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基本目標５ 地の利を生かす にぎわいのまち 

20．商工業 

 

施策目標 

市内企業への支援とともに企業と連携した雇用の拡大により、地域経済の強化を図ります。 

 

成果指標 

成果指標名 単位 実績値 
目標値 

平成32年度 

市内企業合同説明会参加企業数 社 
１ 

(平成26年度) 
20 

市内事業所売上額 百万円 
58,694 

(平成26年度) 
60,000 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当箇所 

【戦略４】 元気な未来につながる“しごとづくり” 

＜施策４－３＞若者世代の人材活用 

＜施策４－４＞地域拠点の活性化 

 

施策の展開 

（１） 企業への支援 

➢市内中小企業の安定と経営基盤の強化による雇用の創出のため、低利な資金調達を支援します。 

➢新たな成長産業の創出、育成を図るため、起業、創業を支援します。 

➢地域内雇用を推進するため、市民を対象とした市内企業の合同説明会を開催します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年
度予算額 

担当課名 

中小企業事業資金
融資事務 

平成２８年度 ・市内中小企業に対する資金融資のあっせん 

5,007千円 産業振興課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

企業誘致推進事業
（再掲） 

平成２８年度 
・環境負荷の少ない業種に限定した企業誘致 
・企業就職説明会の実施 

9,525千円 都市計画課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（２） 商工振興活動への支援 

➢商工業者の経営の安定を図るため、商工団体の経営安定指導事業に助成を行うとともに連携

を図りながら、商工業の振興に努めます。 

➢地元での買い物を促進するため、意欲的な経営者を支援します。観光・物産の振興のため、

観光協会、商工会との連携を強化します。 

➢商工会と連携し、本市のＢ級グルメである高麗鍋をはじめとする高麗の郷ブランドなどのＰ

Ｒをします。 

総合戦略 施策 4-4 
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事務事業名 事業内容 
平成28年
度予算額 

担当課名 

商工振興活動団体
支援事務 
 

平成２８年度 
・日高市商工会への助成 
・市内商店で購買意欲を高める取組の支援 

10,500千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

電気工事業の登録
事務 

平成２８年度 
・電気工事業を起業する際の登録 
・内容変更等の更新手続きの受付 

0円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 
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基本目標５ 地の利を生かす にぎわいのまち 

21．観光 

 

施策目標 

本市の財産である自然や歴史を生かし、観光地としての魅力を高めます。 

 

成果指標 

成果指標名 単位 実績値 
目標値 

平成32年度 

巾着田年間来場者数 人 
543,425 

(平成26年度) 
650,000 

入込み観光客数 人 
3,562,922 

(平成26年度) 
3,741,000 

高麗郷古民家来場者数 人 
28,026 

(平成26年度） 
 40,000 

観光イベントボランティア参加者数 人 
167 

(平成26年度) 
300 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当箇所 

【戦略１】日本一を誇る500万本の曼珠沙
ま ん じ ゅ し ゃ

華
げ

・高麗郡建郡1300年からつながる“魅力ある観光づくり” 

＜施策１－１＞“高麗郷”の魅力や価値の発見、発信 

＜施策１－２＞民間活力を生かした観光による経済効果の拡大 

 

施策の展開 

（１） 自然と歴史を生かした観光 

➢遠方からの観光誘客を図るため、ホームページなどを用いて自然や歴史などの魅力を発信し

ます。また、首都圏からの観光誘客のため、手軽に自然を満喫できる日帰り観光地また、遠

足の聖地としての確立を目指します。 

➢本市を訪れる観光客や市民が親しみを持ち、満足される観光施設などの整備を推進します。 

➢自然や歴史を満喫してもらうため、ハイキングルートの整備を推進します。 

➢高麗郷の魅力アップのため、巾着田や日和田山、清流高麗川の整備を推進するとともに、高

麗郷古民家を活用したイベントを実施します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

高麗郷古民家等利
活用事業 

平成２８年度 
・高麗郷古民家（旧新井家住宅）の維持管理
や整備 

・歳時記に合わせた企画イベント 11,667千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

観光活性化事業 平成２８年度 
・高麗郷の歴史、豊富な自然など日高市の特
色を生かした観光施策の展開 5,863千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 
総合戦略 施策 1-1 

