
常陸大宮市総合計画　重点事業計画
【平成30年度～平成32（令和２）年度】

【平成30年度実施事業】

茨城県常陸大宮市

実績・評価結果

令和元年10月





ページ

１　常陸大宮市総合計画について － 1 －

２　重点事業計画について － 2 －

３　重点事業計画の実績・評価について － 3 －

【重点事業一覧】

　第１章：未来を拓き，自分らしく輝くひとを育むまち － 4 －

　第２章：だれもが安心してくらせるまち － 20 －

　第３章：自然と調和した快適で安全なまち － 28 －

　第４章：みんなでつくる協働のまち － 38 －

　第５章：魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち － 46 －

常陸大宮市総合計画 重点事業計画
【平成30年度 ～ 平成32（令和２）年度】

目　次

実績・評価結果
【平成30年度実施事業】



１　常陸大宮市総合計画について

（１）基本構想

（２）基本計画

（３）重点事業（重点事業計画）

【総合計画の構成（イメージ）】

　総合計画は，市が目指す将来像及び進むべき方向性を明確にすることで，その実現に向け市民と行政が目標を共有し，ともに取り組むための計画
とするとともに，市政運営の指針となり，分野別のまちづくりを進めるうえでの最上位の指針としての役割を果たします。
　総合計画は，「基本構想」，「基本計画」，「重点事業計画」で構成します。

　基本構想は，本市の持続的な発展を目指し，長期的な視点に立った一貫したまちづくりのビジョンを示すものです。この基本構想は，概ね
2050年（平成62年）頃を展望した長期構想（ビジョン）とし，目指すべき市の将来像やまちづくりの基本的な理念などを掲げ，その実現に向
けた施策の大綱を定めます。

　基本計画は，基本構想を実現するために示された施策の大綱に基づいて，社会経済情勢の変化を可能な限り予測し，市が推進すべき個別施策の
体系を具体的に定めます。また，重点的・優先的に取り組む施策等について，施策体系の枠組みを超え，横断的かつ総合的に進めることにより，
相乗的な効果を発揮させ，その効果が期待できるものを位置づけた取組として，「政策プロジェクト」を設定します。
　基本計画の期間は，2017年度（平成29年度）から2021年度（令和3年度）までの5年間とし，以後，社会経済情勢等に迅速に対応するた
め，5年ごとに見直しをします。

　重点事業は，より重要性・緊急性の高い課題等に対応するため，基本計画で定めた施策を実現するための具体的な事業の中から，重点的に取り
組む事業として位置付けるものです。
　重点事業を取りまとめた計画（重点事業計画）の期間は３年間を基本とし，社会経済情勢や財政状況の変化，市民ニーズへの対応等を勘案しな
がら，毎年度見直しを行います。

基本構想

(概ね35年
後)

基本計画

(5年間)

重点事業

(3年間，毎年度見直し)
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２　重点事業計画について

（１）重点事業について

（２）重点事業計画

①

②

③

④

（３）重点事業計画の期間

（４）重点事業計画の実績・評価
　重点事業計画の進捗状況を把握するとともに，事業の取組の効果や成果を測るため，事業毎に設定した成果目標に対する実施結果（実績）
から，「目標がどれだけ達成できたのか」・「どれだけ成果が出ているのか」などの観点で検証・評価を行います。そこから得た結果を踏ま
え，事業を展開するうえでの課題や方向性，方針を明確にすることで，今後の事業内容の改善等を行い，効果的・効率的な事業実施につなげ
ていきます。なお，事業に対する評価については，毎年度実施します。

重点事業計画では，事業の取組の効果を図るため，成果目標を設定いたします。
なお，事業の性質上，成果目標の設定がない事業もあります。

　計画期間は，３か年（本計画は平成30年度から平成32（令和２）年度まで）とします。
　なお，社会経済情勢や財政状況の変化，市民ニーズへの対応等を勘案し，原則毎年度見直しを行います。

　常陸大宮市の将来像である「人が輝き 安心・快適で 活力と誇りあふれるまち」の実現に向け，基本構想及び基本計画に位置付けられる事
業のうち，より重要性・緊急性の高い課題等に対応するため，重点的に取り組むべき主要な事業を「重点事業」とします。
　特に，基本計画において設定した「政策プロジェクト」の実現に大きく関係・寄与する事業については，プロジェクトの実現に向け，重点
事業として位置づけ，重点的に事業の推進を図ります。
　また，まち・ひと・しごと創生法に基づき策定した「常陸大宮市創生総合戦略」で位置づけられた事業についても，原則重点事業として位
置づけ，重点的に事業の推進を図ります。

　重点事業を取りまとめた計画です。本計画は，常陸大宮市総合計画基本計画（ひたちおおみや未来創造アクションプラン）の施策体系に
沿って表示しています。
　なお，対象となる事業は，計画期間中に実施される事業に限ります。

「政策プロジェクト」に該当する事業には，該当するプロジェクトを，「常陸大宮市総合戦略」に位置づく事業には，チェックが付さ
れています。

当該年度概算事業費は，平成30年度の当該事業に係る経費を取りまとめた概算の額です。※複数の科目等が存在する場合もあることか
ら概算額となります。
（再掲）一財には，当該年度概算事業費のうち一般財源を再掲で記載しています。

主な事業内容には，平成30年度に実施する事業の主な内容を記載しています。
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３　重点事業計画の実績・評価について

ＮＯ． 1 総合戦略

3,780 千円

3,775 千円

民生費 社会福祉費

130 人

140 人

140 人 方針

成果（実績）・評価結果等について

【平成30年度】 　 成果目標で設定した項目に対する実施結果を「実績」とし，平成30年度の実績（実績値）となります。

【 評 価 結 果 】 　 事業の進捗や実績等を踏まえた平成30年度の事業に対する評価結果です。

　 なお，評価にあたっては，成果目標に対する実績値で達成度を求め，その結果を評価基準とし，事業内容や事業の取組状況等

 を勘案して，以下の4項目から評価をしています。

   １．期待通りの成果（達成度:100%以上） 　　　２．概ね期待通りの成果（達成度:80～99％）

   ３．期待した成果を下回っている（達成度:50～79％）　　　４．期待された成果があがっていない（達成度:50％未満）

【課題・今後の方向性】 　 事業の実施や成果目標の実現に向けての課題，成果目標が達成できなかった要因などを具体的に記載しています。

　 また，事業の実施や成果目標を実現するにあたって，今後の方向性や取り組み方を記載しています。

【 方　　針 】     次年度以降の事業の実施の在り方について，今後の方向性などを踏まえて，以下の分類より方針を決定しております。

　      １．拡充　　２．現行どおり　　３．縮小　　４．休止・廃止　　５．完了　　６．統合

見方

事業名 元気ひたちおおみや結婚応援事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続

常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価 

評価結果
4.期待された成果があがって
いない

61 人
政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

平成30年度
計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 （再掲）一財

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

※（例）：【成果目標】結婚相談者，成果目標 130人，平成30年度実績61人，61/130 ＝ 47%　→　４.期待された成果があがっていない

課題・今後の方向性

・予定通りにイベント等を開催す
ることができたが，目標とする相
談者数には届かなかった。
・周知方法及びイベント内容・募
集方法について，これまでの活動
実績を踏まえながら，見直し等を
行っていく必要がある。主な事業

内容
（H30年度）

・結婚相談員の配置
・結婚相談員による結婚に関する相談活動
・　　　〃　　　　情報の収集及び提供
・　　　〃　　　　結婚希望者の紹介活動
・　　　〃　　　　結婚のための各種事業の企画・開催

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業目的

少子化の一因とされる生涯未婚者の減少や晩婚化を解消する
ため，市内の結婚希望者に対し結婚に関する情報提供や各種
相談応援事業を行なうことにより，希望者の幸せな家庭づく
りを支援する。

成果目標

結婚相談者
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　　ひとを育むまち

大綱１

　　未来を拓き，自分らしく輝く
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ＮＯ． 1 総合戦略

3,513 千円

3,176 千円

民生費 社会福祉費

130 人

140 人

140 人 方針

ＮＯ． 2 総合戦略

12,600 千円

6,690 千円

総務費 総務管理費

40 人

40 人

40 人 方針

事業区分 継続

61 人
政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

事業名 新婚家庭家賃助成金交付事業
成果（実績）

担当部署 都市計画課 事業区分 継続

常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

評価結果
4.期待された成果があがっていな
い

成果目標

結婚相談者

主な事業
内容

（H30年度）

・結婚応援サポーターの配置
・結婚応援サポーターによる結婚に関する相談活動
・　　　〃　　　　情報の収集及び提供
・　　　〃　　　　結婚希望者の紹介活動
・　　　〃　　　　結婚のための各種事業の企画・開催

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業目的

少子化の一因とされる生涯未婚者の減少や晩婚化を解消するた
め，市内の結婚希望者に対し結婚に関する情報提供や各種相談
応援事業を行なうことにより，希望者の幸せな家庭づくりを支
援する。

課題・今後
の方向性

・予定通りにイベント等を開催す
ることができたが，目標とする相
談者数には届かなかった。
・周知方法及びイベント内容・募
集方法について，これまでの活動
実績を踏まえながら，見直し等を
行っていく必要がある。

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度

事業名 元気ひたちおおみや結婚応援事業
成果（実績）

担当部署 こども課

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 18 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

事業目的

市内の民間賃貸住宅に入居する新婚家庭を対象に，家賃
の一部を助成金として交付し，若年層の定住を促進す
る。 成果目標

申請者の人数

評価結果 3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

・新婚家庭対象者の民間賃貸住宅
入居が少なかったため，成果目標
が達成できなかったと考えられ
る。
・関係部署と連携を図り，PR活動
に努める。

予算科目 款 項 目 諸費

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

主な事業
内容

（H30年度）

市内の民間賃貸住宅に入居する新婚家庭に対し家賃の一
部を「家賃助成金」として交付する。
　・助成金額：月額1万円を限度に年1回交付
　・助成期間：申請のあった翌月から最長36か月
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 3 総合戦略

3,052 千円

2,094 千円

民生費 社会福祉費

110 組

120 組

130 組 方針

ＮＯ． 4 総合戦略

9,770 千円

7,860 千円

民生費 児童福祉費

240 件

240 件

240 件 方針

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

関連事業と連携しながら，引き続
き，市内外に向けた周知の強化に
努めていく。

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

関連事業と連携しながら，引き続
き，市内外に向けた周知の強化に
努めていく。

2.現行どおり

成果（実績）

平成30年度 211 件

2.現行どおり

主な事業
内容

（H30年度）

結婚後1年を経過した夫婦に常陸大宮市商工会発行の商品券（3
万円分）を支給する。 平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

事業目的

次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに健やかな成長を願
い出産祝い金を支給し，子育てを支援する。

成果目標

支給件数

主な事業
内容

（H30年度）

当該年度における新生児に対して祝金を支給する。
・第1子及び第2子  30,000円
・第3子           50,000円
・第4子          100,000円
・第5子以降      200,000円

平成30年度

平成31年度

担当部署 こども課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

担当部署 こども課 事業区分

事業目的

婚姻率を上げ少子化に歯止めをかけることを目的とし,婚姻して
市内に居住する夫婦に対して結婚祝い金を支給する。

成果目標

成婚者（年間）

事業名 結婚祝い金支給事業
成果（実績）

平成30年度 69 組

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち

平成32（令和2）年度

事業名 出産祝い金支給事業

政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 5 総合戦略

2,400 千円

2,585 千円

衛生費 保健衛生費

5 件

5 件

5 件 方針

ＮＯ． 6 総合戦略

1,189 千円

517 千円

衛生費 保健衛生費

30 ％

30 ％

30 ％ 方針

評価結果 3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

県の助成事業と関連することか
ら，保健所や医療機関と協力し，
今後も広報等で周知していく。

評価結果 3.期待した成果を下回った

平成30年度 3 件

成果（実績）

2.現行どおり

成果（実績）

事業目的

妊産婦に対する各種支援を行い，市と市民が一体となって，子
どもを産み育てやすい環境づくりに取り組む。

成果目標

妊婦歯科健康診査受診
率

主な事業
内容

（H30年度）

・民間施設へのマタニティマーク専用駐車場の設置３事業所
・妊婦歯科健康診査の助成
・マタニティフィットネス　月１回　年１２回
・マタニティ・子育てタクシー助成

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・親子(母子）健康手帳発行時や
マタニティ教室において，妊娠期
の口腔チェックの必要性を伝え，
受診率向上につなげる。
・マタニティ教室と同時に歯科健
診を受診できる日程を設け，受診
しやすい環境整備を推進する。

