
 

 

結城市まちひとしごと創生総合戦略の改訂について  

 

○見直し箇所一覧  

ページ  該当記述  見直し理由  

13 
新規雇用者の増加数  数値の計測根拠が分かりにくい為，補足記述を

行う。  

13 産業拠点の数  より適性の高い指標の提案があったため。  

14  

就職相談会への参加

校数  

事業の進捗の結果，一定の適正規模での開催が

重要であることから，必ずしも増やすことが適

正ではないと判断したため。  

14  

地元企業への就職者

数  

指標の計測根拠が分かりにくい為，補足記述を

行うとともに，改訂年度からの増加分を指標と

する。  

14 
大学誘致に係る医療

機関との連携数  

事業の進捗に伴う現状に則した内容への修正  

20 
子育て世帯の住宅取

得支援  

事業手法を見直すとの方針決定に伴う削除  

20 移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの設置  事業の進捗に伴う現状に則した表現への修正  

20 
定住化ﾓﾆﾀｰﾂｱｰの参加

者数  

事業の進捗に伴い，本取り組みは完了となった

ことから，新たな指標の設定を行う。  

23 婚活に対する支援  事業方針の決定に伴う修正  

24 
婚活ｲﾍﾞﾝﾄの実施・参

加者数  

事業方針の決定に伴う修正  

26 企業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの設置  事業の進捗に伴う現状に則した表現への修正  

26 
企業で働く女性労働

者の就業満足度  

毎年度ｱﾝｹｰﾄ等を行う必要があり，ＫＰＩとし

ては適切でないとの意見のため削除  

  

資料  



 

13 ページ  改訂前  

 

【基本目標１】  

安定した雇用と地域労働力を「結ぶ」  ～安定した雇用の創出～  

 

≪基本的な方向性≫  

“ものづくりと創造の力を育む工業の振興”を推進するため，本市の基幹産

業である工業機能や企業環境の充実に努め，“企業”や“ひと”の市外への流出

を防ぎ，市内への再投資を促進します。  

さらに，進学などで市外へ離れた若者が，学んだスキルを生かせるような企

業や新たな雇用の受け皿となる企業を誘致するため，工業団地開発を推進する

とともに，個人創業支援などによる，多様なワークスタイルに対応できる雇用

環境の整備を行います。  

また，ユネスコ無形文化遺産に登録された「結城紬」や，桐製品などに代表

される伝統産業の保存・育成に努め，強化・充実を図ります。  

併せて，中心市街地の空き店舗や低利用の公共施設などを活用し，若い世代

の起業希望者を中心とした，工芸や美術関係の手仕事による職業から，ＩＴ系

に代表されるオフィス系の職業まで，幅広いニーズに対応できる企業・創業支

援の仕組みづくりや，支援策の構築を図ります。  

農業に関しては，経営者の安定した所得と，後継者の育成に向けた取り組み

として，６次産業化の推進や新商品開発への支援，農業法人等による大規模経

営化の促進を図り，若者から高齢者まで，幅広い世代が活躍できる農業施策の

構築，推進を目指します。  

 

≪成果目標≫  

項    目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

新規雇用者の増加数  ―  250 人  

産業拠点（工業団地）の数  3 箇所  4 箇所  

中心市街地における個人起業件数  ―  3 件  
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【基本目標１】  

安定した雇用と地域労働力を「結ぶ」  ～安定した雇用の創出～  

 

≪基本的な方向性≫  

“ものづくりと創造の力を育む工業の振興”を推進するため，本市の基幹産

業である工業機能や企業環境の充実に努め，“企業”や“ひと”の市外への流出

を防ぎ，市内への再投資を促進します。  

さらに，進学などで市外へ離れた若者が，学んだスキルを生かせるような企

業や新たな雇用の受け皿となる企業を誘致するため，工業団地開発を推進する

とともに，個人創業支援などによる，多様なワークスタイルに対応できる雇用

環境の整備を行います。  

また，ユネスコ無形文化遺産に登録された「結城紬」や，桐製品などに代表

される伝統産業の保存・育成に努め，強化・充実を図ります。  

併せて，中心市街地の空き店舗や低利用の公共施設などを活用し，若い世代

の起業希望者を中心とした，工芸や美術関係の手仕事による職業から，ＩＴ系

に代表されるオフィス系の職業まで，幅広いニーズに対応できる企業・創業支

援の仕組みづくりや，支援策の構築を図ります。  

農業に関しては，経営者の安定した所得と，後継者の育成に向けた取り組み

として，６次産業化の推進や新商品開発への支援，農業法人等による大規模経

営化の促進を図り，若者から高齢者まで，幅広い世代が活躍できる農業施策の

構築，推進を目指します。  

 

