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平成３１年度一般会計当初予算の重点事業・新規事業の主なもの 

 

【生活基盤・教育環境の整備】 

１ 清掃センター建設事業               １０５，７８３千円 

  高萩市と広域で設置する清掃センターの建設事業費。 

・生活環境影響調査業務委託料     ３９，２７０千円 

・施設整備基本計画等策定業務委託料  ４１，６５７千円 

・敷地造成設計等業務委託料      ２０，７４３千円 等 

 

２ 磯原中学校建設事業（継続）          １，５１０，７４８千円 

  老朽化した磯原中学校の校舎等を移転新築するための敷地造成、校舎等建設費。 

校舎・屋内運動場・柔剣道場建設工事費については、平成３１・３２年度継続

費を設定。 

 

 

【復興推進】 

３ 東日本大震災復興推進事業（継続）         ４６２，１８３千円  

  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              ３１６，５００千円  

   ・神岡下地区津波避難道路           （２０１，９５０千円） 

   ・中郷地区津波避難道路            （ ８８，４５０千円） 

   ・磯原地区津波避難路             （ ２６，１００千円） 

 ○ 磯原地区防災集団移転跡地整備事業         ９３，６００千円  

 

 

【健康都市づくり・福祉の充実等】 

４ 第５次市総合計画策定事業（継続）           ８，４７１千円 

  平成３０・３１年度にかけて、市総合計画の基本構想・前期基本計画を策定。 

 

５ 地域福祉計画策定事業                 ５，７９７千円 

  平成３１年度で終了する地域福祉計画について、新たな計画の策定を行う。 

  ※ その他、地域自殺対策計画策定委託料（３，９６４千円）、子ども・子育

て支援プラン策定委託料（３，０４７千円）も予算計上。 

 

６ 介護用車両購入費等助成事業              ５，０００千円 

  介護を必要とする高齢者が外出する際の自動車への乗降介助の軽減を図るため、

その家族に対し、介護車両購入費用等の一部を助成。 

  ・福祉車両（新車）購入の場合 １台当たり１０万円など。 
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７ コミュニティケア総合センター管理事業（継続）     ４，００７千円 

  コミュニティケア総合センター（元気ステーション）において、深刻な介護問

題などの相談業務等を行う。 

 

＜参考＞ 介護保険事業特別会計 

● 在宅医療介護連携事業（継続）           １５，２８２千円 

   在宅医療・介護連携に関する相談等を実施。 

 

● 生活支援体制整備事業（継続）            ５，４３４千円 

   コーディネーター等を配置することにより、在宅高齢者の支援を推進。 

 

８ 小児市助成医療費扶助事業（継続）          ７０，９５０千円 

  平成３０年１０月から、１８歳までの医療費無料化を実施。 

 

９ 関本保育所空調設備整備事業              ２，６０５千円 

  関本保育所の遊戯室・事務室にエアコンを設置。 

 

10 甲状腺超音波検査事業（継続）            ３５，３３４千円 

  平成３０・３１年度に甲状腺超音波検査（２巡目）を実施し、福島原子力発電

所事故による健康被害の不安軽減を図る（前回は、平成２５・２６年度に実施）。 

 

11 健康ポイント事業（継続）              １４，１７２千円 

  健康づくり事業への参加や特定健診・各種がん検診を受診した参加者にポイン

トを付与し、参加者の健康づくりを推進する。 

 

12 タクシー利用助成事業（継続）            ４２，６３４千円 

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。 

 

 

【都市基盤の整備】 

13 都市計画マスタープラン策定事業（継続）        ６，１５６千円 

  平成３０～３２年度にかけて、都市計画マスタープランを改定。 

 

14 道路新設改良事業                  ６６，５１７千円 

  安心安全な道路整備や生活利便性の改善を図るため、大津海岸線、岩塙線及び

石岡小線の改良工事を実施（継続）。 

  豊田線外の歩道整備に係る概略設計費を予算計上（新規）。 
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15 河川改修事業                    ２９，８５９千円 

  主に、二ツ島陸閘整備及び高井川改修工事を実施する。 

  ・二ツ島陸閘整備事業（磯原町）     １３，０００千円 

・高井川改修工事  （大津町・平潟町） １０，７５０千円 

 

16 北町関本中線整備事業（継続）         １，００７，８１９千円 

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の整備（Ｌ＝1,350ｍ、幅員＝15ｍ）。 

 

17 北町浜田線整備事業（継続）             ４１，０００千円 

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）。 

 

18 駅西停車場豊田線整備事業（継続）         ２１８，９１１千円 

  磯原駅西と北茨城インター線を結ぶ都市計画道路の整備（Ｌ＝550ｍ、幅員＝16

ｍ）。 

 

19 磯原駅西街路灯ＬＥＤ化改修事業           ２２，９９０千円 

  老朽化した磯原駅西の街路灯５７基について、ＬＥＤ化改修を実施する。 

 

 

【教育の充実】 

20 奨学資金等支援支給事業（継続）            ５，４２０千円 

  瓦葺利夫人材育成基金を活用し、市独自の給付型の奨学資金を支給。 

 

