する。
予算（小学校費、中学校費）の適切な執行。各小中学校の消耗
品を始め、あらゆる教育分野の支出を統括する。各小中学校に
技手を１名配置している。

79,091 B イ：改善して継続

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 スクールバス管理運営事業 児童の登下校の安全・安心を確保する。
平成１８年度末に統合された３小学校の児童を、統合後の小学校
まで朝夕の送迎を行う。

15,207 B イ：改善して継続
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学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 教育施設の整備に関する事務事業
子どもの教育環境向上のため、老朽化した学校施設・設備の改
築を行う。

老朽化した益子小学校校舎２棟（普通教室棟及び管理・特別教
室棟）について、改築工事を行う。

711 B オ：他事業と統合

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 情報教育推進事業
児童生徒がパソコンを活用した情報教育を行うための環境を整
える。

パソコン及び周辺機器の整備と情報等の環境整備を行う。 20,526 B イ：改善して継続

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 課外活動支援事業
児童生徒の個性・特性、特技をより発揮することができるよう支
援をする。

各種大会参加費の補助やバス借り上げ代の補助を行う。 3,896 B イ：改善して継続

学校教育課 庶務管理係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 益子小学校改築事業 安全で安心して学習のできる学校教育施設の整備

昭和４０年代に建築された益子小学校校舎は老朽化も進み耐震
診断結果では危険建物としての判定結果となったため、建設検
討委員会を立ち上げて改築に向けて検討を重ねた結果、現在の
場所と決定し進めている。

178,041 B エ：終了・完了

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 学力向上支援事業
生きる力をはぐくむという理念のもとに、児童生徒の学力の向上
や職場体験学習等の支援を行う。各学校の新学習指導要領の
円滑な移行や学習に関する要望等に迅速かつ適切に対応する。

小５と中２を対象とした学力調査や小学校外国語活動を円滑に進
めるための研修会を実施する。小中学校社会科副読本の編集
や、中２を対象とした職場体験学習マイチャレンジ事業を実施す
る。

4,150 B ア：このまま継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 学校備品整備関連事業
児童生徒がより充実した環境のもとで教育が受けられるようにす
る。

各学校と連携を取りながら、学習内容の充実を図るために、新学
習指導要領に準拠した義務教育教材備品や一般備品、理科備
品の購入整備を行う。

9,633 C イ：改善して継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 指導助手・ＡＬＴ等関連事業
各学校における教育力の向上及び学習内容を充実させるために
各学校に人的な配置を行う。

学習内容の充実を図るために、各小中学校に１名ずつ指導助手
と小学校に１名中学校に２名のALT（語学指導助手）及び専門教
諭のいない中学校に美術・書道・陶芸を担当する非常勤講師を
配置する。

41,036 B ア：このまま継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 不登校対策及び教育相談関連事業
不登校児童生徒が学校生活に適応できるようにするための支援
体制をつくる。また随時教育相談を行い問題行動等を早期に発
見する。

不登校児童生徒が学校生活に適応できるようにするため、学校
生活適応指導教室（つばさ教室）を設置し、学校との連携のもと
に児童生徒の学校復帰をめざし、随時各種の教育相談を実施す
る。

5,316 B ア：このまま継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 児童生徒の就学支援事業
児童生徒の教育活動に必要な諸費用の支援をすることで、保護
者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒が安心して学校
生活をおくれるようにする。

要保護準要保護児童生徒認定会議及び特別支援学級就学指導
委員会を開催する。要保護・準要保護児童生徒及び特別支援学
級に在籍する児童生徒の保護者に対して、学用品費等の支援を
する。

10,709 B ア：このまま継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 学校安全体制整備関連事業
不審者等から児童生徒を守るために、学校内や登下校時等の安
全を確保する。

スクールガードリーダーを中心に防犯教室や交通安全教室を開
催したり、スクールガード等と登下校をすることによって児童生徒
の安全を確保する。

943 B イ：改善して継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 学校保健関連事務事業
教職員及び児童生徒の疾病を早期に発見し、健康の維持に努
める。インフルエンザ等の集団感染防止するために関連諸機関
と連絡を密にし、早期発見・治療に努める。

