
平成 29年度　第４回

東海村村長定例記者会見資料

№ 案　件　名 担当課 ページ

1 　平成 30年度予算（案）の概要及び実施計画（案）について 企画経営課 別添

2 　平成 30年度組織改編（案）について 人事課 １-３

３ 　東海村シティプロモーション
　「東海村を愛する研究所」の開所について 広報広聴課 ４

４ 　大阪府熊取町との災害時相互応援協定の締結について 企画経営課 ５

５ 　リコージャパン株式会社と しごとの仕方改革推進に係る
　連携協定を締結します 人事課 ６

　イ ベ ン ト

６
　平成 29年度東海村村民企画提案事業 採択事業

   東海村の「糸紡ぎ」体験事業の開催について 企画経営課 ７

７ 　平成 29年度東海村村民企画提案事業 採択事業
　東海村の魅力再発見！東海十二景バスツアーの開催について 企画経営課 ８

８ 　村内小学校と村が連携した環境学習について 環境政策課 ９

９ 　東海村スポーツクライミング体験会の開催について 生涯学習課 10

10

　スプリングイベントの開催について
　①東海村吹奏楽団第 11回春の演奏会
　②東海村少年少女合唱団第 36回定期演奏会
　③劇団とみかる「ミュージカルまつり 2018INアイヴィル」
　④ドイツ ･ゲッティンゲイン少年合唱団日本コンサートツアー 茨城コンサート

生涯学習課 11

　議 案 等

11 　平成 30年 第 1回 東海村議会定例会提出議案概要 総務課 12-23

12 　平成 29年度 ３月補正予算案概要（一般会計） 企画経営課 24

日　付　平成 30年 2月 27日（火）
時　間　午前 10時 30分～ 11時 30分
場　所　東海村役場 庁議室



東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
総務部人事課 
電話：029-282-1711(内線 1320) 

平成３０年度組織改編（案）について 

 平成３０年度の組織改編に当たっては，次に掲げる基本方針の下，組織の見直しを

行います。 

●● 組織改編の基本方針 ●●

（１）緊急度や優先度が高い施策や将来を見据えた施策に対応する組織とす

る。

（２）従来の体制にとらわれず，効率的・効果的な組織運営のための事務事

業の整理と再配分を行う。

平成３０年度 平成２９年度 

村長部局・教育委員会 6部 25課 6室 53担当 6部 23課 6室 50担当 

議会・監査・農業委員会 3事務局 1担当 3事務局 1担当 

◆◆ 企画総務部の設置 ◆◆

≪企画経営課/総務課/人事課/税務課/秘書広報課≫ 

バランスのとれた質の高い組織運営を図るため，企画・調整部門（村長公室）と内部

管理部門(総務部)を統合し「企画総務部」を新設する。 

◆ 企 画 経 営 課 ◆（企画調整/財政経営/政策推進）

緊急度・優先度の高い施策等をスピード感をもって実行するための改編を行う。 

◆ 秘 書 広 報 課 ◆（女性活躍・国際化/広報戦略推進）

秘書・広聴業務に加えて，姉妹都市・国際化等に関する事務を所掌するための改編

を行う。 

◆◆ 村民生活部の改編 ◆◆

≪地域づくり推進課/環境政策課/防災原子力安全課≫ 

◆地域づくり推進課◆（地域づくり推進）

自治会活動を基本としつつ，より多くの村民や村民組織が関わる村民主体の「地域

づくり」を推進するため「地域づくり推進課」を設置する。 

◆ 環 境 政 策 課 ◆（ごみゼロ推進室/生活環境保全/環境計画・緑化推進） 

防犯・交通安全など村民が安心安全に生活を送るための生活環境を保全し，その向

上を図るための改編を行う。 
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
総務部人事課 
電話：029-282-1711(内線 1320) 

