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東海村記者発表資料

「東海村病児・病後児保育施設の整備」について

平成30年8月28日(火)
福祉部子育て支援課 計画推進・施設担当
電話：029-282-1711(内線1183)

本村における保育サービスの質の確保策の１つとして，病児・病後児保育事業を実施する「東海村病児・病後児保育施設」
を整備します。

・事業類型 病児対応型・病後児対応型
・運営形態 指定管理者方式

（平成30年第3回東海村議会定例会に指定管理者指定に関する議案を提出）
・設置場所 村立東海病院敷地内（※病院併設型）
・配置職員 保育士2人以上，看護師等1人以上
・定 員 4人
・施 設 保育室，安静室，各部屋トイレ・シャワー完備，スタッフ室，玄関ホール等
・対象児童 概ね生後6ヶ月から小学校6年生まで
・対象疾病等 風邪・下痢・インフルエンザ・おたふくかぜ等
・利用時間 午前8時から午後6時まで
・利用日数 連続5日間（平日のみ）
・休所日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
・利用方法 事前登録制，申請書による利用（かかりつけ医の連絡票が必要）
・利用料金 東海村民：１日2,000円，半日（５時間未満） 1,000円

村内事業所勤務者：１日3,000円，半日（５時間未満）1,500円
・供用開始日 平成31年5月1日（予定）

施設の概要

スケジュール

病児・病後児保育施設 村⽴東海病院

保護者が就労している場合等に
おいて，子どもが病気の際に自
宅での保育が困難な場合に，病
院・保育所等において一時的に
保育するほか，保育中に体調不
良となった子どもへの緊急対応
等を行う事業です。

病児・病後児保育事業とは

平成30年度 平成31年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

建 設 工 事 供 用 開 始準 備
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
産業部 農業政策課  
農業振興・農地保全担当 
電話：029-282-1711(内線 1222) 

 

東海村産米の海外販路開拓について 
  

 日本人のコメ消費量が毎年８万トン減少していき，稲作農家の経営が危ぶ
まれる中，さらなるコメの需要拡大は国の農業政策において喫緊の課題とな
っております。その一方，欧米をはじめとした和食ブームを契機に海外では
安心・安全・高品質な日本産米の需要が高まっています。 
これらの背景を踏まえ，東海村では村内稲作農家の安定した所得向上を目
指し，東海村産米の新たなマーケット・販路の開拓に向け，平成３０年度よ
り新市場開拓米（国補助対象）にいち早く対応し，ＪＡ・全農と連携した村
独自の手法による東海村産米の海外輸出に積極的に取り組んで参ります。 

 

 

１．輸出先（連携機関：ＪＡ常陸，全農いばらき） 
イギリス，アメリカ，オーストラリア等へ出荷 

 
２．対象品種 

ゆめひたち 
 
３．取組計画 

平成３０年産米        約５０トン 
平成３１年産米（目標） 約１１０トン 

  
４．出荷ルート 

村内農家（５名）→ 東海ライスセンター → ＪＡ検査（検査合格） 
→ 東京港(横浜港)より出荷 
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
産業部 産業政策課 
観光担当（村観光協会事務局） 
電話：029-287-0855 

「大空マルシェ２０１８」の開催について 

 今年で６回目を迎える「大空マルシェ」。村の歴史的な重要資源である 
「大神宮」と「村松山虚空蔵堂」を会場としたマルシェが開催されます。 
伊勢神宮の分霊を祀る『大神宮』，そして日本三体虚空蔵尊のひとつ『村松
山虚空蔵堂』 それぞれから一字をいただき『大空マルシェ』と命名し
ました。 
歴史深いロケーションの中，クラフト雑貨や多種多様なフード，心地よい
音楽ライブが楽しめる雰囲気満点のイベントです。 

１． 期 日 平成３０年１０月２１日（日） 
２． 時 間 １０時００分から１７時３０分まで 
３． 場 所 大神宮・村松山虚空蔵堂 

詳細は，『東海村観光協会ホームページ：http://www.tokai-kanko.com 』 
『大空マルシェ特設ホームページ：http://ozoramarche.com 』 をご覧
ください。 

■ 関連事業として『大空ライトアップ（村民企画提案事業）』を開催します。■
大神宮・村松山虚空蔵堂のライトアップに加え，小学生等が作成

した紙灯篭も設置されます。 
 開催期間中の「ライトアップ」を撮影した写真を，「マルシェ」
当日に提示していただいた方へ『大空マルシェ オリジナルエコバ
ック』をプレゼントするキャンペーン（※先着１５０名）も行われ
ますので，多くの方のご来場をお待ちしております。 

