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令和４年度の主な事業



地域交流・保健福祉機能拠点整備事業

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
　　　　　　　 ため、また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。

完 成 予 想 図

事業のスケジュール

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

R4当初予算額：138,993千円

主な施設内容

○地域交流エリア
　・誰でも気軽に利用できる共用空間
　・小～中規模程度の会議や研修スペース
　・余暇活動などへの交流の場を提供
　
○保健福祉エリア
　・健康相談や各種健診の実施
　・健康づくりを充実させるセミナー開催
　・子育て世代包括支援センターの設置

令和3年10月～　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建設工事に着手

令和５年１月末　　　　　　　　　　　　　
施設の完成

令和５年１～３月　　　　　　　　　　
施設開設準備

令和５年４月～　　　　　　　　　　　　　
施設の供用開始

2



地域ポイントカード事業

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，地域の活性化に繋げます。

　R4当初予算額：27,666千円

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

かみすポイント
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

かみすポイント
利用

ココくんポイント付与事業一例（予定）

ココくん
ポイント

付与

事業名 付与P数

はさきさわやかランニング大
会運営ボランティア

100

市民健康講座への参加 50

歴史民俗資料館のイベント 5
ココくんポイントを

200ポイント貯めると，
200円分のかみすポイント

に切り替わります！

主な予算科目（内容） 予算額（千円）

報償費（ココくんポイント付与にかかる経費） 18,074

補助金（機器導入にかかる経費分） 8,778

　企画部政策企画課・市民協働課　産業経済部企業港湾商工課

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

かみすポイントカードは2種類！

お店でもらえるカード
（一般カード）

地区加入世帯がもらえるカード
（特別カード）

【地区加入のメリット創出】

　本事業は，地区加入のメリット創出にも寄与してい
ます！
１．世帯当たり１枚の特別カードを配布します。
２．地区活動にもココくんポイントを付与することを検　
　　討中です。

特別カードの特典！

①ココくんポイントを毎年
500ポイント付与

②ココくんポイントを通常
の2倍付与（例外あり）
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第２節　安全性の高いまちづくり　１　防災 R4当初予算額  70,582千円

洪水・土砂災害ハザードマップの改訂
（令和4年度当初予算：6,265千円)

　近年，台風の大型化や多発する集中豪雨など，大規模自然災害
の発生によるリスクが一段と高まっていることから，洪水・土砂
災害ハザードマップを改訂し，洪水浸水想定区域や土砂災害警戒
区域，指定緊急避難場所等について市民へ周知を図ります。

　舎利浜地区における避難困難者の解消を図るため，津波避難
施設（高台）の整備に伴い，用地取得に必要となる不動産鑑定
及び地質・測量調査を行います。

津波避難施設整備に伴う
不動産鑑定，地質・測量調査
（令和4年度当初予算：9,713千円)

 ① 不動産鑑定　
　 取得する土地の評価額を把握するため，不動産鑑定を実施します。

 ② 地質調査
　 取得する土地の地質調査を実施します。

 ③ 測量
　 所有権移転に伴う測量を実施します。

生活環境部　防災安全課

 ① 地図面の更新
　 かみす防災アリーナを追加するなど，指定緊急避難場所
 及び指定避難所の情報を更新し，緊急時に迅速かつ的確な
 避難ができるよう周知します。

 ② 情報面（学習面）の更新
　 災害対策基本法の改正に伴う避難情報の変更や，洪水・
 土砂災害から命を守るために必要となる情報を掲載し，市
 民の防災に関する知識の普及，意識の向上を図ります。

実施内容主な変更点
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第２節　安全性の高いまちづくり　　１　防災　 R４当初予算額　　　862,367千円

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・講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４年度　実施事業
・アリーナ施設購入費（ＰＦＩ本体事業）　501,814 千円
・施設管理業務委託（ＰＦＩ本体事業）　　342,553 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）

◎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。

5



　　　　　R4当初予算額　174,133千円

消防団の消防機庫や消防車両の更新，また地下式消火栓を増設するなどして，消防体制の充実を図ります。

生活環境部　防災安全課

第２節　安全性の高いまちづくり　２　消防・救急

消防団の現況　Ｒ４．３月末時
　８方面隊，６０コ分団を組織（工業地帯を除き市全域を管轄）
　団員９０６名にて，火災時の消火活動のほか，水災時に避難誘導や救助活動，災害防除活動等を実施しています。

消防機庫　６０棟　内，老朽化する２棟を更新します。
消防車両　６０台　内，使用年数が経過する４台を更新します。　
　　《Ｒ４．３月末時　保有車両内訳》
　　　水槽付消防ポンプ自動車　　１台
　　　消防ポンプ車　　　　　 　　　１６台
　　　可搬ポンプ積載車　　 　　　４３台

消防団施設の更新 116,091千円

消火栓の増設

水道配水管の拡張・更新に併せて，
消火栓２８基を増設します。

29,260千円

《主な整備内容》

国費【消防団救助能力向上資機材
緊急整備事業】を活用
※補助率１／３

洪水時に浸水が想定される波崎・矢田部地区の３方面隊に
救助用ボートを各１台整備（計３台）します。

救助用資機材の整備 1,980千円
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●主な活用・実施事業予定

