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【令和３年度　新型コロナウイルス感染症対策にかかる予算規模】　５９０，５９８千円
　◆内訳：歳出予算額：３９４,９２９千円　　　歳入予算額：△１９５,６６９千円

【事業者支援】	 	 	 	 	 	 　311,888千円

１.神栖つかエールクーポンの販売	 	 	 	 　　　　　　　　　　　105,000千円

　 13,000円のクーポン券を10,000円で販売し,市民の消費喚起及び市内小規模事業者の活性化を図る

２.新･かみスポ合宿でキャッシュバックキャンペーン	 	 　　　　　　　　　　　 69,586千円

　 市内でスポーツ合宿等を実施した際の宿泊料及びバス利用料の助成金を給付

３.中小企業事業資金利子補給費補助金		 	 　　　　　　　　　　　　　　　　   37,302千円

　 中小企業の融資資金に対する貸付金利子を補助

４.病院経営基盤強化支援補助金	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000千円

　 新型コロナ等の影響により経営状況が悪化している救急病院の運営継続を支援

【市民生活支援】	     243,393千円（歳出:47,724千円　歳入:△195,669千円)

１.小・中学校給食費の無償化(歳入予算の減額)	 	 	 　　　(△195,669千円)

　 コロナ禍により経済的負担が増加した児童・生徒の保護者への負担軽減を図る

２.生活困窮者自立支援事業(住居確保給付金)	 	 	 	  　　　　　46,224千円

　 住居を失う恐れのある生活困窮者に対し，家賃費用を給付

３.新生児子育て応援給付金	 	 	 	 	 　　　　　　1,500千円

　 定額給付金の支給対象外となっている新生児を対象に，一人あたり３万円を支給(R3.4.1生まで)

【その他】	 	 	 	 	 	  　35,317千円

新型コロナウイルス感染症対策消耗品や備品等の購入，網戸設置工事など

新型コロナウイルス感染症対策にかかる対応の概要
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第１節　市民と協働のまちづくり　１市民協働・地域コミュニティ

矢田部ふれあい館のコミュニティセンター化

R3当初予算額：  14,346千円（市民協働推進事業）
R3当初予算額：221,907千円（コミュニティセンター管理運営事業）

矢田部ふれあい館をコミュニティセンターとして位置づけ、地区活動をはじめ生涯学習や市民の交流の場とする

市民協働推進事業

協働のまちづくりを推進する地域コミュニティ協議会をサポートするための環境整備や，財政的人的支援の充実を図る

企画部　市民協働課

矢田部ふれあい館のコミュニティセンター化

主な新規事業

○グラウンド・ゴルフ場関連（2,436千円）

　令和2年度に整備されたグラウンド・ゴルフ場（芝生養生期間を経てR3.7月
供用開始予定）を活用し、矢田部地域活性化に取り組むため（グラウンド・ゴ
ルフ大会の開催など）、施設等の改修を行います。

コミュニティセンター化のメリット

○開館日（土曜日、日曜日、祝日も利用可能に）
　火曜日から日曜日（月曜日と年末年始は休館）

○開館時間（開館時間の延長）

　通常利用：９時～１７時　※事前予約の場合、２１時まで利用可

○館長／副館長の配置

　地域とのつながりを深めるために館長／副館長を配置します。

　矢田部ふれあい館をコミュニティセンターにすることで利便性を向上させ、矢
田部地域に住民主体のまちづくりを推進する仕組みを整備します。

　※児童発達支援事業所「なのはな」は従来通りご利用いただけます。

 
 

市民協働推進事業

主な拡充事業

○地域コミュニティ協議会活動費助成金（1,500千円）

　令和２年度に行政委員制度の見直しを行い、市内中学校区を基本単位とす
る「区長会」を発足しました。 

　今後は各地区の団体・個人と連携し、防災士等の協力を得ながら地域コミュ
ニティ協議会の立ち上げを支援し、スケールメリットを活かした地域交流と地域
防災の強化を図ります。

　　・運営経費　@100,000*3協議会（事務費等）

　　　（消耗品費、印刷製本費、郵便料など）　　

　　・活動経費　@400,000*3協議会（部会活動）

　　　（チラシ・パンフレットの作成費、講演会・イベント等の経費）
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津波避難施設整備基本計画の策定【新規】
（令和3年度当初予算：15,400千円)

　津波避難シミュレーションにおいて避難困難地域となった　
　３地区（居切、舎利浜、本新町）を対象に、避難困難地域
　の解消に向けた津波避難施設整備基本計画を策定します。

津波災害リスクの高い地区における
津波避難体制の確保のため、茨城県
が公表する最新の津波浸水想定区域
を使用した津波ハザードマップを作
成します。

地域防災計画の改訂
（令和3年度当初予算：8,404千円)

令和元年東日本台風などの大規模災害の経験と防災における
社会情勢の変化等に応じて、現行の地域防災計画等の改訂を
行い、更なる防災力向上を図ります。

主な改訂内容

① 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における災害応　
　 急対策に係る措置の追加

② 職員の非常配備基準及び職員初動マニュアル等の見直し

③ 災害時個別対応マニュアルの作成

第２節 安全性の高いまちづくり １ 防災 R3当初予算額   83,562千円

生活環境部　防災安全課

災 害 等 対 策 事 業

津波ハザードマップの作成【新規】
（令和3年度当初予算：5,000千円)

 検討項目

 　① 避難方法の再検討　
　　   ⇒ 避難困難地域の解消に向けた避難方法の再検討

　 ② 避難施設整備の適地選定
　　   ⇒ 避難施設の整備可能箇所を調査

　 ③ 避難施設の規模設定
　　   ⇒ 避難施設の高さや収容可能人数を設定

 　④ 避難経路の設定
　　   ⇒ 避難対象地区と避難施設までの経路を設定

 　⑤ 地区住民との合意形成
　　   ⇒ 住民説明会等を実施し、地区住民のニーズを確認
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第２節　安全性の高いまちづくり　　１　防災　 R3　当初予算額　　　875,237千円

◎スポーツ振興を目的としたプロスポーツ大会をはじめ，多くの集客が見込める各種イベント
　を誘致し，市民の憩いとにぎわいの場として，神栖市のPRをしていきます！

◎災害時は，地域の避難所及び救援救護活動等の防災拠点として運営（開設）します。

教育委員会　文化スポーツ課

【主なプロリーグ開催実績】
・Bリーグ（男子プロバスケットボール）
・Tリーグ（卓球プロリーグ）
・Fリーグ（男子フットサル）
・新日本プロレス

その他にも、各競技のトップアスリートによるス
ポーツ教室・公演会や防災イベントなど，様々な
イベントを実施し，市内外から来られた方に神栖
市を広くＰＲします！

　令和3年度　実施事業
・アリーナ施設購入費（ＰＦＩ本体事業）　501,479 千円
・施設管理業務委託（ＰＦＩ本体事業）　　347,466 千円

所在　神栖市木崎1219-7
　　　　（神栖中央公園内）
構造　鉄骨造，２階建て
建築面積　約13,500㎡
延床面積　約19,000㎡
高さ　約17m（天井高 約12.5m）
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第２節 安全性の高いまちづくり １ 防災 R３当初予算額 149,831千円

波崎総合支所　市民生活課

波崎総合支所・
防災センター

芝生広場
災害時 約60台駐車可

駐車場
約100台駐車可

旧波崎総合支所跡地整備事業

◇芝生広場・駐車場整備【新規】国補事業
　災害時の防災拠点として，避難者の駐車場及びボランティア活動のための広場
　を整備します。
　平常時は，子どもの安全な遊び場やグラウンド・ゴルフ場等として活用します。

