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第　　　　１　　　　部

総　　　　　　　　　論



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）町づくりのテーマ

　住……時代にふさわしい居住環境のために

　遊……ゆとりに満ちた暮らしのために

　産……活力ある産業の育成のために

　知……豊かな心を育むために

（２）施策別スローガン

　　　　　機能性の高い調和のとれた町づくり（都市基盤）

　　　　　健やかで明るい生きがいのある町づくり（福祉・保健・医療）

　活力に満ちた潤いのある町づくり（産業振興）

　安心して暮らせる快適な町づくり（生活環境）

　創造性を育む心豊かな町づくり（教育文化）

　温かいふれあいのある町づくり（地域社会と行財政）

   　　 年別人口及び世帯想定表（各年度末）　　　　　　　　　

区　分 平成１９年平成２０年平成２１年

人　口 （人） 12,300 12,400 12,500

世帯数（戸） 4,550 4,600 4,650

ため 、次の町づくりのテーマ及び施策別スローガンにより事業を推進していきます。

３．人口想定

　本計画期間中の各年の人口及び世帯については、次のとおりと想定しました。

　本計画は 、後期基本計画（平成１２年度～２３年度）に定められた施策を、財政状況を考え

　本計画は、基本構想に定める町の将来像｢活力に満ちた緑と海と太陽の潤いあるふるさと
：一宮町 」を実現するため、平成１９年度から３ヶ年で取り組むべき、主要な施策及び事業を
計上し 、計画的かつ総合的に推進し、均衡のとれた健全な町づくりを目指すものです。その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　はじめに

１．計画の性格と期間

２．計画策定の目的

合わせながら 、向こう３ヶ年の事業内容などを明らかにした計画で、毎年の予算編成の指針

　計画期間は、平成１９年度から平成２１年度までの３ヶ年とします。
　尚、本計画は社会的動向等に対応するため、弾力的に運用していくものとします。

となるものです。
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第１節　土地利用
第１章 第２節　市街地整備
機能性の高い調和のとれた町づくり 第３節　道路
（都市基盤） 第４節　公共交通・交通施設

躍 第５節　河川・水路・海岸
第６節　情報・通信

動
第１節　地域福祉

第２章 第２節　高齢者福祉
す 健やかで明るい生きがいのある町づくり 第３節　障害者（児）福祉

（福祉・保健・医療） 第４節　児童・母子福祉
第５節　社会保障

る 第６節　保健・医療

緑 第１節　農業
第３章 第２節　林業
活力に満ちた潤いのある町づくり 第３節　水産業

と （産業振興）
第５節　観光・リゾート

海

第１節　環境衛生
と 第２節　上水道

第４章 第３節　下水道
安心して暮らせる快適な町づくり 第４節　住宅・宅地

太 （生活環境） 第５節　公園・緑地
第６節　自然の保護・保全
第７節　交通安全

陽 第８節　消防・防災
第９節　防犯
第10節　公害防止

の

第１節　学校教育
ま 第５章 第２節　社会教育

創造性を育む心豊かな町づくり 第３節　スポーツ・レクリエーション
（教育文化） 第４節　地域文化

ち

第１節　コミュニティ
第６章 第２節　住民参加
温かいふれあいのある町づくり 第３節　行政運営
（地域社会と行財政） 第４節　財政運営

　本計画では、基本構想の将来像である｢活力に満ちた緑と海と太陽の潤いあるふるさと

４．施策の体系

第４節　商工業

：一宮町｣を実現するため、次の施策の展開を図り事業を推進していきます。

                               住　　・　　遊　　・　　産　　・　　知
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,898,736 2,128,177 2,189,243 6,216,156

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,100,000 1,100,000 1,300,000 3,500,000

200,000 200,000 200,000 600,000

38,000 66,000 43,000 147,000

5,000 5,000 5,000 15,000

1,343,000 1,371,000 1,548,000 4,262,000

70,406 70,493 63,513 204,412

99,981 269,424 331,864 701,269

454,307 453,708 453,708 1,361,723

27,205 25,412 26,909 79,526

1,134,753 1,172,864 1,179,273 3,486,890

112,084 136,276 133,976 382,336

　本計画における計画期間（平成１９年度～平成２１年度）の３ヶ年の計画事業費の総額は、

約６２億円とし、その施策別の計画事業費は、次のとおりとします。

施　　　策　　　名

　　　　事業費　　（千円）

　第１章
　機能性の高い調和のとれた町づくり

　第２章
　健やかで明るい生きがいのある町づくり

　第３章
　活力に満ちた潤いのある町づくり

　第４章
　安心して暮らせる快適な町づくり

　第５章
　創造性を育む心豊かな町づくり

　第６章
　温かいふれあいのある町づくり

合　　　　　　　　計

※県の計画事業

　海岸侵食対策事業

　県道南総一宮線道路改良事業

　尚、本計画における計画期間（平成１９年度～平成２１年度）に県の計画している事業は

次のとおりです。

事　　　業　　　名
　　　　事業費　　（千円）

５.施策別計画事業

　国県道排水整備事業

合　　　　　　　計

　　　　　　　　　　　（都市基盤）

　　　　　　        　（福祉・保健・医療）

　　　　　　　　　　　（産業振興）

　　　　　　　　　　　（生活環境）

　　　　　　　　　　　（教育文化）

　　　　　　　　　　　（地域社会と行財政）

　一宮川河川改修整備事業
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6．財政の見通し 

 

 景気は緩やかな回復傾向にあるものの、国の財政は未だ厳しい状況にあり、歳出構造

の見直しを図る一方、国債発行も縮減するなど財政健全化に向けた取組みを続けている。

今後も国・地方を通じた行政の簡素化及び効率化を目指し、税制改正に加え新型交付税

の導入や行政改革など、地方分権改革を強力に推進して行くこととしている。 

 町財政は、町税や地方交付税の一般財源が大幅に減少している中、平成 18 年度末の

一般会計・特別会計合わせた地方債残高は、過去最高額のおよそ 46 億円に上る見込み

となり、今後この償還が大きな負担となるほか、保険医療・福祉政策・教育対策・生活

基盤整備など住民ニーズは多種多様化し、財政運営はより一層厳しい状況に置かれるも

のと思われる。 

 こうした中においても、「躍動する緑と海と太陽のまち」実現に向けて、「一宮町集中

改革プラン」に基づき、使用料・手数料等の見直しによる歳入確保を図る一方、組織・

機構改革を行い事務の合理化、定員管理の適正化や事務事業の整理・統合・廃止を行う

など、安定した歳入確保と徹底した経常経費の削減を基本に本計画を策定しました。 

 財政見通しは次のとおりで、計画期間（平成 19 年度～平成 21 年度）の 3 ヶ年におけ

る財政規模は約 205 億円と見込んでいます。 

 

 

 

≪第 6 次実施計画財政見通し≫ 

 年   度

1,745,329 1,746,736 1,713,815 5,205,880

840,000 840,000 840,000 2,520,000

1,669,055 1,477,706 1,467,606 4,614,367

175,000 241,900 334,900 751,800

2,159,077 2,650,813 2,622,216 7,432,106

6,588,461 6,957,155 6,978,537 20,524,153

1,191,551 1,159,959 1,129,743 3,481,253

515,358 505,247 508,137 1,528,742

372,456 417,198 422,567 1,212,221

4,509,096 4,874,751 4,918,090 14,301,937

6,588,461 6,957,155 6,978,537 20,524,153

 項   目

歳

入

町 税

歳

出

人 件 費

物 件 費

公 債 費

そ の 他

計

計

計

平成19年度 平成20年度 平成21年度

地 方 交 付 税

国 県 支 出 金

町 債

そ の 他

 



