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1-1 土地利用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

美美浦浦村村でではは、、広広大大にに広広ががるる霞霞ヶヶ浦浦のの水水とと緑緑にに

育育ままれれたた田田園園環環境境をを背背景景にに、、古古代代かからら続続くく歴歴史史

やや文文化化ななどどをを受受けけ継継いいででききままししたた。。そそのの結結果果、、

村村内内ににはは、、豊豊かかなな自自然然環環境境やや美美ししいい景景観観がが多多くく

残残さされれ、、ここれれららはは美美浦浦村村のの大大切切なな資資源源ととししてて、、かか

けけががええののなないい財財産産ととななっってていいまますす。。  

近近年年、、人人口口減減少少・・少少子子高高齢齢化化ななどど社社会会環環境境

のの変変化化にによよりり、、美美浦浦村村全全体体のの活活力力低低下下へへのの懸懸

念念がが指指摘摘さされれてていいまますす。。ささららにに、、ググロローーババルル化化

やや産産業業構構造造のの転転換換、、情情報報通通信信技技術術のの急急速速なな進進

展展ななどど、、社社会会経経済済情情勢勢とといいっったた美美浦浦村村をを取取りり巻巻

くく状状況況もも大大ききなな変変革革期期をを迎迎ええてていいまますす。。  

ここののよよううなな中中、、今今後後もも、、村村民民生生活活のの質質のの向向上上

やや地地域域活活力力向向上上にに努努めめななががらら、、一一方方でで美美浦浦村村

ららししいい豊豊かかなな自自然然環環境境をを守守りり次次代代へへとと引引きき継継いい

ででいいくくここととがが重重要要ととななりりまますす。。  

そそののたためめ、、土土地地利利用用ににおおいいててはは、、都都市市的的土土

地地利利用用とと自自然然的的土土地地利利用用のの調調和和にに留留意意ししつつ

つつ、、未未利利用用地地のの解解消消やや都都市市計計画画制制度度等等のの積積極極

的的なな活活用用をを図図りりななががらら、、開開発発とと保保全全ののババラランンススにに

努努めめてていいくくここととがが求求めめらられれまますす。。  

 

 

 
 都市的土地利用の推進 

取取組組１１  計計画画的的（（適適正正））なな土土地地利利用用のの推推進進をを進進めめまますす。。  

取取組組２２  地地域域づづくくりりのの将将来来像像のの実実現現にに向向けけたた検検討討をを

進進めめまますす。。  

  

 自然的土地利用の推進 

取取組組１１  保保全全とと活活用用にによよるる適適切切なな土土地地利利用用をを進進めめ

まますす。。  

取取組組２２  優優良良農農地地のの保保全全とと遊遊休休農農地地のの活活用用をを促促進進

ししまますす。。  

  

 美しい景観づくりの推進 

取取組組１１  自自然然景景観観にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  街街並並みみ景景観観にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりりをを推推進進しし

まますす。。  

  

  

美浦村役場周辺 
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方方針針 

 都市的土地利用の推進 
 

取取組組１１  計画的（適正）な土地利用の推進を進めます。 

 地域における村民同士の土地利用に関する話し合いの場の開催 

 各地域の状況に合わせた都市計画法に基づく規制・誘導手法の検討（地区計画・区域指定等） 
  

主な事業：都市計画事務事業（都市建設課） 
  

 

取取組組２２  地域づくりの将来像の実現に向けた検討を進めます。 

 東京医科歯科大学附属病院霞ヶ浦分院（鹿島海軍航空隊）跡地の活用や霞ヶ浦と陸平貝塚の交流拠

点形成についての検討 

 研究・開発用地、工業・商業地、住宅地の形成 
  

主な事業：東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡地管理事業（企画財政課） 

都市計画事務事業（都市建設課） 
  

 

 

 自然的土地利用の推進 
 

取取組組１１  保全と活用による適切な土地利用を進めます。 

 自然環境保全地域の保全（馬掛、一の宮） 

 陸平周辺の村有地等に関する有効活用の検討 

 伐採、土採取の届出に関する採取跡地の監督・指導の強化 
  

主な事業：安中地区総合開発関連事業（企画財政課・都市建設課） 

林業振興事業（経済課）／都市計画事務事業（都市建設課） 
  

 

取取組組２２  優良農地の保全と遊休農地の活用を促進します。 

 農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域整備計画の運用 

 農業の振興を通じた農地の活用・保全（遊休農地・健康農園の活用促進など） 
  

主な事業：農業振興推進事業（経済課）／農業経営対策事業（経済課）／園芸作物振興事業（経済課） 

産地確立推進事業（経済課）／健康農園事業（経済課） 
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 美しい景観づくりの推進 
 

取取組組１１  自然景観に配慮したまちづくりを推進します。 

 開発行為や大規模建築物等の建設に伴う台地や水田、霞ヶ浦や筑波山等の眺望への配慮・活用 

 景観行政団体への移行と景観計画の策定 
  

主な事業：都市計画事務事業（都市建設課） 
  

 

取取組組２２  街並み景観に配慮したまちづくりを推進します。 

 沿道やまちかどでの樹木や花の植栽管理、案内板、モニュメントの設置 

 主要道路沿いにおける茨城県屋外広告物条例に則した規制・指導 

 美浦村内の空家に対する適正な管理や解体・撤去等の対策 
  

主な事業：花いっぱい運動事業（生涯学習課）／都市計画事務事業（都市建設課） 

特定空家対策事業（生活安全課） 
  

 

 

 
 

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡地 

活用事業数 
０件  １件以上 

◇都市計画マスタープランの改訂 -  改訂 
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1-2 交通環境 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

美美浦浦村村でではは、、村村内内をを貫貫きき周周辺辺市市町町とと連連絡絡すするる

県県道道とと連連結結すするるよよううにに首首都都圏圏中中央央連連絡絡自自動動車車

道道のの整整備備やや国国道道 112255 号号ババイイパパススのの整整備備がが進進

みみ、、広広域域的的なな交交通通利利便便性性がが向向上上ししててききてていいまま

すす。。鉄鉄道道駅駅をを持持たたなないい地地域域性性かからら、、多多方方面面へへとと

アアククセセススすするる道道路路網網がが重重要要ででああるるここととかからら、、今今後後

もも、、広広域域幹幹線線道道路路のの整整備備をを更更にに促促進進ししてていいくくここ

ととがが必必要要でですす。。  

ままたた、、村村内内のの生生活活道道路路ににつついいててはは、、市市街街地地やや

主主要要なな集集落落、、主主要要なな施施設設をを連連絡絡すするる役役割割ががああるる

ここととかからら、、道道路路のの整整備備をを引引きき続続きき行行ううととととももにに、、道道

路路施施設設等等のの計計画画的的なな維維持持・・管管理理がが重重要要ににななっっ

てていいまますす。。  

ささららにに、、交交通通量量のの多多いい幹幹線線道道路路がが村村のの中中心心

をを貫貫くく地地域域特特性性をを踏踏ままええ、、交交通通安安全全施施設設のの充充実実

やや交交通通安安全全教教育育のの充充実実にによよりり、、歩歩行行者者のの安安全全

をを確確保保すするるここととがが必必要要不不可可欠欠でですす。。  

一一方方、、村村内内をを通通過過すするる公公共共交交通通網網ににつついいてて

はは、、衰衰退退傾傾向向ににあありり、、周周辺辺市市町町をを通通るる鉄鉄道道路路線線

ややババススルルーートトへへののアアククセセススがが困困難難ににななりりつつつつあありり

まますす。。そそののたためめ、、デデママンンドド型型タタククシシーーのの運運行行とと連連

携携ししななががらら、、交交通通弱弱者者にに対対応応ししたた公公共共交交通通網網のの

充充実実がが求求めめらられれてていいまますす。。  

 

 

 
 道路交通環境の整備・充実 

取取組組１１  広広域域幹幹線線道道路路及及びび生生活活道道路路のの整整備備をを促促進進

ししまますす。。  

取取組組２２  交交通通安安全全施施設設のの整整備備をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  村村民民のの生生活活をを支支ええるる公公共共交交通通のの充充実実をを図図

りりまますす。。  

  

 交通安全活動の推進 

取取組組１１  交交通通ルルーールルのの遵遵守守とと交交通通ママナナーーのの向向上上をを

推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  交交通通安安全全行行動動をを習習慣慣づづけけるるたためめのの交交通通安安

全全教教育育のの充充実実をを図図りりまますす。。  

  

国道 125 号バイパス 
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方方針針 

 道路交通環境の整備・充実 
 

取取組組１１  広域幹線道路及び生活道路の整備を促進します。 

 国道 125 号バイパスの延伸整備などの国道や県道の整備（茨城県事業） 

 村民の要望を踏まえつつ、美浦村全体での優先順位を明示した中で進める村道整備 
  

主な事業：土木総務事務事業（都市建設課）／道路新設改良事業（都市建設課） 
  

 

取取組組２２  交通安全施設の整備を図ります。 

 歩道の改良整備と道路整備に併せた歩道の設置 

 カーブミラー・ガードレール・路面標示等の整備 

 雨水排水不良箇所の側溝整備 

 横断歩道や信号機の新設（警察等関係機関への要請） 
  

主な事業：道路新設改良事業（都市建設課）／交通安全施設整備事業（生活安全課） 

道路維持補修事業（都市建設課）  
  

 

取取組組３３  村民の生活を支える公共交通の充実を図ります。 

 地域公共交通網形成計画の策定 

 高齢者等の交通環境の充実を図るデマンド型タクシー（やまゆりタクシー）の推進 

 交通弱者に対応する公共交通手段の検討 
  

主な事業：地域公共交通確保対策事業（企画財政課）／交通弱者対策事業（福祉介護課） 
  

 

 

 交通安全活動の推進 
 

取取組組１１  交通ルールの遵守と交通マナーの向上を推進します。 

 県、警察、交通安全協会等との連携による交通安全普及活動の強化 

 交通安全推進員、交通安全母の会等の活動支援 
  

主な事業：交通安全対策事業（生活安全課） 
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取取組組２２  交通安全行動を習慣づけるための交通安全教育の充実を図ります。 

 幼稚園、小・中学校における交通安全教育の推進 

 高齢者向けの交通安全教育の推進及び反射材利用の促進 

 高齢者の運転免許自主返納支援 
  

主な事業：交通安全対策事業（生活安全課） 
  

 

 

 
 

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇歩道整備延長 22.3 ㎞  24.1 ㎞ 

◇交通事故年間件数 
18 件/年 

（令和２（2020）年１月現在） 
 21 件/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
△交通安全キャンペーン 
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1-3 生活環境 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

生生活活環環境境のの問問題題はは、、地地球球温温暖暖化化ななどどのの地地球球

規規模模ののレレベベルルかからら不不法法投投棄棄やや廃廃棄棄物物処処理理ななどど

地地域域単単位位ののレレベベルルままでで様様々々でですす。。ここれれらら複複雑雑なな

課課題題にに対対応応すするるたためめ、、美美浦浦村村ににおおいいててはは、、環環境境

にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりりのの施施策策をを推推進進ししななががらら、、持持

続続可可能能なな世世界界をを実実現現すするるたためめのの目目標標ででああるる

「「持持続続可可能能なな開開発発目目標標（（ＳＳＤＤＧＧｓｓ※※））」」のの考考ええ方方

をを取取りり入入れれ、、社社会会・・経経済済・・環環境境がが持持続続すするる社社

会会をを目目指指ししてていいくくここととがが求求めめらられれまますす。。  

そそののたためめ、、環環境境基基本本計計画画のの策策定定ななどど総総合合的的

なな環環境境対対策策にに取取りり組組むむととととももにに、、環環境境負負荷荷のの低低

減減にに向向けけたた取取組組やや新新エエネネルルギギーーのの導導入入ななどどをを

行行っってていいくく必必要要ががあありりまますす。。  

ささららにに、、廃廃棄棄物物のの処処理理ににつついいててはは、、今今後後もも適適

正正なな処処理理にに努努めめるるととととももにに、、３３RR（（リリデデュューースス、、リリ

ユユーースス、、リリササイイククルル））のの推推進進にによよるるごごみみのの減減量量

化化・・資資源源化化・・リリササイイククルルをを、、村村民民・・事事業業者者・・行行政政がが

一一体体ととななっってて取取りり組組むむここととがが大大切切でですす。。  

ままたた、、近近年年増増加加すするる不不法法投投棄棄やや不不法法残残土土へへ

のの対対策策やや環環境境美美化化活活動動ななどどにによよりり美美ししいいままちちづづ

くくりりにに取取りり組組むむこことともも重重要要でですす。。  

一一方方、、上上下下水水道道施施設設ににつついいててはは、、村村民民のの生生

活活環環境境をを支支ええるるラライイフフラライインンととししてて、、施施設設のの老老朽朽

化化にに伴伴うう更更新新やや効効率率的的なな事事業業運運営営にに取取りり組組むむ

ななどど、、維維持持管管理理をを適適正正にに行行うう必必要要ががあありりまますす。。 

 

 
 循環型社会の構築 

取取組組１１  村村民民・・事事業業者者・・行行政政がが SSDDGGｓｓのの考考ええ方方ににののっっ

ととりり、、そそれれぞぞれれのの役役割割にに応応じじてて環環境境負負荷荷のの

低低減減にに向向けけたた自自主主的的なな取取組組をを進進めめまますす。。  

取取組組２２  適適正正ななゴゴミミ処処理理のの推推進進及及びびゴゴミミのの減減量量・・

再再利利用用・・再再生生利利用用のの推推進進をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  村村民民・・事事業業者者総総ぐぐるるみみにによよるる美美浦浦村村のの景景

観観づづくくりりをを推推進進・・支支援援ししまますす。。  

取取組組４４  近近隣隣公公園園、、街街区区公公園園のの維維持持管管理理をを適適切切

にに行行っってていいききまますす。。  

 環境保全と公害対策 

取取組組１１  環環境境保保全全とと公公害害対対策策のの強強化化をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  良良好好なな地地域域環環境境のの保保全全をを図図るる不不法法投投棄棄

対対策策をを推推進進ししまますす。。  

 
  上水道の充実 

 取取組組１１  安安全全なな水水道道水水のの安安定定供供給給をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  施施設設のの適適切切なな維維持持管管理理にによよるる持持続続可可能能

なな施施設設整整備備をを推推進進ししまますす。。  

 
  下水道の整備  

 取取組組１１  下下水水道道のの整整備備及及びび維維持持管管理理をを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  浄浄化化槽槽、、しし尿尿処処理理のの適適正正なな維維持持管管理理をを促促進進

ししまますす。。  
   

環境美化活動 
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方方針針 

 循環型社会の構築 
 

取取組組１１  
村民・事業者・行政が SDGｓの考え方にのっとり、それぞれの役割に応じて環境

負荷の低減に向けた自主的な取組を進めます。 

 環境基本条例の制定、環境基本計画の策定・推進 

 農業「Ｅみほ※※活動」による農産品の普及 

 電気自動車、代替エネルギー車等の開発状況を見据えた環境配慮型の公用車の導入 
  

主な事業：環境衛生事務事業（生活安全課） /地球温暖化対策事業（生活安全課） 

産地確立推進事業（経済課）/公用車管理事業（総務課） 
  

 

取取組組２２  適正なゴミ処理の推進及びゴミの減量・再利用・再生利用の推進を図ります。 

 ごみ集積場における適正な管理 

 処理施設の適切な維持管理、最終処分場の確保 

 生ゴミ肥料化の奨励（減量処理機、コンポスターの購入設置補助） 

 ゴミの再生利用に対する村民・事業者の意識・活動の普及 

 細分化したゴミ分別収集のＰＲの強化 

 再生紙など環境に配慮した商品購入（グリーン購入）の推進 
  

主な事業：清掃事務事業（生活安全課）／塵芥処理事業（生活安全課）／管財事務事業（企画財政課） 

江戸崎地方衛生土木組合負担金事業（生活安全課）／ゴミ減量対策事業（生活安全課） 
  

 