平成30年度 22 ％
政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

健康推進課 事業区分 継続

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費

項

事業目的

不妊治療のうち，体外受精及び顕微授精（特定不妊治
療）について，その治療に要する費用の一部を助成する
ことにより，不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減
を図る。

成果目標

妊娠件数

主な事業
内容

（H30年度）

・不妊治療費助成　　19人（10万円）
　　　　　　　　　　 8人（5万円）
・男性不妊治療費助成　 1人（10万円）

平成32（令和2）年度

計画体系

プロジェクトⅠ

施策1.子ども・子育て支援の充実

当該年度概算事業費

施策名 当該年度事業費決算額

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ

特定不妊治療費助成事業

担当部署 健康推進課

事業名 マタニティサポート事業

担当部署

事業名

事業区分 継続

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり

平成31年度

予算科目 目 保健衛生総務費

平成30年度

款
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 7 総合戦略

100 千円

100 千円

民生費 児童福祉費

3 人

4 人

5 人 方針

ＮＯ． 8 総合戦略

39,640 千円

38,997 千円

民生費 保健福祉費

7,000 人

7,000 人

7,000 人 方針

事業目的

子育て家庭のもつ育児不安等を解消するため，地域子育て支援
拠点（地域子育て支援センターや子育て広場）において，育児
相談・子育てサークル等を実施し，子育て支援を図る。 成果目標

利用者数

主な事業
内容

（H30年度）

・育児相談及び指導
・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
・地域の子育て関連情報の提供
・子育てに関する講習会等の実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

今後も継続して事業を行うととも
に，市内外に向けた周知の強化に
努めていく。

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 7,758 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 保健福祉総務費

事業目的

緊急時の児童預かり（宿泊型）を実施し，市民の多様なニーズ
に対応した保育サービスの充実を図る。

成果目標

登録者数

主な事業
内容

（H30年度）

市外の児童養護施設と業務委託契約を締結し，緊急時の児童預
かりに対応する。さらに，援護が必要な世帯の登録を推進し，
緊急時への保護者の不安軽減を図るため，本事業の周知を行
う。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

市内外に向けて，制度の周知を強
化していく必要がある。

事業名 子育て支援センター事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 3 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

事業名 児童預かりプロジェクト事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 9 総合戦略

98 千円

97 千円

民生費 児童福祉費

1 箇所

1 箇所

3 箇所 方針

ＮＯ． 10 総合戦略

110,576 千円

106,648 千円

民生費 児童福祉費

420 人

440 人

440 人 方針

事業目的

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している
児童を対象に，保育所（園）・学校の空き教室等を利用して，
適切な遊び及び生活の場を与えて児童の健全育成を図る。 成果目標

利用児童数

主な事業
内容

（H30年度）

・公立放課後児童クラブの運営（公立：6施設）
　大宮小，大宮西小,大賀小，山方小，美和小，御前山小
・民間施設への業務委託（私立：5施設）
　あゆみ保育園，緒川げんき保育園，御前山認定子ども園，
　どんぐりくらぶ，子コロっコロ
・民間運営施設への補助（補助：1施設）
　野上保育園

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

関係機関と連携しながら取組を進
めていくとともに，さらなる制度
の周知を強化する必要がある。

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 490 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

事業目的

公共施設や民間施設において，授乳やオムツ替えのできる施設
を「赤ちゃんの駅」として登録し，子育て家庭の保護者の外出
環境を整え，地域全体で安心して子どもを生み育てやすい環境
づくりを推進する。

成果目標

民間施設への赤ちゃん
の駅設置

主な事業
内容

（H30年度）

・既存の赤ちゃんの駅の運営
・移動型赤ちゃんの駅の貸出
・民間施設への赤ちゃんの駅設置

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果
4.期待された成果があがっていな
い

課題・今後
の方向性

・民間商業施設は簡易ではあるがオ
ムツ替えスペース等を有している施
設が多いが，授乳スペース等の増設
は経費等の問題があり困難な状態で
あった。
・今後は既存赤ちゃんの駅の周知に
力を入れ利用の増加を図っていく。

事業名 放課後児童健全育成事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 0 箇所

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

事業名 赤ちゃんの駅運営事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 11 総合戦略

5,437 千円

4,855 千円

民生費 児童福祉費

270 人

270 人

270 人 方針

ＮＯ． 12 総合戦略

3,287 千円

1,439 千円

民生費 社会福祉費

1 施設

-

- 方針

・計画どおり施設を開設し相談活
動を開始することが出来た。
・今後はセンターの運営について
周知活動や相談活動をに力をいれ
る。

事業名 子育て包括支援センター事業（基本型）
成果（実績）

担当課 こども課 事業区分 新規

計画体系

大綱 1.未来を拓き，自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 1 施設

政策名 1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

課題・今後
の方向性

事業目的

　少子化対策の一環として，子育て世帯の経済的負担を軽減
し，出生数，転入者の増加を図るため，1歳未満の子どもがいる
世帯に対し，乳児育児用品（オムツ等）の購入費用を助成す
る。

成果目標

交付対象乳児数

主な事業
内容

（H30年度）

乳児一人当たり１回を限度として，20,000円の乳児育児用品購
入助成券を交付する。 平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

施策名 1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

事業目的

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を目指すため，
妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応
し，総合的な情報提供や子育て支援を行うワンストップ
拠点を整備する。

成果目標

2.現行どおり

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

関連事業と連携しながら，引き続
き，市内外に向けた周知の強化に
努めていく。

施設開設

主な事業
内容

（H30年度）

基本型と母子保健型が一体となった子育て世代包括支援セン
ターを総合保健福祉センターかがやき内に設置し，妊娠期か
ら子育て期にわたるまで切れ目ない支援を実施する。
基本型では，子育てコンシェルジュ（保育士等）を配置し,
子育て全般に対する相談に応じたり，保育所入所や園の情報
提供を行う。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 232 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

事業名 乳児育児用品購入助成事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 13 総合戦略

1,802 千円

1,794 千円

衛生費 保健衛生費

1 施設

-

- 方針

ＮＯ． 14 総合戦略

1,674 千円

1,674 千円

民生費 児童福祉費

700(3) 人

700(3) 人

700(3) 人 方針

2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

今後も，妊娠期から子育て期まで
切れ目ない支援ができるよう広く
周知を行っていく。

事業名 子育て包括支援センター事業（母子保健型）
成果（実績）

担当課 健康推進課 事業区分 新規

計画体系

大綱 1.未来を拓き，自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 1 施設

政策名 1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目

事業目的

児童福祉向上のため，保育施設に在籍する児童の保護者に対
し，財政措置を行い，保護者負担の軽減を図る。

成果目標

対象児童数
※（）内は認可外保育
所の対象児童数

主な事業
内容

（H30年度）

（認可保育所）
・保育所に通う2人目の徴収基準額を当該児童の徴収基準額の
1/2とし，第3子以降の保育料を無料とする。
（認可外保育所）
・保育所に通う2人目について当該児童の徴収基準額の1/2を，
第3子以降については全額を補助する。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

保育料無償化を踏まえ，今後も継
続して事業を行うとともに，市内
外に向けた周知の強化を図った行
く。

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 662 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

保健衛生総務費

事業目的

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を目指すため，
妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応
し，総合的な情報提供や子育て支援を行うワンストップ
拠点を整備する。

成果目標

施設開設

主な事業
内容

（H30年度）

母子保健型では，母子保健コーディネーター（看護師
等）を配置し，妊産婦の各種相談に応じ，必要な情報提
供や保健指導等を行う。
妊産婦の状況に応じて支援プランの策定や関係機関との
連絡調整を行い，妊娠期から子育て期まで切れ目ない支
援を提供する。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

事業名 保育所保育料負担軽減事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 15 総合戦略

1,974 千円

1,963 千円

民生費 児童福祉費

250 人

300 人

300 人 方針

ＮＯ． 16 総合戦略

3,970 千円

3,293 千円

教育費 教育総務費

100 ％

100 ％

100 ％ 方針

事業目的

常陸大宮市の将来を担う人材育成のために補充的な学習
の場の充実，学習環境（学校図書館）の整備，授業の質
の向上を通して児童生徒の学力向上を図る。 成果目標

算数問題集「算数の玉
手箱」の終了者率

主な事業
内容

（H30年度）

・学校図書館専任職員の配置
・放課後学力支援プラン（小学校３年生）の実施
・小学校６年生を対象に算数問題集「算数の玉手箱」を
作成・配布
・常陸大宮市郷土教材（私たちの常陸大宮）の活用実践
研修会を実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・学校図書館専任職員について
は,今後中学校への配置も検討し,
学習環境の整備を向上させる。
・問題集「算数の玉手箱」につい
ては,中学校へ繋がる内容を追加
し,改編を検討する。

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 100 ％

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.教育の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 事務局費

事業目的

子育て世代に対する情報発信の手段として，WEBサイト・スマホ
アプリを構築することにより，利用者が必要な情報を得ること
ができる子育て環境を整備する。 成果目標

利用者登録数

主な事業
内容

（H30年度）

WEBサイト，スマートフォン，紙媒体を利用した情報発信
・妊娠，出産，子育てに関する制度や保健情報
・乳児検診，予防接種などの行政情報
・子供の年齢にあった子育て情報
・災害時には子育て中の方にあった防災情報などを配信
・その他相談

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

情報発信を強化するとともに，利
用登録者の増加に向けた周知を強
化していく。

事業名 常陸大宮っ子学力アップ推進事業
成果（実績）

担当部署 学校教育課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 281 人

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.子ども・子育て支援の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

事業名 子育て支援サイト「ハッピー子育て」運営事業
成果（実績）

担当部署 こども課 事業区分 継続

- 12-



常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 17 総合戦略

415 千円

234 千円

総務費 総務管理費

4 回

4 回

4 回 方針

ＮＯ． 18 総合戦略

53,516 千円

53,514 千円

教育費 小学校費

112 回

134 回

168 回 方針

予算科目 款 項 目 教育振興費

事業目的

児童が教え合い，学び合う「協働教育」を実践すること
で，児童の主体性や関心，意欲などを高める。

成果目標

タブレットパソコンの
使用回数（各学校の平
均）

主な事業
内容

（H30年度）

タブレットパソコンの整備及び維持管理等
・対象校
　村田小，上野小，大宮小，大宮西小，大賀小，
　大宮北小，山方南小，美和小，御前山小

平成30年度 134 回
政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.教育の充実 当該年度事業費決算額

平成30年度

平成31年度

事業目的

全国学力・学習状況調査で上位に位置する秋田県の大館
市教員を招聘し，研修会を開催することで本市学校教育
の充実・発展を図る。 成果目標

模擬授業や研究協議実
施等交流の回数

主な事業
内容

（H30年度）

・大館市の教育専門監等（小学校２名，中学校２名）に
よる模擬授業と研究協議の実施
・本市教職員による大館市総合研究会への参加
・参加教職員による報告会の実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

プロジェクトⅠ

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

研修会へ参加した教職員のみなら
ず,校内での研修で広く活用し,授
業力向上を目指していく。

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・タブレットを使用しての授業
が，各科目及び各教諭により格差
がある。
・ＩＣＴ支援員をフルに活用し
て，各学校におけるタブレット端
末の活用方法等を更に推進する必
要がある。

