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令和３年度一般会計当初予算の重点事業の主なもの 

 

 

 

 

 

【企業誘致等の推進】 

１ 企業誘致奨励金［継続］               ３２，１６５千円 

  市内の工業団地に新設又は増設をした企業に対し、固定資産税額相当分の奨励

金を交付することにより、優良企業の誘致と既存企業の設備投資の促進を図る。 

 

２ クリエイティブ企業等事務所開設・運営費補助金［継続］ ２，０００千円 

  県北地域外から生涯学習センター分館内に整備したシェアオフィスに進出する

クリエイティブ企業等に対し、開設・運営に係る費用の一部を補助することで、

企業誘致と雇用の創出を図る。 

 

 

【中小企業の競争力強化】 

３ 起業支援事業費補助金［継続］             ４，０００千円 

  市内で創業する者に対して、創業に係る費用の一部を補助することにより、創

業を促進し、雇用の創出を図る。 

 

４ 商品開発・販路開拓支援事業費補助金［継続］        ８００千円 

  市内の優れた資源を活用した商品・役務の開発や販路開拓等に要する費用の一

部を補助することにより、事業拡大を推進し、雇用の創出を図る。 

 

 

【農林水産業の振興】 

５ 転作達成促進事業補助金［継続］           ７０，６４０千円 

市農業再生協議会を中心に、生産者、生産団体及び市が一体となり、飼料用米、

稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ）等への転作によ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 

 

 

重点目標Ⅰ 安定した雇用を創出する 

重点プロジェクト 
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【観光の振興】 

６ 観光振興推進事業［継続］               ８，１３８千円 

  観光アクションプランに基づき、新たなプロモーションの展開など、さらなる

観光振興を図る。 

 

 

【移住・定住の促進】 

７ 移住交流促進事業［継続］               ７，８６３千円 

移住希望者に対するセミナーや移住体験ツアー、お試し居住の運営を行うとと

もに、茨城県と連携し、一定条件を満たす東京圏からの移住者に対し、支援金を

交付することにより、本市への移住・二地域居住を推進する。 

 

 

【芸術によるまちづくり（関係人口の創出）】 

８ 地域おこし協力隊事業［継続］            １３，６９５千円 

  芸術家等を地域おこし協力隊として受け入れ、活動拠点となる生涯学習センタ

ー分館「期待場」を中心に、芸術活動を通じて地域の活性化を図る。 

 

９ 芸術による里山づくり事業［継続］          １３，２７２千円 

  集落支援員を設置し、地域住民と協力して集落の整備や地域の活性化を図る。 

 

10 芸術によるまちづくり事業［継続］           １，２０５千円  

芸術活動拠点施設である生涯学習センター分館「期待場」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。 

 

 

 

 

【給食費の無償化】 

11 学校給食費補助金（中学生無償化）          ５３，５７６千円 

  保護者の負担軽減を図るため、中学校生徒について無償化を実施する。 

  ※ 上記の外、小学校児童に対する１人当たり月５００円の助成も引き続き実

施 １０，０３８千円 

 

重点目標Ⅲ 
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるとともに、 

誰もが活躍できる地域社会をつくる 

重点目標Ⅱ 新しい人の流れをつくる 
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【地域包括ケアシステムの強化】 

12 コミュニティケア総合センター管理事業［継続］     ３，４３５千円 

  子育てや介護に関する悩みなど、全ての世代の方が気軽に相談に立ち寄れる環

境づくりを行う。 

 

＜参考＞ 介護保険事業特別会計 

● 在宅医療介護連携事業［継続］           １５，３５３千円 

   在宅医療・介護連携に関する相談などを実施 

 

● 生活支援体制整備事業［継続］            ５，２３１千円 

   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 

 

 

【生涯学習の推進】 

13 生涯学習センター運営事業［継続］          １１，４６８千円 

生涯学習センター（旧関本第一小学校跡地）において、幅広い世代が集まり、

生涯学習できる場・機会を提供する。 

 

 

 

 

【地域公共交通の充実】 

14 タクシー利用助成事業［継続］            ４１，７１５千円 

市巡回バスの運行を補完するため、タクシー利用料金の一部を助成し、きめ細

かな公共交通網を整備する。 

 

 

【健康都市づくりの推進】 

15 健康ポイント事業［継続］              １０，７１５千円 

  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。 

 

 

【一般廃棄物処理の広域化】 

16 清掃センター建設事業［継続］           １６６，２６５千円 

  広域で実施する清掃センター建設事業費等を高萩市との協定に基づき負担する。 

○ 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金       ３，３００千円 

○ 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金   １２７，２６０千円 

○ 高萩・北茨城広域事務組合公債費負担金      ３５，７０５千円 

 

重点目標Ⅳ 
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、 

他の地域と連携する 
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【都市交流の促進】 

17 グローバル人材育成事業［継続］            ５，０２１千円 

  市内の子どもたち等をフランスに派遣し、国際的感覚を持ったグローバル人材

の育成を図る。 

 

 

【行財政の効率的運営】 

18 市庁舎空調・電気設備等改修事業          １２６，５００千円 

  老朽化した市庁舎の空調・電気設備改修工事を行う。（令和３年度は、電力安

定化・停電対策工事を実施） 

 

 

 

 

【健康・医療の充実】 

19 新型コロナウイルスワクチン接種事業        １５１，１１９千円 

  新型コロナウイルス感染症の発生状況に対処するため、国からのワクチン供給

状況に応じて予防接種を行う。 

 

20 １か月児健診事業                   １，１２５千円 

  乳児の心身の健康管理と産後の経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出

産・子育てができる体制を確保するため、生後１か月児健診費用の助成を行う。 

 

