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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（令和３２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

主な事業内容には，令和元年度に実施する事業の主な内容を記載しています。

　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，令和元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。

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（本計画は令和元年度から令和３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。

　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。
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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

2,346 千円

124 千円

民生費 社会福祉費

100 人

100 人

－ 方針

成果（実績）・評価結果等について
【令和２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，令和２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令和２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，所管課の方針を以下から選定してください。

　      １．拡充　　２．現行どおり　　３．見直し　　４．縮小　　５．休止・廃止　　６．完了　　７．統合

見方 常陸大宮市総合計画　重点事業計画(令和元年度～令和３年度）実績・評価 

事業名 元気ひたちおおみや結婚応援事業

担当部署 こども課（※定住推進課）※令和３年度担当部署 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 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 社会福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

※（例）：【成果目標】結婚相談者，成果目標100人，令和元年度実績57人，57/100 ＝ 57%　→　３.期待した成果を下回っている

成果（実績）

計画体系
令和2年度 57 人

評価結果 ３．期待した成果を下回っている

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルスの影響により
イベント等が予定どおり実施できな
かった。
・令和３年度からは直営でイベント
等を実施するよう見直しを図る。

主な事業
内容

（R2年度）

結婚応援サポーターを配置し，各種相談応援事業を実施する。
　・結婚に関する相談活動
　・結婚に関する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
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大綱１

　　未来を拓き，自分らしく輝く

　　ひとを育むまち
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ＮＯ． 1 総合戦略

2,346 千円

124 千円 評価結果

民生費 社会福祉費

100 人

100 人

－ 方針

ＮＯ． 2 総合戦略

12,600 千円

3,830 千円 評価結果

総務費 総務管理費

40 人

40 人

－ 方針

常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

事業名 元気ひたちおおみや結婚応援事業

担当部署 こども課（定住推進課） 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 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 ３．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

事業名 新婚家庭家賃助成金交付事業

担当部署 都市計画課（定住推進課） 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 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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 諸費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

成果（実績）

計画体系
令和2年度 57 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルスの影響によ
りイベント等が予定どおり実施で
きなかった。
・令和３年度からは直営でイベン
ト等を実施するよう見直しを図
る。

主な事業
内容

（R2年度）

結婚応援サポーターを配置し，各種相談応援事業を実施す
る。
　・結婚に関する相談活動
　・結婚に関する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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 15 人

課題・今後の
方向性

・新婚家庭対象者の民間賃貸住宅
入居が少なかったと考えられる。
・関連部署と連携のうえ周知活動
の強化に努めていく。

主な事業
内容

（R2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（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 3 総合戦略

2,753 千円

1,894 千円 評価結果

民生費 社会福祉費

90 組

90 組

－ 方針

ＮＯ． 4 総合戦略

9,816 千円

8,110 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

240 件

240 件

－ 方針

事業名 結婚祝い金支給事業

担当部署 こども課（定住推進課） 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 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 ３．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

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）

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

事業名 出産祝い金支給事業

担当部署 こども課 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 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 3.期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 63 組

課題・今後の
方向性

・結婚祝い金の支給対象者が少な
かったと考えられる。
・関連部署と連携のうえ周知活動
の強化に努めていくとともに，制
度の必要性についても検討する必
要がある。

主な事業
内容

（R2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。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 158 件

課題・今後の
方向性

・出生数が昨年と比べほぼ横ばい
となっている。
・出生数の増加は全庁的に取り組
む必要がある。

主な事業
内容

（R2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　　　　　 30,000円
・第2子　　　　　 50,000円
・第3子           70,000円
・第4子          100,000円
・第5子以降      200,000円
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 5 総合戦略

2,800 千円

2,296 千円 評価結果

衛生費 保健衛生費

5 件

5 件

－ 方針

ＮＯ． 6 総合戦略

251 千円

192 千円 評価結果

衛生費 保健衛生費

30 ％

30 ％

－ 方針

事業名 特定不妊治療費助成事業

担当部署 健康推進課 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 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 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３.見直し

事業名 マタニティサポート事業

担当部署 健康推進課 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 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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 6 件

課題・今後の
方向性

・令和3年度については国の所得
制限の撤廃や助成回数の緩和の動
向により全額助成へ拡充したが，
令和4年度に保険適用となること
から，不妊治療助成事業の見直し
が必要となる。
・今後も経済的負担の軽減は必要
と考える。主な事業

内容
（R2年度）

・不妊治療費助成 23人（上限10万円）
　　　　　　　　 ８人（上限5万円）
・男性不妊治療費助成　 1人（10万円）

成果（実績）

計画体系
令和2年度 25.4 ％

課題・今後の
方向性

・親子（母子）健康手帳交付時や
マタニティ教室の勧奨通知にあわ
せて，妊婦歯科健診の勧奨を行
う。
・マタニティ・子育てタクシー助
成についても，親子（母子）健康
手帳交付時や赤ちゃん訪問等に周
知していく。

主な事業
内容

（R2年度）

・妊婦歯科健康診査の助成
・マタニティ・子育てタクシー助成
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 7 総合戦略

192 千円

0 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

5 人

6 人

－ 方針

ＮＯ． 8 総合戦略

35,222 千円

37,336 千円 評価結果

民生費 保健福祉費

7,000 人

7,000 人

－ 方針

事業名 児童預かりプロジェクト事業

担当部署 こども課 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 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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 子育て支援センター事業

担当部署 こども課 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 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 3.期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 保健福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 4 人

課題・今後の
方向性

・本事業について，引き続き事業
の周知，利用案内等を行い，事業
登録者数増を図る。

主な事業
内容

（R2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。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 5,222 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響により，4･5月に施設の閉所が
あったため，利用者が減少した。
利用者の年齢に合わせた講座等，
内容の見直しが必要。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 9 総合戦略

96 千円

3,122 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

4 回

4 回

－ 方針

ＮＯ． 10 総合戦略

143,367 千円

141,072 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

440 人

440 人

－ 方針

事業名 赤ちゃんの駅運営事業

担当部署 こども課 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 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 1.期待した通りの成果

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

赤ちゃんの駅関連記事
の広報紙・HPへの掲載
件数

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 放課後児童健全育成事業

担当部署 こども課 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 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 1．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

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

登録児童数

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 9 回

課題・今後の
方向性

・本庁に完全個室型赤ちゃんの駅
を設置し，広報等で周知を行っ
た。
・利用者の意見を参考にしなが
ら，利用しやすい環境づくりを心
掛けていきたい。

主な事業
内容

（R2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
・赤ちゃんの駅の周知・啓発

成果（実績）

計画体系
令和2年度 460 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症対策
として，密や対面での活動をいか
に避けるかが課題。
・また，受入学年の拡充も課題と
なっている。