【期日】 平成３０年１０月１３日（土）～１０月２０日（土） 
【時間】 １７時００分から２０時００分まで（入場無料） 
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
産業部 産業政策課 
観光担当（村観光協会事務局） 
電話：029-287-0855 

「第２４回 東海Ｉ～ＭＯのまつり」の開催について 

東海村の特産品である『さつまいも』をテーマにした，県内唯一の『さつま
いも』のお祭りです。「いも掘り探検隊」や「ジャンジャンどり」，「珍いもコン
テスト」など一風変わったイベントや，さつまいも料理も堪能できます。
ステージでは「最新の仮面ライダーショー」が繰り広げられるなど，お子様
にもお楽しみいただけるプログラムが実施されるほか，ガラポン抽選会や大抽
選会等，豪華賞品をお土産に持ち帰るチャンスもございます。 
多くの方のご来場をお待ちしております。 

１． 期 日 平成３０年１１月２３日（金・祝） 

２． 時 間 ９時００分から１６時００分まで 

３． 場 所 東海文化センター・ＪＡ常陸東海支店の周辺 
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
産業部 産業政策課 
産業戦略室 
電話：029-282-1711(内線 1268) 

先端科学技術による産業振興推進事業に係る 

「新産業創出セミナー」の開催について 

村では，原子力科学における先端科学技術を有する研究機関や教育機関，関
連企業が集積する村の強みを活かし，この分野における産業振興を村が主体的
に行い，企業間や産学官の連携を推進するため，村内外の企業等を対象とした
先端科学技術のセミナー（勉強会）及び現場見学会について，下記のとおり開
催（予定）します。 

記 

１．第２回新産業創出セミナー 
「原子力科学研究成果の多様な産業分野への展開」 
※国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）
研究連携成果展開部知的財産管理・利用促進課との共催

【日時】 平成３０年１０月３日（水）午後 
【場所】 ＪＡＥＡ原子力科学研究所 構内 
【内容】 ・ＪＡＥＡ技術シーズ集の産業分野への展開事例の説明 

・産業化（製品化）された技術等の研究現場見学会

２．第３回新産業創出セミナー 
「先端科学技術の社会インフラ診断への応用 
～高エネルギーＸ線による橋梁点検・診断技術の研究開発～」 
※東京大学原子力専攻上坂研究室との共催

【日時】 平成３０年１０月下旬 
【場所】 東海村産業・情報「アイヴィル」及び（仮称）神楽沢橋 
【内容】 ・高エネルギーＸ線による橋梁点検・診断技術の概要の説明 

・試験現場見学会

※第１回新産業創出セミナーは，平成３０年８月１９日（日）に茨城大
学と東海村の連携企画として，茨城大学東海サテライトキャンパスに
て開催済み。
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
産業部 産業政策課  
産業戦略室 
電話：029-282-1711(内線 1268) 

 

平成 30年度 
東海村合同就職説明会･面接会の開催について 

 

村と東海村商工会および原子力人材育成･確保協議会では，村内で仕事を探し
ている方（高校生は除きます）と，村内に事業所がある企業とのマッチングを目
的に「東海村合同就職説明会・面接会」を開催します。 

複数の企業の採用担当者と直接話ができる機会ですので，村内で仕事を探し
ている方だけでなく，今後の参考としたい方も，この機会にぜひご参加ください。 
 
 
 
 
１．日 時 平成 30年 9月 6日（木曜日）13時～16時 

（受付開始 12時 30 分） 
２．会 場 東海村産業・情報プラザ「アイヴィル（ivil）」 
        （東海村舟石川駅東三丁目 1 番 1 号  ℡：029-306-1155） 
３．参加予定企業 村内に事業所がある企業 27 社（予定） 
４．内 容 ・企業紹介（13時～14時） 
        ・就職説明会・面接会（14時～16時） 
            ※参加企業等につきましては，村HPをご確認ください。 
５．主 催 東海村，東海村商工会，原子力人材育成･確保協議会 
６. 共  催   ハローワーク水戸 
 
 
 
 
■参 考（平成 29年度の実績） 
【日  時】平成 29年 9月 14日（木） 14 時～16時 
【参加企業】26社 
【参 加 者】83名 

   【会場の様子】 
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東海村記者発表資料 

平成 30年 8月 28 日(火) 

教育委員会 生涯学習課 

文化財・芸術文化担当(内 1423) 

生涯学習担当（中央公民館） 

029-282-3329(直通) 

Tokai origin 
とうかいまるごと博物館事業 
新コンテンツ スタートについて 

 

