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担当課担当課担当課担当課

予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））

説説説説　　　　　　　　明明明明

2,5282,5282,5282,528

１　バーミングハム市長一行の受入れ

２　バーミングハム市青少年一行の受入れ

３　タウランガ市長一行の受入れ

４　第11回フレンドシップ・キルト展の開催

13,21113,21113,21113,211

１　ゆめ・夢ライブ2014の開催

２　開館10周年記念音楽祭の開催

【関連歳入】 繰入金 6,8006,8006,8006,800 田正記念事業基金繰入金

42,96242,96242,96242,962

１　ケーブルテレビ、コミュニティＦＭを活用

　して、行政情報の発信を推進する。

２　ユーチューブを活用し、市外への情報発信

　を図る。

2,4002,4002,4002,400

市の現状と将来への展望等を冊子にまとめ、市

内外に広くＰＲするとともに、市の現状を記録

し保存する。

【関連事項：発行事業に係る債務負担行為設

定】

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

新庁舎

整備局

1,164,0951,164,0951,164,0951,164,095

１　新庁舎建設工事の実施

　　＜平26～30年度継続＞

　　　継続費総額  12,989,629千円

　　　　26年度： 　　852,690千円

　　　　27年度： 　5,470,497千円

　　　　28年度： 　5,071,710千円

　　　　29年度： 　1,523,271千円

　　　　30年度：　　  71,461千円

２　新庁舎建設基本・実施設計の委託

３　数沢川改修工事の実施

　　＜平25～26年度継続＞

　　　継続費総額　285,000千円

　　　　25年度：　213,750千円

　　　　26年度：　 71,250千円

４　新庁舎建設用地（助川町）の取得

      305.05㎡

【関連歳入】 市債 774,800774,800774,800774,800

新庁舎建設事業債

新庁舎建設事業債（合併特例事業債）

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

132,660132,660132,660132,660

(株)日立製作所と共同して実施する未来都市モ

デルプロジェクトを推進するため、交流セン

ターへの太陽光発電設備等の設置等を行う。

【関連歳入】 繰入金 125,777125,777125,777125,777 震災復興基金繰入金

5,4365,4365,4365,436

日立市と十王町の合併10周年を迎えるに当た

り、記念式典等を実施する。

天気相談所 9,5619,5619,5619,561

１　市内6箇所に設置している観測機器の更新

２　観測記録等をまとめた記念誌の発行

　　（開設60年記念）

市民活動課 114,218114,218114,218114,218

１　外壁改修工事

２　昇降機改修工事など

都市政策課 【関連歳入】 繰入金 100,000100,000100,000100,000 日立駅前開発整備基金繰入金

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

市民活動課 41,50041,50041,50041,500

１　水木交流センター耐震診断委託

２　東金沢体育館雨樋改修工事

３　久慈体育館解体及び敷地整地工事など

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

31,10531,10531,10531,105

１　防災資機材等の整備

２　災害時協力井戸の水質検査

３　地域防災計画の改訂

４　緊急情報伝達体制の整備

9,3629,3629,3629,362

１　食品等放射能濃度の測定業務

２　放射線測定器及び放射能測定器の点検調整

　など

総総総総

　　　　

務務務務

　　　　

費費費費

市民活動課

生活安全課

市勢要覧発行事業費

予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

シビックセンター計画修繕経費

新庁舎建設事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕日立市・十王町合併10周年記

念事業費

広聴広報課

田正記念事業

（田正記念事業費）

企画調整課

未来都市モデルプロジェクト推進事

業費

気象情報収集発信事業

（運営経費）

姉妹都市交流事業

（国際交流事業費）

防災体制整備事業費

放射線等対策事業

（原子力安全対策事業費）

交流センター改修事業

（交流センター運営経費）

行政放送事業費



担当課担当課担当課担当課

予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））

説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

生活安全課 20,76220,76220,76220,762

１　防犯サポーターによるパトロール活動

２　防犯講演会、防犯リーダー講習会の実施

３　防犯啓発用品の配布

４　防犯用品購入経費補助、青色防犯回転灯設

　置費補助

５　駅前周辺防犯カメラ設置工事

市民活動課 2,8902,8902,8902,890

１　第28回日立市平和展の開催

２　「平和への旅」青少年派遣事業の実施

３　8.15平和集会・平和行進事業に対する助成

707,757707,757707,757707,757

平成26年4月1日からの消費税率の引上げに際

し、低所得者への影響を緩和するため、臨時的

な措置として給付金を給付する。

・給付対象者1人につき10,000円（老齢基礎年

金、児童扶養手当受給者等は5,000円加算）

641,535641,535641,535641,535 臨時福祉給付金給付事業費補助(10/10)