取取組組３３  村民・事業者総ぐるみによる美浦村の景観づくりを推進・支援します。 

 霞ヶ浦清掃大作戦の推進 

 環境美化活動の日の推進 

 緑の少年団の活動推進 
  

主な事業：霞ヶ浦水質浄化関連事業（生活安全課）／ゴミ減量対策事業（生活安全課） 

林業振興事業（経済課） 
  

 

取取組組４４  近隣公園、街区公園の維持管理を適切に行っていきます。 

 近隣公園と街区公園の維持管理 
  

主な事業：公園管理事業（都市建設課）／農村公園管理事業（経済課） 
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 環境保全と公害対策 
 

取取組組１１  環境保全と公害対策の強化を図ります。 

 公害防止協定の締結促進、協定に基づく事業所の定期的排水検査 

 騒音、悪臭などの生活系公害への対策強化 

 環境指標調査（モニタリング）の定期的実施 
  

主な事業：公害対策事業（生活安全課）／放射能汚染対策事業（生活安全課） 
  

 

取取組組２２  良好な地域環境の保全を図る不法投棄対策を推進します。 

 不法投棄防止のＰＲ強化 

 不法投棄の監視体制の強化 

 不法残土の対策強化 
  

主な事業：不法投棄対策事業（生活安全課） 
  

 

 

 上水道の充実 
 

取取組組１１  安全な水道水の安定供給を図ります。 

 上水道整備済み地区における加入率の向上 

 節水意識の普及・啓発（学校、事業所での節水運動、広報紙の活用等） 
  

主な事業：水道事業管路更新計画、アセットマネジメント計画（上下水道課） 
  

 

取取組組２２  施設の適切な維持管理による持続可能な施設整備を推進します。 

 経営戦略の策定及び同戦略を踏まえた施設の更新需要増に対する投資額の合理化の検討 

 水道料金の見直しも視野に入れた更なる経費節減や事務の効率化 
  

 主な事業：水道事業管路更新計画、アセットマネジメント計画（上下水道課） 
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 下水道の整備 
 

取取組組１１  下水道の整備及び維持管理を推進します。 

 公共下水道事業全体計画に基づく、未整備地区の公共下水道整備推進 

 公共下水道・農業集落排水の整備済み地区の接続率向上 

 公共下水道・農業集落排水施設の最適化に向けた統廃合等の検討 
  

主な事業：公共下水道整備事業（上下水道課）／農業集落排水事業（上下水道課） 

下水道事務事業（上下水道課）／ストックマネジメント（上下水道課） 
  

 

取取組組２２  浄化槽、し尿処理の適正な維持管理を促進します。 

 合併処理浄化槽定期保守点検の普及・徹底 

 龍ケ崎地方衛生組合のし尿処理施設の維持 
  

主な事業：合併浄化槽設置事業（上下水道課）／龍ケ崎地方衛生組合負担金事業（上下水道課） 
  

 

 

 

推推進進指指標標  
 

 

 

 

  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇下水道普及率 89.3％    95.3％ 

◇上水道普及率 95.6％  100％ 
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第１章 自然豊かで美しく住みよい村づくり 用語解説 

初 出 用 語 解 説 

88p ＳＤＧｓ 

持続可能な開発目標。Sustainable Development Goals の略。平成 27(2015)年

国連で採択された国際社会全体の開発目標として 17 の目標が掲げられた取組

のこと 

89p Ｅみほ 

村民と行政が連携して「地域の『永続性』ある発展を可能にするために、『環境』

を重視した住民活動を身近なところから、一つ一つ『誠実』に実行していこう」とい

う誓いのことで、農産品のブランド化等を目指した活動を行っている 

Ｅとは、Eternity（永続性）、Environment（環境）、Earnest（誠実）の３つの言葉の

頭文字 
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第第２２章章  子子どどもものの健健ややかかなな成成長長をを育育むむ村村づづくくりり  

 

 

 

 

第２２章 

子どもの健やかな成長を育む 

村づくり 

 

 

 

 
  

健康診断の様子 

安中小学校運動会の様子 
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2-1 保育所・幼稚園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

幼幼児児期期はは、、子子どどももたたちちのの感感性性やや知知性性、、社社会会性性

ななどど、、人人間間形形成成のの基基礎礎をを培培うう最最もも大大切切なな時時期期でで

すす。。そそののたためめにに、、家家庭庭・・地地域域社社会会そそししてて保保育育所所・・

幼幼稚稚園園等等がが一一体体ととななりり、、子子どどももがが健健ややかかにに成成長長

ででききるる環環境境をを構構築築ししてていいくく必必要要ががあありりまますす。。  

全全国国的的にに少少子子化化がが進進行行ししてていいるる中中、、美美浦浦村村

ででもも少少子子化化等等にによよるる人人口口減減少少がが深深刻刻ととななっってていい

まますす。。そそのの一一方方でで、、女女性性のの就就業業率率はは年年々々上上昇昇しし

てておおりり、、そそれれにに伴伴いい、、子子育育ててやや保保育育にに関関すするる

ニニーーズズはは多多様様化化ししてていいるる状状況況でですす。。  

ささららにに、、全全国国的的にに保保育育士士不不足足等等もも課課題題ととななっっ

てていいまますす。。  

美美浦浦村村ににはは、、村村立立のの木木原原保保育育所所、、大大谷谷保保育育

所所及及びび美美浦浦幼幼稚稚園園がが設設立立さされれてていいまますす。。  

今今後後もも保保護護者者ニニーーズズのの把把握握にに努努めめるるとととともも

にに、、地地域域社社会会とと連連携携ししななががらら、、村村立立だだかかららここそそ出出

来来るる教教育育・・保保育育をを提提供供ししてていいくくここととがが大大切切でですす。。  

ままたた、、保保育育所所とと幼幼稚稚園園のの設設置置目目的的はは異異ななりりまま

すすがが、、同同じじ地地域域にに住住むむ子子どどももたたちちがが等等ししいい教教

育育・・保保育育をを受受けけらられれるるよようう、、幼幼・・保保・・小小・・中中がが連連携携

しし、、学学びびをを提提供供ししてていいくくここととがが求求めめらられれまますす。。  

  

  

 

 

 
 保育所運営の充実 

取取組組１１  保保護護者者ののニニーーズズやや乳乳幼幼児児のの状状態態にに応応じじたた

多多様様なな保保育育ササーービビススのの提提供供にに努努めめまますす。。  

取取組組２２  家家庭庭やや地地域域にに根根付付いいたた保保育育所所のの運運営営をを推推

進進ししまますす。。  

取取組組３３  保保育育施施設設及及びび管管理理・・運運営営体体制制のの充充実実をを図図

りりまますす。。 

 

 美浦幼稚園運営の充実 

取取組組１１  たたくくままししくく生生ききるる子子のの育育成成にに向向けけ、、多多様様なな

教教育育・・保保育育のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  家家庭庭やや地地域域にに根根付付いいたた幼幼稚稚園園のの運運営営をを推推

進進ししまますす。。  

取取組組３３  幼幼児児施施設設及及びび管管理理・・運運営営体体制制のの充充実実をを図図

りりまますす。。  

取取組組４４  幼幼・・保保・・小小のの連連携携をを強強化化しし、、子子どどもものの発発達達

やや学学びびのの連連続続性性のの確確保保をを図図りりまますす。。 

 

    

保育所の活動の様子 
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方方針針 

 保育所運営の充実 
 

取取組組１１  保護者のニーズや乳幼児の状態に応じた多様な保育サービスの提供に努めます。 

 待機児童対策の推進 

 一時預かり事業、障がい児保育の充実 

 保護者のニーズを捉えた保育時間の検討 

 豊かな人間性を育むための保育の充実 

 ＡＬＴ（外国語指導助手）による国際理解教育の推進（保育所） 

 体力・運動能力向上に向けた体操教室の充実 

 絵本読み聞かせ・選書会等による子どもの読書活動の推進 
  

主な事業：大谷保育所運営事業（大谷保育所）／木原保育所運営事業（木原保育所） 

一時預かり事業（子育て支援課） 
  

 

取取組組２２  家庭や地域に根付いた保育所の運営を推進します。 

 保育所運営への地域支援者（保育サポーター、子育てに関心のある学生ボランティアなど）の参加 

継続・促進 

 老人福祉施設等との地域交流の継続・促進 

 子育て相談体制の充実 
  

主な事業：大谷保育所運営事業（大谷保育所）／木原保育所運営事業（木原保育所） 

利用者支援事業（子育て支援課） 
  

 

取取組組３３  保育施設及び管理・運営体制の充実を図ります。 

 保育施設の適切な管理・運営 

 保育施設の老朽化に伴う計画的な改修・整備 

 職員の研修会への参加促進及び所内研修の充実 
  

主な事業：大谷保育所運営事業（大谷保育所）／木原保育所運営事業（木原保育所） 
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 美浦幼稚園運営の充実 
 

取取組組１１  たくましく生きる子の育成に向け、多様な教育・保育の充実を図ります。 

 子どもと共に育ち合う保育の推進 

 ＡＬＴ（外国語指導助手）による国際理解教育の推進（幼稚園） 

 体力・運動能力向上に向けた体育教室の充実 

 教師、保護者サークル読み聞かせ・選書会等による子どもの読書活動の推進 

 情報化教育の推進 
  

主な事業：幼稚園運営事業（美浦幼稚園）／事務局経費（美浦幼稚園） 
  

 

取取組組２２  家庭や地域に根付いた幼稚園の運営を推進します。 

 幼稚園運営への地域支援者（子育て経験者、子育てに関心のある学生ボランティアなど）の 

参加促進 

 ＰＴＡ活動の充実 
  

主な事業：幼稚園運営事業（美浦幼稚園） 
  

 

取取組組３３  幼児施設及び管理・運営体制の充実を図ります。 

 幼児施設の適切な管理・運営 

 幼児施設の老朽化にともなう計画的な改修・整備 

 保育所・幼稚園の適正配置・運営 

 評議委員会の設置の検討 

 教育相談研修、教育研究発表会などの充実 
  

主な事業：幼稚園運営事業（美浦幼稚園）／幼稚園管理事業（美浦幼稚園） 
  

 

取取組組４４  幼・保・小の連携を強化し、子どもの発達や学びの連続性の確保を図ります。 

 幼・保・小・中連携会議、研修会の充実 

 幼・保・小の交流機会の充実 
  

主な事業：学校教育支援事業（学校教育課）／幼稚園運営事業（美浦幼稚園） 

大谷保育所運営事業（大谷保育所）／木原保育所運営事業（木原保育所） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  

現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））  

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇保育所における老人福祉施設との

年間交流行事数 
６回/年  ６回/年 

◇４、５歳児幼保交流会の年間実施数 ４回/年  ４回/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 △大谷保育所 
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2-2 学校教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

全全国国的的にに子子どどももたたちちのの学学力力のの二二極極化化がが深深刻刻

化化ししてておおりり、、社社会会やや家家庭庭環環境境ががそそのの要要因因ととななっっ

てていいるるとと考考ええらられれてていいまますす。。  

ままたた、、基基本本的的なな生生活活習習慣慣・・学学習習習習慣慣がが身身ににつつ

いいててなないい、、豊豊かかなな人人間間関関係係がが築築けけなないい、、集集団団にに

適適応応すするるここととがが苦苦手手ででああるるななどどのの児児童童・・生生徒徒もも見見

受受けけらられれてていいるるここととがが一一般般にに指指摘摘さされれてていいまますす。。

ここののよよううなな状状況況かからら生生ずずるる問問題題ももあありり、、学学校校ののみみ

ななららずず、、家家庭庭やや地地域域社社会会全全体体でで解解決決にに向向けけてて

取取りり組組むむ必必要要ががあありりまますす。。  

美美浦浦村村でではは、、「「美美浦浦村村教教育育振振興興基基本本計計画画」」にに

基基づづきき、、子子どどももかからら大大人人ままでで社社会会力力をを高高めめるるこことと

をを軸軸ととしし、、総総合合的的なな教教育育振振興興のの施施策策にに取取りり組組んん

ででいいまますす。。  

今今後後もも、、美美浦浦村村のの教教育育のの質質をを高高めめ、、子子どどもものの

豊豊かかなな心心をを育育みみななががらら学学力力向向上上にに繋繋げげるる施施策策

等等がが求求めめらられれてていいまますす。。  

一一方方、、学学校校教教育育環環境境ににつついいててはは、、ここれれままでで各各

学学校校施施設設のの充充実実にに努努めめててききままししたた。。  

ししかかしし、、少少子子化化のの進進行行にによよりり、、適適正正規規模模をを維維

持持すするるここととがが困困難難なな小小学学校校もも出出ててききてていいまますす。。

今今後後はは、、社社会会状状況況やや地地域域環環境境にに合合っったた教教育育環環

境境をを提提供供ししてていいくくここととがが必必要要でですす。。  

  

 

 

 
 楽しい授業の実践と社会力の育成 

取取組組１１  子子どどもものの学学力力のの向向上上及及びび社社会会力力をを育育むむ教教

育育をを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  地地域域とと連連携携・・協協働働ししたた学学校校教教育育をを推推進進ししまますす。。  

  

 学校教育環境・施設・設備の充実 

取取組組１１  教教育育環環境境のの適適切切なな整整備備・・充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  特特別別支支援援教教育育及及びび相相談談体体制制のの充充実実をを図図りり

まますす。。 

 

  

美浦中学校 
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方方針針 

 楽しい授業の実践と社会力の育成 
 

取取組組１１  子どもの学力の向上及び社会力を育む教育を推進します。 

 幼稚園・保育所から中学校まで一貫した社会力育成のための教育カリキュラムの開発・推進 

 児童生徒の個性を生かし、主体的な学習を促すための個に応じた学習指導の実施 

 ＡＬＴ（外国語指導助手）による英語教育及び国際理解教育の推進 

 社会科副読本「わたしたちのみほ」（郷土教材）の改訂 

 教員の実践的指導力の向上に向けた研修の充実 
  

主な事業：小学校教育振興事業（各小学校）／美浦中学校教育振興事業（美浦中学校） 

学校教育支援事業（学校教育課）／ＴＴ配置事業（学校教育課） 
  

 

取取組組２２  地域と連携・協働した学校教育を推進します。 

 地域の環境の特性を生かした学校教育の推進 

 地域ぐるみで取り組む学校教育の推進 
  

主な事業：事務局経費（学校教育課）／学びの広場サポートプラン事業（学校教育課） 

スクールガード事業（学校教育課） 
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 学校教育環境・施設・設備の充実 
 

取取組組１１  教育環境の適切な整備・充実を図ります。 

 統合小学校の設置の推進 

 計画的な施設改修等の実施 

 児童生徒への芸術鑑賞会補助金の交付 

 学校司書の継続的な配置 

 教育クラウド事業の継続的な実施 

 全教育施設でのＳｏｃｉｅｔｙ5.0※時代に対応したＩＣＴ※教育環境の提供 

 学校ＩＣＴ支援員の効果的な活用 

 安全でおいしい給食の提供 
  

主な事業：統合小学校建設委員会事業（学校教育課） 

学校教育支援事業（学校教育課）／学校図書室運営事業（生涯学習課） 

美浦村教育クラウド事業（学校教育課）／学校給食運営事業（学校教育課） 

学校給食施設管理事業（学校教育課）／学校給食運営委員会事業（学校教育課） 

給食事業運営事業（各小学校）／給食施設管理事業（各小学校） 

美浦中給食事業運営事業（美浦中学校）／美浦中給食施設管理事業（美浦中学校） 
  

 