第　　　　２　　　　部

計　　　　　　　　　画



（　都　市　基　盤　）

第　　　　１　　　　章

機能性の高い調和のとれた町づくり



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,000 1,000 1,000 3,000

　面など多くの問題があり休止状態となっておりますが、早期に事業化されるよう粘り強く県に働き

　　その他、国県道における支障箇所の改善や歩道の新設などについて、適宜、県に要望していきま

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（３）保護・保全

　 長生グリーンライン（高規格道路）ですが、「調査区間」である茂原から一宮間が早期に、「整

　　　　事業費　　（千円）

　　また、県道南総一宮線については、ＧＳＳセンター東側の町道までの区間に引き続き、道路利用

　　次に、県道一宮椎木長者線ですが、引続き用地買収の促進と安全性の確保を図るため、買収完了

　区間の整備促進を要望していきます。また県道松丸一宮線は、橋梁区間の整備であるため、費用の

 備区間」の指定を受け、開通に向けた整備が進められるよう、引き続き関係市町村と共に促進して

（１）既成市街地の整備

   駅周辺の今後の土地利用及び都市施設のあり方について、引き続き検討します。 （都市整備課）

　 宅地開発指導要綱等による指導を行うことにより、一層の自然環境の保護・保全に努めます。

第２節　市街地整備

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（都市整備課）

第３節　道　路

（２）新市街地の整備
   現在事業中の一宮町東浪見土地区画整理事業の早期完了を目指します。　　　　 （都市整備課）

　かけていきます。

　す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建設課）

　国県道排水整備事業

   用途地域等について、都市づくりにおける将来ビジョン確立のための見直しを検討します。

　 宅地開発指導要綱に基づき、指導の充実を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 （都市整備課）

　者の利便性や安全性の向上に向け、振武館西側の町道に至るまでの区間の整備促進を県に要望して

　いきます。

（１）幹線道路の整備

　いきます。

第１節　土地利用

（１）地域地区の見直し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　(都市整備課）

（２）町づくりの推進
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

60,000 50,000 50,000 160,000

25,000 35,000 35,000 95,000

500 500 500 1,500

　合　　計 85,500 85,500 85,500 256,500

　新設や排水施設の整備などを実施し、生活環境の向上や道路利用者の利便性の向上を図ります。

（４）道路環境の整備

　 上総一ノ宮駅駅舎橋上化事業は、現在一時凍結の状態となっていますが、今後も町の重要課題と

　 国・県道の植樹帯を中心に、地域性や環境に適した樹木等の植栽整備を促進し維持管理の徹底を

（１）公共交通の充実

　　利用頻度の高い幹線町道を主体に、舗装面の劣化が激しい区間の舗装補修により改善を図ると共

　に、地域に密着した生活関連道路について、地元区長からの要望や道路パトロールを基に、舗装の

（２）都市計画道路の整備

　 都市計画道路３・４・４（南総一宮海岸線）の早期完成を県に要請していきます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （都市整備課）

（３）町道の整備

　置等の施設整備を千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟会を通じＪＲに要望していきます。

　 また、路線バスの運行対策については、千葉県バス対策地域協議会を通じて、存続について協議

（２）交通施設の整備

　して、事業手法、財源確保等継続して検討していきます。

　推進します。             　　　 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画財政課）

　　また、駅のバリアフリー化について、ＪＲと連携し、段差解消施設（エレベーター等）の整備を

第４節　公共交通・交通施設

  道路分筆測量図作成委託事業

  図り、引続き緑の多い道路空間づくりを目指します。　　　　　　　 　　　　 　　（建設課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  （建設課）

　道路維持工事事業

　道路新設改良工事事業

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     
　　　　事業費　　（千円）

　　駅利用者の利便性の向上を図るため、快速列車の増便、踏み切りの遮断時間短縮、東口改札の設

　していきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　（企画財政課）
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

88 88 88 264

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

13,312 25,000 25,000 63,312
― 9,500 7,200 16,700

2,540 2,540 2,540 7,620
336 336 336 1,008

1,554 1,554 1,554 4,662
2,396 ― ― 2,396

― 5,400 5,400 10,800
270 270 270 810

　湛水防除施設管理運営協議会〔長生２・一宮・金久保３〕 5,088 5,088 5,088 15,264

　合　　計 25,496 49,688 47,388 122,572

   台風や大雨時の浸水による被害を未然に防止し、住民が安心して暮らせるよう、内水排水対策を

　中央ポンプ場保守点検整備［１０年整備］　（都市整備課）　

（２）排水路の整備

（３）海岸の保全

　保のための掘削工事、一宮橋の架け替えなどを実施し、平成２０年度に完成する予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　      　　　　　　　　　　　（建設課）

　一宮川等流域環境保全推進協議会　　　　　（環境課）

   河川浄化推進のため、一宮川等流域環境保全推進協議会と類似団体等の統廃合を積極的に行い、

  広域的に河川浄化活動強化に努めます。           　                            　（環境課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     
　　　　事業費　　（千円）

　 一宮川河川改修事業ですが、ＪＲ外房線橋梁から上流部分の築堤工事や松潟堰から下流の断面確

（１）河川対策の推進

第５節　河川･水路･海岸

　 海岸侵食対策事業ですが、引続きヘッドランドの整備促進と試験養浜の結果に基づく維持養浜計

  図ると共にポンプ場の維持管理に努めます。     　　　　　　 （建設課・都市整備課・産業課）　

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　常に十分な機能を確保することに努めます。　                                 （都市整備課）

  復元に取り組んでいきます。　　　　　　　　　 　　　　 　 　　　　　　　　　　　(建設課）　　

　ポンプ場浚渫工事　　　　　　　　　　　　　（建設課）

　下村地下道ポンプ等交換工事　　　　　　　　（建設課）

　新地ポンプ場オーバーホール工事　　　　　　（建設課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産業課）

　宮原・河原・龍宮・新浜水門維持管理　　　　（建設課）

   中央ポンプ場の主ポンプ等の１０年整備及び施設の点検整備により、設備を良好な状態に保持し

　　　　事業費　　（千円）

　中央ポンプ場沈砂池周辺整備　　　　　　　（都市整備課）　

　ポンプ場点検整備　　　　　　　　　　　　　（建設課）

　ポンプ場電気保安管理　　　　　　　　　　　（建設課）

　画の策定に伴い、本格的な養浜事業に着手されるよう、関係機関と協力体制を強化し、砂浜の早期
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（２）既存システムの有効活用

　　防災行政無線について、計画的にデジタル方式の戸別受信機を購入し、修繕不可能な機器と随時

　築し、高度情報化を向上させます。                              　　　　　　　　（総務課）

　　電子自治体の構築に向けて、千葉県電子自治体共同運営協議会を通じ、各種申請・届出の電子化

第６節　情報・通信

　　ホームページの更なる内容の充実を図り、住民や来訪者が求めている情報等をホームページに構　

（１）高度情報化への対応

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　 (総務課）

　交換し、既存システムをできるだけ長期間有効に活用できるよう、保守点検も併せて実施します。

　について研究していきます。                             　　　　　　　　　 （企画財政課）
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第　　　　２　　　　章