66,22266,22266,22266,222 臨時福祉給付金給付事務費補助(10/10)

国民健康

保険課

28,52828,52828,52828,528

医療費の助成を受けられる小児の対象年齢につ

いて、現行小学校3年生までを、平成26年10月

から、中学校3年生までに所得制限を撤廃して

拡大する。

（中学校1年生から3年生までは入院のみ）

33,26933,26933,26933,269

平成26年10月から、ひまわり学園の管理運営を

指定管理者制度に移行する。

22,65122,65122,65122,651

平成26年10月から、しいの木学園の管理運営を

指定管理者制度に移行する。

高齢福祉課 60,00060,00060,00060,000

高齢者保健福祉計画に基づき、民間事業者が整

備する特別養護老人ホームの施設整備費に対し

補助を行う。

　社会福祉法人 山桜会　　　　20床

　社会福祉法人 山水苑　　　　20床

  社会福祉法人 ひたちの森会　20床

15,73815,73815,73815,738

平成27年度に予定される子ども・子育て新制度

開始に向けた準備を進める。

１　子ども・子育て会議や支援事業者懇談会

　の運営、新制度説明会の実施、新制度入園

　申請受付事務

２　子ども・子育て支援事業計画の策定

３　子ども・子育て支援システム構築・運用

【関連歳入】 県支出金 7,4527,4527,4527,452

子ども・子育て支援新制度システム構築等事業

補助(10/10)

218,594218,594218,594218,594

平成26年4月1日からの消費税率の引上げに際

し、子育て世帯への影響を緩和するため、臨時

的な措置として給付金を給付する。

・対象児童1人につき10,000円

200,000200,000200,000200,000

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助

(10/10)

18,59418,59418,59418,594

子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助

(10/10)

16,51816,51816,51816,518

児童クラブの今後のサービス拡充と運営体制の

見直しを図るため、公設民営化（運営協議会へ

の運営委託）を推進する。

＜平成26年度民営化移行8クラブ＞

仲町、金沢、会瀬、日高、田尻、滑川、はなや

ま、大みか

【関連歳入】 県支出金 7,4997,4997,4997,499 放課後児童健全育成事業補助(2/3)

障害福祉課 4,6744,6744,6744,674

通級児童の定員枠を増員（＋36名）するため、

非常勤職員の増員など受入れ体制を整備する。

総総総総

　　　　

務務務務

　　　　

費費費費

民民民民

　　　　

生生生生

　　　　

費費費費

【関連歳入】 国庫支出金

国庫支出金【関連歳入】

子ども・子育て支援事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕子育て世帯臨時特例給付金給

付事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕さくらんぼ学級通級児童数増

員事業費

平和啓発事業費

生活安全対策事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕ひまわり学園管理委託事業

（運営経費）

公設児童クラブ運営委託

（児童クラブ運営経費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕臨時福祉給付金給付事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕医療福祉費支給制度の拡大