≪成果目標≫  

項    目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

新規雇用者の増加数  

（市内従業員数上位 10 社の従業員の増加数）  

（Ｈ 27 年調査基準）  

―  15 人  

工業団地への新規進出企業数  

（新規と増設を含む）  

（企業誘致奨励金の対象となった企業数）  

14 社  26 社  

中心市街地における個人起業件数  ―  3 件  
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施策①  雇用基盤の充実と企業支援の推進  

【内容】  

雇用の場を確保し，地元工業の発展と地域活力を創造するため，工業団地等の

産業拠点の整備や企業誘致を推進することによって，工業の振興を図り，地域経

済の発展と雇用機会の増加を目指します。  

また，医療・福祉施設の従事者不足の解決を図るため，女性の就労者が多い職

種でもある医療福祉系大学の誘致を推進し，地域医療・福祉を支える人材を育成

するとともに，近隣の医療・福祉施設の雇用の安定化を図ります。  
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●新たな産業拠点の形成  

〈事業名〉工業団地整備推進事業  

☞  雇用の受け皿となる新たな工業団地の整備を行います。  

企業立地推進課  

●企業誘致の促進  

〈事業名〉企業誘致促進事業  

☞  立地または既存企業に対する優遇制度の充実や新たな優

遇制度の創設を進めます。  

企業立地推進課  

●立地企業への支援  

〈事業名〉若者と企業の活躍を育むまちづくり事業［企業支援

分］，産業ＰＲ推進事業，産学官交流事業  

 ☞  企業イメージアップなどのフォローアップ充実，地域労働

力の確保や就労者のスキルアップ，女性の雇用環境向上に向

けた支援や研究・開発など，企業や教育機関と連携し進めま

す。  

企業立地推進課  

●医療福祉系大学の誘致  

〈事業名〉医療福祉系大学誘致推進事業  

 ☞  看護師や保健師など，女性の就労者が多い医療福祉系大学

を誘致することにより，地域医療・福祉の担い手となる人材

を育成するとともに，女性の雇用機会増加を図ります。  

企画政策課  

 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

産業拠点（工業団地）の面積  184ha 216ha 

高校を対象とした就職相談会への参加校数 14 校  25 校  

地元企業への就職者数  ―  50 人  

大学誘致に係る医療機関との連携数 ―  6 件  
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施策①  雇用基盤の充実と企業支援の推進  

【内容】  

雇用の場を確保し，地元工業の発展と地域活力を創造するため，工業団地等の

産業拠点の整備や企業誘致を推進することによって，工業の振興を図り，地域経

済の発展と雇用機会の増加を目指します。  

また，医療・福祉施設の従事者不足の解決を図るため，女性の就労者が多い職

種でもある医療福祉系大学の誘致を推進し，地域医療・福祉を支える人材を育成

するとともに，近隣の医療・福祉施設の雇用の安定化を図ります。  
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●新たな産業拠点の形成  

〈事業名〉工業団地整備推進事業  

☞  雇用の受け皿となる新たな工業団地の整備を行います。  

商工観光課  

●企業誘致の促進  

〈事業名〉企業誘致促進事業  

☞  立地または既存企業に対する優遇制度の充実や新たな優

遇制度の創設を進めます。  

商工観光課  

●立地企業への支援  

〈事業名〉若者と企業の活躍を育むまちづくり事業［企業支援

分］，産業ＰＲ推進事業，産学官交流事業  

 ☞  企業イメージアップなどのフォローアップ充実，地域労働

力の確保や就労者のスキルアップ，女性の雇用環境向上に向

けた支援や研究・開発など，企業や教育機関と連携し進めま

す。  

商工観光課  

●医療福祉系大学の誘致  

〈事業名〉医療福祉系大学誘致推進事業  

 ☞  看護師や保健師など，女性の就労者が多い医療福祉系大学

を誘致することにより，地域医療・福祉の担い手となる人材

を育成するとともに，女性の雇用機会増加を図ります。  

企画政策課  

 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

産業拠点（工業団地）の面積  184ha 216ha 

就職相談会参加校から地元企業へ

の就職者の増加数  
―  15 人（累計）  

医療福祉系大学の誘致件数  ―  １件  
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施策②  移住・定住促進の推進  

