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正　 職 　員
29 一般会計 565,471

特別会計 0
再任用職員 1

【基本姿勢】
　総合政策部は、「第2次日向市総合計画」に掲げる将来像「海・山・人がつながり　笑顔で暮らせる元気なまち」の実現に向け、まちづくりの基本理念である「人権尊重」「市
民協働」「地域力活用」を推進し、重点戦略である「若者と女性に選ばれるまちづくり」に向けて、庁内各部局との横断的な連携を図りながら、中長期的な視点で各種施策に
取り組みます。
　●市民と行政がそれぞれの情報を共有し、強力に市民協働のまちづくりを推進します。
　●市政情報をきめ細やかに提供し、市民ニーズの把握に努め、市民の声を反映した質の高い行政サービスの提供を目指します。
　●地方創生SDGｓやSociety5.0の推進といった新たな時代の流れを施策に取り入れるなど、持続可能で効率的・効果的な行政運営を目指します。
　●男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスを実現し、あらゆる分野における女性活躍の推進に取り組みます。
【総合計画・基本理念】
（１）人権尊重
　○「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、これまでの取組を充実させていくとともに、様々な人権問題に関して対応できるよう、
　　国、県、関係団体と連携を図りながら、相談体制の充実にも努めます。
（２）市民協働
　○地域資源や地域力を活かした市民協働のまちづくりを推進するために、地域づくりを担う人材の育成を図ります。
（３）地域力活用
　○自治会（区）の活動を支援し、市民の自治会（区）への加入を促進しながら、地域コミュニティの活性化や地域活動の充実に取り組みます。
　○新しい地域コミュニティ組織（まちづくり協議会）の自主的・主体的な活動を支援し、人材育成や自主財源の確保などの組織体制の強化を図りながら、
   　地域コミュニティの活性化と、さまざまな地域課題を地域独自で解決できるような地域社会の実現を目指します。

【総合計画・基本目標】
1－1　生きる力を育む教育の推進
  ○地域や関係機関と連携し、市内にある県立高校の魅力向上支援やふるさとを愛し地域社会に貢献できる人材の育成に取り組みます。

1－8　人権・平和の尊重
　〇年齢、障がい、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮できる多様性を受け入れた公正で平和な社会を目指します。

1－9　男女共同参画社会づくり
　○ワーク・ライフ・バランスを実現し、女性の活躍を推進するために、働き方改革の重要性について、市民や企業の関心と理解を深める取り組みを推進します。
　○ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者に関する相談支援と関係機関との連携体制を強化し、適切かつ迅速な対応に努めます。

日向市人権教育・啓発推進方針

任 期 付 職

会 計 年 度
任 用 職 員

11
一般会計 178,338

特別会計 0

(ほか兼務４人) 日向市過疎地域持続的発展計画
定住促進方針（改訂）

前年度繰越額（千円） 第6次日向市男女共同参画プラン

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）
地域再生計画
辺地総合整備計画

令和３年度　部局経営方針

部局名 総合政策部 部局長名 田中　藤男
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【総合計画・基本目標】

1－10　国際化への対応と国際交流の推進
　〇市民が外国人への理解を深め、ともに認め合い、地域で協力しながら暮らしているまちを目指します。

3－7　地域を活性化する観光の振興
　○東京2020オリンピック聖火リレーについて、市ならではのおもてなしの準備を進めます。
　　米国、トーゴ共和国を相手国としたホストタウン交流事業として、相手国との人的・文化的交流に取り組み、市民の国際感覚の醸成やＳＤＧｓの目標達成に努めます。

5－1　秩序ある土地利用と都市空間の形成
　○本圏域の重要な移動手段である路線バスの維持・存続のため、沿線町村と連携して利用者の向上に努めます。
　○市民バスについては、利用者のニーズを的確に把握し、利用実態に応じた運行形態の見直しを進めます。また、市民バスの利用促進や啓発活動に努めます。

5－6　情報通信基盤の整備と情報化の推進
　○電気通信事業者と連携し、市内全域に高速で快適な情報通信環境を確保するよう努めます。
　〇ＩｏＴやＡＩ、ロボットなどのＩＣＴ利活用により、地域課題の解決や質の高い住民サービスの提供、効率的・効果的な行政運営を図ります。
　○情報セキュリティ対策や職員へのセキュリティ教育により、システムの安全対策、情報の適正管理、機密保持など情報セキュリティの確保を徹底します。
　〇市民への情報セキュリティやモラルに対する周知啓発に取り組みます。

6－1  市民との協働の推進と地域活動の活性化
　〇市民主体の地域活動が活性化し、市民自らが積極的に地域課題の解決に取り組むまちを目指します。

6－2 中山間地域の活性化と移住の促進
　○総合計画・後期基本計画に合わせて「日向市定住促進方針」を見直します。
　○「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「日向市過疎地域持続的発展計画」を策定します。
　○20代から40代の子育て世代や女性、サーファー等をターゲットに、移住相談会の開催やお試し滞在施設の利活用を図り、関係団体と連携して移住定住を促進します。
　
6－3　市民に信頼される行政サービスの提供
  ○わかりやすい市政情報を発信するため、広報ひゅうがや市ホームページ、SNSなど多様な媒体の効果的な活用を進めます。
  ○「日向市職員広報・広聴マニュアル」の活用や情報発信に関する研修会などを開催し、、職員の広報マインドの醸成や情報発信力の強化に努めます。
  ○効果的な情報を発信するため、広報活動について、適切な評価・検証を行います。
  〇座談会など従来の手法による広聴活動に加え、「新しい生活様式」に対応した新たな広聴機会の創出に取り組みます。

6－4　効果的・効率的な行政経営の推進
　○「第2次日向市総合計画」前期基本計画（H29～R2）及び第１期総合戦略（H27～R2）の成果検証を行います。
　○「第2次日向市総合計画」後期基本計画及び第２期総合戦略（R3～R6）の推進に向け、進捗管理及び庁内関係各課との調整に努めます。
　○持続可能な開発目標（SDGｓ）の推進に向け、官民連携による推進体制の構築や研修会の開催、市民への啓発活動に努めます。
　○市域を超えて取り組むべき地域課題の解決に向けて、近隣自治体と連携を強化します。
　○オープンデータ を公開し、行政経営の効率化や地域課題の解決に向けた活用を促進します。
　○経済センサス-活動調査の実施に当たり、調査の円滑な遂行と回答率の向上に努めます。
  ○令和２年国勢調査確定人口等公表に伴う、人口統計の早期公表に努めます。
　○社会の情報基盤である統計調査を適切に進め、統計情報を地域経営に活用します。

【行財政改革大綱に基づく行動計画】
　〇「働き方改革」の推進
　　職員がより良い環境の中で家庭との両立を図りながら十分に能力を発揮できる環境をつくるために、相互に協力しあい、業務量の削減、簡素化、
　　効率化を目指します。また、働きやすい職場環境の整備に努め、職員のワーク・ライフ・バランスを確保するため、月１日以上の有給休暇や育児休暇の取得、
　　振替休日の完全取得、時間外勤務の削減を促進します。
 ○職員の資質向上
　　担当業務はもとより総合政策部職員として政策形成能力や幅広い見地を身に付けるために、各種研修会等に積極的に参加します。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【総合政策部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
1　女性会議を開催し、女性
の意見を施策に反映しま
す。

総合政
策課

女性活躍
推進事業

539 91

　女性活躍に関する施策を検
討・実施するにあたり、女性の
政策決定過程への参画率が
低く、女性の意見が反映されて
いるとは言い難い現状があり
ます。

　男女共同参画推進審議会を
開催し、女性活躍に関する施
策にかかる審議を行います。

・男女共同参画推進審議会を
開催し、女性活躍に関する施
策にかかる審議を行います。
・事業者向けのアンケート調査
を行います。

　会議やアンケートの結果を第
６次日向市男女共同参画プラ
ンの策定に活用します。

2

2　各種啓発セミナーを開催
するなど、官民が連携して
女性の活躍推進に取り組
みます。

総合政
策課

女性活躍
推進事業

539 400

　女性の活躍が進んでいると
は言い難く、あらゆる分野で活
躍している女性のロールモデ
ルとなる方が少ない現状があ
ります。

　女性活躍に関する講演会を
開催します。

-
　女性活躍に関する講演会を
開催します。

3
１　豊かな人権
感覚を持った
人づくり

1　「日向市全ての人の人
権が尊重されるまちづくり
条例」に基づいた人権教育
や啓発活動を推進します。

地域コ
ミュニ
ティ課

人権・同
和行政推
進事業

3,495 3,495

　人権問題を解決するために
は、より多くの市民に「日向市
全ての人の人権が尊重される
まちづくり条例」の理念を広
め、市民への啓発活動や効果
的な取り組みを推進する必要
があります。

・人権・同和問題の啓発活動を
積極的に展開し、市民の人権
意識の高揚に取り組みます。
・「日向市全ての人の人権が尊
重されるまちづくり条例」に基
づき、人権が尊重されるまちづ
くりを進めます。

・日向市人権・同和問題啓発
推進協議会総会（研修含む）
の開催
・職員研修の実施
・日向市人権・同和問題啓発
講師団研修の開催
・出前講座の実施

・日向市人権・同和問題市民
講演会の開催
・人権週間の取組を通じた市
民啓発の実施
・人権について考える市民の
集いの開催
・出前講座の実施

4
１　豊かな人権
感覚を持った
人づくり

2　ダイバーシティの推進に
向けた教育・啓発を行いま
す。

地域コ
ミュニ
ティ課

人権・同
和行政推
進事業

0 0

　人権問題を解決するために
は、より多くの市民に「日向市
全ての人の人権が尊重される
まちづくり条例」の理念を広
め、市民への啓発活動や効果
的な取り組みを推進する必要
があります。

　R4年度の事業実施に向けた
調査・研究に取り組みます。

・性的少数者の人権尊重のた
めのパートナーシップ宣誓制
度等の調査・研究を行います。

・性的少数者の人権尊重のた
めのパートナーシップ宣誓制
度についてのパブリックコメン
トを実施します。

5
２　男女共同参
画意識の醸成

1　若年世代に対するＤＶ
（デートＤＶを含む。）防止
のための教育や啓発を推
進します。

総合政
策課

　コロナ禍によりDVが増えてい
ると言われていることから、若
年世代へのDV防止のための
教育、啓発が必要となっていま
す。

　男女共同参画社会づくり推
進ルーム（さんぴあ）におい
て、DV（デートDV）防止のため
の講座や啓発を行います。

・さんぴあ講座として「DV」に関
するセミナーを実施します。
・市役所の新規採用職員に対
し、研修を行います。

-

6

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

４　ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

1　ワーク・ライフ・バランス
について理解促進を図るた
めに、商工会議所など関係
機関と連携し、周知拡大に
取り組みます。

総合政
策課

　ワーク・ライフ・バランスの理
解促進が進んでいるとは言い
難く、男性の育児休業取得率
もまだ低い状況にあります。

　男女共同参画社会づくり推
進ルーム（さんぴあ）におい
て、育児休業等に関する講座
を開催するとともに、周知を図
ります。

-
　さんぴあ講座として、男性の
育児休業に関する講座を実施
予します。

6,476 6,376

１　未来
へつな
げる人
づくり

２　安心して
産み育てるみ
んなで子育て
プロジェクト

５　女性の活躍
推進

３　ふるさとを
愛する心豊か
な人づくりプ
ロジェクト

男女共同
参画社会
づくり推進
ルーム管
理運営事
業



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【総合政策部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7

1　小学校・中学校・高校の
連携強化や市内の県立高
校の魅力向上への支援な
ど、市内高校への進学率の
向上に努めます。

総合政
策課

高校魅力
向上支援
事業

976 859

　人口減少の要因である若者
の人口流出を抑制し、将来、
地域を支える人材を育成する
ために、市内高校と連携した
人材づくりに取り組む必要があ
ります。

　市内県立高校の魅力向上や
人材育成を支援するため、魅
力向上支援事業に対する助成
や日向高校課題型学習への
協力を行います。

・支援補助金の募集
・課題型学習のテーマ選定に
向けた学習会

・補助金の実績報告を取りまと
め、効果を検証します。
・課題型学習発表会を支援し
ます。

8
2　市内の県立高校の存続
に向けた研究に取り組みま
す。

総合政
策課

高校魅力
向上支援
事業

976 117

　人口減少の要因である若者
の人口流出を抑制し、将来、
地域を支える人材を育成する
ために、定員割れしている市
内県立高校の進学率向上を図
る必要があります。

　令和２年度に実施した進路
意識調査結果を基に課題を把
握し、課題解決に向けた施策
の検討を行います。

　圏域市町村間で連携した対
策を講じるための検討を行い
ます。

・研究会において、取り組むべ
き事項の整理を行います。

9

3　大学などとの連携を強
化し、地域活性化に向けた
調査研究や連携事業を推
進します。

総合政
策課

総合計画
一般事務
費

2,840 10

　大学等の高等教育機関が持
つ専門的知識を地域活性化に
生かし、地方創生の担い手とし
て市のまちづくりに参画しても
らうことで、若者が活躍できる
まちづくりを推進します。

　現在の連携事業について洗
い出し、さらに連携を強化する
とともに、各大学等の取組を研
究し、新たな取組に向けた検
討を行います。

・庁内で実施している連携事業
の洗い出しを実施します。
・県内の大学が実施している
連携事業について調査研究し
ます。

・新たな連携事業の構築に向
けた検討を行います。

10
1　若者の意見を市政に反
映するために、若者会議を
開催します。

総合政
策課

総合計
画・SDGｓ
推進事業

1,000 30

　重点戦略「若者と女性に選ば
れるまち」を推進するため、市
政運営に若者の意見を反映す
る必要があります。

　若者の意見や提案を施策に
反映するため広聴の機会を設
けます。

　若者の意見を施策に反映す
る手法について他市の取組事
例などを調査研究します。

　若者との意見交換会を行い
ます。

11
2　地域を牽引する地域
リーダーの養成に努めま
す。

地域コ
ミュニ
ティ課

ひまわり
基金事業

2,300 678

　地域づくりを担う人材づくり事
業を実施していますが、市内
からの参加が少ない状況で
す。また、多様な分野におい
て、地域の担い手確保が求め
られているため、SDGｓの視点
を取り入れた新たな人材づくり
事業について検討する必要が
あります。

　人材づくり事業：「ひまわり
塾」地域資源を活用した地域
づくりや地域課題解決などの
手法を学び、将来のまちづくり
や地域づくりの担い手となる人
材を育成します。

・９月に計２回の講座を開催
・１０月以降に計４回の講座を
開催
・１月に公開プレゼンテーション
を開催

12

3　若者が持つ柔軟なアイ
デアを自身の夢の実現や
地域活性化に活用できるよ
う支援します。

地域コ
ミュニ
ティ課

ひまわり
基金事業

2,300 1,622

　少子・高齢化の進行に伴い
市民活動団体の減少や活動
の衰退が進んでおり 、市民活
動団体の公益的活動に対する
支援を行うことにより協働のま
ちづくりの推進を図ります。

　人材づくり事業：市民活動団
体が取り組む、公益的なまち
づくり、人づくり等の経費に対
し、15万円を限度に助成を行
います。

・随時、市民活動団体からの
申請を募集

・随時、市民活動団体からの
申請を募集

１　未来
へつな
げる人
づくり

３　ふるさとを
愛する心豊か
な人づくりプ
ロジェクト

５　高校・高等
専門教育機関
への支援の充
実

６　若者（ワケ
モン）の活躍支
援



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【総合政策部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
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13

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

４　ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

1　ワーク・ライフ・バランス
について理解促進を図るた
めに、商工会議所など関係
機関と連携し、周知拡大に
取り組みます。

総合政
策課

男女共同
参画社会
づくり推進
ルーム管
理運営事
業

6,476 6,376

　ワーク・ライフ・バランスの理
解促進が進んでいるとは言い
難く、男性の育児休業取得率
もまだ低い状況にあります。

　男女共同参画社会づくり推
進ルーム（さんぴあ）におい
て、育児休業等に関する講座
を開催するとともに、周知を図
ります。

　事業者向けのアンケート調査
を行います。

・アンケートの結果を第６次日
向市男女共同参画プランの策
定に活用します。
・さんぴあ講座として、男性の
育児休業に関する講座を実施
します。

14
３　リラックス・
サーフタウン日
向の推進

6　サーファーや海に近い
場所での暮らしを希望する
移住者を呼び込みます。

総合政
策課

定住促進
事業

6,797 477

　コロナ禍の影響もあり、移住
相談は増加していますが、住
まいや仕事とのマッチングが
難しい状況です。特に住まい
については、空き家は多いも
のの、空き家等情報バンクの
登録件数が少なく活用が進ん
でいません。

市単独移住セミナーの開催、
サーフィン専門雑誌での情報
発信等を検討します。

サーフィン専門雑誌での情報
発信等を行います。

市単独移住セミナーを開催し
ます。

15

1　サーファーや子育て世
代、女性をターゲットとした
効果的な移住情報の発信
に取り組みます。

総合政
策課

定住促進
事業

6,797 806

　移住相談件数は増加してい
るものの、子育て世代や女性
をターゲットとした効果的な情
報発信について検討する必要
があります。

　子育て世代や女性の移住希
望者が必要としているニーズを
把握し、効果的な情報発信の
方法について検討を行い実践
します。

　国等が実施している意識調
査や移住者への聞き取り調査
によってニーズを把握し、定住
促進方針の中で、取組の方向
性を示します。

　改定を行う定住促進方針に
基づき、効果的な情報発信を
実践します。

16
2　移住に関する相談、支
援体制の充実に取り組み
ます。

総合政
策課

定住促進
事業

6,797 1,000

　現在、市職員専任１名体制で
移住相談を受けていますが、
相談件数が増加しているた
め、相談体制の強化を図る必
要があります。また、より充実
した相談体制を構築するため
に、オンライン相談に対応でき
るよう検討する必要がありま
す。

・移住相談体制の強化及び関
係団体との機能強化に向けた
検討をします。
・オンライン相談体制の検討を
行います。

・先進事例を研究調査します。
・オンライン相談を実施してい
る自治体との意見交換を実施
します。

・定住促進方針において取組
の方向性を示します。
・移住連絡会の開催及び関係
団体との機能強化策の検討を
行います。

17

3　県や広域で連携した移
住相談会の開催やお試し
滞在施設・空き家等情報バ
ンクの利用促進に取り組み
ます。

総合政
策課

定住促進
事業

6,797 1,161

　コロナ禍の影響により、全国
各地からリモートによる相談会
参加者が増えています。
　お試し滞在施設の問い合わ
せも増加しており、受付をお断
りするケースも頻発していま
す。

　県主催移住相談会への参
加、お試し滞在施設の拡充（幸
脇地区）および拡充検討（東郷
地区）を行います。

・県主催移住相談会へ参加し
ます。
・お試し滞在施設（幸脇地区）
を稼働します。

・県主催移住相談会へ参加し
ます。
・お試し滞在施設の拡充検討
（東郷地区）を行います。

18
８　新たな関係
人口の創出

2　在京日向会や近畿日向
会に参加し、県外在住者と
の交流を深めます。

秘書広
報課

秘書広報
一般事務
費

1,933 254

　毎年、在京日向会・近畿日向
会の総会（集い）に参加してい
たが、令和２年度は、コロナ禍
によりそれぞれ中止となった。
今後のｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染状況
により、開催や参加の状況が
難しくなってくることも予想され
る。

　令和３年度の在京日向会・近
畿日向会に参加し、本市出身
者との交流を深めることによ
り、本市への帰省・往来などの
関係人口の創出を図る。

　４月上旬に、在京日向会・近
畿日向会から寄贈され市内に
植樹している桜の木「ソメイヨ
シノ」の開花写真を各事務局
担当者に送付し、その際、本
市の近況報告等を行った。

１１月：在京日向会、令和４年２
月：近畿日向会に参加し、本市
の特産品を提供するなど、情
報を発信するとともに、本市出
身者との交流を深める。

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

７　移住定住の
促進
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19

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

９　新たな交流
拠点の整備研
究

1　新たな交流拠点、知の
拠点としての役割を果たす
複合的な機能を備えた図
書館の整備について調査
研究を行います。

総合政
策課

政策調査
費

1,000 150

　老朽化している図書館につ
いて、複合的な機能を備えた
交流拠点として建て替える方
向で調査研究を行う必要があ
ります。

　資産経営課、図書館と連携
し、複合施設の整備に向けた
先進事例や建設手法等に関す
る調査研究を行い、令和４年
度以降の方向性を定めます。

　庁内体制の構築と事例を研
究します。

先進地の事例に関する情報収
集及び令和４年度以降のスケ
ジュール作成します。

20
1　自治会区と連携して区
加入促進を図ります。

地域コ
ミュニ
ティ課

自治公民
館活動支
援事業

3,471 212

　自治会（区）未加入世帯への
加入促進により組織強化を図
るとともに、小規模自治会（区）
の活動を維持するため、地域
が主体となった活動を支援す
る必要があります。

　区未加入者対策に対する取
組を支援します。

・6・７月区加入強化月間の取
組
・宅建業協会県北支部（入居
者）に対する加入案内協力依
頼
・市内企業に対して区加入案
内の協力依頼

・市職員区加入アンケート調査
の実施
・市内企業に対して区加入案
内の協力依頼

21
2　自治会区の再編に対す
る相談や支援の検討を行
います。

地域コ
ミュニ
ティ課

自治公民
館活動支
援事業

3,471 0

　人口減少、高齢化に伴い、自
治会（区）の構成世帯数も減少
しており、既存自治会での活動
自体が困難となることが懸念さ
れています。そのため、自治会
（区）の再編の際の支援策につ
いて検討する必要があります。

　各自治会の構成世帯数など
の変化状況や各区長などの情
報を参考に自治会区の再編に
対する支援策について検討を
行います。

・令和３年３月策定の「日向市
地域コミュニティ推進基本方
針」の周知（区公連、議会等）
・自治会区の再編に関する支
援策の検討（原課）

・自治会区の再編に関する支
援策の検討（関係課）
・自治会区の再編に関する支
援策の実施準備

22
3　自治公民館の整備に対
する支援を行います。

地域コ
ミュニ
ティ課

自治公民
館の整備
助成

1,400 1,400

　自治公民館は、地域住民の
学習の場として活用されていま
すが、自治公民館の多くが老
朽化しているため整備に対す
る支援を行う必要があります。

　自治公民館の新築・改修・修
繕・屋外放送設備・空調設備
の整備に対する助成を行いま
す。

・R3年度の補助事業の実施
（下記３区）
　鵜毛区（屋外放送設備）
　広見区（公民館修繕）
　新財市区（空調設備）

・R４年度予定の補助事業の調
査検討

23
4　まちづくり協議会の活動
への支援や新たな設立に
向けた支援を行います。

地域コ
ミュニ
ティ課

新しい地
域コミュニ
ティ組織
制度事業

3,017 3,017

　まちづくり協議会は、自治会
区活動の補完的役割や地域
の共通課題を解決する役割を
担っていますが、担い手不足
や自治会区との役割分担行事
の調整などの課題がありま
す。また新たに協議会を設立
を希望する地区に対して、設
立までの相談や支援を行う必
要があります。

　市民活動支援基金を活用し
た交付金を交付することによ
り、持続可能な地域づくりと地
域課題の解決に向けた活動へ
の支援を行います。また、新た
な地域での設立の支援につい
ては、説明会や情報提供など
地元の活動を支援します。

・日向市地域コミュニティ推進
方針策定委員会の関係団体
による意見交換会の開催
・新しい地域コミュニティ制度事
業交付金の交付基準等の調
査研究

・新しい地域コミュニティ組織制
度４地区合同会議の開催
・新しい地域コミュニティ制度事
業交付金の交付基準等の改
定準備

24
5　交流事業などを通して、
在住外国人と市民のきずな
を深めます。

地域コ
ミュニ
ティ課

外国人永
年招致及
び国際交
流まちづく
り推進事
業

5,543 5,543

　在住外国人がともに安心して
生活できるように、市民との相
互理解を深めるとともに生活に
必要な情報を手軽に入所でき
る体制づくりに努める必要があ
ります。また、在住外国人が地
域の中で共に生活していくため
に、地域の成果ルールなどに
ついて助言し困りごとを相談で
きる体制の構築が求められて
います。

　国際交流員や市内在住の外
国人を活用した世界各国の文
化や伝統を紹介するイベント
等を開催し、国際交流の場を
市民に提供します。

・国際交流員の幼稚園・保育
園への訪問活動の再開、市民
向け英会話教室の開催
・日向市国際交流まちづくり推
進協議会の委員の改選協議、
総会の開催、設立30周年事業
の検討

・在住外国人の生活支援活動
（避難タワーを巡るバスツ
アー）の実施
・クリスマスイベントの開催によ
る国際交流の機会の提供

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

３　共に支え
合う地域づく
りプロジェクト

１　地域コミュニ
ティの維持、支
援
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25

1　市民が自由に移動でき
る手段を確保し、自立した
生活が送れるよう支援する
ため、周辺地域と市街地を
結ぶ市民バスを運行しま
す。

総合政
策課

地域生活
交通対策
事業

63,386 43,000

　地域内集落や交通弱者等に
対応するきめ細かな移動手段
を確保するため、日常的に利
用しやすい公共交通ネットワー
クの確保・維持に取り組む必
要があります。

　市民バスのさらなる利便性向
上に向けて啓発活動等を実施
し、運行見直しを含む利用者
のニーズに対応する改善を図
ります。

・地域公共交通会議等を開催
し、利用者等のニーズに対応
する改善に向けた検討を行い
ます。

・市民バスの事業評価として、
路線毎の検証を行います。

26
2　近隣市町村と連携し、広
域的な路線バスの維持・確
保に努めます。

総合政
策課

地域生活
交通対策
事業

63,386 11,500

　市民生活の維持及び福祉の
向上のため、基幹的交通ネット
ワークの充実を図る必要があ
ります。

　バス事業者と連携した利用
促進や運行補助金の交付によ
る路線の存続に努め、地域住
民の利便性確保と福祉の向上
を図ります。

・事業者と連携して、乗り方教
室等のイベントを開催し利用促
進に努めます。

・市民生活に必要不可欠とな
るバス路線の運行を維持する
ため、運行補助金の交付を行
います。

27
1　情報通信技術（ＩＣＴ）の
利活用による地域課題の
解決を推進します。

総合政
策課

　本市においても、人口減少・
少子高齢化が急速に進んでい
るため、ＩｏＴやＡＩ、ロボットなど
の情報技術を積極的に導入
し、様々な地域課題の解決に
取り組む必要があります。

　先進事例を研究するととも
に、庁内の関係部署による横
断的な取組体制を整備し、ICT
利活用の検討を図ります。

・関係部署による横断的な取
組体制を整備します。

・先進事例の情報収集に努
め、ICT利活用を検討します。

28

2　行政手続のオンライン化
（電子申請）による住民
サービスの向上を図りま
す。

総合政
策課

　行政手続のオンライン化（電
子申請）による住民サービスの
向上に取り組む必要がありま
す。

　行政手続きのオンライン化に
おいて、庁内の行政手続きを
洗い出し、紙書類による申請
のうち押印廃止できるものから
移行を推進します。

・各手続きの押印廃止につい
て整理します。
・オンライン化できる手続につ
いて庁内各課へ調査します。

・電子申請システムの使用方
法の説明など、各課による手
続きのオンライン化をサポート
します。
・広報等によりオンライン化し
た手続を周知します。
・マイナンバーカードを活用し
た電子申請を検討します。

29
1　ＳＤＧｓについて学ぶ機
会の創出や啓発活動に取
り組みます。

総合政
策課

総合計
画・SDGｓ
推進事業

1,000 480

　「地方創生SDGｓの実現」を
重点戦略の横断的な目標に掲
げていますが、SＤＧｓに対する
市民の理解が不足しているた
め、市民の意識向上を図り、市
民一人ひとりがステークホル
ダーとして参画してもらえるま
ちづくりを目指す必要がありま
す。

　市民への周知活動、研修会
等を実施します。

・「広報ひゅうが」に特集記事を
掲載します。
・SDGｓ研修会（職員対象）を実
施します。

・SDGｓ研修会（民間対象）を実
施します。

30
2　ＳＤＧｓの達成に向け、
官民が一体となった推進体
制を構築します。

総合政
策課

総合計
画・SDGｓ
推進事業

1,000 264

　「地方創生SDGｓの実現」を
図るため、行政だけではなく企
業や民間団体、個人がステー
クホルダーとして参画してもら
えるような仕組みを作る必要
があります。

　日向市SDGｓパートナーシッ
プ制度（仮称）を構築し、市民
に活動内容を周知するととも
に、参画団体等を増やします。

・先進事例を調査研究します。
・制度の構築を実施します。

・パートナーを募集します。
・SDGｓ推進大会（仮称）を開催
します。
　※講演会、優良事例の表彰
等
・登録事業を紹介します。
（HP、広報など）

169,061 8,169

３　自然が残
る美しいまち
づくりプロジェ
クト

２　ＳＤＧｓの推
進

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

２　便利で住
みやすいまち
づくりプロジェ
クト

２　地域公共交
通
の維持・確保

３　情報通信技
術（ＩＣＴ）利活
用の推進

業務シス
テム運用
事業



様式１－３　その他に取組む重点事業 【総合政策部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
4　社会教育の
推進

②　公民館
活動の充実

地域コ
ミュニ
ティ課

自治公民館の整備
助成

1,400 1,400

　自治公民館は、地域住民の学習
の場として活用されていますが、自
治公民館の多くが老朽化している
ため整備に対する支援を行う必要
があります。

　自治公民館の新築・改修・修繕・
屋外放送設備・空調設備の整備に
対する助成を行います。

・R3年度の補助事業の実施（下
記３区）
　鵜毛区（屋外放送設備）
　広見区（公民館修繕）
　新財市区（空調設備）

・R４年度予定の補助事業の調査
検討

2
8　人権・平和
の尊重

②　人権・同
和行政の推
進

地域コ
ミュニ
ティ課

人権・同和行政推
進事業

3,495 3,495

　本市では、人権教育や人権啓発
に積極的に取り組み、一定の成果
を上げてきたものの、部落差別をは
じめとする様々な人権問題は解決
されておらず、多くの課題が残され
ています。そのため、人権講座や人
権・同和問題講演会等の参加者を
増やすために、市民が参加しやす
い環境づくりや企画内容の充実を
図る必要があります。

・人権・同和問題の啓発活動を積極
的に展開し、市民の人権意識の高
揚に取り組みます
・関係機関と連携し、啓発活動に取
り組みます。
・講演会など、市民が参加しやすい
企画の充実、環境づくりに努めま
す。
・インターネットやSNS上での誹謗
中傷や偏見に惑わされないため
に、正しい情報を発信し、差別や偏
見を生まない社会づくりに努めま
す。

・「日向市人権教育・啓発推進方
針」の改定に向けた協議を実施
します。
・令和2年度に実施した「人権・同
和問題に関するアンケート調査」
の結果を公表するとともにアン
ケート結果を施策に反映します。
・職員研修、人権出前講座を開
催します。
・性的少数者の人権尊重のため
のパートナーシップ宣誓制度の
調査・研究を行います。

・「日向市人権教育・啓発推進方
針」の改定を行います。
・市民向け人権講演会を開催し
ます。
・人権出前講座を開催します。
・性的少数者の人権尊重のため
のパートナーシップ宣誓制度に
ついてのパブリックコメントを実施
します。

3
9　男女共同参
画社会づくり

①　男女共
同参画社会
の実現に向
けた基盤整
備

総合政
策課

男女共同参画社会
づくり推進事業

388 271

　第５次日向市男女共同参画プラ
ンに基づいた施策を進めています
が、固定的な性別役割分担意識や
無意識の偏見が根強く残っていま
す。

　第６次日向市男女共同参画プラ
ンに盛り込むための施策等につい
て審議するため、日向市男女共同
参画推進審議会を開催します。

　日向市男女共同参画推進審議
会を１回以上開催します。

　日向市男女共同参画推進審議
会を１回以上開催します。

4
10　国際化へ
の対応と国際
交流の推進

②　国際交
流の推進

地域コ
ミュニ
ティ課

外国青年招致及び
国際交流まちづくり
推進事業

5,543 5,543

　グロ-バル化の進展や在住外国
人の増加に伴い、国際社会の一員
として国際的な視野を育み、多文化
共生による相互理解を深めること
が求められています。そのため、市
民活動団体と協力し、国際交流事
業を推進していますが、より多くの
市民に参加してもらうために、交流
事業に関する情報の発信や参加し
やすい企画の充実を図る必要があ
ります。

・国際交流員と連携し、外国人との
交流や外国文化に触れる機会を提
供し、市民の異文化理解への意識
の醸成を図ります。また、市民活動
団体の国際交流活動を支援すると
ともに、国際交流事業への相互協
力に努めます。

・国際交流員の幼稚園・保育園
への訪問活動の再開
・市民向け英会話教室の開催
・日向市国際交流まちづくり推進
協議会の委員の改選協議及び
総会開催、設立30周年事業の検
討

・在住外国人の生活支援活動
（避難タワーを巡るバスツアー）
の実施
・クリスマスイベントの開催による
国際交流の機会の提供

5
5　社会
基盤

6　情報通信基
盤の整備と情
報化の推進

②　情報通
信技術（ＩＣ
Ｔ）利活用の
推進

総合政
策課

業務システム運用
事業

169,061 8,169
　ＡＩやＲＰＡ を活用した庁内業務の
効率化などに取り組む必要があり
ます。

　効率的・効果的な行政運営に向
け、RPAや職員用チャットツールな
どのICT利活用を推進します。

・職員用チャットツールを導入し、
職員間のコミュニケーションの円
滑化や意思決定の迅速化による
業務効率化を図ります。
・先進事例の情報収集に努め、
ICT利活用を検討します。

・RPAに適した業務を調査し、業
務の自動化を推進します。

1　教育
文化



様式１－３　その他に取組む重点事業 【総合政策部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
5　社会
基盤

6　情報通信基
盤の整備と情
報化の推進

③　情報セ
キュリティ対
策の強化

総合政
策課

庁内ＬＡＮ運用費 183,622 736

　情報通信技術の急速な進展に伴
い、個人情報の流出やインターネッ
トを通じた誹謗中傷などの新たな課
題が生じています。

　情報セキュリティ対策や職員への
セキュリティ教育により、システムの
安全対策、情報の適正管理、機密
保持など情報セキュリティの確保を
徹底します。また、市民への情報セ
キュリティやモラルに対する周知啓
発に取り組みます。

・「日向市情報セキュリティポリ
シー」や「ＩＣＴ部門の業務継続計
画」の定期見直しをします。
・職員に対するセキュリティ研修
及び自己点検を実施します。

・広報ひゅうが等により、市民へ
の情報セキュリティやモラルに対
する周知啓発に取り組みます。
・職員に対するセキュリティ研修
及び自己点検を実施します。

7

1　市民との協
働の推進と地
域活動の活性
化

②　ＮＰＯの
育成・支援

地域コ
ミュニ
ティ課

協働のまちづくり推
進事業

16,753 9,753

　NPOはそれぞれが高い専門性を
持っており、その特性を生かした公
共の担い手として、主体的に活動
することが求められています。NPO
がより充実した取組を行えるように
組織間のネットワークづくりを支援
する必要があります。
　また、人口減少・少子高齢化の進
展により利用者の減少が懸念され
ている市民活動支援センターにつ
いて、NPOをはじめとする市民活動
団体の活動の場として市民活動支
援センターの利用について周知を
図る必要があります。

　NPO活動の活性化を図るため、活
動や組織のネットワークづくりを支
援します。なお、日向市制施行７０
周年事業として、令和３年度に限
り、補助率を９０％に引き上げま
す。
　また、市民のＮＰＯ活動への参加
を促すとともに、市民活動支援セン
ターの利用促進に努めます。

　4月に市民まちづくり支援事業
補助金の企画提案の募集及び
審査会を行い、市民活動団体が
行う各種事業等を支援する。
・4月　企画提案募集及び審査会
・5月　交付決定

　市民活動団体の活動の場とし
て市民活動支援センターの利用
について、広報・周知活動を実施
する。
・市ホームページにおいてＮＰＯ
法人への周知
・「日向市男女共同参画社会づく
り推進ルーム協議会広報誌」へ
の掲載（１回）
・日向市男女共同参画社会づくり
推進ルーム協議会総会での周知

市民活動団体の活動の場として
市民活動支援センターの利用に
ついて、広報・周知活動を実施す
る。
　・市ホームページにおいてＮＰＯ
法人への周知
　・「日向市男女共同参画社会づ
くり推進ルーム協議会広報誌」へ
の掲載（２回）
　・オール日向祭において市民活
動支援センター登録団体等への
周知

8
秘書広
報課

ホームページ等運
用事業

1,715 1,715

　広報ひゅうがや市のホームペー
ジ、Facebook、昨年度新たに導入し
た公式アプリなどを活用して、市政
情報を積極的に発信する。

・各課広報計画・PDCAシートの
取りまとめ
・広報推進員研修
・報道機関への情報提供
・各種媒体による情報発信

・各課PDCAシートの取り組み状
況ヒアリング
・広報推進員研修
・報道機関への情報提供
・各種媒体による情報発信
・新たな広報媒体の調査・研究

9
秘書広
報課

広報・広聴機能の
充実に関する事業

21,059 21,059

　市民の声を市政に反映するため、
市長と市民が意見交換や対話を行
う機会を設ける。
　また、コロナ禍におけるICTを活用
した広聴に関する調査・研究を行
う。

・少人数を対象とした「市長と気
楽な座談会」を開催

・「まちづくり座談会」の開催（中
学校区）

6　地域
経営

3　市民に信頼
される行政
サービスの提
供

①　広報・広
聴活動の充
実

　市ホームページをはじめ、フェイス
ブックや公式アプリを活用した情報
発信に努めており、今後はLINEの
有効活用に取り組んでいくこととし
ている。
　課題としては、さまざまな情報発
信ツールの有効活用を図るために
は、当課にみならず、全職員の意
識醸成（向上）が必要であるため、
継続的な研修を行っていくこととし
ている。



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総合政策部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

１
地域コミュニ
ティの活性
化

地域コミュニ
ティの活性化

総合政策部
地域コミュニ
ティ課

　自治会（区）活動の支援を継続すると
ともに、未加入世帯への加入を促進し
ます。また、自治会（区）、まちづくり協
議会、各種団体と連携し、地域活動や
地域コミュニティの活性化を促進しま
す。

・令和３年３月策定の「日向市地域コ
ミュニティ推進基本方針」の周知（区公
連、議会等）
・区加入強化月間の取組（6～７月）
・宅建業協会県北支部（入居者）に対
する加入案内協力依頼
・市内企業に対して区加入案内の協
力依頼
・日向市地域コミュニティ推進方針策
定委員会の関係団体による意見交換
会の開催

・自治会区の再編に関する支援策の
検討及び実施準備
・市職員区加入アンケート調査の実施
・新しい地域コミュニティ組織制度４地
区合同会議の開催

２
ＮＰＯの育
成・支援

ＮＰＯの育成・
支援

総合政策部
地域コミュニ
ティ課

　NPOの人材育成を行うとともに、市民
活動支援センターの利用を促進するな
ど、NPO活動に対する支援に取り組み
ます。

　ＮＰＯ活動向けの講座、学習会等へ
の参加や市民活動団体の活動の場と
して市民活動支援センター利用につい
て、周知活動を行います。
　・市ホームページにおいてＮＰＯ法人
への周知
　・「日向市男女共同参画社会づくり推
進ルーム協議会広報誌」への掲載（１
回）
　・日向市男女共同参画社会づくり推
進ルーム協議会総会での周知

　ＮＰＯ活動向けの講座、学習会等へ
の参加や市民活動団体の活動の場と
して市民活動支援センター利用につい
て、周知活動を行います。
　・市ホームページにおいてＮＰＯ法人
への周知
　・「日向市男女共同参画社会づくり推
進ルーム協議会広報誌」への掲載（２
回）
　・オール日向祭において市民活動支
援センター登録団体等への周知

３ 総合政策部 秘書広報課

　広報ひゅうがや市のホームページ、
Facebook、昨年度新たに導入した公式
アプリなどを活用して、市政情報を積極
的に発信する。

・各課広報計画・PDCAシートの取りま
とめ
・広報推進員研修
・報道機関への情報提供
・各種媒体による情報発信

・各課PDCAシートの取り組み状況ヒア
・広報推進員研修
・報道機関への情報提供
・各種媒体による情報発信
・新たな広報媒体の調査・研究

４ 総合政策部 総合政策課
　第2次日向市総合計画前期基本計画
及び第1期総合戦略の成果検証を行い
結果を公表します。

・各課が報告書を作成
・まち・ひと・しごと創生総合戦略推進
会議で報告

・市議会決算委員会で成果報告
・公表

５ 総合政策部
地域コミュニ
ティ課

　区公連への委託業務である「広報紙
等の送達及び調査報告に関する業務」
等を活用して、市政情報を積極的に発
信します。

・広報紙等の送達
・毎月の区公連運営委員会への出席
及び関係課との連絡調整

・広報紙等の送達
・毎月の区公連運営委員会への出席
及び関係課との連絡調整

市民との協働の推進
と地域活動の活性化

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総合政策部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

６ 総合政策部 秘書広報課

　市民の声を市政に反映するため、市
長と市民が意見交換や対話を行う機会
を設ける。
　また、コロナ禍におけるICTを活用し
た広聴に関する調査・研究を行う。

・少人数を対象とした「市長と気楽な座
談会」を開催

・「まちづくり座談会」の開催（中学校
区）

７ 総合政策部 総合政策課

　第2次日向市総合計画前期基本計画
及び第1期総合戦略の取組について、
まち・ひと・しごと総合戦略推進会議に
おいて成果を検証します。

・各課が報告書を作成
・まち・ひと・しごと創生総合戦略推進
会議で報告

・市議会決算委員会で成果報告
・公表

８ 総合政策部
地域コミュニ
ティ課

　各自治会（区）と行政の「つなぎ役」で
ある地域担当職員制度を活用し、各区
長と市とのより一層の連携を図ります。

・地域担当職員の改選、業務説明
・各区長への制度説明
・制度運用及び関係課との連絡調整

制度運用及び関係課との連絡調整

９
窓口サービス
の充実

総合政策部 総合政策課
　ICTを利活用した窓口での手続きの
簡素化について研究します。

　先進事例や各ICT関連製品について
情報収集に努めます。

　先進事例や各ICT関連製品について
情報収集に努めます。

１０
電子行政
サービスの充
実

総合政策部 総合政策課

　行政手続きのオンライン化において、
庁内の行政手続きを洗い出し、紙書類
による申請のうち押印廃止できるもの
から移行を推進します。

・各手続きの押印廃止について整理し
ます。
・オンライン化できる手続について庁
内各課へ調査します。

・電子申請システムの使用方法の説
明など、各課による手続きのオンライ
ン化をサポートします。
・広報等によりオンライン化した手続を
周知します。
・マイナンバーカードを活用した電子申
請を検討します。