教職員、児童生徒を対象とした健康診断を行う。 9,878 B ア：このまま継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ①幼児教育の推進 幼稚園就園奨励費補助事業
保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、公・私立幼稚園間
の保護者負担の格差是正を図り、幼児教育の振興に資するた
め。

私立幼稚園に在籍している園児の保護者に対して、保育料の補
助金を支給する。

29,476 B ア：このまま継続

学校教育課 学校教育係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ②学校教育内容の充実 学校関連調査報告事務事業
学校関係の調査・研修の実施により教職員の資質の向上を図
る。また、転出・転入・新規入学の児童生徒をスムーズに学校へ
就学させる。

各関係機関との調査・報告事務。
教科書・一般図書の無償給与事務。
児童生徒の学籍・就学関係事務。

4,141 B ア：このまま継続

学校教育課 学校給食係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 給食ｾﾝﾀｰの維持管理事業
児童、生徒等に対し、安全・安心でおいしい給食を提供するた
め、調理器機や施設設備が毎日きちんと利用できるようにする。

業務委託による保守点検（電気工作物、、生ゴミ処理施設、ボイ
ラー、オイルタンク、貯水槽等）　法定点検外（厨房機器、空調設
備、清掃業務等）。職員による調理機器の自主点検。施設及び調
理機器等修繕を行う。

19,280 B イ：改善して継続

学校教育課 学校給食係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 給食調理事業
学校給食は、児童、生徒の成長に欠かせないものであることか
ら、安全、安心でおいしい給食が食べられるようにする。

食中毒を防止するため、適切な温度管理や衛生管理に気をつ
け、児童・生徒に栄養等のバランスのとれた給食を提供する。衛
生管理は、毎日作業前、作業中、作業後と計３回行っている。

68,745 B ア：このまま継続

学校教育課 学校給食係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 給食配送事業
決められた時間に給食がきちんと各学校に配送されるようにす
る。

給食配送業務は委託している。区域を3つに分け配送車3台で
行っている。給食の配送、食器、食缶等の回収及び配送車の点
検・清掃、コンテナホームの清掃、消毒等を行う。

5,860 B イ：改善して継続

学校教育課 学校給食係 学び、創造する益子 学校教育の推進 ③学校教育環境の充実 給食センターの運営委員会運営事業
児童・生徒の心身の健全な発達に資するため、給食センターの
運営が適切に行われるよう、重要な事項について審議し、助言
する。

学校給食の運営方針の審議や決算の承認を行う。 569 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 生涯学習総合企画調整事業
町の生涯学習を総合的に推進するために年度ごとに適切な量
（メニュー）を設定する。

生涯学習の年間活動計画の設定や、益子町生涯学習推進本部
会において生涯学習の推進方策を協議決定する。

1,491 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進
社会教育委公民館運営審議会運営事
業

委員に生涯学習事業についての説明をし、適切な意見判断を求
めるとともに、委員会運営を円滑に進める。委員の意見を参考に
しながら社会教育事業を実施していく。

社会教育委員会と公民館運営審議会の資料作成、日程調整、開
催。

732 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 家庭教育学級開催事業

親及び親に準ずる人を対象に、家庭における子どもの教育を行
うのに必要な知識や技術を習得する機会を提供し、幼児から中
学生の教育についての理解を深めるとともに、家庭の教育力の
再生を図る。

講座内容の指導・助言並びに実施内容の検討と助言を行う。 2,072 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 生涯学習推進協議会運営事業
生涯学習推進協議会委員を通じて広く町民の意見を聴き、生涯
学習に関する施策に反映させる。

生涯学習推進協議会を設置し、生涯学習に関する施策につい
て、委員からの意見を求めるとともに、生涯学習を総合的に整
備、充実する方策を研究協議する。また、報酬の支払いや研修
の計画や同行を行う。

