
◇道路橋梁災害復旧
　・布下橋、切久保橋、本下之城橋
　・海野宿橋（国権限代行）

◇農業用施設災害復旧
　・加沢新堰頭首工及び堤外水路、川原田頭首工

Ⅰ　豊かな自然と人が共生するまち

◇豊かな自然の継承と共生の実現
　・市民・事業者との連携・協力による環境保全活動の実施

◇地の利を活かした再生可能エネルギーの活用の推進
　・脱炭素社会の構築

◇ごみの適正処理と減量・資源化の推進
　・生ごみリサイクルシステムの適正な運営

Ⅱ　安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち

◇ゆとりある住環境づくりの推進
　・空家等対策計画に基づく空家の管理、発生抑制及び利活用への取組み

◇安全・快適な道路環境の整備
　・市道県東深井線の建設事業の促進
　・市道常田新張線の歩道設置事業の促進
　・道路ストック総点検結果等に基づく舗装・橋梁・道路付属構造物修繕事業の促進

◇公共交通の利便性の向上
　・市民ニーズに対応した公共交通システムの利便性向上への取り組み
　（地域公共交通計画の策定）

◇水道水の安定供給
　・石綿管布設替事業の促進

◇下水道事業の経営基盤の充実
　・下水道施設の統廃合事業の促進
　・公共下水道　東部湯の丸サービスエリアの整備促進

Ⅲ　子供も大人も輝き、人と文化を育むまち

◇子育て家庭への細やかな支援の充実
　・保育園や関係機関との連携による愛着形成、育児の孤立化・虐待予防のため
　の早期支援事業の推進
　・切れ目のない子育ての包括的・継続的な支援の実施

令和３年度　東御市重点事業

　第２次東御市総合計画・後期基本計画【令和元年度～令和5年度】に掲げる６つの基本目標の達成に向けて、
令和３年度特に取り組む事業として次に掲げる事業を重点事業として位置付けて取り組んでまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた対策やアフターコロナを見据えた新たな生活様式のた
めの事業などの「新型コロナウイルス感染症対策事業」、当市に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号災
害「復旧事業」につきましても重点的に取り組んでまいります。

１、台風第19号災害による復旧事業

２、新型コロナウイルス感染症対策事業

３、第２次東御市総合計画・後期基本計画に基づく重点事業
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◇安全・安心な子どもの居場所づくりと教育環境の整備
　・和児童館（児童クラブ）の建設

◇豊かな心と健やかな身体を育む教育の推進
　・不登校対策及び特別支援教育の充実

◇確かな学力と学びを考える力を育む教育の推進
　・学校教育におけるICTの活用の推進

◇人づくり、地域づくりにつながる生涯学習の推進
　・身近な人と一緒に読書に親しむ機会の提供と読書活動の推進
　・公民館の情報発信の充実と子ども達や地域ニーズに適合した生涯学習、公民館活動の推進

Ⅳ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち

◇生涯を通じた健康増進の推進
　・新型コロナウイルス感染予防の推進及びワクチン接種の円滑な実施

◇ひとり親・生活保護・生活困窮世帯の自立支援と生活の安定
　・生活困窮者や社会的孤立の課題を抱えた者などの相談業務の強化

◇支えあう地域福祉づくりの推進
　・支えあい台帳の活用支援　

◇介護予防（フレイル対策）の推進
　・フレイル対策の総合的な推進

◇地域包括ケアシステムの確立
　・在宅介護、在宅医療の連携強化
　・地域の支えあい体制づくりの推進

Ⅴ　地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち

◇東御ブランドの確立と特産品の振興
　・ワイン用ぶどう苗木の安定供給と品質向上のための取り組みの継続
　・御堂地区ワイン用ぶどう安定生産に向けた栽培者への支援事業の実施
　・6次産業化の取組みへの支援

◇農地流動化の促進及び耕作放棄地の再生
　・農地中間管理事業等による担い手農家への農地の集積・集約化の支援

◇商工業の支援と育成
　・コロナ禍に対応した中小企業等に対する経営相談支援（ビジネスサポート）の実施

◇Ｕ・Iターン移住者の誘導による定住の促進
　・定住をイメージできる移住体験ツアーの実施、移住体験施設（宿泊施設）の拡充
　・地域づくり協議会との連携による空き家バンクの充実
　・関係人口の創出・拡大に向けた地域ブランディングの推進