健やかで明るい生きがいのある町づくり

（　福　祉・保　健・医　療　）



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

6,539 6,539 6,539 19,617

500 500 500 1,500

650 650 650 1,950

50 50 50 150

4,324 4,324 4,324 12,972

300 300 300 900

1,640 1,640 1,640 4,920

　合　　計 14,003 14,003 14,003 42,009

53 53 53 159

100 100 100 300

1,260 1,260 1,260 3,780

　合　　計 1,413 1,413 1,413 4,239

　総　　計 15,416 15,416 15,416 46,248

　費用の助成について一層の充実を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　 （福祉健康課）

　 多様化するボランティア活動について、個人ボランティアの確保と登録による活用の検討、活動

　ヘルパー活動事業

　シルバー人材センター事業

　　　　事業費　　（千円）

　【社会福祉協議会補助金】

　敬老大会

　心配ごと相談事業

  実を図り、地域福祉を推進します。  　　                                     （福祉健康課）

　ふれあいサロン事業

（１）地域福祉活動の推進

　【社会福祉協議会委託事業】

　在宅福祉活動専門員設置事業

（２）ボランティア活動の促進

　紙おむつ支給事業

　地域コミュニティづくり推進支援事業

　通院介助事業（にこにこサービス）

　訪問入浴サービス事業

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

第１節　地域福祉

　 町民が、ありのままに・その人らしく地域で暮らすことができるよう、地区社会福祉協議会の充
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

2,775 ― ― 2,775
10,924 10,924 10,924 32,772
23,328 19,464 19,464 62,256
34,848 43,059 43,059 120,966
2,200 20,350 20,350 42,900
2,205 ― ― 2,205

273,420 294,276 294,276 861,972
262,224 295,560 295,560 853,344

1,056 1,395 1,395 3,846
3,060 3,921 3,921 10,902

34,560 29,435 29,435 93,430
9,900 6,548 6,548 22,996

874 973 973 2,820
3,199 3,199 3,199 9,597

664,573 729,104 729,104 2,122,781

1,405 805 405 2,615

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,127 1,127 1,127 3,381
2,215 2,215 2,215 6,645

3,342 3,342 3,342 10,026

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

975 975 975 2,925

1,260 1,260 1,260 3,780

2,235 2,235 2,235 6,705

　特定入所者介護サービス

　居宅介護サービス給付

　在宅介護支援センター

　特別養護老人ホーム建設工事負担金

　 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の見直しに伴い、介護サービスや老人福祉における要求

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

  ４月に地域包括支援センターを立ち上げ、更なる介護の充実を図ります。　　　  （福祉健康課）

　　施設の老朽化に対応するため、館内整備を行います。　　　　　　　　　（老人福祉センター）

第２節　高齢者福祉

　に対して、的確で柔軟な対応を図ります。また介護予防及び地域生活支援の推進をし、平成２０年

　広域市町村圏組合負担金〔介護認定費〕　（福祉健康課）

　 高齢者の寝たきり予防を目的にけんこう運動教室を開催、また健康相談や栄養相談を実施し、介

　合　　計

　　高齢者の能力を生かした雇用の機会を確保してシルバー人材センターの充実を図るとともに、老
　人クラブ活動や高齢者スポーツ活動を支援します。　　　　　　　　　　　　　　（福祉健康課）

　老人福祉センター修繕工事

（２）住民の健康への支援

　　　　事業費　　（千円）

　合　　計

　敬老祝品

　護予防を図り健康づくりを支援します。　　　　　　　　　　　　　          　（福祉健康課）

（３）生きがいづくりの支援

（４）高齢者にやさしいまちづくり

　審査支払手数料

　居宅介護住宅改修

　地域密着型介護サービス

　高額介護サービス費給付

　地域支援事業（地域包括支援センター）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　老人クラブ育成事業

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　緊急通報システム委託

　　地区社会福祉協議会の活動を支援し、地域による暮らしやすいまちづくりを目指します。また、
　緊急通報装置設置事業や通院介助事業（にこにこサービス）を更に充実させ、高齢者にやさしい
　まちづくりに努めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉健康課）

　　　　事業費　　（千円）

　居宅介護サービス計画給付　

　居宅介護福祉用具購入
　施設介護サービス給付

　合　　計

　通院介助事業〔にこにこサービス（社協委託）〕

（１）介護に対する環境づくり

　老人ホーム入所措置委託
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

200 200 200 600
2,628 2,628 2,628 7,884
1,482 1,482 1,482 4,446

852 852 852 2,556
22,420 22,420 22,420 67,260

416 416 416 1,248
17 17 17 51

28,015 28,015 28,015 84,045

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

92,132 92,132 92,132 276,396

　                                                        　　              （福祉健康課）

第３節　障害者（児）福祉

　 施設整備については、長生郡市自立支援協議会で協議し広域的に検討を進めます。

　　ノーマライゼーションの理念の下、障害者の種別、程度を問わず、障害者が自らその居住する場
　所を選択し、その必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加

　障害者福祉サービス

　身体障害者（児）補装具給付補助
　自立支援医療

  スの利用について支援に努めます。         　　　　　　　　　　　 　　　　　（福祉健康課）

　合　　計

　心身障害者（児）機能訓練委託

　の実現を図っていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉健康課）

（３）社会参加活動の促進

　障害者計画推進会議

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　　身体障害、知的障害、精神障害と障害の種別にかかわらず、サービス利用を一元化し、自立支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉健康課）

　　　　事業費　　（千円）

（２）指導援護の支援

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（１）障害者施設の整備

　

　 障害者の保健・福祉・医療の様々な課題に対し相談に応じ、重度身障医療費の助成等福祉サービ

　知的障害者生活ホーム入所者生活扶助

　寝たきり身障者及び重度知的障害者福祉手当
　重度身障医療

　　　　事業費　　（千円）

　給付として、介護給付・訓練等給付を推進します。更に、利用者の状況に応じ柔軟に対応するため
　の創意工夫を図り、地域生活支援事業の充実に努めます。

（４）障害者自立支援の推進
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

66,889 66,889 66,889 200,667

1,370 1,370 1,370 4,110

11,000 ― ― 11,000

92 500 500 1,092

374 374 374 1,122

1,593 1,593 1,593 4,779

81,318 70,726 70,726 222,770

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

71,025 71,025 71,025 213,075

6,930 6,930 6,930 20,790

100 100 100 300

78,055 78,055 78,055 234,165

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,351 1,351 1,351 4,053

　乳児保育、障害児保育、時間外保育、一時保育を引続き実施してまいります。         （保育所）

（１）保育所の充実

　ひとり親家庭助成事業

　　　　事業費　　（千円）

第４節　児童・母子福祉

   保育所の環境整備に努め、子育て支援体制の拡充に努めます。

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　保育所エアコン設置整備

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　　（福祉健康課）

　保育所施設整備

　児童遊園児童公園整備

　合　　計

（２）児童の健全育成

　放課後児童健全育成事業

（３）ひとり親家庭福祉の充実

　 ひとり親家庭の生活意欲の助成を図り、安定した社会生活が営めるよう助成をします。

　児童手当

　　　　事業費　　（千円）

　なのはな子育て応援事業

　児童福祉委託〔愛光保育園〕

　

