
資料２

まち・ひと・しごと石岡市創生総合戦略の基本目標等について

基本目標 施策 主な取り組み 具体的事業 ＫＰＩ 平成27年度実績値 基準時 担当部局

企業誘致可能性調査事業

企業誘致推進事業 １件

企業誘致雇用促進奨励事業

就職しやすい環境づくり 就職支援事業
就職支援による就職者数
11人（Ｈ26）→100人（5カ年分の累計）

５人
平成27年12月31日現
在 経済部

起業支援について 起業支援事業（SOHO等への空家活用）
新規起業数
５件（５か年分の累計）

２件
平成28年３月31日現
在 経済部

新規就農（林）者の増加 新規就農者対策支援事業
新規就農者数
30人（５か年分の累計）

１２人
平成28年３月31日現
在 経済部

農力アップ推進事業

果樹・園芸の産地改革

農業の６次産業化の推進 ６次産業化推進事業
６次産業化に係る相談支援等件数
10件（５か年分の累計）

１件
平成28年３月31日現
在 経済部

まちづくりセミナーの実施

中心市街地活性化事業補助金

空き店舗への出店促進 空き店舗等活用支援事業
空き店舗出店件数
１０件（５か年分の累計）

4件
平成28年３月31日現
在 経済部

朝日トンネル経由バス路線の試験運行

東京圏等観光PR事業 茨城県フラワーパーク　221千人 平成28年３月31現在

観光拠点の魅力アップ やさと温泉ゆりの郷　203千人 平成28年３月31現在

スポーツツーリズムの構築（ネイチャースポーツ） 石岡のおまつり　451千人 平成27年９月19現在

観光メニュー・おもてなし機能の拡充

観光情報誌の発行

東京圏観光PR事業

観光案内所機能充実事業 観光案内所　８千人

観光映像コンテンツ作成事業

戦略的情報発信

基本目標２
市の魅力を活かした新
しい人の流れをつくる

交流人口の拡大

基本目標１
市の強みを活かした安
定した雇用の創出

企業誘致と就職支援

農林業の振興による仕事
の創出

商業の振興と中心市街
地の活性化

まちづくりの担い手の育成

農産物のブランド化の推進

企業誘致の推進

観光情報発信事業

観光交流推進事業

経済部
卸売業・小売業事業所数
784事業所（H24）　→　784事業所
同程度を維持（５年後）

来客者数
茨城県フラワーパーク　175千人
（H26）→　200千人（５年後）
やさと温泉ゆりの郷　　200千人
（H26）→　220千人（５年後）
石岡のおまつり　　　　478千人（H26）
→　600千人（５年後）

経済部

観光案内所利用者数
11,227人（H26）　→　13,000人（５年後） 経済部

平成28年３月31日現
在

平成28年３月31現在

784事業所 Ｈ24年度

３品（やさとクリスタル・梨のタレ・梨
のスムージー）

平成28年３月31日現
在

企業誘致件数５件
（５カ年の累計）

経済部

高品質の商品や加工品づくり
15品（５か年分の累計）

経済部
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まち・ひと・しごと石岡市創生総合戦略の基本目標等について

基本目標 施策 主な取り組み 具体的事業 ＫＰＩ 平成27年度実績値 基準時 担当部局

花の回廊事業

周遊観光ルートの開発

観光案内所機能充実事業 観光入込客数　136万人

観光映像コンテンツ作成事業

観光資源ネットワーク化推進事業

ジオパーク推進事業

食と酒をテーマとしたイベント開催

飲食店・土産品等の拡充 -

石岡ブランドの情報発信（推奨マーク）

東京圏交流事業

ふれあい交流イベントの開催

通勤・通学に対する支援 通勤通学費用助成事業
支援により転出抑制につながった人
数　50人（５か年分の累計）

- 市長公室

地域おこし協力隊 地域おこし協力隊の導入 地域おこし協力隊員数：５人（５か年分の累計） 0 市長公室

空き家活用事業

空き家バンクの推進

木の住まい助成事業

住まいづくり推進事業

広域的な結婚支援事業

結婚相談所運営事業 ５組 H27年度

民間団体等への支援

結婚後住みよい環境づくり 新婚世帯家賃助成事業
新婚世帯家賃助成件数
300件（５か年分の累計）

新婚世帯家賃助成件数
Ｈ26からの継続46件　Ｈ27新規75
件

平成28年３月31日現
在

保健福祉
部

基本目標２
市の魅力を活かした新
しい人の流れをつくる

交流人口の拡大

基本目標３
若い世代の結婚，出

産，子育ての希望をか
なえる

生活環境
部

出会いの場提供

結婚しやすい環境づくり

広域観光の推進

東京圏交流事業

本市への移住の推進

地域ブランドの確立とＰＲ

東京圏からの田舎体験ツアー等の
参加者300人（５か年分の累計）

市内における持屋の着工件数
209（Ｈ27）→300（４年後）

市内における持屋の着工件数
209（Ｈ26）→300（５年後）

都市建設
部

都市建設
部

観光入込客数
150万人（５年後）

経済部

石岡ブランド推奨マーク制度の確立　（H29） 経済部

空家の利活用 空き家活用件数：25件（５か年分の累計）

定住促進に係る住宅への助成

平成26年12月31現在

-

平成28年３月31日現
在

出会いの場の提供による婚約成立
数
H26年度　8組　→　50組（５か年分の
累計）

市長公室１４８人 H27年度
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基本目標 施策 主な取り組み 具体的事業 ＫＰＩ 平成27年度実績値 基準時 担当部局