事業名 フューチャースクール推進事業（小学校）
成果（実績）

担当部署 学校教育課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 4 回

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.教育の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 企画費

事業名 友好都市教育交流事業
成果（実績）

担当部署 学校教育課 事業区分 継続
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 19 総合戦略

36,533 千円

36,527 千円

教育費 中学校費

168 回

190 回

224 回 方針

ＮＯ． 20 総合戦略

8,194 千円

8,194 千円

教育費 教育総務費

4 校

－

－ 方針

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

今後は，防犯カメラを活用するこ
とで，児童生徒が安全・安心に活
動できる教育環境を推進してい
く。

予算科目 款 項 目 教育振興費

事業目的

生徒が教え合い，学び合う「協働教育」を実践すること
で，生徒の主体性や関心，意欲などを高める。

成果目標

タブレットパソコンの
使用回数（各学校の平
均）

担当部署 学校教育課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ

当該年度事業費決算額

主な事業
内容

（H30年度）

タブレットパソコンの整備及び維持管理等
・対象校
 全中学校（5校）

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

・タブレットを使用しての授業
が，各科目及び各教諭により格差
がある。
・ＩＣＴ支援員をフルに活用し
て，各学校におけるタブレット端
末の活用方法等を更に推進する必
要がある。

事業名 フューチャースクール推進事業（中学校）
成果（実績）

平成30年度 123 回
政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.教育の充実

事業区分 継続

予算科目 款 項 目 事務局費

事業目的

大規模改修を行うなど，児童生徒が安全・安心に活動で
きる教育環境を整備する。

成果目標

防犯カメラ設置校数

政策名 政策1.未来を担う子どもたちを育むまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.教育の充実 当該年度事業費決算額

主な事業
内容

（H30年度）

小・中学校防犯カメラ設置工事
・対象校
　山方小，山方南小，大宮中，明峰中

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 学校施設整備事業
成果（実績）

担当部署 学校教育課

校
計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 4
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 21 総合戦略

158,816 千円

127,170 千円

教育費 保健体育費

11.2 ％

96.5 ％

100 ％ 方針

ＮＯ． 22 総合戦略

670 千円

449 千円

教育費 社会教育費

200 人

200 人

200 人 方針

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・各工事の分割発注に伴い，高度
な工程管理又は現場調整が必要と
なる。
・現センターの老朽化の状況を考
慮し，令和２年度中の工事完成を
目指す。

評価結果 3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

事業内容について，市内のほか，
県の歴史・文化等にふれる事業等
を追加するなど，小学生にとって
魅力ある事業内容の検討を行って
いく必要がある。

予算科目 款 項 目 学校給食費

事業目的

老朽化の著しい大宮学校給食センター及び御前山学校給
食センターを集約し，2500食程度の新学校給食センター
を整備する。 成果目標

進捗率（予算執行率）

主な事業
内容

（H30年度）

・新学校給食センター建設工事実施設計業務委託の発注
・大宮・御前山学校給食センター解体工事設計業務委託の発注
・旧第一中学校校舎等解体工事設計業務委託の発注
・旧第一中学校校舎解体工事の発注
・学校給食センター建設予定地内地質調査業務委託の発注

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 学校給食センター施設整備事業
成果（実績）

担当課 学校教育課 事業区分 新規

計画体系

大綱 1.未来を拓き，自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ －
平成30年度 11 ％

政策名

事業名 郷育立市づくり・お宝発見事業
成果（実績）

担当部署 生涯学習課 事業区分 継続

2.生涯にわたって元気に学び合うまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 2.教育の充実 当該年度事業費決算額

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 156 人

政策名 政策2.生涯にわたって元気に学びあう環境づくり 当該年度概算事業費

施策名 施策4.生涯学習活動の推進 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 社会教育総務費

事業目的

市の掲げる「郷育立市」に資するため，市内の子どもた
ちが常陸大宮市の誇れるもの，かけがえのないものを学
び，体験することにより，故郷を愛し，慈しむ心を醸成
する。

成果目標

事業参加者数（年間延
人数）

主な事業
内容

（H30年度）

・市内の小学校４年生～６年生を対象とする
・市内の文化的，歴史的に価値のあるもの等を全６回の
見学や体験を通して学ぶ
・第１回に開講式，最終回に年間のまとめと閉講式を実
施
・実施状況等について広報紙に掲載

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 23 総合戦略

19,454 千円

16,067 千円

教育費 社会教育費

1 回

1 回

1 回 方針

ＮＯ． 24 総合戦略

24,250 千円

25,188 千円

教育費 社会教育費

100 人

120 人

150 人 方針

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・各部会の地域での調査をより活
発化させる。
・市史編さん辞儀用に対する市民
協力を得るために，広報等での一
層の周知活動を実施する。

評価結果 2.概ね期待通りの成果

事業名 市史編さん事業
成果（実績）

担当部署 文化スポーツ課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 1 回

政策名 政策2.生涯にわたって元気に学びあう環境づくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.歴史文化遺産の保護・活用と芸術・文化の振興 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 社会教育総務費

事業目的

市域の歴史・文化・自然環境等を総合的に調査・研究し，編さ
ん・刊行することで，市民のふるさとへの愛着と誇りを育み，
内外の交流をもたらして一層の市の一体化を推進するととも
に，未来の市民への歴史的資産とする。

成果目標

常陸大宮市史研究の発
刊

主な事業
内容

（H30年度）

・市史編さん審議会及び編さん委員会の開催。
・部会ごとの調査，研究
・「常陸大宮市史研究」の刊行
・調査・研究の課程や成果の公開・発信
・教育普及活動

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 歴史文化振興事業
成果（実績）

担当部署 文化スポーツ課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 180 人

政策名 政策2.生涯にわたって元気に学びあう環境づくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.歴史文化遺産の保護・活用と芸術・文化の振興 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 文化財保護費・社会教育総務費

事業目的

国指定となった泉坂下遺跡の周知活動や史跡整備，さらに，郷
土の有形・無形の文化財を伝承する団体の保存・継承活動を支
援することで，郷土に対する誇りや愛着の醸成を図るととも
に，市の目指すべき中長期的な文化財行政のマスタープランと
して歴史文化基本構想を策定することで，文化財の総合的な保
存・活用に努める。

成果目標

教育普及活動への参加
者数（延人数）

主な事業
内容

（H30年度）

・泉坂下遺跡や伝統文化連絡協議会関連の教育普及活動
・泉坂下遺跡整備のための調査・検討
・史跡公有地化に向けた準備
・国への補助金申請
・伝統文化連絡協議会の開催
・歴史文化基本構想の策定（市内調査，歴史文化基本構想策定
委員会の開催）

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・泉坂下遺跡史跡整備のイメージ
を具体化する。
・住民とともに地域文化財の保
存・継承を進め，地域活性化に資
する活用の検討を図る。
・文化財保存活用地域計画を策定
し，文化財の保存活用について，
中・長期的な活動計画を立てる。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 25 総合戦略

5,416 千円

5,291 千円

総務費 総務管理費

50 人

50 人

50 人 方針

ＮＯ． 26 総合戦略

2,345 千円

1,975 千円

教育費 保健体育費

7,500 人

8,000 人

8,500 人 方針

施策5.歴史文化遺産の保護・活用と芸術・文化の振興 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

芸術家によるワークショップ及び作品展示を開催することによ
り，交流の拡大や魅力あるまちづくりを推進する。
また，市内の小学生を対象に，市内外で活動する芸術家による
ワークショップを開催することにより，芸術に関する意識の醸
成を図り，次世代を担う人材の育成を推進する。

成果目標

事業名 アートを活用した地域活性化事業
成果（実績）

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 58 人

政策名 政策2.生涯にわたって元気に学びあう環境づくり 当該年度概算事業費

施策名

目 保健体育総務費

ワークショップ参加者

主な事業
内容

（H30年度）

・県北芸術祭出展作家によるワークショップの実施及び作品展
示
・市内在住の芸術家による小学生を対象としたワークショップ
の実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 1.拡充

課題・今後
の方向性

・県北芸術祭出展作家によるワーク
ショップは31名の参加があった。定
員を30名程度に設定したが，家族連
れ等の申し込みも多く，応募期限前
に募集を締め切った状況であった。
・次年度は，地域住民等との交流等
を加え，宿泊型のワークショップの
実施を検討していく。

事業名 地域スポーツ活動環境整備事業
成果（実績）

担当部署 文化スポーツ課 事業区分 継続

事業目的

総合型地域スポーツクラブ「スポーツクラブひたまる
25」の活動拠点である旧大場小の施設管理を行いつつ，
クラブを育成・支援し，市民のスポーツ活動の機会を増
やす。

成果目標

クラブ主催イベントへ
の参加者数（延人数）

主な事業
内容

（H30年度）

・施設管理（旧大場小の光熱水費，修繕費等）
・広報活動の協力（広報常陸大宮への掲載）
・参加者が固定化した教育委員会主催スポーツ教室の
「スポーツクラブひたまる25」への移管

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・ひたまる25の存在自体について
積極的な広報をする必要がある。
・さらなるニュースポーツの導入
に向け，支援を行う。

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 6,731 人

政策名 政策2.生涯にわたって元気に学びあう環境づくり 当該年度概算事業費

施策名 施策6.スポーツ活動の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 27 総合戦略

23,049 千円

21,292 千円

教育費 保健体育費

600 人

700 人

― 方針

事業名 茨城国体開催推進事業
成果（実績）

担当部署 文化スポーツ課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱１．未来を拓き自分らしく輝くひとを育むまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 1,084 人

政策名 政策2.生涯にわたって元気に学びあう環境づくり 当該年度概算事業費

施策名 施策6.スポーツ活動の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 保健体育総務費

事業目的

平成31年の「いきいき茨城ゆめ国体」に向け，開催機運
の醸成や開催のために必要な準備を行う。

成果目標

開催機運醸成に向けた
各種講座，運動等の参
加者

主な事業
内容

（H30年度）

・各種会議の開催（実行委員会，常任委員会，専門委員会）
・各種調査（先催県等での現地調査）
・機運醸成に向けた事業（出前講座・花いっぱい運動・各種広
報啓発）
・競技団体との情報交換
・リハーサル大会の開催

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・市民の開催に関する認知度向上
に向けて，今後も各種事業を展開
し，開催機運の醸成に努める。
・協議会開催時の一般来場者数を
増やすよう，各方面と協力し，観
客数増を目指す。
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大綱２

　　だれもが安心して暮らせるまち
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ＮＯ． 28 総合戦略

66,301 千円

61,011 千円

衛生費 保健衛生費

1 人

1 人

2 人 方針

ＮＯ． 29 総合戦略

50,392 千円

45,022 千円

（国保特会）保健事業費 特定健康診査等事業費

60 ％

60 ％

60 ％ 方針

担当部署 医療保険課 事業区分 継続

1 人
政策名 政策1.健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 当該年度概算事業費

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費
評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

修学資金貸与事業により成果目標
を達成することができたが，医師
不足の解消に向けてさらなる医師
の確保が必要なことから，引き続
き各種事業を推進していく。

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度

施策名 施策1.安心できる医療体制の充実 当該年度事業費決算額

事業目的

市内の公的医療機関において地域医療を担う人材の育成
及び確保を図る。

成果目標

公的医療機関への新規
勤務医師数

主な事業
内容

（H30年度）

・地域医療を担う人材確保修学資金貸与事業
　新規貸与者1名，既貸与者2名の計3名に修学資金を
　貸し付ける。
・医師居住環境整備補助金交付事業（H29年度事業開始）
　市内の公的医療機関に常勤医師として勤務予定の者が，
　市内に住宅を取得する費用の一部を補助。
・常陸大宮市済生会病院医師確保等事業補助

53 ％
政策名 政策1.健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.総合的な健康づくりの推進 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