　保育所備品整備

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　 児童の健やかな成長を支援するための助成をします。　　　   　　　     　   （福祉健康課）

　合　　計

　　　　事業費　　（千円）

　一時保育事業
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,791 1,791 1,791 5,373
105 105 105 315
105 105 105 315

1,364 1,364 1,364 4,092
126 126 126 378

1,086 1,086 1,086 3,258
3,115 3,115 3,115 9,345

955 955 955 2,865
2,600 2,600 2,600 7,800

331 331 331 993
8,750 8,750 8,750 26,250
6,300 6,300 6,300 18,900

　合　　計 26,628 26,628 26,628 79,884

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,171 1,171 1,171 3,513
1,362 1,362 1,362 4,086

395 395 395 1,185
126 126 126 378
121 121 121 363
828 828 828 2,484

　合　　計 4,003 4,003 4,003 12,009

　レセプト点検委託料

　資格異動テープ作成委託

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住民課）

　国民健康保険報告書システム委託

  －タにより事務の効率化を図ります。更に、レセプト点検を行い財政効果の向上を図り、人間ドッ

（３）国民健康保険

   また出産育児一時金、葬祭費の支給をすることにより、被保険者の負担軽減を図っていきます。

　 行政事務の効率化を進めるよう電算化を更に推進し、またＯＣＲ処理によるレセプトイメージデ

　老人保健電算機使用料

　 民生委員による生活相談、指導の充実を図り、社会福祉協議会の生活資金貸付制度の活用を推進
  します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　（福祉健康課）

　 適用については、対象者の的確な把握をし早期適用と職権適用の拡充を図ります。また保険料の

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　 　　（住民課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     
　　　　事業費　　（千円）

　脳ドック助成事業
　出産育児一時金

　保険者別医療費通知事務委託料
　電算事務共同処理委託料

　レセプトイメージデータ作成処理委託

  －タ提供により、事務の効率化を図ります。またレセプト点検を行い、財政効果の向上を図ってい

　国民健康保険税電算機使用料
　人間ドック助成事業

　国民健康保険システム使用料

   行政事務の効率化を進めるよう電算化を更に推進し、またＯＣＲ処理によるレセプトイメージデ

（４）老人保健

　国民健康保険税電算委託料

　葬祭費

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

  ク及び脳ドック助成事業を行い、疾病の早期発見、早期治療により医療費の節減を図ります。

  納付が困難な方については、免除申請の指導等を行います。　     　　  　　　 　　（住民課）

　レセプトイメージデータ作成処理
　レセプト点検委託料

　資格得喪等の窓口事務処理
　調整交付金申請書システム管理委託

（２）国民年金

（１）低所得者福祉

第５節　社会保障

　　　　事業費　　（千円）

　きます。また、平成２０年度からは、後期高齢者医療制度により事務を進めていきます。
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第６節　保健・医療

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

6,349 6,217 12,937 25,503

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

14,813 ― ― 14,813

16,322 16,322 16,322 48,966

3,361 3,361 3,361 10,083

1,628 1,628 1,628 4,884

18,886 18,886 18,886 56,658

11,918 11,918 11,918 35,754

66,928 52,115 52,115 171,158

　結核検診事業

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　保健センター維持管理

   住民の健康保持増進のため、健康づくりの拠点として住民の健康保持増進のため、積極的に活用

　、骨粗しょう症・予防検診などの精度管理を充実させ、受診率向上を図ります。

（２）保健活動の充実

　合　　計

　予防接種

　乳幼児医療

　ガン検診事業

　母子保健事業

（１）保健センターの活用

　　　　事業費　　（千円）

　老人保健事業

                                                                            （福祉健康課）

　保険係と連携を強化し、住民が望む健診体制づくりを目指します。また、各種がん検診や結核検診

　します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉健康課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　　基本健康診査の対象者が、国民健康保険の被保険者及びその家族に限定されて実施されるため、

　　　　事業費　　（千円）
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

475 475 475 1,425

89 ― 89 178

194 ― ― 194

16,412 16,412 16,412 49,236

17,170 16,887 16,976 51,033

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

125 125 125 375

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

40,411 40,411 40,411 121,233

5,297 5,297 5,297 15,891

45,708 45,708 45,708 137,124

（４）高齢者の健康保持

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 　 　（福祉健康課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     
　　　　事業費　　（千円）

　栄養教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　（福祉健康課）

　健康教育・健康相談

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　食生活改善会

　　高齢者に対して、介護予防事業への積極的な参加を勧め、健康づくりを推進します。

　広域的な連携により、公立長生病院の施設体制を早急に見直し、住民サービスの向上を目指します。

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     
　　　　事業費　　（千円）

　合　　計

（５）医療の充実

　在宅訪問歯科検診

　合　　計

（３）健康づくりの活動の推進

  温水センター負担金

　　食生活改善推進員活動の支援を強化し、保健事業と連携し、健康づくり活動の啓発を推進します。

　長生病院負担金

　夜間救急診療所負担金

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              (福祉健康課）

　各種健康教室の充実を図り、乳幼児期から成人期までの生活習慣病予防に努めます。

　　　　事業費　　（千円）
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第　　　　３　　　　章

活力に満ちた潤いのある町づくり

（　産　業　振　興　）



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

180 180 180 540

645 645 645 1,935

575 575 575 1,725

1,261 1,261 1,261 3,783

891 891 891 2,673

474 367 275 1,116

220 165 125 510

2 ― ― 2

　合　　計 4,248 4,084 3,952 12,284

　る効果の高い共同活動と環境保全に向けた営農活動を支援します。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（産業課）

　【生産団体補助】

　 営農組合への農地の集積を推進し、優良農地の集団的確保及び遊休農地対策に努めます。また、

　米生産コストの低減、病害虫防除対策、施設園芸、果樹、花卉などの生産団体の活動強化及び生産

　規模の拡大、商品のブランド化、付加価値に対する指導、助言に努め、高生産性農業の展開を図り

　一宮町乳牛組合補助〔防除経費補助〕

第1節　農業

（１）高生産性農業の展開

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　災害対策利子補給事業

　環境にやさしい農業推進対策事業〔コンフューザー導入〕

　【各種事業補助】

　ラジコン地上散布

　農業経営基盤強化資金利子補給事業

　農地・水・環境保全向上対策事業

　園芸用廃プラスチック処理対策事業

　ます。新規事業として、農地・水・環境保全向上対策事業を導入し、地域ぐるみでの農地や水を守

                                           　　　　　　　　  　　　　　 　　　　（産業課）

（２）生産基盤の整備

　後は、適正な維持管理に努めます。

　農業近代化資金利子補給事業

  　平成１６年度より農村振興総合整備統合補助事業を導入し、堆肥センターを設置しましたが、今
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

118 118 118 354

（１）観光地曳網の保存

第３節　水産業

　します。また、県、森林組合の指導による里山づくりとしての森林の維持、管理を図ります。

                                                                                 (産業課）

（５）都市住民との交流・連携　

（１）森林の維持管理

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （産業課）

　　一宮町森林計画の見直しをした中で、山林の保護、保全に対する森林開発に対する指導・助言を

　　各農業団体や地元観光直売所のホームページ作成による、販売や農産物の紹介を図ります。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （産業課）

