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■大洗町総合戦略　施策一覧（案）　【新規】

No. 担当課 事業名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

1 商工観光課 商店街活性化補助事業 商店街の様々な取組みに対し，「大洗町商工会事業補助金」を補助する。基準としてはイベント等の重要性並びに公益性，地域経済の貢献度等を基準に考慮して決定する。

2 商工観光課 アニメ活用型地域活性化事業 商店街やリゾートアウトレット内の空き店舗に，アニメ等趣味に特化した店舗を誘致するため，家賃補助等，出店事業者が要する費用の一部を助成する。

3 商工観光課 温泉導入施設雇用促進事業 現在の温泉導入施設（１０施設）以外に宿泊施設や，老人ホーム等に新規導入を図り，施設拡充等に伴う雇用創出を図るための施設整備補助及び雇用支援を行う。

4 農林水産課 釣具メーカー誘致雇用促進事業
旧活魚場を再生利用し，釣具のルアーテストフィールドとして各メーカーや個人事業者に開放することにより，企業誘致，特に関西に多い釣具開発メーカーの関東での拠点化を目指し，釣具の総合研究地区として本町をＰＲし雇用
促進を図る。

5 農林水産課 枯れ松材有効活用事業 廃棄処理される枯れ松の有効利用を図るため，有識者による枯れ松利用の調査研究を実施し，新たな産業創出及び雇用創出並びに松林再生を図る。

6
まちづくり推進課
税務課

企業誘致促進助成事業
一定規模以上の事業所を立地する企業に対して，①土地取得費用の減額，②事務所等の新設に伴い取得した土地，建物及び償却資産の固定資産税･都市計画税を一定期間免除，③正社員雇用に対する奨励金交付，④ＰＲチラシ・パ
ンフレット作成などを実施する。

7 農林水産課 地場水産品販売促進事業 水産加工組合・仲買人組合・漁協の連携のもと販売施設を整備し，各々の事業者の特色を活かした製品を販売し，水産関連事業の振興と雇用創出を図るため，新規雇用及び販売促進ＰＲ等の助成を行う。

8 福祉課 タブレット活用型買い物弱者対策事業 独居高齢者等の買い物弱者に対しタブレットを貸与し，食料品や生活出必需品等の調達のほか，日常的な見守り体制づくりも兼ねる。

9 農林水産課 漁業体験による新規就業者育成事業 都会部や他市町村から希望者を募り，実際に漁船に乗って漁を体験したり，網仕事を体験することにより，新規漁業就業者の育成を図る。あわせて小学生の漁業体験学習による漁業への啓蒙普及も図る。

10
農林水産課
商工観光課

「食」による新商品開発及び
ブランド認証推進事業

大洗ブランド拡充のため，新製品開発及びイベントを実施し，食による大洗のＰＲを図る。

11 農林水産課 農産物６次産業化促進事業 地元農産品製品の製造販売及びレストランでの提供，専門家講師による新商品開発のアドバイス等に対する支援を行う。

12 農林水産課 農業体験・農家民宿推進事業 都会部等から農業体験希望者を募り宿泊できる農家民宿や，農産物を利用した農家レストランの運営を行い，農家の後継者育成や多角経営化を図る。

13 まちづくり推進課 空き家バンク活用型移住定住推進事業
空き家バンクを活用しながら，移住定住推進員による，生活面や仕事面などの相談への対応，移住した人との引き合わせなども含めたトータルサポートを実施する。また，町内での活動に留まらず，東京圏に事務所を設置し，積極
的な移住者の受け入れに取り組む。

14 まちづくり推進課 原子力産業・人材育成推進事業 大洗町の有するＪＡＥＡを始めとする原子力関連施設と連携または活用した企業の立地に税制優遇及び雇用支援を行うとともに，人材育成の環境の提供等にも支援策を講じて，雇用の場の創出と人の流れを生み出す。

15 まちづくり推進課 港中央地区活性化事業 第４埠頭先端緑地の一般開放や，マリーナレストラン開業，わくわく科学館でのイベント支援等のための雇用を行い，港中央地区臨海部の活性化を図る。

16 まちづくり推進課 水上タクシー起業支援事業 観光ルートとして需要が見込まれ，交通渋滞の緩和にもつながる大洗駅背後～水辺プラザまでにおいて，水上バスを運航する事業者に対して，雇用に対する支援等を行う。