平成30年度

常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

事業名 医師確保対策助成事業
成果（実績）

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 特定健康診査・特定保健指導事業
成果（実績）

平成30年度

平成31年度

担当部署 健康推進課 事業区分 継続

予算科目 款 項 目 特定健康診査等事業費

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ

課題・今後
の方向性

・健診受診率は横ばいである。
・40代，50代の受診率が低いのでこ
の年代の受診率向上が課題。
・健診説明会や市広報等における受
診勧奨や啓発活動をはじめ，新規該
当者（40歳）や未受診者等への電話
や訪問による受診勧奨等を実施す
る。

事業目的

予防可能な糖尿病，高血圧症，脂質異常症等の生活習慣
病の有病者・予備軍を減少させ，市民の健康の維持向上
及び医療費の抑制を図る。 成果目標

特定健診受診率

主な事業
内容

（H30年度）

・健診説明会の開催
・特定健康診査の実施（集団健診・個別医療機関
　健診）
・特定健診二次健診の実施・健診結果説明会の開催
・健康教室の実施・家庭訪問による保健指導の実施
・広報等による周知･啓発

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 30 総合戦略

486 千円

292 千円

衛生費 保健衛生費

250 人

270 人

270 人 方針

ＮＯ． 31 総合戦略

567 千円

449 千円

民生費 社会福祉費

20 人

20 人

25 人 方針

事業名 子育て支援ひたまるプロジェクト事業
成果（実績）

担当部署 健康推進課 事業区分 継続

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業目的

トレーニングマグを使用し，各月齢の口の構造に合わせ
た活用の仕方を指導し，発達や卒乳を目指すことによ
り，子育てをする保護者を支援する。 成果目標

トレーニングマグ配付
者数

主な事業
内容

（H30年度）

・毎月実施する乳児健診時に対象者へトレーニングマグ
を配布（予定配布者数　250名）

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費
評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・出生数が減少傾向にあることから
配布数も減少している。
・関連事業と合わせてサービス向上
に取り組み，乳児健診受診者数（マ
グカップ配布率）100％を目指す。
・保護者等の意見を把握し，事業内
容等（配付内容など）について見直
しを行う。

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 231 人

政策名 政策1.健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.総合的な健康づくりの推進 当該年度事業費決算額

事業名 ファミリーサポート事業
成果（実績）

担当部署 社会福祉課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 22 人

政策名 政策2.みんなで助けあい支え合うまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.地域福祉の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

事業目的

障害者自立支援法や児童福祉法，介護保険法等の制度で
は対象としないサービスについて，市民相互による援助
活動を支援する。 成果目標

登録協力会員数

主な事業
内容

（H30年度）

常陸大宮市社会福祉協議会に業務を委託し，事業運営を
推進する。
・会員の募集及び登録
・援助活動の調整
・援助活動に係る講習及び指導

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・登録協力会員数は，目標を達成
できた。
・引き続きファミリーサポート事
業の啓発を進め，協力会員の確保
に努める。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 32 総合戦略

55,540 千円

44,972 千円

民生費 社会福祉費

80 人

85 人

88 人 方針

ＮＯ． 33 総合戦略

7,360 千円

5,964 千円

（介護特会）地域支援事業費 一般介護予防事業費

174 人

203 人

232 人 方針

事業名 障害者地域生活支援事業
成果（実績）

担当部署 社会福祉課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 51 人

政策名 政策2.みんなで助けあい支え合うまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策4.障害者福祉の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 障害者福祉費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・前年度の利用者に対し更新のお
知らせをしたが，申請件数が少な
かった。
・引き続き，サービス内容の周知
を行っていく。

事業名 一般介護予防事業
成果（実績）

担当部署 長寿福祉課 事業区分 継続

事業目的

障害者等の福祉の向上を図るとともに，障害の有無に関
わらず，市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮ら
すことのできる地域社会の実現に寄与する。 成果目標

日中一時支援事業の利
用人数

主な事業
内容

（H30年度）

・相談支援事業
・日常生活用具給付等事業
・手話奉仕員養成研修事業
・移動支援事業
・訪問入浴サービス事業
・日中一時支援事業
・障害者基幹相談支援センター運営事業

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 126 人

政策名 政策2.みんなで助けあい支え合うまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.高齢者福祉の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 一般介護予防事業費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

通所型の教室では参加可能な対象
者が限られてくるため，協力ボラ
ンティア等を養成し，訪問による
予防教室を展開するなど，事業内
容について見直しを検討する。

事業目的

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てすること
なく，市民主体の通いの場を充実させ，人と人とのつな
がりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していく
ような地域づくりを推進する。

成果目標

市内の高齢者に対する
介護予防教室の参加者
数

主な事業
内容

（H30年度）

・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 34 総合戦略

3,312 千円

2,766 千円

（介護特会）地域支援事業費 包括的支援事業･任意事業費

24 件

36 件

48 件 方針

ＮＯ． 35 総合戦略

22,800 千円

21,406 千円

民生費 老人福祉費

1,630 人

1,630 人

1,630 人 方針

事業名 認知症総合支援事業
成果（実績）

担当部署 長寿福祉課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 12 件

政策名 政策2.みんなで助けあい支え合うまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.高齢者福祉の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 包括的支援事業･任意事業費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・認知症初期集中支援チームを設
置したことにより，初期相談・訪
問支援により介護サービスに繋
がった。
・支援チームの認知度が低いと考
えられるのでさらなる普及啓発に
努める。

事業名 高齢者福祉タクシー事業
成果（実績）

担当部署 長寿福祉課 事業区分 継続

事業目的

認知症の容態の変化に応じ，全ての期間を通じて，必要な医
療，介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネッ
トワークを形成し，効果的な支援が行われる体制を構築すると
ともに，地域の実情に応じて，認知症ケアの向上を図るための
取組を推進する。

成果目標

認知症の人及びその家
族等の相談に応じ，医
療・介護等の支援に繋
げた件数

主な事業
内容

（H30年度）

・認知症初期集中支援推進事業
・認知症地域支援推進員等設置事業
・認知症ケア向上推進事業

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 1,345 人

政策名 政策2.みんなで助けあい支え合うまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.高齢者福祉の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 老人福祉総務費

1.拡充

課題・今後
の方向性

平成31年度からの利用範囲の制限
撤廃に合わせ，今後は高齢者の引
きこもり防止など介護予防につな
げる。

事業目的

高齢者等の外出支援や社会活動参加拡大を図り，高齢者
の福祉増進に資する。

成果目標

福祉タクシー延利用者
数

主な事業
内容

（H30年度）

申請に基づき，タクシー利用料金の一部を助成する利用
券を交付し,高齢者等の生活支援（外出支援）を促進す
る。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 36 総合戦略

431 千円

431 千円

消防費 消防費

1,500 人

1,000 人

1,000 人 方針

ＮＯ． 37 総合戦略

3,000 千円

1,039 千円

消防費 消防費

70 ％

85 ％

100 ％ 方針

事業名 防災対策推進事業
成果（実績）

担当部署 安全まちづくり推進課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 1,000 人

政策名 政策3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策7.防災・危機管理体制の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 災害対策費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

今後も，引き続き各地域を回りな
がら防災訓練に取り組む。

事業名 自主防災組織育成事業
成果（実績）

担当部署 安全まちづくり推進課 事業区分 継続

事業目的

常陸大宮市地域防災計画に基づき，災害時における防災
活動の円滑化を期するとともに防災機関との協力体制を
強化し，併せて市民の防災に関する理解と意識の高揚を
図る。

成果目標

防災訓練の参加者数

主な事業
内容

（H30年度）

・防災訓練の実施(毎年，順次５地域を輪番で開催)
・原子力災害時の広域避難計画の住民への周知
・原子力災害に係る避難ガイドマップの配布

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 61 ％

政策名 政策3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策7.防災・危機管理体制の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 災害対策費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

自主防災組織の設置にあたって
は，各区の理解を得ることが重要
であるため，引き続き，自主防災
組織の重要性等のPRなどを進めて
いく。

事業目的

市民の防災に関する理解と防災意識の高揚を図り，地震・風水
害・火災等の大規模災害が発生，または発生する恐れがある場
合に被害を防止し，若しくは軽減し，または予防するため，自
主防災組織を育成し，地域防災体制の充実を図る。

成果目標

自主防災組織の設置割
合

主な事業
内容

（H30年度）

・自主防災組織の未結成区に対して，組織体制づくりや，防災マップの作成など防
災計画書（防災カルテの作成・防災マップの作成など）作成の指導
・結成に係る事業費へ補助金交付
・自主防災組織の結成区が実施する防災訓練の支援
・市の防災訓練への市民参加促進。災害時の初期対応や避難誘導などの体験を通し
て防災に関する理解と意識の高揚や，自主防災組織の育成を推進。結成時50,000円
×10地区・資機材200,000円×10地区・活動費50,000円×10地区

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 38 総合戦略

447 千円

384 千円

消防費 消防費

30 人

30 人

30 人 方針

ＮＯ． 39 総合戦略

95,656 千円

77,695 千円

消防費 消防費

8 件

10 件

10 件 方針

事業名 消防団員入団促進事業
成果（実績）

担当部署 消防本部総務課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 55 人

政策名 政策3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策8.消防・救急救助体制の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 消防費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

消防体制の再編・充実と消防団員
の活動がしやすい環境づくりを進
めていき，消防団活動，広報等を
積極的に行う。

事業名 消防設備整備事業
成果（実績）

担当部署 消防本部総務課 事業区分 継続

事業目的

消防団員数が条例定員を大きく割り込んでいるため，減
少傾向にある消防団員を確保し，さらに消防団組織を充
実することでより一層市民の安心安全に努める。 成果目標

新規入団者数

主な事業
内容

（H30年度）

・消防団協力事業所制度の推進
・消防団員募集及び消防団応援事業に関するポスター，パンフレット，
ノベルティー作製及び配布
・消防団活動の地域へのアピール（学校・自主防災組織等の避難訓練の
参加，各種イベント会場での広報,入団促進ポスターコンクールの開催）
・消防団応援事業

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 6 件

政策名 政策3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策8.消防・救急救助体制の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 消防施設費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

効率的な組織体制にともなって，
車両や詰所等を集約し，より活動
しやすい整備と適正な配置等を各
区長及び各消防分団長と検討協議
する。

事業目的

地域防災の拠点となる重要な消防設備の充実を図ること
により，災害時における市民への被害を未然に防止又は
最小限に抑制し，地域消防力を向上させる。 成果目標

消防施設の整備件数

主な事業
内容

（H30年度）

・消防団機械器具置場建設（2箇所）
・消防ポンプ車購入（2台）
・防火水槽新設（3箇所）
・消火栓新設（1箇所）

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 40 総合戦略

37,000 千円

36,629 千円

消防費 消防費

1 台

1 台

1 台 方針

ＮＯ． 41 総合戦略

422 千円

300 千円

消防費 消防費

2,500 人

2,600 人

2,700 人 方針

事業名 消防車両等整備事業
成果（実績）

担当部署 消防本部警防課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 1 台

政策名 政策3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策8.消防・救急救助体制の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 常備消防費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・経年劣化等に伴い，故障修理費
が増加傾向である。
・引続き継続的な車両整備が必要
である。

事業名 応急手当普及啓発事業
成果（実績）

担当部署 消防本部警防課 事業区分 継続

事業目的

各種災害から市民等の生命，身体及び財産を保護するた
め，迅速かつ効果的な消防活動の際に必要となる消防車
両等について更新を行い，消防力の強化を図る。 成果目標

車両等の更新件数

主な事業
内容

（H30年度）

車両等の更新
・高規格救急自動車　1台
・高度救命処置資機材　1式

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱２．だれもが安心して暮らせるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 1,985 人

政策名 政策3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策8.消防・救急救助体制の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 常備消防費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・広報誌等を活用し，市民向けの
応急手当普及活動を実施したが，
救命講習受講者は減少傾向となっ
た。
・今後は，企業等に対し応急手当
普及啓発に関する広報活動を実施
し，救命講習受講者数の増加を図
る。

