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１ 実施計画の概要 

(1)  実施計画の定義 

第六次多賀城市総合計画実施計画(以下「実施計画」と表記します。)は、令和

１２年度を目標年度とする第六次多賀城市総合計画に掲げる施策及び基本事業

の目標を実現するため、計画的に取り組む主要な事務事業を明らかにするもの

で、毎年度の予算編成や当面の行財政運営の指針とするものです。 

     【第六次多賀城市総合計画の構成】 

(2)  実施計画の期間 

実施計画の期間は、令和４年度から令和６年度までの３年間とします。ただ

し、社会情勢の変化が著しいことから、毎年度見直すこととします。 

(3)  実施計画の対象事業 

実施計画に掲げる事務事業は、全事務事業の中から、次のいずれかの基準に

該当するものを対象とします。 

ア 重点テーマに大きく寄与する政策的な事務事業 

イ 普通建設事業（国、県、市事業の負担金などを含みます。） 

ウ 公共施設の長寿命化対策等に資する事務事業 

(4) 実施計画事業の追加 

補正予算においても実施計画対象基準に該当する事業が計上されるこ

とから、実施計画事業を追加しています。実施計画事業の評価は、決算報

告の際に提出する主要な施策の成果に関する報告書に掲載しています。 

基本構想「政策体系・政策大綱」で定めた大きな柱 

政策を実現するための手段 

施策を実現するための手段 

基本事業を実現するための具体的な手段 

※実施計画は、事務事業のうちから対象基準に該当する事

業となります。 
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 実施計画書（事務事業評価表）の見方

実計 ［999］

○指標、事業費の推移

正職員人工数

付記事項

トータルコスト

千円
千円
千円
千円
千円
人工

合計

事
業
費

国支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
一般財源

千円

千円

千円

対象
指標

活動
指標

区分

Ｆ

Ｄ

担当課

担当係

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｃ

意図（対象をどのような状態にしたいのか）

06年度

計画 計画 計画

04年度 05年度

対象（誰、何に対して働き掛けるのか） 手段（04年度の取り組み）

○

款 政　　策

項

目

会計

開始年度 R4 終了年度 実施計画

事務事業の開始背景（根拠）、概要 事務事業の全体計画

基本事業

○

施　　策

事務事業名

担当部

実績

総合戦略

２

重点テーマ ○

03年度
指標名

現計

02年度

正職員人件費

単位

●実施計画・重点テーマ・総合
戦略・・・該当する事業に「○」を
付しています。

●開始年度・終了年度・・・年度
が決まっている場合に記載して
います。

●担当・・・令和４年度
担当部署を記載してい
ます。

●政策・施策・基本事業・・・第六次多賀城
市総合計画前期基本計画における位置付
けを記載しています。

●会計・・・一般会計、特別会計、事業会計
の区分を記載しています。

●款項目・・・支出科目を記載しています。

●全体計画・・・事務事業のこれまでの主な経過、
全体計画（決定している場合）を記載しています。

●対象・・・事務事業を通して市が働きかける
又は恩恵を受ける人や団体、場所などを記載
しています。

●意図・・・事務事業を行うことにより、「対象」
をどのような状態にしたいのかを記載していま
す。

●手段・・・この事務事業において、当該年度に行
う取り組みを記載しています。

また、事業の特定財源（補助制度等）を活用した

場合は、【○○補助金 国○/○】というように、参
考として記載しています。
繰越事業については、その旨を記載しています。

●対象指標・・・対象の規模を示すものさしです。
●活動指標・・・事務事業の目的を達成するために、「市が何をどれだけ行ったか」を測るためのも
のさしです。

●事業費・・・コスト推移の目安として、事業費及び財源内訳を千円単位で記載しています。「その
他」には、繰越や使用料など他の欄に該当しない財源をまとめています。

●開始背景（根拠）、概要・・・複数の予算科目を合
算している事務事業については、【この事務事業は
○○と○○を合わせた事業です。】と記載していま
す。

＜以下は実績値を反映する欄です。＞
●人工数・・・実績値のみ記載となります。
●トータルコスト・・・直接事業費に、正職員人件費「正職
員人工数×平均人件費（給与費に保険等の事業主負担
分を含めた１人当たり平均雇用コスト800万円）」を加えた
コストです。実績値のみ、人件費を含めた記載となります。

●付記事項・・・補足説明
などを記載しています。
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政策施策
基本
事業 事務事業名 担当 会計 款 項 目

