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［基本目標１‐雇用]（評価書） 

基本目標 雇用［稲敷市における安定した雇用を創出します］ 

目的 

色々な働き口がたくさんできるように新たな企業誘致や地元企業の支援，また，

市内外の就職情報をいっぱい集め，若い方々に積極的に発信するとともに，創業

支援や記号の本社機能誘致を積極的に行うなど，生活の糧となる安定した収入が

得られるよう，若い方々と共に，その企業も応援します。 

関係課 企業誘致推進室，商工観光課，市民協働課，管財課，農政課 

評価 
順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ 

事業数 
実施 
事業数 

未実施 
事業数 

20 

 

20 

（100％） 

0 

（0％) ＊前年度の評価「やや遅れ」（前年度比較  ） 

総括評価 

概要 

平成 29 年度は，未実施だった３事業がスタートし，全 20事業が開始となった。

約半数の 13 施策が，順調～やや順調であり，全体評価は前年と同様の「やや遅

れ」である。 

H28 年度から開始した優遇制度等の効果については，早急に表れるものではない

ので，企業に広く周知を積極的に行い，長いスパンで見据えなければならない。 

 

（１）企業の本社機能やたくさんの企業を誘致して，若い方々の雇用を応援しま

す 

【評価】 

・no.1 本社機能移転等支援事業は，法人市民税の５年間免除や最大 3000 万

の補助金が支給される事業で，平成 29年度に１企業が県認定を受け，本社機

能を移転。 

・no.3企業誘致立地促進事業は，h29は企業誘致３件，拡張企業件数５件の

実績あり。江戸崎工業団地は順調に分譲が進み，目標どおり完売となった。 

 

（２）様々な創業支援メニューを用意して，頑張る企業や若い方々を応援します 

【評価】 

・no.4創業支援計画の策定は，サポート窓口や創業セミナーを開催し，６件

の創業があった。 

・no.6市民のための創業支援事業は，UIJターン創業支援事業と統合し，平

成 29年７月から実施。４社の創業支援が行われた。（no６） 

・no.7-8創業支援として，保証料給付と利子補給の施策がスタート。問合せ

は増加傾向にある。 

 

（３）稲敷市に興味を持った企業様，ワンストップで応援します 

【評価】 
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・no.9企業誘致専門部署を設置したことにより，相談窓口の一本化が図られ

た。 

【課題】 

・no.9江戸崎工業団地の分譲が完売し，市内で紹介できる物件が減少し，相

談件数が減少傾向にある。 

 

（４）就職情報の発信や働きやすい環境を整え，女性や若い方々を応援します 

【評価】 

・no.11：企業情報をわかりやすく載せることで，採用を促進する。。 

・no.12：リラクゼーションフィットネス講座など，女性が働きやすい環境を

作る５講座を実施。 

 

（５）市内の雇用が増えるよう，市内企業を応援します 

【評価】 

・no.14：事業者の保証料を負担し，中小企業の経営基盤の安定を図る事業で

95 件に融資あっ旋。 

（６）「実家の農業を継ぎたい！」を応援します 

【評価】 

・no.17：青年就農給付金事業は，次世代を担う農業者の経営確立に重要な資

金を給付する事業で，１名へ実施した。 

（７）稲敷市の基幹産業である農業を応援します 

【評価】 

・no.19：この農地中間管理事業は，農業の担い手の維持育成への貢献度も高

く，遊休農地の解消にもつながる有効な施策である。当初目標を上回る実績

があり。  

・no20：ライスミルクの試作品４品が追加され，フードイベントにも出展す

るなど，商品化に向けた販路開発を行っている。 

【課題】 

・no.18 農産物のブランド化・高付加価値化推進事業は，様々な要件を満た

す必要があるため，さらなる生産技術・品質向上やブランド化の推進が必要。 

 

構成する施策 

施策名 評価＊１ 
前年度
比較 

(１)企業の本社機能等を誘致して若い方の雇用を応援 概ね順調  

(２)創業支援を用意して企業や若い方を応援 やや遅れ  

(３)企業立地を考えている企業をワンストップで応援 やや遅れ  
(４)就職情報の発信や働きやすい環境を整え、女性や

若い方を応援 
やや遅れ  

(５)市内の雇用が増えるよう市内企業を応援 概ね順調  
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(６)「実家の農業を継ぎたい！」を応援 遅れ  