◆◆ 福祉部の改編 ◆◆

≪福祉総務課/高齢福祉課/障がい福祉課/健康増進課/子育て支援課/住民課≫ 

◆ 福 祉 総 務 課 ◆（地域福祉推進/地域医療/村民相談室）

地域福祉や地域医療の推進を図るほか，福祉分野の横断的な連携を図るため「福祉

総務課」を設置する。 

◆ 高 齢 福 祉 課 ◆（介護保険室/高齢支援/地域包括）

高齢者福祉の一層の推進と介護保険制度の持続可能な運営を図るため「介護福祉

課」から「障がい支援担当」を分割し「高齢福祉課」を設置する。 

◆ 障 が い 福 祉 課 ◆（管理/生活支援）

障がい福祉の一層の推進を図るため「介護福祉課」の「障がい支援担当」を課に格

上げし「障がい福祉課」を設置する。 

◆ 子 育 て 支 援 課 ◆（計画推進・施設/認定・給付/子ども家庭）

幼保再編整備の推進及び効率的な組織運営のための改編を行う。 

◆ 住 民 課 ◆（戸籍/住民/保険年金）

住民生活に広く関わる手続き窓口を集約し，村民サービスの向上を図るとともに，

内部手続きの連携強化による事務の効率化を図るため，国保年金等の事務を「住民課」

に編入する。 

◆◆ 産業部の設置（新設） ◆◆

≪産業政策課/農業政策課≫ 

商工振興，観光振興及び農業振興に重点的に取り組むため「産業部」を新設し，産業

政策課と農業政策課を置く。 

◆ 産 業 政 策 課 ◆（産業戦略室/商工/観光）

これまで取り組んできた地域経済活性化，創業支援，企業誘致，原子力人材育成な

どの商工振興に加え，原子力の研究成果を活用した新たな産業の育成や創出に取り組

むため「産業政策課」を新設する。 

 より戦略的な産業化への取組みを推進するため「産業戦略室」を設置する。

2



東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
総務部人事課 
電話：029-282-1711(内線 1320) 

◆◆ 建設部の改編 ◆◆

≪都市整備課/区画整理課/下水道課/水道課≫ 

 産業部の新設に伴い「農業政策課」を「産業部」に編入し「建設農政部」を「建設部」

に名称変更する。 

◆◆ 教育委員会の改編 ◆◆

≪学校教育課/生涯学習課/国体・スポーツ推進課/指導室≫ 

「生涯学習課」から「国体・スポーツ推進室」を格上げし，「国体・スポーツ推進課」

を新設する。 

◆国体・スポーツ推進課◆（国体・スポーツ推進）

「いきいき茨城ゆめ国体」開催の実施体制を強化するため「国体・スポーツ推進課」

を新設する。 
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
村長公室 広報広聴課 
広報戦略推進担当 
電話：029-282-1711(内線 1304) 

東海村シティプロモーション

「東海村を愛する研究所」の開所について 

２月４日，東海村産業・情報プラザ（アイヴィル）で「東海村を愛する研究

所（TOKAI VIL.Love LAB.）」開所記念イベントを開催しました。 

記念イベントでは，研究所の「特命研究員（ＰＲ大使）」として，本村出身の

吉村真晴さん（卓球選手），荒木奏美さん（オーボエ奏者），小林由佳さん（フ

リークライマー）の３人を委嘱するとともに，研究員として一緒に村を盛り上

げてくれる個人・団体の募集を開始しました。特命研究員の方々には，今後さ

まざまな形で村の魅力発信に協力していただく予定です。 

また，委嘱式の後には村のプロモーション動画の撮影が行われ，特命研究員

と村内のダンススクールの子どもたちなどが共演するダンスシーンを収録しま

した。現在，こども園をはじめとして村内の各施設でも撮影しており，３月末

公開予定の東海村シティプロモーション専用ホームページ上でお披露目します。 

【写真左から】吉村真晴さん（卓球選手），荒木奏美さん（オーボエ奏者）， 

小林由佳さん（フリークライマー），山田村長 
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
村長公室 企画経営課 
企画政策担当 
電話：029-282-1711(内線 1336) 

大阪府熊取町との災害時相互応援協定の締結について 

 平成 30 年２月８日（木），本村と大阪府熊取町（町長：藤原 敏司）は「災害

時における相互応援に関する協定」を締結しました。 

 災害時における相互応援に関する協定の締結は，三重県菰野町，長崎県川棚

町，富山県砺波市，新潟県妙高市に続き，５例目となります。 

 災害時における相互応援に関する協定は，いずれかの地域において災害が発

生し，被害を受けた自治体（被災自治体）が自らの力のみでは十分に被災者の

支援などが実施できない場合に，被災自治体の応急措置や復旧措置を円滑に遂

行するため，あらかじめ必要な事項について定めるものです。 

 熊取町との協定においては，次に掲げる事項について相互に応援することを

掲げています。

（１）食料，飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

（２）被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供

（４）救護，医療，防疫及び応急復旧等に必要な職員の派遣

（５）避難が必要な被災者の受入れ

（６）役場の機能確保のために必要な施設・設備の提供

（７）前各号に掲げるもののほか，被災自治体が応援を必要とするもの
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東海村記者発表資料

リコージャパン株式会社と
しごとの仕方改革推進に係る連携協定を締結します

締結調印式を 「平成30年３月７日 13時45分～14時15分」 庁議室で行います。

平成30年2月27日(火)
総務部 人事課 人事・行革担当
電話：029-282-1711(内線1322)