1,664 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 生涯学習推進組織の運営事業
住民の学習意識を高めるため、生涯学習推進員及び地区推進
員の能力・指導力アップを図る。

生涯学習推進員研修を開催する。
生涯学習地区推進員研修を開催する。

4,026 B ア：このまま継続
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生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 子ども会育成会支援事業

子ども会育成会の基本的な役割や、子ども達のより良い理解者
としての資質を磨くために、ジュニアリーダー、ユースリーダーの
相互協力と連携により、活動の充実を図り、未来を担う健全な青
少年の育成に努める。

育成会長研修会を開催する。
ましこいきいきトライやるスクールを開催する（小学４～６年生が
対象）。ジュニアリーダースクラブ（高校生）、ユースリーダースク
ラブ（１８～３０歳）を育成する。

3,783 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 生涯学習広報事業 住民の生涯学習について興味関心を高める。
生涯学習振興大会の開催する。
町の広報紙に生涯学習関連記事を毎月掲載する。

1,371 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 PTA活動支援事業 町内小中高のPTAの連携を強化し、青少年育成を図る。
総会・役員会・研修会等の開催及び取りまとめ。事業開催にあ
たっての学校関係者との打合せ・通知の作成・発送事務。補助金
の概算払い・精算を行う。

1,153 B ア：このまま継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 男女共同参画の促進 ③女性が活躍するまちづくり 女性団体連絡協議会支援事業 女性団体の育成・支援を行い、女性の社会進出を促進する。
会議の開催、補助金交付、研修会等開催を提案及び取りまとめ
を行う。また、町民が楽しく参加できるみんなの集いを開催する。

3,812 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 学社連携・融合事業
生涯学習担当者（学校教職員）と学校支援ボランティアで交流す
ることで生涯学習の必要性を認識し、今後の生涯学習の推進
（情報提供など）を図る。

生涯学習担当者会議を開催する。　学校支援ボランティアコー
ディネーター懇談会を開催する。　学校支援ボランティア交流会を
開催する。

684 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 学習活動支援事業 地域や社会の人々に様々な学習機会を提供する。
学習ガイドブックを作成する。　自主教室、いきいき講座の普及推
進を図る。

1,262 B ア：このまま継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 青少年健全育成事業 地域住民が一丸となって青少年の健全育成に取り組んでいく。
青少年健全育成大会、地域懇談会の開催。有害図書の立入調
査、街頭パトロールの実施。地域住民への青少年健全育成の普
及・啓蒙を図る。

4,086 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 改善センター事務事業

田野地区の住民を主な対象に、身近な施設で生涯学習について
学び、体験してもらうことによって、個人の生活の充実、変化への
対応、生涯活躍、1人1人がまちづくりに参加することなどをねら
いとしている。

田野地区住民に学習の場や情報の提供・相談等を行う。（セン
ター主催事業、南部地区ぐるみ体育祭、高齢者学級）。事務局と
して各種団体の支援を行う。（自治会長協議会、遺族会、消防団
後援会）

3,747 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 男女共同参画の促進 ①男女共同参画意識の醸成 男女共同参画社会づくり事業
男女が社会の対等な構成員として自らの意志によってあらゆる
分野において活動に参画する機会が確保される社会の実現を図
る。

男女平等の社会の実現を図るための、普及・啓発活動を行う。 2,235 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 成人式開催事業 成人となった若者たちに大人としての責任と自覚を促す。
二十歳のつどい・実行委員会の開催。各関係機関への該当者報
告依頼。名簿の作成・しおり作成・通知作成・発送事務・記念品の
物品購入関係事務・記念品発送事務を行う。

1,079 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 改善センター施設管理事業
地域住民に対して学んだり交流を深めたりする場として有効に利
用してもらえる施設となるようにする。

施設の維持管理業務、センターの貸し付け業務、地域住民の利
便性を図るための各課関連受付業務を行う。

12,272 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 あぐり館事務事業

七井地区の住民を主な対象に、身近な施設で生涯学習について
学び、体験してもらうことによって、個人の生活の充実、変化への
対応、生涯活躍、1人1人がまちづくりに参加することなどをねら
いとしている。