(７)稲敷市の基幹産業である農業を応援 やや遅れ  

数値目標 

指標 
関連 
施策 

目標値 
（基準値） 

H29実績達成状況 

実績値 ＊２ 
前年度
比較 

本社機能移転法人 (１) ５年間で４法人 １社 Ｂ  

産業創出数 (１) ５年間で５社 ２社 Ｂ  

企業誘致数 (１) ５年間で４社 ４社 Ａ  

拡張企業数 (１) ５年間で２社 ６社 Ａ  

江戸崎工業団地分譲 (１) 
平成 29 年度末
までに完売 

４完売 Ａ  

創業件数 (２) ５年間で 15 件 ８件 Ａ  

創業セミナー受講者数 (２) ５年間で 60 人 24人 Ｂ+  

企業誘致相談件数 (３) ５年間で125件 67件 Ｂ+  

企業立地フェアブース来
場者数 

(３) ５年間で500人 403人 Ｂ+  

企業誘致ポータルサイト
アクセス数 

(３) 22,000件 11,901 Ｂ  

就労支援ポータルサイト
アクセス数 

(４) ５年間で45,000件 4,115 件 Ｃ  

講座実施数 (４) ４講座 ５講座 Ａ  

企業訪問数 (５) ５年間で150件 53件 Ｂ  

融資あっ旋件数 (５) ５年間で585件 306件 Ｂ+  

目標登録数 (５) 40件 39件 Ａ  

いなしき農業講座受講者
数 

(６) ５年間で 25人 ５人 Ｃ  

認定新規就農者数 (６) ５年間で５人 ２人 Ｂ  

県銘柄産地指定数 (７) ５年間で２件 ０件 Ｃ  

事業実施面積 (７) ５年間で 700ha 1024.1ha Ａ  

ライスミルク試作品開発
数 

(７) 10種類 ９種類 Ａ  

ライスミルク雇用創出数 (７) 20人 ７人 Ｂ  
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［基本目標２‐移住定住]（評価書） 

基本目標 移住定住［稲敷市への新しいひとの流れをつくります］ 

目的 

若い夫婦や若い家族の方々が，自分達らしい生活や三世代の楽しい生活ができるよ

う，マイホーム支援や，空き家バンク，三世代同居など，様々な住宅支援を行うと

ともに，移住定住に関する窓口の設置や情報を発信し，稲敷市への UIJターンや市

内定住などを応援します。 

関係課 
人口減少対策室，水道課，市民協働課，子ども家庭課，生涯学習課，企業誘致推進

室，政策企画課 

評価 
順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ 

事業数 
実施 
事業数 

未実施 
事業数 

19 

 

18 

（94％） 

１ 

（5％） ＊前年度の評価「概ね順調」（前年度比較  ） 

総括評価 

【概要】 

未実施の１施策の除きほぼ全事業が実施となった。前年度比較では３施策上向き，

１施策下向きとなり，平成 29年度の評価は前年度と同じ「概ね順調」となった。 

 

（１）若い方々のマイホーム建設・購入を力いっぱい応援します 

【評価】 

・no21：若年夫婦の新築住宅取得を支援する，マイホーム取得支援は，制度の

認知度が高まり，順調に利用者数，金額ともに年々増加している。 

・no22：上水道新規加入における支援についても大きな経費軽減になることか

ら，目標を上回る成果を上げている。 

【課題】 

・no.21：マイホーム取得支援は，申請者が増加した場合の財源の確保が課題。 

 

（２）稲敷市は三世代同居・近居を積極的に応援します 

【評価】 

・no.24：三世代同居リフォーム，マイホーム取得支援。いずれも当初の目標

を上回る利用があった。 

【課題】 

・no.27：三世代スポーツフェスティバルは，江戸崎体育館改修に伴う会場変

更のため実施できず。 

（３）色々なタイプの住宅を提供して移住・定住を応援します。 

【評価】 

・no.28-30：３事業とも空き家活用として有効な手段であり，移住希望者当へ

の移住定住促進を図れる事業である。平成 29 年度は，空き家バンク成約が２

件あり，移住につながった。また利用登録も年々増えてきている。 

【課題】 

・no.28-30：市内の空き家はまだまだ多く，空き家所有者への呼びかけを強化
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する。 