◇観光拠点の整備と情報発信の強化
　・ＳＮＳなどの情報媒体を活用した多言語化による観光地情報の発信
　・湯の丸スポーツ合宿に係るコミッション機能の強化と宿泊施設の機能強化
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◇地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進
　・Afterコロナに対応した観光地域づくりの推進
　・海野宿滞在型交流施設等の観光関連施設の有効利用

Ⅵ　市民と共に歩む参画と協働のまち

◇協働のまちづくりの推進と担い手の育成
　・地域づくり協議会等の市民活動団体への人的・財政的支援の強化

◇効果的で持続可能な行財政運営の推進
　・デジタル技術の活用による、行政サービスの向上と業務の効率化への取組み

◇人権尊重・男女共同参画の推進
　・「平和と人権を守る都市宣言」に基づくまちづくりの取組み
　・第2次東御市男女共同参画推進基本計画の策定

◇多文化共生の推進
　・モルドバ共和国とのホストタウン交流
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項目 事業概要 担当課 予算額(千円)

・台風第19号災害復旧事業
　（布下橋上部工（債務）・道路工、切久保橋上部工、
　　本下之城橋上部工・道路工）

582,790

・国権限代行による市道白鳥神社線（海野宿橋）災害復旧 -

農業用施設
・令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業
　農業用施設災害復旧　2箇所
　（加沢新堰頭首工及び堤外水路、川原田頭首工）

農林課 372,000

954,790

項目 事業概要 担当課 予算額(千円)

・台風第19号災害復旧事業
　（布下橋下部工・上部工（債務）・旧橋撤去工、
　　　　　　 切久保橋下部工、本下之城橋下部工）※R3.1.29現在

817,210

・白鳥神社線（海野宿橋）工事負担金　他 
　【平成31年度からの繰越】
　（島川原御牧原線、滋野60号線、赤岩本郷4号橋、測量設計委託）

455,340

2,721,850

担当課 予算額(千円)

健康保健
課

177,190

１、台風第19号災害による復旧事業の概要

　令和元年台風第19号により甚大な被害を受けた市内の道路、橋梁、農地、水路等の復旧工事につきましては令和２年度に
引き続き、最優先事業として早期改良復旧に取り組みます。

合計

＜参考＞令和２年度事業

合計

２、新型コロナウイルス感染症対策事業の概要（※令和３年度重点事業で再掲）

　新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し市民の健康を保持するため、国及び県と連携して新型コロナウイルスワクチン
の住民接種が円滑に実施できる体制を整備し、市内医療機関等と協力して市民へのワクチン接種を実施、推進します。

事業概要

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（40,798千円）
・新型コロナウイルスワクチン接種対策費（136,392千円）

道路・橋梁 建設課

道路・橋梁 建設課

農業用施設

・令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業
　【予算内訳　平成31年度からの繰越　219,900千円、６月補正　820,000千円】
　実施中　24箇所（農道3箇所、水路11箇所、頭首工10箇所）
　完了済　22箇所（水路22箇所）
　　　　計　46箇所
　　　※R3.1.29現在

農林課 1,039,900

農地

・令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業
　【予算内訳　平成31年度からの繰越　187,400千円、６月補正　222,000千円】
　実施中　59箇所
　完了済　44箇所
　　　計　103箇所
　　　※R3.1.29現在

農林課 409,400
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主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

豊かで美しい自然を継承するために「まちをきれいにする
月間」を柱に、不法投棄対策や特定外来植物の駆除等、
市民と連携した環境保全の推進

・不法投棄対策の推進
・特定外来生物駆除等の推進
・公害の発生防止及び監視

第２次東御市地球温暖化対策地域推進計画を推進すると
ともに、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指
した、省エネ施策の実施及び再生可能エネルギー関連補
助金の交付

