
主要事業主要事業主要事業主要事業のののの概要概要概要概要

 一 一 一 一　　　　般般般般　　　　会会会会　　　　計計計計

担当課担当課担当課担当課 頁頁頁頁
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

人事課 75 16,46216,46216,46216,462
実務派遣研修の実施（経済産業省、(株)日立総
合計画研究所、(独)日本貿易振興機構、桐生
市）

市民活動課
79
81

5,8955,8955,8955,895

１　第4回日立市・タウランガ市姉妹都市会議
　開催（タウランガ市親善訪問団の派遣）
２　日立市・バーミングハム市姉妹都市提携30
　周年記念事業開催
３　バーミングハム市青少年一行受入れ
４　第9回フレンドシップ・キルト展開催

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

81
83

2,6692,6692,6692,669

災害時のデータ喪失を防ぐため、データのバッ
クアップ体制を拡充する。
【関連事項：災害時バックアップシステム賃借
　料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

81
83

15,75015,75015,75015,750

地域行政情報の取得基盤の充実及び地域情報化
の推進を図るため、ケーブルテレビ新規加入費
用の一部（引込工事費（15,750円／世帯））を
助成する。

83
85

12,67512,67512,67512,675

１　田正音楽記念館新名誉館長就任記念事業
２　常磐大学・短期大学特別講座開催事業補助
３　ゆめ・夢ライブ2012開催
４　田正音楽記念館展示機器更新等

57 【関連歳入】 繰入金 5,3905,3905,3905,390 田正記念事業基金繰入金

87 3,3333,3333,3333,333
子供たちが様々な文化を体験できる「こども芸
術祭」を開催し、文化の伝承と世代間交流を促
進する。

57 【関連歳入】 繰入金 3,0003,0003,0003,000 文化振興基金繰入金

87 2,9792,9792,9792,979
市内における映画撮影の誘致・支援を行い、市
のイメージアップ・ＰＲを図る。

行政放送番組を制作し、映像による「わかりや総総総総

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕地域行政情報視聴支援事業
（情報化推進事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕災害時情報基盤構築事業
（情報化推進事業費）

ひたちシネマ委員会事業費

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

姉妹都市交流事業
（国際交流事業費）

実務派遣研修事業
（職員研修経費）

文化少年団支援事業費

田正記念事業
（田正記念事業費）

市民活動課

情報政策課

93 41,14141,14141,14141,141
行政放送番組を制作し、映像による「わかりや
すさ」を生かした行政放送を実施する。

93 1,0371,0371,0371,037
市の職員が講師となり、市の主要事業等につい
て市民と情報を共有し、意見を交換するための
講座を開催する。

総務課
99
101

1,8291,8291,8291,829
公用車の更新に伴い、環境にやさしい低排出ガ
ス車を購入する。
（軽自動車2台）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

庁舎建設
準備室

101 36,48836,48836,48836,488
平成23年度に策定した新庁舎整備基本方針に基
づき、新庁舎建設基本計画の策定等を行う。

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 企画調整課 105 15,59315,59315,59315,593

(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。

市民活動課
115
117

179,220179,220179,220179,220
１　外壁改修工事
２　音楽ホール音響設備改修工事など

都市政策課 57 【関連歳入】 繰入金 145,000145,000145,000145,000 日立駅前開発整備基金繰入金

117 122,180122,180122,180122,180 豊浦体育館耐震補強工事など

39 国庫支出金 31,19731,19731,19731,197
社会資本整備総合交付金
（地域体育館耐震補強事業）

63 市債 28,00028,00028,00028,000 地域体育館耐震補強事業債

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 121 133,532133,532133,532133,532

１　防災資機材等の整備
２　災害非常用持出袋、防災ハンドブック、防
　災マップ等の配布
３　震災記録集の作成
４　緊急情報伝達体制の整備など

57 【関連歳入】 繰入金 131,865131,865131,865131,865 震災復興基金繰入金

121
123

6,4616,4616,4616,461
放射線測定器及び放射能測定器の点検調整手数
料など

総総総総
　　　　
務務務務
　　　　
費費費費

【関連歳入】

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕放射線等対策事業
（原子力安全対策事業費）

防災体制整備事業費

まちづくり大学講座開催事業費

シビックセンター計画修繕経費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕新庁舎建設事業費

環境にやさしいまちづくり事業費

行政放送事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕未来都市モデルプロジェクト
推進事業費

交流センター改修事業
（交流センター運営経費）

市民活動課

広聴広報課

生活安全課



担当課担当課担当課担当課 頁頁頁頁
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

123
129

7,4687,4687,4687,468
一般住宅の耐震・浸水・防犯対策について、住
宅の改修等に要する経費の一部を助成する。

39 【関連歳入】 国庫支出金 3,4003,4003,4003,400
社会資本整備総合交付金
（安全・安心・住まいる助成事業）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

123
125

45,92145,92145,92145,921
防災情報伝達の充実を図るため、戸別受信機を
市内全域に整備する。
（総整備数44,000台　H21～25で実施）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 125 4,2504,2504,2504,250

茨城県主催の防災訓練を日立市共催で実施す
る。

127 24,69824,69824,69824,698

１　防犯サポーターによるパトロール活動の実
　施
２　防犯リーダー講習会、防犯講演会の実施
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

