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東海村記者発表資料 
令和 2年 11 月 30 日(月) 
東海村教育委員会生涯学習課生涯学習担当 
電話：029-282-3329(中央公民館) 

東海村成人式『２０２１東海村成人の集い』について 

１ 概 要 

新成人が大人になったことを自覚し,自ら生き抜こうとすることを祝い

励ますため,令和３年１月９日（土）に「２０２１東海村成人の集い」を挙

行予定です。 

今年度は新型コロナウイルス対策として，出席者の事前確認を行ってお

りますが，現在の状況としては，対象者約４００名に通知を送付したところ

１１月１３日現在で８０.６％の方から返信があり，ほぼ例年どおり，約３

００名の方に参加いただく予定となっております。 

今後，参加予定者には１２月１日以降，順次整理券を発送いたしますが， 

感染症の状況によっては，中止や内容の変更となる場合がありますので，随 

時，村公式ホームページを御確認ください。 

２ 日時等 

（１）日 付 令和３年１月９日（土） ※ 雨天決行

（２）場 所 東海文化センター（東海村船場７６８番地１５）

（３）時 間 中学校区ごとに２部制で開催いたします

【一部】（東海中学校区にお住まいの方） 

式典：午前９時３０分から１０時１５分まで 

【二部】(東海南中学校区にお住まいの方） 

式典：午前１１時３０分から１２時１５分まで 

３ 実施方法（感染症対策） 

○ 例年，新成人の実行委員を公募し，企画立案の段階から式典当日まで，

工夫を凝らしながら実施しておりましたが，今年度につきましては，

一部お手伝い（成人の誓いや司会進行）の依頼のみとします。

○ 上記のとおり，事前に式典参加の有無について確認を行い，会場への

入場は新成人のみに限らせていただきます。

○ 式典内容は最小限とし，集合写真の撮影は行わないこととします。

○ 会場内に警備員を配置し，円滑な入退場ができるよう，誘導や案内を

行い，可能な限り密な環境を作らないよう努めます。

○ 入場前の手指消毒，検温の実施及びマスク着用を義務付けるほか，一

部と二部の間に，会場の消毒を実施します。
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東海村記者発表資料 

令和２年１１月３０日（月） 
村民生活部防災原子力安全課 
消防防災・原子力安全担当 

電話：029-282-1711(内線 1523) 

令和３年東海村消防出初式について 

令和３年を迎えるにあたり，一年の無事故・災害防止と住民の安全・安心を

祈願するとともに，日頃からの消防・防災関係団体の献身的な活動を労い，よ

り一層の活動強化への決意を新たにすることを目的とし，新春恒例の消防出初

式を開催します。 

なお，このたびの開催に際しては，新型コロナウイルス感染症の流行・感染

拡大防止の観点から，例年より消防関係者のみの出席に限定して執り行うこと

を予定しています。 

１ 日 時 

令和３年１月１０日（日）午前９時３０分～（１時間３０分程度） 

２ 会 場 

東海文化センター 

（那珂郡東海村大字船場 768 番地 15） 

３ 主 催 

東海村 

東海村消防団 

ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 

４ 内 容（予定） 

≪式典の部≫ 午前９時３０分～（東海文化センターホール内） 

１ 開式宣言 

２ 国歌斉唱 

３ 消防殉職者慰霊黙祷 

４ 式辞 

５ 表彰 

６ 祝辞 

７ 閉式宣言 

≪観閲の部≫ 午前１０時４０分ごろ～（東海文化センター駐車場） 

１ 観閲 

２ 閉会宣言 

※荒天時は，午前９時３０分からの式典のみの開催となります。
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東海村記者発表資料 

令和 2年 11 月 30 日(月) 
村民生活部 防災原子力安全課 
消防防災・原子力安全担当 
電話：029-282-1711(内線 1524) 