第２節　林業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   　　（産業課）

（３）農業の担い手の確保

　　引続き、地域農業経営者のリーダーとなる認定農家の推進を図り、若手から中核農家へ魅力ある

　ていきます。また、地元農産物を活用した加工品などの開発を図ります。

　広域市町村圏組合負担金

　 伝統漁法である地曳網を観光資源として保存に努めます。 　 　　　　　　　　 （商工観光課）

　努めるとともに、認定農業者の組織化を図ります。

　強化、確保を行います。また、地元直売所の横の連携、販路の拡大やＰＲ活動などを支援・助言し

　　集出荷場の一元化による生産・流通コストの低減を図り、市場・消費ニーズに即した流通経路の

（４）農産物流通の合理化

　　　　事業費　　（千円）

　　銚子九十九里地区漁礁利用協議会等の連携のもとに、安定した漁業体制の形態を目指し、漁業経

　営安定対策、水産団体の育成や生産基盤の整備を進め、漁業の振興を図ります。　　　（産業課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（２）漁業組合の保護・育成

　農業経営の推進を図っていきます。また、一宮町支援センターを中心に農業経営者の育成・確保に
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（１）経営の近代化

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

4,800 4,800 4,800 14,400

510 510 510 1,530

5,310 5,310 5,310 15,930

　活用できるよう県及び関係機関と連携をとりながら整備していきます。

（３）商業後継者の育成

　 商工会との連携を図り、商工会青年部・女性部へ支援していきます。            （商工観光課）

                                                                            （商工観光課）

　　海はサーフィン・海水浴、川は釣、山は洞庭湖と桜、この恵まれた自然を生かし、既存の資源を

　商工会との連携を図り、商店街の振興対策を支援します。　　　　　　　　　　　（商工観光課）

　一宮町商工会補助

第５節　観光・リゾート

（２）商店街の活性化

　合　　計

　一宮町中小企業振興資金利子補給

　　　　　　　　　　　　　                                               　　（商工観光課）

　　　　事業費　　（千円）

（１）観光資源の整備と活用

　 中小企業振興資金利子補給制度の普及に努め、経営の近代化を支援します。

第４節　商工業

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

200 200 200 600
8,286 8,286 8,286 24,858

525 525 525 1,575
189 189 189 567

300 300 300 900

9,500 9,500 9,500 28,500

1,629 ― ― 1,629

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

4,400 4,400 4,400 13,200
2,000 2,000 2,000 6,000

6,400 6,400 6,400 19,200

　 観光パンフレット及びイベント情報誌やホームページを活用した広域的なＰＲを行います。

　上総国一宮まつり

　　　　　　　　　　　　　                                                   (商工観光課）

   国民宿舎の利用客である国民の住環境は年々向上しており、ホテルや旅館の高級志向は、国民の

　　海岸地域の通年型観光施設の整備を行い、観光客の誘致を図ります。

　合　　計

（２）観光施設等の整備

　合　　計

　 納涼花火大会をはじめとする各種観光イベントの効果を高めるとともに、更に工夫し観光客誘致

　海水浴場詰所借上

  海岸仮設トイレ借上

　　　　事業費　　（千円）

　生活レベルの向上に照準を合わせていることの表れです。このような背景から、「安かろう悪かろ
　う」は通用しない時代であり、できる限りの施設の整備を図り、利用者の増加を図ります。

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

                                                                        （国民宿舎一宮荘）

　海水浴場駐車場整地

　桜管理〔洞庭湖・新浜・舞台公園・桜苗木管理〕

　海水浴場監視業務委託

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商工観光課）

　国民宿舎一宮荘プール管理棟改修工事

　に努めます。  　　　　　　                                        　       （商工観光課）

（３）観光イベントの開催

（４）観光客の誘致促進

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　一宮町観光協会補助
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第　　　　４　　　　章

安心して暮らせる快適な町づくり

（　生　活　環　境　）



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

20 20 20 60
300 300 300 900
360 360 360 1,080
80 80 80 240

725 725 725 2,175
139,179 139,179 139,179 417,537

140,664 140,664 140,664 421,992

（２）し尿処理の充実

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

3,800 3,800 3,800 11,400

（４）墓地・火葬場の整備

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

3,511 7,200 7,200 17,911

2,335 2,335 2,335 7,005

5,846 9,535 9,535 24,916

　宮の森霊園維持管理

  います。また汲み取り、単独浄化槽（変換に上乗せ補助を実施）からの合併浄化槽への推進を図り、

   河川、公共用水路等の水質汚濁防止のため、小型合併処理浄化槽設置の補助金交付を引き続き行

　浄化槽の法的検査を関係機関と協力し指導していきます。                           （環境課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

合　　計

　一宮聖苑組合負担金

　生ごみ肥料化容器購入設置補助事業

　長生地区九十九里海岸クリーン対策事業

第１節　環境衛生

　 ごみ問題については、今後も広域行政で対応していきます。収集についてもごみの減量化や、分

　　　　事業費　　（千円）

（１）ごみ処理の充実

  　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（環境課） 

  別の周知徹底を図り、住民の理解と協力を得ながら対応をしていきます。また、不法投棄監視体制

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

   一宮聖苑の適切な維持管理に努めます。　　　               　　　　　　　　　 （環境課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（３）生活排水処理の充実

　合　　計

　ごみゼロ運動

　不法投棄監視員制度

　広域市町村圏組合負担金

　 し尿処理については従来どおり広域行政で行います。                              （環境課）

　不法投棄監視員補助員制度

　小型合併処理浄化槽設置補助

　　　　事業費　　（千円）

　また、宮の森霊園の適切な維持管理に努めます。　　　 　　　　　　　　　　  　（都市整備課）

　　　　事業費　　（千円）

　の強化のため、監視員、補助員の他民間企業の協力を仰ぎ、対応を図っていきます。
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

329 329 329 987
993 993 993 2,979
740 740 740 2,220

2,062 2,062 2,062 6,186

70 70 70 210

第２節　上水道

（１）上水道の充実

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

41,259 41,259 41,259 123,777

42,884 42,884 42,884 128,652

84,143 84,143 84,143 252,429

（２）水の有効利用

第３節　下水道

（１）公共下水道の整備

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

400 400 400 1,200
270 270 270 810

670 670 670 2,010

　快適な環境づくり事業〔一宮川をきれいにする会〕

　鳴戸川をきれいにする会　　　　　　　　　　（産業課）

　 引き続き水源の安定的確保と老朽管の布設替えを、広域水道部に要望して進めていきます。

　海岸清掃・草刈
　環境美化事業〔シルバー人材派遣〕

　合　　計　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　（企画財政課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　広域市町村圏組合負担金〔水道分〕

（２）農業集落排水施設の維持管理

　九十九里地域水道企業団負担金及び出資金

　等、今後検討していきます。また老人クラブによる空缶散乱回収は、住民の美化意識向上により、

　 シルバー人材センターの活用を見直し、各種団体、町関係部門と連携をとり、住民参加型の地域

（５）環境美化の推進

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　環境整備の推進を図っていきます。一宮川をきれいにする会については、河川管理直轄課への移行