主な事業
内容

（R2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：6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,　野上保育園
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 11 総合戦略

4,407 千円

3,715 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

270 人

270 人

－ 方針

ＮＯ． 12 総合戦略

1,927 千円

2,695 千円 評価結果

民生費 社会福祉費

1,000 回

1,000 回

－ 方針

事業名 乳児育児用品購入助成事業

担当部署 こども課 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 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 3.期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 子育て包括支援センター事業（基本型）

担当課 こども課 事業区分 継続

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 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 3.期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 社会福祉総務費

事業目的

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ワンストップ拠点で行うこ
とにより，妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を目指
す。

成果目標

相談(活動）数

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 170 件

課題・今後の
方向性

・出生数減に伴い，目標の件数よ
り大きく下回っている。
・令和3年度から助成券の助成対
象品目を増やし，助成券の利便性
向上に務めた。今後も制度の見直
しを行ながら子育て支援の充実を
図っていく。

主な事業
内容

（R2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。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 603 回

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響から，施設の巡回等が中止と
なった。
・メールでの相談件数が少ないた
め，ホームページ等での周知がさ
らに必要。

主な事業
内容

（R2年度）

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
する相談対応，保育所入所や園の情報提供を行う。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 13 総合戦略

4,503 千円

3,590 千円 評価結果

衛生費 保健衛生費

100 ％

100 ％

－ 方針

ＮＯ． 14 総合戦略

43,324 千円

43,324 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

- 人

- 人

- 人 方針

事業名 子育て包括支援センター事業（母子保健型）

担当課 健康推進課 事業区分 継続

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 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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費

事業目的

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ワンストップ拠点で行うこ
とにより，妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を目指
す。

成果目標

妊娠後期における相談
率

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 保育所保育料負担軽減事業

担当部署 こども課 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 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 1．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

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 －

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 97.2 %

課題・今後の
方向性

・妊娠期から子育て期まで切れ目
ない支援のため，妊産婦に寄り添
い状況の変化に応じた支援ができ
るよう，産科医療機関等関連機関
との連携を図っていく必要があ
る。

主な事業
内容

（R2年度）

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。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 401 人

課題・今後の
方向性

・国基準負担額の3～5割程度に減
額する見直し行い，令和3年度か
らの負担軽減を図った。
・今後は他市町村の動向を注視し
研究していく。

主な事業
内容

（R2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。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 15 総合戦略

149 千円

132 千円 評価結果

民生費 児童福祉費

300 人

300 人

－ 方針

ＮＯ． 16 総合戦略

4,757 千円

4,614 千円 評価結果

教育費 教育総務費

100 ％

－

－ 方針

事業名 子育て支援サイト「ハッピー子育て」運営事業

担当部署 こども課 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 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 4.期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 児童福祉総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３.見直し

事業名 常陸大宮っ子学力アップ推進事業

担当部署 学校教育課 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 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2.教育の充実 当該年度事業費決算額 １．期待どおりの成果

予算科目 款 項 目 事務局費

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

令和２年度

令和３年度

ー ６．完了

成果（実績）

計画体系
令和2年度 102 件

課題・今後の
方向性

・利用数増のために，子育てサイ
トや市ホームページ・アプリ等に
よる周知を積極的に行っていく。
・アプリの内容について定期的に
修正を行うことで利便性の向上
と，利用者数の増加につなげてい
く。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 100 ％

課題・今後の
方向性

・本事業によって児童に基本的な
学習内容の定着が見られた。
・今後は本事業を発展的に解消
し,新学習指導要領が求める新し
い学びのスタイルに改善してい
く。具体的には,1人1台端末の積
極的活用やAIドリルによる自主学
習を推進する。主な事業

内容
（R2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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 17 総合戦略

399 千円

0 千円 評価結果

総務費 総務管理費

4 回

4 回

－ 方針

ＮＯ． 18 総合戦略

74,351 千円

59,603 千円 評価結果

教育費 小学校費

168 回

190 回

－ 方針

事業名 友好都市教育交流事業

担当部署 学校教育課 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 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2.教育の充実 当該年度事業費決算額 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 企画費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

事業名 フューチャースクール推進事業（小学校）

担当部署 学校教育課 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 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2.教育の充実 当該年度事業費決算額 １．期待どおりの成果

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）

令和２年度

令和３年度

ー ４．縮小

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 回

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止することになり,実
施することができなかった。
・今後は,新型コロナウイルス感
染症収束後に教職員の指導力向
上,しいては児童生徒の学力向上
をめざし事業内容を見直しながら
取り組む。主な事業

内容
（R2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
・模擬事業をDVD化し研修会等を実施

成果（実績）

計画体系
令和2年度 224 回

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルスの影響により4
月5月が臨時休業となり授業時間が少
なかったが昨年度より利用回数は増
加している。
・GIGAスクール構想の一人一台端末
の導入がR2年度で完了したことによ
り，本事業のタブレットの今後の使
用は見込まれない。

主な事業
内容

（R2年度）

タブレットパソコンの整備及び維持管理等
・全小学校
　（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， 
　　山方小，緒川小）
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 19 総合戦略

34,538 千円

30,392 千円 評価結果

教育費 中学校費

224 回

280 回

－ 方針

ＮＯ． 20 総合戦略

38,038 千円

24,856 千円 評価結果

教育費 小学校費

－

－

－ 方針

事業名 フューチャースクール推進事業（中学校）

担当部署 学校教育課 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 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2.教育の充実 当該年度事業費決算額 １．期待どおりの成果

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）

令和２年度

令和３年度

ー ４．縮小

事業名 学校施設整備事業

担当部署 学校教育課 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 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2.教育の充実 当該年度事業費決算額 １．期待どおりの成果

予算科目 款 項 目 学校管理費

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

安全な学校生活の提供

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 235

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルスの影響により4
月5月が臨時休業となり授業時間が少
なかったため昨年度より利用回数は
減少している。
・GIGAスクール構想の一人一台端末
の導入がR2年度で完了したことによ
り，本事業のタブレットの今後の使
用は見込まれない。

主な事業
内容

（R2年度）

タブレットパソコンの整備及び維持管理等
・全中学校
 （大宮中，第二中，山方中，明峰中）

成果（実績）

計画体系
令和2年度 4 校

課題・今後の
方向性

・緒川小プール改修工事は，R3年度
に繰越。6月末の完成予定。
・上野小学校のR3の新1年生数が35人
を超えたことから空調設備工事を実
施した。
・小学校の1学級の児童数を低学年か
ら段階的に35人とすると決まった
が，R3に村田小の特別教室を普通教
室に改修すれば，本市は対応可能。主な事業