（４）地方で活躍したい方，生活したい方を応援します 

【評価】 

・no.31：地域おこし協力隊が，平成 27 年度に４名，平成 28 年度に３名の合

計７名着任した。行政とは違う視点から，様々な地域活性化活動が図られた。 

・no.33：大学等連携促進事業は，筑波大学と連携し，稲四季弁当プロジェク

トを引き続き実施。小学生とその父兄を対象に、地元食材を調理する稲四季弁

当出前講座を実施し、受講者から好評を得ている。またお試し住宅のための周

遊マップを作製。利用者に好評を博している。 

・no.35：稲敷市版 CCRC（持続可能なまちづくり）については，平成 29年度に

調査検討を行い，その結果市としては積極的誘致は行わず，提案があれば対応

することなった。 

【課題】 

・no.31：地域おこし協力隊に対する，定住に向けたサポート体制が必要であ

る。 

・no.33：大学連携は，担当課も巻き込んだフレームワークが必要である。稲

四季弁当プロジェクトについては、商品化までの事業継続は困難である為、今

後については協議が必要。 

・no.34：社宅整備は，制度開始するも利用がなかったため，企業誘致推進室

と連携をとり，企業誘致推進室と企業訪問等に同行し，更なる周知を図る。 

 

（５）稲敷市に住みたい方，ワンストップで応援します 

【評価】 

・no39：田舎暮らしお試し住宅「haneyasume（ハネヤスメ）」が事業を開始し，

メディアの取り上げもあり，利用者より問合せも多い。平成 29 年度より，レ

ンタサイクルも設置され，田舎暮らしの魅力として好評を得ている。 

【課題】 

・no39：お試し住宅は，利用者への満足度を高める為，農業体験や，レジャー

体験など稲敷市ならではのアクティビティーを整備する。 

構成する施策 

施策名 評価＊１ 
前年度
比較 

(１)若い方々のマイホーム建設・購入を応援 順調  

(２)三世代同居・近居を積極的に応援 順調  

(３)色々なタイプの住宅を提供して移住・定住を応援 遅れ  

(４)地方で活躍したい方、生活したい方を応援 遅れ  

(５)稲敷市に住みたい方、ワンストップで応援 順調  
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数値目標 

指標 
関連 
施策 

目標値 
（基準値） 

H29実績達成状況 

実績値 ＊２ 
前年度
比較 

転入者・定住者数 
（マイホーム支援） 

(１) ５年間で530人 554人 Ａ  

転入者・定住者数 
（上水道支援） 

(１) ５年間で300人 337人 Ａ  

三世代同居世帯数 
（リフォーム） 

(２) ５年間で 10世帯 ６世帯 Ａ  

三世代同居世帯数 
（マイホーム支援） 

(２) ５年間で 50世帯 54 世帯 Ａ  

講座数 (２) １講座 ２講座 Ａ  

事業数 (２) １事業 １事業 Ａ  

子育て支援センター運動
会での祖父母参加者数 

(２) 30人 36人 Ａ  

空き家バンク登録件数 (３) ５年間で 20件 14件 Ａ  

空き家バンク成約件数 (３) ５年間で 15件 ３件 Ｂ  

転入者・定住者数 
（空き家バンク促進） 

(３) ５年間で 30人 ６人 Ｂ  

空き家バンクリフォーム 
件数 

(３) ５年間で 15件 １件 Ｃ  

地域おこし協力隊員数 (４) 10人 ７人 Ｂ＋  

大学等連携促進事業数 (４) ５年間で 10事業 ６事業 Ａ  

社宅等整備数 (４) ５年間で 30戸 ０件 Ｃ  

転入者数 (４) ５年間で 60人 ０人 Ｃ  

中長期的な街づくり方針
の検討 

(４) 
街づくり方針
の検討 

検討 Ａ 未実施 

移住定住相談件数 (５) ５年間で 80件 58件 Ａ  

移住定住ポータルサイト
アクセス数 

(５) 20,000件 26,753件 Ａ  

移住定住交流事業の参加 (５) ５年間で４回 25回 Ａ  

移住相談会開催数 (５) ５年間で６回 ３回 Ｂ  

田舎暮らしお試し住宅利
用数 

(５) ５年間で 50組 37組 Ａ  
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［基本目標３‐子育て]（評価書） 

