
小美玉市タウンミーティング

（小川会場）
１０月４日（火）午後７時から
小川文化センターアピオス 小ホール

（玉里会場）
１０月５日（水）午後７時から
玉里保健福祉センター 集団検診室

（美野里会場）
１０月７日（金）午後７時から
四季文化館みの～れ 風のホール

小美玉新時代に向けて



小美玉市の現状と課題
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小美玉市の人口推移
2.6人に1人

半分以下に

小美玉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンより
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１.重 点 施 策

2.行財政改革

3.中長期ビジョン
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重点施策について（５分野）

教 育
豊かな心を育む教育・郷土を愛する教育

デジタル教育の推進
外国語教育の推進

協働による学校づくり

農 業
農畜水産物のブランド化・６次産業化

スマート農業の推進
経営感覚に優れた農業経営者の育成支援

福 祉
子どもを産みやすい・育てやすい環境整備

障がい者福祉・高齢者福祉の推進
健康寿命の延伸

地域防災
防災活動・防犯活動への支援

消防・救急体制の強化
消防団員の処遇改善・機能強化

商工観光
地域活性化事業の推進

企業誘致の推進
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教育の振興

１. 豊かな心を育む教育・郷土を愛する教育
２. デジタル教育の推進
３. 外国語教育の推進

４. 協働による学校づくり
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１. 豊かな心を育む教育・郷土を愛する教育

具体的な取組

道徳教育の推進
●教育活動全体で取組む道徳教育
●相互参観・公開授業の実施

地域資源を活用した学習の充実
●自然体験活動・社会体験活動の充実
●図書館と連携した学校図書充実のため、
新たに学校司書を配置

道徳の公開授業

職場体験

自然体験
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２. デジタル教育の推進

ＩＣＴ教育の充実
●感染症や自然災害に負けない教育環境の整備
●教職員の指導力向上のため、ＩＣＴ支援員を
増員し、ＩＣＴ研修を充実

●不登校児童生徒の支援

情報モラル教育の充実
●⺠間企業との連携によるネット安全教室の実施
●安全な利用に向けた、家庭におけるルールづくり

具体的な取組

ＩＣＴを活用した授業

ネット安全教室
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３. 外国語教育の推進

外国語授業および外国語活動の充実
●ＡＬＴ（外国語指導助手）の充実による授業の活性化
●タブレット機能をフル活用した授業の実施

異文化の理解・国際理解教育の促進
●学校と国際交流協会との連携
●他校や海外の学校との交流
●学校給食を通した異文化教育

具体的な取組

ＡＬＴによる外国語授業
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４. 協働による学校づくり

コミュニティ・スクールの推進
地域学校協働活動の実施

コミュニ
ティー・
スクール

具体的な取組
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農業の振興

１. 農畜水産物のブランド化・６次産業化

２. スマート農業の推進

３. 経営感覚に優れた農業経営者の育成支援
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１.農畜水産物のブランド化・６次産業化

農畜水産物の小美玉ブランド化
●ブランド化の推進と普及活動
●販路拡大に係る経費の助成制度を導入

６次産業化の推進
●相談支援体制の構築
●ソフト事業の支援
（新商品開発・試験販売費等に対する支援）
●ハード事業の支援
（生産・加工・販売等に必要な施設整備費に対する支援）

具体的な取組

美野里緑王にら
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２. スマート農業の推進

先進技術の導入支援
●先進技術導入費用助成制度の導入
●スマート農業の普及に向けた広報活動

具体的な取組
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３. 経営感覚に優れた農業経営者の育成

相談支援体制の充実
●新規就農希望者のワンストップ相談窓口の設置
●各種支援機関との連携強化
認定農業者協議会の活動支援

原油価格・物価高騰等に対する経済的支援

具体的な取組
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福祉の振興

１.子どもを産みやすい・育てやすい環境整備

２.障がい者福祉・高齢者福祉の推進

３.健康寿命の延伸
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１.子どもを産みやすい・育てやすい環境整備

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援
●産婦人科施設の開設支援（石岡地域医療計画）
●クーポン券による紙オムツ購入費の助成
●子育て世帯への相談体制の強化
（子ども家庭支援センターの設置）

市独自の不妊治療費助成

具体的な取組
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２.障がい者福祉・高齢者福祉の推進

障がい者福祉の充実
●特別支援教育の充実
●差別解消と権利擁護の推進
高齢者福祉の充実
●地域包括ケアシステムの推進
●成年後見制度の普及啓発及び利用促進
医療・介護・保育施設等に対する
物価高騰対策支援

具体的な取組
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３.健康寿命の延伸

フレイル予防の推進
●積極的な健診の受診勧奨
●高齢者の保健事業と介護予防等の一体的事業の実施
●通いの場を通した健康教室・健康相談の充実
●フレイル予防ボランティアの育成

具体的な取組
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地域防災の振興

１. 防災活動・防犯活動への支援

２. 消防・救急体制の強化

３.消防団員の処遇改善・機能強化
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１. 防災活動・防犯活動への支援