127 10,64010,64010,64010,640
町内会等が整備する防犯灯の設置費等に対する
補助

納税課
133
135

9,6279,6279,6279,627
納税者の納付機会の拡大と利便性の向上を図る
ため、コンビニエンスストア納付とクレジット
カード納付を導入する。

155
157

120120120120
自殺の最大の原因と言われている「うつ病」の
予防を目的とした講演会を開催する。

47 【関連歳入】 県支出金(10/10) 120120120120 地域自殺対策緊急強化事業費補助

155
157

340340340340
委嘱事務の県からの移譲に伴い、障害者相談員
（17名を上限）を設置する。

国民健康
保険課

169
171

1,429,3781,429,3781,429,3781,429,378
茨城県後期高齢者医療広域連合負担金
後期高齢者医療給付費市町村負担金

175 24,99024,99024,99024,990

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。
（社福）正和会　　　20床

総総総総
　　　　
務務務務
　　　　
費費費費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕総合防災訓練事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕収納代行業務委託事業
（徴収事務経費）

簡易型戸別受信機整備事業費

安全・安心・住まいる助成事業費
≪防災対策費・防犯対策費≫

防犯灯設置費補助事業費

生活安全対策事業費

障害福祉課

生活安全課

老人福祉施設等の民間施設整備費補
助事業（高齢者福祉施設関係費）

地域自殺対策緊急強化事業
（障害者福祉事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕障害者相談員設置事業
（障害者福祉事業費）

後期高齢者医療事務経費

（社福）正和会　　　20床
（社福）日立高寿園　12床

177 3,5003,5003,5003,500
かねはた老人ホームの送迎用車両（リフトバス
1台）を更新する。

39 【関連歳入】 国庫支出金 1,9251,9251,9251,925
社会資本整備総合交付金
（老人ホーム施設整備事業）

183 8,4198,4198,4198,419
就職に有利で、生活の安定に役立つ資格取得の
ため、養成機関で2年以上修学する母子家庭の
母に対し給付金を支給する。

39 国庫支出金（3/8） 3,1503,1503,1503,150 母子家庭等対策総合支援事業費補助

47 県支出金（3/8） 3,1503,1503,1503,150 安心こども支援事業補助

185 6,0146,0146,0146,014

少子化対策の一環として、特定不妊治療に要し
た費用の一部（1回の治療につき5万円を上限）
を助成する。
なお、平成24年度より治療1年度目の助成回数
を2回から3回に変更する。

185 2,5132,5132,5132,513
少子化対策の一環として、習慣性流産等の不育
症の治療に要した経費の一部（1回の治療につ
き5万円を上限）を助成する。

185
187

1,8611,8611,8611,861
認可外保育施設に通園する園児の保育環境や保
育の質の向上を図るため、運営費の一部を補助
する。

195
197

6,2666,2666,2666,266
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、運営委託のモデル事業を実
施する。

47 【関連歳入】 県支出金(2/3) 2,3092,3092,3092,309 放課後児童健全育成事業補助

195
197

300300300300
民間児童クラブに対し、施設修繕費の一部を助
成することにより、保護者の負担軽減と児童の
安全確保を図る。

47 【関連歳入】 県支出金(2/3) 200200200200 放課後児童健全育成事業補助

民民民民
　　　　
生生生生
　　　　
費費費費

こども
福祉課

不妊治療費助成事業
（少子化対策事業費）

不育症治療費助成事業
（少子化対策事業費）

認可外保育施設助成事業費

こども
福祉課

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕高等技能訓練促進助成事業
（児童福祉事務経費）

【関連歳入】

健康づくり
推進課

高齢福祉課

助事業（高齢者福祉施設関係費）

老人福祉施設管理事業
（施設管理費）≪老人ホーム費≫

公設児童クラブ運営委託
（児童クラブ運営経費）

民間児童クラブ施設修繕費補助
（児童クラブ運営経費）



担当課担当課担当課担当課 頁頁頁頁
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

205 3,378,2563,378,2563,378,2563,378,256
中学校修了までの子どもを養育している者に、
年齢区分や所得制限に応じて一定額の手当を支
給する。

37 国庫支出金 2,382,1092,382,1092,382,1092,382,109 子ども手当費負担金

45 県支出金 498,073498,073498,073498,073 子ども手当費負担金

女性
青少年課

213 180180180180
市の政策決定過程等に参画できる人材を育成す
るための研修や情報提供等を行う。

219 562562562562
新・ひたち健康づくりプラン21（健康増進計
画・食育推進計画）について、現計画の評価を
行い、次期計画を策定する。

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 219 175,297175,297175,297175,297

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〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕二次救急医療体制整備事業費補助
６　地域産婦人科医療学講座事業寄附金

27 分担金及び負担金 14,13814,13814,13814,138
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

49 県支出金 13,66313,66313,66313,663
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

清掃
センター

235
237

6,5006,5006,5006,500
一般廃棄物最終処分場（滑川山）における計画
埋立重量を踏まえた機能検査（地質調査・安定
解析・埋立残余量測定等）を行う。

239 531531531531
市民団体である「日立ごみ減らし4Ｒの会」や
地域コミュニティ組織と連携し、ごみ減量の取
組に関する広報・啓発を行う。

241 1,4741,4741,4741,474

市民の資源リサイクルの意識を高めるため、一
般家庭や公共施設等から排出される廃食用油を
活用してディーゼルエンジン用の燃料を精製

民民民民
　　　　
生生生生
　　　　
費費費費

健康づくり
推進課

「新・ひたち健康づくりプラン
２１」策定事業費

地域医療体制確保事業費

【関連歳入】

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕一般廃棄物最終処分場機能検
査事業
（一般廃棄物最終処分場運営経費）