取取組組２２  特別支援教育及び相談体制の充実を図ります。 

 不登校、引きこもりなどの相談窓口、教育相談センターの設置 

 生活介助員の配置 

  

主な事業：教育相談センター事業（学校教育課）／生活介助員配置事業（学校教育課） 

中学校特別支援教育奨励事業（学校教育課）／小学校特別支援教育奨励事業（学校教育課） 
  

 

 

 
 

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇児童生徒用 PC の導入割合 27.8％  100％ 

◇統合小学校の建設 -  完了 
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2-3 子育て支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

近近年年のの子子育育てて家家庭庭をを取取りり巻巻くく社社会会状状況況はは、、少少

子子化化やや核核家家族族化化のの進進行行にに加加ええ、、社社会会構構造造のの変変

化化にに伴伴うう雇雇用用形形態態のの不不安安定定化化やや母母親親のの孤孤立立

化化、、貧貧困困問問題題ななどどをを背背景景ととししてて、、子子育育てて環環境境へへ

のの不不安安がが社社会会問問題題ととななっってていいまますす。。  

美美浦浦村村でではは、、「「第第２２期期美美浦浦村村子子どどもも・・子子育育てて支支

援援事事業業計計画画」」にに基基づづきき、、少少子子化化・・子子育育てて対対策策にに

つついいてて総総合合的的なな視視点点にに立立っってて各各施施策策をを推推進進しし

てていいるるととこころろでですす。。  

子子育育てて支支援援のの拠拠点点ででああるる美美浦浦村村のの地地域域交交流流

館館みみほほふふれれ愛愛ププララザザ内内のの子子育育てて支支援援セセンンタターー

でではは総総合合的的なな子子育育てて支支援援をを行行っってておおりり、、村村外外かか

ららもも利利用用者者がが多多くく訪訪れれてておおりり、、利利用用者者はは増増加加傾傾

向向ににあありりまますす。。  

ささららにに、、令令和和２２((22002200))年年４４月月かかららはは安安心心ししてて妊妊

娠娠・・出出産産・・子子育育ててががででききるるよようう、、妊妊娠娠期期かからら子子育育

てて期期ににわわたたるる切切れれ目目ののなないい支支援援をを行行ううここととをを目目

的的ととししてて子子育育てて世世代代包包括括支支援援セセンンタターーがが開開設設ささ

れれままししたた。。  

今今後後もも、、引引きき続続きき子子育育てて家家庭庭をを支支援援すするるたた

めめ、、保保健健・・医医療療・・福福祉祉がが連連携携ししたた施施策策のの充充実実をを

図図るるととととももにに、、経経済済的的困困難難をを抱抱ええてていいるる家家庭庭にに

おおいいててはは、、子子どどももがが等等ししくく教教育育をを受受けけらられれるるよようう

経経済済的的支支援援をを継継続続ししてて行行うう必必要要ががあありりまますす。。 

 

  
子どもの成長、子育てを 

支え合う地域体制の充実 

取取組組１１  地地域域交交流流館館内内子子育育てて支支援援セセンンタターーをを拠拠点点

ととししたた子子育育てて支支援援のの充充実実をを図図りりまますす。。 

取取組組２２  子子どどもものの成成長長、、子子育育ててをを取取りり巻巻くく地地域域ぐぐるる

みみのの支支援援体体制制のの確確立立をを図図りりまますす。。 

取取組組３３  子子育育てて家家庭庭をを支支ええるるたためめ家家庭庭教教育育のの支支

援援・・充充実実をを図図りりまますす。。 

取取組組４４  ひひととりり親親家家庭庭のの生生活活のの安安定定ととそそのの子子どどもも

のの健健全全なな成成長長をを支支ええまますす。。 

取取組組５５  入入園園・・入入学学のの経経済済的的支支援援をを行行いい、、子子どどもものの

教教育育環環境境のの充充実実をを図図りりまますす。。  

 

 子育て世代の支援 

取取組組１１  妊妊娠娠期期かからら子子育育てて期期ににわわたたるる切切れれ目目ののなな

いい支支援援をを提提供供すするる体体制制をを整整備備ししまますす。。 

取取組組２２  母母子子のの健健康康づづくくりり、、児児童童・・生生徒徒のの健健康康管管理理

支支援援のの充充実実をを図図りりまますす。。 

 

  

子育て広場（地域交流館みほふれ愛プラザ） 
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方方針針 

 子どもの成長、子育てを支え合う地域体制の充実 
 

取取組組１１  地域交流館内子育て支援センターを拠点とした子育て支援の充実を図ります。 

 親子の交流の場の提供及び交流促進 

 子育てに関する相談・援助 

 地域の子育て関連情報の提供 

 子育てに関する講習等の実施 

 子育て支援関連事業の利用にあたっての助言・支援 

 ファミリーサポートセンターによる預かり事業の運営 

 子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の推進 
  

主な事業：子育て支援センター（みほふれ愛プラザ）管理事業（子育て支援課） 

子育て広場事業（子育て支援課）／利用者支援事業（子育て支援課） 

ファミリーサポート事業（子育て支援課）／子ども・子育て会議事業（子育て支援課） 

子ども・子育て支援事業計画策定事業（子育て支援課） 

子ども・子育て支援事務事業（子育て支援課）／地域型保育事業（子育て支援課） 

施設型給付事業（保育認定）（子育て支援課） 

施設型給付事業（教育認定）（子育て支援課） 

施設等利用給付事業（保育）／施設等利用給付事業（教育）（子育て支援課） 
  

 

取取組組２２  子どもの成長、子育てを取り巻く地域ぐるみの支援体制の確立を図ります。 

 子育て中の親のニーズに合った地域支援体制の促進（子育てサークル等） 

 民生委員・児童委員による支援 

 児童虐待の予防・早期発見・早期対応のための体制の確立・充実 
  

主な事業：子育て広場事業（子育て支援課）／民生委員児童委員協議会事業（福祉介護課） 

要保護児童対策事業（健康増進課） 
  

 

取取組組３３  子育て家庭を支えるため家庭教育の支援・充実を図ります。 

 家庭教育の推進 

 父親講座の充実（父親の居場所つくり） 

 訪問型支援を中心とした家庭教育支援体制の整備・促進 
  

主な事業：社会教育事務事業（生涯学習課）／訪問型家庭教育支援事業（生涯学習課） 
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取取組組４４  ひとり親家庭の生活の安定とその子どもの健全な成長を支えます。 

 生活支援制度の普及 

 母子寡婦福祉会の活動促進 

 ひとり親家庭のための民間賃貸住宅への助成等の推進 
  

主な事業：母子父子福祉事業（子育て支援課） 
  

 

取取組組５５  入園・入学の経済的支援を行い、子どもの教育環境の充実を図ります。 

 要保護、準要保護児童生徒就学支援事業 

 自転車通学用ヘルメットの支給 
  

主な事業：小学校要保護準要保護児童就学扶助事業（学校教育課） 

中学校要保護準要保護生徒援助事業（学校教育課）／美浦中学校教育振興事業（美浦中学校） 
  

 

 

 子育て世代の支援 
 

取取組組１１  妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を整備します。 

 子育て世代包括支援センターの設置及び子育て支援の充実 

 妊産婦及び乳幼児の健康保持及び増進に関する包括的支援の充実 

 出産に係る経済的負担の軽減 
  

主な事業：子育て世代包括支援センター事業（健康増進課）／母子保健事業（健康増進課） 

子育て世代包括支援事業（健康増進課）／出産育児一時金事業（国保年金課） 
  

 

取取組組２２  母子の健康づくり、児童・生徒の健康管理支援の充実を図ります。 

 妊婦及び産婦の健康診査受診促進 

 児童生徒の健診の充実 

 乳幼児の健診、予防接種における個別接種の充実 

 早期療育の充実 

 妊産婦の医療費助成 

 高校生相当までの年齢を対象とした子どもの医療費の全額助成 
  

主な事業：母子保健事業（健康増進課）／小学校保健管理事業（学校教育課） 

中学校保健管理事業（学校教育課）／幼稚園保健管理事業（学校教育課） 

予防接種事業（健康増進課）／子育て世代包括支援センター事業（健康増進課） 

医療福祉事務事業（国保年金課）／医療給付事業（国保年金課） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））    

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇育児相談年間参加者数 200 人/年  200 人/年 

◇子育て広場年間参加者数 3,000 人/年 3,243 人/年 

◇ファミリーサポート年間利用者数 700 人/年 530 人/年 

◇４ヵ月健診受診率 
97.6％ 

（平成 30(2018)年度） 
 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  △みほーすの活動（保育所） 
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2-4 子ども・青少年健全育成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

次次代代をを担担うう子子どどももたたちちがが、、家家庭庭やや地地域域、、そそししてて

美美浦浦村村のの恵恵ままれれたた自自然然環環境境のの中中でで、、安安全全にに伸伸

びび伸伸びびとと遊遊びび、、学学びび、、健健ややかかにに成成長長をを育育むむこことと

ががででききるる環環境境のの整整備備、、ままたた、、社社会会全全体体でで支支援援すす

るる意意識識のの醸醸成成がが求求めめらられれてていいまますす。。  

美美浦浦村村でではは、、幼幼児児施施設設のの開開放放ななどど、、幼幼児児期期

かかららのの遊遊びび場場のの提提供供をを行行っってていいまますす。。ささららにに、、

児児童童館館をを活活用用ししたた放放課課後後のの子子どどもものの居居場場所所づづくく

りりをを進進めめてておおりり、、今今後後もも、、地地域域等等とと連連携携をを図図りり、、

子子どどももたたちちがが安安心心ででききるる環環境境のの充充実実がが求求めめらられれ

まますす。。  

ままたた、、近近年年、、イインンタターーネネッットト環環境境等等かからら簡簡単単にに

有有害害情情報報等等にに触触れれるる事事がが出出来来るるよよううににななりり、、事事

件件ににもも発発展展すするるケケーーススもも見見らられれるるななどど、、全全国国的的

にに青青少少年年をを取取りり巻巻くく環環境境のの変変化化ががみみらられれまますす。。  

美美浦浦村村でではは、、青青少少年年のの健健全全なな環環境境づづくくりりととしし

てて、、違違法法立立てて看看板板ややビビララ等等のの撤撤去去、、非非行行防防止止パパ

トトロローールルのの実実施施ななどどのの事事業業をを進進めめてていいまますす。。ささらら

にに、、社社会会をを構構成成すするる一一員員ととししてて自自覚覚とと能能力力をを身身

ににつつけけてていいけけるるよようう、、青青少少年年のの成成長長過過程程にに応応じじ

たた支支援援をを行行っってていいまますす。。  

今今後後はは、、社社会会環環境境のの変変化化にに対対応応ししななががらら、、

様様々々なな関関係係機機関関とと連連携携をを図図りり、、青青少少年年がが健健全全にに

成成長長ででききるる環環境境づづくくりりにに努努めめてていいくく必必要要ががあありりまま

すす。。 

 

 
 子どもの健全育成の支援 

取取組組１１  子子どどもものの遊遊びび場場のの提提供供とと居居場場所所づづくくりりのの充充  

実実をを推推進進ししまますす。。 

取取組組２２  児児童童館館のの管管理理・・運運営営のの充充実実をを図図るるととととももにに

地地域域にに根根付付いいたた活活動動をを支支援援ししまますす。。  

 

 青少年健全育成の支援 

取取組組１１  青青少少年年のの健健全全なな成成長長をを見見守守りり、、育育むむ環環境境づづ

くくりりをを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  青青少少年年がが抱抱ええるる問問題題・・悩悩みみをを把把握握しし、、とともも

にに考考ええるる体体制制のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  社社会会のの一一員員ととししてて青青少少年年のの自自覚覚・・能能力力をを

高高めめるる活活動動をを促促進進ししまますす。。 

 

  

青少年交流事業 
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方方針針 

 子どもの健全育成の支援 
 

取取組組１１  子どもの遊び場の提供と居場所づくりの充実を推進します。 

 保育所・幼稚園の開放など遊び場の提供、交流行事の充実 

 無料学習塾（地域未来塾）の推進 
  

主な事業：幼稚園運営事業（美浦幼稚園）／大谷保育所運営事業（大谷保育所） 

木原保育所運営事業（木原保育所）／地域未来塾事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  児童館の管理・運営の充実を図るとともに地域に根付いた活動を支援します。 

 児童館の適正な管理・運営 

 施設老朽化にともなう計画的な改修・整備 

 地域支援者（子育て経験者、子育てに関心のある学生ボランティアなど）の参加促進 

 放課後児童クラブの充実 
  

主な事業：児童館管理事業（子育て支援課） 
  

 

 

 青少年健全育成の支援 
 

取取組組１１  青少年の健全な成長を見守り、育む環境づくりを推進します。 

 違法立て看板・ビラ等の撤去 

 非行防止パトロールの実施 
  

主な事業：青少年健全育成事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  青少年が抱える問題・悩みを把握し、ともに考える体制の充実を図ります。 

 青少年育成美浦村民会議における活動の充実 

 青少年の相談体制の整備 
  

主な事業：青少年健全育成事業（生涯学習課） 
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取取組組３３  社会の一員として青少年の自覚・能力を高める活動を促進します。 

 ジュニアリーダー研修会への参加促進 

 青少年活動サークルの育成・支援 

 地域活動への青少年参加の促進 

 子ども会育成会・子ども会の活動促進 

 青少年交流事業の推進 
  

主な事業：社会教育事務事業（生涯学習課） 
  

 

  

  

  

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇青少年の健全育成に協力する店舗数 13 店舗  16 店舗 

◇放課後児童クラブ登録児童数 185 人  170 人 

 

 

 

 

 

 
  △地域未来塾開講式 
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第２章 子どもの健やかな成長を育む村づくり 用語解説 

初 出 用 語 解 説 

100p Society5.0 
サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済

発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）のこと 

100p ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術の

総称。PC だけでなくスマートフォンやスマートスピーカーなど、様々な情報通信

技術を使ったコミュニケーションのこと 
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第第３３章章  村村民民がが尊尊厳厳をを持持っってて豊豊かかにに暮暮ららせせるる村村づづくくりり  

 

 

 

 

第３３章 

村民が尊厳を持って 

豊かに暮らせる村づくり 

 

 

 

 
  自主的な学習活動（手紡ぎ）の様子 

グランドゴルフの様子 
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3-1 生涯学習・生きがいづくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

社社会会環環境境のの急急激激なな変変化化にに伴伴いい、、価価値値観観ややララ

イイフフススタタイイルルがが多多様様化化すするる中中、、生生涯涯学学習習のの果果たた

すす役役割割へへのの期期待待がが高高ままっってていいまますす。。ここののたためめ、、

一一人人ひひととりりがが自自由由にに学学びび楽楽ししむむ環環境境ををつつくくるるたた

めめ、、多多様様ななニニーーズズにに対対応応ししたた学学習習機機会会のの充充実実

がが求求めめらられれてていいまますす。。  

ここれれままでで、、美美浦浦村村でではは、、村村民民一一人人ひひととりりののラライイ

フフススタタイイルルににああっったた多多種種多多様様なな学学習習ニニーーズズにに対対

応応ででききるるよよううなな生生涯涯学学習習体体制制のの実実現現をを目目指指しし、、

環環境境整整備備にに取取りり組組んんででききままししたた。。  

今今後後もも、、村村民民がが主主体体的的なな学学習習活活動動がが行行ええるるよよ

うう、、教教育育内内容容のの充充実実やや講講座座のの育育成成がが求求めめらられれてて

いいまますす。。  

ままたた、、学学習習活活動動にによよっってて得得たた知知識識やや成成果果をを村村

民民のの生生ききががいいづづくくりりのの一一助助ととししてて、、地地域域社社会会ややまま

ちちづづくくりり活活動動にに生生かかせせるるよよううなな仕仕組組みみやや支支援援体体

制制のの整整備備・・充充実実がが大大切切でですす。。  

加加ええてて、、関関連連団団体体のの相相互互連連携携ををははじじめめ、、生生涯涯

学学習習リリーーダダーーのの育育成成のの支支援援がが求求めめらられれまますす。。  

生生涯涯学学習習施施設設ににおおいいててはは、、中中央央公公民民館館をを中中

心心ととししてて、、既既存存のの生生涯涯学学習習施施設設がが利利用用さされれてていい

まますす。。各各施施設設のの整整備備のの充充実実やや、、施施設設間間連連携携なな

どどをを図図りり、、村村民民がが利利用用ししややすすいい環環境境をを構構築築すするる

ここととがが必必要要でですす。。 

 