（医療福祉費支給事業費(市単独

分)）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕しいの木学園管理委託事業

（運営経費）

老人福祉施設等の民間施設整備費補

助事業費

こども

福祉課

こども

福祉課

社会福祉課

障害福祉課

子ども・子

育て新制度

担当



担当課担当課担当課担当課

予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））

説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

77,00077,00077,00077,000

開館から17年を経過した施設の舞台設備改修工

事を行う。

１　舞台照明調光盤改修工事

２　舞台吊物機構改修工事

516,046516,046516,046516,046

救急医療及び小児・母子医療体制を確保するた

め、県、近隣市との連携により各種の財政支援

を行う。

１　病院群輪番制病院運営費補助

２　小児救急医療拠点病院運営費補助

３　地域母子医療体制確保対策事業費補助

４　救急告示医療機関運営安定化事業費補助

５　二次救急医療体制整備事業費補助

６　二次救急医療施設緊急耐震化助成事業補助

７　公的病院等運営費補助

８〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕救命救急センター運営費補助

９〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕日立メディカルセンター機器整備事業

　補助

10　地域産婦人科医療学講座事業寄附金

分担金及び負担金 14,14514,14514,14514,145

病院群輪番制病院運営費負担金

小児救急医療拠点病院運営費負担金

県支出金 13,67913,67913,67913,679

小児救急医療拠点病院運営費補助（1/2）

地域母子医療体制確保対策事業費補助

3,0003,0003,0003,000

施設の老朽化に伴い、大・小ホールの壁、天井

等の塗装を行う。

12,80012,80012,80012,800

１　33区墓地整地工事

２　22・23区園路整備工事

【関連歳入】 使用料及び手数料 7,8427,8427,8427,842 東平霊園使用料等

38,65538,65538,65538,655

墓参用通路等整備工事

　Ｌ＝170ｍ　Ｗ＝3ｍ

用地取得（十王町友部）

　977.00㎡

【関連歳入】 使用料及び手数料 783783783783 十王霊園墓所使用料等

5,1535,1535,1535,153

環境教育基金を活用し、子どもたちの環境教育

活動を支援する。

【関連歳入】 繰入金 5,0005,0005,0005,000 環境教育基金繰入金

20,05520,05520,05520,055

地球温暖化防止の観点から、新エネルギーの導

入促進のため、太陽光発電システムを設置する

者に対し、設置経費の一部を補助する。

【関連歳入】 国庫支出金 10,00010,00010,00010,000

社会資本整備総合交付金

（新エネルギー普及促進事業）

309309309309

都市住民が、中里の自然に親しみながら農業を

体験することで、農業に対する理解や関心を深

める。

【関連歳入】 諸収入 150150150150 体験農園入園料

18,39018,39018,39018,390

森林の持つ水源かん養機能や山地災害防止機能

を回復するため、緊急に間伐を実施する。

（平成25年度から5年間延長された森林湖沼環

境税（県税）の活用事業）

【関連歳入】 県支出金 18,39018,39018,39018,390 森林機能緊急回復整備事業補助（10/10）

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

2,0002,0002,0002,000

水産業の復興及び水産加工品のＰＲと販売促進

を目的としたイベント（日立みなとマルシェ、

日立港味覚まつり）を開催する団体に対し、事

業費の一部を補助する。

【関連歳入】 繰入金 1,6001,6001,6001,600 東日本大震災復興交付金基金繰入金

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

費費費費

衛衛衛衛

　　　　

生生生生

　　　　

費費費費

十王霊園施設整備事業

（十王霊園運営経費）

森林機能緊急回復整備事業費

金沢葬祭場改修事業

（葬祭場運営経費）

東平霊園施設整備事業

（東平霊園運営経費）

体験農園管理経費

水産業復興支援事業

（水産振興対策事業費）

地域医療体制確保事業費

健康づくり

推進課

多目的ホール舞台設備改修事業

（総合健康福祉センター運営経費）

【関連歳入】

環境政策課

環境衛生課

環境教育活動支援事業費

新エネルギー普及促進事業費

農林水産課



担当課担当課担当課担当課

予算額予算額予算額予算額
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説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

