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リーディングプロジェクト

石岡市総合計画第１期基本計画に基づく

【令和４年度】

ー共生・共育・共働によるまちづくりー
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また、新型コロナウイルス感染症により、市民生活や地域経済に多大な影響が出てい

る中、本リーディングプロジェクトを実行することで、市民生活を守り、感染症に強い

経済構造を構築します。

石岡市総合計画 第１期基本計画に基づく

リーディングプロジェクトについて

リーディングプロジェクトの策定にあたり

市の方針について

共に生きるために、自然災害や火災から市民の生
命・身体・財産を保護し、交通事故や犯罪等に対する
市民意識を高めることで、安全・安心に暮らせる社会
を目指します。
また、本市ならではの都市部・田園空間それぞれの

特性を活かした都市基盤の整備や環境の整備保全を進
めるとともに、性別、国籍、障がいの有無、価値観な
どの違いに関係なく、一人ひとりが活躍し、認め合う
地域社会を目指すことで、「共に生きる」社会を構築
します。

目指すべき将来像達成に向けて、基本計画における市の方針を以下のように定めます。

市の
方針 共 生 共 育 共 働

新しい総合計画をより実効性の高いものとし、目指すべき将来像達成のため、基本計

画において、市の方針「共生・共育・共働」を掲げました。さらに政策目標をまとめた

４つの分野「輝く魅力向上」「輝くまち」「輝くひと」「輝く暮らし」と、政策目標

「チャレンジする市役所」ごとに、各分野の施策展開をリードする事業を「リーディン

グプロジェクト」として位置づけ、迅速かつ効果的に取り組みます。

令和４年度から新しい総合計画（基本構想・基本計画）の計画期間が始まります。今

後10年間のまちづくりを進める中で、目指すべき将来像「誰もが輝く未来へ共に創る石

岡市」を掲げ、安全・安心な社会の実現や市の魅力向上と情報発信力の強化、対話や学

びを重視した取組を計画的・戦略的に実施するとともに、社会情勢に対し、しなやかで

持続可能、かつ「成長する・成長できる」石岡市を目指します。

共 生 － 共に生きる ー
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共に育つために、誰もが住んでみたいまち、住み
続けたいまちとして、結婚への支援や安心して子ど
もを産み育てられる環境整備を進め、子育て世代に
魅力的なまちづくりを目指します。
また、本市独自の学校教育を推進することで、児

童生徒の生きる力を育み、いきいきと学べる環境を
整えるとともに、多様な生涯学習を推進し、市民一
人ひとりの学びを支援します。
さらに、全ての市民が健康で安心した生活を営む

ことができるよう、保健・医療・福祉が充実した社
会や、社会情勢の変化にも迅速かつ柔軟に対応でき
る社会を実現することで、「共に育つ」社会を構築
します。

地域の持続的な発展を創出するために、本市の豊
かな自然と立地条件等の環境を最大限に活かした産
業振興を進め、誰もがいきいきと働き続けることが
できるまちを目指します。
また、シティプロモーションの強化により、本市

が持つ様々な自然や歴史等の地域資源や観光資源の
魅力を市内外に広く積極的に発信し、市民が市に愛
着や誇りを持つことができるとともに、あらゆる主
体が、それぞれの役割分担のもとで行政と連携・協
働してまちづくりを行うことで、「共に働く」社会
を構築します。

SDGsの取組

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標

グローバル化が進んだ現代においては、
様々な課題に対して、市民と行政が一体とな
り、解決のために団結して取り組んでいく必
要があります。
本市においても、誰一人取り残さない持続

可能でよりよい社会の実現への取組を様々な
主体が共有し、生涯にわたり誰もがあらゆる
ライフステージで、輝く未来を創り上げるこ
とができる石岡市を目指すため、SDGsの取組
を推進します。

共 働 － 共に働く ー

共 育 － 共に育つ ー
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中、市民生活を守り、強靭な経済構造
を構築するための施策が必要です。持続可能で感染症に強い石岡市であるために、新型コロ
ナウイルス感染症対策プロジェクトを展開します。

