
令和元年度 第 1回

東海村村長定例記者会見資料

№ 案　件　名 担当課 ページ

1 　第 18回国際親善姉妹都市学生訪問団の派遣について 秘書広報課 1

2 　村政懇談会の開催について 地域づくり推進課 2

３ 　保育士等緊急雇用対策事業について 子育て支援課 3

４ 　国道6号東海拡幅等整備促進協議会の設立について 都市整備課 4-5

　　　　　　　　　　　　　　　　イ ベ ン ト

5
　「とうかい環境フェスタ 2019 with キャンドルナイト」及び
　「茨城国体東海村炬火集火イベント」の開催について（同時開催）

環境政策課
国体・スポーツ推進課

6

6 　「第 41回東海まつり」の開催について 産業政策課 ７

7 　刊行物のお知らせ
　「ふるさと歴訪 第二集」，「歴史と未来の交流館研究紀要Ⅰ」 生涯学習課 ８

8 　「スカシユリ見学会」の開催について 生涯学習課 9

9 　「エンジョイ・サマースクール」の開催について 生涯学習課 10

　　　　　　　　　　　　　　　　議 案 等

10 　令和元年度 第 2回 東海村議会定例会提出議案概要 総務課 11-14

11 　令和元年度 6 月補正予算案概要（一般会計） 企画経営課 15

日　付　令和元年 5月３１日（金）
時　間　午前 10時 30分～ 11時 30分
場　所　東海村役場 庁議室

村　長 副村長 企画総務部長 秘書広報課長 課長補佐 係　長 担　当 起　案
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東海村記者発表資料 

令和元年 5月 31日(金) 
企画総務部 秘書広報課 
女性活躍・国際化担当 
電話：029-282-1711(内線 1304) 

 

第１８回国際親善姉妹都市学生訪問団の派遣について 

 

本村は，昭和５６年に米国アイダホフォールズ市と国際親善姉妹都市の盟約

を結んで以来，一般訪問団及び学生訪問団の派遣・受入をそれぞれ隔年で実施

し，これまで一般及び学生合わせて 1,000 人以上の方が相互に訪問をしてまい

りました。 

今年度は，東海村から学生訪問団（１３歳～１７歳の学生１５名，引率者３

名）を下記の日程で米国アイダホフォールズ市へ派遣いたします。お互いの交

流を通して，両市村の親睦を深めるとともに，子どもたちの国際的な視野を育

み，異文化への理解を深めるための貴重な機会となっております。 

 

１ 期  間   令和元年７月２５日（木）～８月６日（火）（１３日間） 

２ メンバー   学生１５人（男５人，女１０人），引率者３人の計１８人 

３ 行  程   下表参照 

7/25（木） 午後 1時 30分ごろ東海村を出発（予定） 

7/26（金） 米国アイダホフォールズ市到着 

7/26（金）-8/5（月） 
ホームステイ，アクティビティ 

土・日曜日はファミリーデー 

8/5（月） 米国アイダホフォールズ市出発 

8/6（火） 帰国 

 

４ そ の 他   前回（平成２９年度）の様子は，東海村姉妹都市交流協議会

ホームページでご覧いただけます。 

          



  

 

２ 

東海村記者発表資料 

令和元年 5月 31日(金) 
村民生活部 地域づくり推進課 
地域づくり推進担当 
電話：029-282-1711(内線 1461) 

 

令和元年度「村政懇談会」を開催します！  

  

「村政懇談会」を村内６地区で開催します。今年度は各地区で開催日程， 

内容等が異なります。現時点での予定をお知らせします。詳しくは地域 

づくり推進課までお問合せください。 

 

対 象 地 区 期   日 場   所 

［石神地区］ 

外宿 1 区，外宿２区，

内宿１区，内宿 2 区，

竹瓦区 

６月２５日（火） 

19：00～21：00 
石神コミュニティセンター 

［白方地区］(＊) 