事業目的

年間を通し市民に救急救命講習を行い，救急車到着まで
バイスタンダーによる救命処置により，救命率の向上を
図る。 成果目標

救急講習の受講者数

主な事業
内容

（H30年度）

・月1回市民向けの救急救命講習会を実施
・各事業所等に出向し救急救命講習を実施
・ポスター，ノベルティ等を作成し市民向けに応
　急手当普及活動を実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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大綱３

　　自然と調和した快適で安全なまち
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ＮＯ． 42 総合戦略

48,393 千円

44,299 千円

土木費 都市計画費

―

―

― 方針

ＮＯ． 43 総合戦略

32,779 千円

12,204 千円

総務費 総務管理費

－

－

－ 方針

常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

評価結果 ―

課題・今後
の方向性

・都市計画道路大宮停車場線，駅
前広場，駅舎，自由通路の整備に
向けて，引き続き国・県・ＪＲと
連携・協議を図る。
・駅西ゾーンの新たな空間の創出
について，庁内及び関係機関との
協議，市民との合意形成を図る。

評価結果 ―

課題・今後
の方向性

引き続き指針に基づく個別事業の
検討を進めるとともに，本補助事
業の周知と活動支援を推進する。

平成30年度

2.現行どおり

成果（実績）

－
政策1.魅力と特色あるまちづくり 当該年度概算事業費

地域創生まちづくり指
針に基づく個別事業の
検討

都市計画費

企画費

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ
平成30年度

事業名 常陸大宮駅周辺整備事業
成果（実績）

担当部署 都市計画課 事業区分 継続

―
政策名 政策1.魅力と特色あるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.計画的な土地利用と拠点づくりの推進 当該年度事業費決算額

施策名 施策1.計画的な土地利用と拠点づくりの推進 当該年度事業費決算額

事業目的

ＪＲ常陸大宮駅周辺を行政関係機能のほか，医療や福祉
機能，情報・サービス機能等が集積された地域として，
地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりを推進
し，住民生活の質の向上とまちの活性化を図る。

成果目標 ―

主な事業
内容

（H30年度）

・「常陸大宮駅周辺整備計画」の策定
　　具体的な整備内容の検討
・常陸大宮駅自由通路設置等基本調査
　　駅舎改築に関する鉄道施設の調査
・常陸大宮駅周辺整備測量設計
　　整備計画の基礎資料となる現況測量の実施

平成30年度

平成31年度

プロジェクトⅡ

継続

主な事業
内容

（H30年度）

・地域創生まちづくり推進委員会の開催
・先進事例調査の実施
・地域創生まちづくり事業補助金の交付

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

平成32（令和2）年度

事業名 地域創生まちづくり事業

担当部署 地域創生課 事業区分

政策名

予算科目 款 項 目

事業目的

地域で豊かに生活し続けるため，地域の特性を生かした
元気なふるさとづくりビジョン（取組方針）を策定し，
地域振興策を推進する。 成果目標

平成32（令和2）年度 2.現行どおり
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 44 総合戦略

5,295 千円

2,284 千円

総務費 総務管理費

5 件

5 件

5 件 方針

ＮＯ． 45 総合戦略

1,200 千円

502 千円

総務費 総務管理費

15 件

20 件

20 件 方針

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ

施策名 施策2.移住・定住の促進 当該年度事業費決算額

成果目標

移住奨励金交付件数

主な事業
内容

（H30年度）

・移住相談窓口の設置（移住相談会の開催，参加
　等を含む）
・移住支援（空き家所有者と利用希望者との調整等）
・奨励金等の交付（移住奨励金，空き家改修費補
　助金，移住促進協力謝礼金）
・移住ガイドブックの作成

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

平成30年度

事業名 同窓会支援事業
成果（実績）

担当部署 市民協働課 事業区分 継続

8 件
政策名 政策1.魅力と特色あるまちづくり 当該年度概算事業費

評価結果 3.期待した成果を下回った
予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

常陸大宮市内への移住・定住（２地域居住含む）希望者
に対し，市内の空き家の利用を紹介するほか，都内での
移住相談会を開催し，定住人口や交流人口の増加と地域
の活性化を図る。

平成32（令和2）年度 5.完了

事業目的

定住人口の増加とふるさと帰属意識の向上，地域経済の
活性化を図るため，市内で開催される同窓会等に要する
経費の一部に補助を行う。 成果目標

補助申請件数

主な事業
内容

（H30年度）

満25歳から30歳,35歳,40歳,45歳,50歳,55歳,60歳を迎え
る人が行う同窓会に対し，経費の一部を補助。
（対象：市内の同一又は複数の小学校か中学校，または市内
の高等学校の同年度の卒業生で，出席者が10人以上【うち3
割以上が市外に住所を有する人】で，市内で同窓会を開催し
た場合）

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 諸費
評価結果 3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

制度の活用増加に向け，ポス
ター・ＳＮＳ等の広報活動を積極
的に行いつつ，2019年度が事業期
間であることから，事業内容等に
ついて見直しを行っていく。

2.現行どおり

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ

政策名 政策1.魅力と特色あるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.移住・定住の促進 当該年度事業費決算額

課題・今後
の方向性

・移住相談や空家改修補助の相談
はあったが，申請は次年度となっ
た。
・今後は，空家対策所管部署と協
議したうえで，補助制度の見直し
を行いたい。

事業名 移住促進事業
成果（実績）

平成30年度 0 件
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 46 総合戦略

403,279 千円

354,841 千円

土木費 道路橋梁費

11 路線

11 路線

11 路線 方針

ＮＯ． 47 総合戦略

128,915 千円

128,915 千円

総務費 総務管理費

40,000 人

― 人

― 人 方針

課題・今後
の方向性

当初計画した路線に対する改良工
事を実施することは出来たが，全
線完了に至らなかった路線がある
ため，早期で全線完了となるよ
う，工事進捗を図って行きたい。

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

地域公共交通再編計画に基づき，
路線バスへ路線統合及び再編を予
定している。

2.現行どおり

成果（実績）
事業名 市内循環バス運行事業

担当部署 企画政策課 事業区分

款 項 目 道路新設改良費

事業目的

市道の改良工事を行い，道路交通体系を整備し，生活利
便性の向上を図る。

成果目標

実施対象路線数

主な事業
内容

（H30年度）

・委託
　 改良工事委託　市道60382号線(野口)道路改良工事委託
　 調査測量設計業務　7路線
・工事
　 市道改良舗装工事　10路線
・負担金
　 市道40170号線(氷之沢)道路改良工事負担金

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

事業名 道路整備事業
成果（実績）

担当部署 土木建設課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 11 路線

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.道路・交通体系・河川の整備 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目

継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 31,840 人

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.道路・交通体系・河川の整備 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

市民の公共施設等までの交通の利便性を高めるとともに，市内
の交通不便地域の改善を図る。

成果目標

市民バスの年間利用者数
（延べ人数）
※平成31年度から運行内
容の再編予定

主な事業
内容

（H30年度）

市民バス運行及び管理（市内交通事業者に委託）
・地域内　大宮地域:8ｺｰｽ 山方地域:7ｺｰｽ 美和地域:5ｺｰｽ　緒川
地域:2ｺｰｽ　御前山地域:3ｺｰｽ
・地域間　山方～大宮:2ｺｰｽ 美和～大宮:1ｺｰｽ　緒川～大宮:2ｺｰ
ｽ 御前山～大宮:1ｺｰｽ
・その他　小瀬高校行き:2ｺｰｽ 温泉施設循環1ｺｰｽ

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 6.統合
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 48 総合戦略

41,108 千円

39,562 千円

総務費 総務管理費

11,000 人

― 人

― 人 方針

ＮＯ． 49 総合戦略

23,329 千円

21,220 千円

総務費 総務管理費

12 地域・団体

20 地域・団体

20 地域・団体 方針

評価結果 1.期待通りの成果

事業名 予約制乗合タクシー運営事業費補助事業
成果（実績）

担当部署 企画政策課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 11,888 人

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.道路・交通体系・河川の整備 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

市内循環バスでカバーできない交通不便地域の改善をは
じめ，時間や停留所に左右されず，公共施設等までの交
通利便性を高めることを目的として運行する予約制乗合
タクシーの運営事業者に対し補助する。

成果目標

乗合タクシーの延べ利用
者数
※平成31年度から運行内
容の再編予定

主な事業
内容

（H30年度）

・予約制タクシー運営主体である社会福祉協議会への補
助
・オペレーションシステム機材等の修理

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 1.拡充

課題・今後
の方向性

地域公共交通再編計画に基づき，
運行内容の充実及び運行体制の強
化を予定している。

事業名 地域公共交通維持活性化事業
成果（実績）

担当部署 企画政策課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 13 地域・団体

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.道路・交通体系・河川の整備 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

鉄道等の交通結節点を中心とした交通ネットワークの構
築として路線バスの実証運行を行うとともに，市内公共
交通全般について調査・検討を行い，地域公共交通の維
持・活性化を図る。

成果目標

利用促進事業の協力者
数

主な事業
内容

（H30年度）

・地域公共交通再編実施計画の策定
・地域公共交通会議の開催
・乗合タクシーお試し乗車キャンペーンの実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

地域公共交通再編計画に基づき，
地域公共交通の一体的な再編を予
定しているため，再編前は周知
を，再編後は利用促進を重点的に
行っていく。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 50 総合戦略

45,000 千円

45,000 千円

総務費 総務管理費

100 件

100 件

― 方針

ＮＯ． 51 総合戦略

290,400 千円

312,325 千円

（水道）資本的支出 建設改良費

7.2 ㎞

7.2 ㎞

7.2 ㎞ 方針

プロジェクトⅢ
平成30年度 7.7

事業目的

主な事業
内容

（H30年度）

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・更新延長の目標は達成できた
が，新たな漏水の発生等により，
漏水量の削減までには至らなかっ
た。
・今後は，漏水量の削減に向け，
より工事箇所の選定を重視し，事
業を実施したい。

㎞

施策4.住環境の向上施策名 当該年度事業費決算額

款 項

水道水の安定供給及び漏水量を削減するため，配水管の
改良・耐震化の更新事業を行う。

・委託　　実施設計業務　31路線
・工事等　配水管の更新延長 L=7.2㎞

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業区分 継続

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

成果目標

配水管の更新延長

成果（実績）

予算科目 目 配水管布設費

平成30年度

平成31年度

計画体系

事業名 住宅取得奨励金交付事業
成果（実績）

担当部署 都市計画課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 92 件

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策4.住環境の向上 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 諸費

5.完了

課題・今後
の方向性

2019年度で終了する事業であるた
め，移住や定住施策に関係する部
局と協議を行い，本事業を継承す
る新規事業を2019年度中に創設
し，2020年度から新規事業を開始
する。

事業目的

新婚・子育て世帯等の定住を促進し，人口減少に歯止め
をかけるとともに，活力あるまちづくりを推進するた
め，市内に住宅を取得する新婚・子育て世帯等に対し，
住宅取得費用として奨励金を支給する。

成果目標

申請者の件数
※平成31年度事業終了
予定，継続事業検討中

主な事業
内容

（H30年度）

市内に住宅を取得する新婚・子育て世帯等に対し，住宅
取得費用として奨励金を支給する。
 ・新築･建売住宅取得　500,000円
 ・中古住宅取得　250,000円

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

担当部署 水道課

事業名 水道配水管更新事業
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 52 総合戦略

3,148 千円

2,026 千円

（公共）総務費 総務管理費

公営企業会計へ移行

―

― 方針

ＮＯ． 53 総合戦略

57,212 千円

56,574 千円

総務費 総務管理費

250 件

300 件

350 件 方針

事業名 下水道事業公営企業法適用化推進事業
成果（実績）

担当部署 下水道課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 完了 0

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策4.住環境の向上 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 一般管理費

5.完了

課題・今後
の方向性

・施設等の老朽化に伴う施設・管
路等の更新費用や維持管理費の増
大が課題である。
・人口減少に伴う料金収入の減少
が懸念される。
・経営基盤の強化と経営管理（マ
ネジメント）の向上に努めてい
く。