新型コロナウイルス感染症対策 プロジェクト

「新型コロナウイルス感染症対策」プロジェクト

市民生活を守り
強靭な地域経済を構築する施策展開

【 】 【 】

新型コロナウイルスワクチン接種事業
【継続】

感染症対策に関する事業について、国の令和
３年度補正予算成立を受けて調整中
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【健康増進課】427,395千円

新型コロナウイルス感染症の発症や重症
化を予防し、社会全体でのまん延を防止す
るため、引き続き迅速なワクチン接種を実
施します。
３回目の新型コロナウイルスワクチン接

種を迅速に進めるため、接種対象となる市
民が安心して接種できる環境を整え、感染
拡大防止を図ります。

【本市のワクチン接種コールセンターの様子】

（令和３年度補正予算を含む）



【 】 【 】

【 】 【 】

感染症対策に関する事業について、国の令和
３年度補正予算成立を受けて調整中
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【該当SDGs】

事業内容により調整

感染症対策に関する事業について、国の令和
３年度補正予算成立を受けて調整中



本市の強みである歴史や観光などの地域資源を最大限に活用し、市の「魅力」を「向上」
させることで、市民一人ひとりが郷土に愛着を持ち、自らその魅力を市内外に広く発信でき
るまちを目指します。

輝く「魅力向上」プロジェクト１

情報発信の強化

輝く 『魅力向上』 プロジェクト

「伝わる情報発信」
ホームページリニューアル事業

すべての市民に、必要な情報が必要な時に適切に届くよう、
ホームページのリニューアルや新たな情報発信ツールを導入
します。また、市民参画のシティプロモーションを推進し、
市民と行政が共に主体性をもって、より多くの方に本市の魅
力を伝えます。

高齢者や障がい者にも配慮したウェブアク
セシビリティ基準を満たした、見やすく使い
やすいホームぺージへの改修を進めます。
また、共生社会における「伝わる情報発

信」の一環として、動画を用いた情報発信を
より強化するため、映像コンテンツを制作可
能な機材を導入し、市政情報（市長会見やイ
ベント等）や各種プロモーション動画を定期
的に配信します。

【秘書広聴課】7,024千円

新たな情報発信ツール

LINEの導入

市民への情報発信媒体として、広報紙やホー
ムページの他、メールマガジンやSNS（Twitter・
Facebook）などを活用していますが、広く利用さ
れているプッシュ型コミュニケーションツール
のLINEを新たに導入します。
利用者に合わせた情報を的確に配信すること

により、「伝わる情報発信」につなげます。

【秘書広聴課】

2,178千円シティプロモーションの推進

より多くの人が本市に興味を持ち、関係人口
の拡大や移住定住の促進につなげるため、市民
参画による「シティプロモーション指針」を策
定し、地域の内外に本市の魅力をより強く発信
していきます。
また、市の魅力をPRするキャッチコピーやロ

ゴマークを定め、効果的かつ戦略的な情報発信
を行っていきます。
これらの市民参画の取組を通じて、市民のシ

ビックプライドを醸成し、より多くの市民が本
市に愛着を持ち、自分がこの地域の未来をつ
くっているという当事者意識を育みます。

【政策企画課】

625千円

【新規】

【新規】

【新規】

【R4.1現在の石岡市HP】

【LINE導入のイメージ】

※ウェブアクセシビリティ：高齢者や障がい者等、心身の機
能に関する制約や利用環境等に関係なく、全ての人がウェブ
で提供される情報を利用できるようにすること。

※シティプロモーション：地域の内外に石岡市の魅力を発信
し、周知していく活動。
※シビックプライド：都市に対する市民の誇り。郷土愛。
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輝く「魅力向上」プロジェクト２

観光資源の魅力向上

いばらきフラワーパークを核とした
周辺観光の振興

いばらきフラワーパークを中心として、市内の観
光資源の魅力を磨き上げるとともに、インバウンド
対策を含めた観光案内所の充実を図ります。また、
数ある文化財の保存・活用を強化します。

令和３年４月にリニューアル
オープンした観光拠点「いばらき
フラワーパーク」と「花やさと
山」の魅力を最大限活用し、観光
案内体制の強化や冬季イルミネー
ションの実施等を通して、周辺観
光につなげる施策を展開します。
本市にある様々な魅力を訪れた