R4年度
予算額

(単位：千円)

重点
テーマ

掲載頁

01 01 01 地域防災計画・ハザードマップ改定事業 危機管理課 一般 09 01 03 0 ○ 8

01 01 02 消防水利維持管理事業 危機管理課 一般 09 01 02 41,022 9

01 01 02 防災情報管理事業 危機管理課 一般 09 01 03 48,810 ○ 10

01 01 03 市庁舎耐震対策等事業 財政課 一般 02 01 07 1,111,960 ○ 11

01 04 01 交通安全対策・啓発事業 危機管理課 一般 02 01 10 15,984 ○ 12

5 事業 1,217,776 千円

政策施策
基本
事業 事務事業名 担当 会計 款 項 目

R4年度
予算額

(単位：千円)

重点
テーマ

掲載頁

02 01 01 地域福祉推進事業 社会福祉課 一般 03 01 01 746 ○ 14

02 02 02 がん患者等助成事業 健康長寿課 一般 04 01 01 1,186 ○ 15

02 02 03 妊産婦・乳児一般健康診査等事業 子ども家庭課 一般 04 01 01 69,476 ○ 16

02 03 01 妊娠出産支援事業 子ども家庭課 一般 04 01 01 1,164 ○ 17

02 03 01 子育て世代包括支援センター推進事業 子ども家庭課 一般 04 01 01 8,451 ○ 18

02 03 03 公立保育所運営管理事業 子ども政策課 一般 03 02 02 200,094 19

02 03 03 教育・保育施設等整備推進事業 子ども政策課 一般 03 02 02 303,541 20

02 03 03 保育士確保支援事業 子ども政策課 一般 03 02 02 30,393 ○ 21

02 03 04 子ども医療費助成事業 国保年金課 一般 03 02 05 306,634 ○ 22

02 06 03 公営住宅ストック総合改善事業 都市計画課 一般 08 05 01 9,866 ○ 23

02 06 04 生活困窮者包括的相談支援事業 社会福祉課 一般 03 01 01 17,712 ○ 24

02 06 04 生活困窮者自立促進事業 社会福祉課 一般 03 01 01 29,426 ○ 25

12 事業 978,689 千円

【政策２】　健やかで優しい　支え合いのあるまちづくり （健康福祉）

実計

３　実施計画事業一覧

　　本計画書に掲載している実施計画事業（57事業）の一覧です。

　　なお、目的や手段、成果を評価・検証する上で、複数の予算事業を統合している場合があるた

　め、予算の事業単位とは一致しない場合があります。

【政策１】　みんなの力で減災　安全で安心に暮らせるまちづくり （安全安心）

実計
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みんなの力で減災 安全で安心
に暮らせるまちづくり （安全安心）

【施策】
1-1 防災・減災対策の推進
1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保
1-4 交通安全対策の推進

政 策

１

夢と希望が輝く 誰もが成長できるまちづくり （教育文化）

政 策 ３

【施策】
3-1 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上
3-2 学校教育の充実
3-3 生涯学習の促進
3-4 市民スポーツ社会の促進
3-5 文化財の保護と活用

都市と自然の環境調和 快適で
潤いのあるまちづくり （生活環境）

【施策】
4-1 自然と生活環境の調和
4-2 循環型社会の促進
4-3 良好なまちなみの保全
4-4 都市インフラの保全

政 策

４

地域の資源と知恵をいかす 活
気あふれるまちづくり （産業活気）

【施策】
5-1 農業の振興
5-2 商工業の振興
5-3 地域資源を活用した賑わいの

創出

政 策

５

地域の未来を共に創る 絆と誇り
を築くまちづくり （地域創生）

【施策】
6-1 地域経営の振興
6-2 多様な主体との連携・協働に

よるまちづくりの推進
6-3 地域資源を活用した市民文化

の創造

政 策

６

縮減社会への対応 持続可能な
行財政経営 （行財政経営）

【施策】
7-1 適正な事務の執行と行政サー

ビスの提供
7-2 組織・人事マネジメントの推

進
7-3 健全な企業経営の推進
7-4 環境変化に対応した行財政経

営の推進

政 策

７

健やかで優しい 支え合いのある
まちづくり （健康福祉）

【施策】
2-1 地域福祉の推進
2-2 健康づくりの促進
2-3 子育て支援の充実
2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進
2-6 社会保障等の充実

政 策

２
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