内容
（R2年度）

・大賀小学校屋内運動場内屋根改修工事実施設計
・緒川小学校プール改修工事（設計・工事）
・村田小学校空調設備設置工事
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 21 総合戦略

973,296 千円

1,218,376 千円 評価結果

教育費 保健体育費

96.5 ％

100 ％

－ 方針

ＮＯ． 22 総合戦略

741 千円

0 千円 評価結果

教育費 社会教育費

200 人

200 人

－ 方針

事業名 学校給食センター施設整備事業

担当課 学校教育課 事業区分 継続

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 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 １．期待どおりの成果

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，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）

令和２年度

令和３年度

ー ６．完了

事業名 郷育立市づくり・お宝発見事業

担当部署 生涯学習課 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 プロジェクトⅠ

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 4.期待された成果があがっていない

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）

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 100.0

課題・今後の
方向性

・令和2年10月完成

主な事業
内容

（R2年度）

・新学校給食センター用消耗品の発注
・新学校給食センター建設工事監理業務の発注
・新学校給食センター建設工事（建築，機械，電機，厨房，
外構）の発注
・新学校給食センター用備品の発注

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 人

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス感染症の影響
で，事業の実施が出来なかった。
・今後事業内容検討が必要。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 23 総合戦略

15,245 千円

14,314 千円 評価結果

教育費 社会教育費

1 回

1 回

－ 方針

ＮＯ． 24 総合戦略

26,198 千円

24,859 千円 評価結果

教育費 社会教育費

150 人

200 人

－ 方針

事業名 市史編さん事業

担当部署 文化スポーツ課 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 プロジェクトⅠ

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 ２．概ね期待通りの成果

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 歴史文化振興事業

担当部署 文化スポーツ課 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 プロジェクトⅠ

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 ４．期待された成果があがっていない

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り，
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）

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 1 回

課題・今後の
方向性

・各部会での地域での調査をより
活発化させる。
・市史編さん事業に対する市民協
力を得るために，広報等一層の周
知活動を実施する。
・令和３年度自然編刊行。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 40 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影響
により，集中曝涼等のイベント中
止。
・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実行
し，文化財の保存活用について，当
市に適した中・長期的な活動計画を
立てる。

主な事業
内容

（R2年度）

・泉坂下遺跡や伝統文化連絡協議会等関連の教育普及活動
・文化財保護審議会,文化財保存活用地域計画協議会,泉坂下遺跡保
存活用整備検討委員会,伝統文化連絡協議会の開催
・指定文化財等の保存・継承に係る助成
・第５・６次泉坂下遺跡調査報告書の刊行
・文化財保存活用地域計画の認定申請及び推進
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 25 総合戦略

3,343 千円

349 千円 評価結果

総務費 総務管理費

50 人

－ 人

－ 方針

ＮＯ． 26 総合戦略

2,487 千円

1,892 千円 評価結果

教育費 保健体育費

8,500 人

8,700 人

－ 方針

事業名 アートを活用した地域活性化事業

担当部署 地域創生課 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 プロジェクトⅠ

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 ３．期待した成果を下回っている

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

ワークショップ参加者

令和２年度

令和３年度

ー ３　見直し

事業名 地域スポーツ活動環境整備事業

担当部署 文化スポーツ課 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 プロジェクトⅠ

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 4．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 保健体育総務費

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）

令和２年度

令和３年度

ー 2．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 33 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響により市内在住の芸術家による
ワークショップの実施のみとなっ
た。

主な事業
内容

（R2年度）

・県北芸術祭出展作家によるワークショップの実施
・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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 3,600 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響により，4～5月は施設を閉館し
ていた。また，感染対策としてス
ポーツ教室の募集人数を制限した
ため，目標を大きく下回った。
・ひたまる25の活動を積極的に広
報する必要がある。

主な事業
内容

（R2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
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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． 27 総合戦略

54,182 千円

50,570 千円 評価結果

衛生費 保健衛生費

2 人

2 人

－ 今後の方向性

ＮＯ． 28 総合戦略

49,858 千円

29,616 千円 評価結果

（国保特会）保健事業費 特定健康診査等事業費

60 ％

60 ％

－ 方針

常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

事業名 医師確保対策助成事業

担当部署 医療保険課 事業区分 継続

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

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1.安心できる医療体制の充実 当該年度事業費決算額 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 保健衛生総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 特定健康診査・特定保健指導事業

担当部署 健康推進課 事業区分 継続

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

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 3．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 特定健康診査等事業費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 5 人

課題・今後の
方向性

・常陸大宮済生会での寄附講座設
置により医師確保につながった
が，今後の課題として整形外科や
循環器科の常勤医師確保が残る。
・また美和診療所医師の県からの
派遣継続も課題となる。

主な事業
内容

（R2年度）

・地域医療を担う人材確保修学資金貸与事業
　既貸与者1名に修学資金を貸し付ける。　
・寄付講座設置（東京医科歯科大学，東京女子医科大学）
・常陸大宮市済生会病院医師確保等事業補助

成果（実績）

計画体系
令和2年度 40.5％（暫定値）

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス感染症感染拡大
により，健診実施期間が短くな
り，個別受診勧奨ができなかった
ことが影響したと考える。
・令和3年度は積極的な受診勧奨
を行う。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 29 総合戦略

657 千円

491 千円 評価結果

民生費 社会福祉費

25 人

25 人

－ 方針

ＮＯ． 30 総合戦略

50,999 千円

17,333 千円 評価結果

民生費 社会福祉費

68 人

71 人

－ 方針

事業名 ファミリーサポート事業

担当部署 社会福祉課 事業区分 継続

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

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 2．概ね期待通りの成果

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

令和２年度

令和３年度

ー 2．現行どおり

事業名 障害者地域生活支援事業

担当部署 社会福祉課 事業区分 継続

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

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 3．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 障害者福祉費

事業目的

障碍のある方などの福祉の向上を図るとともに，障碍の有無
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

令和２年度

令和３年度

ー 2．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 21 人

課題・今後の
方向性

・登録協力会員の確保が困難な状
況であるが，引き続き会員の募集
を呼びかけ利用者への援助活動の
拡充及び充実を図る｡

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 46 人

課題・今後の
方向性

・同じような事業である「放課後
等デイサービス」の普及により利
用者が減少している｡
・今後も積極的な周知を行い，よ
り多くの人に利用してもらえうよ
うにする｡

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 31 総合戦略

7,719 千円

1,775 千円 評価結果

（介護特会）地域支援事業費 一般介護予防事業費

232 人

268 人

－ 方針

ＮＯ． 32 総合戦略

2,540 千円

584 千円 評価結果

（介護特会）地域支援事業費 包括的支援事業･任意事業費

48 件

48 件

－ 方針

事業名 一般介護予防事業

担当部署 長寿福祉課 事業区分 継続

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

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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 一般介護予防事業費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 認知症総合支援事業