村では，３年後に開館予定の「歴史と未来の交流館」での活動を見据えて，昨年度に
「とうかいまるごと博物館事業（通称「まる博」）」をスタートさせました。 
まる博事業とは村全域を建物のない博物館と見立てて，ふるさと東海村の自然や歴史
を体感し郷土愛を育む取組みで，これまで，石神城跡や真崎古墳群等の歴史，久慈川や
里山などの自然を活用して５０以上の体験事業を展開してきました。 
今回，この「まる博」をさらに深化させ，交流館での活動を見据えた第２弾，第３弾
として，次の事業をスタートさせます。 
これら，「まる博」を中心としたパッケージ事業は，県内でもあまり例のない取組み

です。 

 

 

１．「まる博研究員」養成講座 
交流館を拠点に，地域の歴史や自然を研究したり伝えたりできる方々を増やし，より
多くの村民が歴史や自然に触れられるようにする取組み。養成講座を受講すると，東海
村の歴史や自然に関する知識が身につき，交流館や体験活動の講師として活躍できます。
また，養成講座終了後に「研究員証」を交付します。 
*期日：９月～翌年８月（開講式：９月２７日(木)１０時から） 
*内容：基礎講座と応用講座があります。今年度基礎講座の主なメニューは下記のとお
り。 
時期 歴史講座 自然講座 体験・フィールドワーク 

１０月 東海村の縄文文化 東海村の自然環境 縄文土器づくり 
１１月 東海村の古代  村内の古墳巡り 
１２月 東海村の中世 昆虫の世界  
１月   地層観察 
２月 東海村の民俗  冬の野鳥観察 
３月 東海村の中世Ⅱ   

※多数の申し込みがあり定員に達したため，すでに申し込みは締め切っております。 
【問い合わせ先】東海村教育委員会生涯学習課文化財・芸術文化担当（内線１４２３） 
 
２．「まる博ゼミ 2018」開講 
まる博を効果的に展開するため，まる博の事前学習や調べ学習の要素をもたせた中央
公民館主催のゼミナール。昨年度末に刊行した「東海村の自然誌Ⅱ」を活用した執筆者
リレー講座や，ウォーキングを兼ねた史跡巡りなどのメニューを予定しています。 
*期日：平成３０年９月以降の土曜日・日曜日  *場所：中央公民館 
*対象：中学生以上の在住在勤者。定員は３０名程度を予定。 
*受講：原則無料（テキスト代 別） 
*実施講座（決定分。 ※年度内に７回程度予定） 
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東海村記者発表資料 

平成 30年 8月 28 日(火) 

教育委員会 生涯学習課 

文化財・芸術文化担当(内 1423) 

生涯学習担当（中央公民館） 

029-282-3329(直通)

講座名 日時 まる博イベントとの連動 
東海村のキノコ ９月２９日 (土 ) 13 ：

30-15：30
９月３０日(日) 秋のキノコ観察会 

久慈川の鮭の生態 １０月２０日 (土 ) 14：
00-15：30

１０月２８日(日) 久慈川のサケ漁見
学会 

東海村の化石 １１月１７日(土) 13：
30-15：30

１１月１８日(日) 化石発掘体験 

【問い合わせ先】東海村中央公民館 ０２９－２８２－３３２９ 

３．秋の「まる博」イベント 
昨年度スタートしたまる博。H２９年度は全３０講座・のべ７

６６人の方に参加していただき，大好評をいただきました。今年
度は４月～８月の間にすでに 23講座を実施しています（実施予定
等含む）。 
９月以降も様々な講座を実施する予定です。後期メニュー（１
０月～３月）は，９月下旬以降に HP 等でお知らせします。今回
は今後実施予定の講座の一例をご紹介いたします。 

（１）９月８日（土） 真崎古墳群で古代体験③ 
～地域のお宝再発見～ 

今年３回目の大人気イベント！真崎古墳群で火おこしや古 
墳の探検をします。美味しい古代米もいただけますよ！美味 
しく楽しく古代の東海村を体験しましょう♪ 
＊申込期間は８月３１日（金）までです。 

（２）９月３０日（日） 秋のキノコ観察会
まる博ゼミとの連携講座★もちろんイベント当日のみの参

加でも大丈夫です！県指定文化財「石神城跡」においてキノ
コを採取し，それらに関するお話をキノコ博士から聞きます。 
＊申込期間は８月２９日（水）～９月２１日（金）です。

（３）１０月２８日（日） サケ漁見学会
こちらもまる博ゼミとの連携講座です。現在も伝統が受け

継がれている久慈川の伝統漁法「サケ漁」。１年で１ヵ月しか
行われない東海村の伝統漁法を間近で見学しませんか？美味
しいサケが食べられるかも…？
＊事前申込は不要です。

