平成３０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 ◎拡充 ○継続）
◎不妊治療費助成事業：3,300 千円
男性不妊治療の追加、県内トップレベルの助成
★不育症検査及び治療費助成事業：150 千円
不育症と診断された場合の保険適用外検査及び
治療費の一部助成
★子育て世代包括支援事業：2,817 千円
かすみ保健福祉センターに「子育て世代包括支援

① 各種子育て支援事業

919,289 千円

センター」を設置
★子育て応援サポート事業：6,904 千円
妊娠された方に記念品贈呈（授乳服等）
1 歳児へ読み聞かせ絵本配布（ブックスタート）
新入学児へ記念品贈呈（ランドセル）
★保育所・幼稚園防犯カメラ設置事業：1,665 千円
公立保育所･幼稚園に防犯カメラを設置
○保育所費

○ファミリーサポートセンター事業

１．保健・医療・福祉政策

○放課後児童クラブ事業

○結婚対策事業

◎各種検診推進事業：47,304 千円
女性のがん検診（子宮頸がん･乳がん）の充実
② 市民健康づくり事業

109,220 千円

生活習慣病予防検診の詳細検診の一部助成
（心電図･眼底検査）
○予防接種推進事業

○骨髄移植ドナー助成事業

○医療福祉事業：186,502 千円
妊産婦、子ども、母子（父子）家庭の母子（父子）
③ 医療福祉事業

197,695 千円

重度心身障碍者等への医療費一部助成
○すこやか医療福祉事業：11,193 千円
中学３年生までの医療費助成（中学生外来含）
妊産婦の医療費助成

④ 母子父子福祉・自立支援事業
⑤ 母子保健事業

137,315 千円
22,558 千円

○児童扶養手当、自立支援事業等
○妊婦健診、未熟児の医療費給付等、離乳食教室、
妊産婦歯周病健診
○老人福祉事業：46,315 千円

⑥ 老人福祉事業

55,937 千円

○高齢者大学事業：9,622 千円
悠々塾、敬老会、グラウンドゴルフ大会開催等
○巡回支援専門員整備事業：2,460 千円

⑦ 障害福祉事業

3,336 千円

◎障害者の理解を深める研修・啓発事業：876 千円
啓発パンフレットの作成･配布
市内中学校で障害を抱える講師による講演会

２
生活

環境

① 塵芥処理等事業

598,456 千円

◎塵芥処理施設費：584,776 千円
○塵芥処理事業（臨時的経費）
：13,680 千円

◎花いっぱい運動事業：2,334 千円
② 生活環境整備事業

2,834 千円

国体･オリンピックに向けた景観づくり
○自立分散型エネルギー設備導入促進事業：500 千円
◎無線放送施設事業（デジタル化）
：161,659 千円
防災行政無線のデジタル化
★災害対策費（復興交付金事業）：7,776 千円

③ 安心安全なまちづくり事業

209,871 千円

液状化ハザードマップの作成
★高齢者運転免許返納促進事業：1,022 千円
75 歳以上の返納者に路線バス利用券交付(2 万円)
○防犯灯整備事業

○消防施設整備事業 ○消費者対策費

○主要道路等整備事業：289,600 千円
市道(牛)2279 号線（永山地区）、市道(潮)1 級 10
号線（潮来駅･立兼線）
、市道(牛)3143 号線（育苗
① 主要道路等整備事業

560,495 千円

センター～牛堀小中学校）
、市道(潮)748 号線（江
寺地区）、市道(牛)4095･(牛)2-3 号線（島須･赤須
地区～台上戸）
、市道(牛)1-4 号線（台上戸～古宿）
○橋梁長寿命化修繕事業（社総交）
：270,895 千円

３．土地利用・基盤整備政策

潮音橋の耐震補強工事及び塗装工事
② 日の出地区液状化対策事業
③ 都市計画事業

206,400 千円
3,678 千円

★地下水位低下後、申し出に応じ家屋事後調査実施
○都市公園整備事業（遊具設置 あやめ第 1 児童公園）
★若年世帯定住促進助成金事業：29,500 千円
住宅を新築･購入し 10 年以上定住する若年夫婦、

④ 定住促進・住宅整備事業

72,403 千円

若年子育て世帯等への助成金交付
◎市営住宅管理費：42,903 千円
大生市営住宅の解体工事

⑤ 地域公共交通整備事業等

35,999 千円

⑥ 地籍調査事業

20,310 千円

⑦ 水道事業

139,996 千円

⑧ 公共下水道整備事業

376,592 千円

◎高齢者の交通弱者対策（タクシー利用補助制度）
広域路線バス（3 路線）運行、地域公共交通の確保
○対象地区：上戸Ⅲ地区、島須Ⅳ地区
○浄水場機械機器修繕、石綿セメント管更新工事、
配水管布設工事等
○公共下水道管路整備事業：85,001 千円
○公共下水道ポンプ場整備事業：291,591 千円
○水郷潮来プライド米プロジェクト