白方区，豊岡区，岡区，

百塚区，亀下区，原子

力機構百塚区，豊白区，

村松北区 

６月２９日（土） 

Ⅰ部 9:30～10:50 

Ⅱ部11:00～12:00 

白方コミュニティセンター 

［舟石川・船場地区］

船場区，舟石川１区，

舟石川２区 

７月２日（火） 

19：00～21：00 
舟石川コミュニティセンター 

［中丸地区］ 

押延区，須和間区，舟

石川中丸区，原子力機

構長堀区，緑ヶ丘区，

南台区，フローレスタ

須和間区 

７月４日（木） 

19：00～20：30 
中丸コミュニティセンター 

［村松地区］ 

宿区，照沼区，川根区，

原子力機構箕輪区 

７月１１日（木） 

18：30～20：30 
村松コミュニティセンター 

［真崎地区］ 

真崎区，舟石川３区，

原子力機構荒谷台区 

７月１３日（土） 

9：00～12：00 
真崎コミュニティセンター 

（＊）白方地区はⅠ部で各自治会執行部によるワークショップ形式での意見交換会を，

Ⅱ部は自由意見交換を実施します。一般の方は、Ⅱ部の自由意見交換からの参加 

になりますが，Ⅰ部の聴講もできます。 
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東海村記者発表資料 
令和元年 5月 31日(金) 
福祉部 子育て支援課 認定・給付担当 
電話：029-282-1711(内線 1185) 

 

 

保育士等緊急雇用対策事業について 

 

今年３月時点の全国の保育士求人倍率は３.３７倍で，全職業平均の１.５０

倍を大きく上回っていますが，子どもの命を預かる責任の重さに比べ，長時間

労働や不規則な勤務形態，低賃金など，保育士が働きやすい職場環境づくりや

処遇改善は進んでいない状況です。 

本村の公立･私立保育施設では，ここ数年，他市町村への人材流出もあり，保

育士等の確保が厳しい状況が続いており，保育サービスの継続や安全な環境づ

くりに支障が生じています。待機児童を解消する上で最大の課題は保育士の確

保でありますが，１０月から始まる「幼児教育・保育無償化」によって潜在的

な保育ニーズが掘り起こされた場合，保育士不足に一層拍車がかかる恐れも懸

念されます。 

公立･私立に関わらずこのような深刻な状況が続いた場合，施設の運営にも支

障をきたすことから，東海村では，これらの背景を踏まえた即時性の高い保育

士確保策として復職支援・処遇改善を中心とした複数の政策的な支援を進める

ことで，保育士の就業継続と離職防止を図り，もって，保育の質の向上と保育

士が働きやすい職場の環境整備を促進します。 

 

【助成金の概要】 

① 潜在保育士等復職支援助成金 

【条 件】１年以上現場を離れていた方が村内保育施設で復職 

【助成額】１０万円／人（１回のみ） 

② 保育士等処遇改善助成金 

【条 件】村内（公立・私立）保育施設に勤務している保育士等 

【助成額】月額５千円（直接口座振り込み） 

③ 保育士等就労支援家賃助成金 

【条 件】当該者の名義でアパート等の賃借契約をしている 

【助成額】月額２万円 

 

 

【対象者】村内の公立・私立認可保育施設に勤務する 

保育士等  

 ＊保育施設：認可保育所，認定こども園，小規模保育施設 

 ＊保育士等：保育士，保育教諭 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538957225/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC90YWcvJUU0JUJGJTlEJUU4JTgyJUIyJUU1JUEzJUFCLw--/RS=%5eADBtD0lUvnSzyA5aTjA1gJKHQdORNw-;_ylt=A2RCL5MpTrlbLFEAzQwdOfx7


  

 

 

東海村記者発表資料 
令和元年 5月 31日(金) 
建設部 都市整備課 都市計画推進担当 
電話：029-282-1711(内線 1233・1235) 

 

国道６号東海拡幅等整備促進協議会の設立について 

  

今年度，東海村内の国道・県道３路線が新規事業採択されました。特に

国道６号は災害時の避難経路としての機能を早急に果たすため，慢性的な

渋滞を解消する必要があります。 

この度，早期整備促進を目的とし，地元自治会等の協力の下，「国道６

号東海拡幅等整備促進協議会」を立ち上げました。 

 

■活動内容 

○国道６号東海拡幅等整備促進協議会設立総会開催（５月２４日開催） 

○地元住民を対象とした説明会等の実施 

○関係機関への要望活動の実施 

 

■協議会名簿 

（敬称略） 

役職名 職 名 氏 名 備 考 

会 長 

副会長 

監 事 

 

 

 

 