１１
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

総合政策部 全課
　特定個人情報保護に関する職員研
修を実施します。

　eラーニングの受講準備 　eラーニングの受講確認

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

市民ニーズの
的確な把握

市民に開か
れた市役所
づくり



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総合政策部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

１２
内部統制体
制の整備

総合政策部 総合政策課
　事務マニュアルを整備するなど法令
順守を徹底し、行政サービスの質を高
めます。

　事務マニュアルの点検・見直し 　事務マニュアルの運用・改善

１３ ＩＣＴの利活用 総合政策部 総合政策課
　先進事例を研究するとともに、庁内の
関係部署による横断的な取組体制を
整備し、ICT利活用の検討を図ります。

・関係部署による横断的な取組体制を
整備します。

・先進事例の情報収集に努め、ICT利
活用を検討します。

１４
職員の働き方
改革

総合政策部 総合政策課
　ICT利活用により、職員の働き方改革
に努め、事務の効率化を図ります。

・庁内無線LANを活用したペーパーレ
ス会議を推進することで、会議の準備
や開催に係る負担を軽減します。
・テレワーク実証実験の実施により、
庁内ネットワークを活用した在宅勤務
の可能性を検証します。

・庁内無線LANを活用したペーパーレ
ス会議を推進することで、会議の準備
や開催に係る負担を軽減します。
・テレワーク実証実験の実施により、
庁内ネットワークを活用した在宅勤務
の可能性を検証します。

１５
広域連携の
推進

広域連携の
強化

総合政策部 総合政策課

　振興協議会（専門部会）を、適時、開
催し、スケールメリットを活かした施策
の推進や情報共有、事務の共同処理
に向けた検討を行います。また、県北
部事務組合で実施する事業への積極
的な参加及び周知を図ります。

・各市町村の広報誌における観光・イベント等の情報発信を行います。
・事務の共同設置に向けて、他市の事例を踏まえて調査研究を行います。
・県北部事務組合で実施する事業への積極的な参加及び周知を図ります。

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



[様式１]

総
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画
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局
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営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

4

会 計 年 度
任 用 職 員

1
一般会計 9,947

特別会計
任 期 付 職
【基本姿勢】
１　人口減少やコロナ禍の影響により市税の減収が見込まれるなど、財政状況が更に厳しくなることが予想される中、「第２次日向市総合計画・後期基本計
画」を着実に推進するため、「第２次日向市行財政改革大綱」に基づき、行政サービスの向上や行政経営の効率化を図るとともに、職員の人材育成を推進
し、健全な行財政運営に取り組みます。
２　自然災害から市民の生命と財産を守るために、自助・共助・公助による災害対応力の強化に取り組みます。
３　市民の健康増進やスポーツ活動の拠点となる総合体育館の整備を推進します。

【総合計画・基本理念】
〇コロナ禍により、歳入の根幹となる市税の大幅な減収に加え、社会保障関連経費の増高など、今後さらに厳しい財政状況が想定される中で「第２次日向市
総合計画・後期基本計画」を着実に推進するため「第２次日向市行財政改革大綱」に基づき、健全な財政運営と持続可能な財政基盤づくりに取り組みます。
〇市民の防災意識が高まり、持続可能で強靭な国土と質の高いインフラによる安全で安心な環境づくりを目指します。

【総合計画・基本目標に向けた取り組み】
１－７　スポーツ活動の推進と環境づくり
③　スポーツ施設の整備と活用
　○　総合体育館の整備に向け、「日向市総合体育館整備基本構想」に基づき、詳細な機能や事業手法等について検討を進め、基本計画の策定に取り組み
ます。
１－８　人権・平和の尊重
③　平和教育の推進と啓発活動
　○　戦争体験者の高齢化が進み「戦争の記憶」が薄れる中、戦争を風化させない取組を進めるなど、平和を尊ぶ心を醸成する活動を推進します。
４－２　 防災体制の充実
➀　災害予防対策の推進
　○　市民の防災意識の向上を図るため、防災訓練や防災講座などの啓発活動を推進します。
　○　自主防災会等の地域で活躍する防災士の養成に努めるとともに、地区防災計画策定の取組を支援します。
　○　災害時の情報発信の多重化に向けて、「防災情報配信サービス」の登録者増を図ります。
②　災害に強いまちづくり
　◯　計画的な備蓄品の整備と分散備蓄体制を推進します。

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

正　 職 　員
39 一般会計 368,405

（人件費・公債費・予備費を除く） 日向市総合体育館整備基本計画

特別会計 0
再任用職員

令和３年度　部局経営方針

部局名 総務部 部局長名 日高　章司 令和3年4月1日 現在
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５－６ 情報通信基盤の整備と情報化の推進
②　情報通信技術（ICT）利活用の推進
　○　電子入札システムを導入し、入札時における３密の回避や外部との接触機会の低減に努め、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じるととも
に、入札参加者の利便性の向上及び行政のデジタル化を推進します。
６-３　市民に信頼される行政サービスの提供
②　職員の育成
　○　接遇研修や専門分野に関する研修など、職員の資質の向上に努めます。
　○　女性の視点を活かした政策形成や働きやすい職場環境づくりを推進します。
　○　「日向市人財育成基本方針」に基づいた職員の育成を図るため、人事評価及び各種研修に努めます。
　○　効果的な人事評価制度の運用に努めます。
④　情報公開と個人情報の保護
　○　職員研修等を実施し、情報公開制度や個人情報保護制度の適切な運用を図ります。
　○　市民の権利・利益の保護を図り、公正で信頼される市政の推進に努めます。
６-４　効果的・効率的な行政経営の推進
②　行政運営の効率化の推進
　○　市民ニーズに対応し、より良い市民サービスを提供するために効率的な組織の在り方について検討します。
　○　市民サービスの向上につながる業務や費用対効果が高い業務等について、民間活力の効果的な活用に努めます。
　○　職員数や給与の適正化に努めます。
③　公共施設の最適化と適切な管理
　○　「日向市公共施設等総合管理計画」に基づき、安全・安心の確保、総量の最適化、ライフサイクルコストの縮減を実現するため、公共施設マネジメントを
推進します。
　○　建物系施設の老朽化対策として、計画的な修繕・維持補修工事を総括的に行います。
　○　庁舎の適切な維持管理を行うとともに、市民に開かれた庁舎として、情報発信や利活用の促進を図ります。
　○　市有財産の売却・貸付等により、自主財源の確保に努めます。
６－５　未来につなげる財政運営
①　適正な財政運営
　○　経済の状況や国県の動向の把握に努めながら、決算等の分析やＰＤＣＡサイクルに基づく 選択と集中によ り、 健全な財政運営の実現を目指すととも
に、市債の計画的な発行や基金の適正な運用により、持続可能な財政基盤づくりに取り組みます。
②　自主財源の確保
　○　使用料・手数料の適正化についての調査研究をはじめ、新たな広告媒体の掘り起こし等に積極的に取り組むことで、自主財源の確保に努めます。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【総務部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

１

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

９　新たな交流
拠点の整備研
究

1　新たな交流拠点、知の
拠点としての役割を果たす
複合的な機能を備えた図
書館の整備について調査
研究を行います。

資産経
営課

- - -

　施設の老朽化や蔵書スペー
ス・閲覧スペースが不足してい
ることから、市民が利用しやす
い図書館のあり方等について
検討する必要があります。

　複合的な機能を備えた図書
館の整備について、土地の有
効活用や官民連携による整備
手法等、先進事例の調査研究
に取り組みます。

先進事例の調査研究 先進事例の調査研究

２

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

２　笑顔で暮
らせる スポー
ツ・健康推進
プロジェクト

４　スポーツを
生かした生きが
いづくりや健康
づくりの推進

6　市民の健康づくり、ス
ポーツ、災害時の拠点施設
となる総合体育館の整備に
取り組みます。

資産経
営課

日向市総
合体育館
整備事業

500 500

　市民への丁寧な説明に努め
るとともに、市民生活や地域経
済の状況を見極めつつ、コスト
縮減策や事業手法等について
慎重に検討する必要がありま
す。

　市民サービスの向上やコスト
縮減を念頭に、詳細な機能や
最適な事業手法等について検
討を進め、「基本計画」の策定
に取り組みます。

　基本計画の策定に向けた市
民アンケート調査の実施

　基本計画の策定・地質調査
等の実施

３

1　「避難所運営マニュア
ル」を基に、自主防災会と
地域の防災士が一体となっ
た避難所運営を推進しま
す。

防災推
進課

- - -

　大規模災害に備え、市職員
のみでは避難所運営に支障を
きたすことが考えられるため、
自主防災組織や施設管理者
等の協力を得て避難所を運営
することが必要となります。

　避難所運営マニュアル等に
基づく避難所運営訓練を通し
て、避難所の適切な運営に取
り組みます。

　避難所担当職員説明会の開
催及び避難所運営マニュアル
等に基づいた避難所運営訓練
を実施します。

　防災訓練等に合わせ、避難
所運営訓練を実施します。

４

2　自主防災会が主催する
避難訓練や防災講座を支
援するとともに、地区防災
計画策定の取組を推進しま
す。

防災推
進課

- - -

　コロナ禍の影響もあり、防災
講座等の開催が減少していま
す。地区防災計画について
は、なかなか進んでいない状
況です。

　自主防災会連絡協議会をと
おし、福祉部局とも連携した計
画策定に向けた支援等に取り
組みます。

　地域の防災講座や地区防災
計画策定に向けた支援に取り
組みます。

　地域の防災講座や地区防災
計画策定に向けた支援に取り
組みます。

５

3　地域の実情に応じた防
災訓練の支援や参加しや
すい環境づくりに取り組み
ます。

防災推
進課

- - -
　市民の防災意識の向上を図
るためにも、防災訓練等への
参加が重要です。

　住民主体の避難行動体制の
構築に取り組みます。

　あらゆる世代を対象とした各
種会議や講座等を通じてゲー
ム感覚で実施します。

　あらゆる世代を対象とした各
種会議や講座等を通じてゲー
ム感覚で実施します。

６

4　防災情報伝達の多重化
のため、防災訓練や防災
講座を通じて防災情報配信
サービスへの登録を推進し
ます。

防災推
進課

防災情報
収集・伝
達事業

10,989 814

　あらゆる災害の発生に備え、
音声情報では聞き取れなかっ
た避難情報等を文字情報とし
て発信するなど、情報伝達方
法の多重化が求められていま
す。

　地域等で実施される防災訓
練や防災講座において、防災
情報配信サービスの普及を図
り、登録者の増加に努めます。

　登録者増を図るとともに、災
害時には、システムを用いた
情報発信により、早めの避難
を促します。

　登録者増を図るとともに、災
害時には、システムを用いた
情報発信により、早めの避難
を促します。

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

１　自主防災力
の向上



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【総務部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

７
１　自主防災力
の向上

5　避難所内での感染症拡
大防止のため、分散避難な
どの周知に取り組みます。

防災推
進課

- - -

　災害の規模が大きくなるにつ
れ、避難者が増加することが
考えられるため、避難所等に
おける感染防止対策のほか、
避難者による感染予防及び分
散避難について周知を図る必
要があります。

　避難所運営マニュアルに基
づき、災害時における感染症
対策及び分散避難についての
意識啓発に務めます。

　避難所での感染症防止対策
及び防災訓練等を通して、避
難者への分散避難について周
知を図ります。

　避難所での感染症防止対策
及び防災訓練等を通して、避
難者への分散避難について周
知を図ります。

８
1　防災関連施設の充実に
取り組みます。

防災推
進課

地震・津
波防災施
設整備事
業

27,200 27,200

　南海トラフ地震等の大規模
災害に備え、分散備蓄を図る
必要があり、拠点となる備蓄倉
庫の整備を進めています。

　財光寺地区に、備蓄倉庫の
整備を行います。

　備蓄倉庫（財光寺地区）の整
備着手

　備蓄倉庫（財光寺地区）の整
備完了

９
8　公共建築物の耐震化や
老朽化した施設の改修・更
新に取り組みます。

資産経
営課

公共施設
老朽化対
策事業

20,000 20,000
　市の公共施設の多くは老朽
化が進行しているため、計画
的な改修・更新が必要です。

　建物系施設の老朽化対策と
して、計画的な修繕・維持補修
工事を総括的に行います。

　総括的な修繕・維持補修工
事の体制の構築

　東郷体育館の改修・更新に
向けて建物の耐震診断を実施

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

３　国土強靭化
の推進



様式１－３　その他に取組む重点事業 【総務部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
6　地域
経営

3　市民に信頼
される行政
サービスの提
供

②　職員の
育成

職員課
人事評価制度推進
事業

1,138 1,138

　公平公正で納得度の高い制度構
築のため、今後も改善を図り、評価
結果の処遇への反映を図っていく
必要があります。

　評価結果を検証し、見直し・改善
を行います。
　職員の納得度が高い評価を行え
るよう、評価に関する研修の充実を
図ります。
　評価結果に基づき、管理職への
処遇へ反映させます。

・評価者研修の実施
・被評価者研修の実施
・調整会議の実施
・庁内検討委員会の実施

・評価者研修の実施
・庁内検討委員会の実施
・職員アンケートの実施



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総務部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

総務部 全課
法令等に基づき、適正な情報発信に努
めます。

【市ホームページでの公表】
・個人情報保護制度の運用状況
・情報公開制度の運用状況
・財政事情、予算の概要
・特定事業主行動計画取り組み状況
・防災情報
・その他各種計画等

【市ホームページでの公表】
・財政事情、予算の概要
・人事行政の運営等の状況
・人事・給与・福利厚生の状況等
・次年度公共工事発注見通し
・防災情報
・その他各種計画等

2
市民ニーズの
的確な把握

総務部 全課
　各部署において、市民ニーズに的確
に対応した情報発信に努めます。

体育館整備に関する市民アンケート
結果の報告

総合体育館基本計画のパブリックコメ
ント、市民説明会及び公表

3
職員研修等
の充実

総務部 職員課
　職員の能力向上を目指し、各種研修
に職員を派遣します。

各種研修の受講
各種研修の受講
民間企業派遣研修の実施

4 総務部 防災推進課
　地域防災計画や業務継続計画（BCP)
に基づき、情報伝達訓練や防災研修に
取り組みます。

情報伝達訓練の実施
市総合防災訓練での情報伝達訓練や
災害対応訓練の実施

5 総務部 全課
　情報伝達訓練等に積極的に参加する
ことで、有事に対する体制の強化を図
ります。

適切な伝達情報の徹底
適切な伝達情報の徹底
庁舎防災訓練の実施

6

女性職員が
活躍する職場
環境づくりの
推進

総務部 職員課

　「女性職員の活躍の推進に関する特
定事業主計画」に基づき、係長以上に
おける女性職員の割合の増加を図りま
す。

　様々なスキルアップ等の研修への派
遣

　様々なスキルアップ等の研修への派
遣

7
人事評価制
度の適正な運
用

総務部 職員課
　納得度の高い人事評価制度とするた
め、制度の見直しを行います。

人事評価研修の開催
人事評価制度検討委員会の開催

人事評価研修の開催
人事評価制度検討委員会の開催

広報・広聴
活動の充実

職員の育成

災害に対する
職員対応能
力の強化

市民に信頼される行
政サービスの提供



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総務部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

8
市民に開か
れた市役所
づくり

窓口サービス
の充実

総務部 職員課
　窓口サービス向上委員会を開催し、
窓口利用者の利便性の向上に取り組
みます。

窓口サービス向上委員会の開催
委員会での意見を踏まえた対策等の
実施

9 総務部 総務課
　職員研修及び広報紙等において運用
状況を公開します。

新規採用職員に対する研修の実施
情報公開件数等の公表

職員研修の実施

10 総務部 全課
　制度に基づき、適切な運用に努めま
す。

　情報公開請求等への適切な対応と
電子メールの送信等に際しての宛先
確認の徹底

　情報公開請求等への適切な対応と
電子メールの送信等に際しての宛先
確認の徹底

11 総務部 財政課
　事務事業の必要性や効果、コストを
総合的に判断し、統廃合を含めた事務
事業の見直しに取り組みます。

①部局経営方針の策定・公表（４月）
②次年度予算編成に向けた調査（７月
～９月）の実施による事業の取捨選択
③行政経営推進会議による事務事業
２次評価（７月～）の実施による行政
評価制度の機能充実

①中間報告（11月）の実施

12 総務部 全課
　統廃合を含めた事務事業の見直しや
業務の改善に取り組みます。

課業務マネジメントフローの作成
業務の棚卸しと改善事項の抽出

業務マネジメントの推進
業務の改善と業務マニュアルの作成・
更新

13
効率的な組織
づくり

総務部 職員課
　業務ヒアリング等により、各部署の課
題や業務量の把握を行います。

業務ヒアリングの実施 組織の見直し

14
内部統制体
制の整備

総務部 職員課
　内部統制の先進事例の情報収集等
を行います。

先進事例の情報収集 取組方針や体制の検討

効果的・効率的な行
政経営の推進

計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

行政運営の
効率化の推
進

市民に信頼される行
政サービスの提供

情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総務部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

15
民間活力の
活用

総務部 職員課
　業務ヒアリング等を通して対象業務の
調査を行います。

業務ヒアリングの実施 対象業務の検討

16 総務部 職員課
　職員のワークライフバランスを推進
し、公務能率の向上に資する制度を導
入します。

時差勤務制度の規程整備
時間外勤務の分析

時差勤務制度の周知、推進
時間外勤務の縮減

17 総務部 全課
　時間外勤務の削減、振休・年休の取
得の推進に取り組みます。（職員課）

祝日等に合わせた連休取得の推進、
ノー残業デーの推進と振休・年休の計
画的な取得

祝日等に合わせた連休取得の推進、
ノー残業デーの推進と振休・年休の計
画的な取得

18
職員給与等
の適正化

総務部 職員課
　国・県からの指導に基づき、給与制度
の適正化に取り組みます。

課題整理と優先順位の検討
職員団体との協議と関係条例等の整
備

19
公共施設の
最適化と適
正な管理

公共施設マネ
ジメントの推
進

総務部 資産経営課

　老朽化の著しい施設等の統廃合につ
いて検討を行うとともに、点検・診断を
実施しながら、適切な維持管理と計画
的な改修・更新に取り組みます。

　細島地区コミュニティセンター、旧岩
脇中学校の利活用や処分に関する検
討を進めます。

　福祉施設や東郷地域の施設のあり
方について検討を進めます。

20
第三セクター
の経営健全
化

総務部 財政課

 　「第三セクター等経営検討委員会」に
よる経営状況等の点検・評価及び指導
を行うとともに、経営健全化方針に基づ
き、行政として適切に関与しながら、公
的支援の適正化と財政的リスクの低減
に努めます。

令和２年度決算に係る経営状況の点
検・評価

点検評価報告書の公表

21
財務書類の
分析と活用

総務部 財政課

　使用料等の適正化や行政評価との
連携など財務書類から得られるデータ
の活用、財政指標（目標値）の設定な
どの検討を引き続き進めます。

一般会計等に係る財務書類の作成 点検評価報告書の公表

未来につなげる財政
運営

適正な財政
運営

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進

職員の働き方
改革



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総務部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

22
財政指標の
改善

総務部 財政課

　歳入の確保と歳出構造の見直しにつ
いての検討を加えながら、中長期的な
視点に立った財政運営による財政指標
の改善に努めます。

前年度決算見込みに基づく財政指標
の算定と分析

財政健全化に向けた次年度予算編成

23
市債残高の
圧縮

総務部 財政課

　中長期的な視点による計画的な市債
の発行や交付税算入率が有利な市債
の発行により、市債残高の圧縮を図り
ます。

前年度決算見込みと市債残高を考慮
した計画的な市債の発行

有利な市債の発行と市債発行の抑制
に留意した次年度予算編成

24
基金の計画
的な活用

総務部 財政課

　財政調整積立基金の残高に留意しつ
つ、中長期的かつ計画的な活用を図る
とともに、特定目的基金の適正な運用
に努めます。

前年度決算見込みと基金残高を考慮
した計画的な基金の運用

基金繰入に依存しない次年度予算編
成

25 総務部 財政課

　「日向市補助金交付ガイドライン」に
より補助金制度を効果的・効率的かつ
適正に運用するとともに、必要性や妥
当性などが低いと認められる補助事業
について縮小・廃止を含めた見直しを
行います。

庁内組織における補助事業の評価、
見直し

次年度予算編成における見直し反映

26 総務部 全課
「日向市補助金ガイドライン」に則り、適
正な運用に努めます。

-
実績報告等の確認・審査等を行い、必
要に応じて補助内容を見直す

27
使用料、手数
料の見直し

総務部 財政課
　職員一人ひとりの意識の向上を図り
ながら、受益と負担の適正化や公平性
の確保に取り組みます。

財務書類の活用をはじめとした使用
料等の見直しに向けた調査・研究

社会経済情勢等を踏まえつつ事業や
施設の使用料等の見直し

28
市有財産の
有効活用

総務部 資産経営課
　普通財産として管理する土地・建物
の利活用や処分に取り組みます。

普通財産の利活用2件 普通財産の利活用2件

適正な財政
運営

補助金等の
見直し

自主財源の
確保

未来につなげる財政
運営



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【総務部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

29
未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保

広告掲載事
業の拡充

総務部 財政課
　ぷらっとバスや市ホームページバ
ナー広告料等の拡充を図るとともに、
新たな広告媒体の活用を推進します。

既存の広告料等の拡充や新たな広告
媒体に関する調査・研究

既存の広告料等の拡充と新たな広告
媒体の導入の検討



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名 市民環境部 部局長名 黒木　升男

【総合計画・基本目標】
２　市民が共に支え合い、自立した生活を送る健康長寿のまち
    ２－６　社会保障制度の安定運営
　　　○　国民健康保険制度の適正な運営を図るため、国が進めるオンライン資格確認システムや事務処理標準システムの導入による事務の円滑化・
       　　 効率化を図ります。
　　　○　国民健康保険税の収納率向上、医療費の適正化対策の推進、ジェネリック医薬品の利用促進及び県補助金の確保に取り組みます。また、健康
　　　　　 づくり事業と連携しながら保健事業を推進し、被保険者の疾病予防、健康増進を図り、医療費の節減に努めます。
　　  ○　後期高齢者医療制度の適正な運営を図るため、後期高齢者医療広域連合と連携し、保険料の収納率向上及び医療費の適正化対策の推進に取り
      　　  組むとともに、健康診査の受診率の向上、ジェネリック医薬品の利用促進等の事業に取り組み、医療費の節減に努めます。
      ○　国民年金制度の適正な運営のため日本年金機構と協力連携し、同制度の啓発活動を推進するとともに、各種年金相談に対してきめ細かな対応に
            努めます。
４　自然を守り、安全で安心な環境で心豊かに暮らせるまち
    ４－３　安全・安心な生活環境の確保
    　〇　市民ボランティアや警察などと連携しながら、安全で安心な生活環境の確保に向けて、地域防犯・交通安全の啓発活動を推進します。
    　〇　消費者保護を図るため、相談支援体制の充実、啓発活動の推進に努めます。
　　４－４　循環型社会の実現
  　　○　令和２年度に中間見直しを行った「日向市ごみ処理基本計画」に基づき、循環型社会の実現に向けて一般廃棄物の減量化率、資源化率の向上を
    　　    図るとともに、分別回収の徹底と市民啓発による廃棄物の適正処理を推進します。
　　４－５　自然環境の保全と活用
　　　○　自然環境の保全と活用のため、第２次「日向市環境基本計画」に基づき、市民や事業所等と連携した環境保全活動や河川の水質汚濁防止に取り
  　　     組むとともに、公害防止に向けた意識向上を図ります。
６　市民一人ひとりが地域とつながる市民協働のまち
    ６－３　市民に信頼される行政サービスの提供
　    ○　市民に開かれた市役所を目指し、窓口の利便性の向上、正確で迅速・丁寧な窓口サービスの提供に努めます。
　　６－５　未来につなげる財政運営
　　　○　市税について、市民の公平負担の観点から、適正な課税と徴収、債権管理に努めます。

特別会計 52,497

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

33
一般会計 1,293

再任用職員 12

任 期 付 職 11
【基本姿勢】
　市民環境部は、第２次総合計画後期基本計画の基本目標である「市民が共に支え合い、自立した生活を送る健康長寿のまち」、「自然を守り、安全で安心
な環境で心豊かに暮らせるまち」、「市民一人ひとりが地域とつながる市民協働のまち」づくりを推進し、当該計画の将来像である「海・山・人がつながり 笑顔
で暮らせる 元気なまち」の実現を図ります。

【総合計画・基本理念】
　市民環境部は、第２次総合計画後期基本計画の全ての分野で尊重される基本理念である「全ての人の人権が尊重されるまちづくり ＜人権尊重＞」、「市
民との協働による市民が主役のまちづくり ＜市民協働＞」、「地域力の活用による自立したまちづくり ＜地域力活用＞」の実現を図ります。

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
85 一般会計 2,875,475

特別会計 7,687,300



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【市民環境部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
６　ごみ等の排
出困難者への
支援の充実

1　ごみ等の排出が困難な
世帯に対し、戸別収集「ま
ごころ収集」によるごみ排
出の支援を行います。

環境政
策課

ごみ処理
事業

172,058 0
　高齢化社会の進行に伴い、
「まごころ収集」希望者の増加
が予想されます。

　申請者の面談調査を実施
し、高齢者あんしん課等と協議
後、可否の決定、収集支援を
開始します。

　申請受理後、、面談調査等を
実施し、可否を決定します。収
集支援を行う世帯に対しては、
遅滞なくまごころ収集事業を開
始します。

　申請受理後、面談調査等を
実施し、可否を決定します。収
集支援を行う世帯に対しては、
遅滞なくまごころ収集事業を開
始します。

2
６　ごみ等の排
出困難者への
支援の充実

2　ごみ収集時に安否確認
を行うなど、見守り活動の
充実に取り組みます。

環境政
策課

ごみ処理
事業

172,058 0

　世帯によっては、声かけを希
望しない場合があるため、本
人との意思疎通方法について
検討が必要です。

　高齢者あんしん課や関係機
関と協議し、利用者との意思
疎通を図りながら、見守り活動
の充実をめざします。

　声かけを希望しない世帯に
おいても、何らかの意思疎通
方法を検討し、安否確認方法
を模索します。

　安否確認方法を試行し、見
守り活動を確立します。

3
６　ごみ等の排
出困難者への
支援の充実

3　ごみ等搬出が困難な世
帯に対し、分別方法の説明
を行い、日常生活の自立を
促します。

環境政
策課

ごみ処理
事業

172,058 0

　収集・回収時に、安否確認と
合わせて、声かけや、分別方
法の説明を行うとともに、高齢
者あんしん課と連携し日常生
活の自立を促します。

　令和2年度までは週1回の定
期収集・回収と、リクエスト収集
等で対応を行っていたが、令
和3年度からは、週2回(火、
金）の定期収集・回収します。

　関係機関と連携し、日常生活
の自立を促します。

　関係機関と連携し、日常生活
の自立を促します。

4
１　自然に親し
む環境づくり

2　環境に関する学習会や
自然環境の保全活動を支
援します。

環境政
策課

自然保護
事業

1,021 1,021
　環境問題や環境学習に積極
的に取り組むNPO、人材の育
成が求められています。

　河川監視モニターの監視活
動、小学生による水辺環境調
査、クリーンアップ日向の実
施、保存樹等の管理に対する
補助、ボランティア清掃活動へ
の支援します。

・河川環境モニターによる監視
活動を行います
・水辺環境調査を実施します。
・保存樹、保存樹林の管理補
助を行います。
・ボランティア清掃実施者に対
し、軍手、ごみ袋の支給しま
す。

・河川環境モニターによる監視
活動を行います。
・保存樹、保存樹林の管理補
助を行います。
・ボランティア清掃実施者に対
し、軍手、ごみ袋の支給しま
す。
・クリーンアップ日向の実施し
ます。

5
５　適切なごみ
処理の促進

1　適切なごみの排出に関
する指導を行います。

環境政
策課

ごみ処理
事業

172,058 937

　コロナ禍の中、不適切なごみ
排出が増加している。感染防
止の観点から破袋作業を中断
し、戸別訪問指導していないこ
とも、ひとつの原因と思われま
す。

　クリーンステーションへ排出さ
れた、適正でないごみの貼紙
啓発を行います。また、適正で
ない排出者に対し、敵正排出
のチラシ等の投函や戸別訪問
を実施します。

　貼紙啓発により残されたごみ
の調査収集（毎週水・木）を実
施します。
　啓発チラシの投函及び戸別
訪問指導の実施します。

　貼紙啓発により残されたごみ
の調査収集（毎週水・木）を実
施します。
啓発チラシの投函及び戸別訪
問指導の実施します。

6
５　適切なごみ
処理の促進

2　不法投棄の防止に向け
た啓発を行います。

環境政
策課

不法投棄
対策事業

297,924 946

　不法投棄の発生場所につい
ては、市内10ヶ所ほどが固定
化しており、市内を5つのエリア
に分け、パトロールを実施して
いるが、不法投棄は跡を絶た
ない状況です。

　不法投棄が固定化している
箇所を中心に、さらなるパト
ロールの強化及び関係機関と
の連携を密に啓発を実施しま
す。

　不法投棄が固定化している
箇所を解消していきます。ま
た、新たな不法投棄をさせない
ようパトロールを強化します。

　不法投棄が固定化している
箇所を解消していきます。ま
た、新たな不法投棄をさせない
ようパトロールを強化します。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

３　自然が残
る美しいまち
づくりプロジェ
クト



様式１－３　その他に取組む重点事業 【市民環境部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
国民健
康保険
課

国民健康保険事業
特別会計

6,863,000 6,863,000

　国民健康保険税の収納率は微増
傾向ではありますが、依然として県
内下位レベルにあるため、収納率
向上対策が課題です。
　一人当たり医療費が増加傾向に
あるため、医療費抑制対策が課題
です。
　また、事務処理標準システムが導
入されていないことにより、業務の
効率化ができていません。

　国保の都道府県単位化による保
険税率統一に向けた協議を慎重に
進めるとともに、収納率向上にさら
に取り組みます。
　また、ジェネリック医薬品の利用
促進を図るとともに事務処理標準シ
ステムの導入を図ります。

①６月の保険税当初通知発送に
おいて、返戻となったケースの収
納業務職員の戸別訪問による住
所地調査、隣戸等への聞き取
り、水道開栓状況確認など、居所
の確定に通年で取り組みます。
②保険証切替（８月）前に、未納
者に対して一斉催告を行いま
す。
③出前講座及び保険証更新の
際に、「ジェネリック医薬品お願い
シール」を配布し、利用促進のＰ
Ｒを実施します。
④事務処理の標準化を図るた
め、事務処理標準システムへの
移行準備作業を行います。

①短期証世帯に対して、納付催
告を行うとともに、きめ細かな納
税相談を伴う状況把握を行い、
納付計画を基にした保険証の変
更を行い、納税者の納付意欲の
向上に努めます。
②出前講座及び加入手続きの際
に、「ジェネリック医薬品お願い
シール」を配布し、利用促進のＰ
Ｒを実施します。
③事務処理標準システムの令和
４年１月運用開始に向けた移行
作業を行います。

2
国民健
康保険
課

国民健康保険事業
特別会計

－ －
　国県の財政支援が満額でないた
め、保険者の負担が生じています。

　新型コロナウィルス感染症に係る
日向市国民健康保険税の減免に
関する条例及び規則に該当となる
世帯の保険税を減免します。

①減免対象期間　　令和3年4月
～令和4年3月
②新型コロナウィルス感染症に
係る日向市国民健康保険税の減
免に関する条例及び規則に該当
となる世帯
③6月の保険税当初通知に減免
に関するお知らせを同封し制度
の周知を図ります。

①減免対象期間　　令和3年4月
～令和4年3月
②新型コロナウィルス感染症に
係る日向市国民健康保険税の減
免に関する条例及び規則に該当
となる世帯
③納税相談等において制度の説
明や該当世帯への案内を行いま
す。

3
3　安全・安心
な生活環境の
確保

③　消費者
教育・啓発
の推進

市民課
消費者行政強化事
業

9,476 9,476

　複雑・多様化する相談に対応する
ため、相談支援体制の充実、効果
的な啓発活動に努める必要があり
ます。

　消費者トラブルの解決に向け、関
係機関と連携した支援を行うととも
に、消費者への啓発活動の推進に
取り組みます。

　窓口・電話相談、巡回相談への
対応。
　出前講座やFMラジオ、情報誌
による啓発を行います。

　窓口・電話相談、巡回相談への
対応。
　出前講座やFMラジオ、情報
誌、消費生活講演会による啓発
を行います。

4
7　生活排水の
適切な処理

③　合併処
理浄化槽の
普及と適正
管理

環境政
策課

財光寺汚泥処理場
施設管理運営費

56,357 56,357
　老朽化による設備等の更新が急
務であり、浄化センターとの共同化
に向けた協議を進めています。

　下水道課と共同化に向けた協議
を進めます。また、修繕の必要な設
備の修繕を実施します。

・用水自動給水装置修繕ほか ・破砕機分解点検整備ほか

5
9　快適な住宅
環境の整備

③　衛生施
設管理運営
費

環境政
策課

財光寺汚泥処理場
施設管理運営費

56,357 56,357
　老朽化による設備等の更新が急
務であり、浄化センターとの共同化
に向けた協議を進めています。

　下水道課と共同化に向けた協議
を進めます。また、修繕の必要な設
備の修繕を実施します。

・用水自動給水装置修繕ほか ・破砕機分解点検整備ほか

2　健康
福祉

6　社会保障制
度の安定運営

①　国民健
康保険制度
の適正な運
営

4　生活
環境



様式１－３　その他に取組む重点事業 【市民環境部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
6　地域
経営

5　未来につな
げる財政運営

②　自主財
源の確保

税務課
債権の適正管理事
業

289 187
　研修会等を通じた債権管理担当
者の徴収スキル向上に継続的に取
り組む必要があります。

・担当職員研修会の実施
・債権管理検討委員会の開催、
・債権管理関係者会議幹事会の開
催
・債権管理担当者専門会議の開催
・破産、競売情報の提供
・処遇困難事例等に対する相談と
助言

・初任者を対象とした研修会の実
施（５月）
・検討委員会の開催（７月）、
・関係者会議幹事会の開催（７
月）
・専門会議の開催（６月）
・破産、競売情報の提供
・処遇困難事例等に対する相談
と助言

・私債権担当者を対象とした研修
会の実施（１１月）
・債権放棄案件審査のため、債
権管理関係者会議幹事会の開
催　（２月）
・破産、競売情報の提供
・処遇困難事例等に対する相談
と助言



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【市民環境部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1 市民環境部 税務課
・制度についての情報発信を適宜行っ
ていきます。

・制度についての情報発信を適宜行っ
ていきます。

・制度についての情報発信を適宜行っ
ていきます。

2 市民環境部 市民課
・広報紙や市ホームページ等を通じて
適宜、情報発信を行います。

・広報紙や市ホームページ等を通じて
適宜、情報発信を行います。

・広報紙や市ホームページ等を通じて
適宜、情報発信を行います。

3 市民環境部
国民健康保険
課

・制度についての情報発信を市のホー
ムページ等で適宜行っていきます。

・制度についての情報発信を市のホー
ムページ等で適宜行っていきます。

・制度についての情報発信を市のホー
ムページ等で適宜行っていきます。

4 市民環境部 環境政策課

・コロナ禍の中、一般廃棄物や資源物
の排出方法で注意するケース等を日向
市公式アプリ（ごみ・環境部門）で随時
掲載していきます。

・通年にて掲載を行います。 ・通年にて掲載を行います。

5 市民環境部 税務課

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
  します。
・昼休み窓口業務を継続します。

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
  します。
・昼休み窓口業務を継続します。

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
  します。
・昼休み窓口業務を継続します。

6 市民環境部 市民課

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底をし
　ます。
・昼休み窓口業務及び年度初め・年度
　末休日の窓口開設を継続します。
・戸籍法改正に伴う戸籍システム改修
　を行います。
・マイナンバーカードの交付率の向上を
　目指し、PR活動や申請補助等に取り
　組みます。

・コロナ禍の中、職場の消毒を徹底し
　ます。
・昼休み窓口業務を実施します。
・年度初めの休日窓口を開設します。
・戸籍法改正に伴う戸籍システム
   改修を行います。
・マイナンバーカード作成申請補助
   を実施します。

・コロナ禍の中、職場の消毒を徹
   底します。
・昼休み窓口業務を実施します。
・年度末の休日窓口を開設します。
・戸籍法改正に伴う戸籍システム
   改修を行います。
・マイナンバーカード作成申請補助
   を実施します。

7 市民環境部
国民健康保険
課

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
  します。
・昼休み窓口業務及び年度末休日の
  窓口開設を継続します。

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
  します。
・昼休み窓口業務及び年度末休日の
  窓口開設を継続します。

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
  します。
・昼休み窓口業務及び年度末休日の
  窓口開設を継続します。

8 市民環境部 環境政策課
・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底をし
　ます。
・窓口に体温計を設置しました。

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
　します。
・窓口の来庁者名簿に検温の記載を
　依頼します。

・コロナ禍の中、職場の消毒の徹底を
　します。
・窓口の来庁者名簿に検温の記載を
　依頼します。

広報・広聴
活動の充実

市民ニーズの
的確な把握

市民に開か
れた市役所
づくり

窓口サービス
の充実

市民に信頼される行
政サービスの提供



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【市民環境部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

9 市民環境部 税務課
・個人情報の保護に勤め適正な運用を
行います。

・個人情報の保護に勤め適正な運用
を行います。

・個人情報の保護に勤め適正な運用
を行います。

10 市民環境部 市民課
・個人情報の保護に努めるとともに適
正な運用を行います。

・個人情報の保護に努めるとともに適
正な運用を行います。

・個人情報の保護に努めるとともに適
正な運用を行います。

11 市民環境部
国民健康保険
課

・個人情報の保護に努め適正な運用を
行います。

・個人情報の保護に努め適正な運用
を行います。

・個人情報の保護に努め適正な運用
を行います。

12 市民環境部 環境政策課
・令和2年度購入した不法投棄に対す
る「監視カメラ」については、個人情報
の保護に努め、適正運用を行います。

・不法投棄が続き、防止策を講じるべ
き箇所の選定及び実行に移します。

・上半期の効果を元に、設置箇所を移
動させていきます。

14 市民環境部
税務課
（債権管理室）

・債権管理の各種関係会議および研修
会の開催

・債権管理専門部会の開催
・債権管理関係者会議の開催
・債権管理検討委員会の開催
・初任者研修会の開催

・債権管理関係者会議の開催
・債権管理専門部会の開催
・私債権担当者研修会の実施

15 市民環境部
税務課
（市税収納係）

・納税手段の維持確保
・滞納の早期把握

・納税手段の周知等
・滞納把握による催告等

・上半期の取組の継続
・合同公売会への参加及び市独自の
　公売会開催の検討

16 市民環境部
国民健康保険
課

・納税手段の維持確保
・滞納の早期把握

・訪問員による滞納者宅への訪問を
行います
・滞納把握による催告等を行います

・上半期の取組の継続
・窓口公売会の実施

市民に信頼される行
政サービスの提供

情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【市民環境部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

17
使用料、手数
料の見直し

市民環境部 環境政策課

ごみ処理有料化
・増加が懸念される不法投棄の状況を
  調査します。
・コロナ禍の景気状況を適時把握し、
  過去の市民アンケートを踏まえ検討し
ます。

・景況の把握に努め、不法投棄パト
  ロールの拡充を図ります。

・上半期の状況を踏まえ、今後の計
　画を組み立てます。

18
広告掲載事
業の拡充

市民環境部 市民課
・広告付き番号案内システム運用
・広告入り窓口用封筒の配布
・広告入り出生届、婚姻届の配布

・広告付き番号案内システム運用
・広告入り窓口用封筒の配布
・広告入り出生届、婚姻届の配布

・広告付き番号案内システム運用
・広告入り窓口用封筒の配布
・広告入り出生届、婚姻届の配布

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名 福祉部 部局長名 藤本　一三

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

3再任用職員
前年度繰越額（千円）

特別会計 1,704

任 期 付 職 2

会 計 年 度
任 用 職 員

50
一般会計 0

特別会計

【基本姿勢】
　福祉部は、第２次日向市総合計画後期基本計画の基本理念「人権尊重・市民協働・地域力活用」のもと「住み慣れた地域で、共に助け合いながら、生きが
いを持ち、笑顔で暮らせるまち」、「教育、医療などの子育て環境が整い、恵まれた自然環境の中で元気な子どもが育つまち」、「住み慣れた場所で自立した
生活を送る元気な高齢者が暮らすまち」づくりを推進します。

【総合計画・基本理念】
　多様化、複雑化、高度化する市民ニーズや地域課題の解決のためには、「地域の在り方は地域が決め、地域が担う」という理念のもと、様々な課題に対し、
市民自らが関心を持ち、地域活動に参加し、解決を図っていく自立したまちづくりを進めます。
【総合計画・基本目標】
　市民がともに支え合い、自立した生活を送るまちづくりを進めます

2-1 安心して子どもを産み育てられる環境づくり
　　・医療、保健、福祉、教育の更なる連携を図り、「ヘルシースタート事業」の充実と周知に努めます。
　　・「産後ケア事業」、「不妊治療」、「ひとり親家庭」に対する支援の充実に努めます。
　　・子育て支援制度の充実、子育てと仕事の両立支援に努めます。
2-4 障がい福祉の充実
　　・障がいや障がいのある人への理解を深めるため、市民や事業者に対する啓発を行い、虐待の予防や早期発見、早期是正に努めます。
　　・「基幹相談支援センター」や「地域包括支援センター」などと連携し、事業者間の連携強化や相談支援体制の充実、切れ目のない支援に努めます。
　　・障がいのある人の社会参加や就労の場の確保に取り組み、労働環境や賃金水準の向上に努めます。
2-5 地域福祉の充実と生活支援
　　・地域福祉の理解や意識・環境づくりに取り組み、複合的な課題を解決するため、関係者や関係機関との連携を強化し、福祉サービスの提供や包括的な
支援に努めます。
　　・生活保護の適正実施に努め、地域住民や関係機関等と連携しながら、社会参加や自立に向け、サービスの提供や個別支援に取り組みます。
　　・子どもの貧困対策を推進するため、市民や地域、企業と連携を強化して支援体制の充実を図り、親子の居場所づくりを促進し、見守り、支える地域づくり
に取り組みます。
　　・「災害時避難行動要支援者」対策については、個別支援計画の策定に向けて地域で助け合う体制の構築を支援します。

0

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
64 一般会計 8,848,603



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【福祉部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

1　ヘルシースタート事業と
して、妊婦健康診査の助成
や産後ケア事業、多胎妊婦
サポーター事業、家事支援
事業など、安心して産み育
てられる環境づくりに取り組
みます。