◇整備総面積　　 約5,500㎡
　　芝生広場　     約2,500㎡
　　    駐車場        約3,000㎡
◇工事請負費　1４８,８41千円
◇監理業務委託料    990千円

駐車場芝生広場

6



第2節 安全性の高いまちづくり 3 防犯 R3当初予算額 空家等対策事業  57,004千円
R3当初予算額   空家等利活用事業 12,219千円

【趣旨】

 老朽化した危険な空家による近隣への被害を防止し,

良好な生活環境を保全するため,

特定空家等や管理不全な空家等の

解体（除却）を支援します。

空家等対策事業

空家解体支援事業補助金【新規】
（R3当初予算額：5,500千円）

空家利活用促進事業補助金【新規】
（R3当初予算額：８,600千円）

【趣旨】

 空家の利活用を促進し,地域の活性化と移住促進を図るため, 

空家バンクに登録されている空家の改修や家財道具等の処分及

び空家バンクの成約を支援します。

支援項目 対象者 補助率・上限額

①
特定空家等の

解体費

特定空家等

の所有者等 
１／２

1,000千円まで

②
管理不全な空家等
の解体費

調査により管
理不全と認定
された空家の

所有者等

１／２ 
500千円まで     

支援項目 対象者 補助率・上限額

① 改修費
空家バンク登録物件の
個人所有者又は取得・
賃借する方

1／2
1,000千円まで                   
※移住者は1／2
 1,200千円まで

②

家財道具等

処分費
空家バンク登録物件の
個人所有者又は取得・
賃借する方  

1／2 
 100千円まで 

③

空家バンク成約

奨励金
空家バンク登録物件の
個人所有者又は取得・
賃借する方

各50千円

生活環境部 防災安全課・都市整備部 住宅政策課

空家等利活用事業
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教育委員会　学務課・学校給食共同調理場・教育総務課　

公立幼稚園　給食環境整備事業

◆保護者の負担軽減

　給食を提供することで，保護者が毎朝弁当を作る負担を軽減できる

◆園児の安全確保及び栄養バランスの配慮

　衛生管理された，安全な給食を提供できる

　栄養士が考えた献立を提供することで，栄養バランスに配慮できる

◆食育の推進

　汁物等の多様なメニューを提供することで，食への関心を高められる

　園児が配膳や片付けに関わることで，食事についてより学ぶことができる

R3当初予算額　41,770千円

給 食 提 供 の メ リ ッ ト

市内４園の公立幼稚園において給食を提供することによって，保護者の負担を軽減し，園児の幼
稚園生活をより快適なものとする。
これにより幼稚園の魅力を高め，子育て支援環境の向上及び保育所等の待機児童解消を図る。

令和３年度

配膳室等の整備 給食提供の開始

令和４年度　
事業予定

第３節 人を育み若者を育てるまちづくり　１　幼児教育
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R3歳入予算の減額　　△195,669千円

市内の小・中学校に在籍する児童生徒に
提供される給食が対象となります。

令和3年4月から令和4年3月までの１年間

●給食費無償化の対象

●実施期間

教育委員会　第一・第二・第三学校給食共同調理場

第３節　人を育み若者を育てるまちづくり　２　学校教育

　　　　コロナ禍における保護者の経済的負担を軽減するため，

令和2年度に引き続き，令和3年度も児童・生徒の給食費を無償化します。

概 要

◇児童・生徒の保護者が負担する
給食費はいくらになるのかな。

【年間１人あたりの保護者負担額】
小学生：2,260円×11ヵ月=24,860円
中学生：2,460円×11ヵ月=27,060円

うちの小学生は２人だから
年間約50,０００円なのね。

中学生は１人あたり
年間約27,0０0円だね。

・特別栽培米コシヒカリ（神栖市産）のごはん
・ピーマンを練り込んだ神栖メンチなど

地元の食材を活用した学校給食

小・中学校給食費の無償化
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R3当初予算額     26,125千円第３節 人を育み若者を育てるまちづくり  ２ 学校教育  

教育委員会 教育総務課

体育館外壁改修工事

建物や設備の老朽化

整備計画に基づき，外壁等の改修

を行い，安全性を高めます。

その他の
整備事業

トイレ・給水管改修工事

・洋式便器が少ない

  ・老朽化している

整備計画に基づき，便器の洋式化

と衛生環境の改善を図ります。

・やたべ土合小学校（体育館）

・軽野東小学校（校舎）

・須田小学校（校舎）

・波崎第三中学校（校舎及び体育館）

体育館外壁改修工事実施設計

（横瀬小学校，神栖第三中学校，波崎第四中学校）

R2繰越予算額   467,450千円
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◎平成29年度に閉校となった旧矢田部小学校を（仮称）教育研修施設として

　活用します。

◎教育に関する専門的な研究の推進と指導法の改善を図るとともに，不登

　校児童生徒の社会的自立に向けた支援や未就学児の発達相談，地域と

　の交流を図ります！

教育委員会　教育指導課・教育総務課・学務課

第３節 人を育み若者を育てるまちづくり　２ 学校教育 R3当初予算額 　 　　　　　81,956千円

教育研修施設整備・管理運営事業

期　日 内　容 

令和２年１１月 
～令和３年７月 

改修工事 

令和３年８・９月 開館準備 

令和３年１０月 開館（予定）

項　目 内　容

所　在
神栖市矢田部３０２４番地
（旧矢田部小学校）

構　造
鉄筋コンクリート造
（旧校舎棟）

階　数 地上３階建て

延　床
面　積

約２，３６６㎡

令和３年度　実施事業
◎施設整備事業費(※監理費含む)     62,693 千円
◎施設管理運営費　　　　　　　　　　     19,263 千円

階　数 施　設　内　容

１階
教職員の研修室
地域住民の集会室 

２階
教職員の研修室
幼児の相談教室（おはなし広場）
登校支援教室（すくすく波崎） 

３階 災害時の避難スペース 　等

集会室のイメージ 研修室のイメージ
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体 育 施 設 整 備 事 業

　市内小中学校プールの老朽化が著しいため，施設の維持管理費等にかかる財政負担の軽減や，適切な
水泳授業の実施の観点から，学校プールを公営温水プールへと集約化を進めます 。
　集約後の学校プールは，各学校の状況を踏まえて順次解体工事の計画などを策定します。

（仮称）はさき屋内温水プール
建設場所：波崎体育館敷地内
規　　模：1,600㎡～1,880㎡
計画諸室：メインプール（７レーン）
　　　　　幼児用プール，温浴施設，
　　　　　トレーニング室，談話室等
※災害時にも温浴施設の使用を可能とするため，自家用発電機や
　プール水の緊急用浄化装置を設置します。

第３節　人を育み若者を育てるまちづくり　　２　学校教育
R3当初予算額　　　 289,793千円

事業スケジュール

　
令和２～３年度

•基本・実施設計
令和３～４年度

•建設工事
令和５年度

•供用開始予定

教育委員会　教育総務課

○ 効果的かつ効率的な施設運用を図るため，かみす防災アリーナ，海浜温水プールの２施設に加え，
　 公営プールの立地していない波崎地区へ，新たに学校利用を前提とした公営屋内温水プールを
　 建設し，３施設への集約化を進めます。
〇 学校授業を実施していない時間帯は，健康増進を目的に一般市民の利用を想定します。