ごみ減量化広報・啓発事業費

廃食用油燃料化促進事業費

こども
福祉課

子ども手当支給費

【関連歳入】

女性の人材育成事業
（女性リーダー育成事業費）

241 1,4741,4741,4741,474
活用してディーゼルエンジン用の燃料を精製
し、公用車等で利用する。

241 986986986986

循環型社会の形成を推進するため、久慈川河川
敷（市占用地）に、地域住民が管理する菜の花
畑を整備する。
なお、採取した菜種油を地域住民に還元し、そ
の廃食用油を市の廃食用油燃料化促進事業に活
用する。

241 1,7331,7331,7331,733

一般家庭から排出される廃小型家電品の拠点回
収及びピックアップ回収を行い、ベースメタル
（鉄・銅・ステンレス等）が多く含まれるもの
を区分し、一時保管する。
区分・保管した廃小型家電品を、リサイクル福
祉工場において、解体・選別・処分する。

247 3,5483,5483,5483,548

環境の保全と循環型社会の形成を目指し、市
民・事業者・行政が協働して、環境にやさしい
まちづくりを推進するための啓発事業「ひたち
環境都市フェスタ2012」を実施する。

247 5,1445,1445,1445,144
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。

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

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 247 15,02415,02415,02415,024

地球温暖化防止の観点から、新エネルギーの導
入を促進するため、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。

41 【関連歳入】 国庫支出金 7,5007,5007,5007,500
社会資本整備総合交付金
（新エネルギー普及促進事業）

247 1,5721,5721,5721,572
鞍掛山を、市民が憩える桜の山として、また、
子どもたちの環境教育の場として整備する。

247 734734734734

市民・事業者・行政が一体となり環境の保全と
創造に取り組めるような第２次計画策定（平成
25年度）に向け、環境基本計画策定委員会を設
置し、基礎調査等を行う。

環境基本計画策定事業費

菜の花エコネットワーク事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕廃小型家電等資源化実証実験
事業費

かんきょうてん開催事業費

環境教育活動支援事業費

新エネルギー普及促進事業費

鞍掛山のさくらの山づくり事業費

衛衛衛衛
　　　　
生生生生
　　　　
費費費費

環境衛生課

廃食用油燃料化促進事業費

環境政策課
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253 370370370370

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
るとともに、都市と農村の交流を促進し地域の
活性化を図る。

61 【関連歳入】 諸収入 150150150150 体験農園入園料

255
257

210210210210

高齢化や後継者不足により中里レジャー農園の
存続が危惧される中、中里レジャー農園サポー
ター協議会による援農ボランティア制度の取組
を支援する。

259 16,68416,68416,68416,684
十王地域を対象とした総合的な県営土地改良事
業（ほ場、用水路、農道、集落道等の整備）に
係る市負担金等

63 【関連歳入】 市債 14,70014,70014,70014,700 中山間地域総合整備事業負担金

263
265

1,1011,1011,1011,101
計画的・総合的に水産業をより活力ある産業と
するための施策推進を図るため、水産振興計画
を策定する。

263
265

10,00010,00010,00010,000

合併した市内の漁業協同組合に対し、経営基盤
の強化を図るための事業を実施する経費を補助
する。
（補助上限額：合併前の組合数に1,000万円を
乗じて得た額）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 265 1,8401,8401,8401,840

市内各漁協が実施する「あわび種苗放流事業」
に対する補助

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 267 5,0555,0555,0555,055

１　ひたち国際大道芸共催事業
２　さくらまつり花見茶屋出展事業
３　おいしい元気村出展事業
　（ひたち国際大道芸、田正記念事業、ひた
　　ち秋祭り、スターライトイルミネーション
　　事業）

267 2,4002,4002,4002,400

商店会が実施する集客・地域活性化事業に対
し、経費の一部を補助する。
１　商店街機能向上事業（多賀地区）
２　競争力強化支援事業（日立地区）

商店街にぎわい創出事業
（商店街活性化事業費）

がんばる商店街支援事業
（商店街活性化事業費）

農農農農
林林林林
水水水水
産産産産
業業業業
費費費費

農林水産課

田舎体験交流支援事業費

中里地域グリーンツーリズム推進事
業費

中山間地域総合整備事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕水産振興計画策定事業
（水産振興対策事業費）

漁業協同組合合併促進事業
（水産振興対策事業費）

あわび栽培漁業推進事業費

２　競争力強化支援事業（日立地区）
３　震災復興事業（旭町）

49 【関連歳入】 県支出金(1/2) 1,2001,2001,2001,200 がんばる商店街支援事業補助

267 220,753220,753220,753220,753
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）

267
269

1,3211,3211,3211,321
平成24年度に終了する商業、工業の両振興計画
を見直し、２つの計画を一本化した総合的な商
工振興計画を策定する。

267
269

2,8742,8742,8742,874

１　日立ものづくり学校運営協議会補助
２　技能五輪メダリスト等活用人材育成事業補
　助
３　中小企業等職業訓練事業補助
４　中小企業人づくり推進事業補助
５　ものづくり産業支援事業補助

267
269

2,1102,1102,1102,110
中小企業が競争力を強化するために取得するⅠ
ＳＯ等の国際標準や、簡易型環境マネジメント
システムの認証取得経費に対して補助する。

269 765765765765
東南アジアでの日本企業の活躍を踏まえ、ベト
ナムへミッション団を派遣し、日立地区の中小
企業へ経営判断の材料を提供する。

地域
ブランド

開発支援課
271 3,8133,8133,8133,813

日立市の地域性を生かした地域ブランドに係る
情報発信等を行うことで、市のイメージアップ
と地域産業の活性化を図る。
（広報・宣伝、販路開拓・拡大、ブランド認
定・管理、農商工連携人材・組織育成事業等）