3,1103,1103,1103,110

１　あわび種苗放流事業補助

２　あわび漁業再生支援事業補助（共同利用施

　設及び漁具等の修繕・購入経費の一部補助）

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

179,792179,792179,792179,792

経年劣化と震災により沈降した日高漁港につい

て、護岸の嵩上や補修、補強等の改修を行う。

１　護岸改修工事

　　＜平25～28年度継続＞

　　　継続費総額  438,404千円

　　　　25年度：　134,110千円

　　　　26年度：　166,618千円

　　　　27年度：　114,598千円

　　　　28年度：　 23,078千円

２〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕田尻川河口防災対策検討業務委託

【関連歳入】 国庫支出金 79,70579,70579,70579,705 農山漁村地域整備交付金

商工振興課 3,7503,7503,7503,750

１　ひたち国際大道芸共催事業

２　さくらまつり花見茶屋エリア運営事業

３　日立スターライトイルミネーション共催事

　業

215,639215,639215,639215,639

日立港区臨海部整備事業（モータープール整備

事業）用地購入費（留町）

（平成22～26年度の5年間割賦払い）

340,798340,798340,798340,798

事業活動の活性化及びまちのにぎわいの創出に

寄与する事業者の集積を促進するため、各種支

援を行う。

１　金融支援（融資保証料補給、利子補給、金

　融機関への預託）

２　産業集積促進奨励金及び新規雇用促進奨励

　金の交付

【関連事項：茨城県信用保証協会の保証債務に

  係る債務負担行為設定（損失補償）】

【関連歳入】 諸収入 300,000300,000300,000300,000 産業集積促進融資制度預託金元利収入

73,71073,71073,71073,710

市内の起業10年以内の企業等に対し、求職者を

雇用した上で就業に必要な知識や技術等を習得

させる研修事業を委託することにより、新たな

雇用機会の創出を図るとともに、企業の人材不

足の解決と経営の安定、拡大を図る。

【関連歳入】 県支出金 73,71073,71073,71073,710 緊急雇用創出事業補助（10/10）

20,00020,00020,00020,000

日立商工会議所が、消費税率の引上げによる市

内の中小小売店舗等の売り上げ減少を抑制する

ために実施するプレミアム付き商品券の発行事

業に対する支援を行う。

2,2242,2242,2242,224

河原子南浜海岸に海水浴場を試行的に開設する

ことに伴い、必要な備品を購入するとともに、

管理運営を行う日立市観光物産協会に対し、運

営費を補助する。

16,09016,09016,09016,090

日立駅情報交流プラザの観光案内業務及び情報

発信機能やにぎわいづくりに関する業務を日立

市観光物産協会に委託することにより、日立駅

利用者の利便性の向上及び日立駅周辺の活性化

を図る。

使用料及び手数料 48484848 日立駅情報交流プラザ使用料

諸収入 5,2485,2485,2485,248 日立駅情報交流プラザ管理負担金等

490490490490

大型類人猿の研究・飼育・自然保護に関する研

究者、動物園関係者による団体「アフリカ・ア

ジアに生きる大型類人猿を支援する集い」（略

称：ＳＡＧＡ（サガ））が、毎年開催するシン

ポジウムを、平成26年11月にかみね動物園等に

おいて開催することに伴い、会場使用料等の経

費を負担する。

11,45011,45011,45011,450

老朽化したシカ舎の再整備を行い、動物園のさ

らなる魅力づくりを行う。

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕シンポジウム「ＳＡＧＡ17」

開催事業

（動物園運営経費）

【関連歳入】

農農農農

林林林林

水水水水

産産産産

業業業業

費費費費

産業立地

推進課

商商商商

　　　　

工工工工

　　　　

費費費費

日立港区臨海部整備事業

（産業団地整備事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕河原子南浜海岸海水浴場開設

事業

≪海水浴場運営経費・観光団体助成

事業費≫

商店街にぎわい創出事業

（商店街活性化事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕新シカ舎整備事業

（動物園活性化事業費）

地域産業人材育成事業

（緊急雇用創出事業費）

産業集積促進事業費

かみね公園

管理事務所

あわび栽培漁業推進事業費

商工振興課

日立駅情報交流プラザ運営経費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕緊急消費拡大事業費

観光物産課

日高漁港護岸整備事業費
農林水産課
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4,2004,2004,2004,200