不妊治療など 不妊治療費助成事業
不妊治療助成件数
250件（５か年分の累計）

６１件
平成28年３月31日現
在

保健福祉
部

ワークライフバランスの向上 ワークライフバランス支援事業（働きやすい環境づくり）
セミナー等への参加者数
500人（５か年分の累計）

９５名 H27年度 市長公室

セミナー等への参加者数：500人（５か年分の累計）

子育て費用の軽減

保育環境充実事業

放課後児童対策事業

地域における子育て環境の充実 地域遊び場充実事業
「子育て環境の充実」に対する満足
度（5点満点）3.5（５年後）

学校いきいきプラン推進事業

語学指導事業

小中学校コンピュータシステム整備事業

低所得世帯を対象とした学習支援

高齢者の社会参加の充実 生涯現役プラチナ応援事業
生涯現役プラチナ応援カード登録者
数
1,792人（H26）→7,500人（５年後）

生涯現役プラチナ応援カード登録
者数
2,921人（H27年度中）登録総数
4,713人

平成28年３月31日現
在

保健福祉
部

地域支援事業

シルバーリハビリ体操指導士養成事業

在宅老人サービス事業

地域包括支援センター運営事業

基本目標３
若い世代の結婚，出

産，子育ての希望をか
なえる

基本目標４
時代に合った地域をつ
くり，安心で心豊かな

暮らしを守る 介護予防の取り組み

いきいきプラン年間事業件数：250件（５か年分の累計）
教育委員

会

シルバーリハビリ体操指導士３級養
成者数
75人（H27）→138人（4年後）

228件 平成28年３月31日現在

子育て費用の軽減
すくすく赤ちゃんクーポン事業助成件
数
2,500件（５か年分の累計）

保育環境の充実
「子育て環境の充実」に対する満足
度（5点満点）3.5（５年後）

すくすく赤ちゃんクーポン事業助成件数
Ｈ27年度　501件

平成28年３月31日現
在

「子育て環境の充実」に対する満足
度（5点満点）　3.02

平成27年６月1日現在
保健福祉

部

安心して妊娠出産ができ
る環境づくり

子育て支援の充実

教育の充実

平成28年３月31日現在

生涯現役の推進
シルバーリハビリ体操指導士３級養
成者数
63人（H26）→138人（５年後）

保健福祉
部

特色ある教育の推進

保健福祉
部
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地域の魅力再発見事業

ふるさと学習推進事業

常陸国分尼寺跡の活用

地域の拠点づくり事業

ふれあい拠点の検討

地域交通対策事業

高浜駅周辺の利便性の向上

地域交通対策事業

交通弱者状況調査

買い物弱者対策の検討

交通安全施設整備事業 交通事故発生件数（千人あたり）

安全・安心まちづくり推進事業 3.51人 H27年度

特定空き家対策事業 刑法犯認知件数（千人あたり）

防災対策関連事業 12.49件 H27年度

消防救急，消防団等の充実

道路橋梁の維持管理

道路や橋梁の適切な維持管理のた
め，定期的な点検・補修を計画し，
これまでの対処療法から予防保全
的な維持管理を行うことで，構造物
の長寿命化を図る。

公共・特環下水道事業
下水道課　長寿命化計画に基づく
機器の更新　　予定　54機器，実績
60機器

平成28年３月31日現在

上水道の維持管理

協働まちづくり推進事業

地域の拠点づくり事業（再掲） １１０団体

地域交流推進事業

公共施設総合管理計画 公共施設等総合管理計画の策定と推進 公共施設等総合管理計画の策定（H28年）

・石岡市公共施設白書の作成
・市民アンケート調査の実施
（石岡市公共施設等総合管理計画
は策定中）

市長公室

行財政改革の推進
石岡市行財政改革実施計画の策
定

財政健全化の取組
実施項目 44項目中，25項目を実施
中　57％

基本目標４
時代に合った地域をつ
くり，安心で心豊かな

暮らしを守る

ふるさと愛の醸成
教育委員

会

地域の拠点づくり 新規地域の拠点件数：５件（５か年分の累計）
生活環境

部

平成27年度いばらきっ子郷土検定
平均正答率：５０．７７％

平成28年３月31日現
在

安全安心な生活環境を維
持する

行財政改革の推進

安全安心なまちづくり

健全な行財政運営

公共交通の検討

ふるさと学習の推進

平成28年３月31日現
在

公共インフラの適切な管理

協働の推進 協働のまちづくり
市民活動を実施している団体の数
110団体(H26)→120団体（５年後）

石岡市行財政改革大綱実施計画の
達成率　７０％（５年後）

買い物弱者対策

生活環境
部

市長公室

計画的な改修を実施する。
都市建設

部

市内主要公共交通機関利用者数
（１日当たり）：8,000人（５年後）

市内主要公共交通機関
利用者数（１日当たり）：8,000人（５年
後）

交通事故発生件数（千人あたり）3.60
人（H25）→3.24人（５年後）
刑法犯認知件数（千人あたり）
11.99(H25)件→10.79件（５年後）

生活環境
部

市長公室７，７９６人

平成27年３月31日現
在

H27年度

-

ふるさと検定のテスト平均点：55点（５年後）
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