事業名 システムクラウド化推進事業
成果（実績）

担当部署 総務課 事業区分 継続

事業目的

下水道事業の経営基盤の強化を図るため，地方公営企業
法の適用に向けた取り組みを推進する。

成果目標

地方公営企業法の適用
化

主な事業
内容

（H30年度）

公共下水道事業及び農業集落排水事業の平成31年４月１
日の法適化，公営企業会計への移行事務
・打ち切り決算
・予算科目及び勘定科目の設定，予算・財務帳票調製
・条例，規程，規則等の制定及び改廃
・会計システム導入　等

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 309 件

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.ICT（情報通信技術）活用の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 一般管理費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

より一層のマイナンバーカードの
普及に努めていく。

事業目的

住民情報・税情報・社会保障情報の適切な運用を行う。

成果目標

コンビニでの諸証明書
発行数

主な事業
内容

（H30年度）

・基幹業務系システムの運用管理
・番号制度関係システムの運用管理

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 54 総合戦略

389 千円

389 千円

総務費 総務管理費

240 人

240 人

240 人 方針

ＮＯ． 55 総合戦略

20,052 千円

18,897 千円

農業水産業費 農業費

420 頭

480 頭

500 頭 方針

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・成果目標を超える捕獲実績と
なった。
・今後捕獲隊等の高齢化及び人材
不足が懸念されるため，捕獲隊の
体制強化や被害防止対策支援の充
実を図っていく必要がある。

主な事業
内容

（H30年度）

・常陸大宮市有害鳥獣捕獲隊への有害鳥獣捕獲委託
・電気柵及びフェンス等の購入に対する助成金
・狩猟期間中におけるイノシシ捕獲に対する助成金
・狩猟免許取得に対する助成金
・イノシシ捕獲用箱わなの貸出し

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

成果（実績）

平成30年度 431 頭

2.現行どおり

予算科目 款 項 目 農業総務費

事業目的

有害鳥獣による農作物の被害を防止するため，有害鳥獣
捕獲を実施する。また，防護柵等の対策に市の助成金を
活用していただき，農作物被害の軽減に努める。 成果目標

有害鳥獣捕獲頭数
（イノシシ）

事業名 鳥獣害防止対策事業

担当部署 農林振興課

大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ －

政策名 政策3.豊かな自然と調和した環境にやさしいまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策6.自然環境の保全と活用 当該年度事業費決算額

事業名 セキュリティ研修事業
成果（実績）

担当部署 総務課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 244 人

政策名 政策2.社会基盤の整った快適なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.ICT（情報通信技術）活用の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 一般管理費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

研修内容を現況に合わせて更新
し，次の２年間で全職員が受講で
きるよう調整を行っていく。事業目的

最新の情報を用いたセキュリティ研修を行うことによ
り，市職員の知識の向上を図り，日々変化する情報漏洩
リスクに対応することにより，情報漏洩事故を未然に防
ぐ。

成果目標

セキュリティ研修受講
者数（年間）

主な事業
内容

（H30年度）

市職員向け情報セキュリティ研修（約240名）の実施
 ・全職員2年に1度受講

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

事業区分 継続

計画体系

大綱
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 56 総合戦略

4,900 千円

3,010 千円

衛生費 保健衛生費

70 件

70 件

70 件 方針

ＮＯ． 57 総合戦略

9,094 千円

7,733 千円

民生費 社会福祉費

2 箇所

2 箇所

2 箇所 方針

評価結果 3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

・住宅用太陽光発電の固定買取価格
が年々減少し，売電のみの太陽光発
電システムのメリットが少ない状況
である。
・今後は家庭用燃料電池や定置用リ
チウムイオン蓄電システムの導入増
加が見込まれるため，自立・分散型
エネルギー設備設置に対する補助の
新設など，現在の補助事業の見直し
を含め検討していく。

評価結果 1.期待通りの成果

事業名 地球温暖化防止対策事業
成果（実績）

担当部署 生活環境課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ―
平成30年度 43 件

政策名 政策3.豊かな自然と調和した環境にやさしいまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策7.地球環境・生活環境の保全と向上 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 環境保全費

事業目的

新エネルギーの活用による自然環境保全のため，住宅用太陽光
発電システムを設置する者に対して，その経費の一部を補助
し，環境への負荷の少ない生活を支援することにより地球温暖
化防止に寄与する。 成果目標

補助金交付件数

主な事業
内容

（H30年度）

・住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金
　の実施（太陽光発電システムを設置した者に対
　し1kw当たり25,000円，上限70,000円の補助金
　を交付）

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 防犯カメラ設置事業
成果（実績）

担当部署 安全まちづくり推進課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ
平成30年度 2 箇所

政策名 政策4.安全・安心な暮らしを守るまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策9.防犯・交通安全対策の充実 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 防犯対策費

事業目的

市民等を見守るとともに，身近で発生する街頭犯罪を未
然に防止することで，犯罪に対する抑止力を高め，安心
して安全に暮らせるまちづくりを推進するため防犯カメ
ラを設置する。

成果目標

防犯カメラ設置箇所

主な事業
内容

（H30年度）

市内の交差点等に防犯カメラを設置する。
 ・（1箇所:カメラ4台・レコーダー1台）×2箇所

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

関係機関等と調整し，今後も，防
犯カメラの設置や設置場所等につ
いて慎重に検討していく。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 58 総合戦略

2,366 千円

1,440 千円

総務費 総務管理費

190 人

280 人

280 人 方針

予算科目

担当部署 安全まちづくり推進課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱３．自然と調和した快適で安全なまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅢ

政策名 政策4.安全・安心な暮らしを守るまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策9.防犯・交通安全対策の充実

事業目的

高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため，高齢者
の運転免許証の自主返納を支援する。

成果目標

自主返納者等に対する
支援件数

主な事業
内容

（H30年度）

65歳以上で，平成29年４月１日以降運転免許証の自主返
納をした方に対し，路線バスＩＣカード乗車券（12,000
円分）・予約制乗合タクシー利用券12,000円分）・路線
バスＩＣカード乗車券（6,000円分）及び予約制乗合タク
シー利用券（6,000円分）のいずれかの支援品を交付す
る。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・継続申請（３年間）の案内等
は，新規受付時に説明・ＨＰ・広
報誌等でPRしているが，家族等で
の送迎等ができている可能性があ
り，25名程度となっている。
・引き続き制度等の説明・PR等を
行っていく。

款 項 目 交通安全対策費

事業名 高齢者運転免許証自主返納支援事業
成果（実績）

平成30年度 120 人

評価結果 3.期待した成果を下回った
当該年度事業費決算額
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大綱４

　　みんなでつくる協働のまち

- 38-



ＮＯ． 59 総合戦略

6,527 千円

5,150 千円

総務費 総務管理費

6 回

6 回

6 回 方針

ＮＯ． 60 総合戦略

20,175 千円

14,887 千円

総務費 総務管理費

12 回

12 回

12 回 方針

課題・今後
の方向性

・ミーティングを実施し各隊員毎の
活動内容の把握や相談，支援等を行
うことができた。
・今後は，新たな隊員が委嘱された
ことに伴い，活動内容を周知しなが
ら地域活性化を図り，隊員の定住・
定着に向けた支援を行っていく。

事業目的

都市住民を地域おこし協力隊として受入れ，地域おこし
活動の支援や農林漁業の応援，住民の生活支援などに従
事してもらい，併せて定住・定着を図りながら地域の活
性化を図る。

成果目標

活動計画や問題点の解
決に努めるミーティン
グ開催数

主な事業
内容

（H30年度）

・地域おこし協力隊員により地域の維持活性化事業に取
組む
・市内で起業する地域おこし協力隊に補助金を支給

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

予算科目 款 項 目 企画費

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ

常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

事業名 集落支援事業
成果（実績）

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 地域おこし協力隊事業
成果（実績）

平成30年度

平成31年度

平成30年度

施策名 施策1.地域コミュニティ活動の充実 当該年度事業費決算額

6 回

2.概ね期待通りの成果

・市内の集落支援員同士の情報交
換は，継続的に図られている。
・今後は，高齢化率の上昇に伴
い，地域が求める継続的な支援活
動について，多面的な視点での再
考が課題となる。

政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ

11 回
政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.地域コミュニティ活動の充実 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

平成30年度

事業目的

人口減少と高齢化の進む集落（30地区）の現状と課題，
要望等について把握するとともに，集落の維持・活性化
に資する方策などを構築する。 成果目標

集落支援員の情報交換
会の開催数

主な事業
内容

（H30年度）

・人口減少及び高齢化の進行する集落の維持・活性化のために
地域担当集落支援員を配置
・地域担当集落支援員への巡回訪問により現状や課題を把握
・調整担当集落支援員を配置し，地域担当集落支援への助言及
び地域間の調整
・農家民泊体験事業の推進

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

予算科目 款 項 目 企画費
評価結果

課題・今後
の方向性

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 61 総合戦略

741 千円

620 千円

総務費 総務管理費

7 件

8 件

5 件 方針

ＮＯ． 62 総合戦略

0 千円

0 千円

総務費 総務管理費

40 ％

50 ％

50 ％ 方針

3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

・大使本人からの寄稿は引き続き
呼びかけるとともに，市で把握し
た大使の活動状況についても広報
を行っていく。
・ＰＲに効果的に利用して貰える
よう，名刺のデザインや印刷数量
について配慮を行う。

事業名 移動市長室実施事業
成果（実績）

平成30年度 50 ％

評価結果 2.概ね期待通りの成果

事業名 常陸大宮大使事業
成果（実績）

担当部署 秘書広聴課 事業区分 継続

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業目的

本市の魅力や情報を全国に発信し，本市の知名度を高め
ること及びまちづくりに役立つ意見，情報等の提供を受
け，産業・文化の振興及び観光客等の増加を図る。 成果目標

大使関連記事の広報
誌・HP等への掲載件数

主な事業
内容

（H30年度）

・新規大使の選考
・大使の情報発信事業として，市広報誌への寄稿，ＨＰ
への活動状況投稿などの推進
・大使へ西の内紙の名刺を送付
・大使へ市の特産品を紹介

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 一般管理費
評価結果

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 5 件

政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.市民と行政による協働の推進 当該年度事業費決算額

担当部署 秘書広聴課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ―

政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.市民と行政による協働の推進 当該年度事業費決算額

予算科目 款 項 目 一般管理費

事業目的

地域振興やまちづくりへの提言・要望等市政全般につい
て，地域ごとに生の声を聞き，市政に反映させる。

成果目標

移動市長室での提言・
要望から市政に反映さ
せた割合

主な事業
内容

（H30年度）

・開催時期や場所等の日程調整及び広報誌での市民への周知，
参加申し込みの受付
・市内６会場（大宮地域２箇所，山方・美和・緒川・御前山各
地域１箇所）にて開設
・市民からの提言・要望等の集約と市政への反映
・若い世代(高校生など）を対象とした移動市長室の実施等の検
討

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・初めて高校へ出向いて移動市長室
を開催し，若い世代の意見等を聞く
ことができたが，施設の建設やＳＮ
Ｓの活用など内容に偏りがみられ
た。
・今後は，これまでと異なる年代
（子育て世代等）を対象とした開催
を検討する。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 63 総合戦略

173 千円

96 千円

総務費 総務管理費

80 回

85 回

85 回 方針

ＮＯ． 64 総合戦略

1,979 千円

1,564 千円

総務費 総務管理費

180 人

180 人

120 人 方針

事業名 常陸大宮市人財ネットワーク推進事業
成果（実績）

担当部署 市民協働課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 322 回

政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.市民と行政による協働の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・人気講座（そば打ち教室など）
があり開催数が大幅に増加した。
・ひたまる先生会を多くの市民に
活用してもらうため，引き続き
ワークショップの開催や広報活動
に尽力する。

事業名 地域間交流事業
成果（実績）

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

事業目的

自らの経験により培った知識や技術など豊富な企画力を持った方を「ひ
たまる先生」として登録し、〝協働の担い手”として市民の教養を高
め、あらゆる分野で活躍できる人材を育成する〝ひとづくり”と、育成
を通し市民一人ひとりの力を活かした地域社会づくり〝まちづくり”に
貢献することを目的とする。