消費者被害の防止及び消費生活の安全確保を推

進するため、消費生活相談窓口の強化や消費者

啓発事業等に取り組む。

【関連歳入】 県支出金 3,0193,0193,0193,019 消費者行政活性化基金事業費補助

264,835264,835264,835264,835

道路再生工事

　市道4935号線外26線の舗装修繕工事

国庫支出金 111,850111,850111,850111,850 防災・安全交付金（道路再生事業）

市債 82,30082,30082,30082,300 道路再生事業債

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

1,394,1031,394,1031,394,1031,394,103

１　道路新設改良事業（幅員8ｍ以上）

 (1)(仮称)中丸アクセス（大久保町・中丸町）

 (2)久慈茂宮線（久慈町）

 (3)市道4965号線（鮎川町）

 (4)観音前下新旗線（川尻町・折笠町）

 (5)〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕十王中学校アクセス

    （十王町友部）

 (6)市道10043号線（十王町友部）

２　道路新設改良事業（幅員8ｍ未満）

 (1)市道3225号線（旭町）

 (2)旭町地内避難路

 (3)会瀬町地内避難通路

 (4)旭町地内避難階段

３　市内各所道路改良事業

    市内各所道路改良・舗装整備

国庫支出金 297,560297,560297,560297,560

社会資本整備総合交付金

（（仮称）中丸アクセス道路新設事業）

（観音前下新旗線新設事業）

防災・安全交付金

（市道4965号線改良事業）

（市道10043号線改良事業）

繰入金 484,658484,658484,658484,658 東日本大震災復興交付金基金繰入金

市債 205,600205,600205,600205,600 道路新設改良事業債

398,238398,238398,238398,238

大甕水木連絡道路整備工事（森山町）

  Ｌ＝120ｍ

用地取得（森山町）

　3,589.00㎡

物件移転補償（森山町）

国庫支出金 214,670214,670214,670214,670

社会資本整備総合交付金

（大甕水木連絡道路整備事業）

市債 158,100158,100158,100158,100 大甕水木連絡道路整備事業債

60,64060,64060,64060,640

用地取得（小木津町、折笠町）

　4,217.83㎡

物件移転補償（小木津町）

国庫支出金 29,31029,31029,31029,310

社会資本整備総合交付金

（中所沢川尻線改築事業）

市債 28,20028,20028,20028,200 中所沢川尻線改築事業債

199,579199,579199,579199,579

大沼橋架換工事（東大沼町）

　Ｌ＝16ｍ

用地取得（東大沼町・森山町）

　283.10㎡

物件移転補償（東大沼町・森山町）

国庫支出金 105,770105,770105,770105,770 防災・安全交付金（市道9号線改築事業）

市債 90,90090,90090,90090,900 市道9号線改築事業債

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

139,314139,314139,314139,314

市道7175号線改築工事（南高野町）

　Ｌ＝120ｍ

用地取得（大和田町）

　2,757.58㎡

物件移転補償（大和田町）

【関連歳入】 国庫支出金 69,59069,59069,59069,590

社会資本整備総合交付金

（市道7175号線改築事業）

土土土土

　　　　

木木木木

　　　　

費費費費

市道9号線改築事業費

【関連歳入】

市道7175号線改築事業費

道路建設課

商商商商

工工工工

費費費費

【関連歳入】

中所沢川尻線（市道640号線）改築事

業費

道路再生事業費

【関連歳入】

道路新設改良事業費

市内各所道路改良事業費

大甕水木連絡道路整備事業費

【関連歳入】

消費者行政活性化事業費

道路建設課

【関連歳入】

女性

青少年課

道路管理課

道路建設課

公共交通

政策課
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20,70020,70020,70020,700 鮎川町地内道路新設詳細設計委託