17 商工観光課 移住者雇用促進事業 他の市町村から町内の民間事業所へ勤務するため移住してきた者を雇用する場合の補助を行う。（ガルパン関係店舗，レストラン等）

18 商工観光課 海水浴連動型商店街周遊事業
海水浴と連動した商店街への誘客及び地域活性化事業として，サンビーチ駐車場で料金を払った客に対して（領収書とともに）町内で使える１０００円の商品券を配布し，プレミアム商品券対象店舗で使用可能とする。事務処理は
ノウハウがある商工会への委託で実施する。

19 商工観光課 大洗町観光情報一元化事業
大洗観光協会のスマートフォン・タブレット対応サイトの構築，ホームページ内の情報更新及び拡充による閲覧者数の増加，古くなった観光協会HP内youtubeの代替としてガルパン声優による定期的な紹介映像発信，紹介された
ルートをパンフレットとして町内のみで販売し，これらの相乗効果により，町への誘客及び町内周遊の契機とする。

20 商工観光課 日本三大民謡「磯節」保存伝承事業
小中学校への訪問演奏及び指導，商店街の空き店舗を活用した磯節教室やイベント出演による興味喚起や会員増加，宿泊施設への出張披露（同窓会プランとの連携），磯節の歴史出張講演，学校での履修科目化，磯節全国大会の一
部地元招致（少年少女の部）等を行う。

21 商工観光課 同窓会活用型ビジネス推進事業
同窓会の幹事は役割が多岐に亘るためなり手がいないことから，地元民間会社が幹事代行サービス（有料）を展開し，大洗町や地元企業等がそのスポンサーとなることによって，町のＰＲ（観光案内・移住案内等）及び企業のＰ
Ｒ，アンケート調査，お土産としての商品販売等を行い，最終的にＵターン就職へつなげる。

22 商工観光課 おもてなし観光推進事業
おもてなし講習会を開催し，観光事業者をはじめ町民すべてのおもてなし意欲・環境の向上を図るとともに，外国人誘客事業（インバウンド事業）と連動して外国人観光客へのおもてなしスキルの向上も図る。また，一定以上の講
習履修者に対するマイスター認定制度を定める，トイレから始まるおもてなしとして，便器の洋式化の支援も行う。

23
商工観光課
生涯学習課

広告連動型集客事業
（平成26年度補正対応）

地域を絞ったフリーペーパー広告，首都圏主要駅等によるポスター掲出，③インターネット検索におけるYahoo!プロモーション広告，④来町した観光客にＳＮＳを使った「口コミ」を発信してもらうための顔はめ看板の設置，⑤歴
史的施設のインターネット情報発信などを行う。

24 農林水産課 松川交流拠点施設活用事業
交流拠点施設及び周辺耕作放棄地の活用のため，交流拠点施設や体験農業のＰＲのための人材雇用，体験農園用地の整備や農園指導者の雇用や支援を行う。また，隣接休耕地に水生植物園を整備し，賑わいづくりと雇用促進も図
る。

25 農林水産課 夏海地区活性化促進事業 夏海地区で実施している農産物まつりと合わせ，隣接地に農業体験圃場を設置し，親子体験農業イベントを開催することにより，農業に親しみをもってもらい，就農者の育成及び農業の活性化を図る。

26 農林水産課 二葉地区活性化推進事業
利用率が低く維持管理費用が増加している貸し農園について，農作業の指導者を雇用し利用者に作付けの指導及び利用者の募集を図り，農園利用率の向上を図るとともに，農地転用による他の利用可能性があれば住宅地等へ移住促
進を図る。

27 まちづくり推進課 大洗町起業支援事業
①起業支援パッケージの創設（起業希望者交流会や起業塾の開催等)，②起業支援に向けた補助金の創設（事業が安定するまでの家賃補助，茨城ブロードバンドネットワークの接続補助，広告・商業登記の補助)，③チャレンジス
ペースの提供（定住を条件とした町有地の低廉若しくは償提供)，④専門アドバイザーによる切れ目のないフォローなどの起業支援を行うもの。

28 都市建設課 避難路生垣化推進事業 ①生垣等推進助成費の創設，②ブロック塀の撤去及び生垣化等に係る助成金の創設，③生垣剪定作業助成費用の創設，④景観まちづくりコンテストの実施，⑤景観講演会の開催などを実施する。