総合戦略 施策 1-1 
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平成３０年度 同上 

観光地美化事業 平成２８年度 

・自然公園やハイキングコースの清掃 
・観光客を誘致し、リピーターの創出 
・経年劣化が目立つ観光施設、公衆トイレの
廃止を含めた検討 9,479千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

市民釣り堀維持管理
事業 

平成２８年度 
・ため池を利用した市民釣り堀の適正な維持
管理 

310千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

マスコットキャラクタ
ー活用事業 

平成２８年度 
・ゆる玉応援団の団員として県内各地で市の
PR活動の実施 

667千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

ロケーションサービス
事業 

平成２８年度 
・市内を撮影場所として提供し、制作会社等
への支援 

0円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

巾着田維持管理事
業 

平成２８年度 
・巾着田を景観や自然環境に配慮しながら適
正に維持管理 

60,003千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（２）広域で連携した観光の推進 

➢2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした観光客誘致など、観 

光地としての魅力を高めるため、高麗郡建郡1300年記念事業で築かれた関係団体や自治体との

連携を継続していきます。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

観光振興活動団体
支援事業 

平成２８年度 
・日高市観光協会の助成、連携 
・観光協会が主催する事業等での高麗郡建
郡1300年を広くＰＲ 

600千円 産業振興課 
平成２９年度 

・観光協会が主催する事業等で、1300年事業
で築かれた関係団体や自治体との連携 

平成３０年度 同上 

 

（３）市民参加の観光イベント 

➢市民、民間団体等が地域への愛着や誇りを持てるよう、市民ボランティアとして観光客をお

もてなしする体制を整備します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

日高市民まつり開催
事業 

平成２８年度 
・市の産業振興と文化交流の発展に寄与 
・市民まつり実行委員会の支援 
・市民まつりの開催 5,000千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

高麗郡建郡１３００年
記念事業 

平成２８年度 ・高麗郡建郡1300年記念事業の開催 

25,671千円 産業振興課 平成２９年度 ・高麗郡建郡1300年関連事業の開催 

平成３０年度 同上 

総合戦略 施策 1-1 

総合戦略 施策 1-2 

総合戦略 施策 1-2 
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高麗郡建郡１３００年
記念祭開催事業 

平成２８年度 ・高麗郡建郡1300年記念祭の開催 

31,000千円 産業振興課 平成２９年度 - 

平成３０年度 - 

 

 

   

 

 

 

総合戦略 施策 1-1 
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基本目標５ 地の利を生かす にぎわいのまち 

22．農林業 

 

施策目標 

農地の有効活用と農業者の育成・支援を通じて、安定した農業経営の確立を図ります。 

 

成果指標 

成果指標名 単位 実績値 
目標値 

平成32年度 

遊休農地面積 ha 
44.6 

(平成26年度) 
40 

認定新規就農者数 人 
0 

(平成26年度) 
5 

森林間伐面積 ha 
13.6 

(平成26年度) 
100 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当箇所 

【戦略１】日本一を誇る500万本の曼珠沙
ま ん じ ゅ し ゃ

華
げ

・高麗郡建郡1300年からつながる“魅力ある観光づくり”  

＜施策１－２＞民間活力を生かした観光による経済効果の拡大 

【戦略４】元気な未来につながる“しごとづくり”  

＜施策４－１＞就業、就農の支援 

＜施策４－４＞地域拠点の活性化 

 

施策の展開 

（１） 農地の保全と遊休農地の有効活用 

➢遊休農地を解消するとともに、農地を保全し有効活用を図るため、認定農業者、認定新規就農

者や農業参入を希望する企業などへ積極的に農地の集積支援を行います。 

➢市民の農業への理解と関心を深めるため、遊休農地を活用し、土と触れ合える場を提供します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年
度予算額 

担当課名 

耕作放棄地解消事
業 

平成２８年度 

・農地の利用状況調査等の実施 
・農地の流動化 
・農地利用の適正指導を徹底し、農業経営規
模の拡大を希望する農家へのあっせん 0千円 農業委員会 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