21 おたふくかぜ予防接種事業                 ９００千円 

  子どもの健康管理と保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子育てができ

る体制を確保するため、１歳児のおたふくかぜ予防接種費用の一部を助成する。 

 

 

【社会保障の充実】 

22 小児市助成医療費扶助事業［継続］          ５７，５３２千円 

  １８歳までの医療費無料化を引き続き実施する。 

 

 

 

基本目標Ⅱ 誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり 

基本目標Ⅰ 市民が主役の持続可能なまちづくり 

分野別計画 
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【学校教育等の充実】 

23 スクールタクシー運行事業               １，２４６千円 

  磯原中学校・華川中学校の統合により遠距離通学となることに伴い、部活動参

加後にはスクールバスに乗れない生徒に対し、スクールタクシーを運行する。 

 

24 奨学資金等支援支給事業［継続］            ７，２２０千円 

  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する。 

 

25 小中学校防犯カメラ設置事業［継続］          ９，１００千円 

  児童・生徒の安全を確保するため、小中学校に防犯カメラを設置する。 

  （今年度設置箇所：精華小学校、関本小中学校、中郷中学校、常北中学校） 

 

26 ＧＩＧＡスクール事業                ８８，５３４千円 

  児童生徒に１人１台端末を整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことな

く、子どもたち一人一人に公正に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成

できる教育を行う。 

 

27 磯原中学校建設事業［継続］            ３９２，８５５千円 

  外構に係る残工事や既存校舎等の解体を行う。 

 

28 新学校給食共同調理場への移行事業         １３５，６８８千円 

  新給食センターで必要となるトレイ等の消耗品や備品の購入及び既存建物の解

体を行う。 

 

 

【生涯学習社会の構築】 

29 十石堀顕彰碑設置事業                １０，０００千円 

  世界かんがい施設遺産に登録された十石堀に顕彰碑を設置する。 

 

30 常陸大津の御船祭祭事船新調補助金           ３，５００千円 

  国指定重要無形民俗文化財である常陸大津の御船祭で使用する祭事船の新調経

費の一部を補助する。 

 

基本目標Ⅲ ふるさとを想う教育・文化のまちづくり 
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【都市基盤の充実】 

31 街路灯ＬＥＤ化事業［継続］             １１，４８４千円 

  温室効果ガス、街路灯電気料金、球切れによる照明交換等の維持管理経費の削

減を目指し、市内に設置されている街路灯のＬＥＤ化を行う。 

 

32 トンネル長寿命化事業                １３，６００千円 

  安全で快適な道路空間を確保するため、トンネルの定期点検、個別修繕計画の

策定を行い、計画的な修繕を実施する。 

 

33 道路新設改良事業［継続］              ３８，５５９千円 

  安心安全な道路整備や生活利便性の向上を図るため、岩塙線、中妻豊田線など

の改良工事を実施する。 

 

34 橋りょう長寿命化事業［継続］           １７６，０００千円 

  安全で快適な道路空間を確保するため、橋梁の定期点検、長寿命化修繕計画の

策定を行い、計画的な修繕を実施する。 

 

35 高井川改修事業［継続］               １５，０００千円 

  集中豪雨等による災害の危険に備え、高井川の大津町地内の護岸整備工事を行

う。 

 

36 駅西停車場豊田線整備事業［継続］         １０４，７２９千円 

  磯原駅西と県道北茨城インター線を結ぶ都市計画道路を整備する。（延長＝550

ｍ、幅員＝16ｍ） 

 

 

 

 

【生活環境の向上】 

37 合葬式墓地調査・計画事業               ２，０００千円 

  少子高齢化や核家族化による墓地の承継に関する問題が顕在化してきたことを

受け、合葬式墓地の整備に係る調査・検討を行う。 

 

38 消防救急無線共同指令センター設備整備負担金［継続］ １８，６３３千円 

耐用年数経過に伴い、令和２年度から令和４年度までの３か年で行われる共同

指令センターのコンピューター関係の更新について、各消防本部において費用を

負担する。（令和３年度、令和４年度の債務負担行為を設定） 

基本目標Ⅴ 人と地球にやさしい安全なまちづくり 

基本目標Ⅳ 安らぎと利便性が高いまちづくり 



- 7 - 

 

 

39 消防団機械器具置場整備事業             ３５，５００千円 

  磯原町の第５分団１部（大塚）・２部（上相田）・３部（木皿）の統合に伴い、

詰所を新築する。 

 

40 国土強靭化地域計画策定事業              ６，１０５千円 

  大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施

策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、

強靱な地域づくりを推進するための計画を策定する。 

 

 

 

 

【産業の振興】 

41 茜平総合交流施設改修事業              １２，０００千円 

  施設の一部リニューアルに向けた設計を行う。 

  ※ 令和２年度当初予算に計上したが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り延期したため再計上 

 

42 下桜井地区土地改良事業負担金［継続］        ３８，５００千円 

  県営で実施する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の市負

担金を負担する。 

 

43 第１次産業外国人技能実習生受入事業補助金［継続］   １，０００千円 

  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

技能実習による国際貢献を図る団体に対し補助金を交付する。 

  ・ 技能実習生１人当たり年額２万円に人数を乗じた額（上限１，０００千

円）を補助金として交付 

 

 

 

 

44 衆議院議員選挙事務事業               ３３，５９９千円 

  解散又は任期満了に伴う衆議院議員選挙を執行する。 

 

45 茨城県知事選挙事務事業               ２８，２５７千円 

  任期満了に伴う茨城県知事選挙を執行する。 

その他 

基本目標Ⅵ 創意に満ちた活力あるまちづくり 


