
■茂原市総合戦略体系図
※既存事業については斜体で標記

茂原市まち・ひと・しごと創生総合戦略（骨子案）

施策の基本的方向

具体的な施策

主な事業と取組内容

（1）産業が力強く成長するまち ①成長産業の立地促進【企業誘致】
ア．茂原にいはる工業団地を核とした企業立地

○企業立地促進事業 ・企業誘致促進事業（本社機能移転奨励金）

・茂原にいはる工業団地の整備 ・在宅勤務・在宅就業（テレワーク）支援事業

・企業情報の収集強化と効果的な誘致活動の実施

・企業立地奨励金の交付

○本社機能の移転促進と移転に伴う移住促進

・

イ．地域資源を活かした新産業の創出
○創業支援事業計画に基づく創業支援 ・新規開拓起業へのチャレンジ支援

・相談窓口の充実によるワンストップ化 ・創業支援補助金事業

・茂原商工会議所と連携した創業支援セミナーの開催 ・起業促進事業

・関係機関との連携強化と切れ目のない支援の実施 ・人材育成事業

○中小企業者等振興総合支援事業【再掲】 ・（仮称）有効活用型有害鳥獣事業

・起業、創業時の経済的負担の軽減<先行型> ・「道の駅」における地域拠点機能の強化

○天然ガスの利活用による新たな産業の創出

・天然ガスを利用した新たな企業立地の調査

○課題解決型の新たな産業の創出

・農産物を原材料とした商品を製造する新たな企業の立地

・駆除動物(イノシシ肉等)を活用した商品の開発

・再生水の利用による工業用水の確保

②市内産業の競争力強化【既存産業の活性化】
ア．市内企業の生産性向上及び販路拡大

○中小企業者等振興総合支援事業【再掲】 ・新卒者就職支援事業

・規格等(ISO,エコアクション21)認証取得のための支援<先行型> ・住工混在地域工場移転資金補助事業

・知的財産・特許権等取得のための支援<先行型> ・中小企業ＨＰ作成支援事業

・商品(技術)開発支援<先行型> ・企業支援事業

・インターンシップの導入による雇用の定着<先行型> ・中小企業支援補助金事業

・企業の人材育成に対する支援<先行型>

・企業情報発信のための支援<先行型>

・販路拡大のための支援<先行型>

イ．ＩＣＴを活用したビジネスチャンスの拡大
○中小企業者等振興総合支援事業【再掲】

・企業情報発信のための支援<先行型>【再掲】

○行政データの公開とその利活用による活性化

・地図情報システムを活用した行政情報のオープン化<先行型>

・オープンデータの利活用による企業活動の活性化<先行型>

ウ．商店街の活性化の推進
○商店街の賑わいの創出 ・商品開発アドバイザー

・空き店舗対策の拡充 ・人材育成事業

・賑わいを創出するイベントの実施支援の拡充 ・商店街にぎわい創出事業

・魅力ある商品の販売と情報発信支援 ・商店街空き店舗対策事業

・空き店舗活用対策

エ．将来につなげる強い農業づくり
○担い手の育成と経営力の強化 ・（仮称）有効活用型有害鳥獣事業

・新規就農者の経営安定化のための給付金の支給 ・（仮称）茂原六斎市再活性化事業

・認定農業者の育成 ・「道の駅」における地域拠点機能の強化

・付加価値の高い農産物の作付け支援

○広域連携による地域ブランドの創出

・

○有害鳥獣駆除事業の広域連携による効率化の推進

・民間企業を活用した持続的な駆除事業の実施

・効果的で効率的な駆除の実施に向けた広域連携の推進

○消費者との交流機会の拡大

・六斎市への出店者数の増加と六斎市の復興

・

（2）結婚・妊娠・出産・子育てを応援するまち ①結婚・出産の希望に応える支援
ア．結婚の支援

・結婚支援、出会い事業

・結婚支援、結婚相談事業

・「農」でふれあい婚活バスツアー

イ．健やかな妊娠と出産の実現
○若年層の妊娠出産に対する知識の深化と健康増進 ・女子力アップセミナー（若い時から妊娠と、健康について考える）

・婦人病についての知識の普及<先行型> ・産みたいときに産める体を作る　妊活セミナー

・婦人病予防検診受診率の向上<先行型> ・ママサポート事業（産前産後サポート事業）

○新婚家庭の健康づくりの推進 ・保健師・助産師による赤ちゃん無料相談室

・妊活支援<先行型> ・人口減尐問題に関する学生向け講演の開催

・食を通した健康な身体づくり<先行型> ・茂原の妊婦さんと赤ちゃん集まれ

・妊娠期における歯周疾患に関する知識の習得と予防<先行型> ・地域医療再生事業

○特定不妊治療費等助成事業 ・助産師、保健師の電話無料相談

・特定不妊治療費に対する助成

・男性の不妊検査費及び治療費に対する助成

○産前産後サポートセンターによる妊産婦支援

・産前産後サポートセンターの設置<先行型>

・助産師や保健師への相談による不安の軽減<先行型>

・助産師や保健師の専門的助言による知識の向上<先行型>

・先輩お母さんや妊産婦同士との交流促進

基本目標
提案事業

資料３付表
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（2）結婚・妊娠・出産・子育てを応援するまち ②安心して子育てできる環境づくり