東 海 村 長 

東海村商工会会長 

東海村観光協会会長 

東海村議会議長 

茨城県議会議員 

外宿一区自治会長 

船場区自治会長 

舟石川一区自治会長 

山 田  修 

佐藤 映史 

川﨑 敏秀 

大内 則夫 

下路 健次郎 

坪井 章次 

萩谷 清美 

山川 典夫 

 

 

４ 



  

 

 

東海村記者発表資料 
令和元年 5月 31日(金) 
建設部 都市整備課 都市計画推進担当 
電話：029-282-1711(内線 1233・1235) 

 

 

 

【補助事業】 
水戸外環状道路 

6.1km 

【補助事業】 
国道 245 号 
久慈大橋 
1.0km 

【直轄事業】 
国道 6 号 
東海拡幅 
3.1km 

令和元年度 東海村新規事業採択路線（３路線） 

凡例 

     国道拡幅 

     新規道路整備（県道） 

５ 
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東海村記者発表資料 

令和元年 5月 31日(金) 
村民生活部 環境政策課 環境計画・緑化推進担当 
国体・スポーツ推進課 国体スポーツ推進担当 
電話：029-282-1711(内線 1454) 

 

「とうかい環境フェスタ２０１９ with キャンドルナイト」及び 

同日開催「茨城国体東海村炬火集火イベント」の開催について 

 

とうかい環境村民会議では，「伝えよう 子どもたちに 水と緑 ゆたかな ふるさとを」

をテーマとして，「とうかい環境フェスタ２０１９withキャンドルナイト」を開催します。 

村内外の事業者・団体の環境活動の発表や啓発を目的に開催している「とうかい環境

フェスタ」では，資源循環や再生可能エネルギーの活用を通し，持続可能な社会を目指し

た取組みを紹介しています。またキャンドルの光を灯しながら環境について考える機会

を提供する「キャンドルナイト」を同時に開催しており，子どもから大人まで，「見て」

「聞いて」「体験できる」イベントとなっております。 

今年は茨城国体期間中に選手を見守るシンボルとなる「炬火」の集火イベントも同日

に開催し，その火を使ってキャンドルナイトへの点火を行います。 

 

 １ 日 時 令和元年８月３日（土）午後４時～午後８時頃 

       環境フェスタ：午後４時～午後６時 

       茨城国体東海村炬火集火イベント：午後４時４５分～午後５時４５分 

      キャンドルナイト：午後６時３０分～午後８時 

２ 会 場 東海村役場 中庭及び駐車場（東海村東海三丁目７番１号） 

３ 主 催 とうかい環境村民会議（運営：とうかい環境フォーラム実行委員会） 

４ 内 容 企業や団体による環境活動のブース展示／抽選会 

／ベビー・こども用品のリユースブース／炬火集火イベント 

／キャンドルナイト／キャンドルアート展示及びコンテスト 等 

（内容は今後変更する場合もあります） 

 

※同イベントは村内小学生を対象とする「エンジョイ・サマースクール」の一環としても開催 

しています。 

※東海村炬火集火イベント内容 

採火した村内各小学校の火，村内各中学校ホッケー部の火，東海村ホッケー少年団の火の９つ

の火を国体出場４選手へと繋ぎ，最終的に炬火受皿へ集火して東海村の炬火を完成させる。 

９つの火の入場の際には，それぞれの炬火名とそこに込められた思いや願いをアナウンスする。

また，公募した東海村の炬火名を発表するとともに，炬火名採用者への記念品贈呈を行う。
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東海村記者発表資料 

令和元年 5月 31日(金) 
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４１回 東海まつり」の開催について 

  

東海村の夏の風物詩「東海まつり」が開催されます。 

今年のテーマは゛わっ！東海村“です。「驚きの゛わっ！”」 

「人と人がつながる輪」「平和の和」，例年よりもグレードアップした企 

画をお届けいたします。 

皆さま お誘いあわせの上，ぜひご来場ください。 

 