東海村「自分ごと化会議」（名称未定）の開催について 

村では，日本原子力発電㈱東海第二発電所問題に関し，「住民の意向把握」を課題の一つとしており，

その調査・研究の一環として，“原発問題”をテーマに話し合う第 1回目の「自分ごと化会議」を下記

のとおり開催します。 

記 

１．日時

令和 2年 12 月 19 日（土）／午後 2時から（3時間 30 分程度） 

２．場所

「東海村産業・情報プラザ（アイヴィル）」（多目的ホール） 

東海村舟石川駅東三丁目 1番 1号 

３．内容（予定）

(1) 東海村「自分ごと化会議」(名称未定)の説明

(2) 有識者による基調講演

(3) 参加者及び有識者による全体協議

４．会議出席者数（予定）

村民 26 人（うち，男性 16 人・女性 10 人／申し込み時点での年齢：19 歳～73 歳） 

５．報道関係者へのお知らせ

会議は，終始公開での開催となりますが，会場内では，取材可能なスペースをある程度限定させ

ていただくことになりますので，御協力をお願いします（取材時の留意事項等詳細は，当日，本村担

当者に御確認ください）。 

６．会議見学・傍聴者（報道関係者以外）の注意事項

① 見学・傍聴の際は，受付名簿に氏名・連絡先等を記入（事前申し込み不要）。

② 感染症対策として，受け付け時に検温を実施（体調不良者は入場不可）。見学・傍聴時はマスク

着用。傍聴者多数の場合は，入場制限を実施。

③ 見学・傍聴時における発言のほか，写真撮影・録画・配信等，会議の運営の妨げになる行為は不

可。

［ お問い合わせ ］ 

東海村 村民生活部 防災原子力安全課（川又・山路） 

茨城県那珂郡東海村三丁目 7番 1号 

TEL.029-282-1711（内線 1520・1524） 

FAX.029-270-4418 

E-mail・bousai@vill.tokai.ibaraki.jp
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東海村記者発表資料 
令和 2年 11 月 30 日(月) 
産業部産業政策課商工担当 
電話：029-282-1711(内線 1269・1270) 

とうかい I〜MO の割引キャンペーン 
―新型コロナウイルス感染症対策事業―について 

 東海村では、新型コロナウイルス感染症の影響で消費の落ち込みが⾒られることから、
村内対象店において商品を割引補助して消費を喚起する割引キャンペーンを以下の内容で
実施します。 

記 
1 対象者 

村⺠（在勤、在学を含む） 

２ 事業内容 
 村⺠が割引参加店舗において、買い物、飲⾷、サービス等を受けた際に、３割引きとな
り、事業者に割引額の合計額を村で補助する。 

（1） 利⽤者の割引率は 30％ ※１会計上限 3,000 円
（2） 対象店は村内の小売店、飲⾷店、生活関連サービス店など
（3） ⾦券や定期的に購買されるものは割引対象外
（4）１事業者の補助⾦上限 30 万円
（5）事業者は補助⾦申請後、概算払いで補助⾦ 30 万円を受け取ることができる。

3 キャンペーン期間 令和 2 年 12 月 25 ⽇（⾦）から令和３年３月 15 ⽇（月）まで 
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【キャンペーン期間】
12月25⽇〜3月15⽇
割引合計が３０万円
に達した次点で終了

●交付申請期間
令和２年１１⽉１０⽇〜令和３年１⽉１５⽇

●実施期間（割引キャンペーン期間）
令和２年１２⽉２５⽇〜令和３年３⽉１５⽇

（１）割引率は３０％ ※１会計上限３，０００円

（２）１事業者の補助金上限３０万円（達し次第キャンペーン終了）

（３）補助金申請後，事業者は概算払いで補助金３０万円を受け取る。

（４）割引額の合計額が３０万円に満たない場合，差額分を返還。

●村⺠（在住・在勤・在学）

※購入時，専用用紙に購入者住所または勤務・通学先住所を記入

新型コロナウイルス感染症の影響により村内における消費の落ち込みが⾒られることから，村内事業者が村⺠に対して販売や飲⾷，サービス等を提供す
る際の割引額を村が補助し，村⺠の⽣活を下⽀えするとともに，消費を喚起して村経済の活性化を図り，村内事業者の⽀援につなげることを目的とする。

新規 割引キャンペーン事業補助金
- 新型コロナウイルス感染症対策事業 -

補正予算額
45 ,854千円

背景・目的

割引購入対象者 キャンペーンイメージ

事業内容・補助額

スケジュール

●補助金交付申請書兼請求書
●事業実施内容届

●補助金交付決定通知書
●３０万円を概算払い

●補助金実績報告書
●販売実績報告書
●売上台帳の写し

1⽉15⽇までに申請
（事業実施前）

割引終了後３０⽇以内，
又は３⽉31⽇のいずれか
早い⽇までに報告

事業者
東海村

産 業 政 策 課
商 工 担 当

●補助金確定（３０万円に
満たない場合は返還通知）

補助対象の割引合
計額が３０万円
未満の場合は返納 完了

村民

利用票

１会計あたり
30％OFF※3千円上限

●村内に店舗等を有する中小事業者
※大型店舗，スーパー，量販店，全国展開するチェーン店は除く
※個人事業主でフランチャイズ形式の場合は対象

対象事業者
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東海村記者発表資料

『とうかい“まるごと”デジタル化構想』で東海村役場が変わります！

令和2年11月30日(月)
企画総務部企画経営課プロジェクト推進担当
電話：029-282-1711(内線1335)