（イメージ）
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第３節人を育み，若者をそだてるまちづくり 　２学校教育　    Ｒ３当初予算額　161,091千円

教育委員会　教育指導課

学 力 向 上 推 進 事 業
学習支援体制の充実や教職員の資質向上を図り，児童生徒の確かな学力の定着を目指します。

主体的・対話的で深い学びの実現

   ■教職員の指導力の向上
       １）アクティブ・ティーチャーによる神栖市授業スタイ
         ルの継承，深化，発展を図ります。
       ２）校内研修支援を通して，主体的・対話的で深い学び
         の実現に向けた授業改善並びに神栖市授業スタイル
         の自校化・自分化を目指します。
       ３）カリキュラム・マネジメントによる育むべき資質・
         能力の明確化と教職員の協働体制の確立を図ります。

■主体的に学び社会で活躍できる児童生徒の育成
１）習得した知識・技能を活用し，主体的・対話的に深く学び，課題を
  発見・解決し，実生活に活かせる人材を育成します。
２）グローバル化や多様化に対応し，コミュニケーション能力，課題解
  決能力，協調性，論理的思考力を含めた汎用的能力を備えた人材を
  育成します。
３）生涯にわたって学び続ける力を育み，地域を愛し，社会に貢献でき
  る人材を育成します。      

学習支援体制の充実

■きめ細やかな指導体制
 市教諭，学習指導補助員を小中学校に配置し，少人数学級編制  
 ティームティーチングなど，一人一人を大切にしたきめ細やかな指 
 導を行い基礎的・基本的な学力の定着を図ります。

■キャリア教育セミナー《新規》
 児童生徒が将来の見通しをもち，粘り強く学習に取り組むために，
 市内外の企業・事業所等と教育分野が連携し，意見交換や交流活動
 を通して，学ぶ意義や働くことの大切さに気づく機会を設けます。

■英語力向上
１）外国人指導助手を全校に配置し，効果的な「英語による指導」を
  実践します。         
２）British Hills（福島県天栄村）での宿泊研修を通じて英語力や国
  際感覚を育成します。
３）民間の外部検定試験GTECを活用し，英語力の伸びと
  課題を正確に把握し，教員の指導改善のPDCA
  サイクルを確立します。

■自主学習支援（放課後こども教室）
 主体的に学習や体験活動に取り組む場所をつくり，
 豊かな心を育み，基礎学力の向上を目指します。      児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することにより，

      教育活動の結果を検証し，授業の改善を図ります。

  全国学力・学習状況調査結果の分析と授業改善
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第3節　人を育み若者を育てるまちづくり　２ 学校教育

教育委員会　学務課

コンピュータ活用推進事業

文部科学省：GIGAスクール構想の実現
・高速大容量の通信ネットワーク環境の整備の推進
・義務教育段階において，小中学校全児童生徒一人一人に
　学習用端末（ＰＣ，タブレット等）を配備

⇒学校におけるＩＣＴ環境の抜本的充実

学校におけるICT環境の整備について

R3当初予算額 285,541千円

一人一台端末
（ＰＣ,ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等）

校 内 無 線
L A N の 整 備

学習用端末 大型提示装置
大型提示装置
用ワイヤレス
アダプタ

R2年度
整備見込

8,400台
（100％）

３00台
（77％）

258台
（84％）

R3年度
整備予定

整備済み
90台
計390台
（100%）

48台
計306台
（100％）

・大型提示装置（大型モニター）の設置

・大型提示装置用ワイヤレスアダプタの設置

・学習用端末の運用サポート

令 和 ３ 年 度 の 主 な 事 業 内 容

（ ）は小中学校の校数・教室数・児童生徒数に対する整備率

児童生徒一人一人に応じた個別
最適化学習にふさわしい環境の
実現
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市内県立高等学校包括連携推進事業
目　　的

　市と市内県立高等学校との包括連携協定に基づき，地元高等学校の魅力ある学校づくりを目指し，人材育成に寄与
する支援体制及び生徒の通学利便性向上の構築を図る。

　Ｒ３当初予算額：１３，０００千円

事　業　概　要

　　

（１）キャリア育成支援金　　　　　　　　３，０００千円
　市内県立高等学校３校へ入学した，市内在住の高校１
年生を対象として，高等学校長が推薦する生徒へキャリ
ア教育の推進を図るため支援金を給付。

【対象】　　　　　　　　　　【給付額】
①波崎高等学校　　　　　　・１名あたり　　１００千円
②波崎柳川高等学校　　　　・対象生徒数　 計３０名
③神栖高等学校　　　　　　・支援金総額３，０００千円
　　　

（２）スクールバス運行支援補助金 　　１０，０００千円
　市内県立高等学校のスクールバスを運営する団体等
を対象として，スクールバス運行費用の一部を補助。

【対象】
市内県立高等学校スクールバス運営団体等

【補助額】
スクールバス運行費に要する経費から補助事業等に係
る収入を差し引いた運行欠損額　１０，０００千円（上限）　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画部　政策企画課

≪参考≫　R2年度実施（予定）事業
　・高校生によるラジオ放送（政策企画課）
　・地元立地企業への就職支援（企業港湾商工課）
　・選挙出前講座（総務課）
　・防災訓練の連携・協力（防災安全課）
　・少子化対策啓発セミナー（子育て支援課）　　　　　　　　　　　　　

第３節　人を育み若者を育てるまちづくり　２　学校教育
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第３節　人を育み若者を育てるまちづくり　７　交流
Ｒ３当初予算額　１，１４４千円
Ｒ２繰越予算額 ６１，２２８千円

目　的

　　　　　　　　　　　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会における事前キャンプ

の実施が内定しているチュニジア共和国カヌー競技のほか，サッカー競技を誘致することにより，参加

する国々や地域の選手と市民が，スポーツ，文化，経済などの多様な分野において，十分な新型コロ

ナウイルス感染症対策を行い，交流することにより，地域の活性化等を図る。

事　業　概　要

事前キャンプ受け入れ対応　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプの受入

　【想定】

　　　・チュニジア共和国カヌー競技の受け入れ及びサッカー競技の誘致

　【実施内訳】

　　　・練習会場の提供，宿泊や食事の支援

　　　・市内移動，日本文化接触支援

　　　・市民との交流企画，機運醸成，新型コロナウイルス感染症対策等

企画部　政策企画課

東京オリンピック・パラリンピック推進事業
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地域交流・保健福祉機能拠点整備事業

Ｒ３当初予算額：　９８８,２８７千円
  第１節　市民と協働のまちづくり １　市民協働・地域コミュニティ

健康福祉部　社会福祉課

事業概要：波崎、矢田部及び土合地域における地域の交流を育み保健福祉の充実を図る
　　　　　　　ほか、災害時には地域の避難所として利用可能な拠点施設を整備します。【国補事業】

完 成 予 想 図

主な事業内訳

○建設工事監理委託料 【継続費R3～R4】
　　36,610千円÷2箇年＝　　　 18,305千円
○工事請負費 【継続費R3～R4】
　・　建設工事（外構含む）
　　1,583,856千円÷2箇年＝791,928千円
　・　にぎわい創出設備
　　71,960千円÷2箇年＝　　　 35,980千円
○土地取得費　　　　　　　　　　 137,772千円
　　　
今後のスケジュール