東 海 村

東海村では，今年度から行財政改革の一環として役場の業務改善を推し進めるべく「しごとの仕方改革」に取り組んでき
ました。さらなる改革に結び付けるべく，生産性向上・働き方改革の社内実績があるリコージャパン株式会社と連携協定を
結び，その経験とノウハウを提供していただくことになりました。今後は，本村の「しごとの仕方改革」への支援と様々なモデ
ル事業を連携して展開していくことで，働き方改革を実現していきたいと考えております。東海村役場は，生まれ変わり，よ
り村民のニーズに応えられる組織にしていく取組みに力を入れていきます。

※調印式後，平成29年度「しごとの仕方改革」優良職場表彰式を行います。併せて，御覧ください。6



東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
村長公室 企画経営課  
企画政策担当 
電話：029-282-1711(内線 1336) 

平成 29 年度 東海村村民企画提案事業 採択事業 

東海村の「糸紡ぎ」体験事業
の開催について 

 村では，村の魅力づくりやにぎわいづくり，子ども達の郷土愛の醸成などを目的として，村民

が自ら企画し，実施する事業に対し補助金を交付する「東海村村民企画提案事業費補助事業」を

実施しています。 

 このたび，補助事業として採択を受けた事業が次のとおり開催されますのでお知らせいたしま

す。 

１ 団 体 名  ごじゃっぺの会 

２ 事業内容  村内の出土品や村史によると，東海村には綿栽培から糸紡ぎ，機織の歴史が

あることが判明している。村内において，失われつつある糸紡ぎの伝統文化

を継承するべく，縄文時代に使われていた編み台でのコースター作り及び糸

紡ぎ体験のイベントを実施する。 

３ 開催日時  平成３０年３月１６日（金）午前１０時から正午まで 

４ 場  所  東海村中央公民館 

５ 問 合 せ  ０２９－２８２－１７１１／内線１４２３（東海村役場 生涯学習課）

※前回の実施状況
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
村長公室 企画経営課  
企画政策担当 
電話：029-282-1711(内線 1336) 

平成 29 年度 東海村村民企画提案事業 採択事業 

“東海村の魅力”再発見！ 

東海十二景バスツアー
の開催について 

 村では，村の魅力づくりやにぎわいづくり，子ども達の郷土愛の醸成などを目的として，村民

が自ら企画し，実施する事業に対し補助金を交付する「東海村村民企画提案事業費補助事業」を

実施しています。 

 このたび，補助事業として採択を受けた事業が次のとおり開催されますのでお知らせいたしま

す。 

１ 団 体 名  とうかい村いきいきガイドの会 

２ 事業内容  東海十二景をバスで巡り，現地をボランティアガイドが案内する。また，自

主制作した「東海十二景しおり」を配布することにより，東海十二景の魅力

や歴史への理解を深める。 

３ 開催日時  ①平成３０年 ３月２５日（日）午前９時～正午，午後１時～４時

②平成３０年 ３月２８日（水）午前９時～正午，午後１時～４時

４ 場  所  大神宮，村松山虚空蔵堂，石神城跡，阿漕ケ浦公園など 

※東海村産業・情報プラザ前集合

５ 問 合 せ  ０２９－２８７－０８５５（東海村観光協会）

※前年度の実施状況

別添のチラシも御参照ください。 
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
村民生活部 環境政策課 
環境計画・緑化推進担当 
電話：029-282-1711(内線 1454) 

村内小学校と村が連携した環境学習について

環境政策課では平成 26 年 3 月に策定した「東海村生物多様性地域戦略」に基づき，村内の小学

校と連携して，総合的な学習の時間を活用した環境学習を進めています。 

この戦略は県内初で，行政と学校がこのようにタイアップすることは数少ない取り組みです。 

平成 29 年度における学習の成果として，以下のとおり発表を行います。 

１ 日  時   平成 30 年 2 月 28 日（水）午前 10 時 50 分～午前 11 時 50 分頃 

２ 会  場   東海村役場 3 階 庁議室 

３ 発表者   東海村立中丸小学校 5 年生（6 名程度） 

４ 内  容   東海村総合福祉センターの北側緑地をメインフィールドとし，総合的な学習の時間で学

んだ学習成果等を，同校 5 年生の代表者（6 名程度）が村三役等に対し発表します。 

５ 出  席   村三役等（村長，副村長，教育長，村民生活部長 等） 

【活動の写真】 

中丸小学校では，6 月と 10 月

にフィールドワークを実施。 

そのほか東海村長が学校を訪

問し，児童へ総合福祉センタ

ー北側緑地に対する「想い」を

語る機会を設けるなど，さまざ

まな形でタイアップを行いまし

た。
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
教育委員会 生涯学習課 
国体・スポーツ推進室 
電話：029-282-1711(内線 2020) 