　・教職員向け研修（校長会、教頭会、各部会研修など）

　・不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援・体育活動

　・未就学児の発達相談や言語聴覚士による言語訓練

　・イングリッシュ・キャンプ（令和3年は11月に実施）

教育委員会　  教育指導課

第３節 人を育み若者を育てるまちづくり　２ 　学校教育 R４当初予算額 　 29,313千円

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㎡

階　数 施　設　内　容

１階 事務室　　応接室　　研修室１　　実験・実習室
（以下の場所は一般利用可）
談話室　　資料室　　研修室２　　調理室　

２階 研修室３　　メディアルーム
幼児の相談教室（おはなしひろば波崎教室）
登校支援教室（すくすく波崎） 

３階 避難室１～６　　防災用倉庫　

　　●施設内の様子

メディアルーム

資料室

イングリッシュ・キャンプの様子

研修室１

実験・実習室
　教育センターは、主に教育に関する専門的な研究の推進と指導法の改善
を図るための研修を行う施設です。
　この他、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援のための登校支援
教室や未就学児の発達相談のための幼児の相談教室、地域の活動拠点と
しての機能も併せ持っています。
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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　 R4当初予算額　　992，512千円

市内小中学校プールの老朽化が著しいため，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。
　　　　　　　　　　　　　　　　
○ 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（仮称）はさき屋内温水プールを
　建設し，３施設への集約化を進めます。
○ 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。

令和４年度　主な実施事業
・建設工事費　　　　　　　　  　933,360 千円　・工事監理委託料　　　  20,992 千円
・開業準備費（R5.2～R5.3）　　15,000 千円　 ・開業準備備品　　　　　 20,000 千円

【施設概要】令和5年度供用開始予定

所　　在：神栖市波崎9235番3外
　　　　　（波崎体育館敷地内）
構　　造：鉄筋コンクリート造１階建
延床面積：1,895.91㎡
主な諸室：メインプール(25ｍ×7レーン)
　　　　　幼児用プール，浴室，
　　　　　トレーニング室，談話室等
　※災害時にも浴室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。
建設工事：令和3年10月から令和5年1月

教育委員会 　教育総務課
　　　　　　　  　文化スポーツ課
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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　    　　　R4当初予算額　163,083千円

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・補助教員を小中学校
 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
 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，
 市内外の事業所や大学等の協力を得て，児童生徒主体の体験型講座
 （セミナー）を行い，興味関心の深まりやキャリア選択への機会を
 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）ALT（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）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。
３）ブリティッシュヒルズ（福島県天栄村）での宿泊研修や教育セン
  ターを活用したALTとの交流事業を通じて，英語力や国際感覚を
  育成します。

■放課後こども教室
 放課後児童の安全・安心な居場所を設け，各種の取組（学習支援、
 スポーツ、体験・交流活動等）を実施することにより，児童が心豊
 かで健やかに育まれることを目的とします。  

       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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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ります。

　R4当初予算額：16,006千円

事　業　概　要

　　

企画部　政策企画課

第３節　人を育み若者を育てるまちづくり　２　学校教育

（１）キャリア育成支援金（新入生向け）　　 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します。

【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）人材育成支援金（仮称）（卒業生向け） ３，０００千円
　市内県立高等学校３校の卒業を予定している，市内在住の生徒
を対象として，高等学校長が推薦する生徒へ支援金を給付するこ
とにより，市内県立高等学校３校の魅力と活力ある学校づくりの
推進を図ります。

　　　

（3）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します。

【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）　　　　　　　　　　　　　　　　　

≪参考≫　R3年度実施（予定）事業
　・高校生によるラジオ放送（広報戦略課）
　・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）
　・多文化共生，姉妹都市交流（政策企画課）　　　　　　　　　　　　　
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　うずも児童館新築工事（令和３･４継続費）

第４節　健康で人にやさしいまちづくり　２　子育て支援 R4当初予算額　117,848千円　

 うずも児童館は，知手中央地区に移転し，地域
の子育て支援体制の充実を図ります。
＜施設概要＞
 所在地  神栖市知手中央三丁目５番１６号
＜特  色＞
 全館バリアフリー対応，卓球やバドミントンで
遊べる部屋，館庭に築山を設け遊びの幅を広げて
いきます。

　軽野児童館改修工事

健康福祉部　こども福祉課

建設年：１９９２年（平成４年）
構 造：鉄骨造 
老朽化により劣化した軽野児童館の改修を行
い安心・安全な施設環境の確保を図ります。

令和4年
7月開館

予定

・屋根を重ね葺きします。
・外壁を貼り替えます。

・床や内装の一部を新しくします。
・LED照明に更新します。
・トイレを洋式便器にします。

児 童 館 管 理 事 業

外部工事

内部工事
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Ｒ4当初予算額　　　54,658千円

子 育 て 支 援 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。

子育て応援ギフト事業

健康福祉部子育て支援課

第４節　健康で人にやさしいまちづくり　２　子育て支援

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。※「子育てタウン」アプリから注文ができます。

子育て応援ギフトカタログ

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。

子 育 て 応 援 券
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家庭児童相談事業

R4当初予算額　23,028　千円第４節　健康で人にやさしいまちづくり　２　子育て支援

健康福祉部　こども福祉課

　