こども課
ヘルシー
スタート事
業

92,388 56,243

　妊婦健診の助成、産婦健診・
産後ケアの実施をベースに、
多胎妊産婦や家事支援など、
多様な状況に応じた切れ目の
ない支援メニューを拡充してい
くことが課題です。

　妊婦健診の助成、産婦健診・
産後ケアの実施に加え、新た
に多胎児妊産婦サポート事業
及び家事支援事業など、ヘル
パー派遣による個別支援の拡
充を図ります。

多胎児妊産婦サポート事業及
び家事支援事業を開始しま
す。

上半期の取り組みをふりかえ
りながら、支援が必要な家庭
には各種支援メニューへのつ
なぎを推進します。

2
2　日向市子育て世代包括
支援センターの利用促進を
図ります。

こども課
ヘルシー
スタート事
業

92,388 1,557
　引き続き、産前・産後サポー
ト事業や、支援プログラムの利
用促進を図ることが課題です。

　産前・産後サポート事業とし
て、子育てサロンや各種支援
プログラムを実施します。

　妊娠・育児に不安を感じてい
る妊婦や保護者に、子育てサ
ロンや各種支援プログラムの
利用につなげます。

　上半期の取り組みをふりかえ
りながら、支援が必要な家庭
には各種支援メニューへのつ
なぎを推進します。

3
3　地域母子保健・育児支
援システムの構築を図りま
す。

こども課
ヘルシー
スタート事
業

92,388 18,396

　妊娠期から出産を経て、乳幼
児期に至るプロセスの中で支
援が必要な家庭に対して、支
援拠点における交流や支援機
会を的確に提供していくことが
課題です。

　地域子育て支援センター及
びつどいの広場における乳幼
児と保護者の交流・子育て支
援と、ファミリーサポートセン
ターにおける子育ての助け合
いを促進します。

　乳幼児健診や赤ちゃん相談
等と連携して、支援が必要な
保護者に支援拠点における交
流・支援へつなげます。

　上半期の取り組みをふりかえ
りながら、支援拠点の周知及
び利用促進を検討します。

4
4　特定不妊治療への助成
を行います。

こども課
特定不妊
治療費助
成事業

2,250 2,250

　令和3年1月より国県におい
て特定不妊治療費助成制度の
拡充が進められており、本市
においても助成の拡充に取り
組む必要があります。

　特定不妊治療費助成の拡充
に取り組みます。

　実施要綱の改正等、特定不
妊治療費助成の拡充に取り組
みます。

　引き続き助成を実施します。

5
1　子ども医療費を中学３年
生まで助成します。

こども課
子ども医
療助成事
業

194,257 185,000

　助成額、対象児童数ともに減
少傾向です。時間内受診、ジェ
ネリック医薬品の推奨により医
療費の抑制が必要です。

　中学3年生までの児童の医
療費を助成（自己負担350円）
することにより、子育て世帯の
経済的負担を軽減し、児童の
健全育成を図ります。

　出生時または転入時に医療
費助成資格の申請を促しま
す。また、適正な受診を啓発
し、医療費抑制に努めます。

　上半期同様、漏れなく医療費
助成の資格取得を促すととも
に、適正な受診を啓発します。

6

2　「幼児教育・保育の無償
化」などにより、保育料、幼
稚園使用料の負担の軽減
を図ります。

こども課

子育ての
ための施
設等利用
給付事業

24,500 24,500

　令和２年７月まで償還払いで
あったが、法定代理受領へ変
更することで保護者、園の事
務負担軽減を行いました。

　支給要件を満たした子どもが
対象施設を利用した際に要す
る費用を支給することで、幼児
教育の無償化の適正な事務に
取り組みます。

　法定代理受領により保護者
や園の負担軽減を図りなが
ら、適正な事務に取り組みま
す。

　法定代理受領により保護者
や園の負担軽減を図りなが
ら、適正な事務に取り組みま
す。

１　未来
へつな
げる人
づくり

２　安心して
産み育てるみ
んなで子育て
プロジェクト

１　ヘルシース
ター
ト事業の充実

２　子育て世代
の経済的な負
担の軽減



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【福祉部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7 こども課
児童扶養
手当給付
事業

435,000 435,000

　毎月、一定の認定申請はあ
るものの、一方で婚姻等による
資格喪失も多く、受給者数、給
付額ともに年々減少していま
す。

　父または母と生計を同じくし
ていない児童を監護・養育して
いる者に手当を支給し、生活
の安定と児童の福祉の増進を
図ります。

　離婚時等に児童扶養手当に
ついて説明を行い、制度の周
知を図ります。8月の現況届の
際に、児童の養育状況等を聴
取し、不正受給の未然防止に
努めます。

　上半期同様、受給資格があ
る者に不利益が生じないよう
制度の周知に努めます。

8 こども課

ひとり親
家庭医療
費助成事
業

40,000 40,000

　助成金は年度によって増減
はありますが、受給資格者は
年々減少しています。適正な
受診を促し、医療費の抑制を
図ることが課題です。

　母子及び父子家庭等に対
し、医療費の一部を助成し、健
康増進と自立更生の向上を図
ります。自己負担額は、月額
1,000円。

　児童扶養手当同様、離婚時
等に説明を行い，周知を図りま
す。適正な受診を呼びかけ、
医療費の抑制を図ります。

　上半期同様、制度の周知を
図ります。

9 こども課

高等職業
訓練促進
給付金等
事業

12,857 12,857

　例年10人前後に給付金を支
給しており、そのほとんどが看
護師または准看護師の養成機
関で修業しています。就職率
は100％となっています。

　母子家庭の母、父子家庭の
父が就職の際に有利で、生活
の安定に役立つ資格取得の養
成訓練の受講に際し、安定し
た修業環境を提供するため給
付金を支給します。

　看護師等の養成機関で修業
する者に給付金の申請を促し
ます。

　母子父子自立支援員との相
談等から、次年度に看護師等
の養成機関で修業を予定して
いる方へ事業についての説明
を行います。

10 こども課

自立支援
教育訓練
給付金等
事業

204,000 204,000
　令和元年度、令和2年度の助
成者数は0人、2人であり、周知
されていない状況です。

　母子家庭の母または父子家
庭の父が、雇用保険の一般教
育訓練給付の対象となる教育
訓練を受講した場合に、受講
料の一部を支給します。

　日向市母子寡婦福祉連絡協
議会やハローワークと連携し
て、給付金の周知を図ります。

　上半期同様、日向市母子寡
婦福祉連絡協議会やハロー
ワークと連携して、給付金の周
知を図ります。

11

1　乳幼児健康診査や家庭
訪問、赤ちゃん相談など子
育てに関する支援に取り組
みます。

こども課

ヘルシー
スタート事
業・発達
障がい相
談員設置
事業

95,424 19,228

　乳幼児健康診査や各種訪問
支援をとおして、子どもの発達
に応じた切れ目のない子育て
支援を充実していく必要があり
ます。

　乳幼児健康診査、乳幼児家
庭全戸訪問、赤ちゃん相談、
養育支援訪問を一体的に取り
組み、切れ目のない子育て支
援を引き続き取り組みます。

　乳幼児健康診査、乳幼児家
庭全戸訪問、赤ちゃん相談、
養育支援訪問を一体的に取り
組み、切れ目のない子育て支
援を引き続き取り組みます。

　上半期の取り組みをふりかえ
りながら、支援が必要な家庭
には各種支援メニューへのつ
なぎを推進します。

12
2　児童虐待の防止や子ど
もの貧困対策の充実に取り
組みます。

こども課

児童虐待
防止対策
支援事
業・子供
の未来応
援地域
ネットワー
ク形成支
援事業

7,208 7,208

　要保護児童対策地域協議会
を核に個別の世帯支援を強化
するとともに、民間団体と連携
した子どもの貧困対策等の拡
充が求められています。

　要保護児童対策地域協議会
を養育支援及び虐待防止の
ベースとしながら、個別世帯の
見守り支援やフードドライブの
推進を図ります。

　要保護児童対策地域協議会
を新たな構成のもとで開催し、
個別世帯の現状と支援方針を
確認していきます。また4月より
フードドライブを開始します。

子ども食堂団体等と連携した、
支援対象児童等見守り支援事
業の開始を目指します。

１　未来
へつな
げる人
づくり

２　安心して
産み育てるみ
んなで子育て
プロジェクト

２　子育て世代
の経済的な負
担の軽減

3　ひとり親家庭の生活支
援や就業支援を行います。

３　子育て支援
体制の充実



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【福祉部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

13
３　子育て支援
体制の充実

3　子ども家庭総合支援拠
点を設置します。

こども課
児童虐待
防止対策
支援事業

3,698 0

　子ども家庭総合支援拠点に
ついては、令和4年度までの設
置が努力義務とされており、本
年度において具体的な検討を
進める必要があります。

　子ども家庭総合支援拠点の
令和4年度の設置に向けた、
具体的な協議・検討を取り組
みます。

　本市における、子ども家庭総
合支援拠点の設置にあたって
の課題を整理します。

　令和4年度以降の設置に向
けて具体的な協議を行いま
す。

14

1　放課後児童クラブを活用
し、子育てをしながら安心し
て働ける放課後対策の充
実に取り組みます。

こども課
放課後児
童クラブ
事業

52,601 52,463

　民間施設も活用し、11クラブ
（定員420人）を開設しています
が、申込み数が多く入会できな
い児童が出ている状況です。

　放課後児童クラブを11クラブ
定員420人で開設し、放課後に
保護者の監護を受けられない
児童の適切な遊び場、生活の
場を提供し健全育成を図りま
す。

　新入生を中心に、入会手続
きを行い、事業委託を行いま
す。運営に関しては、クラブの
状況把握、問題点の解消に努
めます。また、新たに民間施設
を活用した児童クラブの開設を
検討します。

　委託業者と連携し、クラブの
状況把握、問題点の解消に努
めます。新たな児童クラブの開
設に向けて民間事業者と協議
を行います。次年度の児童ク
ラブの会員募集を行います。

15

2　一時預かりや病児・病後
児保育など、子どもの状態
や保護者の就労形態に対
応した保育サービスの提供
に努めます。

こども課

一時預か
り事業
延長保育
促進事業
病児・病
後児保育
事業

64,023 64,023

　働き方改革により、保護者の
働き方も多様化しており、その
就労形態に対応した保育サー
ビスが求められています。

　保護者が安心して子育てと
仕事が両立できる体制を支援
します。

　利用促進に向けた、児童施
設等への周知活動、ホーム
ページ、子育てアプリへの情報
掲載を行います。

　上半期同様、周知活動等を
行うとともに、次年度へ向け
て、課題等の検討、協議を行
います。

16
3　保育士や幼稚園教諭な
ど子育て支援を担う人材の
確保に取り組みます。

こども課

保育の質
の向上の
ための幼
保合同研
修等推進
事業

80 80

　コロナ禍の中で、集団で研修
を行うことが難しく感染対策や
開催人数を考える必要があり
ます。

　保育士、幼稚園教諭を対象
とした「保育の質の向上のため
の研修」開催に取り組みます。

　保育士、幼稚園教諭を対象
として、保育の質の向上を目
的とした研修会を開催し、保育
に従事する者の離職を未然に
防ぐことに取り組みます。

　令和元年から行っている、市
内高校協力のもと、養成校に
進学する生徒に向けた宮崎県
保育士就学資金貸付制度の
周知啓発を引き続き図ります。

17

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

３　産業人材の
確保と誰もが
働けるしごと環
境の充実

2　障害者就労支援事業の
推進や高齢者の生きがい
につながる雇用の創出に
努めます。

福祉課
訓練等給
付事業

625,000 625,000

　工賃向上の継続的な取り組
みにより、工賃向上が図られて
います。
　しかし、事業所によって受託
業務内容や量に濃淡があり、
工賃にも影響が生じてます。

　就労継続支援事業所で生
産、製造された商品の市庁舎
内での販売、市庁舎内のトイレ
清掃管理業務の受託により、
障がい者の賃金及び工賃向上
を図ります。

　令和３年度「日向市障がい者
就労施設等からの物品等調達
推進方針」の策定と令和２年
度における物品調達実績調査
を行います。

　就労継続支援事業所で生
産、製造された商品の市庁舎
内での販売、次年度の市庁舎
内のトイレ清掃管理業務の受
託を働きかけます。

18

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト

５　障がいのあ
る人への支援
の充実

1　基幹相談支援センターと
事業所、行政が連携して相
談支援体制の充実に取り
組みます。

福祉課
相談支援
事業

16,574 4,405

　令和２年８月１日より「日向・
東臼杵郡障がい児者基幹相
談支援センター」を開設した
が、コロナ禍によりセンター、
各事業所及び行政との連携し
た取り組みが不十分な状況で
す。

　コロナ禍おいても、基幹相談
支援センター、各事業所及び
行政との効果的な連携のあり
方を検討し、相談体制の充実
に努めます。

　地域生活支援拠点等の一つ
である、基幹相談支援センター
について、日向入郷障害保健
福祉圏域でのあるべき姿につ
いて、関係機関で協議を進め
ます。

　基幹相談支援センター、各事
業所及び行政との情報共有の
場を定期的に開催し、それぞ
れの情報共有を図ります。

１　未来
へつな
げる人
づくり

２　安心して
産み育てるみ
んなで子育て
プロジェクト

４　子育てと仕
事の両立支援
と環境の充実



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【福祉部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

19
５　障がいのあ
る人への支援
の充実

2　障がいのある人の社会
参加の充実や促進に取り
組みます。

福祉課
障害者社
会参加促
進事業

724 724

　文化・スポーツ活動等の社会
参加に係る情報提供につい
て、特に団体へ所属していな
い方への充実に努める必要が
あります。
　また、コロナ禍で外出が制限
される中においても社会参加
を実感できる施策の検討が必
要です。

　文化・スポーツ活動に携わる
担当課や市障がい者センター
などと連携し、市ホームページ
や広報等の活用を図るととも
に、情報を入手しやすい環境
づくりに努めます。

　他市区町村の取り組みなど
を研究し、情報を入手しやすい
環境づくりを検討します。

　上半期の実施内容に基づ
き、より良い情報提供に努めま
す。

20
５　障がいのあ
る人への支援
の充実

3　障がい者センター「あい
とぴあ」の利活用促進に努
めます。

福祉課
障害者セ
ンター管
理運営費

14,266 14,266

　障がいのある人が障がいの
ない人とともにいきいきと活動
できる拠点施設として認識され
るよう、同センターのあり方や
周知について、継続して検討
する必要があります。

　同センター利用実績の分析
や利用者の意見を基に、セン
ター職員と意見交換しながらよ
り使いやすい施設のあり方を
目指します。

　指定管理施設に係るモニタリ
ング結果などを基に課題を把
握します。

　上半期の実施内容により、課
題解決策の検討・実施に努め
ます。

21

1　地域福祉に関する普及
啓発に努め、「自助・互助・
共助・公助」の理念に対す
る理解や支え合いの意識
を醸成します。

22

3　地域課題解決に向け、
日向市社会福祉協議会、
自治会（区、民生委員・児
童委員、ボランティア団体
などの地域福祉を支える組
織の機能やネットワークの
強化を図ります。

23
2　地域福祉を支える人材
やボランティアを育成しま
す。

福祉課
ボランティ
ア活動支
援事業

26,288 1,776

　幅広い年齢層で身近で気軽
にボランティア活動ができる体
制を整える必要があります。
　有事に備え、平常時からボラ
ンティアの力が活用できる体制
整備が必要となっています。

（1）ボランティア活動の相談、
支援、調整、啓発
（2）災害ボランティアの育成・
拡大
（3）ボランティアネットワークの
強化・推進
（4）福祉教育・体験・人材育成

（1）～（4）の取組を日向市社会
福祉協議会に委託して実施し
ます。
災害時の災害ボランティアセン
ターの人件費及び旅費を国庫
負担の対象とするため、両者
で協議を行い、協定を締結しま
す。

（1）～（4）の取組を日向市社会
福祉協議会に委託して実施し
ます。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト

３　共に支え
合う地域づく
りプロジェクト

２　地域福祉の
推進

（1）参加支援体制の構築
（2）多機関の協働による包括
的支援体制の構築
（3）アウトリーチ等を通じた継
続的支援体制の構築
（4）地域福祉部の設置推進・
担い手育成
（5）介護、障がい、子ども、生
活困窮分野の相談支援機関
間等の連携
（6）移行計画の策定、庁内連
携体制の構築

(1）～（4）の取組を日向市社会
福祉協議会に委託して実施し
ます。
(5)、(6)の取組を福祉課が中心
となり、関係機関や関係部署
等に対して、重層的支援体制
整備事業への移行に向けた制
度等の周知を図ります。

(1）～（4）の取組を日向市社会
福祉協議会に委託して実施し
ます。
(5)、(6)の取組を福祉課が中心
となり、整備事業への移行の
判断や移行計画の策定等つい
て、関係機関や関係部署と協
議します。

福祉課

重層的支
援体制整
備事業へ
の移行準
備事業

8,400 8,400

　人口減少や少子高齢化が進
み、支え合いの基盤が弱まっ
ています。
　地域で支援を求める人に住
民が気付き、住民相互で支援
活動を行うつながりを再構築
し、自治会（区）や民生委員・児
童委員をはじめとした関係者、
団体とのネットワークの強化が
必要となっています。



様式１－３　その他に取組む重点事業 【福祉部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1 福祉課
日向市障がい福祉
計画策定事業

82 82

　障害者総合支援法第８８条に規
定する「市町村障害福祉計画」、児
童福祉法第３３条の２０に規定する
「市町村障害児福祉計画」に基づ
く、「日向市障がい福祉計画（日向
市障がい児福祉計画）」を策定して
います。

　平成３０年度から令和２年度まで
を計画期間とした、「第５期日向市
障がい福祉計画（第２期日向市障
がい児福祉計画）」の評価を行いま
す。

　日向市障がい福祉計画策定委
員会を開催し、第５期計画の評
価を行います。

　日向市・東臼杵郡障がい者自
立支援協議会日向市地域課題
検討会に第５期計画の成果等の
評価・検証を依頼します。

2 福祉課
障害児通所支援事
業

260,300 260,000

　障害児通所事業の実施事業所は
年々増加傾向にありますが、重度
障がい児に対してのサービス提供
事業所は少ない状況にあります。

　重度障がい児へのサービスの充
実については、日向入郷障害保健
福祉圏域の課題として、圏域にお
いて協議を行います。

　県や近隣市町村と連携を図り、
重度障がい児へのサービス提供
事業所の開設に向け、関係機関
に働きかけを行います。

　県や近隣市町村と連携を図り、
重度障がい児へのサービス提供
事業所の開設に向け、関係機関
に働きかけを行います。

3
①　地域福
祉の推進

福祉課
「地域福祉計画」推
進事業

268 268

　推進施策の評価と意見の集約方
法等について、検討する必要があ
ります。
　地域福祉計画の策定に向けた、
アンケート調査を実施する必要が
あります。

　推進施策に対する関係課及び関
係機関の自己評価を経て、地域福
祉推進委員会からの意見等を集約
し、改善を図ります。
　令和４年度の地域福祉計画策定
に向けたアンケート調査を行いま
す。

　推進施策に対する関係課及び
関係機関の自己評価を依頼しま
す。
　地域福祉推進委員会を開催
し、自己評価に対する意見等を
集約し、改善を図ります。

　令和４年度の地域福祉計画策
定に向けたアンケート調査を行
います。

4 福祉課 生活保護費 1,336,800 1,336,800

　コロナ禍よる要保護者からの生活
保護に関する面接相談及び保護の
決定の件数の増加に対応するた
め、必要な方へ必要な生活保護が
滞りなく決定されるように、福祉事
務所における体制の整備が必要で
す。

　要保護世帯に対して、９種類の扶
助費を支給し自立を支援します。

　生活保護業務実施方針を決定
し、他法他施策の活用等の現業
活動を行い、併せて課税調査を
実施します。

　資産・収入申告書を徴収し、未
申告収入の有無や手持ち金状況
を確認します。協力事業所等と連
携して、若年無業者の社会参加
や就労体験を促進します。

5 福祉課
生活保護の適正実
施推進事業(補助
対象)

20,255 20,255

　65 歳未満の生活保護受給者にお
いて、就労に向けて課題を抱える
方が多く、支援を行っても実際の就
労までには至らないケースが増加
しています。

　就労支援専門員、健康管理支援
専門員、特別指導員の配置、レセ
プト点検、面接相談員による新規相
談等を実施します。

　就労支援及び健康管理を要す
る生活保護受給者をケースワー
カーが選定し、それぞれの支援
の長期・短期目標を作成します。

　作成した長期・短期目標を基
に、具体的な支援策を対象となる
生活保護受給者に助言しなが
ら、進めていきます。

2　健康
福祉

4　障がい福祉
の充実

②　地域生
活の支援

5　地域福祉の
充実と生活支
援

②　生活支
援と自立の
促進



様式１－３　その他に取組む重点事業 【福祉部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6 福祉課
生活保護の適正実
施推進事業(市単)

3,928 3,928

　生活保護受給者は、健康上の課
題を抱える方が多いにもかかわら
ず、改善に向けた諸活動が低調な
状況にあり、自立の助長の観点か
ら、その健康増進を支援する取組
を進める必要があります。

　医療扶助及び介護扶助の適正実
施、ケースワーカーの職務資格の
取得、扶助費の適正支出と事務処
理の効率化を図ります。

　医療扶助及び介護扶助の適正
実施について、レセプト・介護保
険サービス状況を確認しながら、
適正受診及び利用を指導しま
す。

　医療扶助及び介護扶助の適正
実施について、レセプト・介護保
険サービス状況を確認しながら、
適正受診及び利用を指導しま
す。

7 福祉課
生活困窮者自立支
援事業

24,445 24,445

　地域共生社会の実現に向け、複
合課題、制度の狭間、自ら支援を
求めることが難しい人を支援につな
げていく必要があります。また、地
域における互助の関係づくりや参
加、就労の場を求め、地域との関
係づくりを行うことが求められてい
ます。

　日向市社会福祉協議会に委託し
て自立相談支援・家計改善支援・子
どもの学習生活支援・居場所サロ
ンを実施し、生活保護に至る前にお
いて対象世帯の困窮解消を図ると
ともに子ども・若者の支援を重点的
に取り組みます。

　コロナ禍の影響により生活困窮
に至った世帯を支援につなげる
ために、庁内相談・徴収窓口と市
生活相談支援センター「心から」
の連携を推進します。子どもの学
習生活支援事業において、利用
児童生徒の増加を受け、「まなび
スペース」と連携した支援に取り
組むとともに、学習支援員の増
員を図ります。

　若者支援として協力事業所と連
携した就労体験を推進します。事
業報告会の開催を検討し、困窮
者支援における市民の協力を呼
びかけます。

8
4　生活
環境

2　防災体制の
充実

②　災害に
強いまちづく
り

福祉課
災害応急対策の充
実に要する経費

1,609 1,127

　要支援者数の多いモデル地区の
個別計画の作成については、コロ
ナ禍もあり進んでいません。
　福祉避難所の指定は進んでいま
すが、設置・運営マニュアルの策定
が求められています。

　モデル地区の個別計画の作成を
進め、課題と対策を検討します。
福祉避難所の設置・運営マニュア
ルを策定します。

　要支援者数の多いモデル地区
において、関係者と協議し、課題
を抽出するとともに、実際に計画
を策定します。
　福祉避難所の意見等を集約
し、設置・運営マニュアルを策定
します。

　モデル地区の個別計画作成に
あたり、課題への対策を講じると
ともに、作成を支援します。

2　健康
福祉

5　地域福祉の
充実と生活支
援

②　生活支
援と自立の
促進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【福祉部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

福祉部 全課
　市HP及び子育て支援アプリを活用し
た事業サービスのPRと取り組みの振り
返りを行います。

　重点事業や新規・拡充事業のPRを
行います。

　広報活動状況について振り返りを行
います。

2
市民ニーズの
的確な把握

福祉部 全課

　第４次日向市地域福祉計画の策定に
あたり、市民及び事業所に対して、地
域福祉に関するアンケート調査を実施
します。

　社会福祉法の改正等を踏まえたアン
ケート内容や調査方法等の検討を行
います。

　アンケートを実施して取りまとめを行
い、地域福祉計画の策定や関連施策
の参考とします。

3 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

福祉部 全課
　業務時・業務外における職員の危険
回避対応の確認を行います。

　業務時・業務外における職員の危険
回避対応の個別確認を行います。

　確認された危険回避対応について、
個別に点検・検証を行います。

4
市民に開か
れた市役所
づくり

窓口サービス
の充実

福祉部 全課
　窓口業務マニュアルの作成・見直しを
通したサービスの充実を図ります。

　業務におけるマニュアルの有無の確
認、見直し、作成を行います。

　作成・見直した窓口業務マニュアル
を共有し、サービスの充実を図りま
す。

5
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

福祉部 全課
　個人情報の保護に努め、適正な情報
開示の運用を行います。

　個別支援事例における情報開示請
求取扱いについて対応方針を整備し
ます。

　上半期の取り組みを通して、情報開
示請求等を受理した際は、適正な対
応を行います。

6
計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

福祉部 全課
　事務事業の見直し並びに効率性の向
上に努めます。

　相談援助業務においては、進行プロ
セス（課内カンファレンス等）や帳票の
集約に取り組みます。

　事務事業について適宜見直しを行い
ます。

7
行政運営の
効率化の推
進

内部統制体
制の整備

福祉部 全課
　業務におけるマニュアルの作成を推
進します。

　各業務においてマニュアルの有無及
び必要性について確認します。

　上半期の取り組みを踏まえて、個別
業務のマニュアルの作成を推進しま
す。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

効果的・効率的な行
政経営の推進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【福祉部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

8
民間活力の
活用

福祉部 福祉課
　行政運営の効率化及び行政サービス
の向上を図るため、民間への指定管理
者制度の活用に努めます。

　指定管理者制度において「市障がい
者センター」の運営を行い、施設の利
用促進をはじめ、各種事業に取り組み
ます。

　「市障がい者センター」の利用促進
及び各種事業に取り組みます。

9
職員の働き方
改革

福祉部 全課
　繁忙時の職員間のサポート等を通し
て、業務負担の平準化を図ります。

　業務の過程に応じて、特定の職員の
負担が偏らないよう、繁忙時のサポー
トに取り組みます。

　事務負担の軽減が可能な業務につ
いて、マニュアル作成を行います。
　上半期の取り組みを通して、必要に
応じて業務・事務の分担の見直し等を
行います。

10
適正な財政
運営

補助金等の
見直し

福祉部 全課
　事業実績報告や収支決算書などによ
り、実態に合った交付額となるよう、引
き続き精査に努めます。

　前年度交付額の確定事務におい
て、精査に努めます。

　翌年度当初予算要求時において、
社会情勢やニーズを踏まえ、精査に
努めます。

11
債権管理の
推進

福祉部 全課
　各係において適正な債権管理に努め
ます。

　各係において債権管理状況の点検
を債権管理マニュアルと照合して行い
ます。

　上半期の取り組みを通して、債権管
理のプロセスにおいて必要な見直しを
行い、適正な債権管理に取り組みま
す。

12
広告掲載事
業の拡充

福祉部 こども課
　子育てガイドブックにおける広告掲載
を継続します。

　子育てガイドブックのレイアウト及び
広告掲載数について検討を行いま
す。

　子育てガイドブックにおける広告掲
載を継続します。

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



[様式１]
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部
局
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経
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資
源

正　 職 　員
51 一般会計 1,852,591

○日向市新型インフルエンザ住民接種計画の策定
　（新型インフルエンザ等特別措置法）

特別会計 6,002,272 ○日向市新型インフルエンザ等対策行動計画の見直し（同上）
再任用職員 2

任 期 付 職 4
【基本姿勢】
　健康長寿部は、「第２次日向市総合計画」の基本理念「人権尊重・市民協働・地域力活用」のもとで、後期基本計画の重点戦略に掲げる「笑顔で暮らせる地
域共生の社会づくり」の実現を目指します。

【総合計画・基本理念】
　健康長寿部は、「第２次日向市総合計画・後期基本計画」に掲げる本市のめざす将来像である「 市民一人ひとりが健康づくりに努め、保健、医療サービス
が充実し、健康寿命が延伸され、元気で明るく笑顔にあふれた健康的な生活を送るまち」を実現するため、高齢者福祉、保健、医療の分野での取り組みを推
進します。

【総合計画・基本目標】
【基本目標】２　市民が共に支え合い、自立した生活を送る健康長寿のまち
２－２　健康に暮らせるまちづくり
① 保健対策の充実
○ 疾病の早期発見のために、健（検）診を受けやすい体制づくりや周知啓発に努めるとともに、早期治療のために、要精密検査者に対する受診勧奨を行い
ます。
○ 生活習慣病を予防し、健康づくりに取り組めるよう、個々に応じた食事や生活習慣の改善に向けた保健指導に努めます。
○ 生きづらさや深い悩みを抱えている人に気づき、自殺を未然に防ぐことにつなげていけるよう相談窓口の周知啓発に努めます。
○ 新型コロナウイルス感染症など新たな感染症等の情報を収集し、正確な情報提供を行うとともに、関係機関と連携した適切な対応を図ります。
② 医療体制の確保
○ 日向市東臼杵郡医師会や関係機関と連携し、医療人材の確保や地域医療体制の充実に努めます。
○ 地域医療を担う医療人材の負担を軽減し、働きやすい環境をつくるため、かかりつけ医の利用促進や時間外受診の抑制など市民への啓発活動を推進し
ます。
○ 安定した救急医療体制を維持するため、二次救急医療機関に対する支援に取り組みます。
○ 東郷診療所については、地域のかかりつけ医療機関として、持続可能な医療の提供に努めるとともに、新たな施設の整備に向けた検討を行います。

特別会計 0

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）
○日向市立東郷診療所整備基本計画

会 計 年 度
任 用 職 員

24
一般会計 5,601

令和３年度　部局経営方針

部局名 健康長寿部 部局長名 福永　鉄治
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２－３　高齢者福祉の充実
　高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って、安全で安心して生活できる社会づくりを推進するために、「第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（令和３年度～５年度）」に基づき、「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進を図ります。
① 高齢者の社会参加と生きがいづくり
○ 生活支援コーディネーターを活用して、生活圏域ごとにバランスよく生活支援サポーターを養成するとともに、住民主体の介護予防教室の運営支援など、
活動の場の創設に継続して取り組みます。
○ 日向市シルバー人材センターの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援します。
○ 高齢者クラブの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援します。
○ 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動に対する支援を行います。

② 地域で暮らし続けるための支援の充実
○ 地域ケア会議などを通して、地域課題の把握に努めるとともに、課題解決に向けて、住民が主体となった新たなサービスの充実に努めます。
○ いきいき百歳体操の活動に加え、料理づくりなど「プラスワン」の取組の充実を図ります。
○ 高齢者の移動手段について、旅客自動車運送事業者や関係者と情報交換を行い、地域支援事業によるサービス提供について検討します。
○ 成年後見制度の普及啓発に努め、適切な支援につなげる体制づくりや後見人に対する支援に取り組みます。
○ 認知症高齢者の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で生活できるように、関係機関との連携を強化し、必要な支援に努めます。
○ 地域共生社会の実現に向けて、自助・互助・共助・公助による全世代型地域包括ケアシステムの推進体制を構築します。

③ 介護サービスの充実と持続可能な制度運営
○ 介護給付適正化事業を推進し、適正な介護認定に努め、必要なサービスの提供と費用の効率化に取り組みます。
○ 介護サービスの質の向上を図るために、介護サービス事業所に対する指導や監査を実施します。
○ 介護サービスを安定的に提供するために、介護保険事業計画に基づき必要な介護サービス事業所の整備を行います。
○ 介護サービス事業所と連携を図り、介護人材不足の実態を把握し、介護人材の確保・育成に努めます。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

１　未来
へつな
げる人
づくり

２　安心して
産み育てるみ
んなで子育て
プロジェクト

５　女性の活躍
推進

4　中学生・高校生を含む保
健医療職者を目指す女性
に対し、地域医療講演会な
どを通して情報発信を行い
ます。

健康増
進課

- - -

　 日向入郷医療圏域は他の
地域と比べて医師をはじめ医
療従事者が特に少ない地域で
す。加えて、コロナ禍の影響に
より看護職も不足しており、医
療人材の確保が求められてい
ます。

   地域医療講演会や地域医療
を支える人材育成講演会など
を通じ、地域の中高生に医療
にかかわる職業に興味を持っ
てもらい、将来の医療従事者
の育成につなげます。

○地域医療講演会に関し「日
向市の地域医療を考える会」と
内容を協議
○地域医療を支える人材育成
講演会の周知等

○地域医療講演会の開催（令
和４年２月）
○地域医療を支える人材育成
講演会
（宮崎県北部広域行政事務組
合主催：時期未定）

2

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

３　産業人材の
確保と誰もが
働けるしごと環
境の充実

2　障害者就労支援事業の
推進や高齢者の生きがい
につながる雇用の創出に
努めます。

高齢者
あんし
ん課

シルバー
人材セン
ター支援
に要する
経費

10,360 10,300

　コロナ禍により受注先の減少
等の影響により、令和２年度収
入減となっており、大変厳しい
運営を迫られています。

　シルバー人材センターへの
運営補助を行うとともに、啓発
を通じた受注機会の拡大への
支援を行います。

　財政支援を行うともに、受注
機会の拡大につながる啓発活
動を行います。

受注機会の拡大につながる啓
発活動を引き続き行うととも
に、会員拡大に向けての広報
について支援します。

3
高齢者
あんし
ん課

生活支援
体制整備
事業

25,586 25,500

4
高齢者
あんし
ん課

一般介護
予防事業

14,794 1,950

5
2　「健康」「友愛」「奉仕」活
動に取り組む高齢者クラブ
への支援を行います。

高齢者
あんし
ん課

高齢者社
会参加・
促進事業

3,951 2,655

　高齢者クラブ数及び会員数
が年々減少しており、歯止め
がかからない状況です。
　令和３年４月現在、21クラブ
となっています。

　高齢者、あるいは各自治区
への周知及び働きかけについ
て、各自治区の集まりなどへ
の参加による広報啓発につい
て検討します。

　公共施設マネジメント会議に
おける協議を行います。

　公共施設マネジメント会議に
おける協議結果をもとに、利用
状況や関係者の意見等も参考
にしながら具体的な対応につ
いての検討を進めていきます。

6

3　高齢者の生きがいづくり
や地域の活性化に取り組
むシルバー人材センターへ
の支援を行います。

高齢者
あんし
ん課

シルバー
人材セン
ター支援
に要する
経費

10,360 10,300

　コロナ禍により受注先の減少
等の影響により、令和２年度収
入減となっており、大変厳しい
運営を迫られています。

　シルバー人材センターへの
運営補助を行うとともに、啓発
を通じた受注機会の拡大への
支援を行います。

　財政支援を行うともに、受注
機会の拡大につながる啓発活
動を行います。

受注機会の拡大につながる啓
発活動を引き続き行うととも
に、会員拡大に向けての広報
について支援します。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト

１　高齢者の活
動機会の充実

1　「生活支援サポーター」
の養成や「いきいき百歳体
操」など住民主体の介護予
防活動の拡充に取り組み
ます。

　「いきいき百歳体操」などの
介護予防教室を住民主体で継
続的に実施・拡充するために、
「生活支援サポーター養成講
座」を生活圏域ごとに実施し
「生活支援サポーター」のさら
なる確保と活用を図る必要が
あります。

　「生活支援コーディネーター」
が中心となって、「生活支援サ
ポーター」など企画・運営に携
わる人材の確保と育成を行
い、地域住民と連携した介護
予防活動の拡充を推進しま
す。

　「生活支援サポーター養成講
座」を開催し（数回シリーズ）、
人材の確保と育成を図ります。

　「生活支援サポーター」が中
心となって「いきいき百歳体
操」を継続的に実施するととも
に、新たな通いの場の創設に
努めます。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7
１　高齢者の活
動機会の充実

4　高齢者の文化、スポーツ
活動への参加を促進しま
す。

高齢者
あんし
ん課

高齢者社
会参加・
促進事業

3,951 96

　富高四半的道場、ひまわり
卓球場、屋根付運動広場を活
動の場として提供しているが、
老朽化が進んでおり、修繕が
必要な状況です。

　公共施設マネジメント推進会
議では、今後のあり方につい
て「見直し」が必要な施設とし
て位置付けています。令和３年
度も引き続き公マネ会議にお
いて協議します。

　公共施設マネジメント会議に
おいて協議を行います。

　公共施設マネジメント会議に
おいて協議を行います。

8
1　新しい介護予防・日常生
活支援総合事業に取り組
みます。

高齢者
あんし
ん課

介護予
防・生活
支援サー
ビス事業

132,730 132,730

　移動手段が確保できない高
齢者がいることなど、住み慣れ
た自宅で生活していくうえで必
要な支援策の検討が求められ
ています。

　日向市社会福祉協議会、地
域包括支援センター等の関係
機関と連携し訪問型（移動支
援）のサービス創設に取り組み
ます。

　関係機関と情報交換を行い、
サービス創設に向けた検討を
行います。

　関係機関と情報交換を行い、
必要に応じてサービスの創設
をします。

9
2　生活支援サービス体制
の充実に取り組みます。

高齢者
あんし
ん課

生活支援
体制整備
事業

25,586 25,500

　「圏域別地域ケア会議」や
「協議体」において、地域住民
等が一体となって地域資源や
支援ニーズの把握を行い、地
域の支え合い・助け合いを促
進するための基盤整備を図る
必要があります。

　「生活支援コーディネーター」
が中心となって、医療・介護の
専門職や民生委員などが連携
する「圏域別地域ケア会議」を
開催し地域課題の抽出を行
い、「協議体」を活用した課題
解決に努めます。

　「圏域別地域ケア会議」を各
圏域で開催し、地域課題の抽
出を行います。

　「圏域別地域ケア会議」で抽
出した地域課題について、「協
議体」を活用し解決に努めま
す。

10

3　中重度の要介護状態に
なっても在宅生活が継続で
きる体制づくりに取り組み
ます。

高齢者
あんし
ん課

介護予防
ケアマネ
ジメント事
業

13,000 13,000

　高齢者の生活全般にわたる
ニーズと社会資源との間に
立って、複数のサービスを適
切に結びつけ、包括的・継続
的にサービス提供を確保する
必要があります。

　地域包括支援センターと連携
し、高齢者の状態や置かれて
いる環境等に応じて目標を設
定し、その達成に向けて支援
を行います。

11
4　在宅医療と介護の連携
を図ります。

高齢者
あんし
ん課

在宅医
療・介護
連携推進
事業

311 311

　日向市・東臼杵郡の市町村
が連携し、医療機関、介護
サービス事業所等の住所や
サービス内容等をインターネッ
ト上に「資源リスト」として掲載
していますが、更新が不十分
なため活用方法を検討する必
要があります。

　関係機関と連携し、「地域資
源リスト」の情報を随時更新
し、有効的な活用に努めます。

12
３　認知症施策
の充実

1　認知症初期集中支援
チームの活用などにより、
認知症の人が適切な医療・
介護などを受けられるよう
支援します。

高齢者
あんし
ん課

認知症総
合支援事
業

14,398 9,000

　対象者が重症化している
ケースも見受けられるため、
「認知症初期集中支援チーム」
を初期段階から利用できる仕
組みを検討する必要がありま
す。

　「認知症初期集中支援チー
ム」に専門医３名、看護師１
名、作業療法士１名、精神保
健福祉士１名の認知症に対す
る専門知識と経験を持つ適切
な専門職員配置を行い、症状
が重症化する前に適切な医療
が受けられるように支援を行
います。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト

２　地域包括ケ
アシステムの深
化・推進

【通年】
　「自立支援型地域ケア会議」の継続開催、研修機会の充実等
に努め、地域における最も身近な高齢者の相談窓口である地
域包括支援センター職員の対応力向上を図ります。

【通年】
関　係機関と連携し、「地域資源リスト」の情報を随時更新し、
有効な活用を促します。

【通年】
　地域包括支援センター等の関係機関の介入により認知症が
疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメン
ト、家族支援等の初期の支援を行い、自立生活のサポートを行
い、進捗について関係者会議にて毎月情報共有を図ります。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

13

2　認知症サポーターの養
成や認知症カフェの開催な
どの支援や啓発活動に取
り組みます。

高齢者
あんし
ん課

認知症総
合支援事
業

14,398 4,989

　認知症予防は、早期発見や
認知機能を維持する日頃の生
活習慣が有効であることから、
地域住民に対して知識や理解
の普及啓発に努めるとともに、
認知症に関する相談・支援体
制の充実に取り組む必要があ
ります。

「認知症サポーター」の養成や
「認知症カフェ」を開催し、認知
症の人とその家族などの支援
や地域への啓発活動に取り組
みます。

　認知症の人やその家族など
が集い、介護者同士が支え合
える場としての認知症カフェを
継続して開設します。

　「認知症サポーター」を養成
し、正しい知識の普及と地域に
おける理解の促進と活動機会
の創設を検討します。

14
3　成年後見制度の利用促
進、相談支援体制の強化
に努めます。

高齢者
あんし
ん課

在宅高齢
者支援事
業

25,642 2,800

　成年後見制度の利用が伸び
ているなかで、受任できる専門
職の数が不足しており、日向
市社会福祉協議会が実施する
法人後見は、その受け皿とし
て、大きな役割を果たしていま
す。

　法人後見の体制整備につい
て引き続き財政的支援を行うと
ともに、市民後見人の育成等
必要な支援、連携を図っていき
ます。

　法人後見の体制整備につい
て引き続き財政的支援を行うと
ともに、市民後見人の育成等
必要な支援、連携を図っていき
ます。

　法人後見事業の実施状況を
適宜把握するとともに、意見交
換を行うなどして、次年度へ向
けてのさらなる連携を図りま
す。

15

1　かかりつけ医の利用促
進や時間外受診の抑制な
ど市民への啓発活動に取
り組みます。

健康増
進課

地域医療
体制整備
事業

1,793 1,093

　 医師不足の深刻化により救
急医療体制の維持が危機的な
状況に向かう中、不要不急の
受診は医療現場に大きな影響
を与えます。
　 地域の救急医療体制を守る
ため、適正受診について市民
の意識変革、受診行動の改善
を促進し、医師の負担軽減を
図ることが急務となっていま
す。

　 救急医療体制を守ることに
関し、 「日向市の地域医療を
考える会」の活動を支援するな
ど、市民の自主・自立的な活
動の育成・強化に努めます。
　 また、市広報や地域医療講
演会を通じた啓発に取り組み
ます。

【通年】
○「日向市の地域医療を考え
る会」への補助金交付及び定
例会への参加
○「広報ひゅうが」による初期
救急診療所の利用、県北救急
医療ダイヤル等の周知

○地域医療講演会の開催（令
和４年２月）

16

2　二次救急医療機関への
支援や県北地域でのドク
ターカー運用に向けた支援
策を検討します。

健康増
進課

- - -

   二次救急医療体制に必要な
休日・夜間の勤務医の確保に
ついて、依然として厳しい状況
が続いています。
　 二次救急医療を民間医療機
関に依存している本市におい
ては、安定した救急医療体制
を維持するための取組が必要
です。