【問い合わせ先】東海村教育委員会生涯学習課文化財・芸術文化担当（内線１４２３） 

リーフレット

もあります！
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 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) 

村花スカシユリ増殖事業 
スカシユリ種取り大作戦！の開催について

村内では絶滅の危機に瀕している東海村の花スカシユリについて,村花スカシ
ユリ増殖事業として,科学的調査を実施し,その結果を増殖につなげようと取り
組んでいます。
この度事業の一環として,スカシユリ増殖サポーター（以下サポーター）の皆
さんに御協力いただき,村内に自生するスカシユリから種子を採取する「スカシ
ユリ種取り大作戦！」を実施します。
採取した種子はサポーターへ配付し,自宅で育てていただく等,今後の増殖事
業に使用する予定です。 

１．日 程  平成３０年１０月４日木曜日 
午前９時～正午（予定） 

２．内 容 スカシユリの種子採集 等 

３．その他 スカシユリ増殖サポーターは随時募集中です。
詳しくは東海村ホームページを御覧ください。 
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
教育委員会 生涯学習課 
図書館担当 
電話：029-282-3435 

図書館 読書の秋のイベント 

東海村立図書館では，読書週間（10/27～11/9）周辺に，イベントを開催い
たします。読書の秋，図書館にぜひご来館ください。 

イベントの一部を紹介します。
１．講談社本とあそぼう全国訪問おはなし隊
（１） 日時 平成 30年 10 月 14 日（日） 午後 2時から 3時（予定）
（２） 場所 東海村立図書館北側駐車場，研修室
（３） 内容 たくさんの絵本を積んだキャラバンカーがやって来ます。

図書館研修室でおはなし会（紙芝居と絵本の読み聞かせ。30 
分程度）を行う外，車内積載の絵本を自由に見ることができ 
ます（３0分程度）。 

２．こども図書館員 
（１） 日時 平成 30年 10 月２８日（日） 午前９時から１２時
（２） 場所 東海村立図書館
（３） 内容 村内の小学４年から 6年生 6名に，図書館の仕事を体験して

もらいます。事前申込み。 

３．East Ocean Jazz Orchestra ミニコンサート 
（１） 日時 平成 30年 1１月１０日（土） 午前（時間未定，30分程度） 
（２） 場所 東海村立図書館交流ラウンジ
（３） 内容 東海高等学校ジャズバンド部の演奏を行います。参観自由。

【参考資料：イベント一覧】 
月 日 曜日 時間 イベント名

9 29 （土） 14-15 とーんと昔語りの会 

10 14 （日） 1５-16 講談社 本とあそぼう全国訪問おはなし隊 
10 27 （土） - しおり配布・本の展示・読書マラソン大会 ～１１／９ 

- 学校図書館連携事業【内容協議中】 
14-15 たんぽぽの会のおはなし会～来場者プレゼント～ 

10 28 （日） 9-12 こども図書館員 
10 31 （水） 16- 図書館ハロウィン ウォーリーを探せ！ 
11 1 （木） 11-11:30 あかちゃんタイム ぴよぴよおはなし会スペシャル 
11 3 （土） 未定 【文化祭】たんぽぽの会 
11 4 （日） 未定 【文化祭】民話再生の会 
11 10 （土） 午前 East Ocean Jazz Orchestra ミニコンサート 
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東海村記者発表資料 

平成 30 年 8月 28 日(火) 
教育委員会 
国体・スポーツ推進課 
電話：029-282-1711(内線 2020) 

 

 

  

 

 
来年開催される「いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技」のリハーサル大会として，来月９

月２２日（土）から２６日（水）まで，阿漕ヶ浦公園及び県立東海高校を会場に「2018 年
度全日本社会人ホッケー選手権大会」が開催されます。 
 
   １．リハーサル大会（2018 年度全日本社会人ホッケー選手権大会）について 
 

開催期間 ▶ 2018 年 9 月 22日(土)～9月 26日(水) 
試合会場 ▶ 阿漕ヶ浦公園，県立東海高校 
大会概要 ▶ 社会人クラブチームが参加 

（男子 26チーム，女子 14チーム，合計 40チーム） 
      ▶ 1 チーム当たり，選手・監督・チームスタッフ合わせて最大 34人が参加。 

▶ 9 月 22 日（金）9 時から両会場で開始式が行われます。歓迎アトラクショ
ンとして，阿漕ヶ浦公園ではスマイルキッズと花音会東海花舞によるダンス，
県立東海高校では東海南中生による南中ソーランが披露されます。 