【イベント】 

   ■期日  令和元年７月２８日（日） 

   ■場所  東海駅東大通り 
 

    東海駅東大通りが歩行者天国となります。さまざまなステージイベント，山車やお神

輿，東海音頭が盛大に繰り広げられます。また，フードエリアでは，地元の美味しいフ

ードが堪能できます。 

【花火大会】 

   ■期日  令和元年８月１１日（日） 

   ■場所  阿漕ヶ浦公園 
 

    「現代の名工」にも選ばれた日本一の花火師『野村陽一 氏（野村花火工業 株

式会社）』の全面プロデュースによる約３，０００発の花火が夜空を彩ります。 

    他では味わうことのできない，間近で打ち上げられる迫力と臨場感を，ぜひ体験し

てみてください。 

 

 

 

 

 

 



  

 

８ 

東海村記者発表資料 
令和元年 5月 31日(金) 
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 1423) 

 

～刊行物のお知らせ～ 

ふるさと歴訪第二集 ・ 歴史と未来の交流館研究紀要Ⅰ 

  

＼大好評！広報とうかいで連載中「ふるさと歴訪」の冊子化第２弾／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼村の歴史・自然の最前線の研究成果を発信！／ 

 

 

広報とうかいに連載してきた「ふるさと歴訪」（平

成 20～29 年度掲載分）と，「自然調査最前線‼」（平

成 27～29 年度掲載分）を１冊にまとめた『ふるさ

と歴訪第二集』を刊行しました！ 

村の歴史や自然についてやさしい語り口で 153

話収録されています。A5 サイズと手に取りやすい大

きさで，幅広い年代の方におすすめです。 
 

〇購入：東海村役場 4 階生涯学習課・村立図書館 

〇閲覧：村立図書館 

〇価格：600 円 

『歴史と未来の交流館研究紀要Ⅰ』 

（仮称）歴史と未来の交流館の開館に向け，東海

村の歴史や自然に関する調査・研究成果を公開する

ことを目的として，『歴史と未来の交流館研究紀要

Ⅰ』を刊行しました！ 

第１号である今回は，博物館作りに奮闘する学芸

員の記録と，特集として真崎城跡の調査結果を掲載

しています。 

〇購入：東海村役場 4 階生涯学習課・村立図書館 

〇閲覧：村立図書館 

〇価格：200 円 

ふるさと歴訪 第二集 
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東海村記者発表資料 

令和元年 5月 31日(金) 
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 とうかいまるごと博物館  

 

自然のスカシユリを見よう 

～村の花スカシユリ見学会参加者募集～ 
 

平成２２年度からほぼ毎年開催している村の花スカシユリの見学会。 

今年は JAEA構内に自生する貴重なスカシユリと，昨年度から開始した

スカシユリ試験栽培の様子を専門家の解説を交えて観察します。 

スカシユリの咲くふるさとづくりをここから一緒に始めませんか？？ 

 

【日時】  

令和元年７月１２日金曜日 午後１時３０分～午後４時 

 

【内容】 

JAEA構内スカシユリ見学 

スカシユリ試験栽培地の観察 

 

【対象】 

村内在住・在勤の方 先着１０名 

 

【その他】 

写真付き公的身分証明（マイナンバーカード，運転免許証等），飲み

物を持参してください。また，帽子，スニーカーを着用し御参加ください。 

 

【申込み・問合せ】 

６月17日（月）午前９時～28日（金）までに，▽氏名▽住所▽電話番

号▽行事名――を明記の上，持参･電話･メールのいずれかで，生涯学

習課文化財･芸術文化担当（役場行政棟４階 電話０２９（２８２）１７１１ 

内線１４２２✉maruhaku@vill.tokai.ibaraki.jp）へ申し込みくださ

い。 
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東海村記者発表資料 

令和元年 5月 31日(金) 
教育委員会 生涯学習課 

青少年センター 
電話：029-282-7049 

 

今年もやります！ 東海村の小学生の夏の一大風物詩 

エンジョイ・サマースクール開催事業 
 

１ 概要 

「夏休み」は，子どもたちにとって学校

だけでなく家庭・地域で様々な知識や知

恵，社会的実践力を培う絶好の機会です。 

本事業は学校の授業ではできない学びを

推進し，課題を解決しようと「自ら進んで

学んでいく」姿勢を育てていくことをねら

いとしており，多くの体験によって充実し

た夏休みの実現を支援するとともに，教育の活性化と学習意欲の向上を目指します。 

多くの地域団体等の協力のもと，多彩なプログラムを作成して児童とその保護者に紹介し

スタンプラリー形式で，科学実験や自然体験など毎年１００以上の講座を開催します。 

 