　二次救急医療機関に対する
補助及び県立延岡病院のドク
ターカー運行経費の一部負担
について、コロナ感染症の動
向及び県と市町村との役割分
担を踏まえた検討を行います。

○ドクターカー運行経費に係る
協議（随時）

○救急勤務医支援事業補助
金の見直し（11月）

17
4　東郷診療所の在宅医療
などの充実や老朽化した施
設の整備に取り組みます。

東郷診
療所

東郷診療
所特別会
計

234,984 234,984

　在宅医療の充実等を図るほ
か、保健事業にも積極的に取
り組むこととしているが、新型
コロナのワクチン接種を優先し
て対応する必要がでてきてい
る。施設整備に向けては基本
計画の作成を進めています。

　訪問看護の２４時間体制を開
始し、在宅医療の充実を図る
ほか、施設整備に向け基本計
画の策定及び基本設計にも着
手します。

　訪問看護の２４時間体制に
ついて取り組みを開始します。
施設整備については、基本計
画を策定します。

　訪問看護や訪問診療等、地
域住民や関係機関に広く周知
します。施設整備については
基本設計を策定します。

３　認知症施策
の充実

４　地域医療・
救急医療体制
の充実

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

18
健康増進
事業

4,416 4,416

19
特定健
診・保健
指導事業

41,449 41,449

20

2　子宮がん、乳がん、大腸
がん検診の対象者に対し、
無料クーポン券を発行しま
す。

健康増
進課

がん検診
推進事業

48,515 48,515

　無料クーポン券の利用率は
低い状況です。
　クーポン券のさらなる利用促
進を図ります。

　検診受診の意識付けと検診
を受けやすい体制づくりのた
め、無料クーポン券を送付する
とともに利用について周知に
努めます。

・クーポン券の送付を行いま
す。
・若い世代が受診しやすいよう
休日の検診日程を設けるなど
環境を整えます。

・クーポン券対象者で未受診
の人に受診勧奨を行います。

21

3　特定健康診査の受診結
果に応じて生活習慣病の
発症予防や重症化の予防
など適切な保健指導を行い
ます。

健康増
進課

特定健
診・保健
指導事業

41,449 41,449

　特定保健指導実施率は国の
目標値に達していますが、特
定健診受診者で受診勧奨判定
値となった者の医療機関受診
率が低いため、保健指導を充
実していく必要があります。

　重症化予防連絡票を活用し
た受診勧奨や健診受診者の結
果に応じた保健指導の充実を
図ります。

22
4　食生活改善に向けた講
習会の開催や訪問による
適切な指導を行います。

健康増
進課

食生活改
善推進事
業

331 331
　コロナ禍により、定例会や講
習会などの活動が行えていな
い状況があります。

　感染症対策を行いながら、食
生活の見直しや改善につなが
るよう対象者に沿った講習会
等を開催します。

　生活の中で取り組めるような
食生活の改善ポイントを伝える
ための活動として地区での講
習会を実施します。

　地域活動の充実を図るた
め、新規推進員の養成を行い
ます。

23
２　自殺予防対
策の充実

1　悩みや不安を抱える市
民が相談できる窓口の周
知に努めます。

健康増
進課

自殺対策
事業

1,030 1,030

　「こころの電話帳」を作成し、
区を通じて世帯配布を行うとと
もに、薬局、スーパーなどに配
布して相談先の周知を図って
います。区未加入世帯、若い
世代へのさらなる周知を図る
必要があります。

　様々な媒体を用いて、相談
窓口の周知に努めるとともに、
区未加入者や若い世代などへ
の周知を図るため、健診など
の機会を利用し啓発を行いま
す。

【通年】
　健診や市ホームページ等を
用いて、相談窓口の周知啓発
を行います。

「こころの電話帳」の作成、配
布を行います。

1　がん検診や特定健康診
査など検診を受けやすい体
制づくりや受診率の向上に
向けた情報発信、受診勧奨
に取り組みます。

健康増
進課

　受診しやすい体制作りや
様々な方法を用いた受診勧奨
に取り組んでいますが、受診
率は国の目標値に届いていま
せん。

　受診しやすい体制づくりに加
え、事業所などへの啓発の強
化を図ります。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

２　笑顔で暮
らせる スポー
ツ・健康推進
プロジェクト

１　健康づくり
の推進

【通年】
・重症化予防連絡票を活用し受診勧奨を引き続き行います。
・健診結果説明会や骨密度測定会など様々な機会を活用し
て、対象者の状況に応じた保健指導を行います。

【通年】
・休日及び夕方検診の実施など、検診を受けやすい体制づくり
を行います。
・様々な方法を用いて、未受診者の受診勧奨を図ります。
・関係機関との連携を深め、健康に関する情報発信に努めま
す。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

24

2　自殺予防対策を支える
人材を育成するため、ゲー
トキーパー研修を開催しま
す。

健康増
進課

自殺対策
事業

1,030 1,030

　市職員、高齢者支援施設関
係者を対象としたゲートキー
パー研修を実施しました。引き
続き研修を通して、自殺のサイ
ンに気づき、適切な対応ができ
る人を育成していく必要があり
ます。

　市職員、関係機関・団体を対
象にゲートキーパー研修を実
施しゲートキーパーの知識を
持った人材を増やしていきま
す。

25
3　自殺予防週間・自殺対
策強化月間における啓発
活動に取り組みます。

健康増
進課

自殺対策
事業

1,030 1,030

　自殺予防週間、自殺対策強
化月間に合わせパネル展示な
どの啓発を行っています。周
知、啓発方法を検討し、幅広い
世代にさらなる周知を図る必
要があります。

　自殺予防週間、自殺対策月
間にあわせて啓発を行いま
す。

　９月の自殺予防週間にあわ
せ、パネル展示、ＦＭひゅう
が、広報ひゅうがを活用した啓
発を行います。

　３月の自殺対策強化月間に
あわせ、パネル展示、ＦＭひゅ
うが、広報ひゅうが等を活用し
た啓発を行います。

26
1　予防接種の実施により
感染症の予防に努めます。

健康増
進課

新型コロ
ナウイル
スワクチン
接種推進
事業

260,000 260,000

　コロナワクチン接種を行うに
あたり、医療機関の通常業務
に上乗せして協力をお願いす
ることとなり、医療機関の負担
がかなり大きいことが課題と
なっています。

　コロナワクチン接種につい
て、市民の皆さんの健康と暮ら
しを守るため、医療機関等と連
携して、市内医療機関での個
別接種、市内１会場での集団
接種を実施し、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止に
努めます。

　65歳以上高齢者　約19,500
人×70％×2回、64歳以下　約
32,400人×70％×2回を目標
に、医師会等と協力し接種を
推進します。

　引き続き、64歳以下　約
32,400人×70％×2回を目標
に、医師会等と協力し接種を
推進します。

27
2　感染症に関する正しい
知識の普及に取り組み、拡
大防止に努めます。

健康増
進課

- - -

　新型コロナウイルス感染症に
ついては、広報ひゅうがに毎月
記事を掲載しました。ＦＭひゅ
うがでの周知、市ホームペー
ジでの情報発信などで感染状
況に応じた啓発を行いました。

　新型コロナウイルス感染症
等の感染発生状況に応じ、感
染防止対策について市民への
周知啓発を行います。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

２　笑顔で暮
らせる スポー
ツ・健康推進
プロジェクト

２　自殺予防対
策の充実

３　感染症予防
対策の推進

【通年】
　広報ひゅうがやホームページ、ＦＭひゅうが等の媒体を用い
て啓発に取り組みます。

【通年】
市職員、関係機関・団体を対象にゲートキーパー研修を実施し
ます。



様式１－３　その他に取組む重点事業 【健康長寿部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
2　健康
福祉

2　健康に暮ら
せるまちづくり

②　医療体
制の確保

健康増
進課

救急医療体制整備
事業

163,841 163,841

　 今般の医療制度改革により本市
の医療提供体制も大きな影響を受
けることが予想されます。
   安定した救急医療体制を維持し
ていくことが求められます。

　 初期救急及び二次救急医療体
制の医療環境を維持するため、引
き続き、日曜・祝日在宅当番医制を
維持するほか、二次救急医療施設
に対する補助を行います。
　 また、市内公共施設等に設置し
ているＡＥＤ（自動体外式除細動器）
について、リース機器を更新しま
す。

○ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の更新
○日曜・祝日在宅当番医事業及
び日曜在宅歯科当番医事業の
実施（通年）

○医師会との意見交換を実施
○二次救急医療施設に対する補
助金交付

2
2　健康
福祉

2　健康に暮ら
せるまちづくり

②　医療体
制の確保

健康増
進課

地域医療体制整備
事業

1,793 1,793

　地域医療を取り巻く環境は、医師
の高齢化や医師・診療科の偏在な
どにより厳しさを増しています。
　 医療人材の負担軽減を図るなど
の地域医療を守る取組が必要で
す。

　 「日向市東臼杵郡医師会」と連携
しながら医師、医学生等との関係構
築を図り、医療人材の確保に向け
た取組を実施します。
　 また、かかりつけ医の利用促進、
時間外受診の抑制等法、地域医療
に関する市民意識の醸成に努めま
す。

○ 「日向市の地域医療を考える
会」の活動支援（通年）

○医師会との意見交換を実施
○「日向の医療について語ろう
会」の開催（本資出身又はゆかり
のある医師や医学生など医療関
係者による意見交換）
○地域医療講演会の開催

3
2　健康
福祉

3　高齢者福祉
の充実

③　介護
サービスの
充実と持続
可能な制度
運営

高齢者
あんし
ん課

【介護特会】任意事
業

2,074 2,074

　居宅介護支援事業所の介護支援
専門員が作成したケアプランが、ケ
アマネジメントのプロセスを踏まえ、
自立支援等に資するよう、平準化を
図る必要があります。
　そのため、質の高いケアプランを
作成するための全体研修や、ケア
プラン作成に必要なアセスメントや
課題整理のための技術の向上が課
題となっています。

［取組内容］
　介護保険における要介護認定・要
支援認定を受けた被保険者及び
「介護予防・日常生活支援総合事
業」における事業対象者に対して作
成されるケアプラン（居宅介護支援
事業所のケアマネジャーが作成し
たもの）が、ケアマネジメントのプロ
セスを踏まえ、自立支援等に資する
適切なケアプランとなるように、研
修会の開催やプラン作成支援を行
います。

上半期］
自立支援型ケアマネジメント研修
を開催します。
ケアプラン作成支援を実施しま
す。
（８月～９月：のべ10回実施予定）

［下半期］
ケアプラン作成支援を実施しま
す。
（１０月～３月：のべ30回実施予
定）



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1 健康長寿部

　　「日向市職員広報・広聴マニュアル」
の活用や情報発信に関する研修会な
どを受講し、職員の広報意識の醸成や
情報発信力の強化に努めます。

2 健康長寿部

　季節に合わせた疾病や怪我、ワクチ
ン接種などの健康増進につながる情報
を発信します。
　また、新診療所整備についての進捗
状況についての情報も随時発信しま
す。

・新型コロナウィルスワクチン解説
・東郷診療所での新型コロナウィルス
ワクチン接種体制案内
・各種疾病や怪我についての解説
・新診療所整備についての情報

・東郷診療所での新型コロナウィルス
ワクチン接種体制案内
・各種疾病や怪我についての解説
・新診療所整備についての情報

3 健康長寿部 健康増進課
　こころの相談に関する相談窓口の周
知や各種健（検）診を含めた健康につ
いての情報発信に取り組みます。

4
市民ニーズの
的確な把握

健康長寿部
高齢者あんし
ん課

　「第８期日向市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（令和３～５年）」に
ついて、有識者委員、専門職委員、市
民代表委員で組織する策定委員会を
開催します。

5 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

健康長寿部 全課
　地域防災計画や業務継続計画(ＢＣ
Ｐ)に基づき、情報伝達訓練や防災訓
練等に取り組みます。

6
市民に開か
れた市役所
づくり

窓口サービス
の充実

健康長寿部 全課
　関係課で構成する窓口サービス向上
委員会に参加し、窓口利用者の利便性
の向上に取り組みます。

7
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

健康長寿部 全課
　情報公開制度に基づき、適正な運用
に努めます。

市民に信頼される行
政サービスの提供

【通年】
　情報公開制度に基づき、適正な運用に努めます。

広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実

全課

【通年】
　広報計画、ＰＤＣＡシートを作成するとともに、「広報ひゅうが」などの広報媒
体による市民への情報提供、情報発信を積極的に行います。

【通年】
　広報ひゅうがやホームページＦＭひゅうが等の様々な媒体を用いた周知啓
発を行います。

【通年】
　策定委員会において、委員の専門的知見に基づいた進捗状況の検証を行
います。

【通年】
　情報伝達訓練や災害対応訓練に参加し、職員対応能力の強化を図ります。

【通年】
　窓口サービス向上委員会への参加を行い、窓口利用者の利便性の向上に
向けた改善策等を協議します。



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

8
計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

健康長寿部 全課

　ＰＤＣＡサイクルの充実強化を図りな
がら事務事業の必要性や効果、コスト
を総合的に判断し統廃合を含めた事務
事業の見直しに取り組みます。

　次年度予算編成に向けた調査等の
機会を活用し、事務事業の見直しに取
り組みます。

　事務事業の見直し結果を踏まえ、次
年度予算要求を行います。

9
民間活力の
活用

健康長寿部
高齢者あんし
ん課

　行政サービスの質の向上や効果的・
効率的な業務遂行を目的として民間委
託、指定管理者制度等の活用などに取
り組みます。

10
職員の働き方
改革

健康長寿部 全課
　時間外勤務の縮減や振休・年休の取
得推進に努めます。

11
公営企業等
の経営健全
化

健康長寿部 東郷診療所
地域のかかりつけ医療機関として、住
民との関係性を高め、診療収入の改善
を図ります。

訪問看護や訪問診療、その他、出前
講座の実施等により、住民との関係性
を高め、利用者や来院者の増につな
げます。

診療所から住民へ診療内容の情報発
信を行い、来院患者の増並びに診療
収入の確保を図ります。

12 健康長寿部 全課
　「日向市補助金交付ガイドライン」に
より各補助金を効果的・効率的にかつ
適正に運用します。

　補助事業の適正な評価と見直しを行
います。

　適正な評価と見直しの結果に基づ
き、次年度予算要求を行います。

13 健康長寿部 健康増進課

○救急勤務医支援事業補助金

[内容]　圏域の二次救急医療機関(３病
院)において、休日・夜間に救急対応を
行う医師に支払われる手当に係る補助
[経緯]　Ｒ元年　 医師確保が厳しい状
況の下、支援の縮小は困難として終期
を２年間延長

　 救急搬送件数の推移、他自治体の
助成制度の状況、コロナ感染症の動
向、医療制度改革の動向などを基に
検討

　検討結果に基づく予算措置

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進

未来につなげる財政
運営

適正な財政
運営

補助金等の
見直し

【通年】
　老人福祉センター、養護老人ホーム等の公の施設管理について、引き続き
指定管理者制度により民間活力を活用します。

【通年】
　業務マニュアルの作成(見直し)等により業務の効率化を図り、時間外勤務の
縮減や振休・年休の取得の推進に努めます。



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

14
債権管理の
推進

健康長寿部
高齢者あんし
ん課

　会計年度任用職員（介護保険料徴収
業務）を活用した電話・文書による催告
を実施するとともに、高額滞納者への
滞納処分を強化します。また、介護保
険料滞納による給付制限の周知を行
い、納付意識を高めていきます。

　滞納者の財産調査を進め、高額滞
納者への滞納処分を実施します。ま
た、窓口等での納付指導では、保険
料滞納に伴う給付制限について詳細
な説明を行い、納付意識を高めます。
　令和３年９月末時点での普通徴収収
納率について、現年度分42％、滞納
繰越分12％を目指します。

　令和３年度末の普通徴収収納率に
ついて、現年度分90％（5月末）、滞納
繰越分40％（3月末）を目指します。

15
使用料、手数
料の見直し

健康長寿部
高齢者あんし
ん課

　公共施設の使用料・手数料の見直し
について財政課等庁内関係各課の検
討状況も参考にしながら検討を進めま
す。

16
広告掲載事
業の拡充

健康長寿部 健康増進課

　市の公共施設等に設置しているＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の一部につい
て、「広告付きＡＥＤ設置事業」を活用
し、今年度予定している機器の更新費
用を削減します。

導入施設の選定及び機器の設置
【導入予定台数　７台】

－

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保 【通年】

　使用料等の見直しについて、調査・研究を進めます。
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正　 職 　員
19 一般会計 989,211 日向市観光戦略

特別会計 0

再任用職員 2

任 期 付 職 0
１．商工部門
【基本姿勢】
　商工観光部は、「新たな挑戦で活力ある産業が育ち、元気な人が集うまち」づくりに向けて、地域経済の振興とにぎわい創出のための各種施策
に取り組みます。
　「日向市中小企業振興条例」や「細島港を核としたグランドデザイン」などの各種計画に基づき、関係機関と連携しながら、産業の集積や中小
企業の振興、雇用の創出、人材育成等の施策を実施し、重点戦略に掲げる「若者と女性に選ばれるまち“日向”」の実現を目指します。

【総合計画・基本理念】
　総合計画に掲げる「人権尊重」「市民協働」「地域力活用」の基本理念に基づき、以下の事業に取り組むことで、「海・山・人がつながり　笑
顔で暮らせる　元気なまち」の実現を目指します。
（１）重要港湾・細島港の物流機能の強化・効率化や新たな定期航路の誘致などに取り組み、物流拠点を核とした産業振興を目指します。
（２）港を活用した地域のにぎわいづくりのために、魅力ある親水空間の創出に向けた取組を行います。
（３）サーフィンなどの日向市の魅力を生かしたワーケーションなどの取り組みを通じ、本市の関係人口の増加と企業誘致の実現を目指します。
（４）優良で魅力的な企業立地の促進及び地元企業の成長、発展により、多様な職業、就業が選択できる環境づくりを推進します。
     また、企業が必要とする人材を確保するために、都市部からのＵＩＪターンの促進や質の高い人材の育成に取り組みます。
（５）企業の人材育成の支援や経営力の強化を図ります。
（６）日向市産業支援センターによる継続的な支援により、中小企業等の「強み」を生かした売上げの向上を図るとともに、起業者育成にも取り
組みます。

特別会計

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

2
一般会計

令和３年度　部局経営方針

部局名 商工観光部 部局長名 長友　正博
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２．観光部門
【基本姿勢】
「新しい日向市観光推進計画」の最終年度にあたる令和２年度においては、世界的な新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、国内外への渡
航は制限され、インバウンドは消滅し、国内においても緊急事態宣言による外出や移動の自粛が要請されるなど、旅行需要は激減しました。
　このような状況のなか、本市においても、GOTOトラベルにあわせ、隣県等に向けた域内観光商品造成や宿泊キャンペーン等の誘客事業に取り
組みましたが、結果的に旅行需要や地域経済の回復には遠く及ばず、令和２年度の市内観光入客数等は前年を大きく下回りました。
　今後、速やかにワクチンの接種が行われたとしても、発生前の状況に戻るには、しばらくの期間が必要と考えられるため、令和２年度に予定し
ていた新たな計画の策定を一年先延ばしし、令和３年度中に、臨時的に「新しい生活様式」状況下での観光対応、施策を考える「ウィズコロナ期
観光戦略」を策定するこことしています。
　なお、令和３年度は、「新しい日向市観光推進計画」の基本方針を継承しつつ、第２次日向市総合計画後期基本計画に掲げた具体的な施策や、
さらに観光の再生に向けた観光関連事業者の支援やターゲットを捉えた情報発信等に取り組みます。

【総合計画・基本理念】
本市のまちづくりを進める上で尊重されるべき「人権尊重」「市民協働」「地域力活用」の基本理念に基づき、以下の事業に取り組むことで、
「海・山・人がつながり　笑顔で暮らせる　元気なまち」の実現を目指します。

【総合計画・基本目標】
　総合計画に掲げる以下の基本目標の実現に向け、それぞれの施策を展開します。
（１）産業振興：「新たな挑戦で活力ある産業が育ち、元気な人が集うまち」
○ 異業種間のマッチングによる販路拡大や新分野への進出を支援し、人材育成や新規雇用の創出に取り組みます。（３－４）
○ 創業や新分野への進出を促進するために、事業に必要な知識や技能を習得する研修会の開催などを支援します。（３－４）
〇 企業が必要とする人材を供給していくために、都市部からのＵＩＪターンを促進するとともに、質の高い人材を育成します。（３－４）
○ 地場産品事業者の振興のため、物産展の開催や新商品開発、販路拡大に向けた支援を図ります。（３－４）
○ 日向ひとものづくりセンターなどと連携し、ものづくり技術の向上や若手技術者の育成、第２次産業の雇用の確保などに取り組みます。（３－
５）
○ 多様な人材が働ける場所を確保するため、関係機関との連携を強化し、企業への啓発活動や相談支援体制の充実を図ります。（３－５）
○ 雇用機会の創出を図るため、セミナーや就職説明会を開催するなど、移住（ＵＩＪターン）を促進し、就業人口の拡充に努めます。（３－５）
○ 細島４区工業団地への企業誘致に取り組むとともに、新たな工業用地の確保に努めます。（３－６）
〇 多様な企業の誘致を進めるために、企業ニーズに対応した支援策の構築に努めます。（３－６）

（２）社会基盤：「快適で魅力ある機能的な住みやすいまち」
○ 「細島港港湾計画」の着実な実行について、国や県に働きかけます。（５－５）
○ 課題に対応した細島港の整備に向けて、関係者や地元との調整などに協力します。（５－５）
○ 磯場の自然環境を守るために、ブルーカーボンに関する啓発活動や自然保全活動の促進に取り組みます。（５－５）
○ 関係者と連携し、新たな憩いとにぎわいの場となるよう商業港地区の緑地エリアの整備を促進します。（５－５）
○ 県外へ流出している貨物や他県からの貨物を細島港に定着させるため、物流体制とポートセールの強化、貨物集荷に対する支援等を推進しま
す。（５－５）
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【総合計画・基本目標】
３　新たな挑戦で活力のある産業が育ち、元気な人が集うまち
３－７　地域を活性化する観光の振興
（１） 地域資源を生かした観光交流の推進
　○差別化された観光プロモーションや「新たな生活様式」に対応した観光コンテンツの造成に取り組みます。
　○既存観光資源や伊勢ヶ浜門前まち、細島地区、美々津地区、東郷地区及び中心市街地を生かした周遊型観光を推進します。
　○子供たちの遊び場や市民の憩いの場となる屋外環境を創出するため、日向サンパーク内に大型遊具やドッグラン等を整備します。
（２） 広域観光圏による観光ルートの磨き上げと観光交流の拠点づくり
　○インフラツーリズムやサイクルツーリズムなど県や近隣市町村と連携し、広域的な観光事業に取り組みます。
　○観光客の動向を分析し、多様な情報発信ツールを活用した効果的で魅力を感じる情報発信に努めます。
（３） リラックス・サーフタウン日向の推進
　○国内外のサーフィン大会や合宿を誘致し、地域経済の活性化に取り組みます。
　○ビーチを楽しむ環境づくりに取り組みます。
　○お倉ヶ浜海水浴場駐車場の有料化に取り組みます。
（４） 牧水の生誕地・東郷を生かした魅力づくり
　○牧水公園のふるさとの家の改修や野外キャンプの需要の高まりに合わせた、地域の魅力を情報発信します。
（５） 重要伝統的建造物群保存地区「美々津」を生かした魅力づくり
　○滞在型・体験型観光メニューの造成を支援し、広く情報発信します。
（６） スポーツタウン日向の推進
　○プロ野球やJリーグ、社会人、大学生などによるスポーツキャンプ、大会の誘致に取り組みます。
（７） 新たな関係人口の創出
　○旅行者や全国のひょっとこ踊り愛好者、各種イベント参加者、クルーズ客船寄港者など、日向市と関わりをもった方が応援してくれる、再訪
してもらえる関係人口の増加に取り組みます。
（８） 観光関連事業者の経営継続に向けた支援
　○新型コロナ感染症により疲弊した市内観光関連業者に関し、経営継続に向けた各種施策の推進を行います。
（９）アフター・コロナ期を見据えた誘客プロモーション等
　○観光消費喚起事業として、「日向ファン拡大プロモーション事業」により、プロモーション動画、ポスター、ノベルティーの制作を行い、総
合的なプロモーションを展開するとともに、参加体験型観光イベント「日向ファン拡大推進事業」を実施します。

【行財政改革大綱に基づく行動計画】
　○第三セクターの経営健全化
　　（株）日向サンパーク温泉による経営継続断念により休館中である「温泉館」の施設譲渡による民設民営による再開を目指すとともに、大型
遊具等の施設整備による来場者増による経営の健全化を図ります。
　○公営企業等の経営健全化
　　（株）東郷町ふるさと公社が指定管理を行う「牧水公園ふるさとの家」他施設について、老朽化した施設の改修を行うとともに、食事処の
「牧水庵」を民間に貸し出し、稼働させることで、牧水公園の利用者の増加につなげ、経営の健全化を図ります。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【商工観光部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

１　未来
へつな
げる人
づくり

２　安心して
産み育てるみ
んなで子育て
プロジェクト

５　女性の活躍
推進

3　女性の再就職に向けた
支援を行います。

商工港
湾課

[新型コロ
ナ対策]就
職支援事
業

560 560

　市内女性の結婚・出産期に
あたる世代の就業率が低いこ
とから、育児等が落ち着き再
就職を目指す女性の就職活動
に対する支援が必要です。

　出産や子育て等で再就職を
目指している女性を対象にし
た就職説明会及びセミナーを
開催します。

・求職者に対する就職説明会
を開催

・地域雇用創造協議会と連携
した女性のための再就職応援
セミナーを開催

2
1　国内主要都市での企業
立地セミナーを開催しま
す。

商工港
湾課

企業誘致
推進事業

79,902 238

　例年、首都圏等で開催される
企業立地セミナーに参加し、企
業誘致や販路拡大支援等に
取り組んでいますが、令和２年
度以降は新型コロナの影響も
あり、リモートによるセミナー参
加のみの対応となっています。

　展示会等を活用した企業誘
致や販路拡大支援等に取り組
むとともに、アフターコロナに向
けての新たな働き方にも対応
する企業誘致への対応を検討
します。

3

2　県外企業などの本社機
能移転や地元企業の本社
機能拡充などを促進しま
す。

商工港
湾課

　市外に本社を置く誘致企業
等への本社機能移転の提案
についても検討していますが、
本社機能移転を提案できる企
業が少ないため、地元企業の
拡充等を重点的に支援してい
ます。

　地元企業の本社機能の拡充
に取り組むとともに、コロナ禍
により地方への移転を検討す
る企業等に向けて、本社機能
移転の提案をしていきます。

4

3　細島４区工業団地の市
有地について、企業立地や
地場企業の事業拡大に向
けた情報発信に取り組みま
す。

商工港
湾課

　Ｈ30年度末に購入した細島４
区工業団地用地が令和２年度
に完売しており、コロナ禍にお
いても多くの問い合わせがあ
る細島工業団地への企業誘致
が、民有地へのマッチングの
みの対応となっています。

　企業訪問や企業立地セミ
ナーへの参加等により、最新
の企業ニーズの把握に努める
とともに、都市部からのＵＩＪ
ターンの促進や優良な人材の
育成を通じ、新たな企業の誘
致や地元企業の発展・成長を
推進します。

5

4　ＩＴ事業者などを対象に、
空き店舗・空き家を活用し
た企業誘致に取り組みま
す。

商工港
湾課

　若者や女性から求職ニーズ
が高いＩＴ関連企業を誘致する
ために適した物件が少ない状
況です。

　ワーケーションやサテライト
オフィス、コワーキングスペー
スといった新しい働き方に対応
する誘致施設への企業誘致に
向け、情報収集と企業へのア
プローチに取り組みます。ま
た、ワーケーション実証実験に
参加する企業、個人への誘致
に向けた情報提供等を行いま
す。

73,270

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

１　若者や女性
が活躍できる
企業誘致の推
進

企業誘致
推進事業

79,902

【通年】
新型コロナ感染症の状況を見ながら、都市圏での企業立地セ
ミナー参加を調整するとともに、状況に応じて、リモートによる
セミナー参加を検討します。

【通年】
地元企業の本社機能の拡充に向けた企業からのヒアリングを
積極的に進めるとともに、コロナ禍により地方への移転を検討
する企業の情報収集に努めます。

【通年】
新型コロナ感染症の状況を見ながら、企業訪問やヒアリング等
を通じ、細島工業団地内の民有地等への企業誘致のマッチン
グ及び地場企業の事業拡大に取り組みます。

【通年】
新型コロナ感染症の状況を見ながら、都市圏での企業立地セ
ミナー参加を調整するとともに、サテライトオフィス誘致に向け
た市内の空き店舗等の情報収集を行います。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【商工観光部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6

１　若者や女性
が活躍できる
企業誘致の推
進

5　ＩＴ関連技術者の育成及
び県外からのＩＴ関連従事
者の移住（ＵＩＪターン）を促
進します。

商工港
湾課

　サテライトオフィスの設置が
想定されるIT事業者の企業誘
致についても、コロナ禍により
在宅勤務のみの形態を取る企
業も増えており、対策を講じる
必要があります。

　ＩＴ技術者の育成や、高度な
技術を持ったＵＩＪターン者の確
保に取り組むとともに、その受
け入れ先となる関連企業の誘
致に取り組みます。

7
２　強みを生か
した新たな産業
の拡大

2　電池産業に対する事業
拡大を支援します。

商工港
湾課

　近年の米中貿易摩擦の影響
を受け、自動車関連産業であ
る電池産業にも影響が出てい
る状況です。一方で、国内での
防災意識の高まりに伴い、乾
電池などの製品については、
好調な動きを見せています。

　引き続き、工場の新設や増
設等に対して、企業立地促進
条例に基づく支援をしていきま
す。

8

1　「日向市産業支援セン
ター」を運営し、中小企業の
抱える様々な悩みや相談・
課題解決策の提案を行い
ます。

商工港
湾課

ひむかｰ
Biz運営事
業

28,200 28,067

　市内商工業者数が減少する
中、商工業者の経営安定、新
規起業、事業承継等の推進を
図るため、コーディネーターを
配置し積極的に相談・支援業
務を行う必要があります。

　「日向市産業支援センター」
を運営し、の販路拡大や新た
な分野への進出、若者や女性
の起業を後押しするため、細
やかな経営相談とフォローアッ
プを行います。

9

2　事業計画、商品開発、資
金調達、販路開拓に至る支
援や起業に関する相談・支
援を行います。

商工港
湾課

ひむかｰ
Biz運営事
業

28,200 133

　市内商工業者数が減少する
中、商工業者の販路拡大や新
分野への進出、新規起業・事
業承継を後押しするため、相
談・支援業務を強化する必要
があります。

　日向地区中小企業支援機
構、日向市産業支援センター、
日向商工会議所、東郷町商工
会、日本政策金融公庫等関係
機関との連携を強化し、商工
業者及び起業希望者等の支
援を行います。

10

３　産業人材の
確保と誰もが
働けるしごと環
境の充実

1　人材育成セミナーや雇
用拡大セミナーなどを実施
します。

商工港
湾課

日向市地
域雇用創
造協議会
に要する
経費

10,164 1,664

　就業率が低下する中、雇用
の確保・創出を図るため、人材
育成セミナーや雇用拡大セミ
ナー等を積極的に行う日向市
地域雇用創造協議会の運営を
支援する必要があります。

日向地域雇用創造協議会を開
催するとともに、運営再開を支
援します。

・日向地域雇用創造協議会を
開催
・日向地域雇用創造協議会の
運営再開準備

・日向地域雇用創造協議会の
運営支援

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

企業誘致
推進事業

79,902 73,270

２　中小企業、
小規模事業者
への支援

【通年】
企業へのヒアリング等を通じ、地場企業の事業拡大を支援しま
す。

【通年】
・定例報告会等連携会議の開催

【通年】
・日向地区中小企業支援機構役員会、創業支援・事業承継連
携会議、ひなたイノベーションセンター等各連携会議の開催

 【通年】
新型コロナ感染症の状況を見ながら、都市圏での企業立地セ
ミナー参加を調整するとともに、移住セミナー等でも積極的に
情報発信を行います。
さらに、ワーケーション等を通じて、ＩＴエンジニア等の人材の移
住に向けた情報提供を行います。
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番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

11

３　産業人材の
確保と誰もが
働けるしごと環
境の充実

3　地域ナレッジ情報サイト
を活用した求人など総合的
な情報発信を行います。

商工港
湾課

就業支援
に要する
経費

856 831

　就業率が低下する中、就業
機会の拡大や移住・定住の促
進を図るため、就職に関する
総合的な情報提供を行う必要
があります。

既存の就職情報ポータルサイ
トを統合し、就職や福祉、くらし
の情報等の充実・一元化を図
り、情報発信の強化に努めま
す。

・「ひゅうがJOBナビ」と「るーく
る」（閉鎖）の統合
・「ひゅうがJOBナビ」への求人
情報、企業情報等の掲載、内
容充実

・「ひゅうがJOBナビ」を通し求
人情報、企業情報等の提供

12

３　産業人材の
確保と誰もが
働けるしごと環
境の充実

4　高校生・大学生、都市部
の地元出身者などを対象と
した就職説明会を開催しま
す。

商工港
湾課

就業支援
に要する
経費

856 25

　地元高校生の市内就職率が
低い等若者の人口流出が危
惧される中、次世代を担う人材
の育成・確保に努める必要が
あります。

　若者の人口流出を抑制する
ため、高校生を対象とした就職
準備セミナー等を開催します。

・日向地区の高校へのセミ
ナー実施の希望調査

・地元企業を講師とした高校生
就職準備セミナーを開催
・県と連携した高校生企業ガイ
ダンスを開催

13
商工港
湾課

商工業振
興事業

1,614 1,000

　雇用の確保・創出を図るた
め、誰もが活躍できる仕事づく
りを目指し、ワークライフ・バラ
ンスの推進等働く環境の整備・
充実に努める必要がありま
す。

　労働者が長く働き続けられる
環境を目指し、退職金共済等
の加入を促進する等、企業の
労働環境の改善を支援しま
す。

・商工会議所等と連携、企業へ
の退職金共済制度説明及び
加入推進

・退職金共済制度への新規加
入企業に対する補助金の交付

14
商工港
湾課

商工業振
興事業

1,614 14

　雇用の確保・創出を図るた
め、企業が行うワーク・ライフ・
バランスの取組みを推進し、多
様な人材が活躍できる社会づ
くりを目指します。

　ワーク・ライフ・バランス等に
取り組む優良企業を認定し、
社員が生き生きと働くことがで
きる環境づくりを推進します。

・認定を受けようとする企業か
らの申請受付
・「社員が輝く！先進企業」認
定委員会にて認定企業を選考

・「社員が輝く！先進企業」表
彰式の開催

15
１　細島港の機
能強化と物流
の促進

1　ポートセールスや貨物集
荷奨励事業、荷役効率の
向上などにより競争力の強
化を図ります。

商工港
湾課

物流等対
策事業

19,464 19,464

　奨励補助について、他港との
競争力で劣ることの無い補助
の在り方を検討する必要があ
ります。

　新型コロナ感染症の状況を
見ながら、県内外の企業訪問
を行い、新規貨物の取り込み
のため、県とも連携してポート
セールス活動を行うとともに、
コンテナ補助等のインセンティ
ブについても、他港の情報収
集を行いながら、適宜見直しを
行います。

・貨物集荷奨励補助金の周
知、交付

・都内での県港湾セミナーへの
参加
・貨物集荷奨励補助金の交付
・船舶給水料金負担金の支出

16
１　細島港の機
能強化と物流
の促進

2　ＲＯＲＯ船の貨物集荷、
増便を促進します。

商工港
湾課

物流等対
策事業

19,464 19,464

　市内企業の大型ＲＯＲＯ船就
航により、貨物量の増加が期
待されましたが、コロナ禍によ
り増加のスピードが鈍化してい
ます。また、増便に対応する岸
壁が受け入れ先である大阪
府・大阪市ともに不足している
ため、引き続き調整や支援が
必要となります。

　横須賀市や大阪府、大阪市
などと連携を図り、定期航路の
維持や新規航路の実現に向け
た協議・検討を行います。
　港運事業者や関連団体と連
携し、インセンティブの充実を
図ることで、物流の効率化や
モーダルシフトを推進します。

・貨物集荷奨励補助金の周
知、交付

・関西圏でのセミナー等への参
加
・貨物集荷奨励補助金の交付

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

１　活力を生
み出す「 しご
と 」 づくり プ
ロジェクト

４　ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

1　ワーク・ライフ・バランス
について理解促進を図るた
めに、商工会議所など関係
機関と連携し、周知拡大に
取り組みます。

２　強みを活
かした「 稼げ
る 」産業振興
プロジェクト



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【商工観光部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

17
１　細島港の機
能強化と物流
の促進

3　細島臨海工業団地に隣
接した岸壁の整備を促進し
ます。

商工港
湾課

重要港湾
等整備事
業

240,721 240,721

　ＲＯＲＯ岸壁や18号岸壁の事
業化について、関係者との調
整に充分な協議と説明が必要
となります。

　国、県はもとより、関係機関
や地元との更なる連携を図る
とともに、港湾協会等を活用
し、細島港の整備と機能の充
実を推進します。

・関係機関や地元等と連携し、
国、県に対して令和４年度予
算の要望活動に取り組みま
す。

・岸壁整備の事業化・早期完
成に向け、更なる要望活動を
行います。

18
１　細島港の機
能強化と物流
の促進

4　「みなとオアシスほそし
ま」を中心とした港湾のにぎ
わい創出に取り組みます。

商工港
湾課

みなとオ
アシス推
進事業

259 259

　賑わい創出に向けた事業計
画を策定したものの、コロナ禍
により令和２年度に事業が行
えないなど、事業の遅れが見
られます。
　また、令和２年度に九州の関
係自治体による組織が結成さ
れましたが、事業自体は行っ
ていない状況です。

　みなとオアシスほそしま協議
会を中心に、県や地元団体、
企業等と連携して、「細島港商
業港地区の活性化に向けた将
来構想」に基づく取組を推進し
ます。
　また、「みなとオアシス」九州
ブロック協議会に参加し、地域
間連携に取り組みます。

・事業計画の策定
・賑わい創出事業の実施
・全国組織総会への出席

・賑わい創出事業の実施

19

1　東九州メディカルバレー
構想に基づき、地元企業の
医療機器産業への新規参
入を支援します。

商工港
湾課

企業誘致
推進事業

79,902 3,432

　医療関連ビジネスは、製品開
発や品質管理などにおいて新
規参入のハードルが高く、難し
い面があります。

　東九州メディカルバレー構想
に基づき、県や他市町村と連
携して、医療関連ビジネスへの
参入を目指す地場企業への継
続的な支援に取り組んでいき
ます。

・宮崎県北部医療関連産業振
興等協議会の事業計画の承
認
・県補助金の活用に向けた地
元企業への意向調査

・県補助金活用の地元企業へ
のフォローアップ

20

3　再生可能エネルギー関
連企業の立地に向けた研
究開発や事業に対する支
援を行います。

商工港
湾課

企業誘致
推進事業

79,902 331

　マグネシウム循環社会構想
推進協議会は、意見交換のみ
で進展があまり見られません
が、関連企業との接触機会と
しては貴重なものとなっていま
す。

　引き続き、マグネシウム循環
社会構想推進協議会に参加
し、情報収集や意見交換を行
います。また、再生可能エネル
ギー関連企業の立地に向けた
支援や各種調整を行っていき
ます。

21

1　食の魅力や特色あるお
土産品など、様々なメディ
アを活用し、国内外へ向け
た情報発信に取り組みま
す。

観光交
流課

観光客誘
致推進事
業

9,778 -

　これまで長年、日向の食の魅
力の開発などに取り組んでき
たましたが、市域への観光誘
客を牽引するグルメの開発す
るに至っていません。

　旅行先選定の大きな要素で
あるその土地のならではのグ
ルメやお土産品などを、観光
情報とともに広く情報発信し、
市外からの誘客につなげるて
いきます。

・日向ファン拡大プロモーション
事業の展開
・へべすや細島岩かきなど、本
市の食の魅力の発信

・日向ファン拡大推進事業実施
・SNS等を活用し食の魅力を発
信

22
2　市外の観光イベントなど
へ参加し、販売促進に取り
組みます。

観光交
流課

観光客誘
致推進事
業

9,778 -

　コロナ禍にあって、都市圏な
どどの往来が制限させるな
か、観光物産展などの観光プ
ロモーション事業の実施が困
難となっています。

　ウィズコロナ期においては、
近隣自治体や隣県など、マイ
クロツーリズム層を意識した近
場のイベント等に積極的に参
加します。

・まつり宮崎グルメストリートな
どに出店、広く情報発信。

　市内や近隣自治体の観光イ
ベントや県内の道の駅集合イ
ベントやなどに参加。

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

２　強みを活
かした「 稼げ
る 」産業振興
プロジェクト

２　強みを生か
した新たな産業
の拡大

７　観光４駅の
活性化

【通年】
Ｍｇ循環社会構想推進協議会を通じた情報収集及び細島工業
団地内の民有地等への企業誘致のマッチングに取り組みま
す。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【商工観光部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

23
１　地域資源を
生かした観光
交流の推進

1　差別化された観光プロ
モーションや「新しい生活様
式」に対応した観光コンテン
ツの造成に取り組みます。

観光交
流課

観光誘客
再起事業

9,778 -

　インバウンド需要が消滅し国
内旅行も激減する中するな
か、マイクロツーリズムや新し
い生活様式に対応したコンテ
ンツを造成する必要がありま
す。

　ウィズ・アフターコロナ期にお
いては、「新たな生活価値観と
旅のスタイル」を提案し、収束
を見据えた観光客の再誘客の
ための事業を展開していきま
す。

・日向ファン拡大プロモーション
事業の展開
・新たな観光コンテンツ造成に
着手

・日向ファン拡大推進事業を推
進
・観光コンテンツ造成を支援
・SNS等を活用した情報発信

24
１　地域資源を
生かした観光
交流の推進

2　既存観光資源や５つの
観光拠点伊勢ヶ浜門前ま
ち、細島地区、美々津地
区、東郷地区、中心市街
地）を生かした周遊型観光
を推進します。

観光交
流課

観光客誘
致推進事
業

9,778 -

　新型コロナウィルス感染症の
収束時期も明らかでない状況
にあるが、コロナ禍の中、ウィ
ズ・アフター・コロナ期における
観光施策の方針として、観光
戦略を策定する必要がありま
す。