担当部署 長寿福祉課 事業区分 継続

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

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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 包括的支援事業･任意事業費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 115 人

課題・今後の
方向性

・コロナウィルス感染拡大のため
介護予防教室の実施回数及び開催
場所が減少した。
・コロナ禍が落ち着けば通常開催
予定。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 1 件

課題・今後の
方向性

・令和２年度の新規対象ケース８
件。
・コロナ感染拡大のため窓口であ
る地域包括支援センターへの相談
等が大きく減ったこと。また医療
や介護ですぐ介入したため。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 33 総合戦略

25,851 千円

25,851 千円 評価結果

民生費 老人福祉費

1,630 人

1,700 人

－ 方針

ＮＯ． 34 総合戦略

1,160 千円

0 千円 評価結果

消防費 消防費

1,000 人

1,000 人

－ 方針

事業名 高齢者福祉タクシー事業

担当部署 長寿福祉課 事業区分 継続

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

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 ３．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 老人福祉総務費

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

福祉タクシー利用者数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 防災対策推進事業

担当部署 安全まちづくり推進課（危機管理課） 事業区分 継続

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

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 4.期待された成果があがっていない。

予算科目 款 項 目 災害対策費

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

避難訓練の参加者数

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 1,151 人

課題・今後の
方向性

・コロナウィルス感染拡大のため
通院等も含め外出等を控えたこと
によるものと思われる。
・コロナ禍が落ち着けば利用者は
増える。

主な事業
内容

（R2年度）

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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 54 人

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス感染症の影響
で，予定していた訓練が実施でき
なかった。

主な事業
内容

（R2年度）

・避難訓練の実施(毎年)マイタイムライン作成講習会等の開
催
・原子力災害広域避難訓練の実施（栃木県7市町への広域避
難）
・広域避難訓練の実施（栃木県７市町へ）
・原子力災害に係る避難ガイドマップの周知
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 35 総合戦略

4,200 千円

2,458 千円 評価結果

消防費 消防費

65 ％

70 ％

－ 方針

ＮＯ． 36 総合戦略

560 千円

165 千円 評価結果

消防費 消防費

30 人

30 人

－ 方針

事業名 自主防災組織育成事業

担当部署 安全まちづくり推進課（危機管理課） 事業区分 継続

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

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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 災害対策費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 消防団員入団促進事業

担当部署 消防本部総務課 事業区分 継続

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

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 2.概ね期待どおりの成果

予算科目 款 項 目 消防費

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（年間）

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 69.5 ％

課題・今後の
方向性

・未結成組織に対して防災組織の
必要性を継続して説明することが
重要である。

主な事業
内容

（R2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
・結成時や活動等に係る事業費等の補助（結成時50,000円，資機材購入200,000円，資機材
更新100,000円，活動費100,000円の補助）
・自主防災組織の結成区が実施する防災訓練の支援
・市の避難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。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 24 名

課題・今後の
方向性

・消防体制の再編・充実と，消防
団活動がしやすい環境，魅力ある
消防団をつくり，広報等を積極的
に行う。

主な事業
内容

（R2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
・消防団員募集ポスターコンクールの実施
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 37 総合戦略

65,043 千円

51,986 千円 評価結果

消防費 消防費

3 件

3 件

－ 方針

ＮＯ． 38 総合戦略

37,800 千円

42,680 千円 評価結果

消防費 消防費

2 台

2 台

－ 方針

事業名 消防設備整備事業

担当部署 消防本部総務課 事業区分 継続

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

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 １，期待通りの成果

予算科目 款 項 目 消防施設費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 消防車両等整備事業

担当部署 消防本部警防課 事業区分 継続

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

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 1．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 常備消防費

事業目的

各種災害からの市民等の生命，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

車両等の更新台数

令和２年度

令和３年度

ー 2．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 7 件

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，各区長や分団長と協議検討し
進めていく。

主な事業
内容

（R2年度）

・小型動力ポンプ付積載車購入（3台）
・防火水槽新設（3箇所）
・消火栓新設（2箇所）

成果（実績）

計画体系
令和2年度 2 台

課題・今後の
方向性

・消防車両の整備計画に基づき，
車両の更新ができており，消防力
の強化が図れている。

主な事業
内容

（R2年度）

車両等の更新
・常陸大宮西救急1号車　1台
・常陸大宮西広報1号車　1台
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 39 総合戦略

530 千円

113 千円 評価結果

消防費 消防費

2,000 人

2,000 人

－ 方針

ＮＯ． 40 総合戦略

30,857 千円

18,711 千円 評価結果

消防費 消防費

週3 回

週3 回

－ 方針

事業名 応急手当普及啓発事業

担当部署 消防本部警防課 事業区分 継続

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

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 4．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 常備消防費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2．現行どおり

事業名 救急医療体制強化事業

担当課 消防本部警防課 事業区分 新規

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

政策名 3.災害に強いまちづくり 当該年度概算事業費

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

予算科目 款 項 目 常備消防費

事業目的

救命処置が必要な傷病者が発生した場合等に，常陸大宮済生
会病院の医師等がドクターカーで出場し，常陸大宮市の消防
隊員と連携して医療行為を行うことにより，市民の救命率の
向上と後遺症の軽減を図る。

成果目標

ドクタカーの運行

令和２年度

令和３年度

ー 1．拡充

成果（実績）

計画体系
令和2年度 160 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響により，各救命講習を自粛した
ため，受講者数が減少した。　　　　　　
・今後の動向により，各救命講習
を再開し，受講率の向上を図る。

主な事業
内容

（R2年度）

・月1回市民向けの救命講習を実施
・各事業所等に出向し救命講習を実施
・ポスター，市報により受講者に救命
処置の重要性を伝える。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 2 回／週

課題・今後の
方向性

・現行の非常勤医師2名により，
週2回のドクターカー運行を継
続，維持している状況であり，運
行日の拡充は図れていない。　　　　　　　
・各関係機関と連携を図り，医療
スタッフの増強と運行日の拡充を
図る。

主な事業
内容

（R2年度）

・ドクターカーの運行：週2回（月・火曜日）18時から翌朝8
時まで（本年度から本格運行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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． 41 総合戦略