・地球温暖化対策地域推進計画の推進
・住宅用蓄電池設置補助金等の交付

生ごみリサイクルシステム推進の市民周知・啓発及び生
ごみリサイクル施設「エコクリーンとうみ」の運営と生ごみ
処理機器設置費用の一部補助の実施

・生ごみリサイクル施設運営業務
・生ごみリサイクル施設整備事業監理業務
・生ごみ収集委託
・生ごみ処理機器設置補助 

主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

空家等の適切な管理と対策及び利活用の促進

特定空家等の認定と指導助言及び勧告等
空家等対策協議会の開催
空家等データベース保守委託
司法書士へ空家相談・調査委託

通学児童・生徒や周辺住民が安心して歩行できる道路の
整備

日向が丘区間（L=284m）の用地購入及び補償 1件、工事

通学児童・生徒や周辺住民が安心して歩行できる道路の
整備

金井区間（L=106ｍ)の用地購入及び補償 2件

道路施設の長寿命化を図るための修繕設計、工事及び
橋梁点検の実施

舗装修繕　3路線
　　　　　　（南部布施線、本海野田沢線、羽毛田赤岩線）
橋梁定期点検 84橋（跨道橋6橋+78橋）
橋梁修繕工事　2橋（みまき大橋　上ノ山1号橋）

３、令和３年度 東御市重点事業の概要

Ⅰ　豊かな自然と人が共生するまち

Ⅱ　安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇豊かな自然の継承と共生の実現
・市民・事業者との連携・協力による環
境保全活動の実施

環境保全諸経費 継続
生活環境
課

【2.1.10.3】
7,853

-

◇地の利を活かした再生可能エネル
ギーの活用の推進
・脱炭素社会の構築

地球温暖化対策推進
費

継続
生活環境
課

【2.1.10.7】
5,560

-

◇ごみの適正処理と減量・資源化の
推進
・生ごみリサイクルシステムの適正な
運営

・ごみ分別収集費
・ごみ減量リサイクル
事業費

継続
生活環境
課

【4.2.2.5】
の内

18,913
【4.2.2.7】
51,338

-

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇ゆとりある住環境づくりの推進（空
家対策）
・空家等対策計画に基づく空家の管
理、発生抑制及び利活用への取組み

空家等対策事業 継続 建設課
【7.5.3.2】

481
-

◇安全・快適な道路環境の整備
・市道県東深井線の建設事業の促進
・市道常田新張線の歩道建設事業の
促進
・道路ストック総点検結果等に基づく舗
装・橋梁・道路付属構造物修繕事業の
促進

県東深井線道路整備
事業

継続 建設課
【7.2.3.2.2】

49,895
-

常田新張線歩道建設
事業

継続 建設課
【7.2.3.2.3】

20,588
-

・道路舗装等修繕事業
・公共施設等適正管理
推進事業費
・道路メンテナンス補
助金事業

継続 建設課

【7.2.3.2.1】
40,000

【7.2.3.3】
30,000

【7.2.3.4】
71,000

-
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主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

・市民ニーズに対応した利便性の高い持続可能な交通シ
ステムの確立
・地域公共交通計画の策定

・交通システム運行費補助金
・地域公共交通計画策定事業委託料
・公共交通実証運行委託料
・地域づくり協議会推進交付金

漏水事故の発生しやすい石綿管の布設替えを実施

Ｒ3年度実施予定箇所
横堰　Ｌ=99m、西入　L=144m、田沢　L=44m

下水道施設の統廃合及び公共下水道の整備促進を行う
ことで、維持管理の効率化と経営の安定を図る

農業集落排水田沢地区の公共下水道への接続工事、新
屋地区接続詳細設計
公共下水道東部湯の丸サービスエリアの基本設計

主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

・親子の愛着形成を促し、子育ての孤立化や虐待を予防
するため子育てに係る学習や親子交流、相談事業、家庭
への個別支援の実施
・出生から概ね18歳までの局面における子育て家庭への
包括的かつ継続的な支援の強化により、子どもの自立を
支援する。