　観光関連産業のＶ字回復
や、アフターコロナ期の旅行需
要、その後のインバウンド需要
の回復を見据えた新たな観光
戦略を策定します。

・市内観光事業者の事業継続
のための支援
・観光戦略策定委員会を組織
・策定に向けた情報収集等

・市内観光事業者の事業継続
のための支援
・観光戦略策定委員会の開催
・観光データ分析

25

２　広域観光圏
による観光
ルートの磨き上
げと観光交流
の拠点づくり

1　インフラツーリズムやサ
イクルツーリズムなど、県
や近隣市町村と連携し、効
果的な広域観光事業に取
り組みます。

観光交
流課

広域観光
ルート推
進事業

1,805 1,805

　誘客の多角化や観光資源の
磨き上げを通じた域内連携が
推進がされるなか、より効果的
ですピーと感のある事業を展
開するために、国や県事業等
を活用する必要があります。

　マイクロツーリズム層をター
ゲットに絞り、圏域の魅力を
SNSなどを活用して情報発信
し、さらに新しい生活様式に対
応した新たな観光コンテンツの
充実に取り組みます。

・サイクルツーリズムの推進
・域内のサイクルコースの造成
・サイクルマップの作成

・キャンプ情報などのSNS発信
・インフラツーリズムなどの実
証事業
・ツアーの企画、催行

26

1　サーフィンを核とした観
光プロモーションを展開し、
国内有数のサーフスポット
としての認知度向上に取り
組みます。

観光交
流課

サーフタ
ウン日向
推進事業

12,149 5,797

　サーフタウン日向の情報発
信に特化したホームページの
運営とSNSを活用した情報発
信を継続して行っていきます。

　サーフタウン日向の情報発
信に特化したホームページの
運営とPR動画の配信、リアル
タイムでの波情報の提供、イン
スタグラムを活用したサーフス
ポットの情報を発信していきま
す。

・サーフプロモーションPR動画
の配信
・ライブカメラによる波情報の
提供
・SNS等によるサーフスポット
の情報発信

・サーフプロモーションPR動画
の配信
・ライブカメラによる波情報の
提供
・SNS等によるサーフスポット
の情報発信

27
2　国内外のサーフィン大会
や合宿を誘致し、地域経済
の活性化に取り組みます。

観光交
流課

サーフタ
ウン日向
推進事業

12,149 6,070

　お倉ヶ浜ビーチハウス内に安
全で安心なサーフスポットを提
供する目的でサーモセンサー
を設置しました。また、水難事
故防止、新型コロナ感染症対
策として注意喚起アナウンス
や看板等を設置しました。

　開催が予定されている国際
サーフィン大会や国内の大会
をサポート、PRしていくことで
サーフスポットとしての認知度
向上に取り組みます。

・医科歯科大学サーフィン大会
の開催
・サーフスポットの安全対策、
巡回等

・国際サーフィン大会の開催
・サーフスポットの安全対策、
巡回等

28
3　ビーチを楽しむ環境づく
りに取り組みます。

観光交
流課

ビーチイ
ベント開
催事業

5,000 5,000

　県内外から多くのサーファー
が訪れるお倉ヶ浜では、安心
で安全なサーフスポットを提供
するための検温等を実施し、
市民に対しても安心して旅行
者を受け入れる体制を整える
必要があります

　９月に予定しているビーチイ
ベントの開催やサーフィン教
室、定着しつつあるビーチアル
ティメット大会をサポートしてい
きます。また、感染状況を見な
がら検温所の設置などを検討
していきます。

・イベント開催に向け実行委員
会の立ち上げ
・ビーチイベントの開催
・水難防止訓練への協力
・感染拡大状況に応じた感染
症防止対策の実施

・ビーチアルティメット大会の開
催
・感染拡大状況に応じた感染
症防止対策の実施

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

３　リラックス・
サーフタウン日
向の推進



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【商工観光部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

29
4　滞在型観光メニューの
開発に取り組みます。

観光交
流課

サーフタ
ウン日向
推進事業

12,149 -

　サーフィン以外の観光客を滞
在させるための観光メニュー開
発には至っておらず、サー
ファーでなくとも楽しめる体験コ
ンテンツの造成が必要です。

　リラックスサーフタウン日向
基本構想に基づき、サーフィン
以外でも多様な楽しみ方がで
きる環境づくりに務めます。

・サーフスポットを訪れる旅行
者の意識調査
・民間事業者と連携した事業企
画及び造成

・ワーケション層をターゲットに
した体験コンテンツの造成
・民間事業者と連携した事業の
催行、検証

30
5　お倉ヶ浜海水浴場駐車
場の有料化に取り組みま
す。

観光交
流課

サーフタ
ウン日向
推進事業

0 0

　お倉ヶ浜海水浴場駐車場の
有料化を検討するにあたり、他
自治体の状況を調査しました。
有料化するためには駐車場に
隣接する民有地への対応が大
きな課題です。

　駐車場に隣接する民有地の
状況を調査し、各地権者の意
向を確認しながら、有料化に
向けて検討していきます。

・駐車場隣接民有地の調査
・関係団体との協議

・有料化に向けての方針の決
定

31
４　牧水の生誕
地・東郷を生か
した魅力づくり

3　新しい生活価値観や野
外キャンプの需要の高まり
に合わせ、地域の魅力を広
く情報発信します。

観光交
流課

観光客誘
致推進事
業

9,778 -

　牧水庵の有効活用について
は、昨年度条例を改正し、民
間への貸し出しする公募を実
施しましたが、優先交渉者が
辞退したことにり、再公募を余
儀なくされました。再公募にお
いても、応募者がいなかったこ
とから、条件等の見直しを検討
する必要があります。

　観光拠点の魅力の一つとな
りえる牧水庵貸出の公募条件
等を見直し、再度公募を実施し
ます。また、日向ファン拡大プ
ロモーション及び推進事業によ
り、誘客に務めます。

・牧水庵公募条件の見直し、公
募開始
・牧水公園や河川プールの魅
力を発信
・新たなキャンプ施設設置に向
けた調査、研究

・キャンプサイトやコテージを、
近場キャンパーや家族層など
に広く情報発信
・イベントの企画、催行

32

５　重要伝統的
建造物群保存
地区「美々津」
を生かした魅力
づくり

1　滞在型・体験型観光メ
ニューの造成を支援し、広
く情報発信します。

観光交
流課

観光客誘
致推進事
業

9,778 -

　令和２年度をもってお舟出プ
ロジェクトは終了しましたが、
引き続き、伝建地区の魅力
や、お舟出の地をアピールして
いく必要があります。

　民宿やゲストハウス、またカ
フェなどの民間事業者と連携し
て、マイクロツーリズムやワー
ケーションも意識した滞在型・
体験型観光コンテンツの造成
をすすめます。

・事業の広報、事業提案者との
調整
・「地方型コト消費」実施企画
の募集

・「地方型コト消費」実施企画
の実践
・SNSを活用した情報発信
・事業者の自走化、収益化を
支援

33
６　スポーツタ
ウン日向の推
進

1　プロ野球やＪリーグ、社
会人、大学生などによるス
ポーツキャンプ、大会の誘
致及び環境整備に取り組
みます。

観光交
流課

スポーツ
キャンプ
活性化事
業

5,978 5,978

　引き続き、県や関係機関等と
連携しながら、プロ野球をはじ
めとしたスポーツキャンプの誘
致を進めていくとともに、老朽
化している野球場や新たなス
ポーツキャンプのニーズに対
応する環境の整備を図る必要
があります。

　プロ野球やプロサッカーチー
ムのキャンプのほか、集客性
のあるスポーツイベント等を県
や関係機関と連携して誘致し、
観光誘客と地域経済の活性化
を目指します。

・東北楽天ゴールデンイーグル
ス２軍をはじめとするスポーツ
キャンプ誘致に向けた活動
・キャンプ受入環境整備の調
査・検討

・キャンプ実施団体等との調整
・キャンプ受入時のサポート
・みやざきフェニックス・リーグ
など集客性のあるスポーツイ
ベント等の誘致・開催

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

３　リラックス・
サーフタウン日
向の推進



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【商工観光部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
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34

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

８　新たな関係
人口の創出

1　旅行者や全国のひょっと
こ踊り愛好者、各種イベント
参加者のほか、ふるさと納
税やワーケーションなどを
通して関わりを持った方が
応援してくれる、再訪しても
らえる関係人口の増加に取
り組みます。

観光交
流課
商工港
湾課

【観光】※
繰越事業
[新型コロ
ナ対策]
観光消費
喚起事業
観光誘客
再起事業

【商工】
[新型コロ
ナ対策]
ワーケー
ション推進
事業

14,000
（繰越事業

45,000）

14,000
（繰越事業

45,000）

【観光】
アフター・コロナ社会を見据
え、本市における「新たな生活
価値観と旅のスタイル」を提案
するなどの総合的なプロモー
ションを展開することで、新た
な関係人口の創出と地域経済
の立て直しを図る必要があり
ます。

【商工】
　令和２年度からワーケーショ
ン実証実験を行い、企業によ
る協業の打診や報道機関から
の取材対応など、大きな反響
があったところです。
　一方で、海岸部や市街地に
おいて、施設整備等に対し法
規制により事業実施が制限さ
れるなどの課題も浮き彫りと
なったため、今後の対応が必
要となります。

【観光】
　日向ファン拡大プロモーショ
ン事業の成果物等を活用し、さ
らに推進事業により参加体験
型観光イベントを実施すること
で、さらなる関係人口や移住者
の増加を図ります。

【商工】
　ワーケーション実証実験を長
期的に行い、事業のニーズ調
査や将来的な商業化に向けた
採算性の検討を行います。

【観光】
・日向ファン拡大プロモーション
の展開
・参加体験型観光イベント企画
の公募

【商工】
　新型コロナ感染症の状況を
見ながら、実証実験に向けた
事業者選定及び事業計画の
策定、参加者の募集等を行
い、実験開始の準備を行いま
す。
　実験開始後は、地元との交
流や滞在中の体験プログラム
の調整等、委託事業者の後方
支援を行います。

【観光】
・日向ファン拡大推進事業の実
施
・参加体験型観光イベントの実
施

【商工】
　上半期に引き続き、実証実
験の地元調整等の後方支援を
行うとともに、委託事業者と次
年度以降の事業形態について
の検討を行います。

35

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

３　自然が残
る美しいまち
づくりプロジェ
クト

４　空き家の適
切な管理と利
活用

2　空き家・空き店舗を移住
者向け住居やワーケーショ
ンなどに活用します。

商工港
湾課

[新型コロ
ナ対策]
ワーケー
ション推進
事業

14,000 14,000

　ワーケーションは、あくまでも
企業誘致や移住への入口なの
で、活用可能な施設について
も、しっかりと検討を重ねる必
要があります。

　ワーケーション実証実験を長
期的に行い、事業のニーズ調
査や将来的な商業化に向けた
採算性の検討を行います。

【通年】
ワーケーション参加者へ空き家情報を提供し、移住検討に向け
た足掛かりとします。また、空き店舗等を利用してのワーケー
ションオフィスの開設に向けた取り組みを支援します。



様式１－３　その他に取組む重点事業 【商工観光部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
商工港
湾課

商工会議所等運営
補助事業

12,031 12,031

　市内商工業者数が減少する中、
日向商工会議所及び東郷町商工
会の活動を支援し、市内商工業者
の経営安定、起業・事業承継の推
進を図ります。

・日向商工会議所及び東郷町商工
会に対し運営補助金を交付します。
・日向商工会館の利活用を促進す
るため、市民交流プラザの運営に
対し補助金を交付します。
・日向商工会議所及び東郷町商工
会の行う小規模事業者経営改善普
及事業の実績に応じ補助金を交付
します。

・各種補助金の交付
・補助対象事業の進捗及び実績
の確認

2
商工港
湾課

ふるさと融資事業 3,250 3,250

　令和元年度末に就航したRORO
船の造船に際し、ふるさと融資制度
を活用し、市内事業者への無償貸
し付けを行ったほか、保証料に係る
補助制度を創設しました。

　ふるさと融資制度を活用し、新規
造船を行った市内事業者の保証料
について、支援を行います。

・補助に向けた協議、連絡等 ・保証料補助金の交付

3
商工港
湾課

商工業振興事業 1,614 600

　就業率が低下する中、市内商工
業者の経営安定や勤労意欲の向
上を図るため、関係団体等と各種
事業の調整を行うとともに、表彰事
業等を行います。

・商工施策を総合的かつ計画的に
推進するため、中小企業振興会議
を開催します。
・優良従業員の表彰及び優れた技
能者の認定を行います。
・ものづくりの優れた技術の普及啓
発を図るため、「技能まつり」の開催
を支援します。

・中小企業振興会議を開催
・優良従業員及び優れた技能者
の選定
・技能まつりを開催する実行委員
会に対し、補助金を交付

・中小企業振興会議を開催
・優良従業員を表彰及び優れた
技能者を認定

4

②　高度な
技術力を生
かした工業
の振興

商工港
湾課

地場産業振興事業 5,413 5,413

　コロナ禍によりイベント等が中止と
なり、地場産品を展示即売する機
会が減っていることから、地場産業
振興団体の活動を支援し、展示即
売会等の開催を促します。また、全
国唯一のはまぐり碁石の産地とし
て、碁石産業の活性化と囲碁文化
の普及を図ります。

・販路拡大や事業者の活力向上を
図るため、日向物産振興協会及び
日向市地場産業振興対策協議会
の活動を支援します。
・「国文祭・芸文祭みやざき」の一環
として行われる「囲碁サミット」及び
「はまぐり碁石まつり」の開催を支援
します。

・日向物産振興協会及び日向市
地場産業振興対策協議会に対し
補助金を交付
・「囲碁サミット」及び「はまぐり碁
石まつり」を開催する実行委員会
に対し補助金を交付

・日向物産振興協会及び日向市
地場産業振興対策協議会の活
動を支援
・「囲碁サミット」及び「はまぐり碁
石まつり」の開催を支援

5
5　雇用の確保
と創出

①　就業の
場の確保と
雇用の創出

商工港
湾課

日向市地域雇用創
造協議会に要する
経費

10,164 8,500

　就業率が低下する中、雇用の確
保・創出を図るため、国の「地域雇
用活性化推進事業」を受託する日
向市地域雇用創造協議会の活動を
支援します。

　国の「地域雇用活性化推進事業」
を受託し、委託料が振り込まれるま
での事業費の貸し付けを行いま
す。

・事業費の一部を貸し付け ・貸付金の返還を受ける

3　産業
振興

4　商工業の振
興

①　活力あ
る商業の振
興



様式１－３　その他に取組む重点事業 【商工観光部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
3　産業
振興

5　雇用の確保
と創出

①　就業の
場の確保と
雇用の創出

商工港
湾課

就業支援に要する
経費

856 －

　雇用の確保・創出を図るため、誰
もが活躍できる仕事づくりを目指
し、ワークライフ・バランスの推進等
働く環境の整備・充実に努める必要
があります。

　労働者が長く働き続けられる環境
を目指し、企業の労働環境の改善
を支援します。また、ワーク・ライフ・
バランス等を推進し、誰もが生き生
きと働くことができる環境づくりを支
援します。

　関係団体、関係機関等と連携し
た啓発活動の実施

　関係団体、関係機関等と連携し
た啓発活動の実施



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【商工観光部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

商工観光部 全課
　市ホームページや広報誌を有効に活
用し、コロナ関連施策をはじめ、商工観
光各般の情報発信を行います。

　広報計画の策定、広報推進員の選
定を行うとともに、報道機関へ積極的
な情報提供を行います。

　報道機関への効果的な情報発信を
行うとともに、広報推進員の研修参加
を推進します。

2
市民ニーズの
的確な把握

商工観光部 全課
　各部局において、外部団体等を通じ
た情報収集を行い、市民ニーズに対応
した的確な情報発信を行います。

　各種総会・会議等を通じて、市民
ニーズの把握に努めます。

　外部団体との連携や各種アンケート
等を通じた市民ニーズの把握に努め
ます。

3 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

商工観光部 全課
　地域防災計画等に基づき、各種訓練
への参加を通じ、対応能力の向上に努
めます。

　情報伝達訓練等に参加し、防災対
応向上に活かします。

　台風災害等による公共施設や誘致
企業施設の被害調査等を適切に行い
ます。

4
窓口サービス
の充実

商工観光部 全課

　接遇マニュアル等を遵守するととも
に、市民の目線に立った対応をするこ
とで、窓口利用者の利便性の向上に取
り組みます。

　専門用語等を多用することなく、市
民目線に立ったわかりやすい説明を
行います。

　引き続き、接遇マニュアルに則った
対応を心がけます。

5
電子行政
サービスの充
実

商工観光部 全課
　市ホームページ等を活用し、電子行
政サービスの充実を図ります。

　市のホームページを活用し、各種計
画の掲載や申請様式のダウンロード
化によるサービスの充実化を図りま
す。

　年度中の進行管理を含め、ホーム
ページの適切な運用を行います。

6
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

商工観光部 全課
　個人情報保護条例等に基づき、個人
情報の適切な対応に努めます。

　情報公開制度や個人情報保護に係
る研修参加を通じ、制度の適正な運
用に努めます。

　情報公開制度や個人情報保護に係
る研修参加を通じ、制度の適正な運
用に努めます。

7
効果的・効率的な行
政経営の推進

計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

商工観光部 全課

　事務事業評価に基づき、事業効果や
費用対効果を総合的に判断し、統廃合
を含めた事務事業の見直しを行いま
す。

　部局経営方針の策定や事務事業評
価等の実施による事業の見直しを行
います。

　事務事業の見直しを新年度予算要
求に反映することで、事業の適正化を
図ります。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

市民に開か
れた市役所
づくり



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【商工観光部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

8
内部統制体
制の整備

商工観光部 全課
　日頃の定例会等を通じ、部内の課題
共有をはじめとした情報共有を図りま
す。

　部内会議等を通じた情報伝達、リス
ク管理等の共有を図ります。

　業務における課題等を業務マニュア
ルに反映し、効率化を図ります。

9
民間活力の
活用

商工観光部 全課
　外部団体と連携し、民間活力との協
働による取り組みを推進します。

　協働先との年度計画の策定を行い、
効率的な事業運営を行います。

　引き続き、協働先との連携を図ると
ともに、次年度に向けた見直し等を行
います。

10 ＩＣＴの利活用 商工観光部 全課
　ＩＣＴ利活用による業務効率化の可能
性について、調査研究を行います。

　研修等を通じ、所管業務のＩＣＴ化の
可能性を検証します。

　研修等を通じ、所管業務のＩＣＴ化の
可能性を検証します。

11
職員の働き方
改革

商工観光部 全課
　効率的な業務管理により、職員の
ワークライフバランスの向上に努めま
す。

　人事評価期首面談等を通じ、職員の
希望する多様な働き方のニーズ把握
に努めます。

　業務分担の見直しや職員の休暇取
得推進により、ワークライフバランスの
向上に努めます。

12
第三セクター
の経営健全
化

商工観光部 観光交流課

(株)日向サンパーク温泉
平成26年度から赤字が続いており、債
務超過となっていたため、「温泉館」の
経営継続を断念し、経営改善に取り組
む。また、誘客を図るため、休館中の
温泉館について施設譲渡により民設民
営による再開を目指すとともに大型遊
具等施設整備を行う。

・大型遊具等整備工事のプロポーザ
ル方式による業者選定・契約・詳細設
計

・大型遊具等整備工事の実施
・ドッグラン整備工事の実施

13
第三セクター
の経営健全
化

商工観光部 観光交流課

(株)東郷町ふるさと公社
コロナ禍により急激に落ち込んだ利用
者を回復するために、老朽化した施設
等の整備を行うとともに、牧水庵を民間
へ貸し出すことで有効活用を図り、観
光誘客などの支援を行う。

・ふるさとの家外壁改修工事の補助金
交付申請及びトイレの洋式化工事の
実施
・牧水庵の民間への貸し出しについて
の再々公募

・ふるさとの家外壁改修工事の実施

未来につなげる財政
運営

適正な財政
運営

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【商工観光部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

14
適正な財政
運営

補助金等の
見直し

商工観光部 全課
　事務事業評価に基づく補助金の効果
検証を行い、見直しを検討します。

　客観的視点による事務事業評価を
行い、補助金の見直しを検討します。

　事務事業評価を結果を受け、見直し
が必要な補助金については、次年度
予算へと反映します。

15
自主財源の
確保

使用料、手数
料の見直し

商工観光部 全課
　周辺市町村の事例等も参考にしなが
ら、公平な使用料、手数料の見直しを
検討します。

　公平な使用料、手数料の徴収に向
け、周辺市町村等の情報収集を行い
ます。

　周辺市町村の事例等も参考にしな
がら、公平な使用料、手数料の見直し
を検討します。

未来につなげる財政
運営



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名 農林水産部 部局長名 児玉　貴

【総合計画・基本目標】
3-1 農業の振興
　○地域の特性を生かした農畜産物の安定的な生産や６次産業化、農商工連携などによる高付加価値化を推進するとともに、担い手の確保、農地の集積に
取り組みます。
3-2 林業・木材産業の振興
　○安定した木材供給を行うために必要な生産基盤の充実を図るとともに、資源循環型林業システムの推進などにより持続可能な森林経営の支援に取り組
みます。
3-3 水産業の振興
　○水産資源の保護・増殖や安全・安心な水産物の供給、持続可能で安定した漁業経営の基盤強化に取り組みます。
5-1 秩序ある土地利用と都市空間の形成
　○地籍調査の計画的な実施を図るため、調査の簡略化や新たな技術の活用による効率化に取り組みます。
6-5 未来につなげる財政運営
　○ふるさと納税事業の適正運用に努め、本市の施策や魅力、返礼品等の情報を積極的に発信し、寄附の増加に取り組みます。

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

任 期 付 職
員

5

6

会 計 年 度
任 用 職 員

4

再任用職員

【基本姿勢】
　本市の特色（強み）を生かした農林水産業の振興により稼げるまちづくりに取り組みます。
　また、地域資源を活用した６次産業化やふるさと納税制度を活用した地場産品の流通拡大に取り組むため、「ブランド推進課」を「ふるさと物産振興課」に組
織改編し、人員体制の強化を図るとともに、より効果的な情報発信などにつなげる新たな事業の構築に取り組みます。

【総合計画・基本理念】
（１）人権尊重
　○農林水産業への就業希望者に対し、県や関係団体と連携し、それぞれの経験や生活設計に応じた支援に努めます。
　○ライフステージに対応した家族経営協定の締結推進などにより、農林水産業の就業者の誰もが性別に関係なく個性や能力を十分に発揮できる環境づく
りに努めます。
（２）市民協働
　○労力サポートシステムの充実により、主婦やシニア層、障がい者など多様な担い手が農林水産業の分野において活躍できる地域社会の実現を目指しま
す。
　○地産地消とともに地域外への流通拡大に向け、生産者と製造業、流通業、観光業など多様な事業者が協力し合うネットワークの構築を目指します。
（３）地域力活用
　○農林水産業従事者だけではなく、地域住民が一体となって取り組む共同活動を支援することにより、農山漁村が有する多面的機能を維持・発揮を図りま
す。
　○ふるさと納税制度を活用し、地域の農林水産物を積極的に発信するとともに、寄附の増加による自主財源の確保に努めます。

一般会計 10,350

「稼げる地場産品プロジェクト推進基本構想（仮称）」

特別会計

特別会計

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員 32
一般会計 988,934



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【農林水産部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

1　就農希望者、新規就農
者に対する農地のあっせん
や事業の活用支援など、農
業の担い手の確保・育成に
努めます。

農業畜
産課

農業人材
力強化総
合支援事
業

10,550 10,550

　農産物価格の低迷、燃油や
資材の高騰など、厳しい経営
環境にある中、担い手の確保・
育成を図るためには、経営が
不安定な新規就農者等に対す
る支援が必要です。

　国の農業次世代人材投資事
業費補助金による支援を継続
するとともに、同補助金の交付
対象とならない親元就農等の
新規就農者に対し、県事業を
活用し支援を行います。

・農業次世代人材投資事業費
補助金（国）の交付（９月までに
交付、対象予定者：１名）
・農業人材投資事業費補助金
（県・市）の交付（９月までに交
付、対象予定者：５名）

・農業次世代人材投資事業費
補助金（国）の交付（交付時
期：１月～２月、対象予定者：５
名）

2

2　集落営農の組織化や農
作業支援組織の利用促
進、女性農業者や農業法
人に対する支援など、多様
な担い手の確保に努めま
す。

農業畜
産課

多面的機
能支払交
付金事業

33,326 32,326

　高齢化の進展に伴う農家数
の減少により、農地や農業用
施設の維持管理が困難な状況
が生じていることから、地域住
民と一体となって取り組む共同
活動を支援する必要がありま
す。

　着実な事業推進を図るため、
活動組織における様々な地域
課題の解決に向けた助言等の
支援を行います。

　農村地域が有する多面的機
能について地域住民への普
及・啓発を行うとともに、活動
組織の役員会に参加し、課題
の抽出や事業の情報提供等
の支援を行います。

　活動組織の役員会に参加
し、取組成果や課題の整理、
それらを踏まえた次年度の活
動計画作成について支援を行
います。

3
3　担い手への農地集積を
推進し、作業の効率化によ
る収益の向上を図ります。

農業畜
産課

農地中間
管理事業

3,140 3,140

　担い手不足や高齢化の進展
等による農地の荒廃化の防止
や、担い手の経営安定化を図
るため、農地集積を支援する
必要があります。

　担い手への集積が計画され
ている下水流地区及びほ場整
備を行っている鵜毛・籾木地区
において、農地集積を推進す
るため、利用権設定に係る支
援を行います。

・下水流地区
　利用権設定（７月始期）に係
る支援を行います。

・鵜毛・籾木地区（ほ場整備実
施地区）
　１２月までに、工事完了地区
の利用権設定及び換地処分
完了地区の利用権再設定に
係る支援を行います。

4
4　「へべす」など地域の特
性を生かした農畜産物の安
定的な生産を推進します。

ふるさと
物産振
興課

日向地域
のブランド
確立推進
事業

1,693 1,693
　へべすの需要拡大に伴う、
出荷量の拡大と安定的な生産
の必要があります。

　新たに作付けを希望する生
産者に対し、苗木の補助を行
い、生産拡大に取り組みます。

　JA日向と連携し、苗木補助
の希望者の掘り起こしを行い
ます。

　へべすや薬草などの苗木の
新植に対する補助を実施しま
す。

5
1　林道などの路網の整備
推進や間伐などの森林整
備を促進します。

林業水
産課

森林整備
推進事業

14,000 14,000

　林道や森林作業道等の路網
の整備、人材育成及び普及啓
発等の必要な措置を講じ、持
続可能な森林経営を支援する
必要があります。

・森林施業に必要な林道の改
良（１箇所）及び市民への普及
啓発に伴う森林公園の整備を
行います。
・伐採等の森林整備時に支障
となる既存の作業道を継続的
に使うための路網改良に対す
る支援を行います。

・9月までに、上大谷森林公園
の四阿改修を行います。
・４～５月に対象経費・補助条
件等の交付要綱を策定し、８
月までに事業対象箇所を選定
します。

・3月までに１箇所の林道の改
良を行います。
・３月までに補助要綱に基づく
事業を完了します。

6
2　林業担い手の確保など
に対する支援を行います。

林業水
産課

林業成長
産業化地
域創出モ
デル事業

3,263 2,230

　本市の林業就業者数は、横
ばいの状況で推移しています
が、高齢化が進んでいるため、
新たな林業の担い手の確保に
努めるとともに、就労環境の充
実に取り組む必要があります。

　地域構想に基づき、①再造
林の推進、②担い手の確保、
③森林資源の利活用、④普及
啓発の推進に係る各種事業に
取り組みます。

　都市部等における就労希望
者の募集を７月から開始しま
す。

・２月までに森林組合等におい
て、就労希望者への体験研修
会を実施します。
・２月までに高校生を対象に、
森林・林業教育プログラムを実
施します。

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

２　強みを活
かした「 稼げ
る 」産業振興
プロジェクト

３　農業の担い
手確保と生産
性向上

４　資源循環型
林業システム
の推進



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【農林水産部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7
2　林業担い手の確保など
に対する支援を行います。

林業水
産課

林業振興
費

7,240 5,000

　本市の林業就業者数は、横
ばいの状況で推移しています
が、高齢化が進んでいるため、
新たな林業の担い手の確保に
努めるとともに、就労環境の充
実に取り組む必要があります。

　林業担い手の確保及び育成
並びに福利厚生の増進を図る
ため、林業担い手総合対策基
金事業補助金を交付します。

　４月までに補助金の交付の
対象となる者への交付決定を
行います。

　12月までに補助金の交付の
対象者となる者の増減を確認
し、必要に応じて変更交付決
定を行います。

8
3　木材利用の拡大を図り
ます。

林業水
産課

林業振興
費

7,240 12

　構造材だけではなく内装材な
どへの新たな利活用や輸出に
よる木材需要の拡大、木材加
工施設の生産性向上を図るこ
とにより、森林所有者の所得
向上につなげる必要がありま
す。

　公共施設や民間住宅、商業
施設などへの木材の利用を促
進します。

　宮崎県木材需要拡大推進会
議への負担金により、耳川流
域材を含めた「みやざきスギ」
の販路拡大を支援します。

　宮崎県木材需要拡大推進会
議への負担金により、耳川流
域材を含めた「みやざきスギ」
の販路拡大を支援します。

9

4　コンテナ苗による通年造
林を推進し、「伐って、使っ
て、すぐ植える」仕組みづく
りに取り組みます。

林業水
産課

林業成長
産業化地
域創出モ
デル事業

3,263 520

　主伐する森林所有者が増加
する一方で、高齢化や後継者
不足などにより再造林が進ま
ない状況です。コンテナ苗の普
及による通年造林を促し、森
林資源の循環利用を図る必要
があります。

　地域構想に基づき、①再造
林の推進、②担い手の確保、
③森林資源の利活用、④普及
啓発の推進に係る各種事業に
取り組みます。

・９月までに森林組合、素材生
産業者等の関係者間における
再造林情報バンクに関する検
討会議を開催します。
・９月までに森林組合等に低コ
スト造林実証事業委託を行い
ます。

・２月までに再造林情報バンク
を設置します。
・３月までに低コスト造林実証
事業について、これまでの成
長量調査、生育状況や育林経
費等の検証・分析を行います。

10

4　コンテナ苗による通年造
林を推進し、「伐って、使っ
て、すぐ植える」仕組みづく
りに取り組みます。

林業水
産課

森林づくり
推進事業

4,600 2,500

　スギ・ヒノキなどの人工林が
主伐期を迎えており、森林資
源の循環利用や国土保全を図
る上からも再造林の推進が必
要です。

　国土保全造林事業を継続実
施し、再造林に対する露地苗
造林補助（100千円以内/ｈａ）
とスギコンテナ苗木造林補助
（120千円以内/ｈａ）を行いま
す。

　伐採届出書の受付や伐採パ
トロールを通じて再造林の状
況把握及び意識啓発に取り組
みます。

　国・県の補助事業完了後、森
林組合から申請の受付け、事
業の確認を行います。

11
1　藻場の保全や水産資源
の保護・増殖に努め、生産
基盤の強化を支援します。

林業水
産課

水産多面
的機能発
揮対策事
業

226 226

　不安定な海況や藻場の消失
など漁場を取り巻く環境は厳し
く、水揚高にも影響を及ぼして
おり、藻場の造成などの生産
基盤の整備に取り組む必要が
あります。

　平岩港地先の藻場におい
て、ウニ等の駆除及びモニタリ
ング等により、藻場を再生・保
全し、藻場干潟等の持つ多面
的機能の維持・保全を図りま
す。

　「平岩採介藻グループ」の活
動計画策定を支援します。

　活動計画に基づいた藻場の
再生・保全活動の支援に取り
組みます。

12

2　漁船や機関・設備の近
代化、漁業の担い手確保な
どに対する支援など漁業者
の経営基盤の強化を図りま
す。

林業水
産課

漁業振興
育成事業

22,895 13,171

　高齢化の進行や後継者不足
等により組合員が減少し、組
織・経営の健全化及び安定化
が課題となっており、新たな就
業者の確保や外国人材の活
用など、経営安定化に向けた
取り組みが必要です。

　漁船保険料の助成及び各種
利子助成、新規就業者への支
援等により、漁業経営の安定
化及び水産業の振興を図りま
す。

・水産人材投資事業補助金の
活用により、新規就業者への
支援を行います。
・外国人技能実習生の研修等
への支援を行います。

　漁船保険料や共済掛金の助
成及び各種利子助成に係る漁
協からの申請受付を実施しま
す。

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

２　強みを活
かした「 稼げ
る 」産業振興
プロジェクト

４　資源循環型
林業システム
の推進

５　水産資源の
保護・増殖と経
営基盤の強化
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番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
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（千円）
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13
５　水産資源の
保護・増殖と経
営基盤の強化

3　「細島いわがき」の生産
拡大やブランド力の強化に
向けた支援を行います。

林業水
産課

漁業振興
育成事業

22,895 518

　イワガキの生産量は年々増
加しており、新たな特産品とし
て生産拡大が期待されます
が、気象の影響等により生育
状況に差があるため、安定し
た生産体制の構築を図る必要
があります。

　　「細島いわがき」のブランド
確立・生食出荷のための支援
等により、漁業経営の安定化
及び水産業の振興を図りま
す。

・生産体制の拡充や販路拡大
に向けた取り組みを継続しま
す。
・イワガキの生食用出荷の支
援を継続します。

　生産体制の拡充や販路拡大
に向けた取り組みを継続しま
す。

14
1　「へべす」など特色ある
地域資源の認知度向上・流
通拡大に取り組みます。

ふるさと
物産振
興課

へべす振
興対策事
業

4,500 4,500

　今までの認知度向上の取り
組みにより、需要が高まってい
るため、高付加価値化と更な
る消費拡大に取り組む必要が
あります。

　発祥の地としての強みを生
かした「へべす」の情報発信や
関係機関等と連携した販路の
拡大・定着に取り組みます。

・プロジェクト会議HPの情報更
新、内容の充実を図ります。
・「へべす収穫祭」を開催しま
す。
・県外ファン拡大のため、オン
ラインイベントを開催します。

　プロジェクト会議HPの情報更
新、内容の充実を図ります。

15

2　地域資源を活用した６次
産業化による新たなサービ
スや加工品の開発など「稼
げる」産業の支援を行いま
す。

ふるさと
物産振
興課

稼げる地
場産品プ
ロジェクト
推進事業

6,000 6,000

　コロナ禍による消費動向の
変化をとらえ、本市の強みを生
かした新たな地場産品の開
拓、販路拡大等が必要とされ
ています。

　本市の強みを生かした地場
産品等の開拓のため、専門家
の知見を取り入れた現状分
析、課題の整理、次年度以降
の施策概要の計画策定に取り
組みます。

・プロポーザル方式により計画
策定事業者を選定します。
・地場産品開拓のための現状・
課題等の整理を行います。

　強みを生かした地場産品に
よる稼げる仕組みづくりのため
の次年度以降の施策の計画を
策定します。

16
3　ふるさと納税制度を活用
した地場産品の流通拡大
に取り組みます。

ふるさと
物産振
興課

ふるさと日
向市応援
寄附金事
業

342,783 5,620

　返礼品事業者数72者
（R3.3.31現在）
　更なる返礼品事業者及び返
礼品数の増加を図り、ポータ
ルサイト掲載など地場産品の
情報発信の機会を創出し、流
通拡大につなげます。

・商工会議所やひむか-Bizな
ど市内関係機関と連携し、返
礼品事業者及び返礼品の新
規開拓を図ります。
・返礼品事業者連絡会を開催
し、返礼品数の拡大につなげ
ます。

・商工会議所やひむか-Bizな
ど市内関係機関と連携し、多く
の産業界に返礼品の提案を行
います。
・返礼品事業者に対して返礼
品掲載の提案を行います。

　返礼品掲載数を拡大し、寄
附金の増加を図ります（ふるさ
とチョイスでの掲載目標300品
目）。

17

1　食の魅力や特色あるお
土産品など、様々なメディ
アを活用し、国内外へ向け
た情報発信に取り組みま
す。

ふるさと
物産振
興課

へべす振
興対策事
業
稼げる地
場産品プ
ロジェクト
推進事業

6,000 0

　へべすなど本市の地域特性
を生かした地場産品の情報発
信力強化を図る必要がありま
す。

　発祥の地としての強みを生
かした「へべす」やその他地場
産品の情報発信を行います。

・プロジェクト会議HPの情報更
新、内容の充実を図ります。
・地場産品の新たな素材の掘
り起こしを行います。

・プロジェクト会議HPの情報更
新、内容の充実を図ります。
・地場産品の新たな素材の検
証等を行います。

18
2　市外の観光イベントなど
へ参加し、販売促進に取り
組みます。

ふるさと
物産振
興課

へべす振
興対策事
業
稼げる地
場産品プ
ロジェクト
推進事業

6,000 0
　魅力ある地場産品の開発を
行い、販売促進を図る必要が
あります。

　へべすなど、本市の強みを
生かした地場産品の販売促進
に取り組みます。

・地場産品の販路拡大につな
がる調査分析を行います。
・へべすのわかりやすい料理
法を紹介したレシピ本の販売
に取り組みます。

　観光４駅ほか、市内小売店
等で新規販売可能な魅力ある
地場産品の掘り起こしを行い
ます。

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

２　強みを活
かした「 稼げ
る 」産業振興
プロジェクト

６　地場産品の
流通拡大とふ
るさと納税制度
の活用

７　観光４駅の
活性化



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【農林水産部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

19

1　旅行者や全国のひょっと
こ踊り愛好者、各種イベント
参加者のほか、ふるさと納
税やワーケーションなどを
通して関わりを持った方が
応援してくれる、再訪しても
らえる関係人口の増加に取
り組みます。

ふるさと
物産振
興課

ふるさと日
向市応援
寄附金事
業

342,783 7,100

　体験型の返礼品について
は、コロナ禍により県外からの
受け入れが困難な状況が発生
した場合、寄附受付の調整を
行うなどの影響が考えられま
す。
　寄附者全員に「使い道のご
報告」を発送し、寄附の使途に
ついて報告を行い、本市の取
り組みへの賛同につなげてい
ます。

・アフターコロナを見据えた新
たな体験型返礼品の開拓を行
います。
・寄附者全員に「使い道のご報
告」を発送し、本市の取組への
賛同を得ることでリピーター確
保につなげます。

　アフターコロナを見据えた新
たな体験型返礼品の開拓のた
め、関係者に提案を行いま
す。

　リピーター確保の取り組みと
して、令和3年11月に寄附者全
員に「使い道のご報告」を発送
します。また、過去の寄附者を
含めこれまでの寄附者に対し
てダイレクトメールを送信しま
す。

20
2　在京日向会や近畿日向
会に参加し、県外在住者と
の交流を深めます。

ふるさと
物産振
興課

ふるさと日
向市応援
寄附金事
業

342,783 250

　在京日向会及び近畿日向会
を通してふるさと納税の情報発
信を行っています。令和２年度
はコロナ禍により総会自体が
開催されず、参加することがで
きませんでした。

　在京日向会（毎年11月開催）
及び近畿日向会（毎年2月開
催）へ出席し、ふるさと納税や
返礼品事業者の紹介を行いま
す。
　開催されない場合は、カタロ
グを送付する等ふるさと納税
の周知依頼を行います。

　在京日向会及び近畿日向会
事務局に対して、事務局通知
文書等に、日向市からのコロ
ナ禍お見舞い文書及びふるさ
と納税や返礼品事業者のPR
文書の同封をお願いします。

　在京日向会及び近畿日向会
に参加し、ふるさと納税や返礼
品事業者のPRを行います。総
会自体が開催されない場合
は、カタログを送付する等ふる
さと納税の周知について依頼
します。

21

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

３　国土強靭化
の推進

9　防災重点ため池の整備
に取り組みます。

農業畜
産課

県営ため
池整備事
業

1,300 1,300
　地元との調整を行い、事業を
実施する必要があります。

　令和４年度からの工事着手
に向けた実施設計業務にかか
る地元調整を行います。

　受益者及び地元住民を対象
に事業説明会を行います。

　事業実施工程を踏まえた説
明会を開催します。

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

８　新たな関係
人口の創出



様式１－３　その他に取組む重点事業 【農林水産部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
農業畜
産課

生産性向上対策事
業

9,915 9,450
　産地間競争の激化していることか
ら、高品質な畜産物の生産を促進
する必要があります。

　産地競争力及び経営基盤の強化
を図るため、優良家畜の導入に対
し支援を行います。

　導入経費の一部を助成します。
　優良雌牛６０頭、優良母豚７０
頭

　導入経費の一部を助成します。
　優良雌牛６０頭、優良母豚７０
頭

2
農業畜
産課

家畜防疫推進事業 3,912 3,350

　鳥インフルエンザやＣＳＦ（豚熱）
など家畜伝染病の発生が継続して
おり、防疫対策の更なる充実強化
が必要です。

　鳥インフルエンザなど家畜伝染病
等の衛生防疫対策を推進するとと
もに、若雌牛に対する牛異常産四
種混合ワクチンの全頭接種を支援
します。

　牛異常産種四混合ワクチン予
防接種事業を実施します。

・牛異常産四種混合ワクチン予
防接種事業を実施します。
・１０月までに養鶏農場に対し、
消毒用消石灰を配布します。

3

⑤　農村環
境の維持と
生産基盤の
整備

農業畜
産課

富島幹線用水路整
備事業

125,000 125,000
　老朽化の著しい隋道内工事を、限
られた３ヶ月間で完成させる必要が
あります。

　富島幹線用水路の機能保全計画
に基づき、改修工事を行います。

　県企業局と工業用水からの給
水に関する協議を行い、改修工
事の契約を締結します。

　１２月に工業用水からの給水を
開始するとともに、３月末までに
工事を完了します。

4
林業水
産課

横瀬・広瀬線（交付
金）林道改良事業

18,260 18,260

　近年の災害で、今後の開設予定
箇所が被災しており、線形の見直し
が必要になります。
　このため、測量設計費及び工事
請負費において事業費の増大が予
想されることから、事業期間の延長
を含めた検討が必要です。