基本目標 子育て［稲敷市での結婚・出産・子育ての希望をかなえます］ 

目的 

未就学期や義務教育期の子育て支援だけでなく，それ以前の結婚，妊娠・出産，ま

た，義務教育以降など，出来るだけ長い支援を行うなど，「結婚～妊娠～子育て～

教育～医療」に至る一連において，子どもたちとその保護者の方々を応援します。 

関係課 
健康増進課，市民窓口課，子ども家庭課，生涯学習課，教育学務課，都市計画課，

保険年金課，指導室，市民協働課，人口減少対策室 

評価 
順調 

概ね 

順調 
やや遅れ 遅れ 

事業数 
実施 
事業数 

未実施 
事業数 

31 

 

30 

（96.7％） 

１ 

（3.2％） ＊前年度の評価「概ね順調」（前年度比較👇） 

総括評価 

【概要】 

平成 29年度中に１事業開始し，ほぼ全事業実施となった。前年度比較では上向き

３施策，下向き３施策となり，全体では，前年度と比較して「やや遅れ」となった。 

未実施の１事業（3.2％）については，平成 30年度に１事業の事業開始が予定され

ている。 

 

（１）妊娠・出産期のお母さんを応援します 

【評価】 

・no.40：不妊治療費助成事業については，期待値を下回っているが，徐々に

市民に周知されてきたこともあり，利用者数が増加傾向にある。 

・no.42：妊婦健康診査の受診も，子育て世帯の経済的負担の軽減につながる

為，高い受診率を維持している。 

【課題】 

・no.43：妊婦歯科診断費助成事業は，h29 年度より受診機関の拡大を行った

が，利用者の増加につながっていない。一層の PR が必要。 

 

（２）やっぱり稲敷市でよかった！のための子育てを応援します 

【評価】 

・no.46：乳幼児健康支援事業は，子どもの成長確認と疾病の早期発見につな

がり，受診率も高い。また育児参加教室の参加率も年々増加している。 

・no.47：子どもを預かるサービスを提供するファミリーサポートセンター事

業も当初予定を上回る実績があり，好評を博している。 

・no.51：放課後健全育成事業は，h31 目標となる４施設の建設の目標を達成

した。 

・no.52：放課後子ども教室推進事業は，学校の余裕教室を活用し，地域の方々

と児童がスポーツや文化活動を行う事業であるが，予定の８割の学校で実施

しており，順調に行われている。 
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（３）経済的負担を軽減し，豊かで安心な子育てを応援します 

【評価】 

・no53：定期予防接種及び任意予防接種費用助成は，感染症予防という目的だ

けでなく，子育て世帯の経済的負担軽減にもなっている。 

・no.54：ロタウィルスの助成も，年々接種率が向上している。 

・no.55：保育支援事業における保育料平均 30％軽減も，好評を得ており，引

き続き事業運営を行う。 

・no.57：就学援助費助成事業は，平成 29年度より対象者の拡大は図られ，入

学前に準備金が交付されるなど，保護者の経済的・精神的な負担軽減がなされ

た。 

【課題】 

・no56：未実施の給食費等の助成事業は，平成 30 年度中に１事業実施予定。 

・no59：市営住宅家賃軽減は，h28 年 10 月に法律が改正され，市独自事業で

はなくなった。 

 

（４）稲敷市では，高校大学等まで長く子育てを応援します 

【評価】 

・no.60：医療福祉事業は，対象が高校生まで拡充されたため，子育て世帯の

医療費負担が軽減された。 

・no.61：奨学資金支給事業は，奨学金は貸付額を 2.5万→５万と増額とした

ため利用が増大している。 

【課題】 

・no.60：平成 30年 10月より制度改正が行われ県全域で高校生までとなる。

現在県内 44市町村のうち，22市町村で高校生以上に対象を拡大しており，当

初より効果が薄くなってきている。 

 

（５）様々な学習機会を提供して，子ども達の成長を応援します 

【評価】 

・no62：平成 29年度中に江戸崎地区児童クラブ専用施設の建設が行われた。 

・no.63：小中学校に外国語指導助手（ALT）の派遣や，英検受験料の補助を行

った結果，小中学生の英検合格者が増加している。 

・no.64：特に防災教育推進事業におけるジュニア検定推進事業については，

周知が図られたためか，h28に引き続き高い水準を見せている。 

【課題】 

・no66：海外派遣受入事業は，隔年となったため定員を超えれる応募がある。抽

選以外の良い方法を検討。 

 