【内容】  

 都市基盤や環境整備の強化・推進を図り，移住・定住希望者が安心して住む

ことのできるまちづくりを進めるとともに，ＩＣＴを活用したシティプロモー

ションにより，本市の魅力や住環境，教育環境，医療環境などの情報発信を強

化します。  

 また，就学・就業のため本市から離れた若者や東京圏からの地方移住希望者，

本市で働く市外就労者など，ＵＪＩターンを意識した情報発信や支援を行います。 
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●居住環境の整備推進  

〈事業名〉結城北西部地区及び南部地区土地区画整理事業  

 ☞  土地区画整理事業による面的整備を行い，良好な環

境を有する市街地の形成を進めます。  

区画整理課  

●子育て世帯の住宅取得支援  

〈事業名〉住宅取得支援制度の創出  

 ☞  市外からの転入促進を図るため，特に経済的負担が

重なる子育て世帯に対して，住宅取得費を助成します。 

企画政策課  

●移住・定住者専用窓口の設置  

〈事業名〉移住・定住コンシェルジュの設置  

 ☞  移住・定住者の相談窓口を設置し，ワンストップで

相談できる体制を整えます。  

企画政策課  

●シティプロモーションの推進  

〈事業名〉シティプロモーション推進事業，定住モニターツアー開

催事業，第２のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業  

☞  シティプロモーションや結城ブランドの周知活動を

推進するとともに，県が運営する“ふるさと県民登録制

度”の登録者や東京圏に住む地元出身者，観光者などを

対象としたモニターツアーを実施し，本市の魅力や個

性を多様な媒体を用い，積極的に発信します。  

企画政策課  

 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

定住モニターツアーの参加者数  27 人  150 人（累計）  

専用窓口での移住・定住相談の件数  ―  60 件  
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施策②  移住・定住促進の推進  

【内容】  

 都市基盤や環境整備の強化・推進を図り，移住・定住希望者が安心して住む

ことのできるまちづくりを進めるとともに，ＩＣＴを活用したシティプロモー

ションにより，本市の魅力や住環境，教育環境，医療環境などの情報発信を強

化します。  

 また，就学・就業のため本市から離れた若者や東京圏からの地方移住希望者，

本市で働く市外就労者など，ＵＪＩターンを意識した情報発信や支援を行います。 
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●居住環境の整備推進  

〈事業名〉結城北西部地区及び南部地区土地区画整理事業  

 ☞  土地区画整理事業による面的整備を行い，良好な環

境を有する市街地の形成を進めます。  

区画整理課  

●移住・定住者専用窓口の設置  

〈事業名〉移住・定住促進事業  

 ☞  移住・定住者の相談窓口を設置し，ワンストップで

相談できる体制を整えます。また，窓口を拠点に地域

コミュニティの形成や本市の魅力体験イベントを開催

し，移住意欲への訴求を図ります。  

企画政策課  

●シティプロモーションの推進  

〈事業名〉シティプロモーション推進事業，定住モニターツアー開

催事業，第２のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業  

☞  シティプロモーションや結城ブランドの周知活動を

推進するとともに，県が運営する“ふるさと県民登録制

度”の登録者や東京圏に住む地元出身者，観光者などを

対象としたモニターツアーを実施し，本市の魅力や個

性を多様な媒体を用い，積極的に発信します。  

企画政策課  

 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

定住モニターツアーの参加者数  27 人  150 人（累計）  

相談窓口でのイベント実施数・参加者数 ―  15 回・ 300 人（累計）  

専用窓口での移住・定住相談の件数  ―  60 件  

  



 

23 ページ  改訂前  

 