 
 学習・文化活動の促進 

取取組組１１  自自主主学学習習・・文文化化活活動動のの充充実実及及びび芸芸術術・・文文

化化にに触触れれるる機機会会のの提提供供にに努努めめまますす。。 

取取組組２２  学学習習・・文文化化活活動動等等のの情情報報提提供供にに努努めめ、、村村

民民のの自自主主的的活活動動をを促促進進ししまますす。。  

取取組組３３  美美浦浦村村ままちちづづくくりり出出前前講講座座のの活活用用・・普普及及をを

図図りりまますす。。  

 

 人材の育成・活動団体の育成 

取取組組１１  生生涯涯学学習習をを先先導導すするる指指導導者者とと活活動動団団体体のの

育育成成をを推推進進ししまますす。。 

取取組組２２  高高齢齢者者がが積積極極的的にに社社会会参参加加ででききるる環環境境をを

整整ええまますす。。  

 

 生涯学習施設の整備 

取取組組１１  中中央央公公民民館館のの充充実実・・活活用用のの促促進進及及びび施施設設

間間のの連連携携にによよるる利利便便向向上上にに努努めめまますす。。  

取取組組２２  中中央央公公民民館館図図書書室室のの更更ななるる充充実実とと図図書書のの

利利用用拡拡大大をを図図りりまますす。。 

  

輪投げ大会の風景 
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方方針針 

 学習・文化活動の促進 
 

取取組組１１  自主学習・文化活動の充実及び芸術・文化に触れる機会の提供に努めます。 

 少年教室、高齢者学級、女性学級など自主的な学習・文化活動の場となる各種教室、行事等の充実 

 “みほ”産業文化・スポーツフェスティバル、映画上映、芸能発表会、コンサートの充実による芸術・文

化への多様な村民の関心・理解の普及 

 選書会等の読書推進イベントによる読書意欲の向上・促進 

 ノーテレビ・ノーゲーム運動の継続的な実施 
  

主な事業：社会教育事務費（生涯学習課） 

“みほ”産業文化・スポーツフェスティバル事業（生涯学習課） 

学校図書室運営事業（生涯学習課）／図書室運営事業（生涯学習課） 

ノーテレビ・ノーゲーム運動事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  学習・文化活動等の情報提供に努め、村民の自主的活動を促進します。 

 広報みほ及びホームページの積極的な活用 

 生涯学習相談窓口の設置 
  

主な事業：社会教育事務事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組３３  美浦村まちづくり出前講座の活用・普及を図ります。 

 村民の自主的な学習・文化活動に向けた指導者の紹介 

 出前講座を利用した地区公民館での学習の推進 

  

主な事業：社会教育事務事業（生涯学習課） 
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 人材の育成・活動団体の育成 
 

取取組組１１  生涯学習を先導する指導者と活動団体の育成を推進します。 

 各種教室、文化活動団体の指導者の育成に向けた各種研修会の活用促進 

 村民の自主的な学習・文化活動の支援や文化活動団体の育成 

 文化協会の活動の充実 
  

主な事業：社会教育事務事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  高齢者が積極的に社会参加できる環境を整えます。 

 高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進 

 シルバー人材センターの活動の充実 

 老人クラブの自主活動の促進 
  

主な事業：在宅福祉事業（福祉介護課）／高齢者福祉事務事業（福祉介護課） 

高齢者福祉事業（福祉介護課） 
  

 

 

 生涯学習施設の整備 
 

取取組組１１  中央公民館の充実・活用の促進及び施設間の連携による利便向上に努めます。 

 施設の老朽化に伴う改修整備の計画的な実施 

 中央公民館と木原・安中多目的施設、文化財センター等との連携 
  

主な事業：中央公民館管理事業（生涯学習課）／木原地区多目的集会施設管理事業（生涯学習課） 

安中地区多目的研修集会施設管理事業（生涯学習課）／文化財施設管理事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  中央公民館図書室の更なる充実と図書の利用拡大を図ります。 

 中央公民館図書室の蔵書充実 

 図書室の利用拡大を図ったイベントの充実 

  

主な事業：図書館運営事業（生涯学習課）／図書室管理事業（生涯学習課） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））    

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇中央公民館年間利用者数 72,228 人/年  79,200 人/年 

◇美浦村まちづくり出前講座登録者数 60 人  61 人 

◇中央公民館図書室蔵書冊数 57,735 冊  56,000 冊 

◇“みほ”産業文化・スポーツフェス

ティバル年間来場者数 
5,900 人/年  6,000 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  △漁業体験 
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3-2 生涯スポーツ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

生生涯涯ススポポーーツツととはは、、生生涯涯ににわわたたりり、、いいつつででもも・・

どどここででもも・・誰誰ででもも、、気気軽軽にに親親ししむむここととががででききるるスス

ポポーーツツ活活動動ののここととでですす。。  

村村民民ののススポポーーツツ活活動動はは、、光光とと風風のの丘丘公公園園をを中中

心心にに、、村村民民運運動動公公園園やや農農林林漁漁業業者者トトレレーーニニンンググ

セセンンタターー等等のの施施設設、、小小中中学学校校のの体体育育館館、、運運動動

場場（（一一般般開開放放のの活活用用））、、近近隣隣市市町町のの施施設設をを利利用用

ししてて行行わわれれてていいまますす。。  

村村民民がが生生涯涯ににわわたたりり、、誰誰ででもも気気軽軽ににススポポーーツツにに

親親ししむむここととががででききるるよようう、、ニニュューーススポポーーツツ※※等等のの普普

及及やや、、年年代代やや関関心心、、適適性性ななどどにに応応じじたた各各種種スス

ポポーーツツ教教室室、、大大会会のの充充実実がが求求めめらられれまますす。。  

ままたた、、美美浦浦村村内内ににはは総総合合型型地地域域ススポポーーツツククララ

ブブ※※がが１１団団体体あありり、、ススポポーーツツ推推進進委委員員はは、、1100 名名

任任用用さされれてていいるる状状況況でですす。。（（令令和和２２（（22002200））年年３３月月

現現在在））  

地地域域ススポポーーツツのの活活性性化化にに向向けけててはは、、各各種種団団

体体等等のの活活動動支支援援やや、、ススポポーーツツ活活動動にに適適切切なな指指

導導・・助助言言ががででききるる指指導導者者のの養養成成・・確確保保がが求求めめらら

れれまますす。。  

ススポポーーツツ施施設設ににつついいててはは、、老老朽朽化化がが進進んんでで

いいるる施施設設ががああるるここととかからら、、安安全全をを確確保保ししななががらら、、

各各施施設設のの利利用用実実態態をを踏踏ままええたた整整備備・・修修繕繕計計画画をを

策策定定しし、、適適宜宜施施設設整整備備をを進進めめてていいくく必必要要ががあありり

まますす。。 

 

 
 スポーツ環境の充実 

取取組組１１  光光とと風風のの丘丘公公園園等等ススポポーーツツ施施設設のの充充実実とと

活活用用促促進進をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  村村民民がが快快適適でで安安全全にに利利用用ででききるるススポポーーツツ

施施設設のの整整備備やや施施設設のの充充実実にに努努めめまますす。。  

 

 
村民の自主的なスポーツ 

活動の促進 

取取組組１１  村村民民にによよるる自自主主的的ななススポポーーツツ活活動動をを推推進進

ししまますす。。  

取取組組２２  ススポポーーツツ･･レレククリリエエーーシショョンン団団体体のの育育成成をを図図

りりまますす。。 

 

  

“みほ”産業文化スポーツフェスティバルの様子 
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方方針針 

 スポーツ環境の充実 
 

取取組組１１  光と風の丘公園等スポーツ施設の充実と活用促進を図ります。 

 施設の老朽化にともなう補修の計画的な実施 

 施設利用マナーの普及 
  

主な事業：光と風の丘公園管理事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  村民が快適で安全に利用できるスポーツ施設の整備や施設の充実に努めます。 

 村民が身近に取り組めるスポーツ施設の整備の検討 

 学校の体育館、運動場の利便性の確保と企業のスポーツ施設の利用についての働きかけ 

 ウォーキングコースの確保・整備 
  

主な事業：体育振興事業（生涯学習課） 
  

 

 

 村民の自主的なスポーツ活動の促進 
 

取取組組１１  村民による自主的なスポーツ活動を推進します。 

 スポーツ教室、競技会の開催によるスポーツの振興 

 村民の主体的・自主的な活動が盛んなスポーツを中心としたスポーツ教室、競技会の開催による

スポーツの振興 

 ニュースポーツの普及・振興 
  

主な事業：スポーツ大会事業（生涯学習課）／スポーツ教室事業（生涯学習課） 

体育振興事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  スポーツ･レクリエーション団体の育成を図ります。 

 体育協会、スポーツ推進委員の活動の充実 

 関係機関と連携による個人の年齢や運動能力に応じたスポーツ活動の支援及び自主的なスポーツ

クラブの育成・強化 

  

主な事業：体育振興事業（生涯学習課） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇スポーツ推進委員数 10 人  10 人 

◇光と風の丘公園年間利用者数 24,834 人/年  29,300 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  △輪投げ大会 
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3-3 人権尊重 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

人人権権はは一一人人ひひととりりがが幸幸せせにに生生ききるるたためめのの権権利利

でですす。。憲憲法法でではは基基本本的的人人権権のの尊尊重重がが定定めめらられれ

てておおりり、、そそれれぞぞれれのの人人権権がが尊尊重重さされれ、、虐虐待待やや差差

別別ののなないい社社会会をを目目指指すすここととをを規規定定ししてていいまますす。。  

美美浦浦村村でではは、、ここれれままでで各各種種啓啓発発活活動動、、学学校校教教

育育ででのの人人権権教教室室ななどどをを通通ししてて、、人人権権にに対対すするる正正

ししいい理理解解とと行行動動のの普普及及にに取取りり組組んんででききままししたた。。  

昨昨今今でではは、、人人権権にに関関すするる諸諸制制度度のの整整備備やや施施

策策のの充充実実にによよりり、、意意識識やや理理解解はは深深ままっっててききてていい

まますすがが、、依依然然ととししてて子子どどもも、、高高齢齢者者、、女女性性及及びび障障

ががいいののああるる人人、、同同和和問問題題、、外外国国人人ななどどにに対対すするる

様様々々なな人人権権問問題題がが存存在在ししてていいまますす。。  

ささららにに、、近近年年でではは家家庭庭ででのの児児童童虐虐待待、、いいじじめめ・・

不不登登校校、、イインンタターーネネッットト上上にによよるる人人権権侵侵害害ややＬＬＧＧ

ＢＢＴＴ※※（（性性的的ママイイノノリリテティィ））等等にに対対すするる偏偏見見ななどどもも

大大ききなな社社会会問問題題ととななっってていいまますす。。  

今今後後もも、、様様々々なな人人権権問問題題ににつついいてて、、村村民民がが正正

ししくく理理解解・・認認識識すするるここととががででききるるよようう、、関関係係機機関関等等

とと連連携携ししてて、、よよりり効効果果的的なな啓啓発発活活動動やや社社会会情情勢勢

にに即即ししたた人人権権教教育育をを推推進進すするる必必要要ががあありりまますす。。  

  

 

 

 

  
一人ひとりの人権を 

尊重する意識を高める 

取取組組１１  一一人人ひひととりりがが人人権権をを尊尊重重すするる人人権権意意識識をを

根根付付かかせせるる啓啓発発活活動動をを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  人人権権尊尊重重ののたためめのの知知識識・・態態度度をを養養うう人人権権

教教育育をを推推進進ししまますす。。  

  

 人権侵害を未然に防ぐ 

取取組組１１  虐虐待待ややいいじじめめななどどのの人人権権侵侵害害をを未未然然にに防防

ぐぐよようう体体制制をを整整備備ししまますす。。  

取取組組２２  新新ししいい人人権権課課題題にに対対ししてて相相談談・・支支援援体体制制

のの強強化化にに努努めめまますす。。  

 

 

  

人権擁護委員による人権教室 
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方方針針 

 一人ひとりの人権を尊重する意識を高める 
 

取取組組１１  一人ひとりが人権を尊重する人権意識を根付かせる啓発活動を推進します。 

 人権尊重啓発パンフレット・グッズの配布 

 同和問題研修会への参加などによる、職員の意識の向上 
  

主な事業：人権同和問題対策事業（総務課） 
  

 

取取組組２２  人権尊重のための知識・態度を養う人権教育を推進します。 

 人権の大切さを考え、身につけてもらうための小中学校での人権教育の推進 

 人権作文コンテストへの応募 
  

主な事業：学校教育支援事業（学校教育課）／木原小学校教育振興事業（木原小学校） 

大谷小学校教育振興事業（大谷小学校）／安中小学校教育振興事業（安中小学校） 

美浦中学校教育振興事業（美浦中学校） 
  

 

 

 人権侵害を未然に防ぐ 
 

取取組組１１  虐待やいじめなどの人権侵害を未然に防ぐよう体制を整備します。 

 県、村、児童相談所、民生委員等関係機関との連携による適切な対応 

 定期的に人権相談所を開設（人権擁護委員による人権相談の実施） 

  

主な事業：人権擁護関係事業（福祉介護課）／要保護児童対策事業（健康増進課） 

子育て世代包括支援事業（健康増進課）／男女共同参画推進事業（企画財政課） 
  

 

取取組組２２  新しい人権課題に対して相談・支援体制の強化に努めます。 

 暴力や人権侵害の根絶に向けた意識啓発と情報提供 

 相談窓口の充実と効果的な支援 

 新しい人権侵害（インターネット等）に関する国・県など関係機関との連携した相談・支援体制の強化 

  

主な事業：人権同和問題対策事業（総務課））／人権擁護関係事業（福祉介護課） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））  

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇人権問題研修会への年間職員参加

者数
25 人/年 25 人/年 

△トスカーナ料理教室
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3-4 男女共同参画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