方々に感じてもらい、「また来た
い」と思える石岡市を目指し、関
係人口の増加や地域振興を図りま
す。

【商工観光課】20,517千円

文化財の保存・活用

◇無形民俗文化財映像記録作成事業 3,916千円
指定無形民俗文化財について、詳細な映像記録を残す

ことで、文化財の保存継承・活用を図ります。令和４年
度では「柿岡の祇園祭り」の映像記録を作成します。

【文化振興課】

9,224千円
インバウンド対策を含めた

観光案内所の充実

【商工観光課】

11,558千円

【継続】

【新規】

【拡充】

【新規】観光案内看板の設置 767千円 【継続】地域おこし協力隊活動支援 12,000千円
【拡充】通勤通学者の特急券・定期券購入支援 19,061千円 【継続】移住支援 2,200千円
【継続】景観形成事業 17,433千円 【継続】自転車による魅力発信 5,105千円

その他の 輝く「魅力向上」プロジェクト 注目事業

【いばらきフラワーパーク】 【花やさと山】

【柿岡荒宿「ささら舞」】

茨城空港から本市への玄関口である石岡駅観光案
内所で観光案内デジタルサイネージの多言語対応を
進めるとともに、外国語対応スタッフを配置するこ
とで、インバウンド対策の強化や、観光客の誘客と
広域周辺観光を推進します。

【該当政策目標】

政策目標１：情報発信
政策目標２：歴史・観光

【該当SDGs】

◇文化財保存活用地域計画作成事業 5,308千円
文化財の保存と活用を地域社会全体で支え、持続的な

歴史文化のまちづくりのため「文化財保存活用地域計
画」を作成し、国の認定を目指します。

【柿岡館「獅子舞」】

※インバウンド：観光分野においては、訪日外国人旅行のこと。
※デジタルサイネージ：ディスプレイなどの電子的な表示機器を
設置して情報発信するシステム。
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市民が日々生活する基盤である「まち」をよりよいものとしていくため、災害や犯罪など
の社会的な不安要素に対して、自助・共助・近助・公助により安全・安心の確保を目指すと
ともに、都市部・田園空間それぞれの特性を活かした、都市基盤の整備・生活環境の向上を
目指します。

輝く「まち」プロジェクト１

生活基盤の整備

輝く 『まち』 プロジェクト

石岡駅周辺整備事業 －第２期－

石岡駅周辺の整備事業を引き続き進めるとともに、高浜
駅周辺については、市民生活を支える地域拠点を目指して、
まちづくり検討調査事業を実施します。また、カーボン
ニュートラルに向けたアクションプランを策定し、脱炭素
社会の実現を目指します。

石岡駅周辺地域を中心拠点として位置づけ、一定の公共施設の機能充実や集約化を図ることで、
都市生活の利便性や快適性の向上を目指します。

【駅周辺にぎわい創生課】484,057千円

脱炭素社会の実現
に向けた取組

【生活環境課】

4,105千円
高浜駅周辺
まちづくり検討調査事業

高浜駅周辺を、良好な居住空間を有する地域
拠点とするために、高浜駅を中心としたエリア
を対象として、地域が抱える課題を明らかにす
ることにより、今後のまちづくりの方針を取り
まとめます。

【都市計画課】

3,465千円

【新規】

【継続】

【新規】

◇西口交流施設駐車場整備事業 464,915千円
石岡駅西口の既存施設を駅前の交流拠点として活用すると

ともに、駐車場の整備を進めます。

将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な
社会の構築のため、カーボンニュートラルの実
現に向けた地域脱炭素アクションプランを策定
します。

【JR石岡駅】

【JR高浜駅】

◇東口都市公園整備事業 8,129千円
子育て世代を中心に幅広い世代が利用できる都市公園の整備

を進めます。

◇石岡ステーションパーク利活用事業 7,348千円
ステーションパークの有効活用として、店舗スペース増設や

イベントスペース確保など、市民の集う場所としての整備を
検討します。

◇「いしおか市場」イベントの開催後援 3,665千円
駅周辺のにぎわいを創出するための地域振興イベントを後援し、

中心市街地の活性化を目指します。

※カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量と吸収量を
均衡させること。
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輝く「まち」プロジェクト２