29 まちづくり推進課 涸沼周辺環境整備事業 ラムサール条約登録に伴い，松川漁港背後に水生植物園や涸沼湖岸堤周辺にサイクリングができる通行帯を整備し，周辺自治体とも連携し，交流人口拡大を図る。
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No. 担当課 事業名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

30 まちづくり推進課 海辺の暮らし推進研究事業 民間不動産関係者の協力を得て，海辺の暮らし研究会を設置し，単身世帯用住宅確保の促進（女性向けの住宅のあり方，サーファー向けシェアハウスの確保）及び海辺の暮らしに特化したリフォーム補助の創設を検討する。

31 まちづくり推進課 三世代家族形成推進事業 町外で暮らす子供夫婦・孫を呼び戻して三世代家族の形成を促進するため，親と同一世帯以外でも町内に居住した場合の助成等，新たな制度構築を検討する。

32 学校教育課 新奨学金制度 奨学金対象者を拡大するとともに，就職の際に大洗に戻りＵターン就職した場合には返済不要の新たな奨学金制度を新設する。

33
学校教育課
農林水産課

地産池消による食育および農業体験事業 毎月１回，学校給食メニューを全て大洗産で構成する「大洗地産地消の日」を制定し，給食後の１時限を食育の時間とし，地域資源の大切さ，すばらしさを学習するとともに，農業体験学習も取り入れ，担い手確保を図る。

34 福祉課 ベビーカー購入助成金 子育て世帯への経済的助成の一環として，第１子誕生世帯に対しベビーカー購入費用への助成を行う。

35 まちづくり推進課 大洗鹿島線通勤定期券購入助成事業 大洗駅から大洗鹿島線を利用し通勤する移住者に対し，通勤定期券の購入費を一部助成することで，大洗鹿島線の利用促進とあわせ，大洗町の定住人口の増加を図る。

36

福祉課
学校教育課
商工観光課
健康増進課
生涯学習課

結婚・出産・子育て各種セミナー推進事業

地域のキーパーソンを育成し，年代ごとに必要とされるセミナーを細かく設定・開催し，住民が気軽に集まり自己鍛錬を進められる環境を提供する。ただし，各セミナーを定型化せず，受講者の要望に柔軟に対応できる形式とし，
各セミナーの経過ポイント時に行政が関与し，進捗状況や成果の確認と行政情報のアナウンスや行政に関連した事業を取り入れ程よい距離感で受講者の自主性と自立を促す。
（例）
①妊活セミナー（講師：医師，栄養士等）妊娠希望者対象→安全な妊娠をするために必要な知識の習得，相談。
②プレママ塾・プレパパ塾（講師：助産師，栄養士等）妊婦及び家族対象→健康な胎児を育むために必要な知識の習得，運動，相談。
③ベビ塾（講師：保健師，栄養士，保育士等）新生児と保護者対象→新生児の育ちに必要な知識，産後の母体に係る知識の習得，運動，相談。
④幼児塾（講師：保健師，栄養士，歯科衛生士，体操インストラクター等）未就学児と保護者対象→脳の発達が著しい時期に様々な刺激を与え幼児の育ちの可能性を広げるために必要な知識，運動，リトミック等のプログラム，保
護者の運動不足解消。
⑤キッズ塾（講師：教師，塾講師，大学生，高校生，地域ボランティア等）→Ａ（小１～２）Ｂ（小３～４）Ｃ（小５～６）Ｄ（中学生）の４コースに分け，学習補講と各コース毎の自主的なクラブ活動。子供の学力向上と好奇心
の充足及び子供社会の世代間交流。
⑥（高校生会）キッズ塾の延長で高校生版も設定可。
（参考）
○就活セミナー（講師：企業人事担当者，各種講師）就職希望者対象→就職に役立つ各種セミナーの開催，自己啓発。
○婚活セミナー（講師：結婚相談所員，各種講師）婚姻希望者対象→結婚に役立つ各種セミナーの開催，自己啓発，出会いの機会の提供。
○ジーバ塾（講師：子育てアドバイザー，保育士，栄養士等）孫守りをする祖父母および子育てボランティアを目指す者対象→自分の育児経験と現代の育児方法との相違による新米ママとのトラブルを未然に防ぐため，現代の子育
てに関する知識を習得，あやし方など。
○終活セミナー（講師：葬儀業者，公証役場職員等）生前に整理したい人対象→自分の人生の終わり方，遺言，葬儀に係る知識の習得。