75,291 千円

45,874 千円 評価結果

土木費 都市計画費

－

－

－ 方針

ＮＯ． 42 総合戦略

33,992 千円

12,956 千円 評価結果

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（令和２年度～令和３年度）

事業名 常陸大宮駅周辺整備事業

担当部署 都市計画課（駅周辺整備推進課） 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 プロジェクトⅡ

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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 都市計画総務費

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 ―

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

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 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 プロジェクトⅡ

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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

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地域
創生まちづくり指針に基づく地域振興策を推進する。

成果目標

地域創生まちづくり指
針に基づく個別事業の
検討

令和２年度

令和３年度

ー 3　見直し

成果（実績）

計画体系
令和2年度 -

課題・今後の
方向性

・事業説明会を開催するなど，住
民との合意形成を図り，国・県・
JRと協議を進める。
・駅西交流拠点基本計画策定を進
めるとともに，事業化に向け庁内
及び関係機関等と協議を進める。

主な事業
内容

（R2年度）

・常陸大宮駅駅前広場整備基本設計
　　東口及び西口駅前広場等の基本設計を実施
・常陸大宮駅西口駐車場整備測量設計
　　駅西市営駐車場を再整備するため詳細設計等を実施
・都市計画道路大宮停車場線整備測量設計
　　路線測量，道路予備設計等を実施

成果（実績）

計画体系
令和2年度 3 回

課題・今後の
方向性

・令和3年度が最終年度となるこ
とから，指針，補助事業ともに期
間の延長と見直しを行う。

主な事業
内容

（R2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
・支所庁舎等複合施設整備基本計画策定事業
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 43 総合戦略

51,928 千円

45,815 千円 評価結果

総務費 総務管理費

96 件

96 件

－ 方針

ＮＯ． 44 総合戦略

316,600 千円

235,597 千円 評価結果

土木費 道路橋梁費

12 路線

12 路線

－ 方針

事業名 移住・定住促進事業

担当部署 地域創生課（定住推進課） 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 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 ２．概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

常陸大宮市内への移住・定住希望者に対し，情報提供や相談
会を実施し，定住人口や交流人口の増加と地域の活性化を図
るとともに，人口減少に歯止めをかけ，定住を促進するた
め，市内に住宅を取得する新婚・子育て世帯等に対し，住宅
取得奨励金を交付する。

成果目標

定住促進のための住宅
取得奨励金申請者の件
数

令和２年度

令和３年度

ー １．拡充

事業名 道路整備事業

担当部署 土木建設課 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 プロジェクトⅢ

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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 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

令和２年度

令和３年度

－ 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 81 件

課題・今後の
方向性

・転入者加算等の制度拡充を図
り，概ね期待通りの成果を得てい
る。
・新たな移住・定住促進施策につ
いて検討し，取り組んでいく必要
がある。

主な事業
内容

（R2年度）

・移住支援（移住相談窓口の設置，移住相談会の参加等）
・定住促進のための住宅取得奨励金の交付
 ・新築･建売住宅取得　500,000円
 ・中古住宅取得　     250,000円
 ・転入加算　　　　　 200,000円

成果（実績）

計画体系
令和2年度 11 路線

課題・今後の
方向性

・整備路線のうち6路線が全線完
了した。
・継続路線及び補助対象路線につ
いては，早期完了に向けて財源等
の確保が必要である。

主な事業
内容

（R2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　12路線
・工事
　 市道改良舗装工事　12路線
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 45 総合戦略

210,852 千円

201,672 千円 評価結果

総務費 総務管理費

20 地域・団体

20 地域・団体

－ 方針

ＮＯ． 46 総合戦略

319,000 千円

314,677 千円 評価結果

（水道）資本的支出 建設改良費

7.4 ㎞

7.2 ㎞

－ 方針

事業名 地域公共交通維持活性化事業

担当部署 地域創生課 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 プロジェクトⅢ

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 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

本市の地域特性に応じた持続可能な地域公共交通の維持・活
性化を図ることを目的に，地域公共交通網形成計画及び地域
公共交通再編実施計画に基づく事業を推進する。 成果目標

利用促進事業の協力者
数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 水道配水管更新事業

担当部署 施設管理課 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 プロジェクトⅢ

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 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 配水管布設費

事業目的

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。

成果目標

配水管の更新延長

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 25 地域・団体

課題・今後の
方向性

・令和元年度に地域公共交通の一
体的な再編を実施した。
・令和2年度には乗合タクシー12
便を追加し,その周知及び利用促
進を行った。
・再編後の利用状況等から評価検
証を行い,見直しを図っていく必
要がある。主な事業

内容
（R2年度）

・地域公共交通会議の開催
・地域公共交通再編の効果検証及び見直し等の検討
・公共交通の利用促進の実施
・路線バス維持に係る補助等
・予約制乗合タクシー運営補助（社会福祉協議会への補助）

成果（実績）

計画体系
令和2年度 7.6 km

課題・今後の
方向性

・更新延長の目標は達成できた
が，顕著な変化はみられなかっ
た。
・今後も効果的な工事箇所選定に
努め，漏水量の削減を目指す。

主な事業
内容

（R2年度）

・委託　　実施設計業務　22路線
・工事等　配水管の更新延長 L=7.4㎞
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 47 総合戦略

58,797 千円

58,387 千円 評価結果

総務費 総務管理費

350 件

400 件

－ 方針

ＮＯ． 48 総合戦略

446 千円

0 千円 評価結果

総務費 総務管理費

240 人

240 人

－ 方針

事業名 システムクラウド化推進事業

担当部署 総務課 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 プロジェクトⅤ

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 1.期待した通りの成果

予算科目 款 項 目 一般管理費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 セキュリティ研修事業

担当部署 総務課 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 プロジェクトⅤ

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 1.期待した通りの成果

予算科目 款 項 目 一般管理費

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）

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 845 件

課題・今後の
方向性

・マイナンバーカードの普及に伴
いコンビニ交付件数が増加傾向に
ある。
・今後デジタル化の中で幅広い利
用検討が求められる。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 全職員

課題・今後の
方向性

・集合形式の研修から全職員を対
象とした自主研修に変更のうえ実
施した。
・開催方法の変更に伴う受講内容
の調整が必要である。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 49 総合戦略

21,151 千円

24,422 千円 評価結果

農業水産業費 農業費

1,500 頭

1,600 頭

－ 方針

ＮＯ． 50 総合戦略

4,200 千円

2,160 千円 評価結果

衛生費 保健衛生費

60 件

60 件

－ 方針

事業名 鳥獣害防止対策事業

担当部署 農林振興課 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 1.期待通りの成果

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補助金を活用する
ことで，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）

