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平成２９年度一般会計当初予算の重点事業と新規事業の主なもの 

 

【復興推進】 

１ 東日本大震災復興推進事業          事業費 2,237,980 千円 ＜継続＞ 

  東日本大震災で被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、国の復興交付金  

 を活用し、東日本大震災からの復興に努める。 

 ［主な事業］ 

 ○ 津波避難道路整備事業             614,412 千円 

  ・神岡下地区津波避難道路        （242,150 千円） 

  ・中郷地区津波避難道路         （353,582 千円） 

  ・八木沢地区津波避難道路        （ 18,680 千円） 

 ○ 津波避難タワー整備事業（中郷地区）   106,120 千円 

 ○ 磯原地区防災集団移転跡地整備事業    127,203 千円 

 ○ 水産業共同利用施設復興整備事業補助金 1,208,101 千円 

 

 

【健康都市づくり・福祉の充実等】 

２ コミュニティケア総合センター管理事業        事業費 2,665 千円 

  高齢化社会による深刻な介護問題などに対応するため、中郷町上桜井地区にコミュニ

ティケア総合センターを開設する。 

  介護保険事業特別会計において、訪問診療を実施する家庭医療センターと各医療機

関・介護施設等の連携体制を構築する在宅医療介護連携事業も実施（事業費 14,958

千円）。 

 

３ タクシー利用助成事業            事業費 41,122 千円 ＜継続＞ 

市巡回バス運行を補完する事業であり、タクシー利用料金の一部を補助し、きめ細か

な公共交通網を整備する。 

 

４ 老人福祉施設開設準備経費助成事業費補助金      事業費 31,050 千円 

  平成２９年度に特別養護老人ホームを開設する団体に対し、開設・準備経費を助成。 

 

５ 老人福祉計画・介護保険事業計画策定事業       事業費 3,747 千円 

  平成３０年度から３２年度までの老人福祉計画・介護保険事業計画を策定する。 
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６ いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金    事業費 400 千円 

  茨城県で実施しているいばらき出会いサポートセンターに、市民が登録する場合に、

登録料のうち１万円を助成。 

 

７ 健康ポイント事業             事業費 16,669 千円 ＜継続＞ 

  日々の運動等をすることでポイントが獲得でき、市特産物等と交換できる事業を実施

し、市民に運動や健康診査をするきっかけをつくり、市民の健康増進に努める。 

 

 

【都市・生活基盤の整備】 

８ 街路改良事業               事業費 489,516 千円 ＜継続＞ 

[主な路線] 

  ○ 北町関本中線             事業費 403,173 千円 

    北部幹線道路・６号勿来バイパスへのアクセスと大津・平潟地区からの災害時避

難道路としての役割を担う路線（Ｌ＝1,350ｍ、幅員＝15ｍ）。 

 

○ 北町浜田線              事業費 63,873 千円 

旧消防署北部分署前市道Ｔ字路と仁井田地区からの避難道路を接続し、北部地区

の交通網の強化を図る（Ｌ＝550ｍ、幅員＝16ｍ）。 

 

９ 清掃センター煙突修繕工事         事業費 255,055 千円 

  老朽化した清掃センター煙突の修繕工事を実施する。工事期間中、仮設の煙突を設置

するため、生活環境影響調査も併せて行う。 

 

10 道路新設改良事業             事業費 125,950 千円 ＜継続＞ 

  安心安全な道路整備や生活利便性の改善を図るため、市道の改良工事を実施する。 

  

 [主な路線] 

    窪田唐藤線  51,900 千円、桶仕内線  19,000 千円 

峰岸線    35,000 千円、大津海岸線 10,000 千円 

岩塙線    10,000 千円 
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11 橋りょう維持事業            事業費 124,400 千円 ＜継続＞ 

  橋りょう長寿命化計画に基づき、市内の橋りょうの点検・設計・修繕工事等を実施。 

  主に、大北川橋外８橋の修繕工事を行う。 

 

 

【定住促進】 

12 地域優良賃貸住宅事業          事業費 361,297 千円 

  中郷雇用促進住宅を取得・改修し、子育て世帯、高齢者世帯など居住安定に配慮が必

要な世帯を支援し定住促進を図るとともに、中郷町石岡地区の活性化を推進する。  

 