デジタライゼーションという⾔葉があるように，近年，デジタル化やネットワークを介したICTは急速なスピードで進化・普及しており，大きな社会変
革をもたらしつつあります。
新型コロナウイルスの影響を踏まえた上で，「⾏政⼿続き・⾏政内部のデジタル化」「働き⽅改革」「デジタル対応社会の実現」を実現するため，

そのめざす姿と，実現に向けた４年間（2021年度〜2024年度）の取り組み内容（ロードマップ）を『とうかい“まるごと”デジタル化構想（略
して「まるデジ」』として策定いたしました。

施策の概要

施策Ⅰ「スマートサービス」の推進〜⾏政手続きのデジタル化〜
Ⅰ-①）来庁せずにできる手続きの拡大

Ⅰ-②）ICT活⽤による利便性向上

Ⅰ-③）迷わない窓口へ

施策Ⅱ「スマートワーク」の推進〜ICT活用による働き方改革の推進〜
Ⅱ-①）多様で柔軟な働き方の実現

Ⅱ-②）ICT活⽤による生産性向上

Ⅱ-③）業務改善による生産性向上

施策Ⅲ「デジタル対応社会」の実現〜住⺠へのデジタル対応⽀援〜
Ⅲ-①）デジタル機器への理解促進

Ⅲ-②）デジタル機器を使いこなす住⺠の増加

実現期限 2024年度（R6年度）
〇2024年度を期限として，３施策を
推進し，７つの「レス」を実現︕

〇デジタル庁やICT市場の動向に合わ
せて構想を適宜改定︕

カウンターレス

ムーブレス

キャッシュレス

ファイルレス

タイムレス

ボーダーレス

ペーパーレス

※まるデジ構想の詳細・ロードマップについては，東海村公式HPで公開しています。
QRコード⇒
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まるデジ構想で実現したい未来
各課・全庁で抱える様々な課題・問題

実現したい未来＝【住⺠の利便性向上と業務効率化】
Ⅰ「スマートサービス」の推進

⾏政⼿続きのデジタル化
Ⅱ「スマートワーク」の推進

ICT活用による働き方改革の推進
Ⅲ「デジタル対応社会」の実現

住⺠へのデジタル対応⽀援

「カウンターレス」
⇒窓口にいかなくてもオンラインで
⼿続きが可能になります︕
⇒オンラインで必要な情報が取得で
きます︕

「ファイルレス」
⇒各種紙資料がデータ化され，
検索性があがり，保管スペース
も省けます︕

「ボーダーレス」
⇒世代に関わらず，誰でもデジタ
ル社会の恩恵を受けられるように
なります︕

「キャッシュレス」
⇒使用料や村税等がキャッシュレ
スで納付できるようになります︕

「ムーブレス」
⇒⼀つの窓口で⼀度に関連⼿続き
ができるようになります︕
⇒移動せず内外とのコミュニケー
ションが可能になります︕

「タイムレス」
⇒AIやロボットが業務を担い，
作業時間が縮小されます︕

「ペーパーレス」
⇒デジタル情報でいつでも確認︕
⇒申請書や資料が電⼦化され印刷コ
ストや環境負荷が低減します︕

まる
デジ
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令和２年第４回東海村議会定例会提出議案概要

令和２年１１月２６日 

議案番号 議 案 名 説 明 

報告第 26 号 寄附の受入れについて

（寄附金） 

須藤 佐武 氏から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に

報告するものであります。 

１ 寄 附 者 須藤 佐武 

２ 寄 附 金 額 金３，０００，０００円 

３ 寄附の目的 （仮称）歴史と未来の交流館における文化財の保護及び活

用のため 

４ 寄附年月日 令和２年８月２７日 

議案第 82 号 東海村文化財保護活用基

金の設置，管理及び処分に

関する条例の制定につい

て 

東海村における文化財及び美術品の修復，取得等を円滑に行うための経費の

財源を適切に管理するための基金の創設に伴い，条例を制定するものでありま

す。また，併せて附則において，新たな基金の創設に伴い，東海村芸術振興基

金の設置，管理及び処分に関する条例を廃止するものであります。 

議案第 83 号 地方税法の一部改正に伴

う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

地方税法の一部改正に伴い，延滞金の割合の特例に係る用語を整理するため，

関係条例の整理に関する条例を制定するものであります。 

第１条（東海村村税外収入金の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部

改正） 

第２条（東海村後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第３条（水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する