・各種講座の開催、親子ふれあい遊びや保護者交流、養
育支援、発達支援、子育て応援ポータルサイト「すくすくぽ
けっと」の運営等を実施。
・子育て家庭への包括的・継続的な支援を目的とする「子
ども家庭総合支援拠点」の整備に向け、教育委員会を含
めた体制整備と情報共有の強化を図る。

和児童クラブを併設した和児童館の移転新築事業

建設工事監理委託料、工事請負費、備品購入費等

不登校ケースワーカーや特別支援教育支援員等の配置
及びスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
等の活用による不登校・いじめ対策、インクルーシブ教育
の推進

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の
活用
・関係各課と連携し、学校支援及び家庭支援を伴走的に
取り組む

ICT支援員を活用したプログラミング教育のサポート及び
教員向けICT関係研修の実施によるICT教育の推進

各校に１人程度のICT支援員を配置し、各校を訪問しなが
らタブレットの操作やトラブル時のサポート、また授業づく
りに係る支援を行うとともに、Scratch等のプログラミング
研修を実施し、学習指導要領に示されてるプログラミング
学習を効果的に実践し、ICT教育の推進を図る。

Ⅱ　安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち（続き）

Ⅲ　子供も大人も輝き、人と文化を育むまち

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇公共交通の利便性の向上
・市民ニーズに対応した公共交通シス
テムの利便性向上への取り組み（地域
公共交通計画の策定）

・交通システム運行補
助事業費
・地域公共交通計画策
定事業費

継続
一部
新規

商工観光
課

【6.1.6.2.4】
62,300

【6.1.6.2.5】
15,289

-

◇水道水の安定供給
・石綿管布設替事業の促進

石綿管布設替事業 継続
上下水道
課

【企業会計】
20,000

-

◇下水道事業の経営基盤の充実
・下水道施設の統廃合事業の促進
・公共下水道　東部湯の丸サービスエ
リアの整備促進

・下水道施設等統廃合
事業
・東部湯の丸サービス
エリア下水道管渠接続
事業

継続
新規

上下水道
課

【企業会計】
80,000

-

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇子育て家庭への細やかな支援の充
実
・保育園や関係機関との連携による愛
着形成、育児の孤立化・虐待予防のた
めの早期支援事業の推進
・切れ目のない子育ての包括的・継続
的な支援の実施

・子育て支援センター
運営事業
・養育支援訪問事業
・発達支援事業
・子育て短期支援事業

継続
子育て支
援課

【3.2.4.2】
の内
1,289

【3.2.4.4】
143

【3.2.4.6】
の内
243

【3.2.4.8】
131

-

◇安全・安心な子どもの居場所づくり
と教育環境の整備
・和児童館（児童クラブ）の建設

和児童館建設事業 継続 教育課
【3.2.3.3】
171,212 -

◇豊かな心と健やかな身体を育む教
育の推進
・不登校対策及び特別支援教育の充
実

・不登校対策・特別支
援教育事業費
・会計年度任用職員給
与費

継続 教育課

【9.1.2.3】
の内

45,270
【9.1.2.6】

1,451

-

◇確かな学力と学びを考える力を育
む教育の推進
・学校教育におけるICTの活用の推進

学力・体力向上対策事
業

継続 教育課
【9.1.2.7】

の内
7,175

-
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主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

・家庭や親子で本や図書館を身近に感じてもらえるイベン
トを実施
・読み聞かせグループによるお話子ども会の開催

・家庭や親子で夕方の図書館を楽しむ企画
・お話子ども会

・公民館からの情報発信の充実
・公民館活動を通しての地域コミュニティの醸成

・公民館ホームページによる情報発信
・生涯学習講座、市民大学、いきいき子ども講座、女性学
級、シニア大学等の各種講座の開設

主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

新型コロナウイルス感染予防の推進と、ワクチン接種の
実施

・新型コロナウイルス感染症まん延予防の推進
・新型コロナワクチン接種の円滑な実施

生活困窮者や社会的孤立の課題を抱えた者などの相談
業務の強化

・「まいさぽ東御」を通して、自立相談支援事業、家計改善
支援事業、子どもの学習・生活支援事業、就労準備支援
事業等を実施
「まいさぽ東御」にアウトリーチ支援員を配置し、就労に向
けた自立支援を拡充

