
変更前 変更後

基本目標 番号 数値目標・KPI 担当課 担当課

1-1-0 茅野市の認知向上に向けた情報発信

1-1-1 ・ シティプロモーションの展開による茅野市の魅力発信事業 地域戦略課 地域創生課

1-1-2 ・ 茅野市観光情報サイト・SNS運用による情報発信事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-1-3 ・ 縄文を活用したＰＲ事業 文化財課 文化財課

1-1-4 ・ 縄文ふるさと応援団事業 地域戦略課 地域創生課

1-1-5 ・ 縄文ふるさと大使事業 地域戦略課 地域創生課

1-1-6 ・ フィルムコミッション推進事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-2-0 観光の活性化に向けた環境整備

1-2-1 ・ 蓼科湖周辺整備事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-2-2 ・ 御射鹿池周辺整備事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-2-3 ・ 史跡整備事業 文化財課 文化財課

1-2-4 ・ 八ヶ岳登山道整備事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-2-5 ・ 観光地廃ホテル等対策事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-2-6 ・ 観光地二次交通対策事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-2-7 ・ JR茅野駅西口駅前広場周辺リニューアル事業 都市計画課 都市計画課

1-3-0 茅野市への来訪に向けた誘客促進

1-3-1 ・ 地域資源を活かした旅行商品造成、拠点整備事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-3-2 ・ 小津安二郎記念・蓼科高原映画祭支援事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-3-3 ・ 交流人口・関係人口創出事業 観光まちづくり推進課 地域創生課

1-3-4 ・ 学習協サマーキャンプ・スノーキャンプ実施事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-3-5 ・ 諏訪地方観光連盟との連携事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-3-6 ・ ビーナスライン沿線市町との連携事業 観光まちづくり推進課 観光課

1-3-7 ・ 白樺湖活性化協議会との連携事業 観光まちづくり推進課 観光課

2-1-0 関係人口の増加に向けたつながりの創出

2-1-1 ・ 地域資源を活かした旅行商品造成、拠点整備事業 観光まちづくり推進課 観光課

2-1-2 ・ コワーキングスペース活用事業 商工課 商工課

2-1-3 ・ 蓼科湖周辺下水道整備事業 水道課

2-1-3 ・ 別荘開発事業者等との連携推進事業 観光まちづくり推進課 観光課

2-1-4 ・ 交流人口・関係人口創出事業 観光まちづくり推進課 地域創生課

2-1-5 ・IT関連企業誘致の推進事業 商工課

2-1-6 ・ワーケーション・オフサイトミーティングの推進事業 商工課

2-2-0 地域への愛着や誇りの醸成

2-2-1 ・ シティプロモーションの展開による茅野市の魅力発信事業 地域戦略課 地域創生課

2-2-2 ・ こども未来プロジェクト推進事業 こども課 こども課

2-2-3 ・ CHUKOらんどチノチノ運営事業 こども課 こども課

2-2-4 ・ 生きる力を育む学校づくり事業 学校教育課 学校教育課

2-2-5 ・ 「縄文科」推進事業 学校教育課 学校教育課

2-2-6 ・ 読りーむinちの活動支援事業 生涯学習課 生涯学習課

2-2-7 ・ インターンシップ等促進事業 商工課 商工課

2-2-8 ・ 産学公連携「スワリカブランド」創造事業 商工課 商工課
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変更前 変更後