２ 内容 

（１）実施期間 令和元年７月２０日（土）～８月２８日（水） 

（２）対象学年 村内在住小学生全学年（約２,４００名） 

（３）主催等  プログラムの実施主体は，学校をはじめ，行政各部課局室，市民団体，民間

企業，財団法人，大学行政法人，地域の施設等。 

 

３ 講座の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年度にスタートした本事業は，平成２７年度より 
「東海村まち・ひと・しごと創成総合戦略」に位置付けられ，今年度で１６年目を迎えます！ 

年度 協力団体数 参加児童数 講座数 

H27 36 10,836 120 

H28 36 9,050 112 

H29 59 11,746 155 

H30 93 14,927 203 

〔ドローンの最新技術を体験しよう！〕 

〔近年の開催状況〕 

〔ナゾのワラ人形「大助人形」を作ろう！〕 

〔ホッケーを体験してみよう！〕 



  

 

  令和元年第２回東海村議会定例会提出議案概要 

                                            令和元年５月２９日 

議案番号 議  案  名 説          明 

報告第 3号 平成３０年度東海村一般

会計継続費繰越計算書 

平成３０年第３回，第４回及び平成３１年第１回定例会において，平成３０年度東

海村一般会計補正予算（第３号），（第４号），（第５号）及び（第７号）で議決をいた

だきました平成３０年度継続費予算現額２５９，８８３千円につきましては， 

４８１，０４０円を令和元年度へ逓次繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４

５条第１項の規定により報告するものであります。 

報告第 4号 平成３０年度東海村一般

会計繰越明許費繰越計算

書 

平成３１年第１回定例会において，平成３０年度東海村一般会計補正予算（第７号）

及び（第８号）で議決をいただきました繰越明許費３２５，１３７千円につきまして

は，３２５，００５千円を令和元年度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により報告するものであります。 

報告第 5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

繰越明許費繰越計算書 

平成３１年第１回定例会において，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２号）で議決をいただきました繰越明許費  

４１，７２８千円につきましては，３０，６９０千円を令和元年度へ繰り越しました

ので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

報告第 6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

繰越明許費繰越計算書 

平成３１年第１回定例会において，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２号）で議決をいただきました繰越明許費  

２１２，９１７千円につきましては，２０９，７１７千円を令和元年度へ繰り越しま

したので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

報告第 7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

繰越明許費繰越計算書 

平成３１年第１回定例会において，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算（第３号）で議決をいただきました繰越明許費 

７，９９８千円につきましては，全額を令和元年度へ繰り越しましたので，地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

１１ 



  

 

承認第 1号 専決処分の承認を求める

ことについて 

 

（東海村税条例等の一部を改正する条例） 

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い，東海村税条例等の一部を改正する

条例について専決処分をしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報

告し，承認を求めるものであります。 

 ○改正の内容 

   住宅ローン控除の拡充，子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置，

軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減 

承認第 2号 専決処分の承認を求める

ことについて 

 

（東海村都市計画税条例の一部を改正する条例） 

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い，東海村都市計画税条例の一部を改

正する条例について専決処分をしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定に

より報告し，承認を求めるものであります。 

 ○改正の内容 

帰還環境整備推進法人が整備する公共施設に係る課税標準の特例措置の創設，

特定所有者不明土地を利用した地域福利増進事業に係る課税標準の特例措置の創

設 

承認第 3号 専決処分の承認を求める

ことについて 

 

（東海村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い，東海村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について専決処分をしましたので，地方自治法第１７９条第３

項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 

○改正の内容 

国民健康保険税賦課限度額及び軽減判定所得基準額の引上げ 

承認第 4号 専決処分の承認を求める

ことについて 

（東海村介護保険条例の一部を改正する条例） 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正

する政令の施行に伴い，東海村介護保険条例の一部を改正する条例について専決処分

をしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるも
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のであります。 