東海村スポーツクライミング体験会の開催について 

2020 年に開催される「東京オリンピック」において正式種目に追加されるな

ど，近年注目が高まっているスポーツ競技「スポーツクライミング」。 

また，本村は日本を代表するフリークライマー・小林由佳（こばやし ゆか）

さんの出身地でもあります。 

そこで今回，本競技および小林さんの活動を地域に紹介する機会として，2種

類のクライミングウォールによる体験会のほか，小林さんをお招きしたトーク

＆パフォーマンスなど，スポーツクライミングの魅力や楽しさを伝えるイベン

トを開催します。

1．概要 

①「ボルダリング体験」

※ 壁面に設置されたホールド（突起物）に手足を掛け，規定のコースを登りゴールを目指す競技。

●期 間 平成 30年 3月 15日（木）～3月 21日（水・祝）

※3月 19日（月）を除く

●時 間 平日 16：00～20：00，土曜日 11：00～12：00／14：00～18：00， 

日曜日・祝日 10：00～12：00／13：00～18：00 

●定 員 各区分 15名（1区分 60分・入替制）

②「ロープクライミング体験」

※ ロープを用いて安全を確保しながら，ホールドに手足を掛けて比較的高い壁面を登る競技。

●期 日 平成 30年 3月 17日（土）

●時 間 11：00～12：00／14：00～18：00

●定 員 各区分 15名（1区分 60分・入替制）

③「小林由佳トーク＆パフォーマンス」

●期 日 平成 30年 3月 17日（土）

●時 間 1回目 10：15～／2回目 13：15～ ※ともに 30分程度を予定

●内 容 クライミングウォールを用いた競技のデモンストレーションのほ

か，トークコーナーや来場者による公開体験を予定しています。 

※3月 17日（土）は上の 3つを組み合わせて，「東海村クライミングフェスティ

バル 2018」と題した 1日間のイベントとして開催します。

※会場は全て「東海村総合体育館メインコート 特設クライミングウォール」

となります。

2．その他 

詳細については別添チラシをご覧いただくほか，主催の（公財）東海村文化・

スポーツ振興財団（TEL029－283－0673，東海村総合体育館内）へお問い合わせ

ください。
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東海村記者発表資料 

平成 30年 2 月 27日(火) 
教育委員会 生涯学習課 
文化財・芸術文化担当 
電話：029-282-1711(内線 1422) 

スプリングイベントの開催について

生涯学習課関連団体のイベントをご案内します。詳しくは別添のチラシをご覧いただき，

ぜひ足を運んでください。 

○東海村吹奏楽団 第１１回 春の演奏会
  日時：平成３０年３月１１日（土） 

  １３時３０分開場  １４時開演 

  場所：東海文化センター 

  入場料：無料 

♪毎年大好評をいただいている手作りの演奏会です。格調高いクラシックだけでなく，

観客の皆さんに楽しんでもらいたい！思わず笑顔がこぼれる楽しい演出も見所です！

○東海村少年少女合唱団 第３６回 定期演奏会
  日時：平成３０年３月２５日（日） 

  １３時３０分開場  １４時開演 

  場所：東海文化センター 

  入場料：無料 

♪東海村を歌う合唱組曲「ふるさと東海村」，ミュージカル「星空の紙ヒコーキ」，バン

ド演奏による「３秒笑って」など，見て聴いて楽しい演奏会です！年長から大学生ま

での団員が織りなすハーモニーをお楽しみください。

○劇団とみかる「ミュージカルまつり 2018 in アイヴィル」
  日時：平成３０年３月２５日（日） 

  １３時３０分開場  １４時開演 

  場所：東海村産業・情報プラザ 

  入場料：無料 

♪村内を中心に、ミュージカル文化を広めるための活動を行なっている「劇団とみかる」

が「ミュージカルサークル ビリーブ」と一緒に楽しい歌・ダンス・お芝居をお届けし

ます。第一部では『ミュージカルショー』、第二部では『シンデレラ』をお楽しみくだ

さい。

○ドイツ・ゲッティンゲン少年合唱団 日本コンサートツアー
茨城コンサート 

  日時：平成３０年４月１日（日） 

  １５時３０分開場  １６時開演 

  場所：茨城キリスト教学園 ローガン・ファックス記念講堂 

♪ドイツの誇る伝統ある合唱団の日本コンサートツア―です。天使のような少年の歌声

に魅了されてみませんか。東海村少年少女合唱団・NHK 水戸児童合唱団・茨城キリス

ト教学園中学校高等学校コーラス部が共演します。
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平成３０年第１回東海村議会定例会提出議案概要