災害時要配慮者避難のための支えあい台帳作成の推進

・社会福祉協議会と連携した台帳未作成区への作成促進
及び登録内容の更新を推進

高齢者の健康の保持・増進のための介護予防（フレイル
対策）の推進

・健脚度測定及びフレイルチェックの実施（ずくだし教室等
への指導員派遣）
・フレイル予防講演会の開催　　　　　

・医療・介護・福祉の連携強化の推進
・地域の支えあいを進めるネットワークづくりの推進

・医療と介護の総合相談窓口の設置
・多職種連携会議、地域ケア会議の開催
・生活支援協議体会議の開催
・認知症サポーター養成講座の開催

Ⅲ　子供も大人も輝き、人と文化を育むまち（続き）

Ⅳ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇人づくり、地域づくりにつながる生涯
学習の推進
・身近な人と一緒に読書に親しむ機会
の提供と読書活動の推進

図書館公開講座事業 継続
生涯学習
課

【9.4.6.7】
278

-

◇人づくり、地域づくりにつながる生涯
学習の推進
・公民館の情報発信の充実と子ども達
や地域ニーズに適合した生涯学習、公
民館活動の推進

公民館学習講座運営
費

継続
生涯学習
課

【9.4.2.3】
6,475

-

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇生涯を通じた健康増進の推進
・新型コロナウイルス感染予防の推進
及びワクチン接種の円滑な実施

新型コロナウイルスワ
クチン接種事業費

新規
健康保健
課

-
【4.1.2.6】
177,190
（14号）

◇ひとり親・生活保護・生活困窮世帯
の自立支援と生活の安定
・生活困窮者や社会的孤立の課題を
抱えた者などの相談業務の強化

生活困窮者自立支援
事業

継続 福祉課
【3.5.1.3】
22,925

-

◇支え合う地域福祉づくりの推進
・支えあい台帳の活用支援

社会福祉事務諸経費 継続 福祉課
【3.1.1.5】

の内
300

-

◇介護予防（フレイル対策）の推進
・フレイル対策の総合的な推進

・介護予防把握事業
・地域リハビリテーショ
ン活動支援事業

継続 福祉課

介護保険
特別会計
【3.2.3.1】

1,279
【3.2.3.4】

650

-

◇地域包括ケアシステムの確立
・在宅介護、在宅医療の連携強化
・地域の支えあい体制づくりの推進

・認知症サポーター養
成事業
・生活支援体制整備事
業
・在宅医療・介護連携
推進事業
・地域ケア会議推進事
業

継続 福祉課

介護保険
特別会計
【3.1.1.5】

69
【3.1.2.2】

247
【3.1.2.4】

160
【3.1.2.5】

91

-
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主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

サンファームでのワイン用ぶどう苗木の安定供給

サンファーム管理運営

御堂地区ワイン用ぶどう栽培者のトレリス設置、農業用機
械導入に対する補助

産地生産基盤パワーアップ事業補助金

御堂地区ワイン用ぶどう団地における獣害防護柵設置事
業に対する助成

御堂獣害防護柵設置事業負担金

6次産業化に取組む事業者への支援

・6次産業化推進補助金
・クラウドファンディング活用支援補助金
・地域産品振興事業補助金
・農業団体育成事業補助金

実質化した人・農地プランに基づく事業推進と農地中間管
理事業等を活用した農地集積の実施

・荒廃農地復旧対策事業補助金
・農地流動化助成事業補助金
・人・農地問題解決加速化支援事業の実施

農業委員、農地利用最適化推進委員により、実質化した
人・農地プランの事業推進を図るため、地域での話し合い
や農家への個別訪問等の活動実施

農地利用最適化交付金事業報酬

・コロナ禍における商工業者の経営課題の解決に向けた
相談支援
・就業希望者と企業とのマッチングによる安定した雇用と
労働力の確保

・東御市商工会小規模経営改善指導事業補助金
・東御市商工会商工業振興補助金

移住定住施策の推進

定住アドバイザーによる定住支援、都市部での移住相談
会の開催、移住体験ツアー及びお試し移住体験の実施。
（新型コロナウイルスの感染状況によっては、オンライン
により実施）