耕作放棄地活用促
進事業 

平成２８年度 
・農業参入した企業等への農地利用集積の
推進 
・市民農園の運営 923千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

総合戦略 施策 4-4 
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（２） 農業経営の安定化 

➢関係団体と連携し、多様な担い手への規模拡大、認定新規就農者への支援、特産品の普及、

鳥獣被害防止対策、畜産農家の自給飼料作物の生産拡大、家畜ふん尿などの堆肥化を進め、

家畜伝染病予防など農業経営の安定化を支援します。 

➢農業体験を通じて市民の農業への理解を深めるとともに、地域で生産されたものを地域で消

費し、消費者と生産者の「顔が見え、話ができる」関係づくりを目指します。 

➢環境にやさしい農業を推進します。また、食の安全・安心の観点から関係機関と連携して、

食品表示制度への理解と趣旨普及に努めます。 

事務事業名 事業内容 
平成28年
度予算額 

担当課名 

農業委員会運営事
務 

平成２８年度 ・農地の適正利用の推進 

6,952千円 農業委員会 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

農業委員会広報事
務 

平成２８年度 
・市内農家約1,600世帯に年２回、農業委員
会だよりの配布 

14千円 農業委員会 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

農業者年金事務 
平成２８年度 

・農業委員会だよりへの掲載や農家への戸別
訪問等の実施 

5千円 農業委員会 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

農業総務事務 
平成２８年度 

・共済制度への支援 
・農業共済組合への補助金、負担金の支出 
・食品表示の適正化の推進 
・県農業農村振興対策協議会への参加 

1,876千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

特産品創出事業 平成２８年度 
・ブルーベリーや栗の新品種「ぽろたん」の生
産拡大、販売促進の支援 
・関係団体と連携した新たな特産品の創出 795千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

担い手農家育成事
業 

平成２８年度 

・認定農業者の新規及び更新の認定 
・特別栽培農産物認証制度への取組推奨 
・制度資金（農業近代化資金等）の借入者へ
の利子補給 361千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

農業後継者対策事
業 

平成２８年度 
・学校農園に対する補助や農業体験事業の
実施 

1,922千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

農業振興地域整備
計画事務 

平成２８年度 ・農業振興地域整備計画の変更 

187千円 産業振興課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

農村集落施設維持
管理事業 

平成２８年度 
・農村研修センター、農村広場の維持管理及
び修繕 

3,032千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

有害鳥獣駆除対策
事業 

平成２８年度 
・市鳥獣被害防止対策協議会への支援 
・関係機関、団体と連携した個体数調整との
被害防止対策 745千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

総合戦略 施策 4-1 
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土地改良事務 

平成２８年度 

・土地改良関係機関との連携や水路の適正
な維持管理 
・各種協議会への負担金や入間第二用水土
地改良区への改修工事費負担金等の支出 6,211千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

農業者経営安定対
策事業 

平成２８年度 

・国の施策に連動した事業の実施 
・経営所得安定対策制度見直しに伴う制度の
普及及び推進、米の生産数量目標に従った
生産 
・「人・農地プラン」の適宜見直しやプランに位
置付けられた新規就農者への給付 

1,944千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

家畜防疫事務 

平成２８年度 

・畜産の振興と防疫体制や環境整備の確立 
・日高市畜産協会を通したワクチン接種代や
防疫、防臭資材購入の補助、研修 
・年に１回の家畜衛生検査（巡視） 355千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（３） 林業の振興 

➢西川広域森林組合などによる森林施業計画の策定を支援し、林業関係団体と連携して林業の

振興に努めます。 

➢林道の適切な管理を行うとともに、間伐を行うなど良好な森林保全を図ります。 

事務事業名 事業内容 
平成28年
度予算額 

担当課名 

緑の募金管理運用
事務 

平成２８年度 
・緑の募金事務の実施 
・市に還元される募金額の有効活用 

1,263千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

林業振興事業 

平成２８年度 
・県事業「水源地域の森づくり事業」による間
伐整備 

750千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合戦略 施策 4-1 