施策①  結婚・子育てへの支援  

【内容】  

結婚に対する意識が多様化するとともに，個人の生活に重点を若者が増加す

る中で，家庭を築くことの素晴らしさを意識づけるとともに，未婚者に対して

地域における出会いの場を提供します。また結婚後，出産・子育てを行う世帯

を支援し，「子育ては楽しい」，「結城市で子育てしたい」，「結城市で子育てでき

てよかった」と感じられるよう，子育て世代のニーズに応え，児童福祉サービ

スを充実させるとともに，子育てを支援する人材の育成や集いの場の形成など，

地域と協働した子育て環境の整備を進めます。  
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●婚活に対する支援  

〈事業名〉婚活イベント実施，婚活応援企業認定  

 ☞  県のサポートセンターや市内企業との連携・協力体制

を構築し，個人参加型だけでなく，企業従業員の合同参加

型，東京圏へ就学・就職している地元出身者を対象とする

など，様々な形式のイベント企画や支援を行い，出会いの

場の提供を進めます。  

企画政策課  

関係部署  

●妊娠・出産に対する包括的な支援  

〈事業名〉不妊治療費助成事業，妊娠・出産包括支援事業   

☞  不妊治療費の一部助成や，全妊婦との面接により支援

が必要な妊婦に対し母子保健コーディネーター（助産師・

保健師）が支援を行います。  

健康増進センター  

●子育て家庭への支援  

〈事業名〉ファミリーサポートセンター事業，一時預かり保育

事業，家庭児童相談室運営事業，少子化対策医療費助

成事業，子育て応援助成金支給事業  

☞  子育て家庭への直接的な支援である高校生までの医療

費助成など各種助成金の支給などを行うとともに，ニー

ズに応じた保育環境の構築や相談窓口の設置など，多角

的な支援を行います。  

子ども福祉課  

関係部署  

●子育て環境の充実  

〈事業名〉特別保育事業，放課後児童健全育成事業  

☞  子育て支援センターの運営や学童保育など，幅広いニー

ズに対応した子育て環境の充実を図ります。  

子ども福祉課  

関係部署  
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施策①  結婚・子育てへの支援  

【内容】  

結婚に対する意識が多様化するとともに，個人の生活に重点を若者が増加す

る中で，家庭を築くことの素晴らしさを意識づけるとともに，未婚者に対して

地域における出会いの場を提供します。また結婚後，出産・子育てを行う世帯

を支援し，「子育ては楽しい」，「結城市で子育てしたい」，「結城市で子育てでき

てよかった」と感じられるよう，子育て世代のニーズに応え，児童福祉サービ

スを充実させるとともに，子育てを支援する人材の育成や集いの場の形成など，

地域と協働した子育て環境の整備を進めます。  
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●婚活に対する支援  

〈事業名〉婚活イベントの開催支援  

 ☞  出会いの場の創出に取り組む市民団体等に対し，県の

サポートセンターと連携した支援を行うとともに，定住

自立圏を形成した市町と連携し，結婚支援の啓発に取り

組みます。  

市民活動支援センター 

子ども福祉課  

企画政策課  

●妊娠・出産に対する包括的な支援  

〈事業名〉不妊治療費助成事業，妊娠・出産包括支援事業   

☞  不妊治療費の一部助成や，全妊婦との面接により支援

が必要な妊婦に対し母子保健コーディネーター（助産師・

保健師）が支援を行います。  

健康増進センター  

●子育て家庭への支援  

〈事業名〉ファミリーサポートセンター事業，一時預かり保育

事業，家庭児童相談室運営事業，少子化対策医療費助

成事業，子育て応援助成金支給事業  

☞  子育て家庭への直接的な支援である高校生までの医療

費助成など各種助成金の支給などを行うとともに，ニー

ズに応じた保育環境の構築や相談窓口の設置など，多角

的な支援を行います。  

子ども福祉課  

関係部署  

●子育て環境の充実  

〈事業名〉特別保育事業，放課後児童健全育成事業  

☞  子育て支援センターの運営や学童保育など，幅広いニー

ズに対応した子育て環境の充実を図ります。  

子ども福祉課  

関係部署  

 

  



 

24 ページ  改訂前  

 
 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

婚活イベントの実施・参加者数  ―  4 回・ 200 人  

一時預かり保育施設等の数  10 か所  13 か所  

放課後子ども教室開催数  4 か所  6 か所  

子育て環境の満足度  31.5％  80％  

 