成果目標

講座等の開催数

主な事業
内容

（H30年度）

・「聞き方」講座，ニュースポーツ，読み聞かせ，フラ
ワーアレンジメント教室，和太鼓講座等の開催

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ
平成30年度 188 人

政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.友好都市交流・地域間交流の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

概ね期待どおりの成果があったこ
とから，今後も，現行どおり継続
していく。事業目的

他地域との交流を通して，互いの文化の交流，産業の振
興及び経済の発展に結びつける。

成果目標

交流事業の参加人数
（体験ツアー，交流事
業）

主な事業
内容

（H30年度）

・豊島区との交流事業の実施
　 物産展等への参加，体験ツアー等の実施
・日野市との交流事業の実施
　 スポーツ交流の実施（受入，訪問）

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 65 総合戦略

2,749 千円

2,073 千円

総務費 総務管理費

1 件

― 件

― 件 方針

ＮＯ． 66 総合戦略

1,130 千円

908 千円

総務費 総務管理費

12 人

―

― 方針

12 人
政策名 1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 3.友好都市交流・地域間交流の推進 当該年度事業費決算額

生涯学習課 事業区分 新規

プロジェクトⅠ

主な事業
内容

（H30年度）

大宮小学校の児童が夏休みの期間を利用して，友好都市
の秋田県大館市を訪問し，２泊３日の友好交流会等を実
施する。
※交互交流のため，平成31年度以降の内容については，
大館市と調整する

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

夏休みの交流時期において，「ふ
れあいの船」に参加の小学６年生
児童がいるため，交流日程の調整
が難しい状況であったことから，
今後，交流時期については検討を
行う必要がある。

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

平成27年度に友好都市協定を締結した秋田県大館市と小
学生同士の交流を推進する。

成果目標

交流事業参加者数

計画体系

大綱 4.みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
平成30年度

事業名 友好都市交流事業
成果（実績）

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ
平成30年度 2 件

政策名 政策1.市民の多様な活動を推進するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.友好都市交流・地域間交流の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・２品目の試作品の製作を完了し
た。
・今後は，試験販売等を行い商品
化を推進していきたい。

事業目的

友好協定を締結している「秋田県大館市」と，両市が持つ伝統
的な産業や文化・地域資源等を活かした多面的な交流や連携を
推進することで，地場産業の活性化や交流人口の拡大，それに
伴う市内外への当市の魅力発信を図る。

成果目標

新たな特産品の開発品
目数

主な事業
内容

（H30年度）

・常陸大宮市･大館市友好都市推進協議会事業への負担金
の交付
・ふるさと納税感謝祭等への協働出展

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

事業名 友好都市教育交流事業（生涯学習Ｇ）
成果（実績）

担当課
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 67 総合戦略

30,574 千円

30,019 千円

教育費 教育総務費

80 人

80 人

80 人 方針

ＮＯ． 68 総合戦略

22,410 千円

20,299 千円

総務費 総務管理費

300 人

500 人

700 人 方針

事業名 中学生海外研修事業
成果（実績）

担当部署 学校教育課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅠ
平成30年度 78 人

政策名 政策2.夢と希望に満ちたまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.国際化への対応 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 事務局費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

生徒数が減少していることから，
今後は，学校と連携し積極的に周
知を行っていく必要がある。

事業名 東京オリンピック・パラリンピック推進事業
成果（実績）

担当部署 企画政策課 事業区分 継続

事業目的

国際性豊かな人材育成を目指し,市内中学校に在学している３学
年の生徒を対象に海外研修を実施し,外国での生活体験を通して
語学力の向上を図るとともに,歴史や文化,自然に触れることや
人々との交流から友好親善と国際的な視野を広め国際感覚を養
う。

成果目標

中学生海外研修参加者

主な事業
内容

（H30年度）

・事前研修の開催　４回
・結団式の実施
・オーストラリアへのホームステイ　８日間
・事後研修の開催　１回
・各学校での報告会の実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 352 人

政策名 政策2.夢と希望に満ちたまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策6.東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

1.拡充

課題・今後
の方向性

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の1年前を迎える
ことから，大会の成功に向けて市
全体の機運醸成を図るため，庁内
連携を強化し，市民等の参画を促
進しながら，大会終了後のレガ
シーの創出に繋げていく。

事業目的

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け，
パラオ共和国の事前キャンプを受け入れるとともに，ホストタ
ウン交流計画に基づき，国際交流の推進やオリンピックに対す
る意識高揚を図ることで，スポーツの振興と市の活性化を図
る。

成果目標

オリンピアン・パラリ
ンピアンとの交流事業
の参加者数

主な事業
内容

（H30年度）

・事前キャンプの受入
・トップセールスによるパラオ共和国との意見交換や交渉等
・市内外イベントに出展してのホストタウンＰＲの実施
・オリンピアン・パラリンピアン講演会及びスポーツ教室等の
開催
・パラオフェアの開催

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 69 総合戦略

5,373 千円

2,506 千円

総務費 総務管理費

230,000 件

230,000 件

240,000 件 方針

ＮＯ． 70 総合戦略

128,019 千円

49,016 千円

総務費 総務管理費

128,000 千円

128,000 千円

128,000 千円 方針

事業名 情報収集発信事業
成果（実績）

担当部署 秘書広聴課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 311,274 件

政策名 政策3.戦略的な視点に立った持続可能なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策7.効率的・効果的な行政経営の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

アクセス件数の増加については，
市・県外に向けた市ＰＲの取組や，
市インスタグラム開設による効果と
推察できるが，アクセス数の推移が
不安定（H28:272,007件／
H29:206,232件／H30:311,274件）で
あることから，引き続き現行どおり
取り組んでいきたい。

事業名 ふるさと応援基金事業
成果（実績）

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

事業目的

常陸大宮市の様々な魅力や情報を収集し，その魅力をより多く
の人に効果的に伝えるため情報発信の基盤を整えるとともに，
市民や市外の応援者による情報の収集・発信の流れをつくる。
また，都内でのＰＲを実施し，市のＰＲ動画を新たに制作する
とともに，新聞広告による市情報等の周知を図る。

成果目標

市ホームページのアク
セス件数

主な事業
内容

（H30年度）

・シティプロモーション推進のための情報収集発信会議設置
・都内での市ＰＲ実施
・ＰＲ動画の作成
・新聞広告へのPR記事等の掲載

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 4,831 千円

政策名 政策3.戦略的な視点に立った持続可能なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策7.効率的・効果的な行政経営の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 企画費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・総務省通知等の影響で寄附額が
減少した。
・今後は，国の動向等を踏まえな
がら，引き続き制度のPRに努めて
いく。

事業目的

常陸大宮市の魅力を広く全国に発信することで，市を応援しよ
うとする個人又は団体から寄せられた寄附金をそれぞれの思い
を実現するための事業の財源として充てることにより，寄附者
と共に魅力あるふるさとづくりを推進する。

成果目標

ふるさと応援寄附金額

主な事業
内容

（H30年度）

・ふるさと応援寄附金の受入
・ふるさと応援基金の管理
・ふるさと応援寄附制度の運用状況の公表
・ふるさと応援寄附制度のＰＲ活動

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 71 総合戦略

184 千円

189 千円

総務費 総務管理費

2 件

2 件

2 件 方針

事業名 茨城大学地域連携推進事業
成果（実績）

担当部署 市民協働課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱４．みんなでつくる協働のまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ
平成30年度 2 件

政策名 政策3.戦略的な視点に立った持続可能なまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策8.多角的な連携の推進 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

市民大学講座を市民により活用し
てもらえるよう，内容の質を高め
ながら，積極的な周知を行い，受
講者の増加を図っていく。

事業目的

常陸大宮市と国立大学法人茨城大学が人的・物的資源の
活用において連携協力し，地域の発展と人材の育成を図
る。 成果目標

市民大学講座の開催件
数

主な事業
内容

（H30年度）

・市民大学講座の開催
・まちづくりネットワーク会議の開催
・茨苑祭への出展参加
・集中講義の実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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大綱５

　　魅力ある資源を生かした活力

　　と誇りあふれるまち
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ＮＯ． 72 総合戦略

5,345 千円

4,595 千円

農林水産業費 農業費

50 品目

50 品目

50 品目 方針

ＮＯ． 73 総合戦略

5,162 千円

4,165 千円

商工費 商工費

445,000 人

450,000 人

500,000 人 方針

常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・広報及びホームページ等にて特産品
認証制度を広報し公募を行ったが，目
標件数まで達しなかった。
・引き続き周知を行いつつ，今後は特
産品を発掘し生産者等に事業説明を行
い当制度の理解を得ていきたい。
・将来的には更なる地域ブランド化の
推進に向けた方策についても検討して
いく。

評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・道の駅常陸大宮をシティセールス
の交流拠点として市産品のPRを行っ
てきたが，市内の道の駅・物産セン
ター等を含めた事業展開が望まれ
る。
・第３セクター等の自主的な運営を
推進するなど今後の実施方法につい
て検討していく必要がある。

当該年度概算事業費

・市内農産物，加工品等の地域ブランドの確立に向け，
常陸大宮さん特産品認証制度を継続し品目の拡大を図
る。
・地域ブランド・６次産業化推進協議会を中心として，
市内６次産業化の推進方策等について検討していく。

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

施策名

予算科目 款 項 目 商工費

事業目的

常陸大宮市内で生産・製造された農畜産物や加工品，特産品等
を広く常陸大宮市内外にＰＲしていくため，交流拠点である道
の駅常陸大宮「かわプラザ」等において「ひたマルシェ」を開
催し，観光誘客に結び付け，農業・製造業・商業の活性化に寄
与する。

成果目標

道の駅常陸大宮の「物
販部門」における年間
レジ通過者数

主な事業
内容

（H30年度）

・「ひたマルシェ」として，市産品ＰＲのための各種フェア等
を，市の情報発信拠点である道の駅常陸大宮等に委託して実施
・市外ＰＲイベントの開催
・ひたマルシェ交流事業推進協議会の開催

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 1.拡充

事業名 ひたマルシェ交流事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 361,829 人

政策名 政策1.誇りあふれる新たな産業を創出するまちづくり

施策1.誇れるものづくりの推進 当該年度事業費決算額

事業名

款 項 目 農業振興費

事業目的

豊かな自然と高い技術のもとに生産される市内の農林畜
水産物及び加工品等の地域ブランド化を推進することに
より，市産品の生産・販売拡大を図るとともに，生産者
の所得向上に向けた６次産業化を推進する。

成果目標

常陸大宮さん特産品認
証品目数

主な事業
内容

（H30年度）

地域ブランド・６次産業化推進事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 48 品目

政策名 政策1.誇りあふれる新たな産業を創出するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策1.誇れるものづくりの推進 当該年度事業費決算額

予算科目
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 74 総合戦略

5,431 千円

3,075 千円

商工費 商工費

19 件

19 件

19 件 方針

ＮＯ． 75 総合戦略

24,008 千円

22,450 千円

商工費 商工費

1 件

1 件

1 件 方針

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度

事業名 起業サポート事業
成果（実績）

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

２ 件
政策名 政策1.誇りあふれる新たな産業を創出するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.新たな産業の誘致・育成 当該年度事業費決算額
評価結果

事業目的

市と創業支援事業者である商工会，市内金融機関等の連
携により，本市において起業を支援する体制を整え，創
業希望者への各種支援を行うことにより，起業の促進及
び雇用の創出を図る。

成果目標

創業者数

主な事業
内容

（H30年度）

・ワンストップ相談窓口の設置
・創業支援セミナー開催
・創業支援事業費補助金の交付

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 商工費
3.期待した成果を下回った

課題・今後
の方向性

・創業(起業)への関心が上向くよ
う，引き続き各種支援等のPRを積
極的に行うとともに，創業等へ向
けてのサポートを徹底していく。
・創業事業計画の更新や継続をす
る際，事業内容や成果目標等につ
いて見直しを行う。