公共交通の充実

買い物支援実証事業（移動スーパーによる支援）

交通不便地域の解消や高齢者をはじめとした市民
の利便性の向上のため、公共交通の充実を図るとと
もに、買い物支援実証事業等により、コンパクト・
プラス・ネットワーク型のまちづくりに向けた事業
を展開します。

人口減少による商業施設の廃業や、高
齢化に伴う免許返納による移動制約者も
年々増加しています。
今後、高齢化が一層進む中で、移動

スーパーによる買い物支援を実施するこ
とにより、既存の公共交通機関を補完し、
地域住民の更なる利便性の向上に努めま
す。

【都市計画課】2,000千円

乗合いタクシー運行補助事業
（先進的な配車システムの導入）

乗合いタクシーの需要が増えている中、配車
システムの見直しを実施します。先進的な配車
システムを導入することで、車両使用や運行の
効率化が図られ、市民が快適に利用できる環境
づくりに努めます。

【都市計画課】

62,000千円
グリーンスローモビリティ

実証事業

コンパクト・プラス・ネットワーク型のまち
づくりを目指して、市内の乗合いタクシー運行
事業と合わせて、コンパクト部分の移動手段を
提供するグリーンスローモビリティの実証実験
を実施します。

【都市計画課】

3,200千円

【拡充】

【新規】

【継続】

その他の 輝く「まち」プロジェクト 注目事業

【移動スーパーの様子】

路線バス運行補助事業
（既存ルートの変更）

【都市計画課】

10,000千円

【拡充】

路線バスの運行補助を継続するとともに、地
域のニーズを踏まえた既存路線のルート変更を
行うことで、市民の利便性の向上と公共交通の
充実に努めます。

【該当政策目標】

政策目標３：安全・安心
政策目標４：都市基盤・環境

【該当SDGs】

【グリーンスローモビリティ】

【継続】空家対策事業 7,490千円 【拡充】犬猫避妊・去勢手術の支援 1,668千円
【継続】上曽トンネル整備事業 2,110,000千円
【継続】合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 277,274千円
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市民一人ひとりの生涯に焦点をあて、市民の健康増進、医療の充実、福祉の向上を目指す
とともに、結婚、出産、子育て、教育・学びといった生涯のあらゆるライフステージでいき
いきと生活を送れるまちを目指します。

輝く「ひと」プロジェクト１

医療対策・子育て支援

輝く 『ひと』 プロジェクト

地域医療対策事業

本市が抱える様々な医療課題に対して積極的
に取り組み、持続可能な医療体制を構築します。
また、妊娠期から就学期まで、本市独自の切れ
目のない支援や民間保育施設への支援等により、
子どもを産み育てやすいまちを目指します。

誰もが安心して暮らせる石岡市を目指し、医師
及びコメディカルの不足や、産科・小児科・緊急
診療などの医療課題に対する取組を行います。
令和３年７月より、こども休日診療を開設して

います。
今後も、現在の医療体制や小児科の緊急診療等

を維持しつつ、新規事業の実施を検討していきま
す。

【地域医療対策室】5,798千円

保育施設等
整備支援事業

０～２歳児の保育施設入所児童が増加傾向に
ある中、仕事と家庭を両立できる社会の実現や、
安心して子どもを預けられる環境整備のため、
定員増につながる民間保育施設の整備に対する
支援を実施します。

【こども福祉課】

421,745千円
子育て世代

包括支援センター事業

安心して妊娠・出産できるまちを目指し、子育
て世代への包括的な支援を実施しています。母子
保健コーディネーターと子育て支援コーディネー
ターが、健康や子育てに関する悩みなど、様々な
相談に対応し、妊娠期から就学期にわたるまで切
れ目のないサポートを行います。

【健康増進課】

21,558千円

【拡充】

【継続】

【継続】

すくすく赤ちゃんクーポン事業
（赤ちゃん紙おむつ支給事業）

乳児の健やかな健康を願い、子育て世帯の経済
的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を
整えるため、満１歳未満児の紙おむつと無料で交
換できる「すくすく赤ちゃんクーポン券」を交付
します。