　近年増加する児童相談や虐待に対応するため、子ど
も支援の専門性をもち、原則18歳までの市内に居住す
るすべての子どもや妊産婦等に関する支援業務を行う
機関です。
　地域の資源をつなぐ在宅支援を中心に，切れ目ない
継続的な支援をチームで行います。
　
　 
　
　

こども福祉課

子育てカウンセラー相談
予約制で臨床発達心理士

が発達やしつけなど子育て
に関する心配ごとの相談に
応じます。

養育支援訪問事業
育児や家事の援助

が特に必要であると
判断した家庭へヘル
パーを派遣する制度
です。

子育て短期支援事業
　子どもの養育が一時的
に困難になった場合に
原則として７日以内の期
間、児童養護施設や里
親宅等で緊急保護する
制度です。

家庭児童相談室
　社会福祉士等の資格
を持った相談員が育児
不安や親子関係、非行、
いじめなどの問題の相
談に応じます。

児童相談所警察署

医療機関

幼稚園

保育所(園)

教育委員会

小中学校・高校

児童館

里親
商工会青年部
子ども見守り隊

民生委員
児童委員

子育て世代包括
支援センター

認定こども園

障害児　　
通所支援

　支援対象の児童等を早期発見し、迅速な支援
を実施するために、各機関が情報を共有し、連
携し対応できるよう協議を行う機関です。

要保護児童対策地域協議会

子ども家庭総合支援拠点

こども福祉課
（調整機関）

保健機関
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医療特別対策事業　（460,538千円）

第４節　健康で人にやさしいまちづくり　　７　医療　　

　　　１　医療教育事業　（800千円）
　　　　　　・命の尊さ，弱者を思いやる心を育むとともに，将来の地域医療を担う人材育成に資する小・中学生向け医療教育の機会を創設します。

　　　２　ドクターバス等運行試行事業　（996千円）
　　　　　　・医師多数区域であるつくば地域と，当市の医療機関を結ぶ交通手段確保に向けたドクターバス等の運行に係る調査を実施します。

　　　３　企業・医療機関・行政の相互連携　（150千円）
　　　　　　・直面する課題解決方策の検討や連携した取組みの円滑な実施のための連絡調整会議を設置します。

新　規

病院再編統合建設支援事業　（38,604千円）

市内の医療体制の整備充実や若手医師等の就業促進を図り，市民が安心して医療が受けられる地域医療体制を確保します。

健康福祉部　地域医療推進課　

　　　１　地域医療体制の検討・充実　（10,000千円）
　　　　　　・市内のバランスのとれた医療体制づくりのため，神栖市地域医療体制検討委員会の提言を踏まえ，具体的な実行策を協議検討し
　　　　　　　実施します。

　　　２　若手医師きらっせプロジェクト【若手医師受入支援事業補助金（21,015千円），若手医師確保情報発信等事業（16,067千円）】
　　　　　　・指導医や若手医師がワクワクしながら医療・教育・研修に専念できる体制整備等に向けた支援を行います。
　　　　　　・全国の医師，医学生等に向けて，当市の医療政策や市内の研修医療機関情報を各種コンテンツにより発信します。

　　　３　寄附講座開設費寄附金　（163,872千円）

　　　　　・予定大学：筑波大学，日本医科大学，順天堂大学（令和４年度分は茨城県が寄附 ＋ 令和５，６年度分は神栖市が寄附）

　　　４　医師確保事業補助金（112,840千円）・地域赴任医師支援金　（58,500千円）
　　　　　　・新たに赴任した医師本人への支援として，３年を限度に医師経験年数や市内での勤務年数に応じた支援を行います。　

継　続
（主なもの）

　　　１　病院再編統合建設事業補助金　（38,604千円）
　　　　　　・神栖済生会病院の新病院整備に向けた実施設計等に係る経費に対する支援を行います。

継　続

地域医療構想等の議論を踏まえて実施される，医療機関の機能分化・連携再構築にかかる施設整備を支援します。

医療機能分化・連携再構築整備支援事業　（144,470千円）

　　　１　医療機能分化・連携再構築整備事業補助金　（144,470千円）
　　　　　　・白十字総合病院の回復期，慢性期病棟整備に係る経費に対する支援を行います。

新　規

　　　１　診療体制強化事業費補助金　（10,000千円）

　　　　　　・既存診療所における診療科の新設や機能拡充等，診療体制強化のための施設改修に係る経費に対する支援を行います。
拡　充

医療特別対策事業　460,538千円，病院再編統合建設支援事業　38,604千円
　医療機能分化・連携再構築整備支援事業　144,470千円
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神栖市にある公益機能の高いマツ林（飛砂防備保安林）等の保全を目的に，松くい虫による被害の予防のために薬剤を散布すると
ともに，被害の拡大を防止するために松枯れ木の伐倒駆除を行います。

　
　