【つづき】 ア．もう一人子どもが欲しくなる家庭づくり
○男性の育児参加の促進 ・夫婦間のパートナーシップ養成講座

・イクメンの養成<先行型> ・イクメン育成事業

○子育て情報の効果的な提供 ・プレパパセミナー

・スマホアプリを活用した効果的な情報配信 ・プレパパセミナー　イクメン養成講座

・子育てセミナーパパにもっと上手に頼ろうママをもっと理解しよう

・二人目の妊娠のためのママパパセミナー

・予防接種・子育て医療モバイルサービス

・メールマガジンの活用

イ．地域で支える子育て環境づくり
○子ども連れで外出しやすい環境づくり ・「子育てレクチャー専門員」養成事業

・子育て支援施設（授乳室,おむつ替えスペース等）の整備支援 ・地域の子育てサポーター養成講座

・子連れで安心お出かけマップの作成 ・授乳室設置補助金事業

○仕事と子育ての両立を応援する企業の育成 ・子育て世代支援事業

・子育て応援企業の認定制度の構築

・子育て応援認定企業の優遇措置の検討と導入

・優良企業認定事業

・子育て支援などの福利厚生事業を行っている市内企業を助成

ウ．幼児期の健康な心と身体の育成
○子育て世代の交流の促進 ・保育環境整備事業

・地域子育て支援拠点の増設 ・子育て世代交流活性化事業

・保育所を拠点とする地域交流イベントの開催<先行型> ・孤立ママ支援事業

・開かれた保育所づくり(園庭開放,保育備品の貸し出し)<先行型> ・医療系専門学校・医療系大学誘致事業

・中高一貫校設立事業

・鼓笛のまちづくり

エ．子育て支援制度の充実
○気軽に子どもを預けられる環境の整備 ・ママパパ議会事業

・延長保育所事業の拡充 ・保育環境改善整備事業

・ファミリーサポートセンターの設置 ・利用しやすい保育所事業

○病児病後児保育の広域化と拡充による利便性の向上 ・保育所における年度途中での０～２歳児入所対応

・広域連携による病児病後児保育所の増設 ・休日保育事業

・公立長生病院への拠点的病児病後児保育所の開設 ・ファミリーサポートセンター事業

○子どもの誕生の祝福と経済的負担の軽減 ・子ども医療費助成事業（制度拡充）

・モバりんグッズと子育て応援券の配布<準備経費のみ先行型> ・駅前南口駐車場利用促進事業

・多子世帯保育料軽減事業

・学校給食費補助事業

・給付型奨学金制度の創設

（3）市民の活力と賑わいにあふれるまち ①移住・定住の促進
ア．住まいの確保支援による移住の促進

○三世代同近居支援による移住促進 ・三世代同居等支援事業①

・建物の新築又は増改築費用の助成 ・三世代同居等支援事業②

・市内建設業者が施工する場合は上乗せ支援を実施 ・木造住宅耐震化リフォーム促進事業

・定住促進に係る新築住宅の固定資産税の助成措置

・子育て世代に対する住み替え支援の促進

・若年新婚世帯に対する家賃助成

イ．地元企業への就職による定住の促進
○雇用促進奨励金の交付による地元雇用の促進 ・新卒者就職支援事業

・企業立地奨励金の交付企業に地元住民の新規雇用者数に応じ奨励金を交付 ・介護人材確保・育成支援事業

○企業の人材確保・育成に対する支援【再掲】 ・再就職祝い金給付事業

・インターンシップの導入による雇用の定着支援<先行型>【再掲】 ・地元就職セミナー事業

ウ．生活に必要な情報の効果的な提供
○「全国移住ナビ」の活用による移住促進 ・定住促進事業

・移住関連情報の一元的な収集と提供 ・移住・定住の相談や生活情報の総合窓口

○効果的で効率的な生活情報の提供による定住促進 ・移住支援に関するパンフレットの作成

・「もばら生活ガイドブック」の改訂と効果的な情報提供 ・転入者世帯へのゴミ袋配付事業

②まちの魅力を活かした賑わいづくり
ア．地域資源を活かした交流人口の拡大

○既存の観光イベントの充実 ・さくらまつり・七夕まつりＰＲ強化

・ ・観光振興事業

○茂原公園の魅力向上と住民交流の拡大 ・観光周遊事業

・茂原公園の桜の再生<先行型> ・地域イベントマップ作成事業

・多世代が行き交う公園としての再生計画の策定と改修<策定のみ先行型> ・こどもまちづくり事業