美美浦浦村村でではは、、誰誰ももがが性性別別やや年年齢齢ななどどににかかかかわわ

りりななくく、、個個性性とと能能力力をを十十分分にに発発揮揮しし、、一一人人ひひととりり

がが豊豊かかなな人人生生をを送送るるここととががででききるる魅魅力力ああるる村村のの

実実現現をを目目指指すすたためめ、、「「第第２２次次美美浦浦村村男男女女共共同同参参

画画計計画画」」にに基基づづいいたた各各種種事事業業にに取取りり組組んんででききまま

ししたた。。  

全全国国的的にに女女性性のの社社会会進進出出がが進進むむ中中、、国国やや県県

ななどどとと共共にに継継続続的的にに意意識識のの醸醸成成やや正正ししいい知知識識のの

普普及及にに努努めめててききたた結結果果、、一一定定程程度度のの成成果果はは上上

ががっっててききてていいるるよよううににはは見見ええまますすがが、、依依然然ととししてて、、

性性差差にに基基づづくく課課題題がが根根強強くく残残っってていいるる現現状状ががああ

りりまますす。。  

ささららにに、、女女性性のの就就業業率率のの増増加加ややラライイフフススタタイイルル

のの多多様様化化にによよりり、、仕仕事事とと生生活活のの調調和和（（ワワーークク・・ラライイ

フフ・・ババラランンスス※※））ににつついいててもも課課題題がが出出ててききてておおりり、、

多多様様なな働働きき方方のの実実現現やや各各種種支支援援がが望望ままれれてていい

るるととこころろでですす。。  

ままたた、、国国際際社社会会やや地地域域・・防防災災面面ににおおけけるる男男女女

共共同同参参画画ななどど、、社社会会のの変変化化にに伴伴うう新新ししいい課課題題もも

指指摘摘さされれるるよよううににななっってておおりり、、そそれれららのの対対応応もも求求

めめらられれまますす。。  

今今後後もも、、魅魅力力ああるる男男女女共共同同参参画画社社会会のの形形成成

にに向向けけてて、、よよりり効効果果的的なな取取組組をを進進めめるる必必要要ががああ

りりまますす。。 

 

  
男女の人権を尊重する 

意識を高める 

取取組組１１  男男女女共共同同参参画画社社会会のの実実現現にに向向けけたた意意識識

づづくくりりをを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  男男女女共共同同参参画画にに関関すするる広広報報・・啓啓発発活活動動をを

推推進進ししまますす。。  

  

 
男女とも誰もが進んで 

参画できる社会の実現 

取取組組１１  仕仕事事とと生生活活のの調調和和（（ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランン

スス））をを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  地地域域社社会会、、国国際際社社会会ににおおけけるる男男女女共共同同参参

画画をを促促進進ししまますす。。  

 

 

  

男女共同参画都市宣言モニュメント 
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方方針針 

 男女の人権を尊重する意識を高める 
 

取取組組１１  男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりを推進します。 

 男女平等意識を確立するための学習・教育の推進 

 男女共同参画計画の推進 
  

主な事業：男女共同参画推進事業（企画財政課） 
  

 

取取組組２２  男女共同参画に関する広報・啓発活動を推進します。 

 広報紙、ホームページや情報誌等の活用による男女共同参画情報の収集と提供 

 男女共同参画に関する講演会等の開催、啓発活動の推進 
  

主な事業：男女共同参画推進事業（企画財政課） 
  

 

 

 男女とも誰もが進んで参画できる社会の実現 
 

取取組組１１  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進します。 

 家庭、働く場における男女共同参画の促進（多様な保育・介護サービスの充実） 

 農・工・商・自営業などあらゆる分野に携わる女性の活動の支援 

 男女で参加できる子育て講座の充実 
  

主な事業：男女共同参画推進事業（企画財政課）／商工振興事業（経済課） 

子育て広場事業費（子育て支援課） 
  

 

取取組組２２  地域社会、国際社会における男女共同参画を促進します。 

 地域社会、国際社会における男女共同参画の促進 

 女性人材の発掘・育成と、政策方針決定過程への女性の積極的な登用の推進 
  

主な事業：男女共同参画推進事業（企画財政課） 
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推進指標 

指標名 
現況値 

令和元年 

（2019年）   

将来値 

令和６年 

（2024年） 

◇男性行政職員の育休年間取得者数 ０人/年  １人/年 

◇各審議会等への女性の登用率 20.6％  30.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 村民が尊厳を持って豊かに暮らせる村づくり 用語解説 

初 出 用 語 解 説 

114p ニュースポーツ 
競うことよりも楽しむことを主とした、だれもが、いくつからでも、いつまでもできる

新しいスポーツのこと 

114p 総合型地域スポーツクラブ 

地域住民により自主的・主体的に運営される、年齢、興味関心、技術技能レベ

ル等に応じた様々なスポーツ機会を提供する、多種目・多世代・多志向のス

ポーツクラブのこと 

117p ＬＧＢＴ 

Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バ

イセクシュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越境者）の

頭文字からとられている、性的マイノリティ（少数者）を表す総称 

120p ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和とも言われ、仕事と家庭が両立しやすい環境づくりのこと 
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第第４４章章  いいつつままででもも安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる村村づづくくりり  

 

 

 

 

第４４章 

いつまでも安心・安全に 

暮らせる村づくり 

 

 

 

 
  

敬老会（シルバーリハビリ体操） 

地域交流館みほふれ愛プラザ 
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4-1 地域福祉・社会保障 
  

  

  

  

  

  

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

すすべべててのの村村民民がが、、住住みみ慣慣れれたた地地域域でで安安心心しし

てて暮暮ららししてていいくくたためめににはは、、高高齢齢者者やや障障ががいい者者なな

どど社社会会生生活活ををすするる上上でで立立場場がが弱弱いい人人へへのの援援助助

やや、、生生活活にに困困窮窮すするる人人のの最最低低限限のの生生活活のの保保

障障、、自自立立援援助助ななどどのの取取組組がが不不可可欠欠でですす。。  

そそののたためめ、、地地域域ににおおけけるる相相互互扶扶助助ででああるる共共助助

をを柱柱ととししたた地地域域福福祉祉活活動動のの充充実実をを図図りりななががらら、、

高高齢齢者者福福祉祉やや障障ががいい者者福福祉祉のの施施策策のの一一層層のの充充

実実をを図図るる必必要要ががあありりまますす。。  

ままたた、、村村民民一一人人ひひととりりがが自自らら身身体体的的、、精精神神的的

なな健健康康のの保保持持・・増増進進にに努努めめるる環環境境をを創創出出すするるとと

ととももにに、、村村民民ののニニーーズズにに応応じじたた総総合合的的なな福福祉祉やや

医医療療体体制制、、保保健健のの充充実実をを図図るるこことともも重重要要でですす。。  

ささららにに、、国国民民健健康康保保険険事事業業のの安安定定運運営営やや国国

民民年年金金へへのの加加入入促促進進・・納納付付意意識識のの向向上上、、安安定定

ししたた介介護護保保険険制制度度のの運運営営ななどど社社会会ののセセーーフフテティィ

ネネッットト※※ととししてて重重要要なな役役割割をを果果たたせせるるよようう適適切切なな

運運用用をを図図るるここととがが重重要要でですす。。 

 

 
 人にやさしい福祉体制の充実 

取取組組１１  地地域域福福祉祉推推進進体体制制のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  生生活活弱弱者者へへのの支支援援体体制制のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  低低所所得得者者のの経経済済的的自自立立へへのの強強化化をを図図りりまますす。。  

取取組組４４  自自殺殺防防止止やや遺遺族族等等へへのの支支援援充充実実をを図図りりまますす。。  

 高齢者福祉の充実 

取取組組１１  高高齢齢者者福福祉祉ササーービビススのの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムをを推推進進ししまますす。。  

 
  障がい者福祉の充実 

 取取組組１１  障障ががいい者者計計画画のの推推進進をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  障障ががいい者者((児児))福福祉祉ササーービビススのの充充実実とと就就労労支支

援援をを推推進進ししまますす。。  

 
  健康づくり体制の充実  

 取取組組１１  健健康康づづくくりり活活動動のの充充実実をを図図りりまますす。。 

取取組組２２  健健康康管管理理のの普普及及・・医医療療体体制制のの充充実実をを図図りりまますす。。  

 
  社会保障制度等の適正な運営 

 取取組組１１  介介護護保保険険事事業業推推進進とと体体制制強強化化をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  介介護護保保険険ササーービビススのの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  国国民民健健康康保保険険事事業業のの適適正正運運営営をを進進めめまますす。。  

取取組組４４  国国民民年年金金へへのの加加入入をを促促進進ししまますす。。  
   

シルバーリハビリ体操の風景 
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方方針針 

 人にやさしい福祉体制の充実 
 

取取組組１１  地域福祉推進体制の充実を図ります。 

 村民による地域福祉活動への参加の普及 

 研修等の実施により民生委員・児童委員活動の充実支援 

 美浦村社会福祉協議会活動の支援 

 地域の見守り体制の強化 

 地域福祉活動の担い手の育成 

 地域交流館みほふれ愛プラザを各地域の公民館等と連携した地域活動の拠点として位置づけ、地域

への様々な情報や取組の発信 
  

主な事業：民生委員児童委員協議会運営事業（福祉介護課）／社会福祉事務事業（福祉介護課） 

子育て支援センター（みほふれ愛プラザ）管理事業（子育て支援課） 
  

 

取取組組２２  生活弱者への支援体制の充実を図ります。 

 高齢者や障がい者（児）も活動しやすい（バリアフリー※）施設及び設備の充実 

 高齢者や障がい者（児）への住宅改修に対する助成・貸付制度の利用促進 

 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活困窮者への包括的な支援、生活困窮者の自立促進 

 相談窓口として、金融機関等と連携した美浦村における支援体制の構築 
  

主な事業：障がい福祉事務事業（福祉介護課）／障がい者福祉事業（福祉介護課） 

在宅福祉事業（福祉介護課）／社会福祉事務事業（福祉介護課） 

障がい者地域生活支援事業（福祉介護課） 
  

 

取取組組３３  低所得者の経済的自立への強化を図ります。 

 各種支援資金給付、貸付制度の周知、利用の推進 

 ハローワーク等関係機関との連携による就労支援 

 疾病等による困窮化の防止に向けた保健支援 

 民生委員との連携による相談、指導の充実 

 美浦村内企業の求人募集、情報案内の充実 
  

主な事業：社会福祉事務事業（福祉介護課）／民生委員児童委員協議会運営事業（福祉介護課） 
  

 

取取組組４４  自殺防止や遺族等への支援充実を図ります。 

 自殺対策計画の推進 

 自殺対策推進体制の構築（ネットワークづくりと人材育成） 
  

主な事業：地域自殺対策事業（福祉介護課） 
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 高齢者福祉の充実 
 

取取組組１１  高齢者福祉サービスの充実を図ります。 

 介護予防サービス、生活支援サービスなど、保健・医療との連携を図りながら、心身機能の低下防止と

生活機能の維持・向上を目的に日常生活の自立を支援 

 高齢者福祉計画の推進 

 介護老人福祉施設等の整備の支援 

 地域支援事業、生活の援助の充実 

 生きがいづくり、社会参加の推進 

 高齢者支援、介護者支援の充実 
  

主な事業：高齢者福祉事務事業（福祉介護課）／在宅福祉事業（福祉介護課） 

介護保険特別会計繰出金事業（福祉介護課）／介護予防福祉用具購入事業（福祉介護課） 

介護予防住宅改修事業（福祉介護課）／介護予防普及啓発事業（福祉介護課） 

地域介護予防活動支援事業（福祉介護課）／地域包括支援センター運営事業（福祉介護課） 

総合相談・権利擁護事業（福祉介護課）／地域ケアマネ会議事業（福祉介護課） 

任意事業（福祉介護課）／在宅医療・介護連携推進事業（福祉介護課） 

生活支援体制整備事業（福祉介護課）／認知症総合支援事業（福祉介護課） 

地域ケア会議推進事業（福祉介護課） 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会運営事業（福祉介護課） 

老人福祉センター管理運営事業（福祉介護課） 

デイサービスセンター管理運営事業（福祉介護課） 

生涯郷土工芸館管理運営事業（福祉介護課） 
  

 

取取組組２２  地域包括ケアシステムを推進します。 

 介護予防の推進による健康寿命の延伸 

 自立生活への支援を推進 

 在宅医療支援体制の充実 

 認知症高齢者への支援体制の充実 

 権利擁護の推進 

 地域包括支援センターの充実 
  

主な事業：介護予防普及啓発事業（福祉介護課）／地域介護予防活動支援事業（福祉介護課） 

地域包括支援センター運営事業（福祉介護課）／生活支援体制整備事業（福祉介護課） 

在宅医療・介護連携推進事業（福祉介護課）／認知症総合支援事業（福祉介護課） 

総合相談・権利擁護事業（福祉介護課） 
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 障がい者福祉の充実 
 

取取組組１１  障がい者計画の推進を図ります。 

 障がい者福祉に関する正しい理解と認識を深める広報、啓発活動の推進 

 障がい者の雇用の啓発、職域の拡大と雇用の安定化 

 障がい者を取り巻く環境の改善に向けて、施策の充実、関係機関との連携強化 
  

主な事業：障がい福祉事務事業（福祉介護課）／障がい者福祉計画策定事業（福祉介護課） 

障がい者福祉事業（福祉介護課）／障がい者自立支援給付事業（福祉介護課） 

障がい児通所給付事業（福祉介護課）／障がい者地域生活支援事業（福祉介護課） 

地域自立支援協議会運営事業（福祉介護課） 
  

 

取取組組２２  障がい者（児）福祉サービスの充実と就労支援を推進します。 

 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 障がい児支援の提供体制の整備 

 相談体制の強化 

 施設入所者の地域生活への円滑な移行 

 地域生活拠点等の整備 

 福祉施設から一般就労への円滑な移行 
  

主な事業：地域自立支援協議会運営事業（福祉介護課）／特別児童扶養手当事務事業（福祉介護課） 

障がい児通所給付事業（福祉介護課）／障がい者地域生活支援事業（福祉介護課） 

障がい福祉事務事業（福祉介護課）／自立支援センター管理運営事業（福祉介護課） 
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 健康づくり体制の充実 
 

取取組組１１  健康づくり活動の充実を図ります。 

 健康診査及び各種がん検診の充実、健診データの管理・活用の推進 

 健診結果に基づいた 健康相談、健康教室及び保健指導の充実 

 健康教室及び保健指導の充実（健康に関する改善による健康寿命の延伸） 

 運動の習慣化を通じた健康づくりの推進 

 食生活改善の推進 

 人間ドック・脳ドック受診費用の助成によるドック受診の推進 
  

主な事業：健康診断事業（健康増進課）／健康増進事業（健康増進課） 

がん検診推進事業（健康増進課）／保健衛生事務事業（健康増進課） 

疾病予防事業（国保年金課）／後期高齢者医療事務事業（国保年金課） 
  

 

取取組組２２  健康管理の普及・医療体制の充実を図ります。 

 各ライフステージ※※特有の健康課題に沿った取組の推進 

 健康相談、健康教室の実施 

 村民が自らの健康管理に役立つ情報を入手しやすい環境の整備 

 関係機関と連携した健康増進のための知識の普及啓発 

 第３次美浦村健康づくり計画（健康増進計画・食育推進計画）の推進 

 感染症予防の推進 

 保健・医療・福祉の連携体制の充実 

 地域医療・救急医療体制充実の支援 
  

主な事業：健康増進事業（健康増進課）／予防接種事業（健康増進課）／公衆衛生事業（健康増進課） 
  

 

 

 社会保障制度等の適正な運営 
 

取取組組１１  介護保険事業推進と体制強化を図ります。 

 居宅介護サービス、地域密着型サービス、施設サービス提供事業者の確保 

 介護給付適正化事業の推進 
  

主な事業：介護施設等開設準備経費支援事業（福祉介護課）／介護保険事務事業（福祉介護課） 

     介護保険特別会計（福祉介護課） 
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取取組組２２  介護保険サービスの充実を図ります。 

 介護保険サービス提供事業者の質の向上 

 美浦村内の地域密着型サービス事業所に対する実地指導の実施 

 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの充実 
  

主な事業：地域包括支援センター運営事業（福祉介護課）／地域ケアマネ会議運営事業（福祉介護課） 

介護保険事務事業（福祉介護課）／介護保険特別会計（福祉介護課） 
  

 

取取組組３３  国民健康保険事業の適正運営を進めます。 

 特定健康診査及び特定保健指導の実施による生活習慣病の予防 

 村民の健康管理意識の啓発 

 国民健康保険税の適正な課税と納税意識の高揚 
  

主な事業：特定健康診査等事業（国保年金課）／保健衛生普及事業（国保年金課） 

賦課事務事業（国保年金課）／国民健康保険特別会計（国保年金課） 
  

 