Ｖ　地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇東御ブランドの確立と特産品の振興
・ワイン用ぶどう苗木の安定供給と品
質向上のための取り組みの継続

サンファーム管理運営
諸経費

継続 農林課
【5.1.2.5】

4,907
-

◇東御ブランドの確立と特産品の振興
・御堂地区ワイン用ぶどう安定生産に
向けた栽培者への支援事業の実施

果樹農業振興対策事
業費

継続 農林課
【5.1.3.1.4】

の内
10,944

-

御堂獣害防護柵設置
事業費

継続 農林課
【5.2.2.4.2】

2,086
-

◇東御ブランドの確立と特産品の振興
・6次産業化の取組みへの支援

6次産業化推進事務諸
経費

継続
6次産業化
推進室

【5.1.3.7.1】
1,733

-

◇農地流動化の促進及び耕作放棄地
の再生
・農地中間管理事業等による担い手農
家への農地の集積・集約化の支援

・農業振興推進事業費
・農業経営基盤強化推
進事業費
・人・農地問題解決加
速化支援事業費

継続 農林課

【5.1.3.1.1】
の内
300

【5.1.3.1.3】
320

【5.1.3.6】
208

-

農地利用最適化交付
金事業費

継続
農業委員
会事務局

【5.1.1.1.2】
598

-

◇商工業の支援と育成
・コロナ禍に対応した中小企業等に対
する経営相談支援（ビジネスサポート）
の実施

・商工会運営補助事業
費
・商工業振興補助事業
費

継続
商工観光
課

【6.1.2.1.1】
5,000

【6.1.2.1.2】
2,000

-

◇Ｕ・Iターン移住者の誘導による定住
の促進
・定住をイメージできる移住体験ツアー
の実施、移住体験施設（宿泊施設）の
拡充

移住定住推進事業費 継続
地域づく
り・移住定
住支援室

【2.1.6.5.1】
の内
1,132

-
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主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

空き家バンクの新規物件登録数の確保と移住定住の促
進

地域づくり協議会による空き家の掘り起こしと伴に空き家
相談会の実施により所有者との関係性の構築を図り、空
き家バンクを充実し移住定住を促進する。

・地域イメージとブランド力の向上
・関係人口の創出・拡大

・ＥＣを活用した地域資源のブランド化による関係人口の
創出拡大

地域おこし協力隊（米国人）による情報媒体の多言語化と
主要観光地のＷｉ－Ｆｉ環境の提供による、観光客等の利
便性の向上

・地域おこし協力隊人件費（１名分）
・Ｗｉ－Ｆｉインターネット回線利用料
・Ｗｉ－Ｆｉネットワーク運用保守管理業務委託料

スポーツ合宿予約過多に伴う宿泊施設不足解消のため
合宿専用宿泊施設の新設

・スポーツ合宿の新規・リピーター利用者獲得に向けたプ
ロモーション活動、イベントの開催、モニタリング調査の実
施
・スポーツ合宿専用宿泊施設の新設

Afterコロナに対応した、観光協会に業務委託する広告宣
伝業務及び市内での移動手段の案内など含めた個人旅
行向けの情報発信の強化

・広告宣伝業務委託料
・信州とうみ観光協会補助金

海野宿滞在型交流施設をはじめ、市内の観光関連施設
の事業運営及び時代にあった施設の有効利用

・地域おこし協力隊人件費（３名分）
・海野宿滞在型交流施設指定管理委託料

主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

小学校区単位の地域づくり協議会等の活動支援

地域づくり支援員と社会教育指導員の一本化により効率
的な支援体制の構築及び地区担当職員及び地域づくりサ
ポーターによる支援の強化を図るとともに地域づくり推進
交付金や地域づくり活動補助金等を活用し財政的な支援
を強化する。

Ｖ　地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち（続き）

Ⅵ　市民と共に歩む参画と協働のまち

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇Ｕ・Iターン移住者の誘導による定住
の促進
・地域づくり協議会との連携による空き
家バンクの充実