37 財務課 公共施設等総合計画策定事業 公共施設等総合管理計画策定の基礎となる固定資産台帳整備を進める。またそれにより，公共施設等の全体の個別の更新費用や維持管理費の状況を把握し，公共施設等の最適な配置を実現する。

38 福祉課 病児・病後児保育事業
児童が体調不良を訴えた場合，保護者が迎えにくるまで緊急的に保育を行う，または児童が病気の回復期で集団保育が困難な場合や，回復期に至らない場合で症状の急変が認められない場合に一時的に保育を行う施設の設置や運営
支援を行う。

39 まちづくり推進課 海の幸直売・友好都市交流販路拡大事業
漁業組合直営による海産物の実演販売等を，友好都市等を対象に展開するもので，専用車両を使用し定期的に行うことで地元に定着させ知名度を上げるとともに，新規販路の拡大も合わせて行い，雇用促進及び大洗ブランドのＰＲ
につなげる。

40 まちづくり推進課 子育て支援「親子ふれあい」学習事業 子育て支援の一つとして，親子が一緒に町の教育施設で遊びながら様々な学びを体験できる場を提供するもので，町の歴史から郷土料理まで，専門家による講義を交え実施するもの。

　

　



■大洗町総合戦略　施策一覧（案）　【継続】

No. 担当課 事業名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

1 まちづくり推進課 定住促進推進事業
大洗町定住促進奨励金・・・定住化への誘導及び人口流出の抑制を目的に，新たに住宅を取得した世帯に，奨励金を交付する。
大洗町民間宅地開発事業補助金・・・住宅用地の供給と団地内の優良な公共施設の整備を図るため，宅地開発する事業者に補助金（町に帰属する公共施設の用地部分）を交付する。

2 まちづくり推進課 青少年国際交流事業
グローバルな社会情勢の中において，本町の未来を担う中学生を対象として，人材育成（世界に向けて広い視野をもち，心豊かな人材づくり）を進め，地域の国際化を図る。
①中学生海外派遣事業，②海外友好都市青少年受入事業

3 まちづくり推進課 広域連携推進事業 人口減少社会・超高齢化社会が到来した中で，多様化する住民ニーズに適切に対応して，住民の利便性を向上するため，行政区域の枠を超えて公共施設等の広域利用や事務事業の共同化を図る。

4 まちづくり推進課 循環バス（海遊号・なっちゃん号）運行事業
少子・高齢化が進む中で，車での移動が困難な児童・生徒，高齢者等を対象として，町内にある生活利便施設や教育施設への移動手段を確保するとともに，観光客の移動手段として活用するため，既存の循環バスの充実を
図る。

5 健康増進課 乳幼児健診事業
乳幼児健康診査は， 乳幼児の病気の予防と早期発見，および健康の保持・健康の増進を目的に行う。妊婦健診は妊娠期に必要な健康保険適用外の健診を経済的に援助すると同時に，妊産婦の健康増進と疾病の早期発見，
早期治療，ハイリスク者の早期発見をする。
①乳児健診（集団）←町独自　②1歳6ヶ月健診（集団）　③3歳児健診　④妊婦・乳児健診健康検査（医療機関委託健診）←町独自　⑤2歳・2歳6ヶ月歯科健診(集団）←町独自

6 健康増進課 不妊治療費助成事業 不妊治療を受けようとする夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図る。

7 健康増進課 未熟児養育医療事業 医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付を行う。

8 健康増進課 各種相談事業（町独自）
乳幼児の発育，発達の確認と，疾病の早期発見や子育てや母乳についての不安などを解消する。
①育児相談・母乳育児相談　②乳幼児電話相談　③母乳育児相談受診票配布

9 健康増進課 発達支援事業（町独自）
療育が必要な児童を対象に，小集団での教室を通じて指導・相談を行う。また，町内幼稚園，保育所へ出向き，職員への相談に応じ，必要に応じて指導する。
①イルカ教室　②移動発達相談事業　③ことばの教室

10 健康増進課 子育て支援事業（町独自）
妊娠期や子育てに関する健康教育を実施し，知識の普及や，親の不安を軽減するとともに，保護者の交流を図る。
①離乳食教室事業　②赤ちゃん歯育て教室事業　③はっぴいBaby　④こうのとり学級（両親学級）