R4当初予算額　 42,679千円

マツノダラカミキリの発生時期に無人ヘリコプターによる薬剤
散布を行います。（散布面積：118ha）

薬剤散布【６月】（11,800千円）
被害木を伐倒し，伐採木を現地より搬出、集積し薬剤処理します。
薬剤処理後チップ化し発電用燃料になります。

伐倒駆除【１～３月】（10,000千円）

産業経済部　農林課

 ②波崎海岸地区
 （静砂垣設置）

冬秋夏春

台風や低気圧に伴う強風・波浪や松くい虫被害などにより，保安林が荒廃してきているため，保安林や砂丘の継続的な整備を行い
ます。（18,000千円）

第５節　自然環境と調和したまちづくり　２　自然環境

 ①波崎海岸地区
 （植栽箇所整備）

 ③波崎海岸地区
 （堆砂垣補修）

 ④須田海岸地区
 （堆砂垣補修）

マツノマダラカミキリが小枝の
皮を食べる時に，体内からはい
出したマツノザイセンチュウが
松へ侵入する

樹体内でマツノザイセン
チュウが増殖し，松が衰弱
する

衰弱した松にマツノマ
ダラカミキリが産卵を
行う

樹皮下の蛹のマツノマダラ
カミキリにマツノザイセン
チュウが乗り移る

マツノマダラカミキリが羽
化・脱出し，マツノザイセン
チュウを運ぶ

海 岸 防 災 林 等 保 全 事 業
【 松くい虫対策 】 

【 砂丘造成及び植栽 】 
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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　　 R4当初予算額　127,684千円

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

整備地区計画図

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

 ・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㎡　

これまでの整備状況

…R4整備箇所

…過年度整備済箇所

工事施工箇所
（新設整備）

工事施工箇所
（拡幅整備）

・市道1450号線新設整備工事　延長＝約130m

・市道1015号線拡幅整備工事　延長＝約130m

令和4年度　主な予定事業

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

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

整備の基本方針
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確かな境界線 豊かなまちづくり 

R4当初予算額　　25,483千円第６章　くらしの質を高めるまちづくり　　１　土地利用

    地籍とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。　
　地籍調査事業では，国土調査法に基づき，一筆 （土地の単位）ごとに土地の
所有者・地番・地目などを調査し，境界の確認と精度の高い測量を行い，地図

と簿冊（地籍図と地籍簿）にとりまとめていきます。

その結果をもとに，法務局（登記所）に備えてある当市の過去の「公 図」や
「土地登記簿」の記載内容が修正され，地籍の明確化が図られます。

産業経済部  地籍調査課　

地  籍  調  査  事  業  （ 地 籍 確 定 事 業 含 む ）

■事業概要
　⇒地籍調査
  ●地籍図及び地籍簿作成，閲覧等
  （太田押揚Ⅷ地区）
  ●一筆地調査及び測量
  （太田但馬山Ⅰ地区）

 ⇒地籍確定
  ●一筆地調査及び測量
  （市道1-9号線沿いの舎利浜地内）

　

　地籍調査が行われると，土地に関する個人の所有権が保護され，相続や土地

取引 がスムーズに進 むほか，災害復旧の迅速化 ，境界 トラブル の未然防止な
 ど，様々なメリットが生まれます。

地籍調査事業の流れ
（事業計画  ・準備）

対象区域ご
とに説明会
を開催

土地の境界
を確認
（一筆地調査）

一筆ごとに
測量を実施

「地籍図」と
「地籍簿」案
を作成

地籍調査の
成果を確認
（閲覧／訂正）

国の承認，県の
認証後，法務局
（登記所）へ送付

事業費の負担割合

Ｒ４年度は，下記の事業を進めます。

　

　 地籍調査の効果
　　災害復旧の迅速化

　　土地取引の円滑化

　　境界トラブルの未然防止

　　公共事業の円滑化

　　課税の適正化など

閲
覧

▲成果を確認
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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号線及び平泉地内の3.4.20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

R4当初予算額　292,600千円

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
・施工幅員１６ｍ
・両側歩道へ水道管の設置　・排水施設の整備
・令和４年度末で完成予定（４年間）
○令和４年度工事予定
・第４工区（L＝430ｍ）

市街地の発展と暮らしやすいまちづくり

☆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年度完了

第3工区【L=220m】
令和3年度完了

第4工区【L=430m】
令和4年度予定

国
道

124
号

ヤマダテックランド
神栖店

都市計画道路3.4.22号線

TSUTAYA

都市計画道路　３．４．２０号線舗装工事
【L=80m】
令和4年度予定

東京食堂

ケーズデンキ
神栖店

【3．4．20号線（平泉，幅員20ｍ）】
○工事概要
・施工幅員９ｍ
○令和４年度工事予定
・施工延長（L＝80ｍ）
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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。

市道整備事業・市道補修整備事業

Ｒ４年度

　主な改修路線　　　　

  【神栖地区】

　市道８－１０１号線

　外２路線

　【波崎地区】

　市道２２３９号線

　外４路線

測量設計監理委託料（維持）　　  ４１,０００千円

工事請負費（維持）　　　　　　 　 ４００,０００千円

快適な道路

設　計

測　量

監　理

工　事

都市整備部　道路整備課　

R4当初予算額（市道整備）　　　 　　240,711千円

R4当初予算額(市道補修整備） 　　848,882千円

Ｒ４年度

　主な新設路線　　　　

  【神栖地区】

　市道８－２１１線

　外３路線

　【波崎地区】

　市道１１５６号線

　外８路線

測量設計監理委託料（新設）　　４１,０００ 千円

工事請負費（新設）　　　　　　　１９５,０００ 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】

整備後

その他　　　　　　　　　　４,７１１ 千円

その他　　　　　　　　 ４０７,８８２千円

整備前

市道８－１０５号線
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　R4当初予算額：146,738千円第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を確保します。
 将来にわたる持続可能な公共交通体系を構築し
 ます。