令和３年６月末　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実施設計の完了

令和３年１０月　　　　　　　　　　
建設工事着手

令和４年度末　　　　　　　　　
整備完了・開館準備

令和５年４月　　　　　　
開館予定

 第４節　健康で人にやさしいまちづくり １　地域福祉
 第４節　健康で人にやさしいまちづくり ６　保健
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子 育 て 支 援 事 業　

第４節　健康で人にやさしいまちづくり　２　子育て支援 Ｒ３当初予算額　62,859千円

子育て応援ギフト事業　

出産前後と小学校入学時に子育て応援ギフトを贈り，市としてお子さんの誕生，小学校入学を祝福
するとともに，安心して子どもを産み育てる環境を整えるために，子育て世代への経済的な支援を
行います。

健康福祉部子育て支援課

子育て応援ギフトカタログ

　子育て世代包括支援センターで，妊娠３２週以降
に保健指導を受けた妊婦または出生届を提出した
保護者に，子育てに役立つ品物１万５千円分を選べ
るギフトカタログを贈呈します。令和３年度よりカタロ
グの電子化を図り，「子育てタウン」アプリから注文
できるようになります。※

子育て応援券

　小学校入学を控えたお子さんをお持ち
の保護者に，市内協賛店で小学校入学に
役立つ品物等を購入できる３万円分のギ
フト券を贈呈します。

※タブレットを使って子育てタウン
アプリから注文
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第４節　健康で人にやさしいまちづくり　３ 障がい福祉 R3当初予算額　2,640千円

相談

ひきこもり支援推進事業【新規】

ひきこもり状態にある方に対し，定期的な相談や就労体験等を通して，１日も早く，１人でも多くの方が
社会へ自立することを目指し，体制を整え支援をすることを目的とする。

目的

・ご自身がひきこもり状態で
 悩んでいる方

・家族にひきこもり状態の人が
 いて悩んでいる方

支援対象者 ○相談から就労後までをトータルサポートします。

支援事業者（委託事業者）

訪問支援や相談
により、支援内
容を検討します。

ひきこもり相談

訪問支援や相談による支援

に加え、就労体験を実施し、

社会への復帰を支援します。

就労支援相談，
就労体験先の

マッチング及び支援
就労後も相談で
きる環境を整え
ることで、ひき
こもりに戻らな
いよう支援しま
す。

就労後の相談，
サポート支援

支援事業者（委託事業者）からの依頼により，支援対象者の
就労体験を実施します。
（例）農作業など

就労体験事業者
連絡調整・依頼

健康福祉部　障がい福祉課
20
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第６節　くらしの質を高めるまちづくり　　１土地利用　　 R3当初予算額　138,053千円

波崎東明神周辺地区住環境整備事業

波崎総合支所　水産・地域整備課

整備の基本方針

整備地区計画図

地区の骨格となる防災道路（幅員6m）の整備
建替えを可能にする生活道路（幅員4m）の整備

身近な公園・広場の整備

地区に点在する空閑地の利用による人口増加など

整備効果
・道路，公園の整備による防災性の向上
・接道不良の解消による建替の促進
・空閑地の利用促進

整備前 整備後

・土地の測量調査
・取得予定地及び建物移転等に係る補償費の算定
・用地取得に向けた地権者との交渉
・街区公園新設工事の設計　　　  他

・市道整備　　　　　3路線　  総延長＝約580m
・公園整備　　　　　1箇所　  面積＝約1,000㎡
・ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ整備　2箇所　　総面積＝約440㎡　

地区の建物密集と接道不良を解消し、防災性の向上を
図りつつ，にぎわいのある住環境の創出を目指します。

１．”みち”づくり

２．”みどり”づくり

３．”にぎわい”づくり

…整備済

…整備予定

令和3年度　主な予定事業

これまでの整備状況
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R３当初予算額： 6,908千円

  立  地  適  正  化  計  画  策  定  事  業

○人口減少・高齢者の増加
○拡散した市街地

都市が抱える課題

■都市の生活を支える機能の低下
　○医療・福祉・商業等生活サービスの維持が困難に
　○公共交通ネットワークの縮小・撤退などサービス
　　水準の低下

■地域経済の衰退
　○社会保障費の増加
　○インフラの老朽化への対応

■厳しい財政状況
　○地域の産業の停滞、企業の撤退
　○中心市街地の衰退、低未利用地や空き店舗の増加
 　

コンパクトシティ化による効果

■生活利便性の維持・向上等
　○生活サービス機能の維持
　○生活サービス施設へのアクセス確保など利用環境の向上
　○高齢者の社会参画

■地域経済の活性化
　○サービス産業の生産性の向上、投資誘発
　○外出機会・滞在時間の増加による消費拡大

■行政コストの削減等
　○インフラの維持管理の合理化
　○行政サービスの効率化
　○地価の維持・固定資産税収の確保
　○健康増進による社会保障費の抑制

■地球環境への負荷の低減
　○エネルギーの効率的利用・ＣＯ２排出量の削減
　

コンパクトシティ
都市機能及び居住誘導区域
を定め、生活サービス機能
と居住を集約・誘導し、人
口を集積

まちづくりと連携した公共
交通ネットワークの再構築

ネットワーク
＋

計画策定期間：令和２～３年度
 今後、急速に進む人口減少や高齢化に対応するため、
都市機能等を誘導区域へ集約していくコンパクトシ
ティの形成と、それらと連携した地域公共交通ネット
ワークの形成を図り、いつまでも暮らしやすいまちづ
くりを進めます。

第６節　くらしの質を高めるまちづくり　　１　土地利用　　

■立地適正化計画制度のイメージ 

都市整備部 都市計画課

令和３年度の主な事業内容
◇各誘導区域と公共交通軸の検討  ◇関係機関協議
◇誘導方針や誘導施策の検討    ◇計画目標の設定
◇パブリックコメント 等
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　市街地の機能や景観に配慮した，計画的で住みよいまちづくりのために都市計画道路を整備します。
　堀割から深芝にかけての3・4・22号線を整備し，歩行者の安全確保や交通渋滞の緩和を図り，市街地の機能や
道路条件の改善を目指します。

第６節　くらしの質を高めるまちづくり　 　５　道路

企画部　政策企画課

Ｒ３当初予算額　221,570千円

都市整備部　道路整備課

整備予定路線

【3・4・22号線（堀割三丁目～
深芝，幅員16ｍ）】
○工事概要
・道路幅員１６ｍ
・両側歩道へ水道管の設置
・令和４年度末で完成予定（４年間）
○令和３年度工事予定
・第３工区（L＝３５０ｍ）
・排水施設整備（令和２～３年度）

☆歩行者の安全確保
☆交通渋滞の緩和
☆景観への配慮

都市計画道路３・４・２２号線拡幅工事概要
第1工区【L=200m】
令和元年度完了

←
至
鹿
嶋
市

第2工区【L=250m】
令和2年度完了

排水施設整備工事
令和2年～3年度予定

第3工区【L=350m】
令和3年度予定

第4工区【L=300m】
令和4年度予定

国
道

124
号

旧ツタヤ

ヤマダ
電気

完成イメージ

市街地の発展と暮らしやすいまちづくり
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生活道路において，未整備道路の舗装及び側溝の整備をし，通行性や利便性の向上を図ります。
また，主として交通量の多い道路等について，長期的視野で計画的に改修工事を実施し，経年劣化及びわだ　
ち等を解消することにより，良好な道路機能を維持します。