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 地球温暖化防止対策事業

担当部署 生活環境課 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 ３．期待した成果を下回っている

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市民に対して，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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 1,734 頭

課題・今後の
方向性

・捕獲頭数については、今年度に
おいても有害鳥獣捕獲隊や狩猟期
間における猟友会のご協力により
目標を大きく上回る結果となっ
た。しかし、被害が少なくなって
いるとは言えない状況のため、今
後も継続して対策等の検討をして
いく必要がある。主な事業

内容
（R2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補助金
・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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 31 件

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，令和３年度より自立・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。

主な事業
内容

（R2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）
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 51 総合戦略

9,504 千円

7,887 千円 評価結果

民生費 社会福祉費

2 箇所

2 箇所

－ 方針

ＮＯ． 52 総合戦略

2,400 千円

2,487 千円 評価結果

総務費 総務管理費

100 件

100 件

－ 方針

事業名 防犯カメラ設置事業

担当部署 安全まちづくり推進課（生活環境課） 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 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 当該年度事業費決算額 １．期待した通りの成果

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行通り

事業名 高齢者運転免許証自主返納支援事業

担当部署 安全まちづくり推進課（生活環境課） 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 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 当該年度事業費決算額 １．期待した通りの成果

予算科目 款 項 目 交通安全対策費

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

支援事業新規申請件数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 2 箇所

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。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 93 件

課題・今後の
方向性

・引き続き制度等の説明・PR等
を行っていく。

主な事業
内容

（R2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，
①路線バスＩＣカード乗車券（12,000円分）
②予約制乗合タクシー利用券12,000円分）
③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３年間交付する。
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大綱４

　　みんなでつくる協働のまち
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ＮＯ． 53 総合戦略

7,529 千円

5,823 千円 評価結果

総務費 総務管理費

6 回

6 回

－ 方針

ＮＯ． 54 総合戦略

17,850 千円

11,396 千円 評価結果

総務費 総務管理費

―

1 件

－ 方針

常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

事業名 集落支援事業

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

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

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 ３．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

人口減少と高齢化の進む集落（41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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 地域おこし協力隊事業

担当部署 地域創生課 事業区分 継続

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

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 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

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

地域おこし協力隊定住
件数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 3 回

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響により，予定していた会議等の
開催を中止とした。
・今後は，集落の維持活性化に向
け，集落支援員と地域が積極的に
連携できるよう支援していく。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 1 件

課題・今後の
方向性

・令和2年度に退任した2名のう
ち，1名が市内に定住した。
・今後も隊員が定住しやすいよう
に，退任後のサポートを行ってい
く。

主な事業
内容

（R2年度）

・地域おこし協力隊員（5名）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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 55 総合戦略

1,468 千円

539 千円 評価結果

総務費 総務管理費

2 件

2 件

－ 方針

ＮＯ． 56 総合戦略

392 千円

200 千円 評価結果

総務費 総務管理費

85 回

100 回

－ 方針

事業名 常陸大宮大使事業

担当部署 秘書広聴課（企画政策課） 事業区分 継続

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

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 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 一般管理費

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
紙・HP等への掲載件数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 常陸大宮市人財ネットワーク推進事業

担当部署 市民協働課（地域創生課） 事業区分 継続

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

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 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

市内の各分野で活躍する市民を発掘・登録・活用し，いつで
も，どこでも，だれでも楽しく学びあえる共有システムを築
くとともに，交流を通して各分野で活躍できる支援により，
人づくりの推進，豊かな人間関係と地域社会づくりに貢献す
る。

成果目標

講座等の開催数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 4 件

課題・今後の
方向性

・広報紙等への寄稿に加え，市の
PRとなる情報発信への協力を促
す。

主な事業
内容

（R2年度）

・新規常陸大宮大使の選考
・大使の情報発信事業として，市広報紙への寄稿や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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 203 回

課題・今後の
方向性

コロナ禍において活動が減少して
いるが，多くの市民に活用しても
らうため，積極的に広報活動を行
う。

主な事業
内容

（R2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
・ひたまる先生パンフレット作成
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 57 総合戦略

978 千円

522 千円 評価結果

総務費 総務管理費

5 件

7 件

－ 方針

ＮＯ． 58 総合戦略

2,553 千円

0 千円 評価結果

総務費 総務管理費

120 人

120 人

－ 方針

事業名 市民協働提案事業

担当部署 市民協働課（地域創生課） 事業区分 継続

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

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 2.市民と行政による協働の推進 当該年度事業費決算額 ３．期待した効果を下回っている

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

市民協働のまちづくり指針の目標を実現するため，市民団体
等から提案事業を募集し，市と協働で実施することにより，
行政や地域の課題の解決及びより良いまちづくりにつながる
事業を推進する。

成果目標

提案事業件数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 地域間交流事業

担当部署 地域創生課（定住推進課） 事業区分 継続

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

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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 企画費

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）

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 3 件

課題・今後の
方向性

・市民団体等から提案事業を募集
したが目標を下回る3件にとど
まった。
・募集に付いて，積極的な周知を
する必要がある。

主な事業
内容

（R2年度）

市民団体等から事業提案を募集し，採用された提案事業に対し補助
を行う。
【応募資格】：組織として実態を持ち市内に事務所を置く法人また
は，市内に活動拠点を置く５人以上の構成員で組織している市民団
体等
【補助内容】：「対象経費の合計額から事業による収入を控除した
額」または「50万円」のいずれか低い額

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルスの影響によ
りイベント等が全て中止となった
ため。
・コロナ禍の影響なく実施可能な
事業を検討するとともに，今後も
事業を継続し地域活性化，地域創
生につなげていく。

主な事業
内容

（R2年度）

・豊島区との交流事業の実施
　 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）
　 体験ツアー等の実施
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 59 総合戦略

2,247 千円

1,381 千円 評価結果

総務費 総務管理費

1,000 人

1,000 人

－ 方針

ＮＯ． 60 総合戦略

1,157 千円

0 千円 評価結果

総務費 総務管理費

12 人

12 人

－ 方針

事業名 友好都市交流事業

担当部署 地域創生課（定住推進課） 事業区分 継続

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

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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 企画費

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を
図る。

成果目標

共同出展イベント時の
ブース来場者数（交流
人口）

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

事業名 友好都市教育交流事業（生涯学習Ｇ）

担当課 生涯学習課 事業区分 継続

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

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 4.期待された成果が上がっていない

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

令和２年度

令和３年度

ー ２.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 人

課題・今後の
方向性

・ふるさと納税感謝祭がオンライ
ン開催となり共同出展できなかっ
たため。
・宮城県蔵王町と友好都市協定を
締結したことから，関連部署と協
議，調整していく必要がある。