【こども福祉課】

12,150千円

【継続】

【子育て世代包括支援センターでの様子】

※コメディカル：看護師や薬剤師など、医師とともに医
療に携わる医療専門職種の総称

【こども休日診療の様子】
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輝く「ひと」プロジェクト２

「学び」の支援

学校施設環境の整備

児童生徒の「学び」のために必要な学校施設の整備を実施する
とともに、学校給食の充実を図ります。また、新たにオープンす
る「郷の本棚やさと図書館」では、生涯に渡る「学び」の場とし
て、様々な人々が利用できる環境づくりに努めます。

児童生徒が良好な環境で教育を受けら
れるように、必要な学校施設環境の整備
に取り組んでいます。
令和４年度は、南小学校長寿命化改良

事業、石岡小学校体育館修繕工事等を中
心に進めます。

【教育総務課】832,607千円

郷の本棚やさと図書館
運営事業

八郷総合支所２階に新たに「郷の本棚やさと
図書館」がオープンします。
子どもから高齢者まで利用できる図書の選定

を行い、学習や仕事、生活に関する情報収集の
場となり、生涯をとおして利用できる図書館を
目指します。

【中央図書館】

17,082千円
学校給食の充実
（材料費の拡充）

児童生徒の健康と食育の推進のため、公費に
よる負担を増やし、学校給食の充実を図ります。
材料費の高騰などによる保護者負担の増加を抑
制することで、経済的支援を行うとともに、地
場産物の使用や郷土料理を通して、食べ物を大
切にする感謝の心や、食事マナー、食事の重要
性や食文化への理解等の食育を推進します。

【学校給食課】

279,832千円

【新規】

【拡充】

【拡充】

その他の 輝く「ひと」プロジェクト 注目事業

【郷の本棚やさと図書館】

【新規】子ども読書活動の推進 262千円 【継続】生涯現役プラチナ応援事業 7,182千円
【継続】フッ化物洗口推進事業 219千円 【継続】成年後見制度中核機関運営 8,877千円
【継続】子育て世帯・新婚世帯新生活支援補助金事業 4,500千円
【継続】校務支援システムの運用 14,831千円
【継続】新入学生祝記念品（ランドセル）配布事業 10,492千円

【該当政策目標】

政策目標５：健康・福祉
政策目標６：子育て・教育・学び

【該当SDGs】

【学校給食の一例】

【南小学校通学の様子】
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市民が日々生活する地域の「暮らし」を充実するため、地域内で自立し、持続可能な産業
振興を進めます。また、市民がいきいきと地域で暮らし続けることができるよう、国籍や年
齢、性別、障がいの有無も関係なく、市民や事業者などが行政と一体となって共にまちづく
りを進めることで、多様性を尊重した共生社会の構築を目指します。

輝く「暮らし」プロジェクト１

持続可能な産業振興

輝く 『暮らし』 プロジェクト

産業プロモーションの推進

持続可能な産業振興のため、積極的なプロモー
ション活動により販路拡大・知名度向上を図ります。
また、市内での消費喚起や事業者等への支援を実施
することで、持続可能な産業の振興を目指します。

【産業プロモーション課】18,606千円

キャッシュレス決済
ポイント還元事業

新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念され
る中、接触機会が減少するキャッシュレス社会
の構築を促進するとともに、市内における消費
喚起による地域経済の活性化を図ることを目的
として、キャッシュレス決済の利用者に対して、
市独自のプレミアムポイントを付与します。

【商工観光課】

36,794千円

住宅・店舗等リフォーム
支援事業

市内事業者や農業従事者の持続可
能な発展のため、積極的な企業誘致
とともに、本市の魅力ある農産物・
特産物の国内外への販路開拓や販売
促進等のプロモーション活動を図り
ます。
また、観光プロモーションでは、

特産品等と組み合わせ、本市の魅力
を戦略的に発信し、国内外に向けた
観光誘致活動を図り、本市の知名度
向上を目指します。

【商工観光課】

7,000千円

【継続】

【新規】

【新規】

【石岡セレクト認証品の販売促進】

農産物６次化・
ブランド化事業

令和３年度にブランド化した紫峰煌（しほうの
きらめき）の販売促進や、生産者・異業種連携６
次化支援を行うことで、市内農産物の販路拡大や
本市の知名度向上を目指します。
その他、市内農産物の魅力を広く発信するため