　横瀬・広瀬線の林道開設を行いま
す。
　　（L＝90m、W＝4.0ｍ）

・５月に林野庁との実施設計協議
を行います。
・９月までに令和３年度工事を発
注します。

　３月までに令和３年度工事を完
了させます。

5
林業水
産課

林道施設長寿命化
対策事業

300 300

　修繕計画と実施設計による事業
費の差が著しいことも多く、計画の
変更を余儀なくされる場合に調整が
困難です。

　林道橋梁長寿命化修繕計画に基
づき、補修の必要な橋梁１橋の設
計業務の委託を行います。

　７月までに補修対象橋梁１橋の
設計業務の委託を行います。

　設計業務委託の結果により、11
月までに補修工事の実施スケ
ジュールの検討を行います。

3　産業
振興

1　農業の振興

④　畜産業
の振興

2　林業・木材
産業の振興

①　生産基
盤の整備



様式１－３　その他に取組む重点事業 【農林水産部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6

　令和元年度から施行された森林
経営管理法に基づき、森林の適正
な経営管理を促進していく必要があ
ります。

　森林所有者に対する意向調査を
継続的に実施するとともに、所有者
自ら経営管理を実施できない森林
について、間伐等の森林整備を実
施します。

・市に経営管理を委ねたい意向
を示した所有者に対し、ヒアリン
グ等の意向確認を行います。
・経営管理権の設定を順次行い
ます。

・経営管理権の設定を行った森
林の一部について、間伐等の森
林整備を実施します。
・福瀬地区の森林所有者に対し
意向調査を実施します。

7
　森林経営管理制度について、令
和２年度に導入した森林経営管理
制度システムを利活用します。

　再造林のされていない森林、伐採
地情報、伐後の今後の見通しなど、
森林経営管理制度に反映させるた
め、森林経営管理制度システムを
有効に活用します。

　システムの操作研修を重ねて、
森林経営管理制度に係る業務に
活用します。

　同左

8
3　水産業の振
興

①　水産資
源を守り増
やす取組の
推進

林業水
産課

魚貝類放流事業 256 256

　資源量が減少傾向にある魚種等
について、県資源管理実践漁業者
協議会において決定された放流事
業を広域的に取り組む必要があり
ます。

　日向市漁協が実施するヒラメの稚
魚放流事業に係る種苗費に対して
補助を行います。

　５月に日向灘沖で放流を実施し
ます。

　次年度以降の放流計画の協議
を行います。

9
5　社会
基盤

1　秩序ある土
地利用と都市
空間の形成

①　計画的
な土地利用
の推進

林業水
産課

地籍調査事業 57,800 53,150

　土地を１筆毎に調査、測量を行い
地籍を明確にすることを目的として
調査を実施していますが、進捗率
が低い状況にあります。

　国土調査法に基づく地籍調査を
行います。
　美々津地区
　N=3地区（A=1.01㎢）
　迫野内地区
　Ｎ=3地区（A=2.91㎢）

　８月までに令和３年度調査分を
発注します。

　３月までに令和３年度調査分を
完了させます。

10
6　地域
経営

5　未来につな
げる財政運営

②　自主財
源の確保

ふるさ
と物産
振興課

ふるさと日向市応
援寄附金事業

342,783 152,583
　令和２年度実績見込み
　605，453，688円

・返礼品事業者及び返礼品数を増
やし、情報発信の機会を創出しま
す。
・事務の効率化を進め、効果的な寄
附募集業務を行う体制を整えます。

・RPAを導入し、事務の効率化を
進めます（入金確認メール発送
の自動化）。
・市内関係機関（ひむか-Bizや商
工会議所）と連携し、新たな返礼
品を開拓します。あわせて、返礼
品事業者連絡会等を通し、新た
な返礼品提案を行います。

・RPAを導入し、事務の効率化を
進めます（ワンストップ特例申請
受付完了通知の電子化）。
・返礼品数を増やし、ポータルサ
イトでの露出を上げることで、寄
附の増加を図ります（ふるさとチョ
イス掲載目標数300品目）。

3　産業
振興

2　林業・木材
産業の振興

④　森林の
適正な管理
の推進

55,464
林業水
産課

森林経営管理制度
事業

86,349



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【農林水産部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1 農林水産部 農業畜産課

・地元の豊かな農林水産物の地産地
消を推進するため、情報の発信に努め
ます。

・市ホームページや市広報、市公式
フェイスブックなどによる情報発信に
努めます。

・市ホームページや市広報、市公式
フェイスブックなどによる情報発信に
努めます。

2 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・研修会に参加し、情報発信力の強化
に努めます。
・へべす発祥の地としての強みを生か
した「へべす」の情報発信に取り組みま
す。
・ふるさと納税の寄附者増に繋がる情
報発信に取り組みます。

・研修会に参加します。
・日向のへべす消費拡大プロジェクト
会議HPをリニューアルします。
・ふるさと納税に関して、ポータルサイ
トで効果的な情報発信を行います。

・研修会に参加します。
・日向のへべす消費拡大プロジェクト
会議HPの情報更新や内容の充実を
図ります。
・ふるさと納税に関して、ポータルサイ
トで効果的な情報発信を行います。

3 農林水産部 林業水産課
・地元の豊かな農林水産物の消費拡
大を推進するため、情報発信に努めま
す。

・市広報紙や市HP・ＦＢ等への情報掲
載を随時行います。

・市広報紙や市HP・ＦＢ等への情報掲
載を随時行います。

4 農林水産部 農業畜産課

・認定農業者の戸別巡回等により、経
営の現状把握や課題の抽出、各種事
業や農業制度資金の情報提供を行い
ます。

・各種事業や農業制度資金等の情報
収集に努めます。

・認定農業者の戸別巡回を行い、ニー
ズの把握と、各種事業や農業制度資
金の情報提供を行います。
・コロナ禍が長期化する場合は、アン
ケート調査及び情報誌の発行等の手
法により実施します。

5 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・返礼品事業者連絡会を開催し、事業
者ニーズの把握に努める他情報発信
に取り組みます。
・返礼品事業者の新規開拓に向けた広
報に取り組みます。

・返礼品事業者連絡会を分散して開
催します。
・返礼品事業者の新規開拓に向けて、
募集チラシを作成し、関係機関で配布
します。

・ふるさと納税寄附者全員に「使い道
のご報告」を発送します。また、過去の
寄附者を含めこれまでの寄附者に対
してダイレクトメールを送信します。

6 農林水産部 林業水産課

・森林組合や漁業協同組合を通じて組
合員の声の把握に努めるとともに、必
要に応じて関係事業者から聞き取りを
行います。

・各種会合を通じて、市事業等の周知
と市場の動向の把握に努めます。

・各種会合を通じて、市事業等の周知
と市場の動向の把握に努めます。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実

市民ニーズの
的確な把握



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【農林水産部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7 農林水産部 農業畜産課
・地域防災計画や 業務継続計画に基
づき、迅速かつ適切な対応に努めま
す。

・情報伝達訓練や防災研修に参加し
ます。

・情報伝達訓練や防災研修に参加し
ます。

8 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・災害発生時の課の対応手順を整備し
ます。

・情報伝達訓練や防災研修に参加し
ます。

・情報伝達訓練や防災研修に参加し
ます。
・災害発生時の課の対応手順を整え
ます。

9 農林水産部 林業水産課
・地域防災計画等に基づいた、災害時
における役割分担と初動対応に努めま
す。

・課独自の情報伝達訓練を実施し初
動対応を確認します。また、山林火災
発生時の役割分担等を確認します。

・防災研修に参加します。

10 農林水産部 農業畜産課
・個人情報保護の規程に従い、研修や
運用等の適切な対応に努めます。

・個人情報保護等の研修会に参加し
ます。

・個人情報保護等の研修会に参加し
ます。

11 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・個人情報保護等の理解を深め、適正
な運用に努めます。

・個人情報保護等の研修会に参加し
ます。
・返礼品事業者に対して、個人情報保
護の適正な取り扱いをお願いします。

・個人情報保護等の研修会に参加し
ます。
・返礼品事業者に対して、個人情報保
護の適正な取り扱いをお願いします。

12 農林水産部 林業水産課
・個人情報保護条例等に基づき、個人
情報の適切な対応に努めます。

・個人情報保護等の研修会に参加し
ます。

・個人情報保護等の研修会に参加し
ます。

市民に信頼される行
政サービスの提供

職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【農林水産部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

13 農林水産部 農業畜産課
・事業評価に基づき、事業の見直し、事
務の効率化を進めます。

・前年度事業の事業評価を行い、総合
的な検討を行います。

・事業評価に基づき、事業の見直し、
事務の効率化を進めます。

14 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・事務の効率化を進め、効果的な寄附
募集業務を行う体制を整えます。

・RPAを導入し、事務の効率化を進め
ます（入金確認メール発送の自動
化）。

・RPAを導入し、事務の効率化を進め
ます（ワンストップ特例申請受付完了
通知の電子化）。

15 農林水産部 林業水産課
・事務事業評価に基づき、事業の見直
しや事務の効率化を進めます。

・前年度の事務事業評価を行い、総合
的な検討を行います。

・事務事業評価に基づき、次年度の予
算や業務の見直しに努めます。

16
民間活力の
活用

農林水産部 農業畜産課
・農村交流館、農産加工施設、畜産資
源リサイクルセンターの管理運営を指
定管理者に委託します。

・年度協定を締結します。
・モニタリングを行い、管理運営状況
の点検・評価を行います。

・協定に沿って適正に管理運営されて
いるかを監督し、必要な指導・指示を
行います。

17 ＩＣＴの利活用 農林水産部 林業水産課
・森林経営管理支援制度支援システム
を活用し事務の効率化に努めます。

・課内でのシステム操作研修を実施す
るとともに、令和2年度末の各種データ
をシステムに反映させます。

・同システムを活用し、事務の効率化
を図ります。

18
職員の働き方
改革

農林水産部 農業畜産課 ・時間外勤務の縮減に努めます。 ・時間外勤務の縮減に努めます。 ・時間外勤務の縮減に努めます。

効果的・効率的な行
政経営の推進

計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

行政運営の
効率化の推
進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【農林水産部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

19 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・時間外勤務の縮減に努めます。
・任期付職員の雇用形態と勤務実績
の検証を行います。

・任期付職員の雇用形態について検
討します。

20 農林水産部 林業水産課
・業務分担の見直しと計画的な休暇取
得に努めます。

・業務分担の見直しと計画的な休暇取
得に努めます。

・業務分担の見直しと計画的な休暇取
得に努めます。

21 農林水産部 農業畜産課
・事業評価に基づき、補助金の必要性
や効果などを検証し、必要な見直しを
行います。

・前年度事業の事業評価を行い、総合
的な検討を行います。

・事業評価に基づき、必要な見直しを
行います。

22 農林水産部
ふるさと物産
振興課

・へべす振興対策事業補助金の有効
活用を図ります。

・へべす振興対策事業補助金を有効
に活用した事業を実施します。

・へべす振興対策事業補助金の必要
性や効果を検証します。

23 農林水産部 林業水産課
・事務事業評価に基づき、補助金の必
要性や効果などを検証し、必要な見直
しを行います。

・前年度の事務事業評価を行い、総合
的な検討を行います。

・事務事業評価に基づき、必要な見直
しを行います。

24
自主財源の
確保

債権管理の
推進

農林水産部 農業畜産課
・優良雌牛導入事業貸付基金の未収
債権の徴収に努めます。

・分納計画に基づく納付について適切
な指導を行います。

・分納計画に基づく納付が守られない
場合、差し押さえ等の手続きについて
検討を行います。

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進

職員の働き方
改革

未来につなげる財政
運営

適正な財政
運営

補助金等の
見直し



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【農林水産部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

25
債権管理の
推進

林業水産課
補助金返還の適切な債権管理に努め
ます。

分納誓約書に基づく適切な納付指導
を行います。

分納誓約書に基づく適切な納付指導
を行います。

26

ふるさと日向
市応援寄附
金事業の推
進

農林水産部
ふるさと物産
振興課

・返礼品事業者及び返礼品数を増や
し、情報発信の機会を創出します。
・事務の効率化を進め、効果的な寄附
募集業務を行う体制を整えます。

・RPAを導入し、事務の効率化を進め
ます（入金確認メール発送の自動
化）。
・市内関係機関（ひむか-Bizや商工会
議所）と連携し、新たな返礼品を開拓
します。あわせて、返礼品事業者連絡
会等を通し、新たな返礼品提案を行い
ます。

・RPAを導入し、事務の効率化を進め
ます（ワンストップ特例申請受付完了
通知の電子化）。
・返礼品数を増やし、ポータルサイトで
の露出を上げることで、寄附の増加を
図ります（ふるさとチョイス掲載目標数
300品目）。

27
使用料、手数
料の見直し

農林水産部 農業畜産課
・農村交流館、農産加工施設、畜産資
源リサイクルセンターの使用料の見直
しについて検討を行います。

・維持管理に係る費用の見直しについ
て検討を行います。

・使用料の見直しについて検討を行い
ます。

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保



[様式１]

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
56 一般会計 1,855,566

日向市立地適正化計画（都市再生特別措置法第81条）公表予定
6月1日

特別会計 374,000
日向市橋梁・横断歩道橋長寿命化修繕計画の見直し（道路法施
行規則）

再任用職員 4

【総合計画・基本目標】
４－８．快適な「住宅環境」の整備
・公営住宅の適切な整備・管理と併せて、住宅の耐震化や危険ブロック塀等の解消を推進します。

５－１．秩序ある土地利用と計画的な「都市空間」の形成
・「都市計画マスタープラン」や「日向市立地適正化計画」に基づき、各拠点の整備を進めるとともに、空き地、空き家等の有効活用を促進することにより、周
辺地域と連携した多極ネットワーク型コンパクトシティの形成を目指します。
　
５－２．生活の質を高める「都市基盤整備」や「まちなか」の賑わい創出
・生活の質を高める都市基盤の整備に向けて、財光寺南地区、日向市駅周辺地区の土地区画整理事業の早期完了を目指すとともに、公園施設の適切な保
全と計画的な施設更新を図ります。また、中心市街地において関係団体や活動団体と連携して、まちなかの賑わい創出に取り組みます。

５－３．安全・安心で産業振興の向上に寄与する「利便性の高い道路網の整備」と「施設の老朽化・耐震化への対策」
・本市の円滑な交通と防災・復興力の更なる向上を図るために、広域幹線道路である東九州自動車道、九州中央自動車道、国道10号、国道327バイパス等
の早期整備に向けた取り組みを推進するとともに、「日向市国土強靱化地域計画」や個別施設計画に基づいて、市道や橋梁等の適切な整備や管理と併せて
耐震化や老朽化対策を推進します。

５－４．花と緑のあふれる「美しい景観の保全と形成」の推進
・本市が有する豊かな地域資源を活用し、地域の特性を生かした「緑花あふれる美しい風景づくり」を推進します。

任 期 付 職
【基本姿勢】
　本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎えて、本市の地方創生の実現に向けた都市構造を構築するため、総合計画に定める「自然を守り、安全で安心な
環境で心豊か暮らせるまち」、「快適で魅力ある機能的な住みやすいまち」の形成に取り組みます。

【総合計画・基本理念】
　全ての市民が安全・安心で、快適に暮らし続けていける良好な住環境の実現に向けて、都市基盤の整備や維持管理の推進により「地域力を活用した市民
との協働による市民が主役のまち」の形成を目指します。

特別会計 122

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円） 日向市駅周辺土地区画整理事業　事業計画・実施計画の変更
（土地区画整理法第55条第13項）

会 計 年 度
任 用 職 員

7
一般会計 459,823

日向市住宅マスタープランの見直し（住生活基本法　第15条）

令和３年度　部局経営方針

部局名 建設部 部局長名 古谷　政幸 令和3年4月1日 現在



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【建設部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

５　重要伝統的
建造物群保存
地区「美々津」
を生かした魅力
づくり

4　空き家・空き店舗の利活
用促進に取り組みます。

建築住
宅課

- - -

・保存地区には、活用可能な
空き家がありますが、様々な
事情から活用されないまま放
置されています。

・令和２年度に実施した美々津
地区の空き家所有者等の意向
調査に基づき、関係団体と活
用策を検討します。

・空き家所有者等にヒアリング
を行い、空き家等情報バンク
登録の促進に取り組みます。

・ヒアリングにより、課題のあっ
た空き家については、関係団
体と解決策や活用策を検討し
ます。

2
７　移住定住の
促進

3　県や広域で連携した移
住相談会の開催やお試し
滞在施設・空き家等情報バ
ンクの利用促進に取り組み
ます。

建築住
宅課

- - -

・市内には、活用可能な空き家
が多数ありますが、空き家等
情報バンク登録物件が少ない
ため、登録促進や移住希望者
とのマッチングに取り組む必要
があります。

・空き家所有者等の利活用の
意向を把握するためアンケート
調査を実施し、空き家等情報
バンク登録を促進します。
・利用希望者の情報を登録し、
希望する条件の空き家等が登
録された際に情報提供できる
取り組みを実施します。

・空き家等情報バンクによる活
用支援を周知するチラシを納
税通知書に同封します。
・東郷地区の空き家の所有者
等を調査し、管理や利活用の
アンケート調査を行います。
・利用希望者の情報や希望条
件を登録する制度を整備しま
す。

・回答のあった空き家所有者
等にヒアリングを行い、空き家
等情報バンク登録を促すととも
に、移住希望者の情報を同バ
ンクに登録し、マッチングを行
います。

3

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

２　笑顔で暮
らせる スポー
ツ・健康推進
プロジェクト

１　健康づくり
の推進

6　市民が身近な場所で気
軽に運動できるよう健康遊
具の設置に取り組みます。

市街地
整備課

都市公園
管理運営
費

28,478 1,000

　平成29年度より年次的に健
康遊具（２基/年）を設置し、現
在までの設置公園数は６箇所
です。今後は各公園のネット
ワーク化に取組みます。

　公園アプリを活用し、公園情
報を市民に提供します。新規
に健康遊具を設置します。

　地元区の意見を参考に公園
を選定します。公園アプリによ
り、市民との情報共有を図りま
す。

　選定した公園に健康遊具を
設置します。

4
2　緊急輸送路に架かる橋
梁の耐震化や長寿命化に
取り組みます。

建設課
橋梁長寿
命化事業

135,000 135,000

　橋梁の長寿命化修繕計画に
基づき、予防保全型の修繕を
計画的に行い、維持管理費の
トータルコストの抑制と平準化
を図る必要があります。

・橋梁補修等設計業務（N=7
橋）、橋梁補修工事（N=5橋）及
び橋梁定期点検業務（N=58
橋）の実施により、「日向市橋
梁・横断歩道橋長寿命化修繕
計画」を推進します。

・橋梁定期点検業務　６月着手
・橋梁補修等設計業務　４月着
手
・橋梁補修工事　５月着工

・橋梁定期点検業務　３月完了
・橋梁補修等設計業務　３月完
了
・橋梁補修工事　３月完成

5
3　県との連携により土砂災
害防止対策事業に取り組
みます。

建設課
急傾斜地
崩壊対策
事業

34,300 34,300

　異常気象や土砂災害警戒区
域指定の進捗に伴い、市民の
防災・減災意識が高まってい
ます。今後、急傾斜地における
土砂災害対策に対する要望が
多くなると思われることから、
緊急度、優先度を見極めなが
ら事業を推進していく必要があ
ります。

・新財市地区において、県施工
区間に引き続き、市施工区間
の急傾斜地崩壊対策事業を実
施します。
・県が実施する岩崎地区、本
谷地区の急傾斜地崩壊対策
事業に対し、規定の事業費を
負担します。

・新財市地区急傾斜地崩壊対
策工事【繰越明許】
　４月着工　８月完成

・新財市地区急傾斜地崩壊対
策工事　８月着工　２月完成

6
6　浸水被害対策に取り組
みます。

都市政
策課

- - -

　内水等の浸水被害多発地区
において、被害の低減と解消
の対策を進めていく必要があ
ります。

　内水被害の低減策として、大
雨が予想される際に仮設排水
ポンプ設置を行うとともに、関
係機関や団体と連携しながら、
応急及び抜本的対策の検討を
進めます。

　他課と連携してソフト対策や
大雨時の仮設排水ポンプ設置
を行うとともに、応急及び抜本
的対策の検討を進めます。

　内水被害多発地区との協議
を行い、補助制度等に関する
情報収集や応急及び抜本的
対策の検討・情報共有を進め
ます。

２　活
力を
生み
出す
にぎ
わい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

４　自
然豊
かで
快適
な強
いま
ちづく
り

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

３　国土強靭化
の推進



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【建設部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7
建築住
宅課

日向市木
造住宅耐
震化促進
事業

5,615 5,600

　耐震改修工事費が高額とな
るため、耐震診断の結果、耐
震性が不十分とされた住宅所
有者が改修を断念していま
す。

　アドバイザー派遣15件、耐震
診断10件、耐震改修5件
　耐震診断を行い耐震性がな
いと判断された所有者への
フォローアップを行います。

相談会9月
耐震性がないと判断された所
有者への臨戸訪問

相談会3月
耐震性がないと判断された所
有者への臨戸訪問

8
建築住
宅課

日向市危
険ブロック
塀等除却
推進事業

1,040 1,040

　危険ブロック塀は未だ多数残
存しており、補助対象区域外
の除却促進にも今以上に取組
んで行く必要があります。

ブロック塀除却補助 10件

補助対象区域外除却 5件

４月受付開始、６月抽選

補助対象区域外チラシ配布

年度内完了

補助対象区域外チラシ配布

9

1　長期化する土地区画整
理事業（財光寺南地区・日
向市駅周辺地区）の早期完
了に向けて取り組みます。

市街地
整備課

財光寺南
土地区画
整理事業
日向市駅
周辺土地
区画整理
事業

1,265,000 1,265,000

（財光寺南地区）
　令和4年度までの移転完了を
目標に建物移転を重点的に推
進します。
（日向市駅周辺地区）
　県道土々呂日向線の早期完
成に向けて、関係機関との調
整が必要です。

（財光寺南地区）
　関連する宅地造成工事、排
水工事、道路築造工事を実施
しながら、計画的な建物移転を
推進します。
（日向市駅周辺地区）
　旭通り区の計画的な建物移
転・道路整備や、事業計画の
変更を実施します。

（財光寺南地区）
　建物移転計画に基づき、工
事の発注を随時行います。
（日向市駅周辺地区）
　建物移転計画に基づき、工
事の発注を随時行います。
　事業計画の変更について、
国・県との協議を実施します。

（財光寺南地区）
　3月末までに今年度予定して
いた建物移転の補償契約を締
結します。
（日向市駅周辺地区）
　3月末までに今年度予定して
いた建物移転の補償契約を締
結します。
　事業計画の変更について、
年度内の認可取得を目指しま
す。

10
2　日向市駅周辺にある公
有地の高度化や有効活用
について検討を行います。

都市政
策課

- - -

人口減少に伴う都市のスポン
ジ化の進行が懸念されるた
め、土地の有効利用を図り、定
住人口や交流人口の増加を目
指す必要があります。

日向市駅周辺の公有地の高
度化や有効活用の検討を進
め、まちなかの活性化につな
げます。

日向市駅周辺の公有地の高
度化や有効活用について各課
の情報収集や制度設計の検
討を行います。

日向市駅周辺の駐車場の利
用状況や通行人の状況等の
調査を実施します。

４　自
然豊
かで
快適
な強
いま
ちづく
り

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

３　国土強靭化
の推進

7　木造住宅やブロック塀な
どの耐震化に取り組みま
す。

２　便利で住
みやすいまち
づくりプロジェ
クト

１　快適で便利
な都市・生活拠
点の整備



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【建設部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

11 建設課

南日向・
日の平線
改良事業
（辺地）

24,000 24,000
　道路改良（延長５０ｍ）を行い
ます。

-
道路改良工事　１０月着工　３
月完成

12 建設課
臨時地方
道整備事
業

16,900 16,900

・向ヲ原山ノ口線の道路改良
（延長１００ｍ）を行います。
・富高塩見線の測量設計を行
います。
・たぶ峠線の用地取得に取り
組みます。

・向ヲ原山ノ口線道路改良工
事　８月着工　１０月完成
・富高塩見線測量設計業務委
託　６月着手　１０月完了
・たぶ峠線の用地交渉を進め
ます。

・たぶ峠線の用地取得を10月
までに行います。

13 建設課

籾木線道
路改良事
業（社会
資本整備
総合交付
金）

28,500 28,500
　道路改良（延長１６０ｍ）を行
います。 道路改良工事　６月着工 道路改良工事　１０月完成

14 建設課

塩見美々
津線道路
改良事業
（社会資
本整備総
合交付
金）

35,100 35,100
　橋りょう上部工事を実施しま
す。

橋りょう上部工事　９月着工 橋りょう上部工事　３月完成

15 建設課

福士線
（交付金）
道路改良
事業

10,400 10,400
　測量設計を行い、用地を確
保し、道路改良工事（延長３５
ｍ）を実施します。

　測量設計に４月着手し、１０
月までに用地・補償の契約を
締結し、道路用地の確保に取
り組みます。

道路改良工事　１１月着工　３
月完成

16 建設課

東郷橋田
野線（交
付金）道
路改良事
業

2,400 2,400
　測量設計を行い、用地の確
保に取り組みます。

　測量設計業務委託　４月着
手　９月完了

　３月までに用地・補償の契約
を締結し、道路用地の確保に
取り組みます。

17

３　自然が残
る美しいまち
づくりプロジェ
クト

３　ひゅうが海
景の形成

1　「ひゅうが海景」（日向岬
～権現崎）の適正な維持管
理を行い、地域資源を生か
した良好な景観形成を図り
ます。

市街地
整備課

全市緑花
推進事業

12,108 2,700

　日豊海岸国定公園内の公共
用地においては、適切に管理
を実施していますが、民有地
においては所有者の同意、維
持管理にかかる経費等の課題
があります。

　日豊海岸沿道修景の眺望確
保、適正な維持管理を実施し
ます。

　権現﨑遊歩道の舗装補修を
実施します。

　日向岬、馬ヶ背、米の山、大
王谷遊歩道の眺望を確保する
為、適正な維持管理を行い、
景観保全に取り組みます。

４　自
然豊
かで
快適
な強
いま
ちづく
り

２　便利で住
みやすいまち
づくりプロジェ
クト

１　快適で便利
な都市・生活拠
点の整備

3　地域と連携を図りなが
ら、計画的な道路整備を推
進します。

市道整備においては、市民へ
の情報発信や事業の理解を深
めてもらうため、計画段階から
市民が参加できる「協働のみ
ちづくり」を進めています。今後
については、限られた経営資
源で整備効果を上げるため、
「選択と集中」の考え方に基づ
いた、効率的な市道整備を推
進していく必要があります。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【建設部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

18

1　地域住民の生活に深刻
な影響を及ぼすことが懸念
される空き家の適正な管理
を促進します。

建築住
宅課

日向市空
家等対策
推進事業

7,118 2,500

・周辺環境に悪影響を及ぼす
おそれのある空き家について
は、特定空家等に認定し、除
却や改善の指導を行っていま
す。

・相談や苦情のあった空家等
の所有者等へ適正管理、利活
用について助言・指導を行い
ます。
・危険空家５件の除却支援を
行います。

・日向市空家等対策審議会に
諮り、特定空家等の認定、指
導、勧告等を行います。
・危険空家除却補助について、
広報紙、ホームページ等で周
知します。

老朽化した空き家の所有者等
に適正管理や除却補助の助
言・指導を行います。

19
2　空き家・空き店舗を移住
者向け住居やワーケーショ
ンなどに活用します。

建築住
宅課
市街地
整備課

日向市空
家等対策
推進事業

7,118 1,112

・市内には、活用可能な空き家
が多数ありますが、様々な事
情から活用されないまま放置
されています。
・令和2年度末の中心市街地
の空き店舗数は21件で、年々
増加傾向にあり、更に今後は
コロナ禍の影響が懸念されま
す。

・空き家所有者等の利活用の
意向を把握するためアンケート
調査を実施し、空き家等情報
バンク登録を促進します。
・移住者が空き家等情報バン
ク物件を活用する場合に改修
工事費を補助します。
・空き家等情報バンクに登録す
る場合に、家財道具処分や樹
木剪定等の環境整備費を補助
します。
・中心市街地空き店舗対策事
業の情報発信を行いながら、
商工会議所等と連携して空き
店舗の有効活用を図ります。

・空き家等情報バンクによる活
用支援を周知するチラシを納
税通知書に同封します。
・東郷地区の空き家の所有者
等を調査し、管理や利活用の
アンケート調査を行います。
・情報発信等と商工会議所及
び「ひむかBiz」と連携した支援
を行います。

・回答のあった空き家所有者
等にヒアリングを行い、空き家
等情報バンク登録促進や活用
を支援.します。
・情報発信等と商工会議所及
び「ひむかBiz」と連携した支援
を行います。

４　自
然豊
かで
快適
な強
いま
ちづく
り

３　自然が残
る美しいまち
づくりプロジェ
クト

４　空き家の適
切な管理と利
活用



様式１－３　その他に取組む重点事業 【建設部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
2　防災体制の
充実

①　災害予
防対策の推
進

建設課
急傾斜地崩壊対策
事業

34,300 34,300

　異常気象や土砂災害警戒区域指
定の進捗に伴い、市民の防災・減災
意識が高まっています。
　今後、急傾斜地における土砂災害
対策に対する要望が多くなると思わ
れることから、緊急度、優先度を見
極めながら事業を推進していく必要
があります。

・新財市地区において、県施工区間
に引き続き、市施工区間の急傾斜
地崩壊対策事業を実施します。
・県が実施する岩崎地区、本谷地区
の急傾斜地崩壊対策事業に対し、
規定の事業費を負担します。

新財市地区急傾斜地崩壊対策
工事【繰越明許】
　４月着工　８月完成

新財市地区急傾斜地崩壊対策
工事　８月着工　２月完成

2
①　市営住
宅の整備と
維持管理

建築住
宅課

公営住宅事業特別
会計

344,000 109,600

　事業費の確保が難しく改修が思う
ように進まないため、施設の老朽化
が進んでいます。
　事後保全が多く、予防保全への方
向転換が進まない状況にあります。

・財光寺北住宅3号棟の外壁及び設
備改修
・大原住宅1号棟、2号棟の手すり改
修
・小松崎住宅、後無田住宅1，2，3号
棟の外壁改修のための設計業務
・大王谷住宅1戸の高齢者住宅改修

・小松崎住宅、後無田住宅1，2，
3号棟の外壁改修のための設計
業務
・大王谷住宅1戸の高齢者住宅
改修

・財光寺北住宅3号棟の外壁及
び設備改修
・大原住宅1号棟、2号棟の手す
り改修

3
建築住
宅課

日向市木造住宅耐
震化促進事業

5,615 5,600

　耐震改修工事費が高額となるた
め、耐震診断の結果、耐震性が不
十分とされた住宅所有者が改修を
断念しています。

アドバイザー派遣15件、耐震診断10
件、耐震改修5件
耐震診断を行い耐震性がないと判
断された所有者へのフォローアップ
を行います。

相談会9月
耐震性がないと判断された所有
者への臨戸訪問

相談会3月
耐震性がないと判断された所有
者への臨戸訪問

4
建築住
宅課

日向市危険ブロッ
ク塀等除却推進事
業

1,040 1,040

　危険ブロック塀は未だ多数残存し
ており、補助対象区域外の除却促
進にも今以上に取組んで行く必要が
あります。

ブロック塀除却補助 10件

補助対象区域外除却 5件

４月受付開始、６月抽選

補助対象区域外チラシ配布

年度内完了

補助対象区域外チラシ配布

5

③　空き家
の適正管理
と活用の促
進

建築住
宅課

日向市空家等対策
推進事業

7,118 200

・管理不全の空き家に関する相談が
増えています。
・未接道の敷地が多い地域の建替
えや流通を促進する必要がありま
す。

・空き家に関する管理サービスを行
う事業者をホームページ等で紹介
し、適切な管理を推進します。
・長期の空き家化防止のため、地域
から居住者が不在となった住宅の
情報提供を受け、空き家等情報バ
ンクへ登録し、活用を促進します。
・建築基準法の許可により建替えや
流通を促進します。

・空き家管理サービス事業者の
登録制度を整備します。
・空き家等情報バンク登録謝礼
金制度を活用した地域から空き
家情報の提供を受ける制度を整
備します。
・接道の許可基準を関係する地
域、団体、機関と協議し、整備し
ます。

・各事業者や所有者等へ空き家
管理サービスや接道の許可制度
等について周知します。

4　生活
環境

8　快適な住宅
環境の整備

②　安全で
安心な建築
物の整備促
進



様式１－３　その他に取組む重点事業 【建設部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
①　計画的
な土地利用
の推進

都市政
策課

日向市立地適正化
計画策定事業

595 595

・人口減少・高齢化に対応した「コン
パクト+ネットワーク」型の都市形成
の実現に向けて、立地適正化計画
を公表し、円滑な運用を図ります。

・市民や関係団体への説明会を開
催し、広く計画内容の周知を図り、
計画の効率的な運用を図ります。

５月までに、市民や関係団体へ
の説明会を開催し、６月１日に計
画を公表します。

市のHP等を通じて、計画内容の
周知を図るとともに、計画の効率
的な運用を図ります。

7
②　コンパク
トな拠点の
整備

市街地
整備課

中心市街地活性化
対策事業

2,898 2,898
・コロナの影響により、賑わい創出
が課題となっています。

・街なかの情報発信を行いながら、
市民イベント等の活動団体と連携し
て賑わい創出を図ります。

・イベント団体と連携して情報発
信等を行います。

・3月に基本計画のフォローアッ
プを行い、事業進捗や目標達成
の状況等を把握します。

8
市街地
整備課

財光寺南土地区画
整理事業（社会資
本整備総合交付
金）

313,000 313,000
・事業長期化の解消策の一つとして
建物移転を重点的に推進します。

・関連する宅地造成工事、排水工
事、道路築造工事を実施しながら、
計画的な建物移転を推進します。

・年度当初、具体的な建物移転
計画を立案し、それに伴い工事
の発注を随時行います。

・3月までに今年度予定していた
建物移転の補償契約を締結しま
す。

9
市街地
整備課

財光寺南土地区画
整理事業（都市再
生区画整理事業）

596,000 596,000
・事業長期化の解消策の一つとして
建物移転を重点的に推進します。

・関連する宅地造成工事、排水工
事、道路築造工事を実施しながら、
計画的な建物移転を推進します。

・年度当初、具体的な建物移転
計画を立案し、それに伴い工事
の発注を随時行います。

・3月までに今年度予定していた
建物移転の補償契約を締結しま
す。

10
市街地
整備課

駅周辺土地区画整
理事業（社会資本
整備総合交付金）

102,000 102,000
・移転先の確保等による家屋移転
の遅延が課題となっています。

・旭通り地区の計画的な建物移転
や、道路築造工事や排水工事を実
施します。

・年度当初、具体的な建物移転
計画を立案し、それに伴い工事
の発注を随時行います。

・3月までに今年度予定していた
建物移転の補償契約を締結しま
す。

5　社会
基盤

1　秩序ある土
地利用と都市
空間の形成

2　生活の質を
高める都市基
盤の整備

①　良好な
住環境の整
備



様式１－３　その他に取組む重点事業 【建設部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

11
市街地
整備課

駅周辺土地区画整
理事業（都市再生
区画整理事業）

100,000 100,000
・移転先の確保等による家屋移転
の遅延が課題となっています。

・旭通り地区の計画的な建物移転
や、道路築造工事や排水工事を実
施します。

・建物移転計画に基づき、工事
の発注を随時行います。

・3月までに今年度予定していた
建物移転の補償契約を締結しま
す。

12
市街地
整備課

駅周辺土地区画整
理事業（単独）

2,000 2,000
・駐車場には未契約の空地がある
ため、積極的な周知が必要です。

・円滑な駐車場運営に取り組みま
す。

・円滑な駐車場運営に取り組み
ます。

・円滑な駐車場運営に取り組み
ます。

13
市街地
整備課

駅周辺土地区画整
理事業（防災・安全
交付金）

152,000 152,000
移転先の確保等による家屋移転の
遅延が課題となっています。

・旭通り区の計画的な建物移転や、
道路築造工事や排水工事を実施し
ます。

・建物移転計画に基づき、工事
の発注を随時行います。

・3月までに今年度予定していた
建物移転の補償契約を締結しま
す。

14 建設課
南日向・日の平線
改良事業（辺地）

24,000 24,000

　本路線は、長期継続路線となって
いることから、優先整備路線に位置
づけ、コスト縮減を図りながら早期
完成を目指す必要があります。

　道路改良（延長５０ｍ）を行います。 予定なし
道路改良工事　１０月着工　３月
完成

15 建設課
臨時地方道整備事
業

16,900 16,900

　市道整備の要望が多い中、「選択
と集中」により整備路線を選定し、整
備効果の早期実現を目指す必要が
あります。

・向ヲ原山ノ口線の道路改良（延長
１００ｍ）を行います。
・富高塩見線の測量設計を行いま
す。
・たぶ峠線の用地取得に取り組みま
す。

・向ヲ原山ノ口線道路改良工事
８月着工　１０月完成
・富高塩見線測量設計業務委託
６月着手　１０月完了
・たぶ峠線の用地交渉を進めま
す。

・たぶ峠線の用地取得を10月ま
でに行います。

5　社会
基盤

2　生活の質を
高める都市基
盤の整備

①　良好な
住環境の整
備

3　利便性の高
い道路の整備

②　市道の
整備と維持
管理



様式１－３　その他に取組む重点事業 【建設部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

16 建設課
籾木線道路改良事
業（社会資本整備
総合交付金）

28,500 28,500

　本路線は、長期継続路線となって
いることから、優先整備路線に位置
づけ、コスト縮減を図りながら早期
完成を目指す必要があります。

　道路改良（延長１６０ｍ）を行いま
す。 道路改良工事　６月着工 道路改良工事　１０月完成

17 建設課

塩見美々津線道路
改良事業（社会資
本整備総合交付
金）

35,100 35,100

　本路線は、市を縦貫する幹線道路
であり、通学路としての役目も担っ
ていますが、大型車両の通行も多い
ため、歩行者の安全性向上のため、
歩道整備を早期に完成する必要が
あります。

　橋りょう上部工事を実施します。 橋りょう上部工事　９月着工 橋りょう上部工事　３月完成

18 建設課
福士線（交付金）道
路改良事業

10,400 10,400

　本路線は、幅員が狭小であり離合
が困難な状況にあることから、地域
再生計画に基づく道整備交付金を
活用し、安心で安全な市道整備を行
う必要があります。

　測量設計を行い、用地を確保し、
道路改良工事（延長３５ｍ）を実施し
ます。

　測量設計に４月着手し、１０月
までに用地・補償の契約を締結
し、道路用地の確保に取り組み
ます。

道路改良工事　１１月着工　３月
完成

19 建設課
東郷橋田野線（交
付金）道路改良事
業

2,400 2,400

　本路線は、幅員が狭小、落石等の
危険性が高いことから、地域再生計
画に基づく道整備交付金を活用し、
安心で安全な市道整備を行う必要
があります。

　測量設計を行い、用地の確保に取
り組みます。

測量設計業務委託　４月着手　９
月完了

３月までに用地・補償の契約を締
結し、道路用地の確保に取り組
みます。

20 建設課 橋梁長寿命化事業 135,000 135,000

　橋梁の長寿命化修繕計画に基づ
き、予防保全型の修繕を計画的に
おこない、維持管理費のトータルコ
ストの抑制と平準化を図ります。

・橋梁補修等設計業務（N=7橋）、橋
梁補修工事（N=5橋）及び橋梁定期
点検業務（N=58橋）の実施により、
「日向市橋梁・横断歩道橋長寿命化
修繕計画」を推進します。

・橋梁定期点検業務　６月着手
・橋梁補修等設計業務　４月着
手
・橋梁補修工事　５月着工

・橋梁定期点検業務　３月完了
・橋梁補修等設計業務　３月完了
・橋梁補修工事　３月完成

5　社会
基盤

3　利便性の高
い道路の整備

②　市道の
整備と維持
管理



様式１－３　その他に取組む重点事業 【建設部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

21
5　社会
基盤

4　美しい景観
の保全と形成

①　景観ま
ちづくりの推
進

都市政
策課

景観まちづくり推進
事業

2,093 2,093

　市民と行政のパートナーシップに
よる住民主体の景観づくりを推進す
るため、活動支援補助金の周知・活
用等を図りながら、啓発活動に取り
組む必要があります。

　市民や事業者の景観に対する意
識向上を図るため、景観講演会や
景観セミナー、景観表彰などの啓発
活動に取り組みます。

　景観セミナーを７月に開催しま
す。

　景観セミナーを１１月、景観講
演会・景観賞表彰式を２月に開
催します。



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【建設部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

建設部 全課

・市の広報誌やHP等を活用して、事業
内容や災害情報等の発信に取り組み
ます。
・土地区画整理事業の紹介資料
（CITYMIND）の刷新を行い、情報発信
を図ります。

・市の広報誌やHP等を活用して、事業
内容や災害情報等の情報発信を行い
ます。
・９月末までに、土地区画整理事業紹
介資料（CITYMIND）の内容の見直しを
行います。

・市の広報誌やHP等を活用して、事業
内容や災害情報等の情報発信を行い
ます。
・３月末までに土地区画整理事業紹介
資料CITYMIND）の印刷・製本を行い、
事業内容について市内外へ幅広く情
報を発信します。

2
市民ニーズの
的確な把握

建設部 全課
・市民や関係団体への説明や情報提
供等を通じて、市民ニーズの把握に努
めます。

・市民や関係団体への説明会や情報
提供等行い、市民ニーズを把握を図り
ます。

・市民や関係団体への説明会や情報
提供等行い、市民ニーズを把握を図り
ます。

3 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

建設部 全課

・部内で災害等に対する応援体制を整
備し、迅速な復旧・復興体制の確立を
図りるとともに、平常時に、仮設・資機
材等の準備を行い、適切な保管に努め
ます。

・出水期前までに、部内や関係機関と
防災体制等に関する協議を行いま
す。
・年度当初、浸水が予想されるエリア
の確認、点検を行います。
・梅雨時期の豪雨に備え、仮設・資機
材等の準備を行い、適切な保管に努
めます。

・災害に応じて、事前に部内や関係機
関と防災体制等に関する協議を行い
ます。
・台風時期の豪雨に備え、仮設・資機
材等の準備を行い、適切な保管に努
めます。

4
窓口サービス
の充実

建設部 全課
・接遇マニュアルに基づいて、窓口対
応の充実に努めます。

・市民や相談者へ丁寧にわかりやすく
説明を行います。

・市民や相談者へ丁寧にわかりやすく
説明を行います。

5
電子行政
サービスの充
実

建設部 全課

・各種計画や申請様式を市のHP等で
公表し、電子行政サービスの充実を図
ります。
・公園利用促進に向けて公園情報アプ
リ「PARKFUL」の活用を図ります。

・各種計画や申請様式を市のHP等で
公表します。
・公園情報アプリ「PARKFUL」の活用
充実により、公園の利用促進を図りま
す。

・各種計画や申請様式においては、適
切な更新を行い、市のHP等で公表し
ます。
・公園情報アプリ「PARKFUL」の適切
な更新を行い、公園の利用促進を図り
ます。

6
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

建設部 全課

・適切な個人情報の管理徹底と保護を
図ります。
・情報公開を求められた場合には、そ
の目的に沿った資料の提供に努めま
す。

・適切な個人情報の管理徹底と保護
を図ります。
・情報公開を求められた場合には、適
宜、内容の精査を行い、提供できる資
料の検証を行い、情報公開に努めま
す。

・適切な個人情報の管理徹底と保護
を図ります。
・情報公開を求められた場合には、適
宜、内容の精査を行い、提供できる資
料の検証を行い、情報公開に努めま
す。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