防災活動への支援
●自主防災組織の育成支援
●地域における防災訓練の推進

防犯活動への支援
●防犯ボランティア団体への支援
●学校での防犯講習会の開催
●防犯カメラの増設
●地域防犯灯の電気料金負担

具体的な取組
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２. 消防・救急体制の強化

消防署の組織強化
●消防士の人員確保
●増加傾向にある救急車の出場件数に対応するため、
本年度より有資格者採用枠を設け、
即戦力となる救急救命士の人員を確保

具体的な取組
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３.消防団員の処遇改善・機能強化

消防団員の処遇改善

消防団の支援制度の構築

具体的な取組
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商工観光の振興

１.地域活性化事業の推進

２.企業誘致の推進
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１.地域活性化事業の推進

観光資源の発掘・創出
●新規要素を追加した、まちづくり構想
基本計画の策定

サイクルツーリズムの推進

積極的な情報発信
●動画や市⺠メディアを活用した魅力発信

ふるさとふれあいまつりと産業まつり
を一体化した新しいまつりの開催

具体的な取組

まちづくり構想策定イメージ
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２.企業誘致の推進

テクノパークへの企業誘致
●県と連携した誘致活動の強化
●ワンストップ相談支援体制の推進
空港周辺及び沿線地域の環境整備

具体的な取組
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行財政改革

１.ＤＸの推進
２.マイナンバーカードの普及促進
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１.ＤＸの推進
人口減少・
少子高齢化

●行政手続きのオンライン化、デジタル化
●行政区のデジタル化推進
●高齢者向けスマホ教室等によるデジタル格差の解消
●若手職員をＤＸ推進員に任命し、外部人材等の活用
により育成し、全庁的なＤＸ推進体制を構築

持続可能な行政サービス
（小美玉市ＤＸ推進計画の推進）

社会保障費の
増加

具体的な取組

技術革新

税収の減少 職員数の減少
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２.マイナンバーカードの普及促進

・健康保険証として利用可
・コンビニで住⺠票や印鑑証明書等が取得可
・市役所に行かなくても自宅にて各種手続きが可
・運転免許証と一体化（令和6年度末予定）など

マイナンバーカードのメリット

●申請専用ブースの設置
●企業への出張申請受付及び出張申請受付の拡充
●特定郵便局でのマイナンバーカード申請（調整中）

具体的な取組

-27-



中長期ビジョン

１.国道６号小美玉道路（仮称）の早期実現

２.ＪＲ高浜駅の橋上化

３.霞ヶ浦ニ橋建設の推進

４.つくばエクスプレスの茨城空港への延伸
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Ａ案：今の道路を拡幅し４車線化
Ｂ案：新たな道路を整備（バイパス（迂回路））

２つのルートで検討中！

一日あたり
約１７，８００台

茨城県平均1.2に対し
小美玉区間は１．４４

交通状況

１.国道６号小美玉道路（仮称）の早期実現
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２.ＪＲ高浜駅の橋上化

羽鳥駅

高浜駅
小川

美野里

玉里

自由通路と駅舎機能を
２階部分に集約化

小川・玉里地区に住む方も
通勤・通学の負担軽減

羽鳥駅

高浜駅
東口

石岡市⺠
⻄側ホーム

自由通路
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３.霞ヶ浦ニ橋建設の推進

国・県への
要望活動を強化

霞ヶ浦二橋建設
促進期成同盟

（土浦市・石岡市・龍ケ崎市・牛久市・
稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・美

浦村・阿見町・河内町・利根町）

首都直下型地震
の避難ルート

首都圏等との
アクセス向上

企業立地条件
の向上

移住・定住者
の増加
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ＴＸの延伸方面案
①水戸方面②筑波山方面
③茨城空港方面④土浦方面

４.つくばエクスプレスの茨城空港への延伸

移住・定住者
の増加 企業移転

持続可能な
活力と魅力あるまちへ
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各地区の主な取組み

小川地区の取組み
美野里地区の取組み
玉里地区の取組み
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小川地区の取組み

２.空のえき「そ・ら・ら」の拡張

１.旧小川小跡地周辺地域の再整備
「歴史と文化の香るにぎわいのある
地域交流の場の創出」

新規要素を追加した
まちづくり構想が策
定された後に、今後
の進め方について判
断する
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美野里地区の取組み
１.羽鳥駅東口市有地の利活用
⺠間活力導入による官⺠複合施

設を整備するため、羽鳥駅東口市
有地利活用事業者を募集したが、
⺠間からの応募がなく、利活用さ
れていない状況

羽鳥駅周辺を「まちの灯台」に
見立て、いつも明るく安全安心な
場、便利な賑わいのある拠点とす
るため、引き続き⺠間活力導入に
よる整備のほか、公設による整備
も視野に入れ検討する

東口市有地
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玉里地区の取組み
１.霞ケ浦沿岸地域の交流

施設整備

２.霞ヶ浦湖岸での花火大会の実施

霞ケ浦沿岸の利活用の市場調査
の結果、大井⼾湖岸公園は、
キャンプ場等のアウトドア施設
として、魅力的な施設となる
可能性がある

霞ケ浦沿岸の魅力創造のため、
隔年で花火大会の実施を検討する
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ご清聴ありがとうございました
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