七井地区住民に学習の場や情報の提供・相談等を行う。（あぐり
館主催事業、北部地区ぐるみ体育祭、七井地区高齢者学級）　地
区ぐるみ体育祭については北部地区ぐるみ協議会に委託する。
事務局として各団体の支援を行う。（北部地区自治会長連絡協議
会、七井地区遺族会、消防団七井本部後援会）

6,718 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ④図書サービスの充実 図書室企画運営管理事業 住民の読書意欲を向上させる。
蔵書の充実。貸出・返却処理・予約・他館からの貸出処理・購入
等の事務処理。図書カードの発行。廃棄処理・未返却処理を行
う。

4,986 B ア：このまま継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 生涯学習の推進 ①生涯学習推進体制の強化 あぐり館施設管理業務
地域住民に対して学んだり交流を深めたりする場として有効に利
用してもらえる施設となる。

施設の維持管理業務、あぐり館使用のため貸し付け業務、地域
住民の利便性を図るための各課関連受付業務を行う。

7,111 B ア：このまま継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 主催教室講座開催事業 教室に参加することにより、住民の知識、技能習得を支援する。
主催教室の立案・開催準備。実施内容の検討・講師依頼・謝礼金
の出金事務。参加者の募集・通知作成・発送事務を行う。

1,861 A ア：このまま継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 高齢者学級開催事業
高齢者に生きがいと健康を得られるように、また交流を深められ
るようにする。

高齢者に関する講話、日帰り研修の実施。保健師の指導による
寝たきり防止の健康体操を実施する。

690 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 地域コミュニティ事業
地域住民の親睦を深めるとともに、健全な心身を養うこと、また
自然保護や道路愛護の気持ちを育むことを目的に地域住民の連
帯感の高揚を図り、コミュニティ活動を活性化させる。

中部地区ぐるみ体育祭を開催する。(中部地区ぐるみ協議会へ委
託。事務局は、事業企画の立案。協議会は、事業内容の決定等
を行う。事前の準備や当日の運営は、協働で行う。）
花いっぱい運動コンクール、研修会を開催する。

5,585 B イ：改善して継続

生涯学習課 生涯学習係 学び、創造する益子 社会教育の推進 ②社会教育活動の促進 中央公民館バス運行維持管理事業
住民がバスを利用した研修を行うことにより見識を高めるととも
に、研修で得た知識を社会活動に活用してもらう。

バス利用にあたり利用者が適当であるか、運行行程に無理はな
いかを審査し、適切であれば運行を行う。また、安全走行のた
め、定期点検や適切な修繕を行う。

5,649 B ア：このまま継続

生涯学習課 生涯学習係 美しく、安全で快適な益子 景観の保全・形成 ③住民参加の景観づくり ましこ花の博覧会事業
花で包まれた美しい益子を目指すとともに、交流人口の増加を図
る。また、住民自ら実施することにより、自然環境の保全や環境
美化意識の高揚を図る。

花の町づくりを実施するため、「メイン会場」・「施設・団体」・「家
庭」の３本柱を中心に、町全域に花いっぱい運動を展開する。

24,687 B ア：このまま継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ①文化財の保護と継承 文化財保護審議会の運営事業
文化財保護審議会の円滑な運営を支援する。
																																													

文化財保護審議会の招集、委員の委嘱、会議の進行、議事の取
りまとめ等を行う。
審議会に必要な資料等を収集する。
芳賀郡市の各文化財保護審議会をまとめた芳賀郡市文化財保
護審議会連絡協議会を構成し輪番で事務局を運営を行う。

1,196 B イ：改善して継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進 文化財の保護管理事業 町内の文化財を把握し、適切に保護するため。

町内の文化財の現状を調査し、それに関連する史料等を収集す
る。指定文化財に対して、状況に応じて国や県の補助金を取り入
れながら、保存修理事業等を実施する。史跡の管理団体及び民
俗文化財の継承団体を援助する。