Ｒ３当初予算額（市道整備）　　　 　　237,626千円

Ｒ３年度

　主な改修路線　　　　

  【神栖地区】

　市道８－１０５号線

　外２路線

　【波崎地区】

　市道２２３９号線

　外５路線

測量設計監理委託料（維持）　　  ４２,２００千円

工事請負費（維持）　　　　　　 　 ４０７,１２０千円

快適な道路

設　計

測　量

監　理

工　事

都市整備部　道路整備課　

Ｒ３当初予算額(市道補修整備） 　　844,421千円

Ｒ３年度

　主な新設路線　　　　

  【神栖地区】

　市道８－７６０線

　外５路線

　【波崎地区】

　市道３３４０号線

　外６路線

測量設計監理委託料（新設）　　４０,０００ 千円

工事請負費（新設）　　　　　　　１９２,８８０ 千円

第６節　くらしの質を高めるまちづくり　　５　道路　　

【市道整備事業】

【市道補修整備事業】

整備前 整備後

市道８－１２３３号線

その他　　　　　　　　　　４,７４６ 千円

その他　　　　　　　　 ３９５,１０１千円
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　Ｒ３当初予算額： １１８，０７７千円第６節　くらしの質を高めるまちづくり　６　公共交通

企画部　政策企画課

目　的

 交通弱者等の移動手段の確保
 将来にわたる持続可能な公共交通体系の構築

 公 共 交 通 整 備 事 業
事　業　概　要

（１）コミュニティバスの運行委託　　　　　42,700千円
　市内各エリアの連結及び千葉県等の鉄道駅との連結を目的と
したコミュニティバスの運行業務委託　
※現行4ルート    
　・系統①：平泉関下～小見川駅
　・系統②：息栖神社～ふれあいｾﾝﾀｰ湯楽々
　・系統③：鹿島神宮駅～小見川駅
　・系統④：神栖済生会病院～下総橘駅
　

（２）デマンドタクシーの運行委託　　　　  ６１，６3５千円
　交通手段を持たない高齢者等の通院や買い物等への移動支援
を目的とした，予約制・乗合制による「神栖市デマンドタク
シー」の運行
　・運行業務委託料　　：59,050千円　
　・運行システム使用料：  2,585千円

（３）路線バスの運行費補助　　　　　　　６，６５０千円
　波崎海水浴場線（銚子駅－波崎海水浴場)路線維持を目的とし
た運行補助

（４）公共交通利用促進策等の実施　　　     　７，０９２千円　
　・バス待ち環境の整備
　・公共交通案内サイト「かみす交通ナビ」の運用
　・神栖市公共交通マップの作成
　・小学生向けバス乗り方教室の開催　等

神栖市地域公共交通計画
（計画期間：R3年度～Ｒ７年度）

市民にとって利用しやすく，将来にわたり持続可能
な公共交通体系を構築するためのマスタープラン

神栖市公共交通活性化協議会

神栖市地域公共交通計画に位置付けた取組について，
市民や公共交通事業者等で構成する神栖市地域公共
交通活性化協議会において協議・推進する。

協
議
・
推
進

27



第６節　くらしの質を高めるまちづくり　 　７　住宅・宅地 R3当初予算額　120,122千円

都市整備部　住宅政策課

令和３年度
 設計業務

建替のスケジュール

　公営住宅等長寿命化計画により，低所得者の居住の安定を図るため，老朽化が著しい市営住宅
(２団地)を集約し，日の出町地区に２棟５０戸規模の市営住宅を建設する。

東町住宅２３棟

上新道住宅２棟

波崎総合支所

除却と新設する市営住宅

新設

除却

令和４～５年度
 建替工事

令和６年度
 完成予定

3階建てで屋上
に避難できて、
部屋のタイプは
2種類･･･と
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都市整備部　住宅政策課

R３当初予算額　８４,４５０千円第6節　くらしの質を高めるまちづくり　７　住宅・宅地

◆給付対象住宅と申請期間　 
　・令和２年４月１日以降に取得した住宅【新築、建売、中古】
　※令和２年３月３１日までに取得した住宅は若年世帯住宅取得補助金
　・令和２年４月１日以降の登記原因の日等から２年以内に申請

かんどうみつけて住まいる

 年齢要件 申請者が４５歳未満　　　　　　 基本額

　　　　  ①高校生相当以下 １人以上
　　　　  ②親もしくは６５歳以上の親族

居住地域誘導 ※いずれか

市街化区域取得　　 柳川中央取得

 ５万円加算　  １５万円加算
　　　　　　　　　　　※市から市有地を直接購入

子ども１人につき

１０万円加算
※２人目以降

世帯の移住

３０万円加算
※４月１日以降の転入

最大100万円

【最大給付の例】
基本額　　  25万
柳川中央　  15万
子ども４人　30万
移住支援　  30万

２５万円同居要件
①,②のいずれか
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　　　　合葬墓整備 【新規】（海浜公園墓地）
R3当初予算：実施設計　27,610千円

墓地拡張整備【拡張】（松濤園墓地）
R3当初予算：設計監理・拡張整備　42,889千円

■合葬墓について

　複数の人の遺骨を同じ建物内に安置する施設となります。利用者は，維持管理を
必要とせず，また管理料が発生しない永代供養施設となることから，普通墓に比べ
安価な費用で利用可能になります。

■多様化するニーズへの対応
１）承継者や墓守がいない方への墓地提供を行うことができます。
２）維持管理を必要としないため，利用者の負担が軽減できます。
３）生前予約が可能となります。

■松濤園墓地について

　当墓地の空き区画が少なくなっていることから，
安定した墓地の提供を行うため，区画を増設し
ます。

■墓地概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

第６節　くらしの質を高めるまちづくり 　９　墓地・火葬場

生活環境部　環境課

イメージ

令和３年度

実施設計

合葬墓整備

R3当初予算額　１３４，１５５千円

令和４年度 令和５年度

整備工事 供用開始

整備スケジュール
（　予　定　）

所在地 波崎6718番地4

区画数 558区画

使用区画数 547区画

残区画数   11区画

Ｒ
３
整
備
予
定
地
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・浸水実績地区を対象とした整備 

◇整備方針

１．整備計画の概要

・地区計画を見据えた段階的な整備

◇施設整備

・根幹的な施設整備（雨水ポンプ場・主要な幹線） 

・浸水実績地区内の施設整備 

◇スケジュール（第１排水区第１分区）

Ｒ３当初予算額　　７５９，０００千円

都市整備部　下水道課

 第６節  くらしの質を高めるまちづくり　１１　汚水・雨水　　

・上流域（浸水周辺箇所）から管渠を布設し、貯留機能
　を持たせることで、早期に整備効果が期待できる。

・雨水幹線への道路側溝の集約 

２．北公共埠頭雨水幹線整備事業計画図（案）

平成２５年度より北公共埠頭第１排水区第１分区（神
栖地区、平泉東地区）の雨水幹線を推進工法により整
備してきました。平成３０年度においては、ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ
の製作及び準備に入り、平成３１年度からﾎﾟﾝﾌﾟ場建
設予定地から和田山緑地内までｼｰﾙﾄﾞ工法により整備
を行なっております。令和３年度からは、港湾への吐
口となる放流渠の整備を計画しており、ここまで完了
すると、第１分区の排水については、これまでの貯留
機能による排水から自然流下により、港湾へ排水する
ことで、これまで以上に浸水被害の軽減に繋がります。

令和２年度～令和５年度施工
放流渠整備工事
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 R3当初予算額(農業用排水路等管理）   180,300 千円