平成３０年２月１９日

議案番号 議  案  名 説 明 

報告第 1号 寄附の受入れについて（東海

村ふるさとづくり寄附金） 

はやかわクリニック（早川 清一郎）からふるさとづくりに資するための寄附

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。 

○ 東海村ふるさとづくり寄附金

１ 寄 附 者  はやかわクリニック 早川 清一郎 

２ 寄附金額   金５００，０００円 

３ 使途事業名  児童福祉施設の整備に関する事業 

４ 寄附年月日  平成２９年１２月５日 

報告第 2号 寄附の受入れについて（医療

用具） 

水戸ヤクルト販売株式会社から地域福祉に貢献するための寄附の申出があり，

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。 

○ 一般寄附

１ 寄 附 者 水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤 学 

２ 寄附品名   医療用具３点（１０２，６００円相当分） 

３ 寄附目的   地域の福祉に貢献するため 

４ 寄附年月日  平成２９年１２月７日 

議案第 2号 東海村個人情報保護条例の

一部を改正する条例 

個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律の一部改正に伴い，個人情報の定義を改めるほか，存否応答拒否の規定を

追加するため，条例の一部を改正するものであります。 

（改正の主な内容） 

・個人情報の定義の明確化

・要配慮個人情報を定義

・存否応答拒否の規定の新設
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議案第 3号 東海村一般職の任期付村費

教職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例 

 茨城県が定める職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に準じ，任期付村

費教職員の教員特殊業務手当を改めるため，条例の一部を改正するものでありま

す。 

議案第 4号 東海村職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例

の一部を改正する条例 

 降給の事由並びに地方公務員法第２８条第１項第１号及び第３号の規定に該

当する場合の分限処分の手続について定めるため，条例の一部を改正するもので

あります。 

議案第 5号 

 

 

東海村特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例 

 東海村いじめ問題対策委員会及び東海村いじめ問題再調査委員会の設置に伴

い，報酬等の規定を追加するため，条例の一部を改正するものであります。 

 

（改正の主な内容） 

・いじめ問題対策委員会委員   ７，０００円／日 

・いじめ問題再調査委員会委員  ７，０００円／日 

議案第 6号 東海村職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条

例 

 組織改編に伴う職名の変更及び地域手当の支給割合に関する特例期間を延長

するため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 7号 東海村いじめ問題対策連絡

協議会等条例 

 

いじめ防止対策推進法の規定に基づき，東海村いじめ問題対策連絡協議会，東

海村いじめ問題対策委員会及び東海村いじめ問題再調査委員会を設置するため，

条例を制定するものであります。 

議案第 8号 東海村保育所設置条例の一

部を改正する条例 

 東海村立百塚保育所及び舟石川保育所の定員を増員するため，条例の一部を改

正するものであります。 

 

議案第 9号 東海村特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正

する内閣府令の施行に伴い，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するもの

であります。 
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議案第 10号 東海村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例 

 東海村国民健康保険事業の安定的な維持運営を図ることから，国民健康保険税

の税額等を改正するため，条例の一部を改正するものであります。 

（改正の主な内容） 

医療分 

・所得割額 １００分の７．８０

・均等割額 ２２，０００円/人

・平等割  特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２３，０００円/世帯 

後期高齢者支援金分 

・所得割額 １００分の２．３０

・均等割額 ６，５００円/人

・平等割  特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，５００円/世帯 

介護納付金分 

・所得割額 １００分の２．００

・均等割額 １３，５００円/人

議案第 11号 東海村後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律による高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い，住所地特例の

見直しに合わせ，保険料を徴収すべき被保険者の範囲を改めるため，条例の一部

を改正するものであります。 

議案第 12号 東海村介護保険条例の一部

を改正する条例 

介護保険法第１１７条の規定による第７期東海村高齢者福祉計画・介護保険事

業計画の策定に伴い，第１号被保険者の保険料率の適用年度を改め，及び地域包

括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

い，第２号被保険者の配偶者等についても質問検査権の対象とするため，条例の

一部を改正するものであります。 

議案第 13号 東海村廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改

正する条例 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行に伴い，パーソナ

ルコンピュータを回収可能とするため，条例の一部を改正するものであります。 
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議案第 14号 東海村都市公園条例の一部

を改正する条例 

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令第２条の規定による都市公園法施行令の一部改正に伴い，都市公園における