（６）子育て前の出会いから，若い方々を応援します 
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【評価】 

・no.68：出会いサポート事業は，平成 29年度の実績は０だったが，参加者も

多く，これまで成婚実績も高く好評を得ている。 

・no.69：ご当地婚姻届出書で門出を祝う事業は，いなのすけを使用した婚姻

届けあり好評を博している。平成 29年度は年度途中での利用のため，使用率

は低い。 

【課題】 

・no67：同窓会応援プロジェクトは，認知度が低いせいか，実績が出ていない。

飲食店などへの PRが必要となる。 

 

構成する施策 

施策名 評価＊１ 
前年度
比較 

(１)妊娠・出産期のお母さんを応援 遅れ  

(２)やっぱり稲敷市でよかった！のための子育てを応 
  援 

順調  

(３)経済的負担を軽減し、豊かで安心な子育てを応援 遅れ  

(４)高校大学等まで長く子育てを応援 概ね順調  

(５)様々な学習機会を提供して、子ども達の成長を応援 順調  

(６)子育て前の出会いから、若い方々を応援 遅れ  

数値目標 

指標 
関連 
施策 

目標値 
（基準値） 

H29実績達成状況 

実績値 ＊２ 
前年度 
比較 

特定不妊治療活用者数 (１) 150人 71人 Ｂ＋  

一般不妊治療活用者数 (１) 550人 24人 Ｃ  

男性不妊治療活用者数 (１) 25人 ０人 Ｃ  

マタニティスクール参加
率 

(１) 30％ 11.8％ Ｂ  

妊婦健診受診率 (１) 100％ 95.9％ Ｂ＋  

妊婦歯科健診受診率 (１) 100％ 23.6％ Ｃ  

未来便申込件数 (１) 250件 32件 Ｃ  

赤ちゃんの駅活用件数 (２) ５年間で 30件 15件 Ｂ+  

乳幼児健診受診率 (２) 98％ 97％ Ａ  

育児教室参加率 (２) 50％ 29％ Ｂ+  

ファミリーサポートセン
ター利用者数 

(２) 100人 155人 Ａ  
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子育て支援センター開催 (２) 週３回 週３回 Ａ  

子育て支援センター利用
者数 

(２) 延 6,000人 7,700人 Ａ  

子育て情報サイト登録者
数 

(２) 486人 495人 Ａ  

子育て情報サイトアクセ
ス数 

(２) 64,255件 82,935件 Ａ  

子育て支援情報登録者数 (２) 500人 103人 Ａ  

放課後児童クラブ施設整
備数 

(２) ４施設 ４施設 Ａ  

放課後児童クラブ待機児
童数 

(２) ０人 ０人 Ａ  

放課後子ども教室実施校
数 

(２) 実施率 100％ 80％ Ａ  

定期予防接種接種率 (３) 95％ 94％ Ｂ＋  

任意予防接種助成率 (３) 70％ 46.7％ Ｂ  

ロタウイルス予防接種率 (３) 80％ 74.6％ Ａ  

保育料の軽減 (３) 平均 30％軽減 実施 Ａ  

就学援助費助成 (３) ５年間で 39件 14件 Ｂ - 

ひとり親家族控除 
（保育料軽減等） 

(３) ５年間で８件 ０件 Ｃ - 

ひとり親家族控除 
（市営住宅家賃軽減） 

(３) ５年間で１人 ０人 Ｃ - 

医療福祉の対象者拡大 (４) 
高校３年生相
当まで拡大 

実施 Ａ  

奨学金申請者数 (４) ５年間で 35人 14人 Ｂ  

地域活動事業実施園数 (５) 市内全園(９園) ５園 Ｂ+  

英語検定受検料補助 
（小学校５級合格者） 

(５) ５年間で 50人 47人 Ａ  

英語検定受検料補助 
（中学校３級合格者） 

(５) ５年間で400人 207人 Ｂ+  

ジュニア防災初級合格者
数 

(５) ５年間で 1,000人 597人 Ａ  

水辺の楽校・イナシキッ
ズ事業等参加者数 

(５) 150人 288人 Ｂ+  

青少年海外派遣人数 (５) ５年間で 50人 47人 Ａ - 

青少年海外受入人数 (５) ５年間で 50人 43人 Ａ - 
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同窓会開催数 (６) 14件 ０件 Ｃ  