  



 

24 ページ  改訂後  

 
 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

婚活イベントの支援件数  ―  6 件（累計）  

一時預かり保育施設等の数  10 か所  13 か所  

放課後子ども教室開催数  4 か所  6 か所  

子育て環境の満足度  31.5％  80％  

 

  



 

26 ページ  改訂前  

 

施策③  ワークライフバランスの推進  

【内容】  

 子育てや家庭生活への負担軽減を図るため，育児や介護休暇，出産休暇など

がとりやすい労働環境を目指します。  

 また，本市の労働力確保に大きな影響がある，子育てを行いながら社員・パ

ート社員として働く女性労働者が，仕事と育児・家庭のバランスを取りながら

効率的に就業できるよう，工業団地近隣への託児施設の設置検討を，企業との

連携により進めます。  

 さらに，ＩＴ化の推進により，テレワークに対応できる人材の育成に取り組

みます。  
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●企業アドバイザーの設置  

〈事業名〉企業アドバイザー設置  

☞  企業アドバイザーを設置し，定期的な訪問・意見交換に

より，企業経営方針や労働環境，雇用に関する改善を企業

へ促すとともに，実施に向けた取り組みに対して支援を

行います。  

商工観光課  

企業立地推進課  

企画政策課  

●託児施設設置検討  

〈事業名〉働くママの子育て支援施設  

☞  工業団地内に就業する子育て就労者が効率的に活用で

きる託児所等を，企業との連携により設置・運営するため

の検討，協議を行います。  

商工観光課  

企業立地推進課  

企画政策課  

●テレワークによる働き方支援等による女性の活躍推進  

〈事業名〉ＩＴ化推進による若者起業支援事業（再掲）  

 ☞  子育てとの両立がしやすいテレワークによる働き方の

普及を図ることにより，高い生産性を生み出し地域に稼

ぐ力を生み出すため，ＩＴ人材の育成に取り組みます。  

商工観光課  

企画政策課  

 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

企業で働く女性労働者の就業満足度  ―  80％  

国の子育てサポート企業認定数  ―  30 社  

企業との共同設置による託児所等の数  ―  1 箇所  

テレワークでの就業者数（人）  ―  ５人  

 



 

26 ページ  改訂後  

 

施策③  ワークライフバランスの推進  

【内容】  

 子育てや家庭生活への負担軽減を図るため，育児や介護休暇，出産休暇など

がとりやすい労働環境を目指します。  

 また，本市の労働力確保に大きな影響がある，子育てを行いながら社員・パ

ート社員として働く女性労働者が，仕事と育児・家庭のバランスを取りながら

効率的に就業できるよう，工業団地近隣への託児施設の設置検討を，企業との

連携により進めます。  

 さらに，ＩＴ化の推進により，テレワークに対応できる人材の育成に取り組

みます。  
 

【実施事業】  

具体的な事業  担当部署  

●労働環境改善への取り組み  

〈事業名〉企業アドバイザーの派遣及び企業との意見交換  

☞  企業アドバイザーの派遣や，定期的な訪問・意見交換，

各種セミナーにより，企業経営方針や労働環境，雇用に関

する改善に向けた取り組みに対して支援を行います。  

商工観光課  

市民活動支援センター 

●託児施設設置検討  

〈事業名〉働くママの子育て支援施設  

☞  工業団地内に就業する子育て就労者が効率的に活用で

きる託児所等を，企業との連携により設置・運営するため

の検討，協議を行います。  

商工観光課  

●テレワークによる働き方支援等による女性の活躍推進  

〈事業名〉ＩＴ化推進による若者起業支援事業（再掲）  

 ☞  子育てとの両立がしやすいテレワークによる働き方の

普及を図ることにより，高い生産性を生み出し地域に稼

ぐ力を生み出すため，ＩＴ人材の育成に取り組みます。  

商工観光課  

企画政策課  

 

【重要業績評価指標： KPI】  

評価項目  現状値  目標値（平成 31 年度）  

国の子育てサポート企業認定数  ―  30 社  

企業との共同設置による託児所等の数  ―  1 箇所  

テレワークでの就業者数（人）  ―  ５人  

 