取取組組４４  国民年金への加入を促進します。 

 年金事務所と連携し、広報みほ、美浦村ホームページによる国民年金制度の周知、啓発 

 年金事務所と連携し、国民年金適用漏れ者の把握、加入促進 
  

主な事業：国民年金事務事業（国保年金課） 
  

 

 

 
 

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇介護予防教室年間開催回数 26 回/年  32 回/年 

◇車いす用トイレ設置率 

（設置数／公共施設数） 
59.3％  63.0％ 

◇運動教室年間開催回数 16 回/年  20 回/年 

◇健康教室年間開催回数 10 回/年  15 回/年 

◇特定健康診査受診率 

（特定健康診査受診者数／対象者数） 
48.0％  60.0％ 

◇特定保健指導実施率 45.0％  60.0％ 
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4-2 防犯・防災 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

すすべべててのの村村民民がが、、住住みみ慣慣れれたた地地域域でで安安心心・・

安安全全にに暮暮ららししてていいくくたためめににはは、、村村民民のの命命やや財財産産

をを守守るる防防犯犯やや防防災災、、消消防防・・救救急急体体制制のの充充実実にに加加

ええ、、消消費費生生活活ななどど村村民民のの生生活活環環境境をを守守るる取取組組

がが不不可可欠欠でですす。。  

防防犯犯ににつついいててはは、、安安全全情情報報のの提提供供をを通通じじてて、、

意意識識啓啓発発をを図図るるととととももにに、、防防犯犯灯灯やや防防犯犯カカメメララのの

整整備備、、警警察察署署やや地地域域防防犯犯組組織織ととのの連連携携にによよるる

防防犯犯活活動動をを展展開開ししててききままししたた。。  

ままたた、、防防災災ににつついいててはは、、「「美美浦浦村村地地域域防防災災計計

画画」」のの改改定定をを行行ううほほかか、、各各種種ののハハザザーードドママッッププをを

作作成成しし、、村村民民へへのの周周知知をを図図っっててききままししたた。。  

ささららにに、、災災害害時時のの相相互互応応援援ととししてて県県内内県県外外のの

自自治治体体とと相相互互応応援援協協定定をを締締結結しし、、生生活活物物資資ななどど

のの供供給給及及びび救救援援活活動動のの協協力力体体制制をを築築いいててききまま

ししたた。。  

加加ええてて、、消消費費者者問問題題にに対対ししててはは、、広広報報をを通通しし

たたＰＰＲＲ活活動動やや各各種種のの機機関関とと連連携携しし消消費費者者保保護護にに

対対すするる対対応応をを行行っっててききままししたた。。  

ここれれらら多多様様なな分分野野をを連連携携ささせせななががらら、、村村民民のの

安安心心・・安安全全をを高高めめるる施施策策をを総総合合的的にに進進めめてていいくく

ここととがが求求めめらられれまますす。。  

  

  

  

 

 
 防犯体制の充実 

取取組組１１  防防犯犯体体制制のの強強化化とと防防犯犯意意識識のの向向上上をを図図りり

まますす。。  

取取組組２２  犯犯罪罪をを抑抑ええるる環環境境づづくくりりにに向向けけたた防防犯犯対対策策にに

努努めめまますす。。  

  

 防災・消防・救急体制の充実 

取取組組１１  防防災災意意識識のの普普及及・・啓啓発発をを促促進進ししまますす。。  

取取組組２２  防防災災施施設設・・設設備備のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  広広域域消消防防・・救救急急体体制制のの充充実実をを図図りりまますす。。  

  

 安心・安全な消費生活の推進 

取取組組１１  消消費費生生活活ササポポーータターー活活動動のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  消消費費生生活活相相談談体体制制やや情情報報発発信信のの充充実実をを図図りり

まますす。。  

  

防災訓練の様子 
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方方針針 

 防犯体制の充実 
 

取取組組１１  防犯体制の強化と防犯意識の向上を図ります。 

 戸締り、隣近所での声の掛け合いなど、家庭や地域での防犯意識の高揚 

 防犯連絡員協議会、防犯連絡員の活動促進、地域安全パトロールの実施 

 県、警察等、防犯協会との連携 
  

主な事業：防犯対策事業（生活安全課） 
  

 

取取組組２２  犯罪を抑える環境づくりに向けた防犯対策に努めます。 

 高齢者の詐欺被害防止 

 侵入犯罪の防止 

 自動車、農業機械、工事機械等の車両盗難の抑止 

 防犯灯の整備及び主要道路や通学路等への防犯カメラの設置検討 

 社会を明るくする運動の活動充実 
  

主な事業：防犯対策事業（生活安全課）／社会を明るくする運動事業（福祉介護課） 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
△防災訓練 
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 防災・消防・救急体制の充実 
 

取取組組１１  防災意識の普及・啓発を促進します。 

 消防団員の教育・訓練の充実 

 消防施設（防火水槽・消火栓等）の適正配置・整備 

 避難所・経路の周知、防災用品常備のＰＲ 

 防災訓練の充実 

 女性消防団の充実や自主防災組織の育成 

 地域防災計画を常に最新の情報によって更新・管理 
  

主な事業：消防団運営事業（総務課）／消防車管理事業（総務課）／災害対策事業（総務課） 

地域防災計画改訂事業（総務課） 
  

 

取取組組２２  防災施設・設備の充実を図ります。 

 災害に強い屋外防災行政無線システムの運用及び利活用 

 茨城県防災情報システム、全国瞬時警報システム（Ｊ－アラート）※※、緊急情報ネットワークシステム（Ｅ

ｍ－Ｎｅｔ）※※の適正な維持管理 

 国土強靱化地域計画の策定 

 災害備蓄品の整備・管理 

 公共施設の耐震改修 

 特定建築物並びに公共建築物の耐震化 
  

主な事業：屋外防災行政無線管理事業（総務課）／災害対策事業（総務課）／庁舎管理事業（総務課） 
  

 

取取組組３３  広域消防・救急体制の充実を図ります。 

 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部の円滑な運営 

 救急医療機関の充実 
  

主な事業：稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金事業（総務課）／公衆衛生事業（健康増進課） 
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 安心・安全な消費生活の推進 
 

取取組組１１  消費生活サポーター活動の充実を図ります。 

 県消費生活サポーター養成講座への参加促進 

 美浦村消費生活サポーター活動の充実 
  

主な事業：消費者行政推進事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  消費生活相談体制や情報発信の充実を図ります。 

 消費生活相談できる人材（消費生活アドバイザー）の育成 

 広報やホームページを通じた消費生活に関する様々な情報の発信及びＰＲ活動の推進 
  

主な事業：消費者行政推進事業（経済課） 
  

 

 

 
 

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））  

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇防災訓練参加地区数 55 地区  56 地区 

◇自主防災組織設置地区数 ７地区  10 地区 

◇自主防災組織所属人数 2,701 人  3,200 人 

◇消防団設立分団数 10 分団  10 分団 

◇消防団団員数 251 人  168 人 
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第４章 いつまでも安心・安全に暮らせる村づくり 用語解説 

初 出 用 語 解 説 

124p セーフティネット 

Safety net、安全網。事故や災害などの予期せぬ不幸な出来事に遭遇した場合

や、定年退職のようにあらかじめ予想される事柄に備え、用意された制度などの

こと 

125p バリアフリー 高齢者や障がい者が日常生活を送る上で、バリア（障がい）を取り除くこと 

128p ライフステージ 
人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれ

の段階のこと 

132p 
全国瞬時警報システム 

（Ｊ－アラート） 

弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報、津波警報、気象警報などの

緊急情報を、人工衛星及び地上回線を通じて全国の都道府県、市町村等に送

信し、市町村防災行政無線（同報系）等を自動起動することにより瞬時に住民等

に伝達するシステムのこと 

132p 
緊急情報ネットワークシステム 

（Ｅｍ－Ｎｅｔ） 

国から行政専用のネットワーク（LGWAN）を経由して、都道府県・市町村へ緊急

情報等の文章を配信するシステムのこと 
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第第５５章章  個個性性とと活活力力ににああふふれれるる村村づづくくりり  

 

 

 

 

第５５章 

個性と活力にあふれる 

村づくり 

 

 

 

 
  特別栽培米の刈り取りの様子 

 

差し替え予定 
大須賀津湖畔農村公園 
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5-1 自然環境・歴史伝統文化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

原原始始・・古古代代かからら中中世世・・現現代代にに至至るるままでで引引きき継継

ががれれててききたた豊豊かかなな自自然然やや歴歴史史、、伝伝統統文文化化はは、、美美

浦浦村村ららししささをを表表すすアアイイデデンンテティィテティィ※ののよよううなな存存在在

ででああるるととととももにに、、個個性性ととししてて認認識識さされれてていいるる貴貴重重

なな美美浦浦村村のの財財産産ととななっってていいまますす。。  

ここれれららをを次次世世代代にに継継承承すするるここととがが村村民民のの美美浦浦

村村へへのの愛愛着着をを高高めめるるここととににつつななががるるここととかからら、、地地

域域住住民民やや各各種種団団体体ととととももにに、、様様々々なな活活動動をを継継続続

的的にに進進めめてていいくく必必要要ががあありりまますす。。  

そそののたためめ、、文文化化財財保保護護活活動動等等ににつついいててはは、、

各各種種のの調調査査・・保保護護及及びび活活用用をを地地域域住住民民ややボボララ

ンンテティィアア団団体体とと協協働働にによよりり進進めめてていいくくここととがが重重要要

でですす。。  

ままたた、、筑筑波波山山をを望望むむ水水辺辺ななどどのの自自然然環環境境にに

つついいててはは、、水水生生植植物物帯帯、、鳥鳥類類・・魚魚類類ななどどのの多多様様

なな生生息息環環境境をを保保全全・・育育成成しし、、水水にに親親ししめめるる湖湖面面・・

湖湖岸岸環環境境づづくくりりをを推推進進すするるこことともも重重要要ににななっってていい

まますす。。  

ささららにに、、ここれれららのの活活動動にに加加ええ、、美美浦浦村村のの魅魅力力とと

ななっってていいるる地地域域資資源源をを積積極極的的にに生生かかししたた交交流流

拠拠点点をを育育むむままちちづづくくりりもも今今後後重重要要ととななりりまますす。。  

  

  

  

  

 

 
 文化財調査・保護及び活用の推進 

取取組組１１  専専門門職職員員をを適適正正にに配配置置しし、、貴貴重重なな歴歴史史遺遺

産産のの調調査査やや保保護護・・活活用用にに努努めめまますす。。  

取取組組２２  陸陸平平貝貝塚塚公公園園周周辺辺をを拠拠点点ととししてて、、美美浦浦村村

のの歴歴史史やや伝伝統統文文化化をを学学びび、、触触れれらられれるる環環

境境づづくくりりをを支支援援ししまますす。。  

取取組組３３  地地域域住住民民ややボボラランンテティィアア団団体体ととのの協協働働にによよ

りり、、地地域域文文化化のの創創造造やや郷郷土土へへのの愛愛着着のの醸醸

成成をを図図りりまますす。。  

 

 霞ヶ浦・河川・水路の保全・活用 

取取組組１１  湖湖面面・・湖湖岸岸でで水水にに親親ししめめるる環環境境づづくくりりをを推推

進進ししまますす。。  

取取組組２２  優優れれたた自自然然環環境境をを保保全全・・育育成成すするるとととともも

にに、、整整備備をを促促進進ししまますす。。  

  

霞ヶ浦から望む紫峰筑波山 



 

137 

方方針針 

 文化財調査・保護及び活用の推進 
 

取取組組１１  専門職員を適正に配置し、貴重な歴史遺産の調査や保護・活用に努めます。 

 村内埋蔵文化財の適正な調査・保護 

 村内文化財の調査・指定・適正管理 

 古文書の調査・保存 

 陸平貝塚の調査確認 

 文化財センター収蔵資料の整理・保存の充実 
  

主な事業：文化財保護事業（生涯学習課）／陸平貝塚確認調査事業（生涯学習課） 

安中開発文化財調査事業（生涯学習課）／文化財活用事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  
陸平貝塚公園周辺を拠点として、美浦村の歴史や伝統文化を学び、触れられる環

境づくりを支援します。 

 陸平貝塚公園の適切な管理及び改修 

 講座や体験（陸平学園）、及び講演・展示の充実 

 地域の人が文化財を核に集えるイベントの開催 

 文化財情報誌「陸平通信」の内容充実 
  

主な事業：文化財施設管理事業（生涯学習課）／文化財活用事業（生涯学習課） 
  

 

取取組組３３  
地域住民やボランティア団体との協働により、地域文化の創造や郷土への愛着の

醸成を図ります。 

 陸平をヨイショする会の活動支援 

 案内及び体験指導などの文化財ボランティアの拡充 

 住民参加型の調査やプロジェクトの実施 

  

主な事業：文化財保護事業（生涯学習課） 
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 霞ヶ浦・河川・水路の保全・活用 
 

取取組組１１  湖面・湖岸で水に親しめる環境づくりを推進します。 

 ウォーターランド水友園の維持・活用（国土交通省との連携） 

 大須賀津湖畔農村公園の維持・活用 
  

主な事業：農村公園管理事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  優れた自然環境を保全・育成するとともに、整備を促進します。 

 霞ヶ浦環境創造ビジョンによる、霞ヶ浦周辺整備や、適切な利用促進のための事業を実施 

 水郷筑波国定公園の保全（自然公園法の運用） 
  

主な事業：霞ヶ浦水質浄化関連事業（生活安全課）/環境衛生事務事業（生活安全課） 
  

 

 

 
 

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇美浦村文化財センター年間利用者数

（講座参加者含む） 
3,342 人/年  4,700 人/年 

◇美浦村文化財協力員数 48 人  51 人 

◇美浦村指定文化財数（累計） 22 件  29 件 
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5-2 地域振興・産業振興 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

水水産産業業・・農農業業をを基基幹幹産産業業ととししてていいるる美美浦浦村村でで

はは、、霞霞ヶヶ浦浦沿沿岸岸ののレレンンココンン、、国国内内最最大大級級のの大大規規

模模なな植植物物工工場場でで生生産産さされれてていいるるパパププリリカカ、、ＪＪＲＲＡＡ

美美浦浦トトレレーーニニンンググ・・セセンンタターーのの敷敷ききワワララ堆堆肥肥をを

使使っったたブブラランンドド米米「「美美浦浦そそだだちち」」ややママッッシシュュルルーー

ムムななどど、、美美浦浦村村独独自自のの個個性性的的なな特特産産品品ががあありりまま

すす。。ままたた、、霞霞ヶヶ浦浦でで水水揚揚げげさされれたたワワカカササギギ、、シシララ

ウウオオ、、エエビビななどどをを村村内内でで加加工工ししたた水水産産加加工工品品もも

特特徴徴でですす。。  

近近年年、、我我がが国国ににおおけけるる農農林林水水産産業業等等のの第第１１

次次産産業業ににつついいててはは、、担担いい手手不不足足やや高高齢齢化化ななどど

のの課課題題やや耕耕作作放放棄棄地地のの拡拡大大ななどどのの課課題題がが指指摘摘

さされれてていいまますす。。美美浦浦村村ににおおいいててもも同同様様のの問問題題をを

抱抱ええてていいるるここととかからら、、若若年年層層ががややりりががいいをを持持っってて

取取りり組組めめるるよようう生生産産環環境境のの改改善善をを図図っってていいくくとととと

ももにに、、稼稼げげるる地地域域産産業業へへとと転転換換ししてていいくく必必要要がが

あありりまますす。。  

ままたた、、今今後後はは、、地地産産地地消消のの取取組組やや交交流流人人口口

やや関関係係人人口口ををタターーゲゲッットトととししたた都都市市とと農農村村のの交交

流流ななどどをを通通じじてて新新たたなな美美浦浦産産品品のの活活用用をを図図っってて

いいくくこことともも求求めめらられれまますす。。  

ささららにに、、地地域域交交流流館館みみほほふふれれ愛愛ププララザザのの地地域域

産産品品直直売売所所をを起起点点にに、、地地域域資資源源のの積積極極的的なな発発

信信のの場場ととししてて活活用用ししてていいくくここととがが求求めめらられれまますす。。  

 