成婚者数 
（同窓会応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

(６) ２組 ０件 Ｃ  

出会いサポートによる成
婚者数 

(６) ５年間で４組 ６組 Ａ  

結婚お祝いカード配布率 (６) 100％ 20％ Ｂ 未実施 

結婚お祝いカード配布率 (６) 100％ 100％ Ａ  
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［基本目標４‐シティプロモーション]（評価書） 

基本目標 シティプロモーション［心豊かな稲敷市での暮らしをプロモーションします］ 

目的 

稲敷市の魅力を発見し，磨き，市内外に情報を発信するなど，市の認知度や愛着心

を高めるとともに，地域コミュニティの活性化や地域ぐるみによる消防・防災体制

の充実を図り，心豊かな安心した暮らしを応援し，住民や企業から選ばれる市を目

指します。 

関係課 
秘書広聴課，人口減少対策室，指導室，商工観光課，政策企画課，生涯学習課，市

民協働課，危機管理課 

評価 
順調 概ね順調 やや遅れ 遅れ 

事業数 
実施 
事業数 

未実施 
事業数 

18 

 

18 

（100％） 

０ 

（0％） ＊前年度の評価「概ね順調」（前年度比較  ） 

総括評価 

【概要】 

平成 29 年度中に 18 事業全て実施となり，前年度比較では６施策が新規。１施策

上向き，３施策下向きとなったが，前年度同様の「概ね順調」となった。 

 

（１）稲敷市の魅力を積極的に発信します 

【評価】 

・no.71：平成 28年にシティプロモーション推進室を設置，アクションプラン

を策定し，ホームページのデザイン変更などの情報発信の強化を図っている。 

・no.72：地域おこし協力隊によるシティーセールスプロモーション事業は，

行政には無い発想により，市内外の方を巻き込んだ大小様々な事業や，SNS に

よる情報発信を展開している。昨年度は，ゆるきゃらグランプリ 2017におい

て，県内１位。全国５位という輝かしい成績を収めることができた。 

【課題】 

・no.71：シティプロ事業において市ホームページのアクセス数が下落傾向に

あり，使いやすい HPに向けた検討が必要。 

・no.72：全庁的な情報発信強化のため，シティプロモーション推進委員会の

設立及び地域おこし協力隊と連携した事業の実施。 

・no.72：地域おこし協力隊によるシティセールス・プロモーション事業は，

今後もソトモノ視点で，行政の枠にとらわれない企画や発想を形にし，市民の

方とともに地域活性化活動を行う。 

 

（２）ふるさと稲敷市の思いを大切に育てます 

【評価】 

・no.73：ふるさと学習推進事業は，郷土愛を再構築させるため小中学校で「ふ

るさと学習」を行うもので，授業時間も順調に増えている。 

・no.75：ふるさと納税拡充事業では，ふるさと納税専用ポータルサイトの参

画や特典品目の拡大を図ったことにより，平成 28 年度比５倍の 55,386件，7
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億 2844万円の納付があった。 

【課題】 

・no.75：ふるさと納税は，事業拡大による事務量の増大。 

 

（３）イベントや茨城ゴールデンゴールズで稲敷市を盛り上げます 

【評価】 

・no.76：イベントについては，年々着実に参加者が増加し概ね良好な実績が

得られた。 

・no77：茨城ゴールデンゴールズ後援会会員数は年々減少傾向にあるが，認知

度は依然高く，引き続きと連携し市の PRを促進させる。 

【課題】 

・no77：茨城ゴールデンゴールズとの連携した PR 事業は，SNS を通した周知

活動及び市職員や関係団体への声掛け・PR 等から会員数の増加を図り，市を

PR していく。 

 

（４）地域コミュニティの活性化を図ります 

【評価】 

・no78：平成 28年度同様，地域コミュニティ活動として１件の実績あり。 

【課題】 

・no79：公民館を拠点とした地域コミュニティ推進事業は，平成 29年度より，

新利根公民館及び桜川公民館が地区センターとなり，管理を行う市民協同課

と連携が連携が必要である。 

 