273 78,75078,75078,75078,750
企業に対し、未就職の高校卒業者等を対象とし
た就業に必要な知識・技術を習得するための職
場実習等の研修を委託する。

49 【関連歳入】 県支出金(10/10) 78,75078,75078,75078,750 緊急雇用創出事業補助

商商商商
　　　　
工工工工
　　　　
費費費費

商工振興課

国際化を考えるベトナムミッション
団派遣事業
（（財）日立地区産業支援センター
自主事業交付金）

地域ブランド創出事業費

地域人材育成事業
（緊急雇用創出事業費）

日立港区臨海部整備事業
（産業団地整備事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕商工振興計画策定事業
（中小企業支援対策事業費）

人材育成強化等支援事業
（中小企業支援対策事業費）

中小企業競争力強化支援事業
（中小企業支援対策事業費）

商工振興課
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273 306,960306,960306,960306,960

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、金融支
援（融資保証料補給、利子補給等）を行う。
【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）】

59 【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

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 279 3,0003,0003,0003,000

第50回のさくらまつりを記念して行われる「相
馬野馬追武者行列」「桐生八木節」招致等に係
る経費を補助する。

279
281

1,2781,2781,2781,278
平成24年度に終了する現計画の検証を踏まえ、
平成25年度から29年度までの第２次観光振興計
画を策定する。

285 3,9433,9433,9433,943
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。

49 【関連歳入】 県支出金 1,3611,3611,3611,361 消費者行政活性化基金事業費補助

295
297

105,379105,379105,379105,379

第７次地籍調査事業の実施
平成24年度：助川、諏訪地区
＜平20～27年度継続＞
　継続費総額494,162千円

49 【関連歳入】 県支出金(7.5/10) 21,75021,75021,75021,750 地籍調査費補助

301
303

60,40560,40560,40560,405 敷地造成工事（滑川本町）等

65 【関連歳入】 市債 45,00045,00045,00045,000 道路センター建設事業債

303
305

312,033312,033312,033312,033

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)市道4581号線　　　（鮎川町）
 (3)市道8069号線外１線（久慈町）
２　道路新設改良事業（幅員8ｍ未満）
 (1)市道1051号線      （小木津町）
３　道路舗装整備事業

商商商商
　　　　
工工工工
　　　　
費費費費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕さくらまつり第50回記念事業
（観光団体助成事業費）

観光振興計画策定事業費

女性
青少年課

消費者行政活性化事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕産業集積促進事業費

観光振興課

地籍調査課

商工振興課

地籍調査（７次）事業費

道路管理課

道路センター建設事業費

道路新設改良事業費
道路舗装整備事業費
市内各所道路改良事業費

３　道路舗装整備事業
 (1)市道  22号線　　 　（十王町高原）
４　市内各所道路改良事業
 (1)市内各所道路改良・舗装整備

41 国庫支出金 45,03045,03045,03045,030

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）
（久慈浜地区(市道8069号線外1線)整備事業）
道整備交付金（市道22号線改良事業）

49 県支出金 6,6806,6806,6806,680
安全安心な生活道路整備事業補助
（市道4581号線改良事業）

65 市債 132,300132,300132,300132,300
地方道路等整備事業債
道路新設改良事業債
道路新設改良事業債（合併特例事業債）

305 87,00087,00087,00087,000
改築工事（森山町）
　Ｌ＝447ｍ
物件移転補償、道路詳細設計委託等

41 国庫支出金 46,75046,75046,75046,750
社会資本整備総合交付金
（石名坂多賀線改築事業）

65 市債 38,20038,20038,20038,200 石名坂多賀線改築事業債

305
307

169,657169,657169,657169,657
改築工事（小木津町）
　Ｌ＝20ｍ　ほか
用地取得、物件移転補償等

41 国庫支出金 86,35086,35086,35086,350
社会資本整備総合交付金
（中所沢川尻線改築事業）

65 市債 75,30075,30075,30075,300 中所沢川尻線改築事業債

307
309

184,694184,694184,694184,694
改築工事（末広町）
　Ｌ＝300ｍ　ほか
用地取得、物件移転補償等

41 国庫支出金 89,45089,45089,45089,450 道整備交付金（金沢諏訪線改築事業）

65 市債 86,60086,60086,60086,600 金沢諏訪線改築事業債（合併特例事業債）

土土土土
　　　　
木木木木
　　　　
費費費費

【関連歳入】

石名坂多賀線（市道6600号線）改築
事業費

道路建設課

【関連歳入】

中所沢川尻線（市道640号線）改築事
業費

【関連歳入】

金沢諏訪線（市道4820号線）改築事
業費

【関連歳入】
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309 124,430124,430124,430124,430

