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令和４年度一般会計当初予算の重点事業の主なもの

～第 5次北茨城市総合計画 基本計画体系別～

【企業誘致等の推進】

１ 企業誘致奨励金［継続］ １７，８７１千円

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。

［商工観光課］

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。 ［商工観光課］

【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。 ［商工観光課］

４ 商品開発・販路開拓支援事業費補助金［継続］ １，６００千円

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。

［商工観光課］

【農林水産業の振興】

５ 転作達成促進事業補助金［継続］ ８１，９７０千円

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

の所得向上を図る。

〇補助金額

・ 飼料用米 ※自作地 10aあたり 30,000円

・ 飼料用米 ※借地 10aあたり 20,000円

・ 稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ） ※自作地 10aあたり 30,000円

・ 稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ） ※借地 10aあたり 20,000円 等

［農林水産課］

重点目標Ⅰ 安定した雇用を創出する

第１章 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］ ４，９４２千円

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。 ［商工観光課］

７ 揚枝方地区キャンプ場整備事業 ４２，７３３千円

「芸術によるまちづくり」を展開している関本町富士ヶ丘揚枝方地区に恵まれた

自然景観と融和したキャンプ場の整備を行い、生涯学習センター分館「期待場」

や芸術活動拠点「ＡＲＩＧＡＴＥＥ」と連携し、地域の自然や芸術を生かすこと

で、より一層の交流人口の拡大を図る。 ［商工観光課］

【移住・定住の促進】

８ 移住交流促進事業［継続］ ８，６７１千円

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。 ［企画政策課］

【芸術によるまちづくり（関係人口の創出）】

９ 地域おこし協力隊事業［継続］ １３，７２８千円

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。

［企画政策課］

10 芸術による里山づくり事業［継続］ ３，３６７千円

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。

［企画政策課］

11 芸術によるまちづくり事業［継続］ ３，４１７千円

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。 ［生涯学習課、農林水産課］

12 野口雨情歌碑等設置事業 ５，４４５千円

市内のウォーキングロードに野口雨情の詩を綴った歌碑等を設置し、ウォーキ

ングを楽しむあらゆる世代に対し、雨情作品の魅力発信と認知度向上を図る。

［生涯学習課］

重点目標Ⅱ 新しい人の流れをつくる
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【教育・保育施設の充実】

13 教育・保育施設処遇等向上費補助金【継続】 ２２，３６１千円

教育・保育施設を利用する児童の処遇向上や当該施設において提供される教

育・保育の質の向上を図るための環境整備に要する経費を補助する。

［子育て支援課］

【給食費の無償化】

14 学校給食費補助金（中学生無償化）［継続］ ５２，８４８千円

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 ９，６２５千円 ［給食センター］

【男女共同参画意識の啓発】

15 男女共同参画プラン策定事業【継続】 １，９０３千円

令和５年度から令和９年度までを計画期間とする、第４次きたいばらき男女共

同参画プランを策定する。 ［まちづくり協働課］

【生涯学習の推進】

16 生涯学習センター運営事業［継続］ １０，１５６千円

生涯学習センターにおいて、幅広い世代が集まり、地域に根ざした生涯学習活

動や市民が自主的な学習活動ができる場・機会を提供する。 ［生涯学習課］

【地域公共交通の充実】

17 タクシー利用助成事業［継続］ ４１，７５６千円

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。 ［まちづくり協働課］

18 地域公共交通計画策定事業 ７，７４４千円

利便性の高い公共交通網の整備に向けた取り組みを体系的に位置づけ、公共交

通機関の機能強化、バス路線網の再編等について、令和６年度から令和１０年度

までの５年間の計画を策定する。 ［まちづくり協働課］

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

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
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【健康都市づくりの推進】