（５）広域ネットワークの強化を図り，便利な暮らしを創出します 

【評価】 

・no.80：地域公共交通再編事業については，学校再編に併せた一部路線の見

直しを行い，公共交通利用者の増加している。 

・no.82：圏央道活用推進事業は，江戸崎かぼちゃ試食やあげ餅 PP活動を行っ

た。圏央道の交通量増加もあり完売となった。 

・no.83：広域連携協議推進事業は，稲敷市を中心とした近隣市町村で協議会

を立ち上げ，観光等の分野で連携している。また，県と近隣市町村による広域

バスの運行が平成 29年１月よりスタート。 

・no.84：水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクトは，サイク

リングマガジンを作製し，コンビニなどでサイクリスト向けに配布。その結

果，交流人口の増加に寄与してる。 

【課題】 

・no81：高速バス誘致事業は，平成 28年度の社会実験から，新規の高速バス

運行は困難。ただし，一定数の利用者はいることから，既存の高速バスの活用

を目指す必要がある。 
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・no.83：広域連携協議推進事業において，広域バスの県補助金が h30で打ち

切りの方針が出されているため，協議が必要。 

・no.84：水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクトは，情報発

信を積極的に行い，単なる通過点にならぬよう市内へ誘導する取り組みを検

討する。 

 

（６）消防・防災体制を充実し，安全な暮らしを守ります（内容確認） 

【評価】 

・no.85：防災施設整備事業は，いつ発生するかわからない自然災害に対して，

備蓄倉庫の整備及び備蓄品の確保を着実に行い，毎年整備を図っている。 

【課題】 

・no.85：消防団等充実強化事業は，人口減少に伴う団員の確保と，団員は会

社員が多いことから平日の団員確保。 

 

構成する施策 

施策名 評価＊１ 
前年度 
比較 

(１)稲敷市の魅力を積極的に発信 概ね順調  

(２)ふるさと稲敷市の思いを大切に育てる 順調  

(３)イベントや茨城ゴールデンゴールズで稲敷市を盛
り上げる 

やや遅れ  

(４)地域コミュニティの活性化を図る やや遅れ  

(５)広域ネットワークの強化を図り、便利な暮らしを創
出 

概ね順調  

(６)消防・防災体制を充実し、安全な暮らしを守る 概ね順調  

数値目標 

指標 
関連 
施策 

目標値 
（基準値） 

H29実績達成状況 

実績値 ＊２ 
前年度 
比較 

トップページ月間アクセ
ス数 

(１) 24,000件 14,575件 Ｂ  

協力隊による企画事業数 (１) ５年間で 10件 42件 Ａ  

協力隊による情報発信数 (１) ５年間で 1,800件 2,547 件 Ａ  

学習機会数（小学校） (２) 各学年５時間 11.6 時間 Ａ  

学習機会数（中学校） (２) 各学年５時間 5.1 時間 Ａ  

稲敷ふるさと大使 (２) ５人 ３人 Ｂ  

ふるさと応援寄付額 (２) １億円 
７億 

2845万円 
Ａ  
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観光客入込数 (３) 34万人人 
29万 

7千人 
Ｂ+  

ＧＧ後援会会員数 (３) 600人 288人 Ｂ  

地域コミュニティの活性
化事業数 

(４) ５年間で８事業 ３事業 Ｂ  

協力隊配置数 (４) １人 １人 Ａ  

公民館等施設利用者数 (４) 80,000人 74,813 人 Ｂ＋  

直接運行補助対象事業者
の収支率 

(５) 40％ 15.39％ Ｂ  

高速バス路線数 (５) 
平成 29 年度ま
でに２路線 

１路線 Ｂ  

圏央道を活用した新規事
業数 

(５) ３事業 ２事業 Ａ  

広域連携事業数 (５) ２事業 ２事業 Ａ  

水郷サイクリングによる
交流人口 

(５) 4,000人 3,000人 Ａ  

消防団員の拡充 (６) 累計 460人 261人 Ｂ＋ - 

備蓄倉庫整備 (６) 累計 13か所 ５か所 Ｂ＋ - 

備蓄非常食整備 (６) 累計 42920食 28,920 食 Ｂ＋ - 

備蓄保存水整備 (６) 累計 28,800個 15,600 個 Ｂ＋ - 

消防緊急無線のデジタル
化 

(６) 100％ 100％ Ａ - 

防災行政無線のデジタル

化 
(６) 100％ 34％ Ａ - 

防災士の資格取得数 (６) 30人 ７人 Ｃ  

 

 