市民に開か
れた市役所
づくり



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【建設部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7
計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

建設部 全課
・業務マニュアルの整備や見直しによ
り、事務事業の効率化を図ります。

・9月末までに、業務マニュアルの整理
や見直しを行います。

・業務マニュアルの整理や見直しに基
づいて、業務を推進し、事務の効率化
を図ります。

8
内部統制体
制の整備

建設部 全課

・月定例の部課長会議において、各課
の課題等の情報共有を図ります。
・令和2年度に作成したマニュアルに基
づき業務を推進します。

・月定例の部課長会議を開催します。
・業務マニュアルの研修を実施しま
す。

・業務マニュアルに基づいて。円滑な
事務の運用を図ります。

9
民間活力の
活用

建設部 建設課
・市道の除草などの地域委託を推進し
ます。

５月末までに、市道除草の地域委託
の発注します。

３月末までに、地域から、市道除草等
に関する完了実績報告を受け、委託
費を支払います。

10 ＩＣＴの利活用 建設部 全課
・ＩＣＴ利活用の拡大について、検討を行
い、行政運営の効率化を目指します。

・研修会等を通じて、工事におけるICT
の利活用について情報収集を図りま
す。

・研修会等を通じて、工事におけるICT
の利活用について情報収集を図りま
す。

11
職員の働き方
改革

建設部 全課

・定期的に課内協議を開催し、課内で
情報共有を図り、効率的な業務管理を
図ります。
・各課の業務内容及び、業務量、人員
配置等について検証を行い、課内の横
断的連携の強化を図ります。

・定期的な課内協議を開催し、業務量
及び業務における課題を抽出し、事務
の平準化と効率化を図ります。

・抽出された課題に関して、課内や部
内で協議を行い、改善策について検
討を行います。

12
債権管理の
推進

建設部 建築住宅課
　市営住宅の過年度滞納分の徴収及
び整理に努めます。

債権者の現況調査及び債権放棄リス
トを作成します。

支払督促を送付し、債権放棄資料を
作成。債権管理委員会の承認後に、
不納欠損処理を実施します。

13
広告掲載事
業の拡充

建設部 市街地整備課
　日向市駅前交流広場へのネーミング
ライツを導入します。

　９月末までに、関係団体等との協
議、実施要綱等を制定し、パートナー
企業を募集します。

３　月末までに、パートナー企業を決
定し、契約を締結します。

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



[様式１]

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
4 一般会計 45,310 日向市東郷地域振興計画

特別会計
再任用職員 1

任 期 付 職
【基本姿勢】
　東郷総合支所は、「第2次日向市総合計画・後期基本計画」（令和3年度～令和6年度）に掲げる日向市の目指す将来像「海・山・人がつながり　笑顔で暮ら
せる元気なまち」の実現に向け、関係部局と横断的な連携を図りながら中山間地域の活性化に向けた取り組みを推進します。

【総合計画・基本理念】
　（１）地域力活用
　○「地域の在り方は地域が決め、地域が担う」という理念の下に、中山間地域が抱える課題を把握し、中山間地域のコミュニティの維持、協働のまちづくりを
推進するため、自治会（区）やまちづくり協議会の活動を積極的に支援するとともに、地域を支える人材の育成に努めます。
　○人口減少や少子高齢化に伴い、地域の活力低下が危惧される過疎地域の自立活動を促進し、若者、高齢者をはじめ市民が安心して住み続けられる地
域環境の形成を図るため、地域課題解決に向けた取り組みを推進します。

【総合計画・基本目標】
　6-2　中山間地域の活性化と移住の促進
　○日向市東郷地域振興計画を策定し、過疎地域振興基金を活用した元気で活力ある地域づくりを支援します。
　○自治会（区）やまちづくり協議会、集落の活動を支援し、中山間地域を支える人材の発掘や育成に取り組みます。

【その他の事項】
　○東郷総合支所において、窓口業務を行うことによって、東郷地域の住民サービスの維持に努めます。

【行財政改革大綱に基づく行動計画】
　○職員が家庭との両立を図りながら十分に能力を発揮できるよう、よりよい職場環境をつくるために相互に協力し合い、業務量の削減、簡素化、効率化な
ど「働き方改革」の推進に努めます。また、有給休暇取得や振替休暇の完全取得、時間外勤務の削減を促進します。
　○日向市東郷地域振興計画の策定にあたり、地域住民ニーズの的確な把握を行うとともに、必要に応じて東郷地区区長公民館長会等において計画策定
の進捗状況の報告を行う等、情報発信の充実に努めます。

特別会計

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

1
一般会計

令和３年度　部局経営方針

部局名 東郷総合支所 部局長名 田中　藤男



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【東郷総合支所】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

1　日向市東郷地域振興計
画を策定し、過疎地域振興
基金事業などを活用した元
気で活力ある地域づくりを
支援します。

東郷地
域振興
課

中山間地
域振興事
業

30,846 5,180

　東郷地域は人口減少や少子
高齢化が進行し、集落機能の
低下や地域コミュニティの存続
が危ぶまれるなどの地域課題
を抱えており、活力ある地域社
会の確立が課題となっていま
す。

　人口減少、少子高齢化を見
据えながら、東郷地域のまち
づくりの方向性を定め地域課
題を解決するため「日向市東
郷地域振興計画」を策定しま
す。

　東郷地域の関係団体からの
推薦によって組織された策定
委員会や住民からの意見を集
約することで、地域課題の把
握を行います。

　策定庁内検討委員会や検討
委員会を開催し、地域課題の
解決に向けた施策等について
検討を行い、計画を策定しま
す。

2

2　自治会（区）やまちづくり
協議会、集落の活動を支援
し、中山間地域を支える人
材の発掘や育成に取り組
みます。

東郷地
域振興
課

中山間地
域振興事
業

30,846 4,612

　人口減少や少子高齢化が進
行し、地域の担い手となる人材
が不足しており、地域を支える
人材の発掘や育成が課題と
なっています。

　過疎地域振興基金事業補助
金を交付し、東郷地域におい
て実施する元気で活力ある地
域づくりを支援することで、まち
づくり事業の企画・運営を促
し、人材育成を図ります。

　同事業の企画提案書を審
査・内示・申請受付を行い、補
助金を交付します。

　事業の進捗事業を把握、実
績書提出による事業の効果に
ついて検証します。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

３　共に支え
合う地域づく
りプロジェクト

４　中山間地域
の活性化



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【東郷総合支所】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

東郷総合支
所

東郷地域振興
課

　日向市東郷地域振興計画の策定に
ついて、地域住民にわかりやすい説明
を行います。

　計画策定にあたり、東郷地区区長公
民館長会等に協力を依頼するととも
に、必要に応じて進捗状況の報告を
行います。

　東郷地区区長公民館長会等におい
て、必要に応じて計画策定の進捗状
況を報告します。

2
市民ニーズの
的確な把握

東郷総合支
所

東郷地域振興
課

　日向市東郷地域振興計画の策定に
向けて、地域住民ニーズの的確な把握
を行います。

　アンケート調査や地区座談会等を実
施し、地域住民の抱える課題の把握
を行います。
　各種団体からなる策定検討委員会
や策定庁内検討委員会を組織し、地
域課題の共通理解を図ります。

　地域住民が抱える課題の整理を行
い、自助・共助・公助の役割分担を明
確にするとともに、計画のブラッシュ
アップを目的として、ニーズの的確な
把握に努めます。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実



[様式１]

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
6 一般会計 4,444

特別会計
再任用職員

任 期 付 職 1

【基本姿勢】
会計事務を正確かつ迅速に行うとともに、公金の安全かつ有利な運用と適正な管理を行います。
　

【総合計画・基本理念】
　〇事務処理の効率化を図ります。
　〇自主財源の確保を図ります。

【総合計画・基本目標】
６－５ 未来につなげる財政運営
　〇各課の公金の管理状況の調査を行います。
　〇基金の確実かつ効率的な運用を推進します。

特別会計

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

一般会計

令和３年度　部局経営方針

部局名
会計管理者

会計課
部局長名 （課長）佐々木　加代子



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【会計課】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
未来につなげる財政
運営

適正な公金
管理と運用

資金運用の
強化

会計課 会計課
　基金の運用により、自主財源を確保
します。

　債券運用委員会を開催し、今年度の
債券運用について協議します。

　確実かつ効率的な資金運用を推進
します。



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名 消防本部 部局長名 松木嚴生

【総合計画・基本目標】
４－１　消防体制の充実
①警防・救急体制の充実
・救急需要に対応するために、関係機関と連携し、救急体制の強化を図ります。
・消防施設や資機材の計画的な整備や適切な維持管理に努めます。
・救急車の適正利用について、市民への啓発活動を推進します。
・応急手当普及講習会を開催し、受講者の増加を図ります。
・消防法令違反事業所への立入検査や適切な指導を行い、違反の是正に取り組みます。
・住宅用火災警報器の全戸設置を目指し、消防団と連携した防火訪問や啓発活動を推進します。
・水難事故に迅速に対応するため、水難救助体制を見直し必要な資機材の整備を行います。
②消防団体制の充実
・消防団の必要性を市民に啓発し、消防団員の確保や消防団活動への支援に努めます。
・消防団協力事業所の拡大や企業への消防団活動に対する理解の促進を図ります。
・機能別消防団員を拡充し、若者や女性などが加入しやすい組織づくりを推進します。
・消防団施設の計画的な整備・更新や国の基準に基づく適正な装備品の配備に努めます。
・消防操法大会の開催や専門的研修への派遣など、消防団員の資質向上や活性化に取り組みます。
・消防団の組織再編について検討し、地域消防力の維持を図ります。

特別会計

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

1
一般会計

再任用職員 3

任 期 付 職
【基本姿勢】
 　消防本部は、「第2次日向市総合計画」の将来像である「海・山・人がつながり、笑顔で暮らせる元気なまち」の実現に向けて、各部局と連携を図りながら各
種施策に取り組みます。
　
【総合計画・基本理念】
　多様化、複雑化、高度化する市民ニーズや大きく変化する社会環境に対応しながら地域課題を解決するためには、「地域の在り方は地域が決め、地域が
担う」という理念の下、まちづくりの基本理念である、「全ての人の人権が尊重されるまちづくり」（人権尊重）「市民との協働による市民が主役のまちづくり」（市
民協働）「地域の活用による自立したまちづくり」（地域力活用）を推進し、様々な課題に対し市民や企業、行政が連携して解決を図っていく自立したまちづくり
を進めます。

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
81 一般会計 275,397

特別会計



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【消防本部】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

１　住みなれ
た地域で暮ら
せる社会づく
りプロジェクト

４　地域医療・
救急医療体制
の充実

3　東郷分遣所への救急車
の配備など、救急体制の充
実・強化に取り組みます。

消防本
部

救急体制
の強化に
要する経
費

9,777 9,777

　東郷分遣所への救急車配備
の方針が決定され具体的な取
り組みが始まりました。コロナ
感染症へも状況に合わせた柔
軟な対応が求められます。

・救急需要に合わせ、関係機
関との連携を十分に取り活動
を行う。本署救急車の更新及
び東郷分遣所への救急車配
備に向けた準備を行います。

・救急需要に合わせ、関係機
関との連携を十分に取り活動
を行います。
・本署救急車の更新に向けて
事務処理を行います。

・救急需要に合わせ、関係機
関との連携を十分に取り活動
を行います。
・本署救急車の更新車両納車
後、すぐに運用できる態勢を整
えます。
・東郷分遣所への救急車配備
に向けた準備
を行います。

2

1　不足する消防団員の確
保や機能別消防団員の有
効活用、女性消防団員の
勧誘強化に取り組みます。

消防本
部

　バイク隊の結成や出初め式
等の行事のあり方の改革、
SNS等での積極的な情報発信
など消防団の活性化に取り組
んでいるが、団員不足につい
ては、南部地区や東郷地区の
地元の入団適齢者不足が大き
な要因になっています。

・様々な活性化策で消防団を
アピールし、若者や女性の勧
誘につなげます。

・女性消防団員の新規入団者
30名を目標に、現役消防団員
から地元住民・知人等に勧誘
活動を行います。

・上半期の取組を継続して行
います。
・上半期の取組を踏まえ、今後
の取組内容を協議します。

3
2　消防団の部の統廃合な
どに対応した組織再編の検
討を行います。

消防本
部

　南部地区・東郷地区では部
の団員数が10名程度の部が
散見されます。

・現状維持を目指しながら、組
織の再編の協議を継続しま
す。

・部員が減少している各部の
現状について聞き取りを行い、
団員数の維持と消防団の機能
を維持する取り組みを行いま
す。

・上半期の取組を継続して行
います。
・上半期の取組を踏まえ、今後
の取組内容を協議します。

52,152

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

２　消防団の機
能充実

消防団活
性化の推
進に要す
る経費

52,152



様式１－３　その他に取組む重点事業 【消防本部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
消防本
部予防
課

火災予防体制の強
化に要する経費

430 430
　住宅防火対策と違反事業所への
指導を強化し、災害による被害軽
減を図る必要があります。

・各種イベント、消防団の防火査察
等を通じて住宅用火災警報器の設
置、維持管理の促進を図ります。
・事業所への査察を実施し、違反是
正に努めます。

・火災原因調査用の工具を整備
し、原因究明率を高めます。
・各種研修に参加し、署員に
フィードバックすることで火災予
防査察の質の向上を図ります。

・火災予防検定資格者を養成し、
予防事務の向上を図ります。
・違反是正指導を強化し、火災予
防に努めます。

2
消防本
部警防
課

救急体制の強化に
要する経費

9,777 9,777

　高齢化の進展に伴う救急需要に
対応するため、救急業務の高度化・
専門化及び活動環境の整備を図る
必要があります。

・救急救命士の養成と各種研修へ
の職員の派遣を行います。
・救急活動に必要な救急資器材の
確保及び維持管理を行います。

・救急業務の高度化、専門化に
対応させるため各種研修へ職員
の派遣を行います。
・救急活動に必要な救急資器材
の確保及び維持管理を行いま
す。

・救急救命士資格取得のため研
修所へ職員の派遣を行います。
・救急救命士有資格者の病院実
習を行います。
・救急活動に必要な救急資器材
の確保及び維持管理を行いま
す。

3
消防本
部警防
課

救助・警防体制の
強化に要する経費

9,644 9,644

　複雑多様化また大規模化する災
害に対して、技術の向上及び資器
材の高度化を図る必要がありま
す。

・消防活動に必要な資格や技術の
習得のため各種研修への職員の派
遣を行います。
・消防活動に必要な資器材の整備
を行います。
・潜水器具を活用した救助体制の
整備に取り組みます。

・消防活動に必要な資格や技術
の習得のため各種研修へ職員の
派遣を行います。
・消防活動に必要な資器材の整
備を行います。

・消防活動に必要な資格や技術
の習得のため各種研修へ職員の
派遣を行います。
・潜水技術研修へ職員の派遣を
行います。
・消防活動に必要な資器材の整
備を行います。

4
消防本
部総務
課

消防団活性化の推
進に要する経費

52,152 52,152
　一部地域では人口の減少により、
団員の確保が困難になり団員の高
齢化もすすんでいます。

・消防団員の資質の向上や消防団
活動の活性化を図り消防団をア
ピールすることで消防団員の確保
に努めます。また、女性消防団員の
入団を促進します。

・SNS等の各種メディアを活用し
て、消防団活動への理解と協力
を求めます。
・消防団の活動環境や処遇につ
いての協議を継続します。

・上半期の取組を継続して行いま
す。
・上半期の取組を踏まえ、今後の
取組を検討します。

5
消防本
部総務
課

非常備消防装備の
充実に要する経費

5,068 5,068
　財政的に厳しい状況から、消防団
の装備の充実が困難になっていま
す。

・消防団活動に必要な装備品の更
新や充実に取り組みます。

・国や県の補助金を活用し、装備
の充実を図り消防団活動環境の
改善に努めます。

・補助金の実績報告を行い、次
年度に向けた調査を行います。

4　生活
環境

1　消防体制の
充実

①　警防・救
急体制の充
実

②　消防団
体制の充実



様式１－３　その他に取組む重点事業 【消防本部】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
消防本
部総務
課

非常備消防の活動
に要する経費

39,007 39,007
　消防団員の確保のためにも処遇
や活動環境の改善が必要です。

・各種会議や研修等への積極的な
参加を促し消防団員の資質の向上
を図ります。
・団員の処遇や活動環境の改善に
向けた協議を継続します。

・消防学校で行われる消防団研
修等への積極的な参加を促しま
す。
・団員の処遇や活動環境につい
ての要望調査を行います。

・消防学校で行われる消防団研
修等への積極的な参加を促しま
す。
・次年度の研修派遣の計画を行
います。

7
消防本
部警防
課

非常備消防施設の
充実に要する経費

14,726 14,726

　地域防災の要である消防団活動
の拠点施設である消防機庫の建て
替えや老朽化した消防車両等の更
新をしていく必要があります。

・消防団活動の拠点施設である消
防機庫の建て替えを行います。

・消防団活動拠点である消防機
庫建て替えの事務を行います。

・消防団活動拠点である消防機
庫建て替え完成後、すぐに使用
できるよう指導を行います。

4　生活
環境

1　消防体制の
充実

②　消防団
体制の充実



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【消防本部】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

消防本部 －
　SNS等の各種広報媒体を活用して、
消防本部や消防団の活動や災害情報
を発信します。

・消防団活動の様子や行事の情報配
信を行います。
・台風発生時には、災害現場からリア
ルな災害情報を市災害対策本部に情
報発信を行います。

・消防団活動の様子や行事の情報配
信を行います。

2
市民ニーズの
的確な把握

消防本部 －
　市民からの救急要請を始めとする、
各種要望に適切に対応します。

・市民や関係団体から各種要望等あ
れば、必要に応じて説明や情報提供
を行います。

・上半期と同様の取組を行います。
・上半期の取組の検討を行い、課題等
あれば対応策を協議します。

3 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

消防本部 －
　消防学校での研修や消防活動に必
要な資格取得による能力向上に努め
ます。

・職員を消防学校や資格取得講習等
に派遣します。

・職員を消防学校や資格取得講習等
に派遣します。
・次年度の派遣計画を行います。

4
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

消防本部 －
　情報開示請求に対する適切な対応
や、消防業務で知りえた個人情報の漏
洩防止に努めます。

・情報公開を求められた場合は、関係
部局と連携して内容の精査を行い情
報公開を行います。
・消防業務で知り得た個人情報の漏
洩防止を徹底します。

・上半期と同様の取組を行います。
・上半期の取組の検討を行い、課題等
あれば対応策を協議します。

5
計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

消防本部 －
　水防協議会事務の防災推進課への
移管に取り組みます。

・防災推進課との継続的な協議を行い
ます。
・事務の簡素化に向けての情報収集
を行います。

・防災推進課との継続的な協議を行い
ます。

6 ＩＣＴの利活用 消防本部 －

・救急車内から医療機関への映像を含
む情報伝送システムの活用を継続しま
す。
・ドローンによる映像情報を活用した消
防活動を行います。

・有効活用出来るように、不具合時の
対応策など導入業者と取り決めを行
います。
・ドローンの活用に向けて各種手続き
や訓練を行います。

・有効活用を図りながら、他のシステ
ムを活用した方法についても検討を行
います。
・ドローンの現場での活用を積極的に
行います。

7
職員の働き方
改革

消防本部 －
　各課で事務の分担を行い、時間外勤
務や休日出勤の改善を図ります。

・個人で多くの業務を持たないように、
各課・係間で分担できそうな業務の状
況を共有します。

・定期的に係で会合を行い、業務の状
況を報告し情報を共有します。

8
未来につなげる財政
運営

適正な財政
運営

補助金等の
見直し

消防本部 －
　現在の消防団体制を維持するために
は、消防団運営補助金は必要不可欠
です。

・運営補助金の早期支給に向けて手
続きを行います。

・簿冊点検時に運営補助金の執行状
況の確認を行います。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名 上下水道局 部局長名 松尾　昇一

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）
一般会計 861,963
特別会計 2,600

水道事業会計 2,002,925
簡易水道事業会計 193,675

下水道事業会計 2,596,523
農業集落排水事業会計 329,781

前年度繰越額（千円）
一般会計 0
特別会計 0

水道事業会計 141,903
簡易水道事業会計 82,038

下水道事業会計 184,208
農業集落排水事業会計 0

【基本姿勢】

『自然を守り、安全・安心な環境で心豊かに笑顔で暮らせるまち』を目指します。

【総合計画・基本理念】

衛生的で快適な生活環境の中で『市民が心豊かに笑顔で暮らせるまち』を目指し、「強靭」・「安全」・「持続」の３つの柱に基づく各施策を推進します。

【総合計画・基本目標】

４－６　安全で安定した水の供給
　○ 安全で良質な水の安定供給に努めます。
　○ 水道事業経営の健全化に努めます。

４－７　生活排水の適切な処理
　○ 公共下水道事業を推進します。
　○ 農業集落排水事業を推進します。
　○ 合併処理浄化槽の普及と適正管理を図ります。

正　 職 　員
26 人 日向市水道事業経営戦略（中間見直し）

日向市権現原浄水場更新基本計画

再任用職員 2 人 日向市下水道ストックマネジメント第３期計画

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

日向市下水道耐水化計画
会 計 年 度
任 用 職 員

3 人

任期付職員 1 人



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【上下水道局】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1 水道課 水道事業 2,002,925 870,112

　老朽化した施設の更新や激
甚化する風水害や切迫する大
規模地震等への対策に関して
取組の更なる加速化・深化を
図る必要があります。

　老朽管路更新や耐震化及び
施設・設備類の長寿命化対策
並びに、権現原浄水場更新基
本計画を策定します。

　老朽管路更新工事及び施
設・設備長寿命化対策工事の
発注を行います。

　権現原浄水場更新基本計画
の策定を行います。

2
下水道
課

下水道事
業

472,552 437,000
　下水道の整備、施設の長寿
命化を図る必要があります。

　往還地区の下水道の整備並
びに施設の長寿命化対策工事
を行います。

　下水道布設工事及び浄化セ
ンターの長寿命化対策工事の
発注を行います。

　下水道布設工事について完
成し、一部供用を開始します。

3
5　配水池の非常用電源の
整備に取り組みます。

水道課 水道事業 2,002,925 0

　配水池やポンプ施設は非常
用電源が整備されておらず、
停電が長期化すると断水とな
ることから、大規模停電災害に
備え非常用発電機を整備する
必要があります。

　配水池・ポンプ施設非常用発
電機整備計画を策定します。

　令和２年度に実施した基礎
調査に基づき、現地調査の実
施や影響規模に応じた整備の
優先順位を決定します。

　令和４年度からの事業実施
へ向け概算工事費の算定や
年次計画を策定し、計画書の
取りまとめをおこないます。

4
6　浸水被害対策に取り組
みます。

下水道
課

浸水被害
軽減対策
事業

1,104 1,010
　浸水被害の軽減を図るため
の対策を行う必要があります。

　台風やゲリラ豪雨等により、
浸水被害が想定される場合
に、早急に排水ポンプを設置
し、被害の軽減を図ります。

　年間を通じ、台風やゲリラ豪
雨時に備えます。

　年間を通じ、台風やゲリラ豪
雨時に備えます。

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

１　助け合う
災害に強いま
ちづくりプロ
ジェクト

３　国土強靭化
の推進

4　上下水道施設の耐震化
や老朽化した施設の更新
に取り組みます。



様式１－３　その他に取組む重点事業 【上下水道局】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
2　防災体制の
充実

①　災害予
防対策の推
進

下水道
課

浸水被害軽減対策
事業

1,104 1,010
　浸水被害の軽減を図るための対
策を行う必要があります。

　台風やゲリラ豪雨等により、浸水
被害が想定される場合に、早急に
排水ポンプを設置し、被害の軽減を
図ります。

　年間を通じ、台風やゲリラ豪雨
時に備えます。

　年間を通じ、台風やゲリラ豪雨
時に備えます。

2 水道課 水道事業 2,002,925 2,002,925

　水道は、市民の暮らしに欠かすこ
とのできない重要なライフラインで
あるため、大規模災害発生時にお
いても必要な水道水が供給できる
体制を維持し、また、今後発生が予
想される南海トラフ巨大地震に備
え、水道施設の更新や耐震化に取
り組む必要があります。

水道水の安全性を一層高め、安心
しておいしく飲める水道水を安定的
に供給するため、「日向市水安全計
画」に基づく適正な水質管理を実施
します。
　また、「日向市水道ビジョン」に基
づき施設の計画的な維持管理、更
新や耐震化を推進する事で強靭な
水道施設の構築を目指します。

１．「日向市水安全計画」のレ
ビュー（確認・改善）を行います。

２．上水道施設の一斉合同点検
を実施します。

３．配水量の常時監視の実施や
重要給水管路等の漏水調査を実
施します。

１．「日向市水道ビジョン」に基づ
き災害対応訓練を実施します。

２．権現原浄水場の施設劣化調
査、耐震診断及び設備機器類老
朽度調査結果に基づき「権現原
浄水場改築更新基本計画」を策
定します。

3 水道課 簡易水道事業 193,675 193,675

　簡易水道事業は小規模な施設が
点在し、水道事業としての経営効率
が低く施設の老朽化も進行していま
す。
　そのため、施設長寿命化のため
の適切な点検や更新の実施、適正
規模の施設再配置の検討等により
施設運営の効率化を図る必要があ
ります。

　施設の維持管理及び水質検査を
適切に行うことにより、施設老朽化
による事故を未然に防止し、清浄な
飲料水を安定的に供給します。

１．簡易水道施設の一斉合同点
検を実施します。

２．配水量の常時監視の実施や
重要給水管路等の漏水調査を実
施します。

１．「日向市水道ビジョン」に基づ
き災害対応訓練を実施します。

4
②　水道事
業経営の効
率化

水道課 水道事業 2,002,925 2,002,925

　給水人口の減少等により給水収
益が減少する一方で 、耐震化の推
進や施設老朽化による更新需要の
増大が予想されるため、一層の経
営健全化が求められています。

　令和３年度は窓口業務民間委託
１期目（３年間）の最終年度である
ため、２期目（５年間）へ向けて業務
範囲拡大についての検討を実施
し、公募型プロポーザル方式により
受託業者の選定を行います。

１．業務委託仕様書や審査要領
等を作成し、公募型プロポーザ
ルを実施します。

１．プロポーザル審査により受託
業者を選定し、２期目の業務開
始に向けた準備を行います。

5
7　生活排水の
適切な処理

①　公共下
水道事業の
推進

下水道
課

下水道事業 472,552 437,000
　下水道の整備、施設の長寿命化
を図る必要があります。

　往還地区の下水道の整備並びに
施設の長寿命化対策工事を行いま
す。

　下水道布設工事及び浄化セン
ターの長寿命化対策工事の発注
を行います。

　下水道布設工事について完成
し、一部供用を開始します。

4　生活
環境

6　安全で安定
した水の供給

①　安全で
良質な水の
安定供給



様式１－３　その他に取組む重点事業 【上下水道局】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
②　農業集
落排水事業
の推進

下水道
課

農業集落排水事業 31,430 30,000
　農業集落排水施設が老朽化して
いるため、長寿命化を図る必要が
あります。

　施設の長寿命化対策工事を行い
ます。

　最適整備構想に基づく、長寿命
化対策工事の発注を行います。

　最適整備構想に基づく長寿命
化対策工事を完成させます。

7

③　合併処
理浄化槽の
普及と適正
管理

下水道
課

生活排水対策（浄
化槽設置整備事
業）

8,325 8,184
　単独浄化槽やくみ取りから合併浄
化槽への転換推進を図ることが課
題となっています。

　令和２年度から５カ年計画により、
浄化槽補助金交付を継続します。

　ＨＰや広報誌等で事業の周知を
図り、合併浄化槽へのすみやか
な転換を促進します。

　ＨＰや広報誌等で事業の周知を
図り、合併浄化槽へのすみやか
な転換を促進します。

4　生活
環境

7　生活排水の
適切な処理



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【上下水道局】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
市政の情報
発信の充実

上下水道局 水道課
　水道事業への市民の理解を深めるた
め、積極的な情報発信を行います。

　「上下水道かわら版」を発行します。 　HPで決算状況の情報発信をします。

2
市政の情報
発信の充実

上下水道局 下水道課
　市ホームページ、市広報紙にお知ら
せ・啓発等の情報を掲載します。

　浄化槽補助金、下水道の日につい
て、市ホームページ等で周知を行いま
す。

　浄化槽月間に合わせて、市広報紙
に記事を掲載します。

3 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

上下水道局 水道課
　大規模災害発生時においても必要な
水道水が供給できる体制を構築しま
す。

－ 　応急給水訓練を実施します。

4
市民に開か
れた市役所
づくり

電子行政
サービスの充
実

上下水道局 水道課
　使用開始中止の届出の電子化を検
討します。

　メールでの水道使用開始・閉栓届に
ついて検討します。

－

5
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

上下水道局 水道課
　個人情報取扱に関する理解を深めま
す。

－
　個人情報に関する研修会へ参加し
ます。

6
民間活力の
活用

上下水道局 水道課

　窓口業務民間委託の１期目最終年度
となります。委託２期目（５年間）に向
け、更なる経営の効率化を図るため業
務範囲を拡大します。

　スケジュール、仕様書、審査要領等
を作成し、公募します。

　プロポーザル審査により業者を選定
し、契約締結を行い２期目の業務開始
に向けて準備をします。

7 ＩＣＴの利活用 上下水道局 下水道課
　下水道管路台帳システムの整備活用
に努めます。

　調査内容等の情報更新を行いつ
つ、有効活用を図ります。

　調査内容等の情報更新を行いつ
つ、有効活用を図ります。

市民に信頼される行
政サービスの提供

広報・広聴
活動の充実

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【上下水道局】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

8
職員の働き方
改革

上下水道局 水道課
　「年間5日間以上の年休取得」に取り
組みます。

－
　年休取得状況を把握し、計画的な年
休取得を促します。

9
職員の働き方
改革

上下水道局 下水道課
　「年間５日間以上の年休取得」に取り
組みます。

－
　年休取得状況を把握し、計画的な年
休取得を促します。

10
公営企業等
の経営健全
化

上下水道局 水道課
　独立採算制の根幹となる給水収益の
見通し等について検討します。

　経営分析結果を踏まえ、料金改定等
の検討により収支バランスの見通しを
行います。

　収支バランスの見通しに基づき、今
後の起債借入れ方針を決定します。

11
公営企業等
の経営健全
化

上下水道局 下水道課
　下水道・農集排の使用料改定に向け
た調査研究に着手します。

　先進自治体への調査ヒアリングを行
います。

　使用料改定に向けた調査手法・スケ
ジュールについて検討します。

12
債権管理の
推進

上下水道局 水道課
　民間のノウハウを活かした収納率向
上への取り組みを強化します。

閉栓未納者に催告書の送付や電話及
び訪問を実施します。

－

13
債権管理の
推進

上下水道局 下水道課
　下水道事業受益者負担金の収納率
向上に努めます。

滞納管理を適切に行います。 滞納管理を適切に行います。

未来につなげる財政
運営

適正な財政
運営

自主財源の
確保

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名（課名） 教育委員会 部局長名 小林　英明

【総合計画・基本目標】
　01-01　生きる力を育む教育の推進
　　〇幼児教育と小学校教育の円滑な接続を充実させるため、スタートカリキュラムの活用を図るとともに、幼保小中連絡協議会の実施などを通して、
　　　幼稚園・保育所・認定こども園・小学校の連携を強化します。
　　〇学ぶ意欲や学力の向上を図りながら、小・中学校教育の充実を図るため、キャリア教育、小中一貫教育、コミュニティ・スクールの三位一体の教育や、
　　　外国語教育等の取組を推進します。
　　〇GIGAスクール構想に基づき整備したタブレットなどの学校ICT環境を積極的に活用するとともに、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図りながら、
　　　児童生徒の情報活用能力の育成と学校事務の効率化に努めます。
　　〇特別支援教育の充実を図るため、児童生徒の特性を踏まえた支援の在り方を話し合うケース会議の充実や関係機関との連携強化に努めます。

特別会計 0

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

85
一般会計

再任用職員 9

任 期 付 職
【基本姿勢】
　教育委員会は、「第2次日向市総合計画・後期基本計画」（令和3年度～6年度）に掲げる将来像「海・山・人がつながり　笑顔で暮らせる元気なまち」の実
現に向け、「ふるさとを愛し心豊かな人が育つ、個性が尊重されるまち」を目指し、各施策に取り組みます。

　快適な環境の中で互いに学び合い、それぞれの個性を伸ばし、自分で考えて行動できる「生きる力」　を身に付けた子どもの育成を目指します。
　地域社会が一体となって子どもを守り育むことで、郷土の文化や資源に誇りを感じ、ふるさとを愛する人材の育成を目指します。
　人権が尊重され、互いに認め合い、それぞれの個性を生かしながら幸せに暮らせる社会の実現を目指します。

【総合計画・基本理念】
　（１）人権尊重
　　　○一人ひとりが尊重され、誰もが自由に個性と能力を発揮し、平和を尊ぶ心を育む教育を推進します。
　（２）市民協働
　　　○学校、家庭、地域が連携しながら、ふるさと日向市を愛し、心豊かな人材の育成を目指します。
　（３）地域力活用
　　　○学校、家庭、地域が連携しながら子どもを守り育むことで、社会に貢献する人材を育みます。

36,986

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
54 一般会計 2,165,535

特別会計 0



【総合計画・基本目標】
  01-02  魅力ある教育体制や環境の充実
　　〇問題や悩みを抱える児童生徒の相談支援体制の充実のため、学校や関係機関と情報を共有しながら、いじめや不登校、虐待の防止に努めます。
　　〇児童生徒の健康づくり推進のため、食育や健診の実施並びに健診後の指導に取り組みます。
　　○安全安心な教育環境の充実を図るため、学校施設の耐震化や環境に配慮した学校設備の改修及び適正な維持補修に努めます。
　　〇国の法令や衛生基準に基づき、適切な施設管理に努め、安全安心な学校給食を提供します。
　　〇食物アレルギーがある児童生徒については、家庭や学校と情報共有を図りながら、安全安心なアレルギー対応給食の提供に努めます。
　　〇給食費の徴収、管理の効率化を図るため、学校給食費の公会計化に取り組みます。
　
　01-03　地域が一体となった青少年の育成
　　 ○地域全体で子どもを守り育てる事業に積極的に取り組むとともに、子どもたちが地域に誇りを持てるような取組を推進していきます。
　　 〇中学生が自らの夢に向かって様々な課題にチャレンジする取組の支援や、市内の文化施設等を活用した体験学習の実施により、
　　　日向市の良さを再発見するなど、未来のふるさとを担う人材の育成に取り組みます。

　01-04　社会教育の推進
　　 ○地域社会で生きがいをもって暮らしていける環境づくりに努め、生涯学習・社会教育の充実・振興を図ります。

　01-05　図書館サービスの充実
　　〇読書に親しむ機会の創出や環境の充実に努め読書活動を推進するとともに、市民が利用しやすい図書館を目指します。
　　〇学校図書館司書の配置など学校図書館の機能を充実させ、読書の楽しさを伝える環境づくりに取り組みます。

  01-06　地域文化の保存・継承・活用
　　○地域に伝わる文化財を広く周知することで郷土愛を育むとともに、後世へと伝えていくため、その保存と活用に取り組みます。
　　○「2020国文祭・芸文祭」の取組をはじめ、各団体等の芸術文化活動を支援し、市民が芸術や文化に親しむ環境の整備を図ります。
　　○若山牧水をはじめとした地域の先人の顕彰や情報発信を積極的に行い、市民の郷土愛を深めるとともに、ふるさとに誇りを持つ人材の育成
　　　を図ります。

　01-07　スポーツ活動の推進と環境づくり
　　○生涯スポーツと競技スポーツの各種事業を推進し、市民の健康増進や心身の健康及びアスリートの育成を図ります。
　　○スポーツ施設を安全・安心に利用できるよう適切な管理に努めます。

　01-08　人権・平和の尊重
　　○沖縄県に中学生を派遣する平和交流事業を実施し、平和学習の推進を図ります。
　　〇市学校人権・同和教育推進協議会や市人権・同和教育研究大会の充実を図り、人権・同和問題に対する教職員等の正しい理解の促進に
　　　取り組みます。

　01-10　国際化への対応と国際交流の推進
　　〇国際感覚豊かな子どもの育成を図るため、外国語指導助手（ALT）とふれ合いながら学ぶ機会を増やすよう努めます。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【教育委員会】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

1　コミュニティ・スクール制
度に基づく学校運営協議会
を開催し、学校の教育方針
を踏まえ、地域などと連携
した学校教育を行います。

学校教
育課

コミュニ
ティ・ス
クール
（小・中学
校）に要す
る経費

1,454 1,454

　学校運営協議会において、
単なる説明や情報開示だけに
なっており、地域人材が参画す
る学校運営協議会に至ってい
ない学校もあり、取組に差が
出ています。

　コミュニティ・スクール推進上
の課題や各学校の取組状況を
把握し、研修の充実を図ること
で、課題の解決を図るととも
に、地域の方々の参画を得な
がら地域とともにある学校づく
りを推進します。

　コミュニティ・スクールを推進
するために、学校同士での情
報交換を行えるよう、効果的な
進め方や好事例を学べる研修
を実施します。

　子どもの連続した学びを充実
させるために、小中一貫教育
やキャリア教育とも関わりをも
たせ、地域の方々からの協力
を得ながら、三位一体の教育
を推進します。

2

2　小中一貫教育の推進の
ために、中学校区で作成し
たグランドデザインを基に、
９年間を見据えた系統的で
一貫性のある教育に取り組
みます。

学校教
育課

小中連
携・一貫
推進事業

119 119

　各中学校区でグランドデザイ
ンを作成し、９年間で目指す子
ども像や学校像を共有しなが
ら、系統的で一貫性のある教
育活動を行っています。

　小中一貫教育推進上の課題
を整理し、さらなる充実を図る
ために、コミュニティ・スクール
やキャリア教育と関わりをもた
せた研修の充実を図ります。

　小中一貫教育推進上の課題
を整理し、更なる取組の充実を
図るための研修会を実施しま
す。

　コミュニティ・スクールやキャ
リア教育と関わりをもたせた研
修を行い、９年間で育てたい子
どもの姿を意識し、日々の教
育を推進します。

3

3　幼児期の体験や学びを
円滑に小学校の学習につ
なぐ取組を推進し、幼児教
育との連携・充実に努めま
す。

学校教
育課

- - -

　幼稚園、保育所、認定こども
園、小学校の職員が合同での
研修会を通して、接続の重要
性を共通理解しています。

　幼稚園、保育所、認定こども
園、小学校の職員が一緒に学
ぶことができる研修を実施する
とともに、日向市スタートカリ
キュラムの更なる活用を図りま
す。

　日向市スタートカリキュラム
の周知及び各小学校の実態に
応じた取組を支援し、幼保小
の接続期の充実を図ります。

　幼保小連携に関わる研修会
をとおして、スタートカリキュラ
ムの取組を振り返り、次年度
に向けて取組の改善を図りま
す。

4
4　学校ＩＣＴ環境の整備を
推進し、ＩＣＴを効果的に活
用した教育を行います。

学校教
育課

学校ICT
環境整備
事業（小
学校）（中
学校）

56,205 56,205

　年次的にパソコンの更新は
行っているものの通信環境機
器に不具合が生じている学校
があります。また、整備された
機器を活用したわかる授業実
施への支援が必要です。

　ICT支援員を配置し、GIGAス
クール構想により整備したタブ
レットの有効活用を図ります。
また、学校内の環境把握や整
備を行います。

　ICTを活用した効果的な授業
を行うため、ハード・ソフトの操
作研修を行います。

　ICT機器の活用状況を把握し
ながら、授業での活用方法な
どについて、研究を行います。

5
5　将来を見据えた通学区
域の検討を行います。

学校教
育課

就学支援
委員会・
通学区域
審議会の
運営に要
する経費

421 39

　本市の小中学校数は、人口
規模からみると多い状況にあ
り、学校規模の適正化につい
て研究や協議が必要です。

　学校の適正配置について、
児童生徒数や地区人口の推
移、各学校の課題等を整理
し、調査研究を行います。

　児童生徒数の将来推計を行
います。
他市町村の事例等情報収集を
行います。

　庁内ワーキンググループの
組織化に向けた要綱の整備や
今後のスケジュールについて
協議を進めます。

6
２　魅力ある教
育体制や環境
の充実

1　スクールソーシャルワー
カーを配置し、児童生徒の
悩み相談など心のケアを行
います。

学校教
育課

スクール
サポート
事業

11,194 2,798

　児童生徒が抱える悩みや問
題は、様々な社会的背景を反
映し多様化するとともに、増加
傾向にあります。その解決に
は、学校外の専門機関との連
携を図る必要があります。

　児童生徒の相談に対し、ス
クールソーシャルワーカーを派
遣し、きめ細かに対応するとと
もに、専門的で福祉的な知見
を活かし、生活環境の調整や
関係機関との連携を充実させ
ます。また、関わりを継続する
ことにより、これまで抱えてい
る問題の解決を図ります。

　スクールソーシャルワーカー
を活用し、学校の要請に応じて
事案の対応に努めます。ま
た、関係機関との情報共有を
図ることで、問題の発見、予
防、解決の機能を高めます。

　適応指導教室教育相談員、
スクールカウンセラー、生徒指
導アドバイザーと連携を図りな
がら、問題を抱える児童生徒
を取り巻く環境の具体的な改
善に取り組みます。

１　未来
へつな
げる人
づくり

１　未来を支
える「ひゅう
がっ子」育成
プロジェクト

１　生きる力を
育む教育の推
進



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【教育委員会】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

7

2　適応指導教室などで児
童生徒の不登校解消に向
けた相談・指導を行いま
す。

学校教
育課

スクール
サポート
事業

11,194 5,598

　複雑な社会的背景を反映し、
学校への不適応から不登校に
なる生徒は、本市でも増加傾
向にあります。その解決には、
学校と連携しながら、個別の特
性や状況に応じたきめ細かな
指導を行う必要があります。

　適応指導教室において、学
校以外での学習の場を提供す
るとともに、安心できる居場所
としての機能を充実させます。
また、学校や関係機関と連携
を図ることで、児童生徒本人や
家庭への効果的な支援を行い
ます。

　適応指導教室での指導を通
じて、各児童生徒の状況に応
じた指導を行います。また、学
校との情報共有を月に１回行
い、学校復帰へのプランニング
を学校と協働で行います。

　スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、生
徒指導アドバイザーと連携を
図りながら、不登校生徒及び
不登校傾向にある児童生徒の
自立を促す働きかけを、学校と
協力して、児童生徒及び家庭
に対して行います。