国庫支出金 11,38011,38011,38011,380

社会資本整備総合交付金

（鮎川町地内道路新設事業）

市債 9,3009,3009,3009,300 鮎川町地内道路新設事業債

73,03073,03073,03073,030

橋梁長寿命化設計委託（6橋）

大学橋長寿命化工事（中成沢町）

　Ｌ＝30ｍ

国庫支出金 39,98039,98039,98039,980 防災・安全交付金（橋梁長寿命化事業）

市債 29,40029,40029,40029,400 橋梁長寿命化事業債

78,05078,05078,05078,050

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕数沢川改修設計業務委託

　（助川町・神峰町）

十王駅西側排水路整備工事（十王町友部）

　Ｌ＝120ｍ

日立南工業団地北側排水路改修工事（留町）

　Ｌ＝251ｍ

【関連歳入】 県支出金 15,00015,00015,00015,000 原子力地域振興事業費補助

120,000120,000120,000120,000

田尻川調整池管理道路整備工事（田尻町）

　Ｌ＝830ｍ

国庫支出金 60,50060,50060,50060,500

防災・安全交付金

（田尻川調整池整備事業）

市債 44,50044,50044,50044,500 田尻川調整池整備事業債

3,5003,5003,5003,500

公益社団法人日本港湾協会定時総会日立市開催

実行委員会負担金

　開催日：平成26年5月28日（水）

　場　所：日立シビックセンター

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

200,086200,086200,086200,086

日立港区第3ふ頭地区整備工事委託

（久慈町・みなと町）

　＜平24～27年度継続＞

　　継続費総額　959,000千円

　　　24年度：  250,000千円

　　　25年度：  380,000千円

　　　26年度：  200,000千円

　　　27年度：  129,000千円

9,1209,1209,1209,120

地域公共交通（乗合タクシー）を運営する団体

に対し、運営費の一部を補助する。

１　坂下地区みなみ号運営委員会

２　特定非営利活動法人　助け合いなかさと

　　（デマンド方式）

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

578,928578,928578,928578,928

バス専用道路整備工事

（河原子町・東金沢町・東多賀町・森山町）

　Ｌ＝700ｍ

金沢川橋梁整備工事（東金沢町）

　下部工及び上部工

用地取得（大みか町・久慈町・東金沢町）

物件移転補償（大みか町・久慈町・東金沢町）

大甕駅南北こ線橋整備

　南側こ線橋（大みか町・久慈町）

　　計画延長　Ｌ＝27ｍ

　北側こ線橋（森山町）

　　計画延長　Ｌ＝61ｍ

　＜平26～28年度継続＞

　　継続費総額　1,822,820千円

　　　26年度：  　188,160千円

　　　27年度：  　805,264千円

　　　28年度：  　829,396千円

国庫支出金 294,400294,400294,400294,400 社会資本整備総合交付金（新交通導入事業）

市債 216,400216,400216,400216,400 新交通導入事業債

土土土土

　　　　

木木木木

　　　　

費費費費

公益社団法人日本港湾協会定時総会

開催事業

（日立港区振興経費）

田尻川調整池整備事業費

道路建設課

鮎川町地内道路新設事業費

河川・排水路改修事業費

【関連歳入】

【関連歳入】

日立港区第３ふ頭地区整備事業費

新交通導入事業費

【関連歳入】

橋梁長寿命化事業費

【関連歳入】

地域公共交通支援事業費

公共交通

政策課

都市整備課

産業立地

推進課
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712,957712,957712,957712,957