改築工事（留町・茂宮町）
　Ｌ＝320ｍ
用地取得（下土木内町・留町・茂宮町）
物件移転補償（下土木内町・留町・茂宮町）等

41 国庫支出金 54,90054,90054,90054,900 道整備交付金（市道19号線改築事業）

65 市債 52,70052,70052,70052,700 市道19号線改築事業債

309
311

194,361194,361194,361194,361
改築工事（十王町伊師本郷）
　Ｌ＝270ｍ　ほか
川根橋架換工事、物件移転補償等

41 国庫支出金 94,50094,50094,50094,500
道整備交付金
（友部・伊師浜線改築事業）

65 市債 90,70090,70090,70090,700
友部・伊師浜線改築事業債
（合併特例事業債）

311 80,23080,23080,23080,230
改築工事（十王町伊師本郷）
　Ｌ＝1,000ｍ

41 国庫支出金 40,00040,00040,00040,000 道整備交付金（本郷前線改築事業）

65 市債 36,20036,20036,20036,200 本郷前線改築事業債

311 411,720411,720411,720411,720
改築工事（石名坂町・大みか町）
　Ｌ＝510ｍ　ほか
物件移転補償

41 国庫支出金 209,550209,550209,550209,550
社会資本整備総合交付金
（石名坂多賀線改築事業）

65 市債 173,100173,100173,100173,100 石名坂多賀線改築事業債

313 90,00090,00090,00090,000 橋梁架換事業負担金（茂宮町・南高野町）道路建設課

土土土土
　　　　
木木木木

市道19号線改築事業費

【関連歳入】

友部・伊師浜線（市道10096号線）改
築事業費

【関連歳入】

本郷前線（市道10094号線）改築事業
費

【関連歳入】

石名坂多賀線（市道7488号線）改築
事業費

【関連歳入】

市道7473号線改築事業費 90,00090,00090,00090,000

41 国庫支出金 45,00045,00045,00045,000 道整備交付金（市道7473号線改築事業）

65 市債 40,50040,50040,50040,500 市道7473号線改築事業債

313 73,63073,63073,63073,630
改築工事（東大沼町）
　Ｌ＝450ｍ　ほか
物件移転補償

41 国庫支出金 38,50038,50038,50038,500
社会資本整備総合交付金
（市道9号線改築事業）

65 市債 31,90031,90031,90031,900 市道9号線改築事業債

313 170,521170,521170,521170,521

改築工事（末広町）
　Ｌ＝420ｍ　ほか
用地取得（大久保町）
物件移転補償（大久保町・末広町）

41 国庫支出金 75,20075,20075,20075,200 道整備交付金（市道4775号線改築事業）

65 市債 68,30068,30068,30068,300 市道4775号線改築事業債

313
315

53,63053,63053,63053,630

改築工事（南高野町）
　Ｌ＝250ｍ
物件移転補償（南高野町）
道路詳細設計委託（大和田町・石名坂町）等

41 国庫支出金 28,98528,98528,98528,985
社会資本整備総合交付金
（市道7175号線改築事業）

65 市債 24,10024,10024,10024,100 市道7175号線改築事業債

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 315 4,3004,3004,3004,300 測量設計委託（大和田町・石名坂町）

道路建設課木木木木
　　　　
費費費費

【関連歳入】

市道9号線改築事業費

【関連歳入】

市道4775号線改築事業費

【関連歳入】

市道7175号線改築事業費

【関連歳入】

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕国道6号大和田拡幅取付道路新
設事業費



担当課担当課担当課担当課 頁頁頁頁
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

315 26,00026,00026,00026,000
１　大新橋架換設計委託（白銀町）
２　瑞穂橋改修工事（白銀町）
　　　Ｌ＝7.4ｍ

41 国庫支出金 14,30014,30014,30014,300
社会資本整備総合交付金
（橋梁新設改良事業）

65 市債 10,40010,40010,40010,400 橋梁新設改良事業債

319 134,370134,370134,370134,370

１　小木津町地内浸水対策整備工事
　　　Ｌ＝320ｍ
２　十王駅西側排水路整備工事（十王町友部）
　　　Ｌ＝64ｍ
３　久慈町地内緑地整備工事
　　　Ｌ＝280ｍ
　　物件移転補償

41 国庫支出金 22,45422,45422,45422,454
社会資本整備総合交付金
（河川排水路（久慈町地内緑地整備）整備事
業）

51 県支出金 15,00015,00015,00015,000
原子力地域振興事業費補助
（小木津町地内浸水対策整備事業）

65 市債 69,60069,60069,60069,600 河川排水路整備事業債

319 95,00095,00095,00095,000
機能拡張工事（河原子町）
　Ｌ＝360ｍ

41 国庫支出金 55,10055,10055,10055,100
社会資本整備総合交付金
（河川排水路整備事業）

65 市債 35,90035,90035,90035,900 河川排水路整備事業債

319 12,20012,20012,20012,200

１　田尻町地内調整池管理道路詳細設計委託
２　雨水貯留槽設置補助
　　治水効果の向上と雨水の有効利用を促進さ
　せるため、雨水貯留槽購入費の一部を補助す
　る。

道路建設課

土土土土
　　　　
木木木木
　　　　

橋梁新設改良事業費

【関連歳入】

都市整備課

河川・排水路改修事業費

【関連歳入】

大川改修事業費

【関連歳入】

雨水貯留浸透事業費

　る。

41 国庫支出金 6,6506,6506,6506,650
社会資本整備総合交付金
（雨水貯留施設助成事業）
（雨水貯留浸透施設整備事業）

65 市債 4,4004,4004,4004,400 河川排水路整備事業債

321 66,80066,80066,80066,800
日立港区修築事業負担金
　　防波堤（沖）、ケーソン製作等

65 【関連歳入】 市債 60,10060,10060,10060,100 港湾修築事業負担金

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 321 250,372250,372250,372250,372

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

325 15,35815,35815,35815,358

日立駅周辺地区整備事業附帯工事（幸町）
　＜平19～24年度継続＞
　　継続費総額5,522,026千円
　　　19年度：　351,566千円
　　　20年度：　695,579千円
　　　21年度：　532,209千円
　　　22年度：3,800,081千円
　　　23年度：　128,818千円
      24年度：　 13,773千円