令和３年度　主な予定事業
・設計業務
　(息栖真崎地区・矢田部十町歩地区)
・雨水基本計画見直し
・排水路改修
　(息栖真崎地区・矢田部十町歩地区)
・雨水排水ポンプ施設設置(柳川相生地区)

農業用排水路等管理事業

測量設計委託料　　　  　  ４,８００ 千円
用排水路測量調査委託料 ３２,５００ 千円
排水路改修工事費　　 １４３,０００ 千円

雨 水 排 水 対 策 事 業
 R3当初予算額（排水路維持管理）    513,310 千円

都市整備部 道路整備課 産業経済部 農林課 

R3当初予算額 (市道整備）      69,000 千円

第６節 くらしの質を高めるまちづくり  １１ 汚水・雨水

　浸水実績のある地区を中心に，側溝及び排水路を整備し，長期的視野で整備効果を検証しながら，計画的に改修工事等
の雨水排水対策を実施します。また，既存の老朽化した排水路を改修し排水機能を維持します。

排水路維持管理事業

排水路設計監理委託料　　　　   １７,０００ 千円
雨水対策基礎調査委託料　　　　１０,５００ 千円
排水路工事費　     　　　       ２７１,０００ 千円
排水路補修工事費　               １５０,０００ 千円
その他　　　　　　　　　　　　６４,８１０ 千円

市道整備事業

測量設計委託料　　　　１２,０００ 千円
道路工事費　　　　　　５７,０００ 千円

令和３年度　主な予定事業
  ・清水排水樋管雨水排水ポンプ設計（清水地区）
  ・雨水管渠調査（神栖地区）
  ・須田団地雨水排水路整備
  ・本郷地区排水路ゲート設置
  ・土合１号雨水幹線整備　
  ・息栖原幹線排水路改修

令和３年度　主な予定事業
・測量設計（仲舎利地区・西押揚地区）
・側溝整備（息栖真崎地区・浜新田地区・
　　　　　　西押揚地区）

冠水対策　施工例　　　   
（土合１号雨水幹線整備工事）

着工前 完成

老朽化した小さな水路を， 道路の
下へ埋めるタイプの大きな水路に変
えて，新たに歩道を整備しました。

 （再掲予算含む）  合 計       762,610 千円

道路の下へ新たに入れた水路施工前の状況
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○新可燃ごみ処理施設整備　　４５５，４４８千円

　鹿島地方事務組合が主体となり，神栖・鹿嶋両市が共同で実施している「新可燃ごみ処理施設整備」について，１日あたり
２３０トンの処理能力のある，エネルギー回収型ごみ焼却施設の建設や，両市の可燃ごみが効率的に収集・運搬するための
「広域ごみ中継施設」について，令和６年４月の操業に向けて整備を進めます。

新可燃ごみ処理施設整備事業

生活環境部　廃棄物対策課

第６節　くらしの質を高めるまちづくり　１３　資源リサイクル・ごみ処理　　 R3当初予算額　466,892千円　　　

目的

R3予算概要

　神栖市・鹿嶋市にそれぞれ広域ごみ中継施
設を整備するための基本計画及び基本設計並
びにRDFｾﾝﾀｰの躯体調査に係る費用につい
て，鹿島地方事務組合へ負担金として支出

　新可燃ごみ処理施設の建設費や事業実施に
必要な費用について，鹿島地方事務組合へ負
担金として支出

○広域ごみ中継施設整備　　１１，４４４千円

新可燃ごみ処理施設

鹿嶋市の
可燃ごみ

神栖市（神栖地区）
の可燃ごみ

鹿嶋中継
施設(仮)

波崎中継
施設(仮)

神栖市（波崎地区）
の可燃ごみ

※上記2事業に係る神栖市負担率：57.8%
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生活環境部廃棄物対策課

第６節　くらしの質を高めるまちづくり　１３　資源リサイクル・ごみ処理　　 R3当初予算額　950千円　　

　市内のごみ集積所は，不法投棄防止のため，ごみ集積箱を設置せずにネットを利用していますが，地区によっては鳥獣
によるごみ散乱被害が後をたたないことから，利用者が設置した集積箱の費用の一部を補助します。

事業概要

　「神栖市ごみ集積所指定要項」にて指定を受けた集積所

　地域住民が共同で使用する家庭ごみ用の集積所を実質的に管理しており，本市に住所を有し居住している者　　　　　
（アパートのオーナーや管理会社が設置するものや，分譲地に不動産会社が設置するものは除く）

補助対象

　ごみ集積所として市の指定を受けた集積所へ設置するもの

　集積所に設置する集積所器材の購入費又は自作する際の材料費

　上記の修繕費 
※　器材の購入や修繕する前に，市へ補助申請手続きをする必要があります。

対象経費

補助対象経費の２分の１で，上限５万円

補 助 額

～集積箱設置で散乱被害を防止～
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R3当初予算額　64,481千円

産業経済部　農林課

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　１　農業

【事業の目的】農家の経営安定化，地域農業の振興促進を図る。

【事業概要】

・農業用施設，機械の取得等，農業経営を近代
化するための資金の借入に対し利子助成を行う。

（４）農業近代化資金利子助成

・農業次世代人材投資資金を活用し青年の就農
意欲の喚起と就農後の定着を図るため，経営が
不安定な就農直後５年以内で給付を行う。

（１）新規就農者の育成・支援

・地域における話合いにより，地域でまとまっ
た農地を農地中間管理機構へ貸し付けた当該地
域に対し，農地の集積協力金を交付する。

（３）機構集積協力金

・農業の持続的な発展と魅力ある産地としての
活力を創造するため，生産・加工・販売・流通
の新たな仕組みの構築等，意欲ある農業者等の
取り組みを支援する。

（２）魅力ある産地づくり支援事業

【県】茨城かんしょトップランナー産地拡大事業
　国内外で需要が拡大している本県産かんしょの生産拡
大を図るため，農地の確保や生産機機械等の整備を支援
するとともに，需要者とのマッチングと生産拡大・品質
向上を支える技術開発・普及を進める。

【市】かんしょ生産を拡大するための農地を確保
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R3当初予算額　　12,400千円

●事業の目的

【事業主体】
　・農業協同組合
　・営農集団
　　代表者及び組織運営規約の定め及び予算・決算のある団体で
　　あること。
【補助率】
　・天敵農薬及び防除資材（粘着シート等）の購入経費の10%以内
　（市内農業者が市内の「ほ場」で使用したものに限る）
【事業区分】
（１）生物的防除（天敵昆虫の導入）
（２）物理的防除（防除資材の導入）
【制度期間】
　2019年4月1日～2024年3月31日（5年間）
【予算内訳】
（１）生物的防除（天敵農薬の導入）11,400千円
（２）物理的防除（防除資材の導入） 1,000千円
【確認書類】
（１）販売伝票や購入伝票の写し
（２）作業日誌（防除日誌）の写し
（３）規約・総会資料の写し

天敵農薬（天敵昆虫）を利用した生物的防除や粘着シート等による物理的防除の利用推進を図ることで、病害虫の
適切な防除を推進する。農薬使用を減らすことで環境への負荷の軽減を図り、消費者の信頼を得る安全な農作物の
安定生産を行なうことを目的とする。