 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　　　　　４５，２００千円
　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　　　　  87,825千円
　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　　：85,240千円　
　・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　　　     　６，９７８千円　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・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
　・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
ンです。

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・推進しま
す。

協
議
・
推
進
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第６節　くらしの質を高めるまちづくり　 　７　住宅・宅地 R4当初予算額　　518,679千円

都市整備部　住宅政策課

東町住宅２３棟

令和４年度
解体工事

令和５年度
 建築工事

令和６年度
 完成予定

建替の主なスケジュール

　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
市営住宅を集約し，日の出町地区に２棟５０戸の市営住宅を建設します。 新設解体

完成イメージ図

津波の時は屋上へ
緊急避難できるよ

◎総事業費 ２，００４，９３７千円
○解体工事　３５０，８６７千円
○建築工事（外構等を含む）
　　　 　　  １，６３０，０９０千円
○施工監理　　２３，９８０千円

概算事業費（３カ年継続）

○建物構造　RC造
○階数　３階,エレベータ設置
○延床面積　３，２０３㎡
○敷地面積　６，０５２㎡
○住戸　３DK２９戸,１DK２１戸
○駐車場　１００台
○駐輪場　７５台

建　築　設　計　概　要

21



　 【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

都市整備部　住宅政策課

R４当初予算額107,400千円第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４月１日以降の登記原因の日から２年以内の末日
　 または,令和5年3月31日のいずれか早い日まで

かんどうみつけて住まいる

最大100　万円

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

 年齢要件 申請者が４５歳未満

　　　　  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

２５万円同居要件
①,②のいずれか

基本額
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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

　　　R4当初予算額　　250,143千円

承継者が
いない・・

生前予約
したいのに･・ 

従来型墓地（普通墓）の場合

○申請の主な条件及び特徴 
１）承継者がいること
２）焼骨を既に持っていること（生前予約不可）
３）毎年の管理料を支払う必要があります。

合 葬 墓 の 特 徴

　 

　

令和３年度／実施設計合葬墓　整備スケジュール 令和４年度／整備工事 令和５年度／供用開始

■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）生前予約が可能
　　となります。
　３）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。

■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。

完成イメージ図
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・浸水実績地区の被害軽減を目的に整備を行います。
・上流域（浸水周辺箇所）から管渠を整備し、完成区間に
　貯留機能を持たせることで、全線完成を待たずに早期の
　整備効果を見込みます。
・地区計画を見据え、段階的に整備を実施していきます。

◇整備方針

１．整備計画の概要

◇整備スケジュール

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 R４当初予算額　　362,000千円

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（木崎・
神栖・平泉東の一部）の浸水被害軽減を目的に、1号雨水
幹線の整備を開始、令和３年度に雨水ポンプ場予定地ま
での４,０１９m区間が完了し、上流部の雨水取り込みを開
始、貯留管として、浸水被害の軽減を図っています。引き
続き、港湾（北航路）への吐口となる放流渠工事に令和3
年度より着手しました。この工事が完了すると、降雨時に
直接港湾へ排水を行えるようになり、より多くの雨水を排
除できることから、更に浸水被害の軽減効果が得られるこ
ととなります。また、令和３年度より北公共埠頭第１排水区
第２分区（平泉地区）の浸水被害軽減を目的とする第2号
雨水幹線の設計に着手し、令和３年度に基本設計を委託、
令和４年度には、実施設計の委託を予定しています。

施工が完了した1号雨水幹線の内部（直径2.8ｍ）

北 公 共 埠 頭 雨 水 幹 線 整 備 事 業
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 合 計       869,417 千円
 R4当初予算額(農業用排水路等管理）   239,900 千円

令和４年度　主な予定事業
・設計業務
　(別所地区・日川地区・仲新田地区)
・雨水基本計画見直し
・排水路改修
　(別所地区・日川地区・西宝山地区)

農業用排水路等管理事業

測量設計委託料　　　    １８,４００ 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　　 １８９,０００ 千円

雨 水 排 水 対 策 事 業

 R4当初予算額（排水路維持管理）    516,417 千円

都市整備部 道路整備課 産業経済部 農林課 

R4当初予算額 (市道整備）       57,900 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　　　　   １４,８２０ 千円
雨水対策基礎調査委託料　　　　　８,７７０ 千円
排水路工事費　     　　　       ３１５,０００ 千円
排水路補修工事費　               １０５,０００ 千円
その他　　　　　　　　　　　　７２,８２７ 千円

市道整備事業

測量設計委託料　　　　　５,０００ 千円
道路工事費　　　　　　５２,９００ 千円

令和４年度　主な予定事業
  ・清水排水樋管雨水排水ポンプ設置（清水地区）
  ・雨水管渠補修（東深芝・波崎地区）
  ・須田団地雨水排水路整備
  ・本郷地区排水路圧送管設置
  ・土合１号雨水幹線整備　
  ・息栖原幹線排水路改修

令和４年度　主な予定事業
・測量設計（平泉地区・石津地区）
・側溝整備（西宝山地区・西押揚地区・
　　　　　　仲舎利地区）
・舗装改修（東宝山地区）
・側溝改修（浜新田地区）