　散乱も少なく廃止の方向で検討していきます。

　原地区農業集落排水処理施設管理組合
　東浪見地区農業集落排水処理施設管理組合

　合　　計

　 　　　　　　　　　　　  　                                               （企画財政課）

　　　　事業費　　（千円）

　　受益者に施設の適正な使用について理解を求めるとともに、管路、中継ポンプ及び処理施設の適

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　合　　計

　 広報等により、節水意識の向上等水の大切さを啓発し、水の有効利用に努めます。

  正な維持管理に努めます。                                   　　　　　　　　　　（産業課）

　 地域の特性に見合った整備方法により整備を検討します。　　　　 　　　　  　（都市整備課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （環境課）

　　　　事業費　　（千円）
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（３）地域し尿処理施設の整備

（４）負担の適正化

（１）公営住宅の再編成

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

2,342 2,342 2,342 7,026
2,500 2,500 2,500 7,500
2,295 ― ― 2,295

7,137 4,842 4,842 16,821

（２）居住環境の整備

　 都市計画法やその他の指導要綱等に基づき、日照の確保、道路の整備等について指導します。

（１）公園の整備

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,000 ― ― 1,000

（２）施設の維持管理

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

347 347 347 1,041

　町営住宅修繕料

　町営住宅火災報知器設置

　町営住宅土地借上料他

　 住宅開発等、集中的に生活排水処理対策が必要と考えられる場合は、都市整備課と連携をとり、

　す。また、借地にある住宅及び耐用年数が過ぎ老朽化が激しい住宅は、今後も条件が整えば用途
　 町営住宅は、改正消防法による火災報知器を設置するとともに、補修しながら維持管理に努めま

  廃止を進めていきます。　　                     　　　　　　　　　　　　　　　 （建設課）

　　　　事業費　　（千円）

第４節　住宅・宅地

　合　　計

　憩いの森維持管理　

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　 憩いの森の在り方、目的、施設の管理体制について再検討を図ります。    　　　　  (産業課）

第５節　公園・緑地

  地域し尿処理施設の整備に努めます。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（環境課）

　 生活排水の処理方法が、農業集落排水事業、合併処理浄化槽等の多様な手法で進められているた
  め、住民の公平な費用負担について引き続き検討します。 　　　　　　 　　　　　　（環境課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　 市街地周辺の憩いの場として、都市公園である城山公園及び望洋公園・舞台公園の施設の適切な

　　　　事業費　　（千円）

　　　　事業費　　（千円）

  維持管理に努めます。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都市整備課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （都市整備課）

　城山公園フェンス補修
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第６節　自然の保護・保全

（１）自然の保護

第７節　交通安全

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

209 209 209 627

1,526 1,526 1,526 4,578

1,735 1,735 1,735 5,205

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

3,000 3,000 3,000 9,000

（２）交通環境の整備

（３）農地・山林の保全

　交通安全協会負担金他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （建設課）

　の復興活動の推進を図ります。                                                 （産業課）

　 里山づくりとしての自然環境の保護、育成を図ります。また県との連携により関係法令の適用に

　交通安全施設整備

　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　　　　  　　 　（建設課）
　備を行います。

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（３）交通事故被害者の救済

　 広報紙等により千葉県交通災害共済への加入の促進を図ります。　　　　　　　　 　（総務課）

（２）自然の保全

　 県や関係機関と連携をとり、自然環境の保護及び緑化意識の啓蒙を図ります。  　　　　　　　　　

　道路整備と連携を図りながら、標識、すべり止め、カーブミラー、外側線、センターライン等の整

　りの心をもち、交通ルールの尊守とマナーの向上を目指したまちづくりを進めます。また、交通安

　 海岸地域の松林の維持のため、枯れ松対策事業を行い、原因究明をすると同時に侵食された地域

　よる乱開発の防止を図ります。                                     　　　　　　（産業課）

　交通安全啓発活動

　合　　計

　全運動期間の広報活動や街頭啓発活動を行い、交通事故の減少に努めます。

　　　　事業費　　（千円）

（１）交通安全意識の高揚

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　車両乗り入れ規制等により、自然の保全に努めます。　　　　　　　　　　　　　（都市整備課）

　 県や関係機関との連携により、県立九十九里自然公園内の開発の適正な指導を実施するとともに、

　   　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都市整備課）（産業課）　

　 道路パトロールを実施するなど、交通事故が発生する危険性の高い道路、交差点を的確に把握し、

　 一宮町交通安全対策協議会を母体に一宮町交通安全協会と連携しながら、町民一人一人が思いや
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

187,143 187,143 187,143 561,429

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

693 ― ― 693

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

824 824 824 2,472

1,575 1,575 1,575 4,725

2,399 2,399 2,399 7,197

　大きな役割を果たすと考えます。国では津波警報、地震情報などの緊急情報を人口衛星を用いて送

　浸水区域図を示し、緊急避難に役立てます。また、住民の避難が予想される保健センターには緊急

（１）消防力の充実

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

   消防力強化のため消火栓の増設を図ります。また計画的に消防団の消防車を更新していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （総務課）

　　　　事業費　　（千円）

第８節　消防・防災

　す。         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務課）

　　防災情報については、県、町、関係機関だけでなく、町民も含めた情報共有化の推進と情報を迅

（２）防災体制の確立

　職員研修をとおし災害から町民の暮らしを守り、被害を最小限に食い止めるための体制を確立しま

　速かつ的確に収集し、伝達できる通信ネットワークの確保が必要です。近年の情報通信技術の進展

　境の整備も急速に進行していることから、県が行う「防災ターミナルちば」事業に的確に対応し、

　は著しく、インターネット、携帯電話、放送のデジタル化等情報通信分野におけるネットワーク環

　防災行政無線保守点検

   防災行政無線の適正な管理と併せて再整備も検討します。また、専門業者による保守点検を実施

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（４）防災行政無線の維持管理

　し、機能の維持を図るとともに、不良箇所の改修を図ります。                       （総務課）

　　　　事業費　　（千円）

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　発電機式照明灯配備

　照明装置を配備します。      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務課）

（３）防災施設の整備

　　県から津波浸水区域図が示されましたが、住民が津波から避難するためには、情報伝達が非常に

　信し、町の防災行政無線を自動起動することにより、住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムを

　構築中です。当町においては、このシステムを２０年度中までに導入を予定しており、住民に津波

　広域市町村圏組合負担金〔消防費〕

　合　　計

　戸別受信機の購入
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

195 195 195 585

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

5,600 5,600 5,600 16,800

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

7,591 7,591 7,591 22,773

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

192 192 192 576

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

20 20 20 60

（４）啓発活動の推進

　 一宮地区防犯組合連合会で広報、自主防犯、少年非行防止活動等を行います。　　 　（総務課）

　　　　事業費　　（千円）

　　　　事業費　　（千円）

（２）防犯灯の設置

  について検討します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　           （総務課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