産業経済部　農林課

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　１　農業

●事業の概要

・タイリクヒメハナカメムシ
・コレマンアブラバチ
・リモニカスカブリダニ
・チリカブリダニ
・スワルスキーカブリダニ
・カメノコテントウ

アザミウマ類
コナジラミ類

害虫

捕食

天敵昆虫

【事業のイメージ】
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対 象 要 件

◆市内で水揚げした水産物を活用した事業を優先する　　　   　  ◆事業区分を組み合わせた取り組みも可能

◆新規性のある取り組みであり，地域への波及効果があること  ◆事業は２ヶ年まで取り組むことができる      等

R3当初予算額　　6,000千円

水産業の活力の増進と持続的な発展を図るため，意欲ある漁業者や水産加工業
者等の新たな商品開発や販路開拓等の多様な取り組みを支援します。

事 業 区 分 事 業 内 容

漁 業 生 産 活魚出荷に関わる設備等の導入，新魚種生産や養殖技術導入へ向けた試験等

水 産 加 工 品 生 産 低・未利用魚や地元水産物を活用した新たな加工品開発や商品化の取り組み等

流 通 販 売 産地直送や新たな販売先の開拓，高付加価値化や商品化に向けた市場調査等

地 域 活 性 化 地元直売，他業種と連携した地産地消や観光漁業の取り組み等

波崎総合支所　水産・地域整備課

水産業元気アップ支援事業補助金

第7節　産業活力にあふれたまちづくり 　2　水産業

対 象 者
●漁業協同組合および組合員

●水産加工業協同組合および水産加工業者

　  ※市内に住所または事業所を有すること

　 ※複数人で団体を構成または中小企業者と連携も可能

補 助 額

●補　 助 　率 ：２分の１以内

●補助限度額 ：５００，０００円

　 （漁業・水産加工業協同組合が取り組む

　　場合は100万円とする）
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企業・港湾振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【目的】
　産業拠点としての鹿島臨海工業地帯の競争力強化を図るとともに，企業誘致を推進し，安定した雇用を確保する。
　鹿島臨海工業地帯の産業活動を支える鹿島港の整備促進と機能拡充を図る。

【概要】　
　１．立地環境整備など鹿島臨海工業地帯の競争力強化の取り組みを推進
　　 （事業所の新増設に係る課税免除の実施等）

　２．コンテナ貨物の荷主等への助成　　　
　◆対象者，助成額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・航路を新規利用する荷主・・・コンテナ１本当たり10,000円(国際ﾌｨｰﾀﾞｰ12,000円)の助成
　　　　　　　　　　　　　　　　※県外からの搬出入の場合は，ｺﾝﾃﾅ１本当たり10,000円加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　他港から鹿島港利用に転換することで陸上輸送距離が短縮する場合は，ｺﾝﾃﾅ１本当たり5,000円の加算　
　・航路を継続利用する荷主・・・コンテナ１本当たり 5,000円(国際ﾌｨｰﾀﾞｰ 6,000円)の助成
　　　　　　　　　　　　　　　　※県外からの搬出入の場合は，ｺﾝﾃﾅ１本当たり5,000円加算

　・大口利用の荷主・・・・・・・航路を継続利用する荷主のうち年間200TEU以上の利用荷主に対し，一律500,000円の助成

　・新規航路を開設した船社・・・コンテナ１本当たり  2,000円の助成

　◆対象期間　　　　　　◆事業主体
　　令和３年度（１年間）　　鹿島港振興協会

　◆事業費　　　　　　　◆費用負担者
　　２４，７００千円　　　　・県  ・市　・荷役企業等

　◆負担割合
　　・県：３５％（8,645,000円），市：３５％（8,645,000円），
　　　荷役企業等：３０％（7,410,000円）

　◆市の負担割合
　　特別とん譲与税の比率に準じて，神栖市９，鹿嶋市１とする。
　（神栖市7,780,500円，鹿嶋市864,500円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｒ３当初予算額：11,524千円

産業経済部　企業港湾商工課

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　３工業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５港湾　　

【北公共埠頭】韓国定期コンテナ航路：週１便運航
　　　　　　　国際フィーダー航路   ：週２便運航
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地域ポイントカード事業《新規》

目　　的

　市が開催するイベント等の参加者に対し，市内店舗等での買い物に利用可能なポイントを付与することにより，市民
の地区加入やイベント等参加への動機付けと，市内事業者の振興を図り，地域を活性化させる。

　Ｒ３当初予算額：４１，３７４千円

事　業　概　要

市が開催する
イベント等に

参加・協力すると・・・
お買い物で
ポイント付与

　 市内店舗等
（神栖ポイントカード会加盟店）

お買い物に
ポイント利用

行政ポイント付与事業例（予定）

行政ポイント
付与

事業名 ﾎﾟｲﾝﾄ数

地区加入世帯
（1世帯あたり1人のみ）

500

市民健康講座への参加 50

歴史民俗資料館の施設利用 5

※上記は検討中の内容となります。

※地区加入世帯については，次年度以降，各
事業につき2倍の行政ポイントを付与することを
検討中です。

行政ポイントを
200ポイント貯めると，
200円分のお買い物

ポイントに交換できる！

主な予算

予算科目（内容） 予算額（千円）

補助金（企業港湾商工課）
（事業導入にかかる経費分）

30,110

報償費
（行政ポイント付与にかかる経費）

9,900

　産業経済部　企業港湾商工課・企画部　政策企画課

第１節　市民と協働のまちづくり　　　　　　 １　市民協働・地域コミュニティ

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　　４　商業・サービス業

39



地域振興券発行事業～　　神栖つかエールクーポン～

R3当初予算額　105,000千円

【事業概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き売上げが減少している小規模事業者を支援するため、
クーポン券の販売により、市民の消費喚起を促し、事業者の事業継続支援を行う。

・1３,000円分を10,000円で販売（※一人１冊まで）
（1,000円クーポン券13枚綴り）

・発券数：30,000冊

販売内容

クーポン券の
申請

• 希望者はインターネットま
たはハガキで応募

• 抽選結果をハガキで通
知

クーポン券の
購入

• 市内郵便局と商工会で
販売

クーポン券の
利用

• クーポン券は，事業に賛
同する市内の店舗で利
用

今年
も

3億9千万円の経済効果で
市内小規模事業者を支援!!

第７節 産業活力にあふれたまちづくり　４ 商業・サービス業

クーポン
券

１０００円

《対象例》
飲食店、コンビニエンスストア、タクシー事業者、代行事業者、衣料品店など

利用できるお店

【条件】
・事業に賛同する店舗

小規模事業者
《小規模事業者の要件》

①正社員２０人以下
②市内本店

産業経済部　企業港湾商工課
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第7節　産業活力にあふれたまちづくり　６ 観光 Ｒ３当初予算額　 54,338千円（観光振興事業）
                      　

産業経済部　観光振興課

観光振興事業・観光施設管理事業

449,695千円（観光施設管理事業）

〇日川浜オートキャンプ場管理棟改修工事（16,860千円）
 老朽化が著しい管理棟の屋根、トイレ、炊事場、照明設備等の
 改修工事を行う。

             
 

  ビーチスポーツイベント業務（2,779千円）
  波崎海水浴場の広い砂浜を利用したビーチスポーツ
  イベントを実施し、海水浴場利用者の集客を図る。

市のPRやイメージアップを図るため、宣伝広告や観光イベントの開催・補助等を行う。

観光振興事業

  観光PR動画作成業務（2,200千円）
  市内観光地でのロケ実績を紹介する動画を制作し、
  作品を間口とした新規観光客の誘客と、コロナ禍に
  おいても視聴により神栖を知ってもらうきっかけとする。