13 定住促進奨励金事業           事業費 27,300 千円 ＜継続＞ 

  平成３２年３月３１日までに、本市で住宅を取得した５０歳未満の方に奨励金を交付。 

 ・住宅取得費の５／１００（上限１０万円）を交付。 

 ・対象住宅、土地に対し、新たに固定資産税が課税された年度から２年間固定資産税及

び都市計画税相当額（上限１０万円）を交付。 

 ・空き家バンクを活用した住宅取得費の１／１０（上限１０万円）など 

 

 

【教育環境の充実】 

14 磯原中学校校舎改築事業         事業費 393,440 千円 

  老朽化した磯原中学校校舎等改築に向け、基本計画を策定するとともに、移転候補地

の用地取得を推進する。 

 

15 小学校校内ＬＡＮ整備事業        事業費 41,920 千円 

16 小中学校教育用タブレット事業      事業費 14,160 千円 

  ＩＣＴ（情報通信技術）教育を推進するため、各小学校に校内ＬＡＮを整備する。 

  また、各小中学校にタブレットを整備する（小中学校：各２０台）。 

 

17 関南小学校校舎改築事業（外構工事等）  事業費 188,543 千円 ＜継続＞ 

  老朽化した関南小学校校舎改築に係る外構工事等を実施する。 
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【芸術によるまちづくり・生涯学習・国際交流推進】 

18 生涯学習センター整備事業     事業費 366,050 千円  

  旧関本第一小学校跡地を利活用して、健康増進施設と防災拠点機能を併せもつ生涯学

習センターを整備する。 

   

 

19 グローバル人材育成事業補助金   事業費 2,200 千円 

  岡倉天心の歴史をたどって、市内の子どもたち等を欧米に派遣し、国際的感覚を持っ

たグローバル人材の育成を図る。 

 

20 常陸大津御船祭補助金       事業費 5,000 千円 

  重要無形文化財として国から指定された常陸大津御船祭の実施に対し、補助金を交付

する。 

 

21 芸術によるまちづくり事業     事業費 6,320 千円 ＜継続＞ 

関本町富士ケ丘地区において、地元の小中学生の陶芸体験など芸術関連のイベント等

を開催し、地域の活性化を図る。 

 

22 地域おこし協力隊事業       事業費 12,704 千円 ＜継続＞ 

  芸術家等を地域おこし協力隊として受け入れ、活動拠点となる関本町富士ケ丘地区を

中心に、芸術活動を通じて地域の活性化を図る。 

 

 

【茨城国体関係】 

23 磯原地区公園整備事業       事業費 670,281 千円 ＜継続＞ 

平成３１年に開催される茨城国体において、ソフトテニス競技の会場となる磯原地区

公園の整備を行う（平成２９年度完成予定）。 

 

24 国体推進事業           事業費 7,055 千円 ＜継続＞ 

  第７４回国民体育大会北茨城市実行委員会を中心に、平成３１年に開催される茨城国

体開催に向け準備を進めるとともに、市民等に対し広報啓発に努める。 

  また、磯原地区公園クラブハウスの備品も併せて整備する（事業費 14,701 千円）。 
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【安心安全なまちづくり】 

25 空家等対策推進事業           事業費 5,804 千円 

  適切に管理されずに市民に深刻な影響を与えている空家等に対応するため、空家等対

策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画を策定する。 

 

26 宅地耐震化推進事業           事業費 9,882 千円 

  大規模盛土造成地を抽出、崩落のおそれがあるかを調査して、大規模盛土造成地マッ

プを作成する。 

 

27 災害時業務継続計画策定事業       事業費 5,400 千円 

  災害により行政が被災し資源制約下であっても、優先的に実施すべき業務を特定する

とともに、業務の執行体制や対応手順等を定める計画を策定（地域防災計画を補完）。 

 

 

【観光・産業振興】 

28 花園モールライトアップ照明設備設置事業 事業費 2,700 千円 

29 観光周遊バス運行事業          事業費 1,750 千円 ＜継続＞ 

  紅葉時期に、華川町花園方面ルートの臨時バスを運行するとともに、花園モールをラ

イトアップし、観光客の誘致を図る。 

 

30 転作達成促進事業補助金         事業費 70,090 千円 ＜継続＞ 

市農業再生協議会を中心に、生産者、生産者団体及び市が一体となり、飼料用米、稲

発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ）等の新たな転作作物の誘導を図り生産調整を推進するととも

に農家所得の向上を図る。 

  [補助金額] 

  ・飼料用米          10aあたり 30,000円 

   ・稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ） 10aあたり 30,000円 等 

 

 

【その他】 

31 茨城県知事選挙事務事業         事業費 32,229 千円 

  平成２９年度に予定されている茨城県知事選挙に係る事務経費。 