・協働のまちづくり事務
諸経費
・移住定住推進事業費

継続
地域づく
り・移住定
住支援室

【2.1.6.2.2】
の内
200

【2.1.6.5】
812

-

◇Ｕ・Iターン移住者の誘導による定住
の促進
・関係人口の創出・拡大に向けた地域
ブランディングの推進

地方創生推進事業 継続
企画振興
課

【2.1.6.7.1】
5,825

-

◇観光拠点の整備と情報発信の強化
・ＳＮＳなどの情報媒体を活用した多言
語化による観光地情報の発信

・会計年度任用職員給
与費
・観光政策推進事務諸
経費

継続
商工観光
課

【6.1.1.2】
の内
3,350

【6.1.4.1.1】
の内
1,941

-

◇観光拠点の整備と情報発信の強化
・湯の丸スポーツ合宿に係るコミッショ
ン機能の強化と宿泊施設の機能強化

・スポーツツーリズム
推進事業費
・湯の丸高原宿泊施設
機能強化事業

継続
新規

文化・ス
ポーツ振
興課

【2.1.14.4.3】
4,600

【2.1.14.4.6】
395,800
（15号）

◇地域資源を活用した体験型、滞在
型観光の推進
・Afterコロナに対応した観光地域づくり
の推進

DMO支援事業費 継続
商工観光
課

【6.1.4.1.3】
13,300

-

◇地域資源を活用した体験型、滞在
型観光の推進
・海野宿滞在型交流施設等の観光関
連施設の有効利用

・会計年度任用職員給
与費
・海野宿滞在型交流施
設管理費

新規
商工観光
課

【6.1.1.2】
の内
9,984

【6.1.4.3.3】
5,090

-

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇協働のまちづくりの推進と担い手の
育成
・地域づくり協議会等の市民活動団体
への人的・財政的支援の強化

地域づくり活動事業費 継続
地域づく
り・移住定
住支援室

【2.1.6.2.1】
の内
8,100

【2.1.6.2.2】
の内
2,820

【2.1.6.2.3】
2,300

-
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主　な　事　業　の　概　要

令和３年度実施内容（主なもの）

・東御市情報化推進計画を策定し、業務のデジタル化を
推進することで、行政サービスの向上や業務の効率化を
図る

・東御市情報化推進計画の策定
・窓口業務デジタル化のためのシステムの導入
・電子申請による手続きの拡充

・平和なまちづくりの推進
・人権意識の高揚と人権擁護の推進
・男女共同参画社会の実現のための施策の推進

・平和祈念式、人権セミナー、人権啓発学習会、相談事
業、人権尊重のまちづくり市民の集いの開催等
・男女共同参画に関する市民・企業意識調査の結果等に
基づく、第２次東御市男女共同参画推進基本計画の策定

・ホストタウン交流事業による市民交流活動の推進

・東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿と報告会
を通じた相互交流

Ⅵ　市民と共に歩む参画と協働のまち（続き）

※下線事業については、令和２年度補正にかかる継続事業

施策・重点事業
予算等事業名

（参考）
区分 担当課

当初予算額
（千円）

R2補正予算
額（千円）

◇効果的で持続可能な行財政運営の
推進
・デジタル技術の活用による、行政
サービスの向上と業務の効率化への
取組み

・電子自治体事務諸経
費
・電子自治体事務諸経
費

新規 総務課
【2.1.9.3】

の内
250

【2.1.9.3】
の内

27,800
（16号）

◇人権尊重・男女共同参画の推進
・「平和と人権を守る都市宣言」に基づ
くまちづくりの取組み
・第2次東御市男女共同参画推進基本
計画の策定

・人権同和対策事業
・男女共同参画推進事
業

継続
一部
新規

人権同和
政策課

【3.3.1.1】　　　
84

【3.3.1.3】
463

【3.3.1.4】
の内123
【3.3.3.3】
の内120
【3.3.3.7】

671
【9.4.4.1】

588
【3.6.1.1】
の内363

-

◇多文化共生の推進
・モルドバ共和国とのホストタウン交流

ホストタウン事業 継続
企画振興
課

【2.1.6.6.2】
19,888

-
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