 
    ２．茨城チームの試合日程について 
 

茨城チームの初戦の日程は下記のとおりです。試合日程，組合せの詳細は別紙を御参
照ください。 

〔男子〕 9 月２3日(日) 14：00～15：20 第４試合 阿漕ヶ浦公園ホッケー場  
＜対戦相手＞Blue Panorama Hockey Club（東京都） 

〔女子〕 9 月２3日(日) 10：40～12：00 第２試合 阿漕ヶ浦公園ホッケー場  
＜対戦相手＞愛媛クラブ（愛媛県） 

 
 
 
 
 
 
 

--- 上記募集の申し込み及びお問い合わせ --- 
 

いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技リハーサル大会 
（2018 年度全日本社会人ホッケー選手権大会）の開催について 

いきいき茨城ゆめ国体東海村実⾏委員会 
事務局 東海村教育委員会 国体・スポーツ推進課 
TEL ０２９－２１９－４７５１(直通) 
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 平成３０年第３回東海村議会定例会提出議案概要 

 

                                            平成３０年８月２８日         

議案番号 議  案  名 説             明 

報告第 10 号 平成２９年度東海村一般

会計継続費精算報告につ

いて 

平成 29 年度東海村一般会計継続費精算報告書は，住居表示事業及び東新川改

修工事（第１期）において，継続年度が終了しましたので，地方自治法施行令

第 145 条第 2項の規定により，議会に報告するものであります。 

報告第 11 号 平成２９年度健全化判断

比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により，平成

29 年度の健全化判断比率について，監査委員の意見を付けて議会に報告するも

のであります。 
平成 29 年度決算をもとに健全化判断比率を算定したところ，いずれの指標に

ついても早期健全化基準を下回っております。 

報告第 12 号 平成２９年度資金不足比

率の報告について 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第 1項の規定により，平成

29 年度の資金不足比率について，監査委員の意見を付けて議会に報告するもの

であります。 
公営企業を含む特別会計における資金不足比率については，平成 29 年度決算

で資金不足を生じた特別会計はありません。 

報告第 13 号 平成２９年度公益財団法

人東海村文化・スポーツ振

興財団決算等の報告につ

いて 

公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団から平成 29 年度の決算等の報告

がありましたので，地方自治法第 243 条の 3 第 2 項の規定により，議会に報告

するものであります。 
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１ 財産目録 

（１）資産合計       １３３，１１８，５９６円 

（２）負債合計        ２３，７４２，６１１円 

（３）正味財産       １０９，３７５，９８５円 

２ 事業報告 

（１）平成 29 年度文化自主事業報告 

熱帯ＪＡＺＺ楽団スペシャルライブ２０１７with マリーン 外 10 件 

（２）平成 29 年度ギャラリー自主事業報告 

   芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展 外 10 件 

（３）平成 29 年度スポーツ自主事業報告 

   チャレンジスクール「弓道の部」 外 10 件 

議案第 58 号 東海村指定地域密着型サ

ービスの事業の人員，設備

及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改

正する条例 

 指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18
年厚生労働省令第 34 号）の一部改正に伴い，共生型地域密着型サービスに関す

る基準を追加するため条例の一部を改正するものであります。 

 ○改正内容 共生型地域密着型サービスに関する基準の追加 

議案第 59 号 平成３０年度東海村一般

会計補正予算（第３号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ６３１，６１０千円を追加し，予算総額を 

１９，５５８，５０７千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，法面落石防止対策工事及び東海南中学校倉

庫棟新設工事に係る経費のほか，平成 29 年度実質収支の確定に伴い必要な予算

措置を講じるものであります。 
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１ 歳入 

（１）村税             △３７千円 

（２）国庫支出金        １，９３４千円   

（３）県支出金         ７，５２３千円 

（４）繰入金         ２１０，４８３千円 

（５）繰越金        ４１１，０４７千円 

（６）諸収入             ６６０千円 

２ 歳出      

（１）議会費             ９３８千円 

（２）総務費         △７，９５８千円 

（３）民生費          １６，５８６千円 

（４）衛生費          ４，４４４千円 

（５）農林水産業費        ９，４４３千円 

（６）商工費          ２５，８１０千円 

（７）土木費         ３６２，５４６千円 

（８）消防費            ３６７千円 

（９）教育費          １４，７５８千円 

（10）公債費           △８４８千円 

（11）諸支出金        ２０５，５２４千円 

議案第 60 号 平成３０年度東海村国民

健康保険事業特別会計補

正予算（第 1号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ１５４，２１１千円を追加し，予算総額を 

３，５４８，９５８千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，平成 29 年度実質収支の確定に伴い必要な予