の取組や市内の事業者等と連携した商品開発を行
います。

【農政課】

3,600千円

【継続】

市民の快適な住環境の整備及び小規模事業
者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を支援
し、定住を促進するとともに、事業者の事業
継続による持続的発展から地域経済の活性化
を図り、人が集まる魅力あるまちづくりを目
指します。

【紫峰煌】

【石岡セレクト認証品
ロゴマーク】
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輝く「暮らし」プロジェクト２

持続可能な地域社会の構築

新たな複合文化施設の整備に向け
て取り組みます。また、協働による
まちづくりをより一層推進するとと
もに、地域の多様な人々が共に生き
る共生社会の実現を目指します。

共生社会の実現

性別にとらわれることなく、誰もが自由に活
動できる社会や、仕事と家庭を両立できる社会
の実現のための取組を推進します。また、外国
人住民が地域の一員として安心して暮らし、共
に活躍できる社会を目指して、「（仮）多文化
共生推進行動指針」を作成するとともに、行政
窓口での手続きが円滑にできるよう、自動翻訳
機を導入します。

【政策企画課】

1,019千円
ワーク・ライフ・バランス

の推進

市内の民間事業所へ「イ
クボス宣言」の趣旨、考え
方を広めることや、男性の
育児休暇取得等を推進する
ことで、ワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調
和）の推進を図り、誰もが
働きやすく、多様な生き方
を選択できる環境の整備に
取り組みます。

【政策企画課】

2,836千円

【拡充】【継続】

その他の 輝く「暮らし」プロジェクト 注目事業

【継続】新規就農者支援 51,348千円 【継続】鳥獣被害対策事業 25,631千円
【継続】創業支援事業費補助 4,675千円 【継続】石岡セレクト認証事業 180千円
【継続】企業誘致雇用促進奨励補助 1,800千円
【継続】製造業水道使用料金の支援 7,900千円

【該当政策目標】

政策目標７：産業・経済
政策目標８：地域・文化

【該当SDGs】

【国際理解教室】

複合文化施設
整備事業

公共施設機能の複合化・集約化の検討を
図りながら、新たな文化施設の整備に向け
た取組を進めています。
石岡市文化芸術推進条例の理念のもと、

市民が等しく文化芸術を鑑賞し、参加・創
造することができる施設であるとともに、
市民にとっての使い勝手や過ごしやすさを
大切にした空間づくりによって、まちへの
愛着や誇りの醸成へとつながるよう取り組
んでいきます。

【駅周辺にぎわい創生課】

4,779千円
【継続】 協働によるまちづくり

推進事業

コミュニティ活動補助金や地域協働支援金に
より、各地区の活動等を支援するとともに、市
民と行政の対話の場づくり（石岡未来会議オン
ライン）や、協働のまちづくり推進委員による
調査・審議を実施することで、市民等と行政が
連携し協力したまちづくりを推進します。

【コミュニティ推進課】

12,818千円

【継続】

※イクボス
部下のワーク・ライフ・バラン
スを考え、部下のキャリアと人
生を応援しながら、組織の結果
もだしつつ、自らも仕事と私生
活を楽しむことができる上司。
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総合計画と一体的に取り組み、全ての分野を下支えする行財政改革

行財政改革の方針

「チャレンジする市役所」

チャレンジする市役所 プロジェクト
ー 行財政改革大綱 ー

チャレンジする市役所の２大テーマ

行財政改革は、すべての組織、政策において常に意識しなければならないテーマです。
これまで第１次、第２次行財政改革大綱の２期を通して、各種改革を計画的に進行管理
することが浸透してきました。
今後予想される、少子・高齢化や今般のコロナ禍など社会情勢の変化にも即応できる

よう、失敗を恐れず、常に改善、改革に取り組むチャレンジ精神が成長戦略である総合
計画の実現に向けて非常に重要になります。
よって、総合計画・行政資産（ヒト・モノ・カネ）・実施事業が連動するマネジメン