冠水対策　施工例　　　  
（2息栖真崎地区排水路改修工事）

着工前 完成

常陸利根川の水位によって冠水が起
こる道路だった為，道路両側へ側溝
を整備し，道路全体の高さも上げて
改修を行いました。

 （再掲予算含む）

施工前の状況 施工後の状況

市道補修整備事業

測量設計委託料　　　　　６,０００ 千円
道路工事費　　　　　　４９,２００ 千円

R4当初予算額 (市道補修整備）       55,200 千円

25



○新可燃ごみ処理施設整備 １１７，８２７千円

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，両市の可燃ごみを効率的に収集・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 R4当初予算額 163,973千円

目的

R4予算概要

広域ごみ中継施設整備の発注にかかる委託
料など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

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 ４６，１４６千円

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)

※上記2事業に係る神栖市負担率
建設費：57.8% 運営費：56.4%
（運営費はごみ量により変動します）

神栖市（波崎地区）
の可燃ごみ

26



第７節　産業活力にあふれたまちづくり　　１　農業 R4当初予算額　　88,730千円

農　業　振　興　事　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ります。

（１）新規就農者の育成・支援
　○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支援（16,800千円）

　○農業用施設，農業用機械の取得等の支援（11,000千円）【新規】

（２）魅力ある産地づくり支援事業（1,000千円）
　○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します。

（３）夢のひろば須田管理事業（3,763千円）
　○地域住民が主体となり，市民が楽しく憩うことのできる空間を創造し，
　　その活動を通じて地域コミュニティの活性化に取り組みます。
　　【主な活動】除草・花植え，ヤギの飼育，樹木の植栽など

待ってるね♡

産業経済部　農林課
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対 象 事 業

◆ 地元水産物を活用した新たな加工品開発・商品化  　◆ 活魚出荷に関わる設備等の導入

◆ 他業種と連携した地産地消や観光漁業の取り組み 　◆ 産地直送や新たな販売先の開拓　　等

R4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。

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）

補 助 金 活 用 実 績

ラベル作成 全自動魚釣り機導入 マグロはえ縄漁業の生産及びブランド化
■ 高鮮度自家出荷によるブランド化，商品ラベルの作成
■ 魚釣り機導入による揚縄作業の省力化，漁獲物のストレス軽減

新商品開発及び生産販売
■ 新商品開発，パッケージデザインの作成
■ オンライン販売サイトの開設，ふるさと納税返礼品メニュー化

新商品開発
パッケージ作成
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企業・港湾振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　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します。
　　　　　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ります。

　
　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４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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

R4当初予算額　　12,257千円

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　　

目的

概要

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

29



　R4当初予算額：35,529千円

目　　的

　まちのにぎわいづくり事業は、神栖市が誇る資源（息栖神

社（東国三社）や神之池､農水産物等）を活用して、まちのに

ぎわいを創出し､定住人口及び交流人口の拡大を目指します。

　息栖神社周辺整備では、息栖神社を訪れた観光客が立ち

寄る場所の整備や、市道・船だまりの景観整備を行い、誘客

を促進を図ります。

まちのにぎわいづくり事業（息栖神社周辺整備）

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　６　観光

企　画　部　政策企画課
都市整備部　道路整備課
産業経済部　観光振興課

息栖神社周辺整備
全体イメージ（案）

※参道整備イメージ写真

拠点施設及び市道８－３９８号線整備
イメージ

事　業　概　要

（１ ）息栖神社周辺整備拠点施設基本設計
　（政策企画課：まちのにぎわいづくり事業）   13,552千円

（２）息栖神社周辺市道整備実施設計（市道８－３９８号線外１路線
      測量設計業務委託）

　（道路整備課：市道補修整備事業）　　　　 １２,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）息栖神社前雨水排水路改修設計業務委託
  （道路整備課：排水路維持管理事業）　　　 7,000千円

（４）他市と連携した東国三社事業実施（（仮称）水郷三都観光推
      進協議会負担金）
　（観光振興課：観光振興事業）　　　        1,500千円

　
（５）その他
　（政策企画課：まちのにぎわいづくり事業）　 1,４７７千円

整備スケジュール（予定）

令和４年度以降 市道、排水路設計・整備
拠点施設設計・整備

令和５年度以降 船だまり周辺設計・整備
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R4当初予算額：155,330千円

目 的

まちのにぎわいづくり事業は、神栖市が誇る資源（息栖神

社（東国三社）や神之池､農水産物等）を活用してまちのにぎ

わいを創出し､定住人口及び交流人口の拡大を目指します。

神之池緑地整備では、主に市民の憩いの場としての整備

を目指し、ランニングやカヌーなどのスポーツを行うための

施設や休憩施設整備、桜などの樹木の植樹など公園機能の

拡充を図ります。

まちのにぎわいづくり事業（神之池緑地整備）

第７節 産業活力にあふれたまちづくり ６ 観光

企 画 部 政策企画課
都市整備部 施設管理課
教育委員会 文化スポーツ課

整備スケジュール（予定）

令和４年度
休憩施設（カフェ）・駐車場整備
大型遊具整備

令和４年度以降順次 桜等の植樹

令和５年度以降 体験拠点施設設計・整備

休憩施設（カフェ）イメージ

体験拠点施設イメージ
（ランニングステーション）

大型遊具イメージ

体験拠点施設イメージ
（カヌー艇庫）

体験拠点施設イメージ
（レンタサイクルステーション）

潮風に強い桜の植樹イメージ

写真はイメージです。 写真はイメージです。

写真はイメージです。

イメージ図イメージ図

写真はイメージです。

事 業 概 要

（１ ）市民体育館解体設計
（文化スポーツ課：運動施設整備事業） 15,700千円

（２）（仮称）神之池緑地緑化再生計画策定等 (樹木の更新関係)