第10節　公害防止

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

（２）発生源対策の強化

　　　　事業費　　（千円）

　 引き続き汚染除去対策を実施し、関係機関と検討を重ね事業を継続していきます。　（環境課）

　 防犯灯の設置状況を的確に把握し、各区からの設置要望に対応します。また維持管理経費の負担

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　一宮町防犯組合連合会負担金

（１）防犯意識の高揚

第９節　防犯

　　総務課が防犯活動の中心となり、防犯活動団体の支援及び連絡調整にあたります。

   住民や企業に対し、広報誌等を通じ啓蒙・啓発に努めます。                     （環境課）

　　　　事業費　　（千円）
事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　防犯灯設置及び維持管理

　一宮町環境審議会

　 県との連携を密にし、今後も水質、地盤沈下等の監視に努めます。　　　　　　　　（環境課）

　九十九里地域地盤沈下対策事業

（３）環境監視体制の強化

（１）公害の除去

　 今後、公害防止のために関係機関と連携し、十分な指導を行っていきます。 　　　　（環境課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　地下水汚染防止対策事業

　　　　事業費　　（千円）
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第　　　　５　　　　章

創造性を育む心豊かな町づくり

（　教　育　文　化　）



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

6,426 146,000 ― 152,426
4,095 35,320 ― 39,415

― 4,500 30,000 34,500
― 14,700 235,300 250,000

20,000 ― ― 20,000
900 ― ― 900

4,326 3,626 3,626 11,578

35,747 204,146 268,926 508,819

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

7,676 7,676 7,676 23,028
5,316 4,852 4,852 15,020
9,351 9,351 9,351 28,053
5,363 5,363 5,363 16,089

― 2,100 ― 2,100

27,706 29,342 27,242 84,290

　耐震補強事業　〔一宮小体育館〕

　ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課）

　 保護者や地域の人の理解と協力を得て、地域に開かれた教育を推進すると共に、学校施設の開放    

（２）教育内容の充実

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　　各学校に非常勤講師を配置し、基礎学力の向上と児童生徒の個性に応じたきめ細かな指導を行う

　一般修繕〔東浪見小・一宮小・一宮中〕

　大規模改修事業〔東浪見小校舎〕

　情報機器整備事業〔パソコン整備〕

　と共に、読書活動の充実、安全教育、国際理解教育の推進に努めます。また、教職員の資質の向上

　 町就学指導委員会、特別支援関係機関との連携を密にし、就学指導の適正化に努めます。

（３）開かれた学校づくり

　教科備品及び図書

（４）健康教育の充実

　に関する指導、安全教育を推進します。             　　　　　　　　　　　　 （学校教育課）
　 学校保健委員会、保健所等関係機関と連携し、児童生徒の健康の保持増進に努めます。また、食

　を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （学校教育課）

　合　　計

（５）障害児教育の充実

　社会科副読本ＣＤ－ＲＯＭ　　

　非常勤講師

　　　　事業費　　（千円）

　 耐震診断結果に基づき、計画的に改修工事等を行い、環境整備の充実を図ります。

　　　　事業費　　（千円）

  に努めます。                                          　　　　　　　　　　 （学校教育課）

　ＡＬＴ招致

　合　　計

第１節　学校教育

  　　　　　　　　　　                                                       （学校教育課）

　改築事業　　　〔一宮中体育館〕

                                   　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 　（学校教育課）

（６）学校安全の充実

　　スクールガード、防犯ボランティア、警察等関係機関との連携を密にし、児童生徒の安全に努め

　大規模改修事業〔東浪見小体育館〕

（１）学校施設等の充実

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　給食用エレベーター修繕〔一宮小〕

　校庭崩落防止工事〔一宮小〕
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

360 360 360 1,080

8,259 8,259 8,259 24,777

8,619 8,619 8,619 25,857

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,014 1,014 1,014 3,042

30 30 30 90

889 889 889 2,667

1,852 1,757 1,757 5,366

72 72 72 216

1,791 1,791 1,791 5,373

5,648 5,553 5,553 16,754

　公民館管理・運営

（２）社会教育の充実

　社教指導員設置事業

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会教育課）

　一宮町婦人会

　広域市町村圏組合負担金

　　　　事業費　　（千円）

　公民館教室

　社会教育の充実

　 生涯学習推進計画を基本に、学習環境づくり、情報提供を充実させるとともに、地域の学習資源

　 各社会教育団体の活動を支援し、各団体が自主的、自発的に活動できるよう活性化を図ります。

　ィの場の提供を進めます。

　　　　事業費　　（千円）

　また、国際交流ボランティア団体の自立に伴い、積極的に協力し、活動の活性化を図ります。

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　合　　計

 　ティア指導者の確保、公民館教室の活性化、自主サークルの育成、学習講座の開設、コミュニテ

  や人材を活用し、学習活動の活性化を推進すると共に、社会教育関係団体の活動を支援し、ボラン

第２節　社会教育

（１）生涯学習の推進

　合　　計

　                                                                          （社会教育課）

　国際交流フェスティバル

　一宮号管理・運営
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

550 550 550 1,650
420 420 420 1,260
142 142 142 426

1,112 1,112 1,112 3,336

20 20 20 60
120 120 120 360
299 299 299 897
12 12 12 36

200 200 200 600

651 651 651 1,953

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

2,563 2,563 2,563 7,689
2,672 2,672 2,672 8,016
8,377 7,822 7,822 24,021

― 158 ― 158

13,612 13,215 13,057 39,884

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

1,895 1,895 1,895 5,685
316 316 316 948

2,211 2,211 2,211 6,633

　 各施設の管理、運営を適正に行うため、修繕、備品類の整備を行い利用者の充実を図ります。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会教育課）

　一宮町こども会育成会

　をとりまく課題について、講演会を実施し保護者や地域住民の教育力の醸成に努めます。また、子

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　東浪見こども会育成会

　〔青少年健全育成事業〕

　の里の利・活用を推進します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校教育課）

　家庭教育学級

　　　　事業費　　（千円）

　一宮町青少年相談員連絡協議会

　合　　計

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　合　　計

　成人式

　教育講演会

　わいわいジュニアスクール

（１）スポーツ・レク施設の整備・運営

　普及・充実を図ります。　 　　　　 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会教育課）

　特殊建物建築検査

   各種町民スポーツ大会等も含め、体育指導員活動事業を充実し、誰でも参加できる軽スポーツの

　振武館管理・運営
　ＧＳＳセンター管理・運営

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　合　　計

　臨海運動公園施設管理・運営

　合　　計

　一宮町体育協会

（３）競技力の向上

　 体育協会の活動の支援に努めると共に、競技力の向上を図ります。 　　　　　　（社会教育課）

　　　　事業費　　（千円）

第３節　スポーツ・レクリエーション

　〔青少年団体補助〕

　どもたちの芸術意欲の高揚のため、わいわいジュニアスクール（陶芸、染色）の拡大を図り、創作

（３）次世代を担う青少年の健全育成

　　学校、地域、家庭の連携を図り、各種団体等の協力等を促進し、子ども会を通じ、ジュニアリー

　七才児合同祝

　各種大会委託

　　　　事業費　　（千円）

　ダーの指導者育成を推進し、活動の充実、活性化を図りながら、家庭教育学級や子育て問題、教育

（２）スポーツ・レク活動の推進
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平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