算措置を講じるものであります。 
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１ 歳入

（１）県支出金 ４９９千円 

（２）繰越金 １４８，５０７千円 

（３）諸収入   ５，２０５千円 

２ 歳出

（１）総務費 ５，２６５千円 

（２）保険給付費 ２３０千円 

（３）基金積立金  １０６，９９９千円 

（４）諸支出金  ４０，９８９千円 

（５）予備費 ７２８千円 

議案第 61 号 平成３０年度東海村後期

高齢者医療特別会計補正

予算(第 1号) 

予算総額に歳入歳出それぞれ５，０３１千円を追加し，予算総額を 

４２６，７４５千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，平成 29 年度実質収支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

繰越金  ５，０３１千円 

２ 歳出

諸支出金    ５，０３１千円 

議案第 62 号 平成３０年度東海村介護

保険事業特別会計補正予

算（第１号） 

（保険事業勘定） 

予算総額に歳入歳出それぞれ３２８，３７７千円を追加し，予算総額を 

２，８４５，０５７千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，平成 29 年度精算として介護給付費準備基金

への積立金のほか，平成 29 年度実質収支の確定に伴い必要な予算措置を講じる
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ものであります。 

１ 歳入          

（１）保険料            ７２１千円 

（２）国庫支出金          １，４９１千円 

（３）支払基金交付金      １，４２８千円 

（４）県支出金           ７４５千円 

（５）繰入金          ２，２５２千円 

（６）繰越金        ３２１，７３２千円 

（７）諸収入              ８千円 

２ 歳出      

 （１）総務費          １，６５０千円 

（２）地域支援事業費      ３，１４５千円 

（３）基金積立金      １９８，６０２千円 

（４）諸支出金       １２３，５８７千円 

（５）予備費          １，３９３千円 

 

（介護サービス事業勘定） 

予算総額から歳入歳出それぞれ５９６千円を減額し，予算総額を 

４，９７０千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，平成 29 年度実質収支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      

    繰越金          △５９６千円 
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２ 歳出

諸支出金 △５９６千円

議案第 63 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補

正予算（第 1号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ８８，６４７千円を追加し，予算総額を 

２４０，６８９千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，平成 29 年度実質収支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

繰越金  ８８，６４７千円 

２ 歳出

諸支出金   ８８，６４７千円 

議案第 64 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補

正予算（第 1号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ１８６，４９９千円を追加し，予算総額を 

３３１，８５９千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，換地処分交付精算金に係る経費等のほか，平成

29 年度実質収支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）繰入金   ８８，４５７千円 

（２）繰越金  ９，５８７千円 

（３）諸収入 ８８，４５５千円 

２ 歳出

（１）区画整理事業費  １７６，９１２千円 

（２）諸支出金  ９，５８７千円 
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議案第 65 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

計補正予算（第 1号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ２３，３０７千円を追加し，予算総額を 

４６，９７３千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，平成 29 年度実質収支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）繰入金             △６４０千円 

（２）繰越金           ２３，９４７千円 

２ 歳出 

（１）区画整理事業費       △６４０千円 

（２）諸支出金        ２３，９４７千円 

議案第 66 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補

正予算（第 1号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ２３３，６６３千円を追加し，予算総額を 

８９２，５７４千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，整地工事に係る経費等のほか，平成 29 年度実質

収支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）繰入金          ２０５，６２９千円 

（２）繰越金           ２８，０３４千円 

２ 歳出 

(１）区画整理事業費     ２０５，６２９千円 

（２）諸支出金         ２８，０３４千円 

議案第 67 号 平成３０年度水戸・勝田都

市計画事業東海村公共下

水道事業特別会計補正予

予算総額に歳入歳出それぞれ３１，３９６千円を追加し，予算総額を 

１，４４６，８４７千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，修繕工事に係る経費及び設計等委託事業に
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算（第 1号） 係る経費のほか，平成 29 年度実質収支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）繰入金         ３８，０７１千円       

（２）繰越金         △６，６７５千円 

２ 歳出      

公共下水道事業費     ３１，３９６千円 

議案第 68 号 平成２９年度東海村水道

事業会計利益の処分につ

いて 

 地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により，平成 29 年度剰余金処分計算書

のとおり，利益の処分について議決を求めるものであります。 

（剰余金の処分） 

 年度末残高      ７４７，６０８，８５６円 

 処分額        ２７６，１８２，０３２円 

 処分後残高      ４７１，４２６，８２４円 

議案第 69 号 平成２９年度東海村病院

事業会計利益の処分につ

いて 

地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により，平成 29 年度剰余金処分計算書

のとおり，利益の処分について議決を求めるものであります。 

（剰余金の処分） 

 年度末残高      ３１１，２６５，５０７円 

 処分額         ５５，６１７，７４７円 

 処分後残高      ２５５，６４７，７６０円 

議案第 70 号 指定管理者の指定につい

て（東海村病児・病後児保

育施設） 

東海村病児・病後児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  東海村病児・病後児保育施設 

２ 指定管理者となる団体の名称  公益社団法人地域医療振興協会 
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３ 指定管理者となる団体の所在地  東京都千代田区平河町二丁目６番３号 