トシステムの構築を行い、挑戦し、やりがいが得られる組織風土・人材育成を目指すと
ともに、限りある財源を効果的・効率的に活用することを目指します。

継続的に満足度の高い行政経営を行うため、社会情
勢等の変化に応じて自ら変革する組織づくりが求めら
れます。
そのために、人材の確保と専門職人材及びチャレン

ジ精神のある人材の育成、先進技術の活用などによる
業務の効率化のほか、既存事業の見直しや、行政以外
の民間の力を協働や連携協定等により連携・分担して、
最適な主体による温かみのあるサービスを提供する必
要があります。

総合計画の実現と中長期的財政フレームの
バランスが取れた経営が求められています。
市が保有する限られた資産を有効に活用し、

高度化・多様化する行政サービスへの需要に
応えるため、将来負担の予測及び情報発信を
行うとともに、財源の確保手段の多様化を行
う必要があります。

組織・人材マネジメントの充実

経営・財務マネジメントの充実

【主な取組】

●組織機構の最適化

●人材の確保・定員管理

●研修制度の充実

●働き方改革の実践

●民間活力の積極的な活用

【主な取組】

●財政推計との連動を高める事業査定

●市民に対する財政推計の積極的な情報公開

●ファシリティマネジメントの推進

●ふるさと応援寄附金や有利な地方債、

国県補助金等の活用による歳入確保
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※ファシリティマネジメント：組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画・管理・活用して最適化を図る経営活動



「チャレンジする市役所」プロジェクト

効果的・効率的な運営

限りある財源を効果的・効率的に活用する
ため、業務分析の実施や公共施設の包括管理
等を検討します。また、SDGsの理解を深める
とともに、窓口業務における市民サービスの
充実を図ります。

ドローン利活用事業

ドローンを活用することで、空撮による災害
状況確認や、生態調査、インフラ点検、市の魅
力の効果的な情報発信等、様々な効果が期待で
きます。令和２年度に結成した職員によるド
ローンパイロットチーム「Peaceful Blue」を中心
に、様々な事業展開にドローンを活用します。

【経営戦略課】

646千円

公共施設包括管理

公共施設の維持管理業務を包括的に行うこと
で、各施設の品質向上や均一化が図られ、市民
の安全・安心に資するとともに、職員の負担軽
減が図られます。令和４年度は、包括管理に向
けた調査等を実施します。

【経営戦略課】

106千円

【拡充】

【新規】

全庁業務分析

限りある財源での効果的・効率的な行政運営
や行政手続き等の効率化のため、デジタル化を
中心とした業務の変革を実施するにあたり、BPR
の手法を導入し、業務分析を実施します。

【情報政策課】

17,000千円SDGs 実現への取組

誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会
の実現のため、様々な課題に対して、市民と行
政が一体となり、解決のために取り組んでいく
必要があります。SDGsを推進するため、市民や
職員への啓発やセミナーの開催を実施します。

【政策企画課】

557千円

【新規】【新規】

【ドローンパイロットチームPeaceful Blueの活動】

便利で利用しやすい窓口

◇申請ナビシステムの運用 639千円
本庁舎・八郷総合支所での各種証明書の交付等に関し

て、スマートフォン等を利用して、簡単に申請書を作成
できる申請ナビシステムにより、市民サービスの向上を
図ります。

【市民課・市民窓口課
・情報政策課】

2,891千円

【拡充】

◇郵便局窓口での証明書交付 2,252千円
瓦会・高浜の２か所の郵便局において、住民票の写し

や印鑑登録証明書、納税証明書などの公的証明書交付事
務を行うことで、行政サービスおよび地域住民の利便性
の向上を図ります。

◇おくやみ窓口の運営
身近な人が亡くなられた後のご遺族の負担を少しでも

軽減できるよう、本庁舎・八郷総合支所で、市役所にお
ける手続きについてサポートします。

【該当政策目標】

政策目標９：チャレンジする市役所
【該当SDGs】
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※BPR：ビジネスプロセス・リエンジニアリング。業務内容や
フローを根本的に見直し、再構築を図ること。
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