19 健康ポイント事業［継続］ １０，５３８千円

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。 ［健康づくり支援課］

【一般廃棄物処理の広域化】

20 清掃センター建設事業［継続］ ２８４，４５６千円

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 ２４，３５０千円

○ 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金 １８８，２８４千円

○ 高萩・北茨城広域事務組合公債費負担金 ４４，２０４千円

〇 高萩・北茨城広域事務組合運営費負担金 ２７，６１８千円

［生活環境課］

【市民協働・市民参加の推進】

21 へき地施設建設事業補助金 ２４，０００千円

施設の老朽化が著しい小川地区集会所の新設に係る整備費用を補助する。

［まちづくり協働課］

22 道路里親活動事業【継続】 ２，６２４千円

地域住民等によって組織するボランティア団体が、道路の巡視や環境美化運動

を通して市と協働し、地域にふさわしい道づくりを進めるための活動を行う。

（令和４年１月末現在 ３６団体） ［建設課］

【都市交流の促進】

23 グローバル人材育成事業［継続］ ５，４４５千円

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。

※ 令和３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 ［まちづくり協働課］

【行財政の効率的運営】

24 市庁舎空調・電気設備等改修事業［継続］ ２１０，０１２千円

老朽化した市庁舎の空調・電気設備等改修工事を行う。 ［総務課］

基本目標Ⅰ 市民が主役の持続可能なまちづくり

第２章 分野別計画
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【健康・医療の充実】

25 新型コロナウイルスワクチン接種事業［継続］ １６９，１５９千円

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。（１８歳以上は３回目接種。５歳～１１歳は１・

２回目接種を想定） ［健康づくり支援課］

26 子宮頸がんワクチン接種事業 ４３，７２５千円

子宮頸がんの羅患を防ぐため、小学校６年生から高校１年生までの女子の希望

する者に予防接種を行う。また、ワクチン副反応の問題により積極的接種勧奨を

行わなかった期間に対象年齢であった者も対象とする。 ［健康づくり支援課］

27 母子健康診査事業（視力検査機器購入） １，３８９千円

弱視等のスクリーニング精度が高い視力検査機器を購入し、３歳児健診におい

て、眼疾患の早期発見及び早期治療につなげる。 ［健康づくり支援課］

28 １か月児健診事業［継続］ １，１００千円

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。

［健康づくり支援課］

29 おたふくかぜ予防接種事業［継続］ ８００千円

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。

［健康づくり支援課］

【地域福祉の充実】

30 保育士等処遇改善臨時特例事業［継続］ ２０，８９０千円

保育士、幼稚園教諭等を対象に、賃金改善が継続される取組を行うことを前提

として、収入を３％程度引き上げるための費用を補助する。

※ 令和４年１月専決補正予算により令和４年２月から実施済

［子育て支援課］

31 コミュニティケア総合センター管理事業［継続］ ３，６８４千円

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。 ［高齢福祉課］

【社会保障の充実】

32 小児市助成医療費扶助事業［継続］ ５５，９７０千円

１８歳までの医療費無料化を引き続き実施する。 ［保険年金課］

基本目標Ⅱ 誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり
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【学校教育等の充実】

33 スクールタクシー運行事業［継続］ １，２５９千円

磯原中学校・華川中学校の統合により遠距離通学となったことに伴い、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。

［教育総務課］

34 奨学資金等支援支給事業［継続］ ４，１００千円

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。

［教育総務課］

35 小学校防犯カメラ設置事業［継続］ １３，７４４千円

児童の安全を確保するため、小学校に防犯カメラを設置する。

※ 設置箇所：明徳小学校、中妻小学校、華川小学校、関南小学校

大津小学校、平潟小学校

［教育総務課］

36 中郷中学校校舎長寿命化改修事業 １１，２２０千円

老朽化した中郷中学校校舎の屋上防水改修工事を行う。 ［教育総務課］

37 ＧＩＧＡスクール事業［継続］ ７３，０９４千円

児童生徒に１人１台タブレット端末を整備し、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。 ［教育総務課］