４ 指定の期間  平成３１年５月１日から平成３８年３月３１日まで 

議案第 71 号 字の区域及び名称の変更

について 

水戸・勝田都市計画事業東海駅東土地区画整理事業の換地処分に伴い，大字

舟石川，大字船場及び大字村松の一部を舟石川駅東一丁目，舟石川駅東二丁目，

舟石川駅東三丁目及び舟石川駅東四丁目に変更するため，地方自治法第 260 条

第 1 項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

議案第 72 号 村道路線の認定について （村道１４２５号線・村道１４２６号線・村道３２９９号線） 

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(2 路線)と国

道２４５号と村道０２０７号線への取付道路（1 路線）を認定するため，道路法第8条第2

項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

認定第１号 平成２９年度東海村一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

・歳入総額      １９，１８４，４９８，９２７円 

・歳出総額     １８，４７３，７７１，４８８円 

（特別会計への繰出金：２，５４１，１８７，８９３円） 

・差引額        ７１０，７２７，４３９円 

・翌年度繰越財源      ９９，６８０，０００円 

・実質収支額      ６１１，０４７，４３９円 

認定第 2号 平成２９年度東海村国民

健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

・歳入総額      ３，７２７，１０６，４４３円 

（一般会計からの繰入金：２８０，２５０，０００円） 

・歳出総額      ３，５７８，５９５，５２９円 

・差引額            １４８，５１０，９１４円 

・実質収支額        １４８，５１０，９１４円 
認定第 3号 平成２９年度東海村後期

高齢者医療特別会計歳入

・歳入総額         ４１３，３０２，２９６円 

（一般会計からの繰入金：６３，２１９，８９３円） 
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歳出決算の認定について ・歳出総額         ４０８，２７０，３６５円 

・差引額             ５，０３１，９３１円 

・実質収支額            ５，０３１，９３１円 

認定第 4号 平成２９年度東海村介護

保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

 

 

 

（保険事業勘定） 

・歳入総額      ２，８５０，５９０，０８０円 

（一般会計からの繰入金：４７６，９８７，０００円） 

・歳出総額      ２，５２８，８５６，４９４円 

・差引額        ３２１，７３３，５８６円 

・実質収支額         ３２１，７３３，５８６円 

（介護サービス事業勘定） 

・歳入総額          ５，４８６，６３０円 

・歳出総額           ５，０８２，８５０円 

・差引額               ４０３，７８０円 

・実質収支額            ４０３，７８０円  

認定第 5号 平成２９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歳

入歳出決算の認定につい

て 

・歳入総額         ２０２，６０３，９６１円 

（一般会計からの繰入金：１１５，７１５，０００円） 

・歳出総額         １１３，９５６，１７８円 

・差引額           ８８，６４７，７８３円 

・実質収支額       ８８，６４７，７８３円 
認定第 6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歳

入歳出決算の認定につい

・歳入総額          ９６，３６４，０３５円 

（一般会計からの繰入金：７０，６４０，０００円） 

・歳出総額         ５９，９９２，８２６円 

・差引額               ３６，３７１，２０９円 
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て ・翌年度繰越財源       ２６，７８４，０００円 

・実質収支額           ９，５８７，２０９円 

認定第 7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

計歳入歳出決算の認定に

ついて 

・歳入総額         １６５，７６１，００５円 

（一般会計からの繰入金：８１，５０２，０００円） 

・歳出総額           １３７，５７８，６９７円 

・差引額          ２８，１８２，３０８円 

・翌年度繰越財源        ４，２３５，０００円 

・実質収支額          ２３，９４７，３０８円 

認定第 8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歳

入歳出決算の認定につい

て 

・歳入総額       １，０７８，００４，４８７円 

（一般会計からの繰入金：５５９，３１０，０００円） 

・歳出総額         ９３７，０２１，０１２円 

・差引額          １４０，９８３，４７５円 

・翌年度繰越財源      １１２，９４９，０００円 

・実質収支額         ２８，０３４，４７５円 

認定第 9号 平成２９年度水戸・勝田都

市計画事業東海村公共下

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

・歳入総額      １，９１６，１７６，７３４円 

（一般会計からの繰入金：８９３，５６４，０００円） 

・歳出総額        １，７４３，１４９，７４５円 

・差引額         １７３，０２６，９８９円 

・翌年度繰越財源     １５４，７０１，０００円 

・実質収支額        １８，３２５，９８９円   

認定第 10 号 平成２９年度東海村水道

事業会計歳入歳出決算の

認定について 

（一般会計からの出資金等：１７５，２７１，２００円） 

１・収益的収入      ８４６，４０１，７２０円 

・収益的支出        ７６８，２１２，７８２円 
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 ・収益的収支       ７８，１８８，９３８円 