基本目標 番号 数値目標・KPI 担当課 担当課

3-1-0 魅力ある雇用・産業の創出

3-1-1 ・ 中小企業振興補助制度事業 商工課 商工課

3-1-2 ・ 新技術・新製品研究開発支援事業 商工課 商工課

3-1-3 ・ 新商品開発支援事業 商工課 商工課

3-1-4 ・ コワーキングスペース活用事業 商工課 商工課

3-1-5 ・ 創業スクール事業 商工課 商工課

3-1-6 ・ 空き店舗等活用事業 商工課 商工課

3-1-7 ・ 茅野・産業振興プラザ支援事業 商工課 商工課

3-1-8 ・ 産学公連携「スワリカブランド」創造事業 商工課 商工課

3-1-9 ・ モノづくり集積地SUWAのヒトづくりプロジェクト 商工課 商工課

3-1-10 ・ ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構支援事業 商工課 商工課

3-2-0 就労支援と労働環境の整備

3-2-1 ・ 就業・創業移住支援事業 商工課 商工課

3-2-2 ・ 雇用促進事業 商工課 商工課

3-2-3 ・ インターンシップ等促進事業 商工課 商工課

3-2-4 ・ 就農者支援事業 農林課 農林課

3-2-5 ・ 農作物品目別アドバイザー制度推進事業 農林課 農林課

3-2-6 ・ 製造業等労務環境改善等設備促進事業 商工課 商工課

3-2-7 ・ ファミリー・サポート・センター事業 こども課 こども課

3-2-8 ・ 保育所運営事業 幼児教育課 幼児教育課

3-2-9 ・ 学童クラブ運営事業 学校教育課 こども課

3-3-0 移住・定住情報の発信や住まいの支援

3-3-1
・ 田舎暮らし楽園信州ちの協議会の活動支援を通じた
情報発信事業

観光まちづくり推進課 地域創生課

3-3-2 ・ 諏訪圏移住相談センター支援事業 観光まちづくり推進課 地域創生課

3-3-3 ・ 田舎暮らし楽園信州ちの協議会ツアー事業 観光まちづくり推進課 地域創生課

3-3-4 ・ 田舎暮らし楽園信州ちの協議会移住体験住宅事業 観光まちづくり推進課 地域創生課

3-3-5 ・ サンコーポラス旭ヶ丘の入居促進・活用事業 都市計画課 都市計画課

3-3-6 ・ 住宅団地販売促進事業 都市計画課 都市計画課

3-3-7 ・ 住宅リフォーム促進事業 都市計画課 都市計画課

4-1-0 結婚・妊娠・出産の切れ目ない支援

4-1-1 ・ 出会いの創出事業 地域戦略課 地域創生課

4-1-2 ・ 不妊及び不育症治療助成事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-1-3 ・ パパママ講座事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-1-4 ・ マタニティ相談事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-1-5 ・ 妊婦一般健康診査事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-1-6 ・ 産婦健康診査事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-1-7 ・ 産後ケア事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課
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変更前 変更後

基本目標 番号 数値目標・KPI 担当課 担当課

4-2-0 安心して子育てができる環境の整備

4-2-1 ・ 赤ちゃん訪問事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-2-2 ・ 乳幼児健診事業 保健福祉ＳＣ 健康づくり推進課

4-2-3 ・ 赤ちゃん相談事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-2-4 ・ 育児相談事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-2-5 ・ 子ども家庭総合支援拠点事業 こども課 こども課

4-2-6 ・ 母子に関する相談及び支援事業 保健福祉ＳＣ 健康づくり推進課

4-2-7 ・ 発達障害等相談支援事業 健康づくり推進課 健康づくり推進課

4-2-8 ・ 子育ち・親育ち支援等講座事業 こども課 こども課

4-2-9 ・ 0123広場運営事業 こども課 こども課

4-2-10 ・ 地区こども館運営事業 こども課 こども課

4-2-11 ・ 保育園を拠点とする地域子育て支援事業 幼児教育課 幼児教育課

4-2-12 ・ 読書推進事業 生涯学習課 生涯学習課

4-2-13 ・ 幼保小連携教育推進事業 幼児教育課 幼児教育課

4-2-14 ・ 小中一貫教育推進事業 学校教育課 学校教育課

4-3-0 子育て世帯への経済的支援

4-3-1 ・ 多子世帯保育料軽減事業 幼児教育課 幼児教育課

4-3-2 ・ 私立幼稚園支援事業 幼児教育課 幼児教育課

4-3-3 ・ 遠距離通学児童・生徒通学支援事業 学校教育課 学校教育課

4-3-4 ・ 教育資金利子補給事業 地域戦略課 地域創生課

4-3-5 ・ 医療費助成事業 高齢者・保険課 高齢者・保険課

5-1-0 暮らしやすい環境の整備・充足

5-1-1 ・ 公共交通確保維持改善事業 地域戦略課 地域創生課

5-1-2 ・ JR茅野駅西口駅前広場周辺リニューアル事業 都市計画課 都市計画課

5-1-3 ・ 地域ポイント活用事業 地域戦略課 地域創生課

5-1-4 ・ 業務のデジタル化事業 企画課

5-2-0 地域で支え合う安心・安全なまちづくり

5-2-1 ・ 地域共生社会の構築に向けた包括的支援事業

5-2-2 ・ 住民参加型有償サービス支援事業 地域福祉課 地域福祉課

5-2-3 ・ 自主防災組織活動支援事業 防災課 防災課

5-2-4 ・ 消防団活動支援事業 消防課 消防課

5-2-5 ・ 避難行動要支援者支援事業 地域福祉課 地域福祉課

5-2-6 ・ 防災情報システム構築事業 防災課 防災課
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