8,094 B ア：このまま継続
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生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ①文化財の保護と継承 文化財の普及啓発事業 町内の文化財を広く理解してもらうために普及啓発活動を行う。

冊子の発刊や関係諸機関と連絡を密にして案内板の設置等を実
施する。　　　　　　　　　　　　　
住民及び他市町村等からの町内の文化財や歴史に関する質問
に対して適切に回答する。

70 B イ：改善して継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進 埋蔵文化財の保護事業
埋蔵文化財を保護するために関係機関や事業者と連絡調整を
行い、確認調査や本調査を行う。

該当地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうか回答し、どのような保
護体制がとれるのか業者と協議する。県教育委員会との調整を
行い、確認調査、必要があれば本調査を行う。埋蔵文化財包蔵
地が無許可で開発されていないか巡回する。

1,927 B ア：このまま継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進
町民会館及び中央公民館の施設維持
管理事業

町民会館及び中央公民館を利用する人が、安全で効率的に利
用できるようにする。

町民会館及び中央公民館の施設を維持するために、各種専門業
者に管理や点検などを委託するとともに、点検等で異常があった
場合には速やかに修理・修繕を実施する。

84,620 B イ：改善して継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進 町民会館の自主事業 住民一人ひとりが、優れた芸術にふれる機会を提供する。

少年少女合唱団(町内の小学生以上高校生以下による合唱団)
の運営を行い、町音楽祭など様々なイベントに参加して団員相互
の連帯感を図る。主に町民会館ホールを利用して、多方面に亘る
自主事業を企画・運営する。

2,391 B イ：改善して継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進 町民会館の運営事業
住民があらゆる文化活動に参加できる場所を提供するために、
施設の状況を常に把握しておく。

主に町民会館の貸付事業及び、会館・公民館の借用申請の受
付、調整を行う。

19,127 A イ：改善して継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ②文化・芸術活動の促進 文化協会の支援運営事業
団体または会員の連携・協調を図るとともに、文化水準の向上を
めざして安定的な活動ができるよう支援する。

加入諸団体の連絡・交流、文化・芸術の振興のための成果の発
表の機会を設ける。
年２回の会員研修や他市町の文化協会との交流会、文化祭の企
画・運営、「ましらこ」編集などの事務を執り行う。

2,532 B イ：改善して継続

生涯学習課 文化係 学び、創造する益子 芸術・文化の振興 ④新たな文化の創造 町文化祭の実施運営事業

住民一人ひとりが文化活動に積極的に参加し、活動発表など通
じて充実した生活を行うことができるようにする。また同じ活動を
行っている他団体との交流を図ったり、それらの身近な文化活動
や芸術作品等に触れられる場所と機会を提供する。

町文化祭（中央公民館ロビー等において菊花展示、中央公民館
２階和室において囲碁・将棋大会、総合体育館及び中央公民館
２階会議室においてギャラリー部門と文芸部門の展示）を実施す
る。主催は益子町教育委員会と益子町文化協会。
芳賀地方芸術祭（総合体育館においてギャラリー部門の審査び
展示）を実施した。飾り付けや片付けなども益子町文化協会の協
力を得て実施する。

3,081 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 益子町体育協会支援事業
町体育協会の活動を支援することにより、住民がスポーツをする
機会を提供し、健康維持・体力増進を図ると共に、スポーツ人口
の底辺拡大、及び競技力の向上を目的とする。

運営経費を補助すると共に、企画運営を行う。郡市民体育祭・県
民スポーツ大会・郡スポレク祭への選手派遣、各種主催大会の
開催及び傘下団体主催事業の事務的な人的支援による運営を
行う。

3,663 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 スポーツ推進委員会活動事業

スポーツ推進委員がスポーツの指導と普及活動、各種スポーツ
行事に協力を行うことにより、住民がスポーツをする機会を増や
し、また技術を習得し、スポーツの楽しさを味わいながら、体力の
増強・健康増進を図れるようにする。