２・資本的収入     １０２，３７２，０００円 

 ・資本的支出     ３４４，０１６，０６４円 

 ・資本的収支    △２４１，６４４，０６４円 

認定第 11 号 平成２９年度東海村病院

事業会計歳入歳出決算の

認定について 

（一般会計からの出資金等：４０８，４７７，０００円） 

１・収益的収入    １，９８９，７５７，３８２円 

・収益的支出    ２，００４，０５０，１７５円 

 ・収益的収支      △１４，２９２，７９３円 

２・資本的収入      ７６，３７２，０００円 

 ・資本的支出     １３１，３４０，３６１円 

 ・資本的収支     △５４，９６８，３６１円 

※ 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） 

         ・地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号） 

         ・地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号） 

         ・土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 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，会期中に，補正予算１件，工事請負契約の締結４件（病児保育施設建設工事，文化センターホール音響設備更新工

事，総合体育館特定天井対策・照明ＬＥＤ化等工事，久慈川河川敷グランド整備工事），人事案件１件（東海村教育委員会

委員の任命）の合計６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３０年度９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 

18,908,000 18,926,897 631,610 19,558,507 

 

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 10,914,043 △ 37 10,914,006

地方譲与税，交付金等 971,570 0 971,570

分担金及び負担金 158,153 0 158,153

使用料及び手数料 185,507 0 185,507

国庫支出金 3,248,585 1,934 3,250,519

県支出金 982,315 7,523 989,838

財産収入 38,828 0 38,828

繰入金 2,021,187 210,483 2,231,670

繰越金，諸収入等 406,709 411,707 818,416

合計 18,926,897 631,610 19,558,507

歳　入

   
 

３．歳入補正予算の主な内訳 ＊（ ）内は補正額 

  ○繰入金【210,483千円】 ＊各特別会計の決算確定に伴う繰入金 

・ 介護保険事業特別会計繰入金（99,180千円） 

  ・ 後期高齢者医療特別会計繰入金（5,031千円） 

  ・ 東海駅西土地区画整理事業特別会計繰入金（88,647千円） 

  ・ 東海駅東土地区画整理事業特別会計繰入金（9,587千円） 

  ・ 東海駅西第二土地区画整理事業特別会計繰入金（23,947千円） 

  ・ 東海中央土地区画整理事業特別会計繰入金（28,034千円） 

  ・ 財政調整基金繰入金（△51,707千円）※歳入歳出調整のため 

 ○繰越金【411,047千円】 

  ・ 一般会計前年度繰越金（411,047千円）  

     （繰越確定額611,047,439円－当初予算額200,000,000円＝補正額411,047,439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 209,566 938 210,504

総務費 2,744,710 △ 7,958 2,736,752

民生費 5,309,976 16,586 5,326,562

衛生費 2,015,744 4,444 2,020,188

農林水産業費 626,422 9,443 635,865

商工費 270,874 25,810 296,684

土木費 3,761,242 362,546 4,123,788

消防費 625,095 367 625,462

教育費 2,557,185 14,758 2,571,943

災害復旧費 5 0 5

公債費 634,005 △ 848 633,157

諸支出金 135,147 205,524 340,671

予備費 36,926 0 36,926

合計 18,926,897 631,610 19,558,507

歳　出

 

 

記者会見資料 
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５．歳出補正予算の主な内訳 

・街頭防犯カメラ設置工事（9,862千円）

 茨城県街頭防犯カメラ設置促進事業補助金を活用し，平成 31 年度の茨城国体開催に向けて公

共の場の安全安心確保の向上のために，村内11箇所に街頭防犯カメラを設置する。 

・コミュニティセンター駐車場整備工事（12,064千円）

舟石川コミセン駐車場の賃借する土地の整備する。

・法面落石防止対策工事（31,936千円）

道路法面からの落石防止対策工事を行う。

・東海南中学校倉庫棟新設工事（19,200千円）

平成 31 年度に実施予定の給食室増改築工事に伴い，工事エリア及び駐車スペースを確保する

ため倉庫棟を撤去・新設する。 

・総合体育館給水管更新工事（10,584千円）

総合体育館の地中に埋設された給水管の更新のための工事を行う。
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