主な事業
内容

（R2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共同出展

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 人

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス感染症の影響
で，事業の実施が出来なかった。
・今後事業内容検討が必要。

主な事業
内容

（R2年度）

夏休み期間中に小学生による友好都市（大館市）の大館市立
城南小学校との交流を推進する。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 61 総合戦略

33,212 千円

80 千円 評価結果

教育費 教育総務費

- 人

80 人

－ 方針

ＮＯ． 62 総合戦略

34,374 千円

26,063 千円 評価結果

総務費 総務管理費

700 人

700 人

－ 方針

事業名 中学生海外研修事業

担当部署 学校教育課 事業区分 継続

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

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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 事務局費

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年生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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 東京オリンピック・パラリンピック推進事業

担当部署 企画政策課 事業区分 継続

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

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 3．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 企画費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 人

課題・今後の
方向性

・令和2年度は，新型コロナウイルス
感染症の影響により事業を中止し
た。課題として，新型コロナウイル
ス感染症の終息とオーストラリアで
の外国人受入基準の緩和。
・今後とも国際性豊かな人材育成を
図ることを目的とした本事業は大変
重要であり，継続して実施する。

主な事業
内容

（R2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
※新型コロナウイルス感染症の影響により，令和２年度事業中止

成果（実績）

計画体系
令和2年度 376 人

課題・今後の
方向性

・コロナウイルスの影響により事
業の参加人数を制限した。
・今後はホストタウン交流を継続
的に推進する。
・関係部局等との連携，事業引継
ぎ等を行う。

主な事業
内容

（R2年度）

・事前キャンプの受入
・パラオフェアの開催
・パラオ共和国研修生の受入
・パラオブルーサポーターによるボランティア活動事業
・オリンピアン，パラリンピアン交流事業
・スタディーツアーの造成に向けた調査・研究
・JOCオリンピック教室
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 63 総合戦略

2,782 千円

2,373 千円 評価結果

総務費 総務管理費

240,000 件

240,000 件

－ 方針

ＮＯ． 64 総合戦略

140,009 千円

107,203 千円 評価結果

総務費 総務管理費

140,000 千円

140,000 千円

－ 方針

事業名 情報収集発信事業

担当部署 秘書広聴課（企画政策課） 事業区分 継続

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

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 １．期待通りの成果

予算科目 款 項 目 企画費

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
つくることを目的とする。

成果目標

市ホームページのアク
セス件数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 ふるさと応援基金事業

担当部署 地域創生課（定住推進課） 事業区分 継続

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

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 ３．期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 企画費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

成果（実績）

計画体系
令和2年度 467,454 件

課題・今後の
方向性

・評価目標は達成しているが，効
果的な情報発信のため，より魅力
的なホームページ作りが必要。
・ホームページは令和３年度にリ
ニューアルを予定。

主な事業
内容

（R2年度）

・魅力ある情報発信連携協議会の開催
　（シティプロモーション推進を目的とする組織）
・WEB広告の実施
・茨城放送ラジオ広告の実施
・シティプロモーション動画の作成
・公式SNSの利活用

成果（実績）

計画体系
令和2年度 94,821 千円

課題・今後の
方向性

・ふるさと納税ポータルサイトが
増え，寄附が分散された影響が考
えられる。
・新たなポータルサイトの導入に
ついて検討する必要がある。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 65 総合戦略

228 千円

15 千円 評価結果

総務費 総務管理費

2 件

2 件

－ 方針

事業名 茨城大学地域連携推進事業

担当部署 市民協働課（地域創生課） 事業区分 継続

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

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 ３．期待した効果を下回っている

予算科目 款 項 目 企画費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 件

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響を受け令和２年度は
市民大学講座を開催できなかっ
た。
・受講者の固定化が見られるた
め，若者世代にも受け入れられる
ようなテーマの調査や開催日時の
見直し，リモートによる講座の開
催等，検討する必要がある。

主な事業
内容

（R2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
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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． 66 総合戦略

1,561 千円

1,052 千円 評価結果

農林水産業費 農業費

50 品目

50 品目

－ 方針

ＮＯ． 67 総合戦略

4,397 千円

116 千円 評価結果

商工費 商工費

400,000 人

400,000 人

－ 方針

常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

事業名 地域ブランド・６次産業化推進事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 2. 概ね期待通りの成果

予算科目 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

令和２年度

令和３年度

ー 2.  現行どおり

事業名 ひたマルシェ交流事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 1. 期待通りの成果

予算科目 款 項 目 観光費

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

令和２年度

令和３年度

ー 3.見直し

成果（実績）

計画体系
令和2年度 49 品目

課題・今後の
方向性

・引き続き特産品認証制度につい
て，広報及びホームページ等によ
り周知を図っていく。

主な事業
内容

（R2年度）

・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する。
・大賀地域活性化協議会におけるコミュニティビジネスモデ
ルの創出調査の実績検証を通じて，市内６次産業化の推進方
策等について検討する。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 476,430 人

課題・今後の
方向性

・ひたマルシェ開催業務を道の駅
常陸大宮に委託しており，指定管
理料との差別化を検討していく必
要がある。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 68 総合戦略

5,434 千円

2,632 千円 評価結果

商工費 商工費

9 件

9 件

－ 方針

ＮＯ． 69 総合戦略

30,848 千円

15,902 千円 評価結果

商工費 商工費

1 件

1 件

－ 方針

事業名 起業サポート事業

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

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

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 4期待された成果が上がっていない

予算科目 款 項 目 商工費

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（年間）

令和２年度

令和３年度

ー 3.見直し

事業名 企業誘致推進事業

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

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

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 4期待された成果が上がっていない

予算科目 款 項 目 商工費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 2 件

課題・今後の
方向性

・創業(起業)への関心が上向くよ
う，各種支援等のＰＲを積極的に
行う。
・創業(起業)へ向けてのサポート
を徹底して行っていく。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 件

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影
響により企業の取引がなかった。
・新型コロナウイルス感染症が収
束後は，持続的に企業誘致活動を
実施していく。

主な事業
内容

（R2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。
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 70 総合戦略