21 特別支援教育支援員事業（拡充）           ２５，５２１千円 

  発達障害又はそれに準ずる障害を有する児童・生徒に対する生活介助を行う特

別支援教育支援員を現在の２２名から２３名とする（１名増）。 

 

22 学校図書事務員設置事業（拡充）            ６，８３５千円 

  学校図書館の図書整備、環境の充実と活用促進のため、司書教諭の補助業務を

行う学校図書事務員を現在の５名から６名とする（１名増）。 

 

23 グローバル人材育成事業                ５，２９８千円 

  市内の子どもたち等を対象にフランス視察を行い、国際的感覚を持ったグロー

バル人材の育成を図る。 
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【生涯学習・スポーツの推進】 

24 常陸大津の御船祭補助金                ３，０００千円 

  重要無形民俗文化財として国から指定された常陸大津の御船祭開催経費に対し、

補助金を交付。 

  併せて、桟敷席（特設観覧席）製作委託料 １，３００千円も予算計上。 

 

25 歴史民俗資料館管理・運営事業            １２，３３６千円 

  リニューアルオープンする歴史民俗資料館の管理・運営事業費。 

 

26 ふれあいセンター駐車場整備事業           １４，１７０千円 

  ふれあいセンター駐車場の舗装整備、フェンス設置を実施。 

 

27 生涯学習センター運営事業（継続）          １０，７４６千円 

旧関本第一小学校跡地に整備した生涯学習センターにおいて、幅広い世代が集

まり、生涯学習できる場・機会を提供。 

 

28 多目的屋内スポーツ施設のオープン記念イベントの実施  １，５００千円 

  磯原地区公園内にフットサルを行えるなど多目的に利用できる屋内スポーツ施

設のオープンを記念したイベントを実施。 

 

 

【産業・観光の振興】 

29 第１次産業外国人技能実習生受入事業補助金         ５００千円 

  外国人の技能実習生を受け入れることにより、当市の農林水産業の活性化及び

技能移転による国際貢献を図る団体に対し補助金を交付。 

  ・技能実習生１人当たり年額２万円に人数を乗じた額（５０万円を限度）を補

助金として交付。 

 

30 下桜井地区土地改良事業負担金（継続）       １０３，５００千円 

  県営で中郷町下桜井地区のかんがい排水事業及びほ場整備事業を実施するため

の市負担金。 

 

31 転作達成促進事業補助金（継続）           ７７，５３０千円 

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 
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32 観光振興推進事業                  １８，７５１千円 

  平成３０年度に再調査した観光資源を生かし、さらなる観光振興を図る。 

 ・観光推進戦略事業（観光商品のブラッシュアップ、業者向け旅行冊子作成等） 

 ・地域プロモーション・ブランディング 

 ・インバウンドセミナー、モニターツアーの実施 等 

 

 

【定住促進・芸術によるまちづくり】 

33 定住促進奨励金事業（継続）             ３９，５２６千円 

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 等 

 

34 地域おこし協力隊事業（継続）            ２３，５４１千円 

  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。 

 

35 芸術によるまちづくり事業（継続）           １，７６０千円  

関本町富士ケ丘地区において、芸術活動拠点施設である期待場（旧富士ケ丘小

学校）を中心に、芸術関連のイベント等を開催し、地域の活性化を図る。 

 

 

【安心安全なまちづくり】 

36 水防資機材搬送車購入費［消防］           １３，４８７千円 

  老朽化した水防車について、水防資機材搬送車（小型移動式クレーン付）とし

て更新。 

 

37 消防団員報酬額の改定                １２，９３９千円 

  消防団員報酬額を改定する（平成３１年４月から改定）。 

  ・団長、副団長、分団長   ：年額  ５，０００円増額。 

  ・副分団長、部長、班長、団員：年額 １０，０００円増額。 

  ・機能別消防団員      ：年額  ５，０００円（新規）。 

  併せて、災害、水害、水難・捜索災害出動に係る費用弁償額についても、１件

１，５００円から２，５００円に増額。 

 

38 消防団車載型簡易デジタル無線機整備事業（継続）    ２，７８７千円 

  消防団車両に車載型簡易デジタル無線機を整備（平成３０～３１年度で整備）。 
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39 消防団機械器具置場整備事業             ２０，０００千円 

  老朽化した中郷町粟野の第２分団２部詰所を解体・新築する。 

 

40 非常用持出袋配布事業                 ７，９８２千円 

  平成２６年以降に転入・転居等により新しく世帯を持った方を対象に、非常用

持出袋を配布し、市民の更なる防災意識の向上を図る（平成２５年度に市内全世

帯に配布）。 

 

 

【茨城国体関係】 

41 国体推進事業                   １１６，３６１千円 

  第７４回国民体育大会北茨城市競技会（ソフトテニス）の開催に伴い、大会運

営・広報啓発等を行う。 

 

42 磯原地区公園付近歩道補修事業             ３，５８６千円 

 磯原地区公園付近の歩道補修を実施（Ｌ=420ｍ）。 

 

 

【その他】 

43 市長選挙事務事業                  ２８，６８９千円 

  任期満了に伴う市長選挙に係る事務費。 

 

44 参議院議員選挙事務事業               ３４，５１７千円 

  任期満了に伴う参議院議員選挙に係る事務費。 

 