11 健康増進課 母子訪問事業（町独自）
妊産婦や乳幼児をもつ家庭を訪問し相談をする。
①乳幼児家庭全戸訪問　②養育支援事業　③妊産婦家庭訪問

12 健康増進課 親子ふれあい事業（町独自）
母親同士の情報交換と子供達の交流の機会の場を提供する。
①親子ふれあい広場　②親子ふれあいベビー広場

13 健康増進課 母親サポート事業（町独自）
育児不安や育児困難を抱える母親に，助産師や心理士等の専門化の支援を受け，育児スキルの向上や情報交換，孤立感の解消，仲間作りを行う。産後うつ予防。
① MSG（Mother’ｓ　Support　Group）≪はれはれ≫　②個別子育て相談　③産後デイケア(日帰り）

14 健康増進課 小中学校連携事業（町独自）
各学校と連携し，命の大切さや，う歯予防についての指導を行う。
①「大切な命」出前講座　②赤ちゃんふれあい体験　③歯科巡回指導

15 健康増進課 予防接種事業
感染症を予防し，また，そのまん延を防ぐ。
①定期予防接種　②任意予防接種←町独自

16 福祉課 保育料の軽減 保育所を利用する子育て世帯の経済負担軽減のため，保育料を国の基準より減額する。

17 福祉課 保育施設への運営費補助事業 保育園の健全な運営と入園児の保育環境の向上に資するため，町独自に保育園への運営費補助を行う。

18 福祉課 認可外保育施設への運営費補助事業 認可外保育施設の健全な運営と入園児の保育環境の向上に資するため，町独自に認可外保育園への運営費補助を行う。

19 福祉課 浜っ子すこやか報奨金事業 3人以上の子どもがいる多子世帯への経済支援として，3人目以上の子どもが就学する際，町から報奨金を支給する。

20 商工観光課 フィルムコミッション事業 テレビでの旅番組やドラマ撮影，再現ＶＴＲ，報道関係など様々なメディアの撮影調整を行い，大洗町をよりよい形で広くＰＲする。

21 商工観光課 復興観光キャラバン事業 東日本大震災により被災した大洗町が元気に復興している姿を県内外に知らせるとともに大洗町の農水産品や観光地の安全性を強くアピールし，風評被害を払拭することで大洗町への観光客誘客促進と地域の振興を図る。

22 商工観光課
大洗町イメージキャラクター
「アライッペ」活用事業

大洗町イメージキャラクター「アライッペ」を活用し，県内外において大洗町のＰＲを行うことにより，大洗町の認知度向上や観光客の誘客を図る。

23 商工観光課 大洗まつり実行委員会事業 海洋性リゾート都市として大洗町を広くＰＲするため，１年を通したイベントを催し，魅力と活力ある町づくりを目指すことにより，茨城を代表する観光地としてのグレードアップと地域の振興を図る。

24 商工観光課 大洗駅観光案内事業 大洗駅に観光案内所を設け，更なるリピーターの獲得や宿泊者の増加を目的とする。また，大洗鹿島線の利用促進のため，鉄道利用者向けのサービスやイベント等を行う。

25 生涯学習課 社会教育の推進事業
町民が主体的に自らの能力を育て，学んだ成果が正しく評価される社会の実現に向けて取り組み，町民の様々な学習ニーズや社会の要請を的確に把握し，多様な学習機会の充実に努めるなど町民の主体的な学習活動を支援
する。
①生涯学習の推進　②公民館活動の充実　③図書機能の充実と読書機会の提供

26 生涯学習課 青少年健全育成の推進事業
次世代を担う青少年の健全育成に向け，学校・家庭・地域および関係団体などと連携し，総合的な青少年の健全育成に取り組み，地域の力を活かした各種の健全育成活動を推進する。
①学校・家庭・地域が連携した教育の推進　②家庭教育の推進　③青少年健全育成活動の推進

27 農林水産課 大洗ブランド推進事業
町のイメージ・地域資源を活用し，優れた農産物・水産物および加工品を大洗ブランドとして認証し，町の更なるイメージアップと地域活性化を図る。
①大洗ブランド認証事業　②事業者スキルアップ事業　③大洗ブランドＰＲ事業

28 消防本部 自主防災力強化事業 自助・共助の取り組みを推進し、自主防災会の促進に努める中で、町民のさらなる防災意識の高揚、災害対応力の強化を図る。