１　大甕駅関連事業

　　　大甕駅舎整備詳細設計負担金

２　大甕駅自由通路関連事業

　　　大甕駅自由通路整備詳細設計委託料

３　南北アクセス道路関連

　　　南北アクセス道路整備工事（大みか町）

　　　　Ｌ＝740ｍ

　　　用地取得（大みか町）

　　　　18,201.00㎡

　　　物件移転補償（大みか町）

国庫支出金 279,800279,800279,800279,800

社会資本整備総合交付金

（大甕駅周辺地区整備事業）

市債 328,500328,500328,500328,500 大甕駅周辺地区整備事業債

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

196,551196,551196,551196,551

こ線人道橋整備工事委託

　橋台設置工事、橋桁架設工事等

こ線人道橋整備工事（久慈町）

　Ｌ＝75ｍ

用地取得（久慈町）

　50.00㎡

国庫支出金 500500500500

社会資本整備総合交付金

（久慈こ線人道橋整備事業）

市債 155,200155,200155,200155,200 久慈こ線人道橋整備事業債

56,55756,55756,55756,557

地域住民の生活交通手段を確保するため、不採

算バス路線に対する補助を行う。

23,32023,32023,32023,320

１　市道10005号線（十王町伊師本郷）

　　　Ｌ＝210ｍ

２　市道10045号線外1線（十王町友部）

国庫支出金 12,65012,65012,65012,650

防災・安全交付金

（市道10005号線歩道整備事業）

（市道10045号線外1線歩道整備事業）

市債 9,2009,2009,2009,200 歩道整備事業債

43,60743,60743,60743,607

通学路対策工事

　市道817号線（日高町）

　　Ｌ＝130ｍ

　市道5155号線（金沢町）

　　Ｌ＝15ｍ

用地取得（金沢町）

　　86.08㎡

物件移転補償（金沢町）

国庫支出金 21,74021,74021,74021,740 防災・安全交付金（通学路対策事業）

市債 16,00016,00016,00016,000 通学路対策事業債

11,50011,50011,50011,500

中小路歩道橋改修工事（平和町・若葉町）

　塗装工事、補修工事

【関連歳入】 国庫支出金 6,3206,3206,3206,320 防災・安全交付金（歩道橋改修事業）

道路管理課

道路建設課

29,72629,72629,72629,726

交通安全施設（スクールゾーン・グリーンベル

ト路面表示、保安灯更新等）を整備し、交通事

故の未然防止を図る。

　各所交通安全施設工事等

4,9864,9864,9864,986

市内公共施設に、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)

を配置する。

　施設配置用　新規15施設（累計175施設）

【関連事項：賃借料に係る債務負担行為設定】

246,702246,702246,702246,702

１　はしご付消防自動車（1台）

２　高規格救急自動車（1台）

３　消防ポンプ自動車（第4分団車）（1台）

国庫支出金 12,50012,50012,50012,500 社会資本整備総合交付金（車両整備事業）

繰入金 140,487140,487140,487140,487 財政調整基金繰入金（地域の元気臨時交付金）

市債 21,60021,60021,60021,600 消防施設整備事業債

土土土土

　　　　

木木木木

　　　　

費費費費

消消消消

　　　　

防防防防

　　　　

費費費費

道路管理課

歩道橋改修事業費

【関連歳入】

地方バス路線維持費

大甕駅周辺地区整備事業費

久慈こ線人道橋整備事業費

【関連歳入】

【関連歳入】

市内各所交通安全施設整備事業費

道路建設課

歩道整備事業費

【関連歳入】

公共交通

政策課

消防本部

通学路対策事業費

公共施設への自動体外式除細動器設

置事業費

【関連歳入】

車両整備事業費
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37,00037,00037,00037,000

