
平成 29 年度潮来市の主要事業概要 

区分 事  業  名 
予算額 
（千円） 

事業内容（新規は★網掛け 拡充は○） 

保
健
・
医
療
・
福
祉
政
策 

①各種子育て支援等事業 1,269,095 

・不妊治療助成事業：4,650千円 
  市単独補助 15万 5千円 県内トップクラスの制度 

○放課後児童クラブ事業：51,225千円 

 公立については 5か所、民間については１か所増の 4か所

で事業実施 
・ファミリーサポートセンター事業：2,492千円 

ファミリーサポートセンターの利用料に対する助成制度 
・結婚対策事業：1,943千円 
  恋活サイト、成婚お祝い品提供、いばらき出会いサポー 
トセンター登録補助、各種出会いイベントを開催 

②市民健康づくり事業 139,905 

★骨髄移植ドナー助成事業：210千円 
市内に住む骨髄等の提供者（ドナー）とドナーが従事する

市内事業所を対象に、助成金を交付 
・子どものワクチン接種事業：4,590千円 
・特定健診の健診料無料化、生活習慣病予防健診、歯周病検
診の実施や人間ドック費用の一部助成を継続 

③医療福祉事業 

 
199,476 

・市独自の中学生までの通院・入院費用の無料化継続 
★県マル福対象外の妊産婦の通院・入院についても市独自で
助成：400千円（平成 29年 10月から） 

④母子福祉事業 141,310 
 
・児童扶養手当、母子自立支援事業等 
 

⑤母子保健事業 24,540 
・離乳食教室、妊産婦歯周病健診妊婦健診、未熟児の医療費

給付等 

⑥老人福祉事業 60,485 
 
・悠々塾、敬老会、グラウンドゴルフ大会開催等 
 

⑦各種計画策定事業 15,515 
★地域福祉計画策定事業：5,348千円 
★障害者計画・障害福祉計画策定事業：4,580千円 
★高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業：5,587千円 

土
地
利
用
・
基
盤
整
備
政
策 

①主要道路等整備事業 909,964 

市道(牛)2279 号線（永山地区）、市道(潮)564 号線（築地
地内）、市道(潮)1-10潮来駅立兼線等、 

市道(牛)4095(牛)2-3島須・赤須～台上戸、市道(牛)3143
育苗センター～牛堀小 ほか 
★道路舗装事業（効果促進事業）：201,804千円 
震災復旧工事に伴う大型車両の通行により傷んだ日の出地

区外周道路ほかの道路舗装 
★日の出地区道路等施設台帳整備事業：93,000千円 
日の出地区の道路・水みち・電線共同溝・水道・下水道などの道
路等施設台帳の整備 
○橋梁長寿命化修繕計画策定事業：266,090千円 
 耐震補強工事による、橋梁の長寿命化 

②都市計画事業 3,478 
 
・都市公園整備事業（遊具設置 大塚野第２児童公園） 
 

③住宅整備事業 28,508 
 
・市営住宅管理費（北斎アパート修繕） 
 

④地籍調査事業 26,358 

 
・対象地区：上戸Ⅱ地区・Ⅲ地区 公共基準点設置事業（日
の出） 
 



生
活
環
境
政
策 

①水道事業 160,920 
・浄水場機械機器修繕、配水管布設工事、工業用水道取水井

戸更新等 

②公共下水道整備事業 485,763 
・公共下水道整備事業：409,838千円 
 新宮地区、潮来中継ポンプ場長寿命化対策工事 

③安心安全なまちづくり事業 716,582 

★無線放送施設事業：147,646千円 
防災行政無線デジタル化 23局 

★空家等対策事業：7,968千円 
 市内全域を対象とした現地調査の実施 
・防犯灯整備事業：6,050千円 

ＬＥＤ防犯灯の設置 

④塵芥処理等事業 620,700 ・潮来クリーンセンター及び潮来衛生センター修繕 

産
業
振
興
政
策 

①水田農業構造改革推進事業  33,733 ・農地の効率的な利用と農業生産の確保 

②排水対策特別事業 81,800 ・各土地改良事業の推進 

③日本型直接支払制度事

業 
36,146 ・農業の多面的機能の維持・発揮のため地域活動への支援 

④農業担い手育成等事業 8,617 
 
・担い手農家の育成、農地の集積の実施 
 

⑤買ってもらえる米づくり推進事業 6,060 
・茨城県地域オリジナル米「潮来あやめちゃん」、極早生品
種「一番星」販売促進等 

④地域公共交通整備事業等 45,851 

○地域公共交通網形成事業：25,811千円 
 広域連携バス「鹿行北浦ライン」ほか新規広域バスの試験

運行 
○高速バス定期券助成事業：5,040千円  
 首都圏への通勤・通学を促進するため、高速バス定期券助

成制度の継続 
○バスターミナル駐車場整備事業：15,000千円 
 バスターミナル再整備基本計画の策定 

教
育
・
文
化
政
策 

①義務教育施設整備事業  70,174 

・小学校整備事業（津知小・延方小ジャングルジム設置、日

の出小門扉等） 

・中学校整備事業(牛堀中体育館屋根修繕等) 