・イベントの開催による交流の場の創出 ・ＡＢＣクッキングスタジオと保健センターの提携

・茂原市立美術館・郷土資料館の収蔵品のPRと展示会の充実 ・茂原市立美術館・郷土資料館の活性化

○六斎市の活性化による賑わいの創出 ・デジタル美術館・郷土資料館

・ ・文化財マップ、案内図の作成と文化財案内看板の修理

○地図情報システムを活用した情報発信による地域の活性化 ・美しいまちなみ事業（トイレ）

・地域の景観資源の情報発信<先行型> ・にいはるにぎわい創出事業

・地域の文化財の情報発信<先行型> ・「道の駅」における地域拠点機能の強化

・地域イベントの情報収集と発信 ・もばらシンボルづくり事業

・茂原公園の活性化

・公園開発事業

・都市公園等維持補修事業

・美しいまちなみ事業（緑ヶ丘）

・緑ヶ丘活性化プロジェクト

・ミヤコタナゴプロテクション＆オーガニック事業

・片田舎満喫プロジェクト（山編）

・片田舎満喫プロジェクト（農地編）

・市町村合併調査事業

イ．スポーツで培う市民の活力
○スポーツに接する機会の拡大と活動の促進 ・スポーツの全国大会

・健康に関する知識、理解の向上 ・茂原市の高齢者の健康寿命を延ばす「モバりん体操」

・健康寿命の延伸に向けた運動教室の開催 ・医療費削減のためのトレニーグ器具の整備

・スポーツイベントの拡充と市民参加の促進 ・生涯スポーツ推進事業

・中高齢者の健康増進のためのトレーニング機器の整備 ・高齢者社会参加仲介事業

・小中学校の体育施設の開放と利用促進 ・サッカー専用グランド、室内フットサル場の設置

・サッカーやフットサルを楽しむ場の確保

ウ．まちの魅力の発信
・シティプロモーション事業

・フィルムコミッション事業

・愛唱歌やモバりんテーマ曲などのＰＲ事業

・いつやるの？今でしょ！
シニアによる子育て・地域で子育て応援セミナー～子育て世代を支えるサ
ポートのこつ
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（4）地域力が暮らしを支えるまち ①市民が主体的に取り組む住みよいまちづくり
ア．活発な市民活動の推進

○市民の自発的な活動の促進 ・まちづくり市民提案事業

・市民活動支援センターの設置 ・プロフェッショナルと呼ばれる人と連携したまちづくり

・市民、団体間のネットワークの構築 ・郷土芸能の楽器等備品の修理及び郷土発表会の開催

・市民、団体の育成支援 ・「わたしのもばら」幼児版作成事業

・協働事業提案制度、市民活動支援事業の導入 ・地域愛人材支援

・こども特派員制度

イ．ＩＣＴを活用した地域の課題解決の推進
○地図情報システムを活用した双方向コミュニケーションの創出

・行政が保有する情報のオープンデータ化

・市民、企業からの地域の情報発信

・市民協働による地域の課題解決

②心身ともに安心・安全に暮らせるまちづくり
ア．医療・介護が支える住みよいまち

○広域連携による医師確保対策の実施 ・「24時間健康相談ダイヤルもばら」事業

・医師確保対策基金の創設 ・地域医療再生事業【再掲】

・医療系専門学校・医療系大学誘致事業

・介護人材確保・育成支援事業

・新たに域内で開業する際の資金援助

イ．防災・防犯対策の充実
○子どもと保護者の安全安心の確保 ・災害に強いまちづくり事業

・乳幼児向け災害時備蓄品の充実<先行型> ・木造住宅耐震化リフォーム促進事業

・子育て家庭における災害対策の充実<先行型> ・防災・防犯カメラ安全・安心対策支援

③交通の利便性向上
ア．快適で使いやすい交通ネットワークの構築

イ．圏央道の利活用による利便性の向上
○圏央道への更なるアクセスの向上 ・利用しやすい歩道等整備事業

・主要地方道千葉茂原線への（仮称）茂原長柄スマートICの整備 ・幹線公共交通等活性化事業

○高速路線バスの拡充による利便性の向上 ・千葉県縦横断高速バス事業

・にいはる地区への高速バスターミナル設置に向けた検討

・羽田空港方面への利便性の向上と利用者拡大に向けた支援の検討

・成田空港方面への新規高速バス路線の開設に向けた検討

・産科医師を志す学生への奨学金の貸与
　（将来域内で開業する場合は返済を免除）