57 【関連歳入】 繰入金 14,30014,30014,30014,300 日立駅前開発整備基金繰入金

都市政策課
325
327

11,02711,02711,02711,027

１　日立市公共交通会議事業費補助
　　パートナーシップ協定方式実証運行等
２　日立電鉄線廃止代替バス（久慈循環線）
　　維持費補助

　　　　
費費費費

商工振興課

【関連歳入】

日立港区整備事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕日立港区第３ふ頭地区整備事
業費

日立駅周辺
整備課

日立駅周辺地区整備事業費

公共交通政策検討事業費
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327 9,6239,6239,6239,623

地域公共交通（乗合タクシー）を運行する団体
に対し、運行経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）

327 104,086104,086104,086104,086

狭隘道路や袋地が多い久慈浜地区において、地
域と連携して効果的なまちづくりを進める。
１　道路新設工事（久慈町）
　　　Ｌ＝233ｍ
２　用地取得、物件移転補償等

41 国庫支出金 49,00049,00049,00049,000
社会資本整備総合交付金
（久慈浜地区整備事業）

65 市債 42,20042,20042,20042,200 久慈浜地区まちづくり事業債

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

327
329

698,832698,832698,832698,832

１　大甕久慈間バス専用道路等整備工事
　　（久慈町・大みか町）　Ｌ＝1,310ｍ
２　交通広場整備工事（久慈町）
　＜平23～24年度継続＞
　　継続費総額  309,500千円
　　　23年度：　112,000千円
　　　24年度：　197,500千円
３　東大沼・水木間バス専用道路整備工事
　　（東大沼町）　Ｌ＝450ｍ
４　大甕駅南側及び北側こ線橋概略・詳細設計
　　業務委託
５　バス専用道路等詳細設計委託
６　バス専用道路橋梁設計委託
７　運行システム構築業務委託等

41 国庫支出金 240,855240,855240,855240,855
社会資本整備総合交付金
（久慈浜地区整備事業）
（大甕駅周辺地区整備事業）

65 市債 235,700235,700235,700235,700 新交通システム整備事業債

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

329
331

196,456196,456196,456196,456

日立港都市再開発用地（みなと町）に、交通
ターミナルやトイレ施設等を一体的に整備し、
地域の活性化を図る。

土土土土
　　　　
木木木木

都市政策課

地域公共交通支援事業費

久慈浜地区まちづくり事業費

【関連歳入】

新交通導入事業費

【関連歳入】

日立港都市再開発用地整備事業費
復興復興復興復興 331

196,456196,456196,456196,456 地域の活性化を図る。
１　交通ターミナル等整備工事
２　トイレ等整備工事

41 国庫支出金 50,00050,00050,00050,000
社会資本整備総合交付金
（久慈浜地区整備事業）

65 市債 131,800131,800131,800131,800 日立港都市再開発用地整備事業債

331
333

122,533122,533122,533122,533

１　大甕駅駅舎改築・自由通路新設設計業務
　　委託
２　大甕駅西側駅前広場設計委託
３　大甕駅南北アクセス道路詳細設計委託等

41 国庫支出金 17,00017,00017,00017,000
社会資本整備総合交付金
（大甕駅周辺地区整備事業）

65 市債 25,00025,00025,00025,000 大甕駅周辺地区整備事業債

337 52,10052,10052,10052,100 都市公園等遊具更新工事

41 【関連歳入】 国庫支出金 26,00026,00026,00026,000
社会資本整備総合交付金
（都市公園等施設整備事業）

339 6,0306,0306,0306,030
１　給水施設更新工事実施設計委託
２　樹木整理業務委託

41 【関連歳入】 国庫支出金 2,0002,0002,0002,000
社会資本整備総合交付金
（都市公園等施設整備事業）

343
345

50,89550,89550,89550,895
１　外壁改修工事（城南団地）
２　給排水管改修工事（前塚団地）

41 【関連歳入】 国庫支出金 16,70516,70516,70516,705
社会資本整備総合交付金
（公営住宅改修事業）

都市政策課 349 31,11531,11531,11531,115
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。

木木木木
　　　　
費費費費

日立港都市再開発用地整備事業費

【関連歳入】

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕大甕駅周辺地区整備事業費

【関連歳入】

都市整備課

都市公園等施設整備事業費

かみね公園施設整備事業費

住宅課

公営住宅計画修繕事業費

地方バス路線維持費

かみね公園
管理事務所
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349 3,9743,9743,9743,974
１　自転車等放置防止指導委託
２　放置自転車等撤去処分委託
　　（十王・日立・常陸多賀・大甕駅前）

41 【関連歳入】 国庫支出金 400400400400
社会資本整備総合交付金
（放置自転車対策事業）

349 2,7472,7472,7472,747
高齢者による交通事故の防止を図るため、運転
免許証を自主的に返納した高齢者に対し、バス
カード等を贈呈する。

349 43,20043,20043,20043,200
１　道路照明灯設置工事
２　道路反射鏡設置工事
３　防護柵設置工事等

25 【関連歳入】
交通安全対策特別交
付金

43,00043,00043,00043,000 交通安全対策特別交付金

349
351

195,917195,917195,917195,917

１　歩道整備事業
 (1)市道    3号線外1線（日高町）
 (2)市道 3518号線（東成沢町）
 (3)市道 4990号線（鮎川町）
 (4)市道10005号線（十王町伊師本郷）
２　交通安全施設設置事業
 (1)市道 6600号線（森山町･大沼町･金沢町）