条例の一部改正） 

議案第 84 号 東海村国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

の制定について 

地方税法施行令の一部改正に伴い，保険税軽減判定基準を改めるため，条例

の一部を改正するものであります。 
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議案第 85 号 東海村介護保険条例の一

部を改正する条例の制定

について 

家族介護用品給付事業を介護保険法第１１５条の４９に規定する保健福祉事

業として実施するための規定を追加し，及び地方税法の一部改正に伴い，延滞

金の割合の特例に係る用語を整理するため，条例の一部を改正するものであり

ます。 

議案第 86 号 東海村病院事業の設置等

に関する条例の一部を改

正する条例の制定につい

て 

村立東海病院が令和３年４月から歯科，小児歯科及び歯科口腔外科の診療を

廃止することに伴い，診療科目を削るため，条例の一部を改正するものであり

ます。 

議案第 87 号 令和２年度東海村一般会

計補正予算（第８号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ１５３，３６５千円を減額し，予算総額を 

２５，２８２，７９５千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，固定資産税の増額，特別定額給付金事業費

補助金の確定，東海村文化財保護活用基金の創設等に伴い，必要な予算措置を

講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）村税  ３０９，６４７千円 

（２）地方特例交付金   １１，７２３千円 

（３）使用料及び手数料 △８１８千円

（４）国庫支出金 △８３，３４１千円

（５）県支出金   ９，７０４千円 

（６）財産収入   １６千円 

（７）寄附金  １５，０００千円 

（８）繰入金 △４２５，２９６千円

（９）諸収入 １０，０００千円 

２ 歳出 

（１）議会費 △１，３５８千円

（２）総務費 １４，６７７千円
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（３）民生費 △５２，４５１千円

（４）農林水産業費 △３，０８４千円

（５）商工費 △２５，６６２千円

（６）土木費 △４２，４６６千円

（７）教育費 △４３，０３７千円

（８）諸支出金 １６千円 

議案第 88 号 令和２年度東海村国民健

康保険事業特別会計補正

予算（第３号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ１７９，３２０千円を追加し，予算総額を 

３，０３９，０５９千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，保険給付費の増加及び国庫補助等返還金の確定

に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入  

県支出金       １７９，３２０千円 

２ 歳出  

（１）保険給付費 １７９，３２０千円 

（２）基金積立金 △１，９５２千円

（３）諸支出金 １，９５２千円

議案第 89 号 令和２年度東海村後期高

齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ２２，５２７千円を追加し，予算総額を 

５３２，３６６千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，保険料納付金の増加及び保険基盤安定給付金の

確定に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）後期高齢者医療保険料  １０，８２８千円 

（２）繰入金   １１，６９９千円 

２ 歳出 

後期高齢者医療広域連合納付金  ２２，５２７千円 
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議案第 90 号 令和２年度東海村介護保

険事業特別会計補正予算

（第２号） 

（保険事業勘定） 

予算総額に歳入歳出それぞれ５１，７９３千円を追加し，予算総額を 

２，７４７，７９２千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，保険給付費の増加に伴い，必要な予算措置を講

じるものであります。 

１ 歳入  

（１）保険料 １１，９１２千円 

（２）国庫支出金 １１，１３４千円 

（３）支払基金交付金 １３，９８４千円 

（４）県支出金  ６，４７４千円 

（５）繰入金  ８，２８９千円 

２ 歳出 

保険給付費 ５１，７９３千円 

議案第 91 号 令和２年度東海村下水道

事業会計補正予算（第１

号） 

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 92 号 指定管理者の指定につい

て（東海文化センター）

東海文化センターの指定管理者の指定について，地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

１ 公の施設の名称 東海文化センター 

２ 指定管理者となる団体の名称 公益財団法人東海村文化・スポーツ振興 

財団 

３ 指定管理者となる団体の所在地 東海村大字船場７６８番地１５ 

４ 指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

議案第 93 号 指定管理者の指定につい

て（東海駅コミュニティ施

設）

東海駅コミュニティ施設の指定管理者の指定について，地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

１ 公の施設の名称 東海駅コミュニティ施設 
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２ 指定管理者となる団体の名称 公益財団法人東海村文化・スポーツ振興 