 
 広域誘客の推進 

取取組組１１  広広域域誘誘客客のの基基盤盤整整備備をを推推進進ししまますす。。  

取取組組２２  農農業業やや里里山山体体験験のの行行事事のの開開催催等等をを通通じじてて、、

大大都都市市圏圏のの消消費費者者ととのの交交流流をを進進めめまますす。。  

取取組組３３  美美浦浦村村のの物物産産・・観観光光資資源源のの知知名名度度のの向向上上

をを図図りりまますす。。  

 
霞ヶ浦の観光物産を主軸にした

水産業の振興 

取取組組１１  水水産産業業のの活活動動支支援援及及びび物物産産のの振振興興支支援援をを

図図りりまますす。。  

取取組組２２  水水産産資資源源のの育育成成とと確確保保にに努努めめまますす。。  

 攻めの農業の展開 

取取組組１１  農農地地のの流流動動化化とと農農業業基基盤盤整整備備をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  産産業業振振興興のの仕仕組組みみ・・体体制制のの確確立立をを図図りりまますす。。  

 
地元の消費者から支えられる 

産業の展開 

取取組組１１  農農業業やや地地場場産産品品にに対対すするる消消費費者者のの理理解解普普

及及をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  地地元元農農産産物物をを生生かかししたた地地域域経経済済のの活活性性化化

をを図図りりまますす。。  

  

農産物直売場（地域交流館美浦ふれ愛プラザ） 
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方方針針 

 広域誘客の推進 
 

取取組組１１  広域誘客の基盤整備を推進します。 

 県との連携によるつくば霞ヶ浦りんりんロードの整備及び活用促進 

 「動く博物館」を生かした歴史・伝統文化をゆっくり巡って過ごせる観光ルートの構築 
  

主な事業：道路新設改良事業（都市建設課） 

つくば霞ヶ浦りんりんロード環境整備事業（企画財政課）／観光振興事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  農業や里山体験の行事の開催等を通じて、大都市圏の消費者との交流を進めます。 

 里山の保全へのボランティア参加の促進 

 陸平縄文ムラまつり、木原城山まつりの充実 

 美浦村内における新たな地域資源の発掘や地域との広域連携 
  

主な事業：観光振興事業（経済課）／文化財活用事業（生涯学習課）／企画事務事業（企画財政課） 
  

 

取取組組３３  美浦村の物産・観光資源の知名度の向上を図ります。 

 各種広告媒体の利活用 

 大都市圏における各種物産展への参加促進 
  

主な事業：広報活動事業（総務課・経済課）／農業振興推進事業（経済課） 
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 霞ヶ浦の観光物産を主軸にした水産業の振興 
 

取取組組１１  水産業の活動支援及び物産の振興支援を図ります。 

 霞ヶ浦漁業協同組合美浦村支部、水産振興協議会の活動支援 

 各種物産展への参加促進 
  

主な事業：水産振興事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  水産資源の育成と確保に努めます。 

 水産資源の育成（漁業・水産加工業の連携） 

 ワカサギの稚魚放流 
  

主な事業：水産振興事業（経済課） 
  

 

 

 攻めの農業の展開 
 

取取組組１１  農地の流動化と農業基盤整備を図ります。 

 担い手農家への農地の流動化及び経営規模拡大の促進 

 認定農業者や農業生産法人の農業経営支援と新規就農者の相談・支援 

 大区画型圃場の整備、農道の整備 

 ＪＲＡ美浦トレーニング・センターと畜産農家との連携 
  

主な事業：農業経営対策事業（経済課）／経営体育成関連流動化促進事業（経済課） 

土地改良振興事業（経済課）／県営土地改良事業負担金事業（経済課） 

畜産振興事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  産業振興の仕組み・体制の確立を図ります。 

 消費者需要調査の実施及び分析 

 ６次産業※化の推進 
  

主な事業：商工振興事業（経済課）／農業経営対策事業（経済課） 
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ひ 

 地元の消費者から支えられる産業の展開 
 

取取組組１１  農業や地場産品に対する消費者の理解普及を図ります。 

 健康農園の運営充実 

 地元農業者による農園指導及び健康農園の貸し出し推進 

 学校教育、学校給食における地域物産の利用 

 地産地消のキャンペーンの展開（「Ｅみほ※」商品のＰＲ) 
  

主な事業：農業経営対策事業（経済課）／健康農園事業（経済課） 

学校給食運営事業（学校教育課）／農業振興推進事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  地元農産物を生かした地域経済の活性化を図ります。 

 農業者、商業者、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会等との連携 

 地域産品直売所の運営 

 美浦サポートクーポン券の発行 
  

主な事業：農業経営対策事業（経済課）／美浦村地域交流館運営委員会運営事業（経済課） 

商工振興事業（経済課） 
  

  

  

  

推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇パプリカ年間生産量 650 トン/年  700 トン/年 

◇マッシュルーム年間生産量 880 トン/年  900 トン/年 

◇木原城山まつり来場者数 3,500 人/年  3,500 人/年 

◇陸平縄文ムラまつり来場者数 中止  1,000 人/年 

◇認定農業者数 71 人  70 人 
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5-3 企業誘致・育成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

美美浦浦村村でではは、、ここれれままでで、、木木原原地地区区のの市市街街化化区区

域域（（工工業業専専用用地地域域））をを中中心心にに企企業業誘誘致致をを展展開開しし

ててききままししたた。。  

村村内内にに立立地地ししたた企企業業をを対対象象ににししたた固固定定資資産産

税税のの課課税税免免除除のの制制度度等等にによよりり企企業業誘誘致致をを図図るる

ほほかか、、技技術術先先端端型型業業種種指指定定市市町町村村のの指指定定にによよ

りり技技術術先先端端型型工工場場・・研研究究所所等等のの立立地地をを可可能能ととすす

るるななどど誘誘致致にに向向けけたた政政策策をを進進めめてていいまますす。。  

美美浦浦村村のの工工業業をを今今後後もも発発展展ささせせてていいくくたためめ、、

首首都都圏圏中中央央連連絡絡自自動動車車道道のの４４車車線線化化整整備備やや将将

来来的的なな全全線線開開通通をを視視野野にに基基盤盤整整備備をを進進めめるるなな

どど、、広広域域的的なな動動向向をを適適切切にに把把握握ししななががらら、、企企業業

誘誘致致をを推推進進すするるここととがが必必要要不不可可欠欠でですす。。  

ままたた、、企企業業がが進進出出ししややすすいい環環境境整整備備やや、、優優遇遇

制制度度、、ササポポーートト体体制制、、関関係係機機関関ととのの連連携携にによよるる

企企業業誘誘致致活活動動のの強強化化をを図図っってていいくくこことともも必必要要でで

すす。。加加ええてて、、人人口口減減少少がが進進行行すするるななかかでで、、企企業業

誘誘致致ととああわわせせてて、、移移住住定定住住施施策策をを推推進進しし、、人人口口

減減少少対対策策にに取取りり組組むむここととがが求求めめらられれまますす。。  

  

  

  

  

 

 

 
 事業者活動の支援 

取取組組１１  安安定定ししたた経経営営をを支支ええるる企企業業活活動動のの充充実実にに

努努めめまますす。。  

取取組組２２  企企業業誘誘致致ににつつななががるる環環境境整整備備をを推推進進ししまますす。。  

  

  産業基盤の整備充実 

取取組組１１  地地域域のの活活力力をを高高めめるる道道路路整整備備をを促促進進ししまますす。。  

取取組組２２  ままちちづづくくりりとと連連携携ししたた企企業業誘誘致致にに取取りり組組みみ

まますす。。  

 

  

JRA 美浦トレーニング・センター 
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方方針針 

 事業者活動の支援 
 

取取組組１１  安定した経営を支える企業活動の充実に努めます。 

 産業間、企業間の交流会の開催支援 

 工業クラブ、事業者団体の活動充実 
  

主な事業：商工振興事業（経済課） 
  

 

取取組組２２  企業誘致につながる環境整備を推進します。 

 商工会等との連携により、工場・事業所等の経営改善指導、新規事業開拓の制度的な支援 

 中小企業者に対する事業の融資と、これに関する保証のあっせん 

 立地する企業に対しての環境整備 

 住宅リフォーム工事を行う者への経費の一部補助 
  

主な事業：商工振興事業（経済課・都市建設課）／住宅リフォーム助成事業（都市建設課） 
  

 

 

 産業基盤の整備充実 
 

取取組組１１  地域の活力を高める道路整備を促進します。 

 国道 125 号バイパス延伸の早期整備に関する県への働きかけ 

 首都圏中央連絡自動車道インターチェンジへの円滑な接続を確保するための路線の整備に関する隣

接自治体との連携・推進 

 県道の早期整備に関する関係機関への働きかけ（県道 231 号稲敷阿見線、県道 68 号美浦栄線、県

道 120 号上新田木原線、県道 122 号大山江戸崎線） 

 広域幹線道路上宿～大須賀津線の阿見町島津までの延伸の関係機関への働きかけ 
  

主な事業：土木総務事務事業（都市建設課）／道路新設改良事業（都市建設課） 
  

 

取取組組２２  まちづくりと連携した企業誘致に取り組みます。 

 企業誘致にともなう転入者を迎え入れる住宅地の確保 

 定住促進奨励金交付事業の広報及び推進 

 空き家バンク制度利活用の充実 

 国道 125 号バイパス延伸と併せ商業地の形成（大谷地区） 
  

主な事業：企業誘致推進事業（都市建設課）／定住促進事業（企画財政課） 

特定空家対策事業（生活安全課） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇新規企業誘致数 ０件  ２件 

◇工業系用途地域の立地企業数 ７社  ８社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

△国道 125 号バイパス 
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第５章 個性と活力にあふれる村づくり 用語解説 

初 出 用 語 解 説 

136p アイデンティティ 
Identity。他とはっきりと区別される、一つの個性のこと 

また、そのような独自性を持っているという確信のこと 

141p ６次産業 

農業分野等の雇用と所得の確保のため、生産と加工・販売の一体化や、地域資

源を活用した新たな産業の創出などを促進し、農産物の価値をさらに高めてい

く体制のこと 第１次産業（農林漁業）×第２次産業（工業・製造業）×第３次産

業（販売業・サービス業）で６次産業という 

142p Ｅみほ 

村民と行政が連携して「地域の『永続性』ある発展を可能にするために、『環境』

を重視した住民活動を身近なところから、一つ一つ『誠実』に実行していこう」と

いう誓いのことで、農産品のブランド化等を目指した活動を行っている 

Ｅとは、Eternity（永続性）、Environment（環境）、Earnest（誠実）の３つの言葉の

頭文字 
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第第６６章章  みみんんななとと一一体体ととななっってて進進めめるる村村づづくくりり  

 

 

 

 

第６６章 

みんなと一体となって進める 

村づくり 

 

 

 

 
  陸平縄文ムラまつり 

木原城山まつり  



 

148 

6-1 コミュニティ・交流活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

近近年年、、個個人人ののラライイフフススタタイイルルやや価価値値観観のの変変化化、、

情情報報通通信信技技術術のの進進化化、、日日常常生生活活圏圏やや経経済済活活動動

範範囲囲のの拡拡大大ななどどをを背背景景ととししてて、、交交流流にに求求めめらられれ

るる価価値値ににもも変変化化がが見見らられれるるよよううににななっってていいまますす。。  

美美浦浦村村内内のの地地域域交交流流活活動動ににつついいててはは、、行行政政

区区をを基基本本にに地地域域のの行行事事ををははじじめめ様様々々なな活活動動がが

行行わわれれてていいまますす。。ままたた、、木木原原城城山山ままつつりりやや陸陸平平

縄縄文文ムムララままつつりりはは、、毎毎年年多多くくのの人人をを集集めめ、、村村民民のの

中中でで、、美美浦浦村村ののままつつりりととししてて定定着着ししてていいまますす。。  

ささららにに、、ここれれららのの交交流流にに加加ええ、、村村域域をを超超ええたた広広

域域的的なな交交流流活活動動やや商商業業的的イイベベンントトとと連連携携ししたた交交

流流活活動動、、テテーーママ性性をを持持たたせせたた交交流流活活動動ななどど、、新新

たたなな交交流流にによよるる活活動動もも生生ままれれててききてていいまますす。。  

今今後後はは、、村村民民やや住住民民活活動動団団体体とと行行政政がが協協働働

ししたたままちちづづくくりりががででききるるよよううなな施施策策をを推推進進ししてていいきき

ななががらら、、村村内内外外ととのの交交流流をを積積極極的的にに展展開開ししてていい

くくととととももにに、、多多彩彩なな交交流流情情報報をを発発信信しし、、美美浦浦村村をを

目目的的ととししてて来来るる交交流流人人口口のの増増加加をを目目指指ししてていいくく

必必要要ががあありりまますす。。  

 

 

 

 

 

 
 地域内交流・地域間交流の推進 

取取組組１１  各各種種交交流流行行事事をを通通じじたた、、村村民民同同士士・・村村外外のの

人人々々ととのの交交流流のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  村村民民のの地地域域活活動動のの拠拠点点のの充充実実やや地地域域団団

体体がが取取りり組組むむ自自主主的的なな交交流流活活動動をを支支援援しし

まますす。。  

  

 国際交流の推進 

取取組組１１  国国際際交交流流活活動動をを通通じじてて国国際際社社会会にに対対応応しし

たた人人材材のの育育成成をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  多多様様なな文文化化やや価価値値観観にに触触れれるる機機会会のの提提供供

をを図図りりまますす。。  

  

みほ産業文化フェスティバル 
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方方針針 

 地域内交流・地域間交流の推進 
 

取取組組１１  各種交流行事を通じた、村民同士・村外の人々との交流の充実を図ります。 

 木原城山まつり、陸平縄文ムラまつりなどにおける村民の各種交流行事の充実 

 霞ヶ浦流域市町や友好交流町村との交流事業の推進 

 村内活動団体の活動を通じた交流事業の推進 
  

主な事業：観光振興事業（経済課）／文化財活用事業（生涯学習課）／広域行政事業（企画財政課） 

少年のつばさ事業（企画財政課）／台湾交流事業（企画財政課） 

浦河町交流事業（生涯学習課）／市民活動支援事業（企画財政課・生涯学習課） 
  

 

取取組組２２  
村民の地域活動の拠点の充実や地域団体が取り組む自主的な交流活動を支援しま

す。 

 地方自治振興協会の助成金等、コミュニティ活動に対する助成金の活用 

 地域の要望に基づいた地区公民館、集会施設に関する必要な整備・改修の支援 
  

主な事業：市民活動支援事業（企画財政課・生涯学習課） 
  

 

 国際交流の推進 
 

取取組組１１  国際交流活動を通じて国際社会に対応した人材の育成を図ります。 

 美浦少年のつばさ事業の推進 

 台北市立敦化中学校招聘事業の推進 
  

主な事業：少年のつばさ事業（企画財政課）／台湾交流事業（企画財政課） 
  

 

取取組組２２  多様な文化や価値観に触れる機会の提供を図ります。 

 美浦村国際交流協会の活動の支援 
  

主な事業：人材育成事業（企画財政課） 
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推推進進指指標標  