41
43

国庫支出金 101,750101,750101,750101,750

社会資本整備総合交付金
（市道3号線外1線歩道整備事業)
（市道3518号線歩道整備事業）
（市道4990号線歩道整備事業）
（市道6600号線歩道整備事業）
（市道10005号線歩道整備事業）

65 市債 79,50079,50079,50079,500 歩道整備事業債

道路建設課
道路管理課

351
353

35,21535,21535,21535,215

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

359 4,9034,9034,9034,903
救急救命の高度化に対応するため、救急救命士
を養成する。（2名）

市内公共施設に、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)
を配置する。

土土土土
　　　　
木木木木
　　　　
費費費費

道路管理課

生活安全課

放置自転車対策事業費

高齢者運転免許自主返納支援事業費

交通安全対策特別交付金事業費

道路建設課

歩道整備事業費

【関連歳入】

市内各所交通安全施設整備事業費

救急救命士資格取得事業
（職員研修経費）

359 5,4145,4145,4145,414
を配置する。
　施設配置用　新規5施設（累計142施設）
【関連事項：賃借料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 363 44,67244,67244,67244,672

防災の拠点となる消防拠点施設の機能向上を図
る。
１　自家用給油取扱所新築工事
２　自家用給油取扱所非常用電源等工事
３　井戸さく井工事

65 【関連歳入】 市債 19,20019,20019,20019,200 消防施設整備事業債

363 59,43159,43159,43159,431
１　高規格救急自動車（1台）
２　消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型（1台）

43 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）

65 市債 40,40040,40040,40040,400 消防施設整備事業債

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 365 684,791684,791684,791684,791

消防・救急無線のデジタル方式への移行経費
【関連事項：システム構築及び保守点検業務等
委託に係る債務負担行為】
　　平成23～24年度　システム構築
　　平成25～34年度　システム保守等

65 【関連歳入】 市債 511,600511,600511,600511,600 消防施設整備事業債

指導課 369 87,15987,15987,15987,159

外国語指導助手（ＡＬＴ）を小・中学校に配置
する。
　　　小学校1・2年： 3時限/年
　　　小学校3・4年： 9時限/年
　　　小学校5・6年：30時限/年
　　　中学校1・2年：59時限/年
　　　中学校　 3年：30時限/年

学務課
指導課

369 3,0483,0483,0483,048

１　心身障害児就学指導委員会の運営
２　特別支援学級に、特別支援学級用教科書を
　配備し、保護者の負担軽減を図る。
３　学校生活援助活動支援事業補助

教教教教
　　　　
育育育育
　　　　
費費費費

消消消消
　　　　
防防防防
　　　　
費費費費

外国語指導助手配置事業費

自動体外式除細動器整備事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕消防拠点施設防災体制整備事
業
（施設整備事業費）

車両整備事業費

【関連歳入】

消防・救急無線デジタル化整備事業
費

特別支援教育振興事業費

消防本部
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373 3,1393,1393,1393,139
小・中学校の部活動（運動部・文化部）等に、
専門的技術を有する地域の指導者を派遣する。

373 13,48413,48413,48413,484
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。

教育総務課 57 【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

373 3,9853,9853,9853,985
中学生が姉妹都市タウランガ市に短期留学をす
る際の助成を行う。

375 988988988988
子どもたちが、地域住民と安全・安心に遊べる
場を提供するため、「元気な子ども遊びの広
場」を運営する。（田尻小）

51 【関連歳入】 県支出金(2/3) 556556556556 放課後子どもプラン推進事業補助

375 7,3267,3267,3267,326

１　小学校5・6年生及び中学生の社会科資料集
　を学校図書館に配備し、保護者の負担軽減を
　図る。
２　小学校3～6年生及び中学生の県学力診断テ
　ストの保護者負担を廃止する。

375 997997997997
アーティストによるアート体験授業を実施す
る。

375 63,78263,78263,78263,782
特別な支援を必要とする児童・生徒に、学校生
活上の介助や学習活動上の支援を行うため、生
活指導員を小・中学校に配置する。

学務課 379 25,18725,18725,18725,187

特別支援学校に通学する児童・生徒の増加に伴
う、スクールバスの座席数の確保と乗車時間の
短縮を図るため、スクールバスを２台から３台
に増車する。

381
383

50,90350,90350,90350,903

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
　学習などを行い、学校への復帰を図る。
３　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を行う。

教教教教
　　　　
育育育育
　　　　
費費費費

指導課

指導課

地域エキスパート活用事業費

未来を拓く科学大好き教育推進事業
費

中学生海外短期留学支援事業費

元気な子ども育成推進事業費

保護者の負担軽減事業費

アートいっぱい夢いっぱい子ども育
成推進事業費

生活指導員配置事業費

就学・通学援助経費

教育研究所

教育相談事業費

　と連携した相談業務を行う。

383
385

1,1251,1251,1251,125
こども発達相談センターの運営に必要な備品の
整備や専門医師による医療相談等を実施する。

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

389
397

86,70086,70086,70086,700
校舎の耐震診断を実施する。
　小学校：大久保小、金沢小、豊浦小
　中学校：平沢中、泉丘中、台原中

43 【関連歳入】 国庫支出金 11,04311,04311,04311,043
社会資本整備総合交付金
（小学校校舎耐震診断事業）
（中学校校舎耐震診断事業）

学務課 391 12,84212,84212,84212,842
理科学習支援講師を配置する。
（小学校10名）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

391
393

797,493797,493797,493797,493

校舎改築等を実施する。
１　校舎改築工事
　　＜平23～25年度継続＞
　　　継続費総額  1,243,138千円
　　　　23年度：　　480,770千円
　　　　24年度：　　754,368千円
　　　　25年度：　　　8,000千円
２　仮設校舎賃借料など