運動施設率の基準を定めるほか，所要の改正を行うため，条例の一部を改正する

ものであります。 

議案第 15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 

村立東海病院が平成３０年４月から利用料金制に移行することに伴い，利用料

金の額その他必要な規定を追加するため，条例の一部を改正するものでありま

す。 

議案第 16号 東海村組織設置条例及び東

海村水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する

条例 

組織改編に伴い，関係条例の一部を改正するものであります。 

（改正の主な内容） 

組織の名称変更：企画総務部，村民生活部，福祉部，産業部，建設部 

議案第 17号 平成２９年度東海村一般会

計補正予算（第６号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ２１０，５２０千円を減額し，予算総額を   

１９，０９１，０８０千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，障害福祉サービス事業の伸びに伴う増額の     

ほか，各事業費の確定に伴い，予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）村税 △２６，８１６千円

（２）配当割交付金 △１１，４１１千円

（３）地方交付税 ８，０１６千円 

（４）分担金及び負担金 △２，８０９千円

（５）使用料及び手数料  ７１３千円 

（６）国庫支出金   ４，３００千円 

（７）県支出金 １６，９９３千円 

（８）財産収入 △１０千円

（９）寄附金 ５００千円

（10）繰入金 △１９７，４８４千円 
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（11）諸収入         △２，５１２千円 

２ 歳出 

（１）議会費         △２，７２４千円 

（２）総務費         △３５，０６３千円 

（３）民生費         ２９，４２０千円 

（４）衛生費        △６３，７４５千円 

（５）農林水産業費          △９，９５６千円 

（６）商工費          △４，０７９千円 

（７）土木費        △６６，７３２千円 

（８）消防費         △１５，６０８千円  

（９）教育費        △４１，９０３千円 

（10）災害復旧費         △１３０千円 

（11）予備費                  ０千円 

議案第 18号 平成２９年度東海村国民健

康保険事業特別会計補正予

算（第４号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ５８，６７３千円を追加し，予算総額を 

３，６８２，１２６千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，一般被保険者療養給付費の不足に伴い，予算

措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）国民健康保険税    △８０，０００千円 

（２）国庫支出金       ２６，１２４千円 

（３）療養給付費交付金   △１０，４２０千円 

（４）県支出金        △６，２５０千円 

（５）共同事業交付金    △３０，７８０千円 

（６）繰入金         １５９，９９９千円 

２ 歳出 

（１）総務費           △２０５千円 
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（２）保険給付費      １５８，０１０千円 

（３）共同事業拠出金    △９５，０００千円 

（４）保健事業費       △４，１３２千円 

議案第 19号 平成２９年度東海村後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ２，７９６千円を追加し，予算総額を 

４１３，８２２千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，後期高齢者被保険者の伸びに伴い，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     ２，７９６千円 

２ 歳出 

（１）後期高齢者医療広域連合納付金 ２，７９６千円 

議案第 20号 平成２９年度東海村介護保

険事業特別会計補正予算（第

３号） 

（保険事業勘定） 

予算総額から歳入歳出それぞれ６，４５７千円を減額し，予算総額を 

２，８７１，７７５千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，家族介護支援事業費等の減額に伴い，予算措

置を講じるものであります。 

１ 歳入          

（１）保険料        △１，１４０千円 

（２）国庫支出金      △１，９７９千円 

（３）支払基金交付金       △８４千円 

（４）県支出金         △９９０千円 

（５）繰入金        △２，２６４千円 

２ 歳出 

（１）総務費        △１，２７４千円  

（２）地域支援事業費    △５，１８３千円 
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議案第 21号 平成２９年度水戸・勝田都市

計画事業東海駅東土地区画

整理事業特別会計補正予算

（第２号） 

予算総額には変更がなく，繰越明許費の設定をするものであります。 

議案第 22号 平成２９年度水戸・勝田都市

計画事業東海駅西第二土地

区画整理事業特別会計補正

予算（第２号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ６，３８８千円を減額し，予算総額を     

１４４，２１６千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，換地処分交付精算金の減額に伴い，予算措置

を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）繰入金       △３２，３８８千円 

（２）諸収入        ２６，０００千円 

２ 歳出 

（１）区画整理事業費    △６，３８８千円 

議案第 23号 平成２９年度水戸・勝田都市

計画事業東海中央土地区画

整理事業特別会計補正予算

（第２号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ４０，９７６千円を減額し，予算総額を 

８６６，８４１千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，国の交付金内示額の減額に伴い，予算措置を

講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）国庫支出金     △４０，４８０千円 

（２）繰入金          △４９６千円 

２ 歳出 

（１）区画整理事業費   △４０，９７６千円 

議案第 24号 

  