財団 

３ 指定管理者となる団体の所在地 東海村大字船場７６８番地１５ 

４ 指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

議案第 94 号 指定管理者の指定につい

て（東海村スポーツ施設） 

東海村スポーツ施設の指定管理者の指定について，地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

１ 公の施設の名称 東海村スポーツ施設（東海村総合体育館，東海スイミ 

ングプラザ，東海村テニスコート，東海南中学校夜間

照明グランド及び久慈川河川敷運動場）

２ 指定管理者となる団体の名称 公益財団法人東海村文化・スポーツ振興 

財団 

３ 指定管理者となる団体の所在地 東海村大字船場７６８番地１５ 

４ 指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

議案第 95 号 村道路線の認定及び廃止

について

（村道０１１２号線ほか４路線） 

都市計画法第２９条の規定による開発行為により移管を受けた道路を認定

（３路線）し，並びに県道常陸那珂港山方線の事業実施に伴い関係する村道を

認定（１路線）し，及び廃止（１路線）するため，道路法第８条第２項及び第

１０条第３項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

※ 法律関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） ・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） ・地方税法施行令（昭和 25 年政令第 245 号）

・介護保険法（平成 9年法律第 123 号） ・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）

・道路法（昭和 27 年法律第 180 号）

なお，今会期中に工事請負契約の締結１件，工事請負契約締結事項中の変更３件，人事案件２件を追加提出したく準備を

しておりますので，よろしくお願いいたします。 
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令和２年第４回東海村議会定例会 補正予算案参考資料

１. 一般会計補正予算（議案第87号 令和2年度一般会計補正予算第8号）

（１）一般会計歳入歳出予算款別総括表

（単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 款 補正前 補正額 補正後

村税 10,446,130 309,647 10,755,777 議会費 198,963 △ 1,358 197,605

地方譲与税，交付金等 1,148,954 11,723 1,160,677 総務費 6,860,721 14,677 6,875,398

分担金及び負担金 100,641 0 100,641 民生費 6,241,401 △ 52,451 6,188,950

使用料及び手数料 154,567 △ 818 153,749 衛生費 2,070,904 0 2,070,904

国庫支出金 7,336,841 △ 83,341 7,253,500 農林水産業費 811,950 △ 3,084 808,866

県支出金 1,131,137 9,704 1,140,841 商工費 496,618 △ 25,662 470,956

財産収入 37,767 16 37,783 土木費 3,052,094 △ 42,466 3,009,628

繰入金 3,402,008 △ 425,296 2,976,712 消防費 720,402 0 720,402

村債 334,100 0 334,100 教育費 3,926,261 △ 43,037 3,883,224

繰越金，諸収入等 1,344,015 25,000 1,369,015 災害復旧費 5 0 5

合計 25,436,160 △ 153,365 25,282,795 公債費 523,417 0 523,417

諸支出金 483,424 16 483,440

予備費 50,000 0 50,000

合計 25,436,160 △ 153,365 25,282,795

歳　入 歳　出

（２）一般会計歳入予算の主な内訳 

〇村税【309,647千円】 

・個人村民税（24,014千円）

・固定資産税（282,000千円）

〇寄附金【15,000千円】 

・ふるさとづくり寄附金（12,000千円）

・文化財指定寄附金（3,000千円）

〇諸収入【10,000千円】 

・芸術振興基金処分金（10,000千円）

（３）一般会計歳出予算の主な内訳 

・コミュニティセンター維持管理事業（22,283千円）

基幹避難所（石神コミュニティセンター）の駐車場用地を新たに取得するため，駐車場用地購

入費を増額補正する。 

・障害者施設整備費補助事業（9,862千円）

医療法人が共同生活援助事業所及び短期入所事業所を新設するにあたり，茨城県障害福祉施設

整備費補助金の交付決定を受けたことから，補助金を交付するため増額補正する。 

・百塚保育所運営管理事業（1,584千円）

百塚保育所調理室のオーブン購入費を増額補正する。 

・社会教育振興諸費（12,839千円）

 村内在住者からの寄附金及び東海村芸術振興基金処分金を原資として，「東海村文化財保護活

用基金」を設置するため積立金13,000千円を増額補正する。 

記者会見用
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