４．産業振興政策

① 地産地消販売促進強化事業

1,500 千円

米粉から米麺（フォー）の開発・商品化
米の付加価値向上

② 買ってもらえる米づくり推進
事業

5,206 千円

○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

③ 日本型直接支払制度事業

35,885 千円

○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 水田農業構造改革推進事業

33,650 千円

○農地の効率的な利用と農業生産の確保

産
業

振

⑤ 排水対策特別事業

102,368 千円
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○各土地改良事業の推進

⑥ 鳥獣被害防止施設整備促進事業

⑦ 水産業総務費・整備費

300 千円
11,138 千円

★鳥獣から農作物を守るための電気柵購入補助
○舟溜樋門の改修工事･維持補修による治水対策
○あやめまつり大会事業：38,441 千円
第 67 回水郷潮来あやめまつり（5/26～6/24）
◎外国人観光客誘致事業：4,587 千円

⑧ 観光・交流イベント等事業

59,757 千円

海外･インバウンド向けの PR 等
○水郷筑波・サイクリングによるまちづくり
プロジェクト：1,428 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
グ環境を構築し、交流人口の増加を図る。
★水郷旧家磯山邸管理費：7,101 千円
新たな交流拠点として有効活用を図るため、指定
管理者を導入するなど交流人口の増加を目指す。
◎広域観光 DMO プロジェクト：8,200 千円
鹿行地域の観光ブランド創出、地域経済活性化を
図る「アントラーズホームタウン DMO」の取組
○商工振興事業（臨時的経費）
：16,100 千円
誘客イベント(ハロウィン等)やろ舟･人力車事業

⑨ 商工業支援事業

20,248 千円

中小企業等へのセーフティネットの構築
◎商工業支援事業（推進交付金）：4,148 千円
商工振興を図るための創業支援事業

⑩ 企業誘致事業

1,175 千円

○潮来インター周辺地区等への企業誘致の推進
≪平成 29 年度 3 月補正予算・平成 30 年度への繰越事業≫

○水郷潮来コミュニティ・ビジネス革命 2018
⑪ 津軽河岸跡周辺整備事業

276,572 千円

（津軽河岸周辺）
：276,572 千円
「生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金」
へ財源を付け替えし、整備をすすめる。
★中学生海外派遣事業：7,426 千円

① 中学生海外派遣事業

7,426 千円

多文化教育･交流による国際的感覚を身に着ける
ため、ホストタウンである台湾との交流事業
（H30 年度：市内中学生 土庫国民中学校派遣）

５．教育・文化政策

◎小学校英語指導助手配置事業：13,252 千円
小学校の英語教科化の移行に伴い ALT を 3 名に増
員し、国際化に対応できる人材の育成を図る。
○英語指導助手招致事業：22,223 千円
市内中学校に各 1 名の ALT を配置し、国際化に対
② 学習指導関連事業

75,224 千円

応した英語教育の充実を図る。
◎特別支援教育支援員配置事業：13,637 千円
支援員配置による安心安全な学校生活の確保
★早寝早起き朝ごはん推進校事業：822 千円
基本的な生活習慣の維持･向上、定着を図る。
○学習支援事業費

○教育支援センター事業費

○就学支援相談員配置事業
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○ＴＴ配置事業

○学びの広場サポートプラン事業

○小学校整備事業
③ 義務教育施設整備事業

19,563 千円

津知小学校屋外トイレ･外階段改修工事、日の出小
学校トイレ改修工事、牛堀小学校ダムウォーター
改修工事、大生原小学校体育館扉改修工事等

５．教育・文化政策

④ 図書館管理事業

411 千円

★マイナンバーカードの普及促進に向け、図書カード
として利用できるシステム改修
◎公民館耐震補強事業：63,640 千円

⑤ 公民館事業

139,559 千円

中央公民館（事務室等）耐震補強工事
◎中央公民館管理費：75,919 千円
空調設備、身体障害者用トイレ等の改修工事
◎ボートセンター改修事業（普通建設事業）：43,581 千円

⑥ 生涯スポーツ関連事業

71,220 千円

茨城国体に向けた施設整備等の開催準備
◎H31 国体推進室事業：27,639 千円
リハーサル大会の開催、国体推進室の体制強化

⑦ 東京オリンピック対策事業

5,090 千円

○ホストタウン･台湾との交流
ボート競技の事前キャンプ地誘致等
◎財産管理費（普通建設事業）
：124,452 千円
本庁舎のエレベーター設置による利便性向上

６．行財政政策

旧牛堀出張所の老朽化に伴う解体
○シティプロモーション事業：5,892 千円
潮来市の魅力や情報を戦略的かつ効果的に発信
① 行財政改革の推進

256,836 千円

◎ふるさとづくり寄付金制度推進事業：99,719 千円
基金積立、寄付者への返礼業務の委託
★日の出コミュニティグラウンド利用調査費：65 千円
現況調査、利活用の検討
○証明書コンビニ交付事業：5,728 千円
★潮来市長選挙費

① 各種計画推進事業

5,388 千円

・総合計画策定事業

★茨城県議会議員選挙費
第 7 次総合計画の策定

◎地域おこし協力隊事業：11,512 千円
７．市民協働政策

地域の活性化と隊員の定住･定着化（3 名募集）
○地域定住おもてなし事業：1,365 千円

② 地域定住おもてなし事業

水郷旧家磯山邸を活用した移住ツアーの実施等
◎高速バス通勤・通学者助成事業：6,720 千円
③ 男女共同参画推進事業

521 千円

◎男女共同参画推進事業
フォーラム開催、潮来市男女共同参画基本計画の改定

≪平成 30 年度への繰越事業≫
④ 復興記念事業

2,700 千円

○日の出地区地下水位低下作業の終了に伴い、多くの
市民参加のもと、復興記念イベントを開催
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