②学習指導関連事業  78,076 

★就学支援相談員配置事業：2,140千円  
就学支援 

★教育委員会事務局費：6,500千円  
教育振興基本計画策定 

★学習支援事業：3,312千円  
学習の習慣づけや基礎学力の定着化 

③中央公民館耐震補強工事事業等 5,000 公民館耐震補強事業（中央公民館耐震補強実施設計） 

④生涯スポーツ関連事業 37,620 

★茨城国体開催会場施設整備事業：1,869千円 
ボート・トライアスロン・オープンウォータースイミング

会場図設計委託 

★ボートセンター改修事業：24,533千円 

茨城国体に向け建物改修、外構工事、土地購入等 

⑤食育関連事業 2,037 
○学校給食費：2,037千円 
「学校で美味しい潮来野菜を食べたい事業」を実施。献立メ
ニューの開発、親子料理教室、地産地消による食育の推進 

⑥東京オリンピック推進事業 12,371 
○東京オリンピック推進事業：12,371千円 
ホストタウン事業の推進・事前キャンプ地誘致 



⑥地産地消販売促進強化事業 9,500 

○地産地消販売促進強化事業 
米粉から米麺を作る「水郷潮来プライド米プロジェクト」

において、メニュー開発や商品化に取り組み、米の付加価値
の向上へ 
 

⑦身近なみどり整備推進事業 1,896 
★身近なみどり整備推進事業：1,896 千円 

大賀地区、水原地区の平地林整備 

⑧育樹祭事業 100 
★育樹祭事業：100千円 

水郷県民の森における育樹祭の早期開催に向けた機運醸
成 

⑨商工業支援事業 16,500 ・商工振興事業（商工振興事業補助金、新商品開発等） 

⑩観光・交流イベント等事

業 
81,403 

・水郷潮来あやめまつり大会、水郷潮来花火大会等開催 
・外国人観光客誘致事業（海外向け、インバウンド向け PR）：
3,346千円 
★水郷筑波・サイクリングによるまちづくりプロジェクト：
915千円 
つくば霞ヶ浦りんりんロードを活用し、茨城県及び周辺自

治体と連携を図りながらサイクリング環境を構築 
○広域観光ＤＭＯプロジェクト：290千円 
 鹿行地域の魅力を活かした新たな観光ブランドの創出や
交流人口の増加を図るため、地域全体の観光マネジメントを
一本化する「鹿行広域ＤＭＯ」の立ち上げについて引き続き
調査・研究 

⑪

水郷潮来あやめ園整備事業 
15,965 ・園内整備・あやめの栽培管理事業 

⑫津軽河岸跡周辺整備事

業 
23,021 

○津軽河岸跡整備事業：23,021千円 
すでに実施している水郷旧家磯山邸の整備と合わせ 
新たな交流拠点となる津軽河岸跡の周辺整備 
（不動産鑑定業務・用地補償調査・広場詳細設計等） 

⑬道の駅いたこ支援事業 22,032 ・道の駅いたこ事業（駐車場整備） 

⑭企業誘致関連事業 959 ・潮来インター周辺地区等への企業誘致の推進 

行
財
政 

政
策 

行財政改革の推進 68,391 

○ふるさとづくり寄付金制度推進事業：58,637千円 
★証明書コンビニ交付事業：5,536千円 
マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して住民票

などの証明書が全国のコンビニエンスストアで取得できる、
コンビニ交付サービスの導入（平成 29年 10月から） 
○シティプロモーション事業：4,218千円 
 潮来市の魅力や情報を市内外へ戦略的かつ効果的に発信 

市
民
協
働 

政
策 

コミュニティ事業 4,500 

・自治コミュニティ助成事業（山車修繕） 
★区長会等事業：2,000千円 
「潮来市コミュニティ事業補助金」区等が地域の公共・公益
的に行う加入促進事業や安心安全対策事業に対する支援 

復興記念事業 2,700 ・復興記念事業 

各種計画推進事業 3,995 
★男女共同参画基本計画改定：692千円 
★第７次総合計画策定：3,303千円 

移住定住おもてなし事業 10,624 

★移住定住おもてなし事業：2,976千円 
水郷旧家磯山邸の各種イベント、市民や観光客の交流拠

点、移住体験の場として活用 
★地域おこし協力隊事業：7,648千円 
移住定住、情報発信、産業振興に関する地域協力活動及び

その定住・定着による地域力の強化（2名募集） 

 