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業名 企業誘致推進事業
成果（実績）

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

３ 件
政策名 政策1.誇りあふれる新たな産業を創出するまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策2.新たな産業の誘致・育成 当該年度事業費決算額

事業目的

企業誘致を積極的に推進し，雇用の安定と自主財源の確
保に努める。

成果目標

企業誘致・立地数

主な事業
内容

（H30年度）

当市の立地環境を活かし，市独自の奨励金制度「常陸大
宮市企業立地奨励金交付制度」，「常陸大宮市雇用奨励
金交付制度」を活用した，県内外の地域との差別化によ
る積極的な企業誘致を推進する。

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 商工費
評価結果 1.期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・水戸北部中核工業団地におい
て，操業していない企業所有地の
土地取引を活発化するため，情報
提供・紹介等を行った。
・景気に左右されやすい傾向にあ
るので，持続的な企業誘致活動が
必要である。

平成32（令和2）年度 2.現行どおり
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 76 総合戦略

46,894 千円

45,410 千円

商工費 商工費

1,550 千人

1,600 千人

1,650 千人 方針

ＮＯ． 77 総合戦略

2,512 千円

2,628 千円

商工費 商工費

900 人

1,000 人

1,310 人 方針

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度

事業名 観光振興事業
成果（実績）

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

1,438 千人
政策名 政策2.交流とにぎわいを創出する魅力あるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.魅力ある観光の振興 当該年度事業費決算額

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

事業目的

本市の誇りである自然的・歴史的資源を保全，活用し，農業や
商業との連携を図りながら新たな観光資源を創出するととも
に，地域の暮らしやコミュニティに支えられた活力ある観光の
振興を図る。

成果目標

観光入込客数

主な事業
内容

（H30年度）

・観光情報の提供や観光キャンペーン，観光宣伝印刷物等の作
成等による各種観光客誘致宣伝活動
・イベント実施団体等へのイベント開催経費の一部補助
・広域観光団体に参画する圏域自治体や他都市との連携
・観光振興基本計画の策定（策定委員会の開催，ニーズ調査
等）

平成30年度

平成31年度

予算科目 款 項 目 観光費
評価結果 2.概ね期待通りの成果

課題・今後
の方向性

・温泉温浴施設は，道路工事によ
る休館，イベント等においては，
天候不良により入込客数が延びな
かった。
・常陸大宮市観光基本計画の策定
（2019年度）にあたり，観光交流
人口の増加に向けた施策について
検討をしていく。

事業名 地域振興事業
成果（実績）

担当部署 地域創生部(各支所) 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅡ
平成30年度 1,914 人

政策名 政策2.交流とにぎわいを創出する魅力あるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.魅力ある観光の振興 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 観光費

事業目的

地域の特性や資源を活かしたイベント等の開催や環境整
備をすることにより，交流と賑わいの創出を図り，地域
活性化を推進する。 成果目標

イベント参加者数

主な事業
内容

（H30年度）

・山方宿スタンプラリー(浪漫文化街並みづくり事業)

・美和地域歴史文化探索ツアー(浪漫文化街並みづくり事業)

・おがわハイキングコース整備
・緒川地域里山スタンプラリー開催事業
・長倉城跡遊歩道整備(浪漫文化街並みづくり事業)

・御前山ダム自然満喫体験

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

各事業・イベントへの参加者の増
加に向け，引き続きPR方法や事業
内容の改善に取り組んでいく。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 78 総合戦略

21,386 千円

26,031 千円

総務費 総務管理費

－

－

－ 方針

ＮＯ． 79 総合戦略

2,314 千円

2,280 千円

商工費 商工費

5 人

5 人

5 人 方針

政策名 2.交流とにぎわいを創出する魅力あるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 3.魅力ある観光の振興 当該年度事業費決算額

主な事業
内容

（H30年度）

・御前山ダム周辺整備工事測量設計業務委託
・御前山ダム駐車場整備工事
・御前山ダム看板設置

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

評価結果 ―

課題・今後
の方向性

・ダムを一望できる展望スペース
付き駐車場の整備が完了した。
・今後はダム堤体への進入を可能
にするための安全柵整備等を行っ
ていく。
・市内外からの見学者の増加に向
けた積極的な周知が必要である。

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

御前山ダム周辺整備として，ダム見学者の駐車場を整備
する他，ダム堤体部へ進入するための安全柵を設け，湖
面や山並みを観賞できる施設整備を図ることで，観光資
源の発掘に取り組む。

成果目標

新たな観光資源の発掘

事業名 御前山・那珂川観光強化事業
成果（実績）

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

事業名 御前山ダム周辺整備事業
成果（実績）

担当課 地域創生課 事業区分 新規

計画体系

大綱 5.魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
平成30年度 －

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅤ
平成30年度 6 人

政策名 政策2.交流とにぎわいを創出する魅力あるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策3.魅力ある観光の振興 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 観光費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・地域案内人としての活動も開始
され観光案内所へ訪れた観光客の
評判も良かった。
・養成講座を引き続き開催するな
ど，案内人の充実を図っていく必
要がある。

事業目的

御前山及び那珂川の広域利用促進を目的とし，常陸大宮
市と城里町が連携し，地域間の交流拡大と広域観光の推
進に関する事業を行うことにより交流人口の拡大を図
り，地域の活性化と産業の推進に寄与する。

成果目標

認定制度により認定さ
れた「地域案内人」

主な事業
内容

（H30年度）

・御前山・那珂川観光DMO設立のためのワークショップ
・地域案内人（観光ガイド）育成事業
・観光ツアーの実施
・御前山トレイルラン
・那珂川カヌーフェス

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 80 総合戦略

3,500 千円

2,500 千円

農林水産業費 農業費

2 品

3 品

5 品 方針

ＮＯ． 81 総合戦略

1,000 千円

750 千円

農業水産業費 農業費

4 件

5 件

5 件 方針

事業名 農村集落活性化支援事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 3 品

政策名 政策3.活力ある農林業等の推進によるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.活力ある農業の振興 当該年度事業費決算額
評価結果 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 農業振興費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・エゴマを活用した商品開発で
は、新たに気軽にお試しできる
「エゴマ油ミニボトル」の販売を
開始し、エゴマ油、エゴマパウ
ダーを含め累計３品となった。
・タケノコ加工品については、メ
ンマ等の試作研究を商品化に向け
て継続していく。

事業名 未来を創る農業支援事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

事業目的

地域の抱える課題解決に向けて地域資源を有効に活用し
ながら，農業振興を核に地域内の連携強化を促し，道の
駅「かわプラザ」を中心とした地域活動の活性化を図
る。

成果目標

エゴマ・タケノコ等の
地域資源を活用した特
産品等の開発品目数

主な事業
内容

（H30年度）

・大賀地域活性化協議会において，道の駅常陸大宮「か
わプラザ」の周辺地域をモデルとした，エゴマやタケノ
コ等の地域資源を活用した６次産業化･特産品開発や農産
物出荷体制強化に向けた取り組みの実施
・茨城大学の学生と連携した交流イベント等の展開

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 2 件

政策名 政策3.活力ある農林業等の推進によるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.活力ある農業の振興 当該年度事業費決算額
評価結果 3.期待した成果を下回った

予算科目 款 項 目 農業振興費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

今後は，より多くの農業者等を支
援するため，関係機関等への広報
活動にも力を入れていく。事業目的

 本市の農業を活性化し，将来に向けて安全で安心な農林
畜産物及び加工品の生産・流通・供給体制の確立と意欲
ある農業者の確保・育成を図るため，農業者等が行う積
極的な取組を支援する。

成果目標

助成対象数

主な事業
内容

（H30年度）

・新規作物等導入事業（JA常陸ねぎ部会，JA常陸なす部
会）の取組支援

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 82 総合戦略

15,212 千円

10,623 千円

農業水産業費 農業費

3 名

4 名

4 名 方針

ＮＯ． 83 総合戦略

994 千円

431 千円

農林水産業費 農業費

3 件

4 件

4 件 方針

事業名 農業人材力強化総合支援事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 1 名

政策名 政策3.活力ある農林業等の推進によるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.活力ある農業の振興 当該年度事業費決算額
評価結果

4.期待された成果があがっていな
い予算科目 款 項 目 農業振興費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

さらなる新規就農者の確保と育成
を図るため，関係機関との連携を
より強化していく。

事業名 エコ農業推進事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

事業目的

持続可能な力強い農業を実現するために，次世代を担う
農業者となることを志向する者に対して，経営確立に資
する資金を交付し，市内の農政新時代に必要な人材力の
確保・育成を図る。

成果目標

新規就農者数

主な事業
内容

（H30年度）

・継続対象者及び新規交付対象者に対して資金の交付
・年2回交付対象者より提出される就農状況報告に対し，
面接等による確認・フォローアップの実施

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 1 件

政策名 政策3.活力ある農林業等の推進によるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策5.活力ある農業の振興 当該年度事業費決算額
評価結果

4.期待された成果があがっていな
い予算科目 款 項 目 農業振興費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・要件化されたGAPについては，
関係機関と連携し取組団体に指導
できた。
・引き続き，制度の周知を行って
いくとともに，関係機関と連携し
取組団体等への指導を行ってい
く。

事業目的

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発
揮を図るために，農業を継続できる環境を整え農業が本
来有する自然循環機能を維持・増進し，環境保全に効果
の高い営農活動に対し支援を行う。

成果目標

環境保全型農業直接支
払交付金助成対象数

主な事業
内容

（H30年度）

・環境保全型農業直接支払交付金事業
・農業用塩化ビニール・ポリエチレン収集処理に対する
負担金の交付

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画(平成30年度～32（令和2）年度）実績・評価

ＮＯ． 84 総合戦略

12,376 千円

12,294 千円

農林水産業費 林業費

1,020 t

1,020 t

1,020 t 方針

ＮＯ． 85 総合戦略

12,120 千円

9,120 千円

農林水産業費 林業費

24 棟

24 棟

24 棟 方針

事業名 バイオマス利活用促進事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 950 t

政策名 政策3.活力ある農林業等の推進によるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策6.地域の特色を生かした林業等の振興 当該年度事業費決算額
評価結果 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 林業総務費

2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・木質バイオマスチップボイラー
の運用方法を見直し，夜間運転等
を実施した結果，チップ燃料供給
量が増加した。
・森林資源の有効利用，森林整
備，化石燃料削減による地球温暖
化防止に効果があるため，事業を
継続していく。

事業名 木造住宅建設助成金交付事業
成果（実績）

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

事業目的

未利用間伐材等の森林資源を木質バイオマスチップ燃料
とし，市営温泉温浴施設に供給し燃料利用する。

成果目標

チップ燃料供給量

主な事業
内容

（H30年度）

・木質バイオマスチップ製造施設管理運営
・市内温泉温浴施設（ささの湯・三太の湯・四季彩館）
へのチップ供給

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度

計画体系

大綱 大綱５．魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 政策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクトⅣ
平成30年度 18 棟

政策名 政策3.活力ある農林業等の推進によるまちづくり 当該年度概算事業費

施策名 施策6.地域の特色を生かした林業等の振興 当該年度事業費決算額

評価結果 3.期待した成果を下回った
予算科目 款 項 目 林業振興費

事業目的

市産材を使用した住宅の建設を推進することにより，林
業の振興と地域産業の育成を図る。

成果目標

木造住宅建築に対する
助成棟数

主な事業
内容

（H30年度）

市内において自らが居住する新築住宅を市内の建築業者
によって建築する者に対し，助成金を交付
・助成内容
　5㎥以上市産材使用で，木材1㎥につき40,000円を助成
(600,000円限度)

平成30年度

平成31年度

平成32（令和2）年度 2.現行どおり

課題・今後
の方向性

・林業の振興や地域産業の育成の
ため，今後も事業の継続が必要で
ある。
・より多くの方に制度を利用して
もらうため，広報・PR活動を実施
していく。

- 53-