38,453 千円

12,172 千円 評価結果

商工費 商工費

1,650 千人

1,170 千人

－ 方針

ＮＯ． 71 総合戦略

14,777 千円

6,375 千円 評価結果

商工費 商工費

2,070 人

2,170 人

－ 方針

事業名 観光振興事業

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

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

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 ３．期待した評価を下回っている

予算科目 款 項 目 観光費

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

令和２年度

令和３年度

ー ３．見直し

事業名 地域振興事業

担当部署 地域創生部(各支所) 事業区分 継続

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

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 2．概ね期待通り

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

令和２年度

令和３年度

ー ２　現行通り

成果（実績）

計画体系
令和2年度 1,070 千人

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス
感染症の影響により，観光入込客
数が大幅に減少した。
・コロナ収束後を見据え，新しい
観光事業等を観光団体等と連携し
ながらすすめる。

主な事業
内容

（R2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
・観光振興基本計画の推進（ワーキンググループの運営支援
等）

成果（実績）

計画体系
令和2年度 946 人

課題・今後の
方向性

・新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため，イベント型５事業中
４事業が中止となった。
・なお，事業ごとに効果検証を重
ねる必要がある。

主な事業
内容

（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 72 総合戦略

2,772 千円

2,585 千円 評価結果

総務費 総務管理費

－

－

－ 方針

ＮＯ． 73 総合戦略

4,390 千円

102 千円 評価結果

商工費 商工費

5 人

3 人

－ 方針

事業名 御前山ダム周辺整備事業

担当課 地域創生課 事業区分 継続

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

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 2概ね期待通り

予算科目 款 項 目 企画費

事業目的

御前山ダムやダム周辺への集客や交流を促進するとともに，
ダムを含めた地域資源を活用した地域活性化や観光振興を図
るため，御前山ダム周辺整備を行う。 成果目標

御前山ダム堤体内等へ
の看板設置（2箇所）

令和２年度

令和３年度

ー ２　現行通り

事業名 御前山・那珂川観光強化事業

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

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

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 ４．期待された成果があがっていない

予算科目 款 項 目 観光費

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」

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 ２基

課題・今後の
方向性

・湖面等利用による地域活性化事
業の早期実現に向け，湖面等利用
の許可が得られるよう，関東農政
局と調整を進める。
・計画的な遊歩道整備に取組む。

主な事業
内容

（R2年度）

御前山ダムの見学時に写真撮影用として使用するための看板
（ダムカード型）の設置を行う。

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 人

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス
感染症の影響により，ほぼすべて
のイベント等が中止となった。
・コロナ感染対策を徹底したイベ
ント等実施に向け関係団体と協力
しながら取り組む。

主な事業
内容

（R2年度）

・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　　　　　　　　　　　　                                                                        
・御前山サイクリングフェスティバル
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 74 総合戦略

3,520 千円

486 千円 評価結果

商工費 商工費

12 件

15 件

－ 方針

ＮＯ． 75 総合戦略

3,400 千円

2,041 千円 評価結果

農業水産業費 農業費

5 件

5 件

－ 方針

事業名 観光誘客促進事業

担当部署 商工観光課 事業区分 継続

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

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 ４・期待された効果があがっていない

予算科目 款 項 目 観光費

事業目的

交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るため，本市への団
体旅行及び学生合宿の誘致を促進する。

成果目標

補助申請件数

令和２年度

令和３年度

ー ２．現行どおり

事業名 未来を創る農業支援事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 2.概ね期待通りの成果

予算科目 款 項 目 農業振興費

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 5 件

課題・今後の
方向性

・コロナウイルス
感染症の影響により，旅行・合宿
等のキャンセルが相次ぎ補助申請
件数が減少した。
・成果目標の達成に向け，旅行会
社等への周知のほか関係団体と協
力しながらすすめる。

主な事業
内容

（R2年度）

本市を訪れる団体旅行を取り扱う旅行業者及び市内の宿泊施
設利用し宿泊する学生等に対し，補助金を交付する。
・参加者（20名以上）　　　 　100,000円
・参加者（10名以上19名以下）　50,000円
※市のPRにつながる広告宣伝の実施で上記補助に20,000円上
乗せ

成果（実績）

計画体系
令和2年度 4 件

課題・今後の
方向性

・4件の農業者団体等の取り組み
に対して支援を行うことができ
た。
・今後も，より多くの農業者等を
支援するため，関係機関等への広
報活動を行っていく。

主な事業
内容

（R2年度）

・新規作物等導入事業
・振興作物生産拡大事業
・地場農産物安定生産事業
・直売所等向け農産物生産支援事業
・直売所等出荷団体育成支援事業
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 76 総合戦略

14,420 千円

12,876 千円 評価結果

農業水産業費 農業費

8 名

8 名

－ 方針

ＮＯ． 77 総合戦略

472 千円

81 千円 評価結果

農林水産業費 農業費

4 件

4 件

－ 方針

事業名 農業人材力強化総合支援事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 1.期待通りの成果

予算科目 款 項 目 農業振興費

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

助成対象数

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

事業名 エコ農業推進事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 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

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

令和２年度

令和３年度

ー 2.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 9 名

課題・今後の
方向性

・次世代の担い手となる新規就農
者を新たに3名確保することがで
き，助成対象者数を昨年度比１名
増とすることができた。
・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。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 0 件

課題・今後の
方向性

・令和2年度は農業者団体への支
援をすることが出来なかったが，
令和3年度については2団体への支
援が予定されている。
・今後，関係機関との連携を強化
し支援するとともに，新規で取り
組む農業者団体の確保に努めてい
く。主な事業

内容
（R2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
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常陸大宮市総合計画　重点事業計画（令和２年度～令和３年度）

ＮＯ． 78 総合戦略

14,621 千円

10,868 千円 評価結果

農林水産業費 林業費

1,400 t

1,400 t

－ 方針

ＮＯ． 79 総合戦略

12,000 千円

10,200 千円 評価結果

農林水産業費 林業費

20 棟

20 棟

－ 方針

事業名 バイオマス利活用促進事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 ３.期待した成果を下回っている

予算科目 款 項 目 林業総務費

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

令和２年度

令和３年度

ー ２.現行どおり

事業名 木造住宅建設助成金交付事業

担当部署 農林振興課 事業区分 継続

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

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 ２.概ね期待通りの成果

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

令和２年度

令和３年度

ー ２.現行どおり

成果（実績）

計画体系
令和2年度 852.09 ｔ

課題・今後の
方向性

・ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響による施
設来場者数の減に伴い，燃料供給
量も減少した。
・引き続き，森林資源の有効利用
や化石燃料使用削減による地球温
暖化防止を推進する。

主な事業
内容

（R2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

成果（実績）

計画体系
令和2年度 17 棟

課題・今後の
方向性

・定住促進や市産材の使用，市内
業者による建築など，林業の振興
や地域産業の育成に効果があると
考えられる。
・今後は類似制度との差別化が必
要である。

主な事業
内容

（R2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)
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