45 45 45 135
76 76 76 228
43 43 43 129

164 164 164 492

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

920 920 920 2,760
2,019 2,019 2,019 6,057

720 720 720 2,160

3,659 3,659 3,659 10,977

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

60 460 8 528
500 ― ― 500
― ― 370 370

　合　　計 560 460 378 1,398

51 51 51 153
241 241 241 723

292 292 292 876

　合　　計

　図書室管理・運営
　図書購入

　創作の里管理・運営

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　 町民の文化活動の拠点として「創作の里」の活用を図るとともに、人気図書を購入し、図書室の

　文化財等調査

（２）文化施設の整備・充実

　〔文化財の活用・保護〕

　昭和の一宮作成

　合　　計

　ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(社会教育課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　一宮町文化同好連絡協議会

　　　　事業費　　（千円）

　　　　事業費　　（千円）

　合　　計

　文化財保護

　の有形文化財に指定されているので、県の補助事業の動向を見ながら検討します。

　活用・普及事業〔体験教室・講演会等〕

　充実を図ります。                             　　　　　　　　            （社会教育課）

　演会、企画展示等を開催し、文化財の活用を進めます。また「町民が語る昭和の一宮」は、平成
　 町内で伝承されている伝統芸能や地域の文化財、民族等の調査・研究・記録・収集等を図り、講

　１９年度に刊行を予定しています。なお、腐食等が著しい玉前神社の社殿の保存修理ついては、県

　〔文化財調査〕

                                                     　                   　 (社会教育課）

　　　　事業費　　（千円）

　文化財マップ作成

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　上総一宮郷土史研究会
　上総神楽保存会

（１）文化活動の振興

　 文化活動振興のため文化団体の活動支援、助言等を行うほか、総合文化祭等発表の場の充実を図

第４節　地域文化

（３）文化財の保存と活用
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第　　　　６　　　　章

温かいふれあいのある町づくり

（　地　域　社　会　と　行　財　政　）



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

282 1,000 1,000 2,282

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

3,302 3,302 3,302 9,906

　　広報誌等によりコミュニティ活動の情報提供に努め、コミュニティ意識の高揚を図ります。

（１）コミュニティ意識の高揚

第１節　コミュニティ

　また、「町長への手紙」を継続します。                                        （総務課）

　 広報の内容の充実を図り、併せて広報の有料広告の導入により発行費用の軽減を図ります。

第２節　住民参加

（１）広報・公聴の充実

　コミュニティ施設整備

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

  額の引き下げについて検討していきます。　　　　　　　                      　 （総務課）

（２）コミュニティ施設の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　　　　(総務課）

　　　　事業費　　（千円）

　 地区集会所は、地域住民の情報交換等の場として有効活用されているため、今後も各区からの要

　　社会経済情勢の変化等を踏まえ、施策の内容及び手法を見直しながら、事務事業の整理、組織の

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　（総務課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

  合理化、職員の適正配置に努め、事務能率の向上を図ります。  　　　　　　　　　　

　　　　事業費　　（千円）

  推進します。また住民の自治意識や町づくりの意欲が高まるよう指導・推進します。 　（総務課）

　 機能性、統一性をもった行政組織の確立のため、組織機構の簡素・合理化等を推進します。

（２）人事管理の適正化

　望により新築及び修繕に補助金を交付していきますが、近隣町村の状況を踏まえ、補助金交付限度

　広報の発行

（１）行政組織の効率化

第３節　行政運営

（２）町づくり住民参加の促進

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         （総務課） 

　 住民の声を行政施策に的確に反映していくよう一般住民の町づくり住民参加と職員の意識改革を
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（３）事務の効率化

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

4,390 4,390 4,390 13,170

2,967 4,121 4,121 11,209

183 183 183 549

133 ― ― 133

91 875 875 1,841

　合　　計 7,764 9,569 9,569 26,902

6,353 9,480 2,500 18,333

7,366 270 270 7,906

21,218 21,218 21,218 63,654

111 111 111 333

35,048 31,079 24,099 90,226

1,467 3,000 3,000 7,467

平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

　広域市町村圏組合負担金〔議会費等〕 15,338 15,338 15,338 46,014

36 36 36 108

15,374 15,374 15,374 46,122

（５）行政改革の推進

　合　　計

　財務会計システム更新事業　　　　　　　（企画財政課）

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （総務課）

　 長生郡市広域市町村圏計画等に基づく広域的事業を推進します。　　　　　　　　 　（総務課）

（４）広域行政の推進

　不動産鑑定

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　税収システム端末機増設事業

   長生・山武地方拠点都市地域整備推進協議会を通じ、構成する１３市町村と連携を図り、拠点都

  市地域の整備に係る調査・研究を行っていきます。　　　　　　　　　　　　　　（企画財政課）

　　集中改革プランの重点実施項目の積極的な推進を図ります。

　　　　事業費　　（千円）

　長生・山武地方拠点都市地域整備推進協議会（企画財政課）

　合　　計

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　航空写真図作成・公図修正業務

　付受付を引き続き行い、住民の利便性を図ります。

　人認証サービス及び国のLGWAN（総合行政ネットワーク）事業と連携を図り、住民情報の迅速な提

　電算業務委託

　住民登録関連電算化機器更新事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住民課）

　供を行い、住民の利便性の向上を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住民課）

   事務の効率化を図るため、電算事務を引き続き実施していきます。　（税務課）（企画財政課）

　　　　事業費　　（千円）

　証明書コピー機更新事業

　除籍マイクロフィルム定期検査

　公的個人認証サービス事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税務課）

　住民基本台帳ネットワークシステム更新事業

   住民基本台帳ネットワークシステムについては、平成１９年度にシステムの更新を行い、公的個

　動データの即時反映化及び情報処理の高度化を図ります。また、平日業務の他に電話による休日交

   住民登録関連電算処理事業については、平成１９年度にシステムの更新を行い、連携各課への異

- 31 -
 



平成１９年度平成２０年度平成２１年度 計

7,169 7,169 7,169 21,507

　 庁舎は昭和４２年に建設しすでに３９年が経過し、雨漏りも著しく耐震診断結果では、耐震性に

（６）新庁舎の建設

（１）財源の安定化

第４節　財政運営

　疑問があると指摘され、防災拠点としても大きな不安があることから、庁舎機能だけにとらわれな

　い複合施設として庁舎建設の検討を進めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務課）

　推進及び徴収率や滞納処分の目標達成に向けての徹底を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       （企画財政課）

　いても、引き続き見直しを図るとのことであり、今後の財源見通しは大変難しい状況にありますが

　状況の変化に的確に対応し、安定した財源確保に努めます。

　現年分は、徴収率向上のため引き続き奨励金制度を活用し、納税者及び徴収者の意識改革を図り、

　安定した財源の確保及び納期内納税の促進並びに新規滞納者の発生防止に努めるとともに、新しい

　収納方法についても検討していきます。また、滞納繰越分は、新設された特別収税課により事務の

　納期前納付報奨金

　 国は、今後も地方分権に向けて関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直

　　　　事業費　　（千円）

　しを進めると共に、国庫補助負担金の削減・縮小を進める方針であります。また、地方交付税につ

（２）財政運営の効率化

　　　　　　　　　                                                （税務課）（特別収税課）

事    業    名　〔　事　業　内　容　〕　     

　 事業の重要度・緊急性・政策効果等十分に見極め、限られた財源で最大の効果が図られるよう、

　財政運営の効率化に努めます。     　　　　　　　　　　　                  （企画財政課）
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