平成２９年度水戸・勝田都市

計画事業東海村公共下水道

事業特別会計補正予算（第４

号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ１２，１４３千円を減額し，予算総額を 

２，０２３，３９１千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，下水道使用料の減収に伴い，予算措置を講じ

るものであります。 
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１ 歳入       

（１）使用料及び手数料  △１９，４０６千円 

（２）国庫支出金      △５，４００千円 

（３）繰入金        １５，５６５千円 

（４）諸収入           ３９８千円 

（５）村債         △３，３００千円 

２ 歳出      

（１）公共下水道事業費   △１２，１４３千円 

議案第 25号 平成２９年度東海村水道事

業会計補正予算（第１号） 

収益的収入及び支出額からそれぞれ９，９４８千円を減額し，収益的収入及び

支出額を８４９，０５２千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，受託工事の施工範囲縮小に伴い，必要な予算

措置を講じるものであります。 

１ 収益的収入及び支出 

（１）収入   

水道事業収益 受託工事収益  △９，９４８千円 

（２）支出   

水道事業費用 受託工事費   △９，９４８千円 

議案第 26号 

  

平成２９年度東海村病院事

業会計補正予算（第２号） 

収益的収入及び支出額にそれぞれ８，０８８千円を追加し，収益的収入及び支 

出額を２，０２０，１２５千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，入院患者数の増加による健康保険等診療報

酬交付金の増額に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 収益的収入及び支出 

（１）収入   

病院事業収益 医業収益  ８，０８８千円 

（２）支出   

病院事業費用 医業費用  ８，０８８千円 
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議案第 27号 平成３０年度東海村一般会

計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１８，９０８，０００千円とするものであります。 

 

 

議案第 28号 平成３０年度東海村国民健

康保険事業特別会計予算 

 

予算総額を歳入歳出それぞれ３，３９４，７４７千円とするものであります。 

議案第 29号 平成３０年度東海村後期高

齢者医療特別会計予算 

 

予算総額を歳入歳出それぞれ４２１，７１４千円とするものであります。 

議案第 30号 平成３０年度東海村介護保

険事業特別会計予算 

保険事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ２，５１６，６８０千円，介護サ

ービス事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ５，５６６千円とするものであり

ます。 

議案第 31号 平成３０年度水戸・勝田都市

計画事業東海駅西土地区画

整理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１５２，０４２千円とするものであります。  

議案第 32号 平成３０年度水戸・勝田都市

計画事業東海駅東土地区画

整理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１４５，３６０千円とするものであります。  

議案第 33号 平成３０年度水戸・勝田都市

計画事業東海駅西第二土地

区画整理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ２３，６６６千円とするものであります。  

議案第 34号 平成３０年度水戸・勝田都市

計画事業東海中央土地区画

整理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ６５８，９１１千円とするものであります。  
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議案第 35号 平成３０年度水戸・勝田都市

計画事業東海村公共下水道

事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１，４１５，４５１千円とするものであります。  

議案第 36号 平成３０年度東海村水道事

業会計予算 

収益的収入及び支出額をそれぞれ８４０，０００千円とし，資本的収入額を７

０，９４０千円，資本的支出額を５０７，０６３千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４３６，１２３千円は，当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２４，０２３千円，過年度分損益勘定

留保資金２７４，０７２千円及び減債積立金１３８，０２８千円で補填するもの

であります。 

議案第 37号 平成３０年度東海村病院事

業会計予算 

収益的収入及び支出額をそれぞれ７８３，４０８千円とし，資本的収入額を５

７，９９０千円，資本的支出額を１２５，１９８千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６７，２０８千円は，過年度分

損益勘定留保資金４５，３６１千円及び減債積立金２１，８４７千円で補填をす

るものであります。 

議案第 38号 財産取得の変更について（部

原地区土地利用推進事業用

地） 

部原地区土地利用推進事業用地の取得については，平成２５年第１回定例会以

降，同事業用地に係る財産取得について 14 回の変更の議決をいただいておりま

す。この度，新たに道路及び緑地として用地取得が整ったため，変更するもので

あります。 

１ 買収価格中「１６２，０８４，７６１円」を「１６２，１０８，５９０円」 

  に改める。 

２ 買収総面積中「７１，１８１．５７平方メートル」を「７１，１８３．２６

平方メートル」に改める。 

３ 土地の所在地，地目，地積及び買収相手方を別紙のように改める。 

議案第 39号 財産取得の変更について（天

神山緑地保全事業用地） 

 