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇国際交流参加生徒の年間数 16 人/年  16 人/年 

◇平和啓発年間活動回数 ４回/年  ５回/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  △陸平縄文ムラまつり 
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6-2 協働のまちづくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題   
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

地地方方分分権権のの進進展展やや成成熟熟社社会会へへのの移移行行ななどどにに

みみらられれるる社社会会状状況況のの変変化化にに伴伴いい、、公公共共はは行行政政

がが主主ととししてて担担ううとといいうう考考ええ方方かからら、、多多様様なな主主体体がが

役役割割とと責責任任をを分分担担ししななががらら公公共共のの領領域域をを共共にに担担

おおううととすするる考考ええ方方へへとと変変化化ししててききてていいまますす。。  

行行政政運運営営ににああたたっっててはは、、パパブブリリッッククココメメンントト※※手手

続続やや各各種種アアンンケケーートト調調査査のの実実施施ななどどにによよりり、、村村

民民のの意意見見やや意意識識をを幅幅広広くく収収集集・・把把握握しし、、行行政政へへ

のの反反映映をを行行っってていいくく取取組組にに努努めめててききままししたた。。  

ままたた、、広広報報みみほほををははじじめめ各各種種刊刊行行物物、、ホホーームム

ペペーージジ、、各各種種メメデディィアアななどどああららゆゆるる情情報報媒媒体体をを活活

用用ししななががらら、、広広報報活活動動のの展展開開にに努努めめ、、情情報報公公開開

制制度度やや個個人人情情報報保保護護制制度度のの運運用用ななどどにによよりり、、村村

民民とと行行政政ととのの情情報報共共有有をを図図っっててききままししたた。。  

ささららにに、、地地域域活活動動のの主主体体ででああるる行行政政区区やや活活動動

団団体体ななどど、、多多様様なな主主体体とと共共にに取取りり組組むむ協協働働にによよ

るる活活動動ににつついいてて積積極極的的にに推推進進ししななががらら、、各各主主体体

相相互互のの協協働働のの促促進進にに努努めめててききままししたた。。  

ここれれままでで行行政政がが担担っっててききたた様様々々なな施施策策やや事事

業業ににつついいてて、、様様々々なな主主体体ととのの協協力力やや連連携携にによよっっ

てて進進めめてていいくく協協働働ののままちちづづくくりりへへとと取取組組ののススタタイイ

ルルがが変変わわっっててききてていいるる中中、、今今後後もも引引きき続続きき広広聴聴

機機能能・・活活動動をを充充実実ささせせななががらら、、村村民民のの村村政政へへのの

参参加加意意識識のの向向上上やや、、参参加加機機会会のの拡拡大大をを進進めめてて

いいくくここととがが求求めめらられれてていいまますす。。  

 

 
 自主的な地域活動の促進 

取取組組１１  地地域域ににおおけけるる村村民民同同士士のの話話しし合合いいをを支支援援

ししまますす。。  

取取組組２２  地地域域団団体体がが取取りり組組むむ自自主主的的なな交交流流活活動動をを支支

援援ししまますす。。  

 

 広報と広聴の充実 

取取組組１１  「「広広報報みみほほ」」等等ににおおけけるる紙紙面面・・内内容容のの充充実実

をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  村村ホホーームムペペーージジのの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組３３  デデジジタタルルメメデディィアアをを有有効効活活用用ししたた広広報報活活動動

のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組４４  行行政政情情報報のの説説明明責責任任（（アアカカウウンンタタビビリリテティィ））

のの仕仕組組みみのの構構築築・・徹徹底底をを図図りりまますす。。  

取取組組５５  多多くくのの視視点点かからら村村民民のの意意見見をを集集めめ、、村村政政へへ

のの反反映映をを図図りりまますす。。  

 

    

スイセン球根植栽 
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方方針針 

 自主的な地域活動の促進 
 

取取組組１１  地域における村民同士の話し合いを支援します。 

 出前講座（村民の会合で要望に応じて美浦村職員が最新の行政情報を紹介する）の活用 

 地域団体との連絡調整の促進 
  

主な事業：社会教育事務事業（生涯学習課）／人材育成事業（企画財政課） 
  

 

取取組組２２  地域団体が取り組む自主的な交流活動を支援します。 

 認可地縁団体の支援 

 自治会等の団体の育成及び支援 

 花いっぱい運動の推進 
  

主な事業：人材育成事業（総務課）／区長会運営事業（総務課）／花いっぱい運動事業（生涯学習課） 
  

 

 

 広報と広聴の充実 
 

取取組組１１  「広報みほ」等における紙面・内容の充実を図ります。 

 「広報みほ」等における地域活動、地域情報の紹介の充実 

 議会活動を詳しく、わかりやすく伝えられるよう「議会だより みほ」の内容充実 
  

主な事業：広報活動事業（総務課）／議会運営事業（議会事務局） 
  

 

取取組組２２  村ホームページの充実を図ります。 

 村民の意見を求める機能の充実による双方向伝達手段としての活用 

 美浦村ホームページを活用した行政サービスの充実 
  

主な事業：広報活動事業（総務課） 
  

 

取取組組３３  デジタルメディアを有効活用した広報活動の充実を図ります。 

 地域交流館みほふれ愛プラザに設置されている Miho Vision での広報活動の充実 
  

主な事業：広報活動事業（総務課） 
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取取組組４４  行政情報の説明責任（アカウンタビリティ）の仕組みの構築・徹底を図ります。 

 情報公開制度の適切な運用 

 村民からの要望に応じて行政情報を提供する仕組みの充実 

 村民に対する行政職員の説明責任能力の向上 
  

主な事業：総務事務事業（総務課） 
  

 

取取組組５５  多くの視点から村民の意見を集め、村政への反映を図ります。 

 村民の意向調査のきめ細やかな実施 

 行政計画策定における各種審議会、協議会の設置、公募の充実 

 パブリックコメント制度の適切な運用 

 行政計画の実施、推進状況についての監視体制の確立 

 村民と議員との意見交換会の定期的な開催 
  

主な事業：総務事務事業（総務課）／議会運営事業（議会事務局） 
  

 

 

 
  

推推進進指指標標    

指指標標名名  
現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇行政区加入率 55.3％  70.0％ 

◇認可地縁団体累計数 １法人  ２法人 
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6-3 行財政運営  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

現現況況とと課課題題 
 

現現況況とと課課題題    方方針針  

全全国国的的にに地地方方創創生生とと地地方方分分権権がが進進むむ中中、、ここ

れれかかららのの自自治治体体ににおおいいててはは、、役役割割とと責責務務がが拡拡大大

しし、、ここれれままでで以以上上にに自自主主性性のの高高いい行行政政運運営営のの確確

立立がが求求めめらられれるるよよううににななっっててききてていいまますす。。ささららにに、、

社社会会経経済済ののググロローーババルル化化・・ボボーーダダレレスス化化のの進進

展展、、頻頻発発すするる自自然然災災害害へへのの対対策策、、公公共共施施設設等等

のの老老朽朽化化対対策策、、新新たたなな課課題題へへのの対対応応、、村村民民

ニニーーズズのの多多様様化化やや高高度度化化へへのの対対応応ななどど様様々々なな

課課題題がが顕顕在在化化ししてていいまますす。。  

ここれれららのの状状況況のの中中でで、、行行政政運運営営ににつついいててはは、、

民民間間のの経経営営理理念念やや手手法法をを参参考考にに、、行行政政経経営営のの

視視点点かからら的的確確なな事事務務事事業業のの見見直直ししをを行行いい、、ここれれ

にに基基づづくく不不断断のの改改革革にによよりり村村民民ササーービビススのの質質のの

向向上上とと内内部部事事務務のの効効率率化化をを図図っっててききままししたた。。まま

たた、、財財政政運運営営ににつついいててはは、、財財政政基基盤盤のの安安定定化化

をを図図るるたためめ、、村村税税ををははじじめめととすするる自自主主財財源源をを安安

定定的的にに確確保保すするるととととももにに、、補補助助金金等等をを見見直直すすなな

どど選選択択とと集集中中にによよるる施施策策のの優優先先順順位位づづけけをを徹徹

底底すするるほほかか、、財財政政状状況況のの的的確確なな把把握握とと透透明明性性

のの向向上上にに努努めめててききままししたた。。  

今今後後はは、、「「第第１１次次美美浦浦村村行行財財政政改改革革大大綱綱」」にに

ののっっととりり、、一一層層のの行行財財政政改改革革にに取取りり組組みみななががらら、、

自自立立性性のの高高いい持持続続可可能能なな行行政政をを目目指指ししてていいくく

必必要要ががあありりまますす。。 

 

  
村民サービス向上への組織体

制の充実 

取取組組１１  事事務務管管理理体体制制のの充充実実をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  庁庁内内情情報報化化にによよるる電電子子自自治治体体のの構構築築をを、、

地地域域情情報報計計画画にに基基づづきき進進めめまますす。。  

取取組組３３  個個人人能能力力をを生生かかしし、、ややるる気気をを引引きき出出すす組組織織

体体制制のの充充実実とと人人材材育育成成をを推推進進ししまますす。。  

  

 自主的な財政運営の推進 

取取組組１１  歳歳入入歳歳出出構構造造のの点点検検、、節節減減・・合合理理化化のの徹徹

底底をを図図りりまますす。。  

取取組組２２  民民間間活活力力のの効効果果的的なな活活用用をを図図りり、、人人件件費費のの

抑抑制制にに努努めめまますす。。  

取取組組３３  安安定定的的なな自自主主財財源源のの確確保保にに努努めめまますす。。  

取取組組４４  徴徴収収対対策策のの強強化化をを図図りりまますす。。  

取取組組５５  税税外外収収入入のの確確保保をを図図りりまますす。。  

  

 広域行政の推進 

取取組組１１  周周辺辺自自治治体体ととのの積積極極的的なな情情報報交交換換、、連連携携

にに努努めめまますす。。  

取取組組２２  非非核核平平和和美美浦浦村村宣宣言言推推進進協協議議会会とと連連携携しし、、

平平和和ににつついいててのの啓啓発発活活動動をを展展開開ししまますす。。  

  

窓口の様子（美浦村役場） 
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方方針針 

 村民サービス向上への組織体制の充実 
 

取取組組１１  事務管理体制の充実を図ります。 

 ファイリングシステムの充実 

 事務処理に関するマニュアル化の推進と迅速確実な事務執行の推進 

 ワーキングチームの活用による各課横断的事務や集中的に処理すべき事務の効率的な処理の推進 

 社会情勢の変化と多様化する行政の需要に対応して、迅速かつ適正に事務処理ができるよう、組織機

構と事務分担の見直しの推進 

 大規模な災害・事故時においても美浦村の重要業務を実施・継続できる庁舎全体の業務継続計画（Ｂ

ＣＰ※）の策定の推進 
  

主な事業：文書管理事業（総務課）／総務事務事業（総務課）／災害対策事業（総務課） 
  

 

取取組組２２  庁内情報化による電子自治体の構築を、地域情報計画に基づき進めます。 

 住民サービスの向上と行政効率の向上に向けた業務改革・行財政改革の効果の可視化 

 災害等の危機管理や情報セキュリティ対策の推進 
  

主な事業：行政情報化推進事業（企画財政課） 
  

 

取取組組３３  個人能力を生かし、やる気を引き出す組織体制の充実と人材育成を推進します。 

 明確な目的に沿った人材の育成、研修効果を生かす組織の構築 

 研修や担当ごとのミーティング等を通し、向上心の高揚と明るい環境づくりの推進 

 職種別、階層別、専門分野等の研修を充実 

 職員一人ひとりが行政事務全般についてある程度の知識を持ち、村民に接することができるような実

務研修の実施 

 職員個々の能力や実績等を的確に把握し、適材適所の人事配置やメリハリのある給与処遇を実現し、

業務遂行意識を向上させ、公務効率の一層の増進を図る人事評価制度の推進 
  

主な事業：職員管理事業（総務課） 
  

 

  



 

156 

 

 自主的な財政運営の推進 
 

取取組組１１  歳入歳出構造の点検、節減・合理化の徹底を図ります。 

 新地方公会計制度による財務４表の分析に基づく財政管理及び公表 

 中期財政計画の検証、見直し 

 事業評価制度に基づく事務・事業の点検 

 職員のコスト意識（無駄を抑える意識）の浸透・徹底 

 電子決裁の導入 
  

主な事業：財政事務事業（企画財政課・総務課）／企画事務事業（企画財政課） 

行政情報化推進事業（企画財政課） 
  

 

取取組組２２  民間活力の効果的な活用を図り、人件費の抑制に努めます。 

 行政サービスの向上と効果的かつ効率的な行政運営を図るため、民間の持つ能力等の有効な活用 

 民間及び専門能力のあるＮＰＯ※などへ委託可能な業務の民間委託による人件費削減 

 定員適正化計画を見直し、臨時職員の活用、民間委託等の推進 

  

主な事業：企画事務事業（総務課）／職員管理事業（総務課） 
  

 

取取組組３３  安定的な自主財源の確保に努めます。 

 村有地の有効活用や効果的な企業誘致に向けた活動の推進 

 特色ある産業政策の充実 
  

主な事業：企業誘致事業（都市建設課） 
  

 

取取組組４４  徴収対策の強化を図ります。 

 税負担の公平性の確保と納税意識の向上 

 効果的、効率的な事務執行による滞納額の圧縮 

 不動産公売、給与差押えなど滞納処分の強化 
  

主な事業：賦課事務事業（税務課）／徴収事務事業（収納課） 
  

 

取取組組５５  税外収入の確保を図ります。 

 返礼品の創意工夫などによるふるさと応援寄附金※の受け入れ拡大 

 クラウドファンディング制度※など多様な資金調達手法の調査研究 
  

主な事業：ふるさと応援寄附金事業（企画財政課） 
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 広域行政の推進 
 

取取組組１１  周辺自治体との積極的な情報交換、連携に努めます。 

 稲敷地方広域市町村圏事務組合、稲敷郡内、稲敷市の施設との機能、役割分担の明確化や他の施

設との連携のあり方の検討 

 市町村間での相互利用協定に基づく、広域的利用等への転用など、既存施設の有効利用の推進 
  

主な事業：広域行政事業（企画財政課） 
  

 

取取組組２２  非核平和美浦村宣言推進協議会と連携し、平和についての啓発活動を展開します。 

 広島平和記念式典への参加者派遣 

 非核平和パネル展などを通じた平和に関する啓発 
  

主な事業：非核平和事業推進事業（総務課） 
  

  

 

 
 

推推進進指指標標  

  

指指標標名名  

現現況況値値  

令令和和元元年年  

（（22001199 年年））      

将将来来値値  

令令和和６６年年  

（（22002244 年年））  

◇職員一人あたり人口 94 人  97 人 

◇ふるさと応援年間寄附金額 30,911 千円/年  35,000 千円/年 

◇財政力指数 0.707  0.700 
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第６章 みんなと一体となって進める村づくり 用語解説 

初 出 用 語 解 説 

151p パブリック・コメント 行政が法令や政策を決めていく過程で民意を反映させるしくみのこと 

155p ＢＣＰ 
Business Continuity Plan の略。自然災害、大火災などの非常事態の発生時に

企業や行政などが重要業務を継続させる方策のこと 

156p ＮＰＯ 
Non-Profit Organization 又は Not-for-Profit Organization の略。営利を目的と

せず社会的活動を行う民間団体のこと 

156p ふるさと応援寄附金 
故郷や応援したい自治体に寄附をした場合に、住まいの都道府県や市町村の

住民税などが一定額控除される制度のこと 

156p クラウドファンディング制度 インターネットを通じて不特定多数から少額ずつ資金を集める仕組みのこと 

 