誰でも気軽に行えるニュースポーツの指導・出前講座への派遣、
地区ぐるみ体育祭などの運営協力を行うと共に、ニュースポーツ
の習得の為の研修に参加する。町駅伝競走大会を主管、企画・
運営を行う。月１回の定例会の開催する。

3,149 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 スポーツ教室運営事業
小学生が教室に参加することで、スポーツの楽しさを感じ取り、ス
ポーツに参加するきっかけをつくり、健康維持及び体力増進がで
きるようにする。

小学生及び一般者を対象としたスポーツ教室の企画運営を行う。
トップアスリートなどを招いての少年スポーツ教室を開催する。ト
レーニング室利用者講習会を開催する。

6,507 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ②スポーツ団体への支援と指導者の育成 学校施設開放事業
住民が各小・中・高等学校施設（体育館・武道館・グラウンド）を
利用し、ｽﾎﾟｰﾂや、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝをすることによって、健康を維持し、
体力を増進できるようにする。

登録団体から申請があった各小・中・高等学校施設（体育館・武
道館・校庭・夜間照明施設）を貸出するための受付、調整し、施設
の整備、維持管理を行う。

2,149 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ②スポーツ団体への支援と指導者の育成 町民センター施設維持管理業務
住民が体育館・武道館・町民センターを利用し、スポーツをするこ
とによって、健康を維持し、体力を増進できるようにする。

総合体育館や町民センター・プール等の施設の貸出、予約受付、
使用料の収受、施設の整備、維持管理を行う。

25,261 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ②スポーツ団体への支援と指導者の育成 南運動公園維持管理業務
住民が運動公園を利用することで、安らぎを得たり、スポーツを
することによって、健康を維持し、体力を増進できるようにする。

南運動公園及び南運動場の整備・維持管理及び施設の貸出等
を行う。

42,584 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ②スポーツ団体への支援と指導者の育成
北運動場、北公園野球場維持管理業
務

住民が運動場や公園を利用することで、安らぎを得たり、スポー
ツをすることによって、健康を維持し、体力を増進できるようにす
る。

北運動場及び北公園の整備・維持管理及び施設の貸出等を行
う。

16,241 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 益子町駅伝競走大会運営業務 町民の健康と体力づくり及び世代を超えて地域の連携を図る。
町駅伝競走大会の企画運営に伴う運営事務の協力及び人的支
援を行う。

2,875 A ア：このまま継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 芳賀郡市体育協会運営事業
芳賀郡市内のスポーツの交流と競技力向上、及びスポーツ人口
の底辺拡大、及びレクリエーションスポーツの普及を図る。

郡市民体育祭、郡スポレク祭の運営、及び参加者の取りまとめ、
郡市駅伝選手強化練習の実施及び郡市社会体育事務担当者会
議を開催する。

2,693 B ア：このまま継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 スポーツ少年団支援事業 小学生のスポーツ環境を整え、体力・競技力の向上を図るため。
県登録、指導者講習会、町及び郡大会の運営、補助金や手当の
交付を行う。

1,489 B イ：改善して継続

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 チャレンジデー参加事業
健康意識を高め、スポーツへの興味・感心を高めると共に、運動
をするきっかけづくりを図るため。

チャレンジデー参加に向けた組織作り、事業のＰＲ・周知活動・事
業の企画運営を行う。

3,948 B エ：終了・完了

生涯学習課 スポーツ振興係 学び、創造する益子 生涯スポーツの推進 ①スポーツ・レクリエーション活動の推進 総合型地域スポーツクラブ設立事業

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツが出来る生涯スポーツ
社会を実現するために、総合型地域スポーツクラブを設立し、身
近で様々な世代が様々なスポーツをすることが出来る環境を作
り、健康の維持・体力の増進を出来るようにする。

総合型地域スポーツクラブ設立に向けて、クラブについてのＰＲ，
説明会の開催。研修会への参加依頼。設立発起人等の発掘。意
識の啓発、活動への参加を高める。

2,881 B ア：このまま継続
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