多賀消防署庁舎を建設する。

１　基本実施設計委託

２　測量調査委託

【関連歳入】 市債 23,20023,20023,20023,200 消防施設整備事業債（合併特例事業債）

指導課 12,67312,67312,67312,673

１　理数教育の振興に資する事業（「理科室の

　おじさん」の配置、理数アカデミーの実施な

　ど）に対して交付金を交付する。

２　自然や科学の実体験をとおして、科学への

　興味・関心を高める、科学大好き体験学習を

　行う。

教育総務課 【関連歳入】 繰入金 12,50012,50012,50012,500 未来をひらく子ども教育基金繰入金

8,5128,5128,5128,512

１　中学生海外短期留学支援事業

　　中学生が姉妹都市タウランガ市に短期留学

　をする際に助成する。

２　〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕姉妹都市研修生派遣事業

　　姉妹都市であるバーミングハム市への派遣

　事業へ助成する。

900900900900

子どもの基礎学力の向上のため、ケーブルテレ

ビを利用した家庭学習支援番組を作成する。

学務課 24,47724,47724,47724,477

特別支援学校に通学する児童生徒のスクールバ

ス（H25購入）3台を運行する。

32,83832,83832,83832,838

１　不登校や問題行動の未然防止のため、教育

　相談を実施する。

２　不登校の児童生徒に対し、家庭訪問や校外

　学習を行い、学校への復帰を図る。

20,06520,06520,06520,065

発達障害を含む特別な支援を要する子どもに対

し、早期に、総合的な支援を実施するため、関

係機関と連携した相談業務や小集団指導を行

う。

108,914108,914108,914108,914

１　校舎等定期調査及び非構造部材点検委託

２　仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料（櫛形

　小）

３　園舎解体工事（宮田幼、河原子幼）

４　扇風機設置工事

40,00040,00040,00040,000

校舎の大規模改造等を実施する。

　外構工事

学務課 12,64312,64312,64312,643

理科学習支援講師を配置する。

（小学校10名）

75,65875,65875,65875,658

校舎の改築等を実施する。

　基本実施設計委託

25,83125,83125,83125,831

校舎及び屋内運動場の改築等を実施する。

１　耐力度調査委託

２　基本計画策定委託

生涯学習課 4,7374,7374,7374,737

家庭教育を支援するため、家庭教育サポーター

（4名）を配置し、啓発事業・相談業務等を行

う。

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

150,500150,500150,500150,500

多賀図書館の耐震補強を実施する。

１　実施設計委託

２　耐震補強工事

国庫支出金 18,51718,51718,51718,517

防災・安全交付金

（多賀図書館耐震補強事業）

市債 122,200122,200122,200122,200 多賀図書館耐震補強事業債

郷土博物館 1,8091,8091,8091,809

１　〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕特別展示「（仮称）日本最古のカン

　ブリア紀層と郷土日立」の開催

２　〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕収蔵美術展の開催

３　〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕無形民俗文化財に係る講座・講習会

　の開催

女性

青少年課

47,20047,20047,20047,200

平成25年度末に廃止される「もとやま自然の村

キャンプ場」の解体整地工事を実施する。

スポーツ

振興課

821821821821

大会開催経費の一部を補助する。

開催日：平成26年4月26日（土）予定

　　　　JX-ENEOS　対　日立製作所

教育研究所

消消消消

防防防防

費費費費

学校施設課

指導課

世界にはばたく子ども育成推進事業

（国際理解教育推進事業費）

科学学習推進事業費

教科担任制推進事業

（学習支援教員配置事業費）

諏訪小学校校舎改築事業費

【関連歳入】

家庭学習推進事業費

こども発達相談センター事業費

施設整備事業費

≪小学校管理費・中学校管理費・幼

稚園費≫

油縄子小学校校舎大規模改造事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕久慈小学校校舎・屋内運動場

改築事業費

家庭教育推進事業費

通学援助経費

教育相談事業費

学校施設課

多賀図書館

多賀図書館耐震補強事業費

日立さくら杯社会人野球大会開催事

業

（社会体育推進事業費）

もとやま自然の村キャンプ場解体整

地事業

（自然の村施設整備事業費）

展示・教育普及事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕多賀消防署庁舎整備事業費

消防本部

教教教教

　　　　

育育育育

　　　　

費費費費



担当課担当課担当課担当課

予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））

説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

75,18075,18075,18075,180

１　運動公園二次処理水設備改修工事

２　河原子北浜スポーツ広場避難路整備工事

３　運動公園用地取得（中成沢町）

　　　602.16㎡

【関連歳入】 繰入金 29,62529,62529,62529,625 東日本大震災復興交付金基金繰入金

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

2,182,5202,182,5202,182,5202,182,520

新体育館を建設する。

１　新体育館建設工事

　　＜平25～28年度継続＞

　　　継続費総額  5,280,000千円

　　　　25年度：　　566,000千円

　　　　26年度：　2,179,075千円

　　　　27年度：　2,527,669千円

　　　　28年度：　　　7,256千円

２　地上デジタルテレビ電波障害対策委託

国庫支出金 1,089,5371,089,5371,089,5371,089,537

防災・安全交付金

（運動公園新中央体育館建設事業）

市債 1,035,0001,035,0001,035,0001,035,000

運動公園新中央体育館建設事業債

（合併特例事業債）

復旧復旧復旧復旧

復興復興復興復興

45,90045,90045,90045,900

東日本大震災の津波による被災者に対し、住宅

再建に要する経費を補助

【関連歳入】 繰入金 45,90045,90045,90045,900 震災復興基金繰入金

災災災災

害害害害

復復復復

旧旧旧旧

費費費費

社会福祉課

津波被災住宅再建支援補助

（災害援護経費）

運動公園新中央体育館建設事業費

【関連歳入】

社会体育施設整備事業費

新体育館

建設課

教教教教

　　　　

育育育育

　　　　

費費費費

スポーツ

振興課