  神栖市版 ロケ地マップ（660千円）
  市内で撮影された映像作品を，地図と写真・紹介文
  などを組み合わせて紹介する。  

  観光魅力再発見パンフレット（220千円）
  R2年度に実施した観光魅力再発掘事業で得た観光地の情報を
 海水浴場・息栖神社などを起点にエリアごとに紹介する。  

新

新 新

新

新

継  各種観光イベントの補助・助成
 （24,000千円）
  まつり事業への補助や観光行事への
  助成を行う。

発信

誘客

周遊促進

  ターゲティング広告制作・掲出業務（2,200千円）
  集客を効果的に行うため、海水浴場でのアンケート結果を
 もとに、ターゲットを首都圏・ファミリー層に設定し、
  ラジオ・ＷＥＢへ広告を出稿する。

主な新規事業
温浴施設やキャンプ場等の観光施設の整備・修繕、海水浴場の開設・運営を実施する。

観光施設管理事業

主な拡充事業
〇ふれあいセンター湯楽々改修工事（215,736千円）             
 令和元年度に策定した長寿命化計画に基づき、浴室や脱衣所の
 内装、段差の解消、手すりの設置、マッサージ室、温泉ユニッ
 ト、空調設備等の改修を行い、利用者の安全かつ利便性を確保
 する。 

〇海水浴場開設・運営（90,398千円）
 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策ガ
 イドラインを策定し、検温の実施、手洗い場
 の増設等を行い、安全かつ快適な海水浴場を
 開設する。
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スポーツツーリズム推進事業

3．宿泊型イベントの開催《新規》

産業経済部　観光振興課

Ｒ３当初予算額８９，９２８千円第７節　産業活力にあふれたまちづくり　６　観光

《目的》　サッカー以外の種目の合宿地としての認知度向上を図る。

《概要》　新型コロナウイルスの感染症対策を行い、かみす防災ア

リーナや海浜庭球場を利用した1泊2日の宿泊型イベントを実施する。

2．モニターツアーの実施《新規》

《目的》　　新たなスポーツ合宿プランを開発し、長期休暇期間以外の
交流人口を増加させる。

《概要》　学生以外のスポーツ団体を対象とした、１泊２日の市内周辺

観光を含むスポーツ体験ツアーを実施し、需要調査を行う。また、新

型コロナウイルスの感染症対策を実施し、新しい生活様式でのツ

アーの形を検討する。

■事業テーマ

1．新型コロナウイルスにより減少した合宿者の回復
２．学生以外の市場開発
３．サッカー以外における認知度の向上

１．スポーツ観光支援事業
～新・かみスポ合宿でキャッシュバックキャンペーン!!～

《目的》　　合宿を行った方を対象に，宿泊料金，貸切バス料金の

キャッシュバックを行い、観光需要を喚起する。

項目 金額 備考

宿泊料金 1泊1,000円✕宿泊数

貸切バス
料金

1団体につき最大10万円 バス料金の1/2を支援

新しい生活、
　　新しい合宿
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広報戦略事業

神栖市の魅力・
知名度の向上

市の魅力向上やPRに向けた強み弱みを分析し，戦略的・効果的に情報発信し，
定住人口及び交流人口の拡大による地域の活性化を図る。

目　　的

地域資源を
ＰＲ

企画部　広報戦略課

事　業　概　要

　（１）広報戦略事業　　　　 　　　   　16，486千円
　　①地域資源ＰＲ動画制作
　　　(神之池の桜祭り／「子育て住まいる給付金」による移住者へのインタビュ-動画等

　　　　→『子育てしやすいまち・かみす』などのイメージ戦略ＰＲ等)

　　②地域特産品ＰＲ
　　 　 （ピーマン，さば[サバ缶]，将棋盤等，地域の特産品のうちいくつかに注力して，集中的にＰＲする。）
　　　　→例：ピーマン苦手な子どもがいる日本中の子育て世代を対象に，神栖市特産品のピーマンで
　　　　　　子どもたちでも食べられそうなレシピを紹介する「作ってみた動画」の制作・配信，等。

　　③パブリシティ活動
　　　(国内のテレビ，新聞，雑誌，ＷＥＢ等メディア関係者への情報発信を強化し，当市の魅力ある情報が

　　　　 拡散されるよう，メディア露出を増やしていく。)

　（２）エフエムかしま『かみす放送局』　 ３，７９５千円
　　・鹿行地域へ向けた神栖市関連情報の発信
　　　（イベント開催，神栖市の取組等）

情報
発信

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　６　観光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ３当初予算額　２０,５６９千円
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第７節　産業活力にあふれたまちづくり　６　観光

息栖神社周辺計画（素案）

企　画　部　政策企画課
都市整備部　施設管理課
生活環境部　防災安全課

　Ｒ３当初予算額：198,945千円

神之池周辺計画（素案）

まちのにぎわいづくり事業

目　　的

　当市が誇ることができる資源（息栖神社（東国三社）や

神之池）を活用してまちのにぎわいを創出し，交流人口の

拡大を図る。

事　業　概　要
（１）息栖神社周辺整備計画
　（政策企画課：まちのにぎわいづくり事業）   13,000千円

（２）息栖神社周辺の駐車場整備（継続）

　（施設管理課：都市公園等維持管理事業）    91,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）東国三社ＰＲ大使の任命（継続）

　（政策企画課：広域施策連携事業）　　　      800千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（４）神之池周辺整備計画
　（政策企画課：まちのにぎわいづくり事業）   12,000千円

（５）神之池周辺の魅力づくり（樹木調査および植栽業務等）

　（施設管理課：都市公園等維持管理事業）    39,376千円

（６）息栖地区特定空家等解体工事等
　（防災安全課：空家等対策事業）            40,625千円

（７）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（政策企画課：まちのにぎわいづくり事業）       ２,１４４千円
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国が示す指針に基づき，ユニバーサルデザイン化の推進方針につ
いて記載するとともに，個別施設計画に記載された内容等を踏まえ，
本計画を見直す必要があるため，改訂する。

第3次総合計画の策定

第3次総合計画の策定・公共施設等総合管理計画の改訂
第８節　健全な行財政のまちづくり　２財政運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ３年度当初予算　１６,４５４千円

企画部　政策企画課

※計画期間：2023(Ｒ５)年度～2026(Ｒ8)年度

公共施設等総合管理計画の改訂

第２次総合計画(5か年計画)

2018
(Ｈ３０)

2023
(Ｒ5)

第３次総合計画(4か年計画)

2027
(Ｒ9)

※計画期間：2018(Ｈ３０)年度～2022(Ｒ4)年度

2021
(Ｒ3)

次期計画策定(2年)

公共施設等総合管理計画(40年計画)

2017
(Ｈ29)

2056
(Ｒ38)

※計画期間：2017(Ｈ29)年度～2056(Ｒ38)年度

【内容】
R3年度：市民アンケート，数値目標・重要業績　
　　　　評価指標(KPI)の設定
R4年度：基本方針や重点プロジェクト等の設定，
　　　　総合計画審議会への諮問，パブリック
　　　　コメントの実施等

個別施設計画策定

2021
(Ｒ3)

[年度]

[年度]

反
映

～～

施設計画的な修繕等による施設の適正管理や長寿命化など
個別施設計画の内容を踏まえた本計画の改訂

第2次総合計画が令和4年度末に計画期間が満了となるため，
次期総合計画の策定に着手する。
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