天神山緑地保全事業用地の取得については，平成２９年第３回定例会で，同事

業用地に係る財産取得について議決をいただいております。この度，新たに保全

配慮地区として用地取得が整ったため，変更するものであります。 
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１ 買収価格中「２４，４３５，０００円」を「２８，９０９，０００円」 

  に改める。 

２ 買収総面積中「１９，２０４平方メートル」を「２１，９３２平方メートル」

に改める。 

３ 土地の所在地，地目，地積及び買収相手方を別紙のように改める。 

議案第 40号   公の施設の広域利用に関す

る協議について 

県央地域９市町村で締結している公の施設の広域利用に関する協定について，

対象施設の追加及び削除並びに施設名称の変更に伴い，新たに協定を締結するた

め，地方自治法第２４４条の３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。 

・追加する施設 

  ひたちなか市 六ツ野スポーツの杜公園 

 ・削除する施設名 

 ひたちなか市 六ツ野公園 

 ・施設名称を変更する施設 

  小美玉市 小美玉市小川 B＆G海洋センターを小美玉市小川海洋センター 

に変更する 

       小美玉市玉里 B＆G海洋センターを小美玉市玉里海洋センター 

に変更する 

議案第 41号 茨城北農業共済事務組合の

規約の変更について 

農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴い，茨城北農業共済事務組合

の規約を変更するため，地方自治法第２９０条の規定により，議会の議決を求め

るものであります。 
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※ 法律等関係） ・地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

         ・個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58号） 

         ・茨城県が定める教員の特殊勤務手当に関する規則（平成元年茨城県人事委員会規則第 10号） 

         ・地方公務員法（昭和 25年法律第 261号） 

         ・いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号） 

         ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令 

（平成 30年内閣府令第 4号） 

         ・持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律 
（平成 27 年法律第 31号） 

         ・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号） 

         ・介護保険法（平成 9年法律第 123号） 

         ・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 52号） 

・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成 24年法律第 57号） 

・都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 

（平成 29年政令第 156号） 

・都市公園法施行令（昭和 31年政令第 290号） 

・地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号） 

・農業災害補償法の一部を改正する法律（平成 29年法律第 74号） 

 

なお，会期中に，工事請負契約締結事項中の変更１件（東新川用排水路改修工事（第２期工事）），人事案件１件（東海村

監査委員の選任）の合計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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平成２９年度３月補正予算案 参考資料（一般会計） 
 
１．歳入歳出予算額                           （単位：千円） 

当初予算額 補正前の額 補正額 補正後の額 

18,984,000 19,301,600 △210,520 19,091,080 

 

２．歳入予算款別総括表            （単位：千円） 

款 補正前 補正額 補正後

村税 11,528,020 △ 26,816 11,501,204

地方譲与税，交付金等 921,701 △ 3,395 918,306

分担金及び負担金 161,911 △ 2,809 159,102

使用料及び手数料 185,326 713 186,039

国庫支出金 2,935,838 4,300 2,940,138

県支出金 888,919 16,993 905,912

財産収入 80,599 △ 10 80,589

繰入金 1,931,009 △ 197,484 1,733,525

繰越金，諸収入等 668,277 △ 2,012 666,265

合計 19,301,600 △ 210,520 19,091,080

歳　入

    
 

３．歳入補正予算の主な内訳 ＊（ ）内は補正額 

○繰入金【△197,484千円】 

  ・ 財政調整基金繰入金（△169,293千円） 

  

４．歳出予算款別総括表            （単位：千円） 

款 補正前 補正額 補正後

議会費 209,276 △ 2,724 206,552

総務費 2,393,668 △ 35,063 2,358,605

民生費 5,250,819 29,420 5,280,239

衛生費 2,140,994 △ 63,745 2,077,249

農林水産業費 572,364 △ 9,956 562,408

商工費 248,759 △ 4,079 244,680

土木費 4,438,328 △ 66,732 4,371,596

消防費 598,683 △ 15,608 583,075

教育費 2,451,720 △ 41,903 2,409,817

災害復旧費 7,867 △ 130 7,737

公債費 677,847 0 677,847

諸支出金 280,304 0 280,304

予備費 30,971 0 30,971

合計 19,301,600 △ 210,520 19,091,080

歳　出

 

 

５．歳出補正予算の主な内訳 

 ＊（ ）内は補正額。特に理由の記載がないものは事業費確定や執行見込み等を踏まえた補正減。 

  ・ 自立支援給付費（48,824千円） 

     利用回数の増加などにより給付費が伸びていることから増額補正する。 

  ・ 東海駅西口広場整備工事（△46,270千円） 

  ・ 東海駅西第二土地区画整理事業特別会計繰出金（△32,388千円） 

記者会見資料 
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