38 遠隔学習用ルーター整備事業 ３，９６０千円

タブレット端末を活用した家庭学習を行うにあたり必要なネット環境が整備さ

れていない世帯にモバイルルーターを貸与するとともに、契約時の事務手数料を

補助する。（対象：要保護・準用保護世帯） ［教育総務課］

39 ＩＣＴ支援員配置事業［継続］ １４，６６１千円

教員のＩＣＴスキルの向上を図り、各学校におけるタブレット端末を活用した

授業実践を促進するため、ＩＣＴ支援員を配置する。 ［学校教育課］

【生涯学習社会の構築】

40 常陸大津の御船祭祭事船新調補助金［継続］ ３，８００千円

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。（令和３年度から令和４年度までの２か年計画）

［生涯学習課］

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】

41 街路灯ＬＥＤ化事業［継続］ ９，３２８千円

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。 ［建設課］

42 トンネル長寿命化修繕事業［継続］ ７０，０００千円

個別施設計画に基づき、平潟地区２箇所のトンネル修繕を実施する。

［建設課］

43 道路新設改良事業［継続］ １３７，９５９千円

安全安心な道路整備や生活利便性の向上を図るため、市道の改良工事を行う。

〇中妻豊田線、豊田線、旧磯原中学校線、下桜井線、松井線等の整備

〇ときわ団地内排水路の整備

［建設課］

44 橋りょう長寿命化事業［継続］ ２４４，３００千円

個別施設計画に基づき、市内１０橋の橋梁修繕を実施する。

［建設課］

45 高井川改修事業［継続］ ６，０００千円

集中豪雨等による災害の危険に備え、高井川の大津町北町地内の護岸整備工事

を行う。 ［建設課］

46 駅西停車場豊田線整備事業［継続］ ５２，８３２千円

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＝542ｍ、幅員＝16ｍ） ［都市計画課］

47 北町関本中線整備事業［継続］ ７２，５００千円

県道大津港停車場線と塙大津港線を結ぶ都市計画道路を整備する。

（延長＝1,350ｍ、幅員＝15ｍ） ［都市計画課］

48 磯原駅自由通路東口天井改修事業 １１，４９５千円

老朽化したＪＲ磯原駅自由通路東口天井の安全対策の強化を図るため、維持管

理工事を行う。 ［都市計画課］

49 磯原駅西排水ポンプ場等ストックマネジメント計画策定事業 ４２，３２８千円

磯原駅西排水ポンプ場施設の点検、調査、修繕等を計画的かつ効率的に実施す

るため、ストックマネジメント基本計画を策定する。 ［下水道課］

基本目標Ⅳ 安らぎと利便性が高いまちづくり
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【環境保全・循環型社会の実現】

50 新清掃センター周辺環境整備事業 ３，０００千円

新清掃センター屋外周遊型リサイクル展示施設内広場の整備検討を行う。

［企画政策課］

【生活環境の向上】

51 合葬式墓地整備事業 ［継続］ ４，７３０千円

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実施設計を行う。 ［生活環境課］

52 消防救急無線共同指令センター設備整備負担金［継続］ ２，５４７千円

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。 ［消防本部］

53 消防水利整備事業 １６，９７０千円

消防水利の充実及び消防活動の強化を図るため、不足する地域に防火水槽を整

備する。（華川町上小津田地内１基・磯原町豊田地内１基） ［消防本部］

54 消防団員報酬額の改定 ６，１９３千円

消防団員数の減少や消防団の役割の多様化を踏まえ、消防団員の処遇改善を図

るため、報酬額を改定する。（令和４年４月から改定）

〇団長・副団長・分団長 ：年額 ２，５００円～ ７，５００円増額

〇副分団長・部長・班長・団員：年額１０，０００円～１４，５００円増額

併せて、水火災、警戒、訓練等に係る費用弁償額については、出動報酬として

改め、１日あたりの活動時間等を勘案した額を支給する。 ［消防本部］

【産業の振興】

55 茜平総合交流施設改修事業 １３１，６１５千円

利用客へのサービスの向上や施設の安全安心な管理運営を図るため、施設の大

規模リニューアル工事を行う。（令和４年度は、宿泊Ａ棟、Ｂ棟、空調設備等の

改修工事を実施） ［農林水産課］

56 下桜井地区土地改良事業負担金［継続］ １１，５５０千円

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。 ［農林水産課］

基本目標Ⅵ 創意に満ちた活力あるまちづくり

基本目標Ⅴ 人と地球にやさしい安全なまちづくり
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57 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、本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を交付

［農林水産課］

58 農業振興地域整備促進事業 ４，８９５千円

市内全域の農用地区域のエリア・設定方針の見直しを行い、農地基礎調査及び

整備計画書作成を行う。（令和５年度の債務負担行為を設定） ［農林水産課］

59 国道６号関本・勿来バイパス排水流末整備事業 ６，０９９千円

国道６号関本・勿来バイパスの道路排水が大雨等により増加した際の周辺地域

への被害を未然に防ぐため、接続する法定外公共物（水路等）の整備に係る設計

を行う。 ［農林水産課］

60 参議院議員選挙事務事業 ３３，９６１千円

任期満了に伴う参議院議員選挙を執行する。 ［総務課］

61 茨城県議会議員選挙事務事業 ２７，９５１千円

任期満了に伴う茨城県議会議員選挙を執行する。 ［総務課］

その他