（施設管理課：都市公園等維持管理事業） 28,890千円

（３）公園施設長寿命化対策工事等（大型遊具更新）【国補事業】

（施設管理課：都市公園等維持管理事業） 73,100千円

（４）神之池緑地駐車場整備工事等（飲食施設出店関係）
（施設管理課：都市公園等維持管理事業） 32,094千円

（５）その他
（政策企画課：まちのにぎわいづくり事業） 5,5４６千円
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自転車活用推進事業
自転車を活用することにより，交通における自動車依存の低減による渋滞緩
和，観光による地域振興，環境負荷の低減，災害時における交通機能の維持，
市民の健康増進を図ります。

目的

神栖市自転車活用推進計画に基づき，市内で自転車活用を推進するための
事業を実施します。

事業概要

（１）ソフト事業（政策企画課）　　　 　5,780千円
　・市民の自転車利用促進に向けたライドイベント実施
　・電動アシスト自転車等体験会の実施
　・自転車優先道路の設置に向けた検討
　・サイクルサポートステーションの募集　等
　　　　　　　　　　　　　

（２）ハード事業（道路整備課）　 25,000千円
　・自転車走行空間の整備（矢羽根整備 等）

自転車普及啓発セミナー 電動アシスト自転車体験会
市道７－５６号線（溝口地内） 市道６－４号線（大野原地内）

ソフト事業例 ハード事業例

第７節　産業活力にあふれたまちづくり　６　観光 R4当初予算額：30,780千円

　企　画　部   政策企画課

　都市整備部　　道路整備課32



第7節　産業活力にあふれたまちづくり　６ 観光
         R4当初予算額　 77,369千円（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

  263,104千円（観光施設管理事業）

新

 市の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・補助を行います。

日川浜ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場環境整備工事(18,579千円）

フィルムコミッション事業（1,348千円）

デジタルスタンプラリーの実施 （8,951千円）

 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・運営を実施します。

 ゆ～ぽ～とはさき改修工事設計業務（16,580千円)

新

魅力
向上

周遊
促進

誘客

新

オートサイト２６サイトの
電源設備（AC電源）の
改修工事を行います。

令和２年度に策定した中長
期保全計画に基づき，浴室，

脱衣所及び関連する設備等
の改修工事に伴う設計を行
います。

・スマートフォンを使用する非接触型・電子式のスタンプラリーを実施します。
・観光スポットやグルメ情報のＰＲによる市内周遊促進を図り，滞在時間の増加に繋げます。
・結果データを分析し，今後の施策に活用します。

・市ホームページの観光情報を分かりやすく，魅力的なページに再構築します。
・観光情報ページに誘導するためのWEB広告を出稿し，効果的な誘客を図ります。

ホームページ観光情報整備＋広告掲載 （7,483千円）

拡 まつり事業補助金の拡充（30,000千円）

 感染拡大の影響により，協賛金の確保が懸念される各種まつり事業に対し，令和４年度に
限り，協賛金の一部相当額を支援するため増額補助し，補助率を1/2から10/10とします。

・かみすフィルムコミッションを市が直接運営し，ロケ地登録数の増加や，ロケ受入体制の充実を図ります。
・専用サイトを活用し，ロケ誘致を推進するための情報発信を行います。
・ロケ実績を積極的にPRし，作品を間口とした新規観光客の誘客を目指します。

まつり名称 現行
上限額

R4年度
上限額

花火・きらっせ・
舞っちゃげ

600万 800万

みなと・七夕 150万 200万

  海水浴場の開設・運営（98,376千円)

感染防止ガイドラ
インに従い，安全
で快適な海水浴
場を開設します。

新新 継
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大会合宿の運営支援

観光関連団体との連携

大会合宿誘致・広報PR

　スポーツツーリズム推進事業

産業経済部　観光振興課

R4当初予算額89,329千円第７節　産業活力にあふれたまちづくり　６　観光

交流人口の増加及び地域経済の活性化を図るため，各種スポーツ大会や合宿の開催支援や誘致活動　　　　　　
などを行い，スポーツツーリズム推進連絡協議会と連携しながらスポーツツーリズムを推進します。