8

3　細島小学校・細島公民
館・細島地区コミュニティセ
ンターの機能を集約した複
合施設を整備します。

教育総
務課

細島小学
校改築事
業

914,000 914,000

　令和２年度からの継続事業
で、今年度は最終年度である
ことから、コロナ禍であるが遅
滞なく計画的に事業を進めま
す。

新校舎（複合施設）校舎整備
既存校舎の解体撤去のうえ運
動場整備
外構及び既存校舎との取り合
い整備

新校舎の整備と学校部分の移
転
旧校舎の解体着手（上半期完
了予定）

運動場・外構整備
生涯学習部分の移転準備

9

4　児童生徒が安全で安心
して教育を受けられるよう、
学校施設の改修・整備に努
めます。

教育総
務課

小学校各
校整備事
業
中学校各
校整備事
業

9,000 9,000
　施設の経年劣化により教育
環境向上が求められていま
す。

　継続的に取り組んでいる、体
育館の高所照明器具の改修
に取り組みます。

　夏期休業等を利用して、教育
に影響のないように改修工事
を実施します。

-

10

1　世代間交流活動を支援
し、地域における教育力を
高め、子どもたちの豊かな
心とたくましく生きる力を育
みます。

生涯学
習課

地域教育
力活性化
事業

880 880

　地域における体験活動をと
おして子どもの健全育成に寄
与していますが、実施団体が
固定化しているため新たな団
体の取組を促す必要がありま
す。

　地域の団体が主体となり、子
どもたちとともに農業体験や伝
統芸能などの活動を行い、地
域の子どもは地域で育てること
を実践します。

　地域教育力活性化推進事業
受託団体募集、委託契約、児
童生徒健全育成事業補助金
交付決定、活動への助言、実
施状況確認

　地域教育力活性化推進事業
活動への助言、実施状況確認

11

2　地域の協力により放課
後子ども教室を開設し、子
どもたちが安全に安心して
過ごすことのできる居場所
づくりに努めます。

生涯学
習課

放課後子
ども教室
推進事業

9,888 9,888

　令和２年度より新たに夏季休
業期間中にも開設した教室が
あり、全体的に活動日数も増
加していますが、子どもの活動
を見守るサポーターが少ない
教室もあり、新たなサポーター
の確保が課題です。

　学校の放課後等に小学校等
を利用し、地域住民の参画を
得て、勉強、屋外活動、文化活
動などの取組を支援します。
　平岩小、細島小、塩見小、
美々津小、寺迫小、東郷学園
（２教室）にて開設

　保護者説明会、参加児童の
受け入れ、活動支援、定例指
導者会の開催

　参加児童の受け入れ、活動
支援、定例指導者会の開催

１　未来
へつな
げる人
づくり

１　未来を支
える「ひゅう
がっ子」育成
プロジェクト

２　魅力ある教
育体制や環境
の充実

３　地域が一体
となった青少年
の育成



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【教育委員会】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
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該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

12

１　未来
へつな
げる人
づくり

１　未来を支
える「ひゅう
がっ子」育成
プロジェクト

４　読書活動の
推進

1　ブックスタート事業とし
て、乳幼児に絵本を贈り、
本に親しむ機会を提供しま
す。

図書館
児童サー
ビスに要
する経費

1,200 1,200

　７か月・１歳６か月・３歳児健
診に合わせて絵本を贈ってい
ますが、本を渡すだけで、活用
方法等については伝えられて
いません。
　コロナ禍に対応した健診スタ
イルの中、保護者の方とお話
しできる機会を作ることが必要
です。

　絵本を贈る際に、貸出カード
の作成案内やおはなし会など
のイベントの案内を渡して、図
書館利用の契機とします。

○ブックスタート
　7か月児健診時に絵本1冊、
布製バック、パンフレットを配
布
○ブックスタートプラス
　1歳6か月児健診時に絵本１
冊配布
○ブックスタートツープラス
　3歳児健診時に絵本1冊配布
○おはなし会・春のとしょかん
まつりの案内

○ブックスタート
　7か月児健診時に絵本1冊、
布製バック、パンフレットを配
布
○ブックスタートプラス
　1歳6か月児健診時に絵本１
冊配布
○ブックスタートツープラス
　3歳児健診時に絵本1冊配布
○おはなし会・秋のとしょかん
まつりの案内

13

2　図書館、学校図書館、公
民館図書室が連携し、子ど
もの読書活動を支援しま
す。

図書館
学校教
育課

図書館
サービス・
資料の充
実に要す
る経費

10,500 3,000

　公立公民館図書室に配本し
たり、学校図書室に図書館の
蔵書を団体貸出ししたりして、
子どもの読書環境の充実に努
めていますが、コロナ禍によ
り、巡回図書が休止している状
態です。

〇公立公民館図書室の配本、
学校図書室への団体貸出し等
に加え、令和３年２月より始め
た放課後子ども教室への団体
貸出しを継続します。
〇巡回図書再開について学校
と協議を行います。

○中央公民館を除く公立公民
館図書室への配本
○学校図書室への団体貸出し
○幼稚園・保育園への団体貸
出し
○放課後子ども教室への団体
貸出し

○中央公民館を除く公立公民
館図書室への配本
○学校図書室への団体貸出し
○幼稚園・保育園への団体貸
出し
○放課後子ども教室への団体
貸出し

14

3　学校図書館司書を配置
し、児童生徒が読書に親し
む環境づくりに取り組みま
す。

学校教
育課

読書活動
充実事業

4,496 4,496

　学校図書館司書は２～３校
に１名を配置しており、主に図
書室環境整備を行っていま
す。図書室の月平均の貸出冊
数は県平均に達していませ
ん。

　学校図書館司書を配置し、
学校の図書担当教員と連携し
た図書室の環境整備及び読書
活動推進のための取組を支援
します。

　学校図書館司書研修会にお
いて、読書に親しむ環境づくり
に関する情報交換を行い、他
校での効果的な取組を知るこ
とで、今後の取組の改善に生
かせるようにします。

　学校図書館司書が、各学校
の読書活動の取組に対して、
より効果的な支援ができるよ
う、学校や市立図書館との連
携の方法等についての研修を
実施します。

15

1　「日向市全ての人の人
権が尊重されるまちづくり
条例」に基づいた人権教育
や啓発活動を推進します。

学校教
育課

同和教育
の充実に
要する経
費

2,498 2,498

　「日向市全ての人の人権が
尊重されるまちづくり条例」に
従い、生涯学習課、地域コミュ
ニティ課人権・同和行政推進
室と連携し、同和教育をはじめ
とする人権教育の充実に取り
組みます。

　教育集会所での活動や、各
種研究大会、講演会等による
啓発活動に取り組みます。

　教育集会所や各種研究大
会、講演会等で人権問題に関
する学びを深めます。

　教育集会所や各種研究大
会、講演会等で人権問題に関
する学びを深めます。

16

1　「日向市全ての人の人
権が尊重されるまちづくり
条例」に基づいた人権教育
や啓発活動を推進します。

生涯学
習課

一般事務
費

680 63

　人権講座を４回開催してお
り、平均して約６０人の参加者
がいます。内容についてもタイ
ムリーな話題などを取り上げる
ようにしています。

４回の人権講座の開催
広報誌、HP、これまでの参加
企業への案内などして、参加
者を募るようにします。

講師選定について、関係部署
や社会教育指導員との協議

人権講座の開催（４回）

１　未来
へつな
げる人
づくり

１　未来を支
える「ひゅう
がっ子」育成
プロジェクト

４　読書活動の
推進

３　ふるさとを
愛する心豊か
な人づくりプ
ロジェクト

１　豊かな人権
感覚を持った
人づくり
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17
1　総合的な学習の時間を
活用し、ふるさと教育の充
実を図ります。

学校教
育課

牧水教育
事業

236 236

　児童生徒が郷土の歌人「若
山牧水」の短歌に親しむ機会
として牧水かるた大会を開催し
ていますが、参加が一部の児
童生徒に限られています。

　牧水かるた大会を開催し、若
山牧水の短歌に親しむ機会を
提供し、牧水への理解を深め
ます。

　牧水かるた大会の開催に向
け、国語科部会と協議を行い
ます。

　牧水かるた大会を開催し、若
山牧水への理解を深めます。

18
2　囲碁教室の開催など囲
碁文化の継承に努めます。

学校教
育課

「囲碁のま
ち日向市」
モデル事
業

165 165

　児童生徒数の減少や余暇活
動の多様化、また授業時数の
確保等により、学校と連携した
取組が困難な状況にありま
す。

　放課後子ども教室や公立公
民館が主催する土曜教室な
ど、他機関との連携方策につ
いて協議します。

　日本棋院日向支部と連携し
「囲碁の次世代育成活動事
業」により初心者講座を開催し
ます。

　他機関との連携方策につい
て、協議を行います。

19
3　若山牧水の短歌に親し
み、牧水への理解を深めま
す。

スポー
ツ・文化
振興課

牧水顕彰
事業

4,885 4,885

　牧水・短歌甲子園や青の国
若山牧水短歌大会などを通じ
て、全国に牧水を発信する事
業に取り組んでいますが、牧
水のふるさと日向市をより多く
の方に知っていただくために、
さらなる顕彰活動が必要です。

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット：通年）
・牧水・短歌甲子園
・牧水祭
・青の国若山牧水短歌大会
・若山牧水賞記念講演

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）
・牧水・短歌甲子園の開催（８
月）
・牧水祭の開催（９月）

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）
・青の国若山牧水短歌大会表
彰式（12月）
・若山牧水賞記念講演（２月）

20
4　中学生が思い描いてい
る夢に向かいチャレンジす
る取組を支援します。

生涯学
習課

ふるさと再
発見！子
どもの実
現夢サ
ポート事
業

1,564 1,146

　子どもの夢サポート事業で
は、新型コロナウイルスの影
響もありますが、応募者を増や
すことが課題であり、あらゆる
方策を探り、実施につなげてい
きます。

　中学生3人を選出し、自らの
夢に向かってチャレンジする取
り組みを支援していきます。

　募集案内、選考委員会の開
催、補助対象者との打ち合わ
せ、実施に向けた支援

　実施に向けた支援、報告会
の開催

21

5　学校給食への地元食材
の活用や地産地消交流学
校給食会の開催など、学校
給食における地産地消を
推進します。

学校給
食セン
ター

給食調理
に要する
経費

156,034 200

　保護者が負担する給食費で
大量で規格の揃った安価な食
材を購入する必要があるた
め、市外産、外国産の食材を
調達している状況があります。

　地元食材の購入に努め、学
校を訪問し交流学校給食会を
開催します。

　地元食材の購入に努めま
す。

　地元食材の購入に努めま
す。２、３学期に交流学校給食
会を開催します。

22
４　キャリア教
育の充実

1　産学官や地域の大人が
連携し、「日向の大人はみ
な子どもたちの先生」をス
ローガンにキャリア教育支
援事業「よのなか教室」を
市民運動として推進しま
す。

学校教
育課

キャリア教
育推進事
業

10,800 10,800

　令和2年度はコロナ禍により
「よのなか教室」を推進するこ
とが十分にできませんでした。
コロナ禍の状況を踏まえ、「よ
のなか教室」の効果的な活動
について検討している状況に
あります。

　「よのなか教室」について、対
面式やオンデマンド方式等を
充実させながらキャリア教育の
推進を図るとともに、これまで
の本市のキャリア教育の在り
方を見つめ、今後の方向性を
決めます。

　対面式による「よのなか教
室」に加え、日向市等の職業
人による働く意味や生き方に
ついて学べる動画の作成を行
い、配信体制の整備をします。

　キャリア教育推進懇話会をと
おして、これからの本市のキャ
リア教育の在り方について新
たな方向性を検討していきま
す。

１　未来
へつな
げる人
づくり

３　ふるさとを
愛する心豊か
な人づくりプ
ロジェクト

３　郷土愛を育
む教育の推進
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23

５　高校・高等
専門教育機関
への支援の充
実

1　小学校・中学校・高校の
連携強化や市内の県立高
校の魅力向上への支援な
ど、市内高校への進学率の
向上に努めます。

学校教
育課

- - -

　中学卒業後、子どもたちは市
内外の高校に通っている状況
にあります。市外の高校に通う
生徒も多数おり、今後、更に中
学生に対して、市内の高校の
魅力をアピールする必要があ
ります。

　市内の高校が各中学校にお
いて魅力を発信する場を設定
するなど、市内の高校への関
心を高めるような取組を充実さ
せます。

　進学指導の時間等で、市内
の高校と中学校が連携して学
習できる取組を検討していきま
す。

　各中学校における高校説明
会において、市内の高校の魅
力を十分に発信してもらい、生
徒の関心が高まることに努め
ます。

24

５　高校・高等
専門教育機関
への支援の充
実

4　放送大学宮崎学習セン
ターの情報発信や入学料
に対する市民への支援など
利用促進に努めます。

生涯学
習課

放送大学
支援事業

1,000 1,000

　放送大学宮崎学習センター
の学生数が減少傾向にあるた
め、入学者数を増やす取組が
必要です。

　放送大学宮崎学習センター
振興協議会への補助金交付、
市民の入学者に対する入学料
の半額補助

　放送大学宮崎学習センター
振興協議会への補助金交付、
入学奨励補助金の助成

　広報ひゅうがへの入学者募
集情報の掲載、入学奨励補助
金の助成

25

1　青の国若山牧水短歌大
会や短歌甲子園など、牧水
顕彰事業の拡充に取り組
みます。

スポー
ツ・文化
振興課

牧水顕彰
事業

4,885 4,885

　牧水・短歌甲子園や青の国
若山牧水短歌大会などを通じ
て、全国に牧水を発信する事
業に取り組んでいますが、牧
水のふるさと日向市をより多く
の方に知っていただくために、
さらなる顕彰活動が必要です。

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット：通年）
・牧水・短歌甲子園
・牧水祭
・青の国若山牧水短歌大会
・若山牧水賞記念講演

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）
・牧水・短歌甲子園の開催（８
月）
・牧水祭の開催（９月）

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）
・青の国若山牧水短歌大会表
彰式（12月）
・若山牧水賞記念講演（２月）

26
2　若山牧水記念文学館の
来館者増加や牧水公園の
利用促進に取り組みます。

スポー
ツ・文化
振興課

若山牧水
記念文学
館管理運
営費

17,764 17,764

　牧水記念文学館の来場者を
増やすために、各種企画展の
開催をはじめ、東郷町ふるさと
公社や各種団体等と連携を図
り、人を呼び込む施策に取り組
む必要があります。

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）

・牧水顕彰会創立70周年記念
企画展（スポット）

27
2　伝統的建造物の保存修
理と町並みの良好な景観
形成に取り組みます。

教育総
務課

重要伝統
的建造物
群保存地
区保存整
備事業
（補助・単
独）

13,032 13,032

　特定物件の８３％が大規模
修理を終え、歴史的な町並み
景観の復元が進んできていま
すが、空き家の利活用と後継
者不足が課題です。

　国庫補助事業を活用して、修
理・修景事業に対する補助事
業を実施し、伝統的な建造物
の保存に取り組みます。

国庫補助事業　立磐神社３期
工事
市単独事業　原田家漆喰修理
ほか３件

国庫補助事業　次年度実施事
業の準備
市単独事業　原田家漆喰修理
ほか３件

28
3　日向市歴史民俗資料館
などの公共施設の利用促
進に取り組みます。

教育総
務課

歴史民俗
資料館管
理運営費

5,960 5,960

　コロナ禍で観光客数が激減し
ていますが、アフターコロナや
五輪によるインバウンド増加を
見据えた対策が課題です。

　指定管理者と連携して、日向
市歴史民俗資料館を核とした
伝建地区の活性化に取り組み
ます。

　指定管理者の一本化に伴う
引継ぎを円滑に行い、管理・運
営の向上に留意し施設の利用
促進に取り組みます。

　伝建地区で開催されるおひ
なさん祭りを広くPRし、施設の
利用促進に取り組みます。

１　未来
へつな
げる人
づくり

３　ふるさとを
愛する心豊か
な人づくりプ
ロジェクト

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

４　牧水の生誕
地・東郷を生か
した魅力づくり

５　重要伝統的
建造物群保存
地区「美々津」
を生かした魅力
づくり



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【教育委員会】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

29

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

３　新たな人
が集まる魅力
づくりプロジェ
クト

９　新たな交流
拠点の整備研
究

1　新たな交流拠点、知の
拠点としての役割を果たす
複合的な機能を備えた図
書館の整備について調査
研究を行います。

図書館
市立図書
館一般事
務費

37,407 4

　老朽化した図書館の建て替
えについて要望が出ていま
す。新たな交流拠点、知の拠
点としての役割を果たす複合
的な機能を備えた図書館の整
備についての調査研究を行う
必要があります。

　関係課と協議して、大まかな
方向性、スケジュールについて
検討します。
　モデルとなる施設の視察を行
います。

○総合政策課・資産経営課と
の協議
○視察先検討

○総合政策課・資産経営課と
の協議
○県内施設視察

30
１　健康づくり
の推進

5　児童生徒の健康づくりや
食育に取り組みます。

学校教
育課
学校給
食セン
ター

- - -

　望ましい食習慣を身につけさ
せるために、「弁当の日」の実
施や、栄養教諭による食育の
出前授業をとおして、食育の推
進を図る必要があります。

　全小・中学校（特別な事情の
ある学校を除く）において、「弁
当の日」を実施します。また、
栄養教諭による食育の出前授
業を行い、食育の推進を図り
ます。

　食育授業の希望調査を行
い、栄養教諭による食育授業
を全小・中学校で実施します。

　「弁当の日」（特別な事情の
ある学校を除く）の実施状況調
査を行います。

31

1スポーツイベントを開催
し、スポーツに親しむ機会
の提供や運動習慣の定着
に努めます。

スポー
ツ・文化
振興課

【市制施
行70周
年】日向
ひょっとこ
マラソン大
会開催事
業費

2,500 2,500

日向ひょっとこマラソンの参加
者数は、どこの自治体でも同
様のイベントが開催されてお
り、年々減少傾向となっていま
す。今後は、誰もが参加できる
スポーツイベントへの転換も含
めて方向性を検討します。

「日向ひょっとこマラソン大会」
を３月の第２日曜日に約400人
のボランティアスタッフの協力
を得て大会を実施します。
・実行委員会　８回

実行委員会　５回
実行委員会 ３回
大会の実施

32
2　総合型スポーツクラブへ
の支援など生涯スポーツの
推進に取り組みます。

スポー
ツ・文化
振興課

生涯ス
ポーツ推
進事業

3,175 3,175

　市のスポーツ推進委員が主
管するスポーツ教室は、子ども
から高齢者まで多くの市民が
参加していますが、参加者が
少ない教室も見受けられ、さら
なる啓発や内容の見直しが必
要となっています。
　総合型地域スポーツクラブ
は、会員の増加が図れていな
いことから、自立した運営が難
しい状況となっています。

　スポーツ推進委員について
は、人員の確保に努め、更な
るスキルアップのため研修会
等に積極的に参加できるよう
支援します。
　 「ひむかＹＯＵゆうクラブ」に
ついては、会員や活動場所の
確保、人材育成などの支援を
行いながら、自立した運営を目
指します。

スポーツ教室　２３教室
総合型地域スポーツクラブの
活動場所確保

スポーツ教室　７教室
ミニバレーボール大会
みんなの体力測定会
総合型地域スポーツクラブ事
務所場所確保

33
3　スポーツ施設の適切な
維持管理や利用促進を図
ります。

教育総
務課

お倉ヶ浜
総合公園
（野球場・
屋内運動
場以外）
管理運営
費他

100,387 100,387

　管理するほとんどのスポーツ
施設が整備して年数が経過
し、老朽化が進行しています。
安全・安心に利用できるよう計
画的な維持管理を行うことが
必要です。

　指定管理者と定期的に協議
を行い情報共有するとともに、
その他の施設は定期的に点検
を行い必要に応じ修繕等を行
います。

　施設管理委託契約を行うとと
もに、定期的な点検及び維持
修繕に努めます。

　定期的な点検及び維持修繕
に努めます。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

２　笑顔で暮
らせる スポー
ツ・健康推進
プロジェクト

４　スポーツを
生かした生きが
いづくりや健康
づくりの推進



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【教育委員会】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

34

4　国民スポーツ大会や全
国障害者スポーツ大会の
開催に向けた受入体制の
構築に取り組みます。

スポー
ツ・文化
振興課

国民ス
ポーツ大
会宮崎大
会推進事
業

969 969

　国民スポーツ大会での競技
実施に向けて、事務局の体制
づくり及び競技団体等とのさら
なる連携が必要です。

　令和９年度に開催される国民
スポーツ大会宮崎大会に向け
て、今年度開催される三重国
民体育大会を視察し、早期に
市準備委員会を設置等の準備
を確実に進めていきます。

先催県の本番までのスケ
ジュール調査

三重国民体育大会視察
市準備委員会の設置協議

35

5　小学校、中学校、高校が
連携し、競技団体を中心に
アスリートの育成に取り組
みます。

スポー
ツ・文化
振興課

競技ス
ポーツ推
進事業

12.,903 366

　国民スポーツ大会等の全国
規模の大会出場を見据え、そ
れらの大会に出場する選手を
育成するためには、小・中・高
の運動部活動の顧問やスポー
ツ指導者と競技団体をはじめ、
市民と行政が一体となって競
技力向上に取り組むことが重
要です。

　指導者を対象にした講演会
及び研修会を実施します。　ま
た、体育協会加盟団体のうち３
競技団体に委託し、競技別に
小学生、中学生、高校生を対
象に強化練習を実施し、競技
力の向上を図ります。

講演会講師選定、依頼
委託事業３競技団体選定

指導者を対象にした講演会及
び研修会実施
委託事業発表の場の提供

36
子ども土
曜教室事
業

502 502

37
高齢者学
習支援事
業

251 251

38
公民館主
催講座事
業

4,097 4,097

39

2　老朽化している地区公
民館の整備や新たな地区
公民館の整備に向けた検
討を行います。

生涯学
習課

- - -

　地区公民館は、避難所の役
割も果たしていますが、７施設
中３施設は建築年数４０年を超
えており、老朽化している状況
です。

　第２次日向市行財政改革大
綱及び日向市公共施設等総
合管理計画に沿って、老朽化
している地区公民館の整備や
新たな地区公民館の整備に向
けた検討を進めていきます。

　個別施設計画に沿って、老
朽化が進んでいる施設につい
ては、老朽度や利用・コストの
状況を総合的に勘案しながら
廃止、整備や年次的な改修な
どの検討を進めていきます。

　個別施設計画に沿って、老
朽化が進んでいる施設につい
ては、老朽度や利用・コストの
状況を総合的に勘案しながら
廃止、整備や年次的な改修な
どの検討を進めていきます。

40

４　自然
豊かで
快適な
強いま
ちづくり

３　自然が残
る美しいまち
づくりプロジェ
クト

１　自然に親し
む環境づくり

1　子どもが自然環境に触
れ、学ぶ機会を作ります。

学校教
育課

- - -

　総合的な学習の時間におい
て、自然環境の調査を行った
り、環境保全に関するボラン
ティアに取り組んだりして、身
近な環境との関わり方につい
て考えさせています。

　総合的な学習の時間におい
て、川の水質調査や水辺の生
き物調査を行ったり、環境保全
のためのボランティアをしたり
して、自然環境との関わりにつ
いて考えさせます。

　地域の環境の調査を行った
り、身近な自然環境の保全の
ためのボランティアに取り組ん
だりするなど、自然環境と子ど
もが関わる場面を設けます。

　身近な自然を保全することの
大切さについて学び、自分に
できることについて考えさせま
す。

３　笑顔
で暮ら
せる地
域共生
の社会
づくり

２　笑顔で暮
らせる スポー
ツ・健康推進
プロジェクト

４　スポーツを
生かした生きが
いづくりや健康
づくりの推進

３　共に支え
合う地域づく
りプロジェクト

３　地区公民館
の機能強化

　募集案内、各講座の実施、
参加者アンケートの実施

　各講座の実施、学習発表会
の開催、参加者アンケートの
実施

1　地域の核となる地区公
民館の機能強化を図りま
す。

生涯学
習課

　地区公民館では、暮らしに役
立つ講座を開催し、仲間づくり
の場としても利用されています
が、さらに幅広い年齢層や男
性が参加しやすい講座の充実
に取り組む必要があります。

　「生涯学習だより」を通じて、
主体的な学びを促し生涯学習
の推進を図ります。市民ニー
ズに対応し幅広い世代が参加
できるよう生涯学習講座の内
容を充実していきます。



様式１－３　その他に取組む重点事業 【教育委員会】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
1　生きる力を
育む教育の推
進

③　特別支
援教育の充
実

学校教
育課

障がいのある児童
生徒の教育の充実
に要する経費

38,388 38,163

　児童生徒の特性等に応じた教育
支援へのニーズは増加傾向にあり
ます。特別支援教育支援員の適性
な配置と通級指導教委室の効果的
な運用が必要です。

　小・中学校への特別支援教育支
援員の適正な配置を行うとともに、
通級指導教室の適切な運営と支援
の充実を図ります。

　就学相談や学校訪問等を行
い、支援の必要な児童の状況を
的確に把握します。

　就学支援委員会を実施し、一
人一人のニーズに応じた教育支
援につなげます。

2

①　児童生
徒の相談支
援体制の充
実

学校教
育課

スクールサポート
事業

11,194 2,798

　児童生徒を取り巻く社会的環境の
変化や影響は、生徒指導上の問題
においても深刻さを増しており、解
決困難な事案が発生が懸念されま
す。
　今後の対応では、命や人権に係
る事案について、消極的な姿勢で
はなく、積極的に発見、予防を図る
指導体制の構築が必要です。

　生徒指導アドバイザーを配置し、
各学校における生徒指導体制の充
実及び各協議会や専門委員会等と
の連絡・調整を行い、包括的な生徒
指導の体制づくりを支援します。ま
た、インターネットやSNS利用にお
ける情報リテラシー等について講話
や情報発信を行います。

　各学校への訪問や情報の共
有、生徒指導マニュアル、危機管
理マニュアルの見直しに係る助
言を行うことで、問題が起きにく
い雰囲気の醸成を図る開発的な
生徒指導及び予防的な生徒指導
体制の整備をサポートします。
　また、要望に応じて情報リテラ
シーに係る講話や資料提供を行
います。

　課題を抱えた児童生徒への対
応について状況のアセスメントや
プランニングのアドバイスを行い
ます。また、矯正的関与や外部
サポートが必要な事案について
連絡・調整を行い、学校と協働し
て課題の解決にあたります。

3
学校教
育課

就学時健康診断に
要する経費

105 105

　新型コロナウイルス感染症の拡
大や学校医等の新型コロナウイル
スワクチン接種の対応により、日程
や実施体制の見直しが必要となる
可能性があります。

　次年度就学予定者に対し、心身
の状況を把握するために、各診察・
検査を実施し、適正な就学指導を
行います。

　次年度就学予定者に対し、就
学時健診を実施するため、小学
校と学校医・学校歯科医と日程
調整を行い、保護者への通知を
行います。

　就学時健診を実施し、結果を保
護者及び学校に通知するととも
に、学校生活に支障となる疾病
等について、関係機関と連携しな
がら、受診勧奨や就学支援を行
います。

4
学校教
育課

保健体育の充実に
要する経費

38,451 38,451

　新型コロナウイルス感染症の拡
大や学校医等の新型コロナウイル
スワクチン接種の対応により、日程
や実施体制の見直しが必要となる
可能性があります。

　新型コロナウイルス感染症予防
対策を図りながら、学校健診を実施
し、早期発見・早期治療等が図られ
るように取り組みます。

　学校健診については、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を把握
しながら、実施体制を整え、健診
を実施します。

　学校健診の結果に基づき、日
常生活の指導や受診勧奨などの
事後指導を行います。

5
学校教
育課

安全教育の推進に
要する経費

7,736 7,736
　安全な学校生活を送るためには、
学校の環境について、適正な検査
の実施が必要です。

　学校薬剤師と連携し、水道水や
プールの水質検査、環境衛生検査
を行い、学校での安全管理に取り
組みます。

　水道水やプールの水質検査、
環境衛生検査を実施し、学校薬
剤師により適正な指導を行いま
す。

　水道水やプールの水質検査、
環境衛生検査を実施し、学校薬
剤師により適正な指導を行いま
す。

1　教育
文化

2　魅力ある教
育体制や環境

の充実

②　児童生
徒の健康づ
くりの推進



様式１－３　その他に取組む重点事業 【教育委員会】

番
号

基本目
標名称

施策名称
具体的な施
策名称

所管課 予算事業名
R3当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

6
学校給
食セン
ター

給食調理に要する
経費（学校給食セ
ンター）

156,034 155,834

　児童生徒の心身の健全な発達、
正しい食習慣を身に付けてもらうた
めに安定的に給食の提供すること
が必要です。

　市内幼稚園、小・中学校の児童生
徒に安全・安心の学校給食を提供
し、円滑で安定した給食運営を実施
につとめます。

　学校給食会への事業補助、運
転資金の貸付を行います。
　委託事業者への的確な指示を
行い、事業内容を確認します。

　委託事業者への的確な指示を
行い、事業内容を確認します。

7
学校給
食セン
ター

安全衛生対策に要
する経費（学校給
食センター）

2,348 2,348

　衛生的な施設、作業環境等を整
備することにより、安全安心な学校
給食を提供し続けなければなりま
せん。

　異物混入の原因となる害虫駆除
を専門業者に委託し、点検、対策、
改善法の提案を受けるなど施設内
外の総合的な衛生管理を実施し、
衛生的な施設・作業環境を整備しま
す。

　衛生管理・保持に関する消耗
品等の計画的購入、法定検査等
を実施します。

　衛生管理・保持に関する消耗
品等の計画的購入、法定検査等
を実施します。

8
4　社会教育の
推進

③　自主学
級活動の充
実

生涯学
習課

自主学級事業 1,261 1,108
　女性学級と高齢者学級において
は、年々実施団体が少なくなってい
ます。

　それぞれの年代が抱えている課
題について講師を招き学習し、知識
の向上を図ります。

　募集案内、開設説明会の開
催、委託料の交付、活動支援

　家庭教育学級学級長会の開
催、実績報告の確認、活動支援

9
①　図書館
機能の充実

図書館
図書館サービス・
資料の充実に要す
る経費

10,500 7,500

　コロナ禍により来館者および貸出
冊数ともに減少しており、感染拡大
防止に配慮し、安全安心に利用し
ていただけるような環境整備に努め
る必要があります。

・レファレンスなどによる学習活動
支援や郷土史、若山牧水に関する
蔵書の充実、館内飲食スペースの
開放、フリーWi-Fi環境の提供等を
継続して、図書館サービスや利便
性の向上を図ります。
・貸出カードに有効期限を設け、利
用者情報の適正化を図ります。

・レファレンスなどによる学習活
動支援や郷土史、若山牧水に関
する蔵書の充実、館内飲食ス
ペースの開放、フリーWi-Fi環境
の提供等を継続して、図書館
サービスや利便性の向上を図り
ます。
・貸出カードに有効期限を設け、
利用者情報の適正化を図りま
す。

・レファレンスなどによる学習活
動支援や郷土史、若山牧水に関
する蔵書の充実、館内飲食ス
ペースの開放、フリーWi-Fi環境
の提供等を継続して、図書館
サービスや利便性の向上を図り
ます。
・貸出カードに有効期限を設け、
利用者情報の適正化を図りま
す。

10
②　読書活
動の推進

図書館
生涯学習ボラン
ティア（図書館）の
育成事業

73 73

　既存のボランティア団体「友の会」
については、会員が高齢化してきて
いるため、新たなボランティアの育
成に向けて働きかける必要があり
ます。

　既存団体である「友の会」の活動
支援や高校生ボランティア等の育
成支援を行います。

　市内の高校に協力依頼を打診
し、活動内容について協議しま
す。

　研修会等を開催し、団体設立に
向けて働きかけます。

1　教育
文化

2　魅力ある教
育体制や環境

の充実

③　学校給
食の充実

5　図書館サー
ビスの充実



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【教育委員会】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1 教育委員会 教育総務課
　日向市育英奨学金制度の周知に努
めます。

－
　広報ひゅうが・市ホームページ、フェ
イスブック等を活用して、周知を図りま

す。

2 教育委員会
スポーツ・文
化振興課

　国民文化祭・芸文祭みやざき２０２０
のＰＲ

・広報ひゅうが・市ホームページ、フェ
イスブックによるＰＲ

－

3 図書館
広報誌の発行
HP運営

図書館だよりの発行
HP情報更新

図書館だよりの発行
HP情報更新

4 教育委員会 生涯学習課
　社会教育活動に関する参加者募集な
ど広報ひゅうがを積極的に活用し、周
知を図ります。

　様々な事業の参加者募集などの告
知を行います。

　講演会や発表会などの告知を行い
ます。

5 教育委員会 図書館 　市民の声を取り入れます。
リクエストサービス
貸出・予約ランキングの把握

リクエストサービス
貸出・予約ランキングの把握

6 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

教育委員会 教育総務課
　施設を定期的に点検を行い、危険箇
所の把握を行います。

　定期的な施設点検を行います。 　定期的な施設点検を行います。

7
市民に開か
れた市役所
づくり

窓口サービス
の充実

教育委員会 図書館
　市民の要望に的確かつ最大限に対
応します。

レファレンスサービス
マイライン等ネットワーク活用の相互
貸借

レファレンスサービス
マイライン等ネットワーク活用の相互
貸借

広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実

市民ニーズの
的確な把握

市民に信頼される行
政サービスの提供



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【教育委員会】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

8
市民に開か
れた市役所
づくり

電子行政
サービスの充
実

教育委員会 図書館 HP（PC版・携帯版）の活用 HPからのネット貸出予約の受付 HPからのネット貸出予約の受付

9
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

教育委員会 全課
　研修を通して理解を深め、個人情報
保護の適正な運用に努めます。

・不要な個人情報の廃棄処分を行い、
適正な管理に努めます。
・研修に積極的に参加し、理解を深め
ます。
・日向市個人情報保護条例等を遵守
します。

・不要な個人情報の廃棄処分を行い、
適正な管理に努めます。
・研修に積極的に参加し、理解を深め
ます。
・日向市個人情報保護条例等を遵守
します。

10 教育委員会 全課
　日頃より業務の改善ができないか注
視し、効果的・効率的な運営ができな
いか検討していきます。

・教育委員会部課長会などを通して、
情報共有と連携を図ります。
・日頃から担当業務の改善に努めま
す。

・教育委員会部課長会などを通して、
情報共有と連携を図ります。
・日頃から担当業務の改善に努めま
す。

11 教育委員会 図書館 　業務の簡素化・効率化を図ります。 依頼文書、手順の見直し 依頼文書、手順の見直し

12
内部統制体
制の整備

教育委員会 図書館
　主任・副主任を置いて司書等の意
見、事務割り振りを集約します。

　主任・副主任を置いて司書等の意
見、事務割り振りを集約します。

　主任・副主任を置いて司書等の意
見、事務割り振りを集約します。

13
民間活力の
活用

教育委員会 図書館 図書館ボランティアの活用
ボランティアによる読み聞かせ、ブック
リペア、花壇の手入れ

ボランティアによる読み聞かせ、ブック
リペア、花壇の手入れ

14 ＩＣＴの利活用 教育委員会 図書館 情報環境の充実
フリーWi-Fi環境の提供
インターネット端末の設置
端末による蔵書検索・予約等

フリーWi-Fi環境の提供
インターネット端末の設置
端末による蔵書検索・予約等

市民に信頼される行
政サービスの提供

効果的・効率的な行
政経営の推進

計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

行政運営の
効率化の推
進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【教育委員会】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

15
学校給食費
の公会計化

教育委員会
学校給食セン
ター

関係部門との連携構築
システム導入の検討
初期費用の把握

関係部門との連携構築
システム導入の検討
初期費用の把握

システム導入の検討
初期費用の予算要求

16 教育委員会 全課
　繁忙期においては、課内で協力しな
がら事務の分担を行い、時間外勤務の
改善を図ります。

　係長会や係会を行い、各担当が取り
組んでいる業務の状況を共有します。

　係長会や係会を行い、各担当が取り
組んでいる業務の状況を共有します。

17 教育委員会 図書館 　無理のない勤務体制に努めます。
　職員の希望を基に勤務日程表を作
成し勤務状況の把握と管理を行いま
す。

　職員の希望を基に勤務日程表を作
成し勤務状況の把握と管理を行いま
す。

18
適正な財政
運営

第三セクター
の経営健全
化

教育委員会
スポーツ・文
化振興課

　（公財）文化振興事業団の健全な事
業運営を支援します。

・運営委員会の開催（毎月１回）

・運営委員会の開催（毎月１回）
・施設整備の実施（文化交流セン
ター：雨漏り修繕、トップライト雨漏り修
繕、舞台照明施設修繕、屋外壁掛照
明器具修繕、ドアサッシ補修

19 教育委員会 教育総務課

　奨学金の定期的な催告、訪問等によ
り、滞納者の状況把握と、納付指導を
行います。

納入状況の確認、催告 納入状況の確認、催告

20 教育委員会 生涯学習課
　放課後子ども教室利用料の納入が遅
れている場合には、今後も電話や文書
にて催告を行っていきます。

納入状況の確認、催告 納入状況の確認、催告

21
広告掲載事
業の拡充

教育委員会 図書館
雑誌スポンサー制度の実施に向けた
実施要綱等整備

他自治体等実施状況および要綱等調
査

本市実施要綱整備

効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推

進

職員の働き方
改革

未来につなげる財政
運営

自主財源の
確保

債権管理の
推進



[様式１]

令和３年度　部局経営方針

部局名
選挙管理委員会事

務局
部局長名 石谷　英俊

特別会計 0

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

（ほか兼務 15人）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

一般会計 0

再任用職員

任 期 付 職

　①関係機関と連携し、有権者に選挙や政治への関心を高めてもらい、投票率向上を目指します。
　
　②有権者に選挙結果を一刻も早く伝えるため、開票事務の効率化に努めます。

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
2 一般会計 34,870

特別会計 0



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【選挙管理委員会事務局】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実

選挙管理委
員会事務局

－
　ホームページ内容の見直しを図り、市
民に分かりやすい情報発信に務めま
す。

　掲載内容の精査・見直しを図りま
す。
選挙の基本事項や啓発情報を発信し
ます。

　掲載内容の精査・見直しを図りま
す。
国や他自治体の掲載内容を調査研究
します。

2 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

選挙管理委
員会事務局

－
　日常的に防災を意識し情報伝達訓練
等に取り組みます。

－ －

3
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

選挙管理委
員会事務局

－
　制度の趣旨に則り、個人情報の適正
な取り扱いに努めます。

－ －

4
計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

選挙管理委
員会事務局

－
　投開票事務要領の見直しを継続して
実施します。

　これまでの事務要領を精査し、衆院
選までに見直します。

　衆院選の事務要領を精査し、継続し
て見直しを行います。

5
行政運営の
効率化の推
進

職員の働き方
改革

選挙管理委
員会事務局

－
　時間外労働の短縮に努め、計画的な
休暇の取得推進を図ります。

－ －

市民に信頼される行
政サービスの提供

効果的・効率的な行
政経営の推進



[様式１]

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
3 一般会計 3,820

特別会計 0
再任用職員 2

任 期 付 職 0

　市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し、また、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果
的に行われているかどうかを主眼として監査等を実施します。
　その結果を市長等に報告するとともに、速やかに公表することにより、住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するものとします。
（１）市監査基準に基づく年間監査計画に沿って監査等を実施します。
（２）年間監査計画・監査報告等は、市民に分かりやすく公表します。
　

　地方自治法の改正による内部統制の制度化及び監査制度の充実強化については、課題を検証するとともに適正に対応します。
（１）内部統制の充実や内部統制基本方針等の策定を促す取り組みを行います。
（２）監査による監視機能を高めるため、監査の実効性確保のあり方、監査の独立性・専門性のあり方等について引き続き検討します。
（３）行政監査について、実施に努めます。
（４）内部統制の一環として、令和元年度に実施した「業務マニュアル等の作成状況調査」に基づき、前年度に引き続き業務ヒアリングを実施します。
（５）監査委員及び職員の専門性の向上のため、研修等への積極的な参加及び事務局内における事例の研修、定期的な事務打合せ会等を実施します。
（６）監査対象に係るリスクを識別した上で、内部統制の整備充実を図る監査手法について検討します。

特別会計 0

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

0
一般会計 0

令和３年度　部局経営方針

部局名 監査委員事務局 部局長名
　柏田　須美

令和3年4月1日



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【監査委員事務局】
番号 基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1
広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実

監査委員事
務局

-
法令等に基づき、適正な情報発信に努
めます。

【市ホームページでの公表】
・年間監査計画
・決算審査意見書

【市ホームページでの公表】
・定期監査措置状況報告
・その他の監査報告

2 職員の育成
災害に対する
職員対応能
力の強化

監査委員事
務局

-
情報伝達訓練等に積極的に参加しま
す｡

随時実施 随時実施

3
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情報
保護制度の
適正な運用

監査委員事
務局

-
制度に基づき、適切な運用に努めま
す。

随時実施 随時実施

4
効果的・効率的な行
政経営の推進

行政運営の
効率化の推
進

職員の働き方
改革

監査委員事
務局

-
時間外勤務の削減、振休・年休の取得
の推進に取り組みます。

- -

市民に信頼される行
政サービスの提供



[様式１]

総
合
計
画
に
基
づ
く
部
局
の
経
営
戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
4 一般会計 26,157

特別会計 0
再任用職員 0

任 期 付 職
【基本姿勢】
　１　・県とともに国有農地等を適正管理し処分する。
　　・遊休農地の所有者に対し、県農地中間管理機構に農地の貸し出しについて意志確認を行い、遊休農地の解消を行う。
　　・毎月の定例総会で農地の権利移動や転用の議案に対し農地法に基づく審議決定を行う。
　　・市内全域の農地パトロールを行い、無断転用や遊休農地の発生を確認する。

２　農業委員・農地利用最適化推進委員及び関係機関と連携し、加入対象者に対し臨戸訪問を行うなど、農業者年金の
    加入推進活動を行う。また、農業青年会議など農業団体と連携を図り、団体の活動内容の充実支援に努める。

特別会計 0

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和３年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

2
一般会計 0

令和３年度　部局経営方針

部局名 農業委員会事務局 部局長名 黒木秀樹



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【農業委員会事務局】

番号 戦略
重点プロジェ
クト

具体的な施策 施策の内容 所管課 予算事業名
当初予算
（千円）

予算額のうち
該当事業費

（千円）
現状と課題 R3取組内容 R3上半期 R3下半期

1

２　活力
を生み
出すに
ぎわい
づくり

２　強みを活
かした「 稼げ
る 」産業振興
プロジェクト

３　農業の担い
手確保と生産
性向上

3　担い手への農地集積を
推進し、作業の効率化によ
る収益の向上を図ります。

農業委
員会

農地中間
管理機構
支援事業

3,637 3,637
・担い手数の減少
・収益の上がる作物がない

農地あっせん制度を利用し、
貸したい、売りたい土地につい
て、担い手へあっせんを行い
ます。

- -
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