〇改正の内容 

低所得者の保険料軽減強化 

議案第 35号 東海村村税外収入金の滞

納金督促手数料及び延滞

金徴収条例の一部を改正

する条例の制定について 

村税外収入金の延滞金の額を算定する端数計算について，地方税法第２０条の４の

２第２項及び第４項に規定する延滞金の額を算定する端数計算との均衡を図るため，

条例の一部を改正するものであります。 

議案第 36号 東海駅西口広場再整備基

金の設置，管理及び処分

に関する条例を廃止する

条例の制定について 

東海駅西口広場再整備２期工事完了に伴い，基金の目的が達成したため，条例を廃

止するものであります。 

議案第 37号 令和元年度東海村一般会

計補正予算（第１号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ４８，７０５千円を追加し， 

予算総額を１９，０９３，７０５千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，わくわく茨城生活実現事業移住支援金及びプレミアム

付商品券発行事業の増額に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入      

（１）国庫支出金       ４７，６９７千円 

（２）県支出金           ７５０千円 

（３）繰入金            ２５０千円 

（４）諸収入               ８千円 

 

２ 歳出      

（１）総務費           １，０００千円 

（２）民生費          ４７，７０５千円 
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議案第 38号 村道路線の認定，廃止及

び変更について 

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（２路線）

し，並びに東海駅東土地区画整理事業の道路に関する工事の完了に伴い，関係する道

路を認定（１路線）し，廃止（８路線）し，及び変更（３路線）する必要があるため，

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。 

 

※ 法律等関係 ・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） 

・地方税法等の一部を改正する法律（平成 31年法律第 2号） 

・地方税法施行令の一部を改正する政令（平成 31年政令第 87号） 

・介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成 31年政令第 118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，工事請負契約等の締結 10件（庁舎空調設備改修工事・東新川用排水路改修工事（第 4 期工事）・真崎浦

排水機場改修工事・白方コミュニティセンター内装改修工事・中央地区神楽沢近隣公園ほか粗造成工事・東海南中学校給食

室増改築工事・（仮称）歴史と未来の交流館建設工事（建築工事）及び外構工事・（仮称）歴史と未来の交流館建設工事（電

気設備工事）・（仮称）歴史と未来の交流館建設工事（機械設備工事）・（仮称）歴史と未来の交流館展示制作業務委託）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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令和元年度６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 補正額 補正後の額 

19,045,000 48,705 19,093,705 

 

２．歳入歳出予算款別総括表                         （単位：千円） 

 

３．歳入補正予算の主な内訳 ＊（ ）内は補正額 

〇国庫支出金【47,697千円】 

 ・プレミアム付商品券事務費補助金（17,697千円） 

 ・プレミアム付商品券事業費補助金（30,000千円） 

 〇県支出金【750千円】 

 ・わくわく茨城生活実現事業費補助金（750千円） 

〇繰入金【250千円】 

  ・財政調整基金繰入金（250千円）  

 

４．歳出補正予算の主な内訳 

 〇総務費【1,000千円】 

 ・わくわく茨城生活実現事業移住支援金（1,000千円）  

   茨城県と県内 32市町村が共同して実施する「わくわく茨城生活実現事業」（地方創生推進交付

金対象事業）について，移住支援金を増額補正する。 

給付想定数：1,000千円／1世帯 

 

 〇民生費【47,705千円】 

・プレミアム付商品券発行事業（47,705千円）  

   プレミアム付商品券発行に係る事務費及び補助金を増額補正する。対象者 6,000人分。 

 

記者会見資料 

款 補正前 補正額 補正後 款 補正前 補正額 補正後

村税 10,784,615 0 10,784,615 議会費 206,677 0 206,677

地方譲与税，交付金等 1,017,834 0 1,017,834 総務費 2,730,119 1,000 2,731,119

分担金及び負担金 167,663 0 167,663 民生費 5,342,903 47,705 5,390,608

使用料及び手数料 180,064 0 180,064 衛生費 1,943,564 0 1,943,564

国庫支出金 3,025,185 47,697 3,072,882 農林水産業費 630,726 0 630,726

県支出金 986,712 750 987,462 商工費 320,954 0 320,954

財産収入 38,479 0 38,479 土木費 3,126,289 0 3,126,289

繰入金 2,304,337 250 2,304,587 消防費 632,949 0 632,949

村債 124,400 0 124,400 教育費 3,363,109 0 3,363,109

繰越金，諸収入等 415,711 8 415,719 災害復旧費 5 0 5

合計 19,045,000 48,705 19,093,705 公債費 562,835 0 562,835

諸支出金 134,870 0 134,870

予備費 50,000 0 50,000

合計 19,045,000 48,705 19,093,705

歳　入 歳　出
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