１　スポーツのまち知名度向上
（１） 大会合宿の誘致活動
　・インターネット広告によりターゲットを絞り当市をアピール
　・スポーツ関連団体への訪問活動による大会誘致
２　大会・合宿の誘致
（１） かみスポ合宿でキャッシュバックキャンペーン
　　市内で合宿をする団体に宿泊代と貸切バス代の一部を
　　キャッシュバック　〈1人１泊1,000円，バス上限10万円〉
（２） スポーツツーリズム推進助成金
　　市内で行う新規大会とトップスポーツ団体への合宿助成
　　〈新規大会上限３０万円，トップスポーツ合宿上限５０万円〉
（３） 宿泊型イベントの開催
　　市内のスポーツ施設や宿泊施設を利用することにより，
　　利便性を知ってもらい，今後の合宿候補地に繋げる
３　合宿地としての付加価値創出
（１） スポーツ旅館で提供する食事の向上
　　・旅館組合と共同で神栖オリジナル合宿飯を開発
　　・スポーツ栄養士が旅館の食事メニューをスポーツ栄養
　　　学の観点から総合的にコンサルティング
（２）　運動能力テストの実施
　　合宿の中に運動能力テストを取り入れてもらうことで，充実
　　した合宿内容を提供

１　スポーツのまち知名度向上（７，３１８千円）

（１）広報活動

・ インターネット広告によりターゲットを絞り当市をPR
・ 競技団体等への直接的アプローチによるプロモーション活動

２　大会・合宿の誘致（７４，９３６千円）

（１）かみスポ合宿でキャッシュバックキャンペーン　

　市内で合宿をする団体に宿泊料金と貸切バス料金の一部をキャッシュ
バック〈宿泊料金１泊1,000円，バス料金最大10万円〉

（２）宿泊型イベントの開催

　首都圏の学生等をターゲットにしたイベントの開催により，市内のスポー
ツ施設や宿泊施設をPRすることで，新規顧客を獲得する

（３）スポーツツーリズム等推進事業助成金

　市内で行う新規大会とトップスポーツ団体の合宿運営支援
　〈新規大会最大30万円，トップスポーツ合宿最大50万円〉

３　合宿地として付加価値創出（３，０９１千円）

（１）スポーツ旅館で提供する食事の向上

・ 神栖オリジナル合宿飯 "神スポ飯" の新レシピを開発
・ スポーツ栄養士が食事メニューを総合的にコンサルティング

（２）運動能力測定の実施

・ 運動能力測定を取り入れることで，充実した合宿内容を提供

大会･合宿
開催

プロモーション活動 インターネット広告

スポーツ
合宿地
としての
魅力向上

ワンストップサービス

旅館・スポーツ施設の
紹介

ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑ推進室

合宿飯のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ
合宿＋α

神
栖
を
知
る

来
る

神
栖 

に  　

   

す
る

満
足

神
栖
に
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R4当初予算額：16,917千円　　第７節 産業活力にあふれたまちづくり　６ 観光 　

市の多様な魅力を市内外に戦略的・効果的に情報発信することにより，シビックプライド（市への愛着や誇り）の醸成と

定住を促進するとともに，移住及び交流のきっかけをつくり，地域の活性化を図ります。

目的

企画部 広報戦略課

広報戦略等業務          10,434千円

　▶都市，地域向け有料広告発信　▶アドバイザリー委託　　　　　　　　▶ポータルサイト保守運営

　▶ＰＲ大使の活用イベント　▶イメージキャラクター商品製作　

放送業務　　　　　　　　　　　　　3,867千円

　エフエムかしま『かみす放送局』　

　 ▶鹿行地域への神栖市関連情報の発信　(イベントや神栖市の取組など)

事業概要

広報戦略事業

情報発信

愛着

交流
誇り

移住定住

地域活性化
子育て

情報
ピーマン料理

イベン
ト情報

特産品
市政情報
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第６節　くらしの質を高めるまちづくり　１０ 情報通信基盤

第８節　健全な行財政のまちづくり　　　 １ 行政運営

電子自治体推進事業

R4当初予算額　179,059千円　　

総務部　行政経営課　　

　市への申請・届出等について，オンラインに
より利用可能な申請・手続きを拡大します。
○特に利用が見込まれる子育て関係手続
　及び介護関係の手続について，マイナン
　バーカードを利用したオンライン申請を拡大　
　します。
○その他，利便性が高い手続きのオンライン　
　化を随時推進します。

令和４年度の主な実施事業

申請・手続のオンライン化の推進

　社会全体のデジタル化が進められる中で，　
誰もがデジタル化のメリットを享受できるよう，
デジタル機器の利用が不慣れな市民が，使
い方や利便性に触れることができる機会を提
供し，デジタル格差の解消に取り組みます。
○高齢者等に向けたスマートフォン講座等
　を開催します。

デジタル格差の解消へ向けた取組

行政のＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

　　デジタル技術やデータ等の更なる活用により，市民サービスの提供手法や事務手法を見直す　「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」の
　取り組みを推進し，デジタル化による市民の利便性向上と行政の業務効率化を目指します。

　行政事務の効率化とサービス改善のため，
BPR手法※を用い市の業務プロセスの調査
分析を行い，デジタル技術を活用しながら効
果的・効率的な業務プロセスへの見直しに取
り組みます。
※BPR手法：業務のプロセス，構造を分析し，
　　　　　　　　最適な運用に見直す業務改善手法

デジタル技術を活用した
業務改善

　住民情報など自治体が主に使用する業務
システムについて，国が進める全国的な仕様
標準化・共通化の動向にあわせ改修を進め
るとともに，最適な業務手順への見直しを行
います。（～令和7年度まで）

業務システムの標準化・最適化

令和４年度拡充事業
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