39
43

国庫支出金(5.5/10) 205,624205,624205,624205,624
水木小学校校舎改築事業負担金
学校施設環境改善交付金（水木小学校校舎改築
事業）

65 市債 180,700180,700180,700180,700 水木小学校校舎改築事業債

393 21,05621,05621,05621,056
田尻小学校用地取得（田尻町）
　622.49㎡

65 【関連歳入】 市債 18,90018,90018,90018,900 小学校用地取得事業債

費費費費

こども発達相談センター事業費

教育総務課

教科担任制推進事業費

教育総務課

水木小学校校舎改築事業費

【関連歳入】

小学校用地取得事業費

耐震化推進事業費
≪小学校管理費・中学校管理費≫
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399 528,396528,396528,396528,396

校舎の大規模改造を実施する。
１　校舎大規模改造工事
　　＜平23～25年度継続＞
　　　継続費総額    860,344千円
　　　　23年度：　  357,696千円
　　　　24年度：　　494,648千円
　　　　25年度：　　　8,000千円
２　仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料など

43 国庫支出金 108,102108,102108,102108,102
学校施設環境改善交付金（助川中学校校舎大規
模改造事業）

65 市債 114,700114,700114,700114,700 助川中学校校舎大規模改造事業債

指導課 399 8,6408,6408,6408,640

中学校1年生を対象に、豊かな心や温かな人間
関係を育むため、宿泊を伴った自然とのふれあ
い活動や福祉施設での思いやり活動を支援す
る。

教育総務課 401 24,08024,08024,08024,080
屋内運動場改築事業を実施する。
　外構工事

403 1,1171,1171,1171,117
公立幼稚園の施設を開放し、子育てに関する悩
み相談に応じたり、親子が安心して遊べる場を
提供することで、地域の子育てを支援する。

405 5,3035,3035,3035,303
中里幼稚園の休園に伴い、通園用車両を運行す
る。

405 3,7373,7373,7373,737
幼稚園の教育時間終了後、預かり保育を実施す
ることで、保護者の子育て支援を行う。
（大沼幼、田尻幼）

33 【関連歳入】 使用料及び手数料 600600600600 預かり保育料

411 5,0815,0815,0815,081

１　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。
２　家庭教育講演会等を開催する。

411 1,4311,4311,4311,431
子どもたち一人一人の勤労観、職業観を育てる
教育（キャリア教育）の一環として、各種の職

教教教教
　　　　
育育育育

助川中学校校舎大規模改造事業費

【関連歳入】

心ゆたかな体験学習事業費

学務課

平沢中学校屋内運動場改築事業費

預かり保育事業費

幼稚園施設開放事業費

通園援助経費

教育総務課

生涯学習課

家庭教育推進事業費

職業探検少年団支援事業費411 1,4311,4311,4311,431 教育（キャリア教育）の一環として、各種の職
業を体験できる少年団の運営を支援する。

記念図書館
413
415

2,1772,1772,1772,177

乳幼児とその保護者を対象に、絵本などが入っ
た「ブックスタートパック」を配布し、絵本を
通じて親子のふれあいを深め、読書環境、子育
て環境を整備する。

415
417

576,060576,060576,060576,060

新図書館施設の建設を実施する。
１　本体工事
　　＜平23～24年度継続＞
　　　継続費総額　542,300千円
　　　　23年度：　213,770千円
　　　　24年度：　328,530千円
２　工事監理委託、外構工事、図書購入など

43 国庫支出金 71,40071,40071,40071,400
社会資本整備総合交付金
（新図書館施設建設事業）

企画調整課 57 繰入金 100,369100,369100,369100,369
地域振興基金繰入金
（地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金積
立繰入金）

教育総務課 65 市債 329,900329,900329,900329,900 新図書館施設建設事業債（合併特例事業債）

421
423

8,0108,0108,0108,010
神峰神社大祭礼（7年に1度）における「日立風
流物」4台及び「日立のささら」3組の公開事業
を補助する。

423 5,6365,6365,6365,636
長者山遺跡発掘調査事業（平20～24で実施）
奈良時代の官道に設けられた「駅家（うま
や）」の推定地を発掘調査する。

43 【関連歳入】 国庫支出金(1/2) 2,8182,8182,8182,818 国宝重要文化財等保存整備費補助

視聴覚
センター

427 2,9252,9252,9252,925
館内及び市内各所で学校や地域住民との協働に
よる映画会を開催する。

女性
青少年課

431 1,1401,1401,1401,140
「地域の子どもを地域が育てる」という視点か
ら、地域が主体となって、子どもたちに遊びや
宿泊生活等を体験する機会を提供する。

スポーツ
振興課

439 4,0514,0514,0514,051
開催日：平成24年4月8日（日）予定
種　目：1.8km、2.2km、5km、10km、
        ハーフマラソン

育育育育
　　　　
費費費費

教育総務課

新図書館施設建設事業費

【関連歳入】

地域わんぱく隊事業費

ブックスタート事業
（運営経費）

埋蔵文化財調査事業費

映像文化振興事業費

郷土博物館

日立さくらロードレース開催事業費

職業探検少年団支援事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕日立風流物、日立のささら公
開管理補助事業費
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スポーツ
振興課

447 70,78970,78970,78970,789
公認更新のためのトラックレーン等の整備工事
及び陸上競技場備品の更新

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 447 158,261158,261158,261158,261

被災した中央体育館に代わり新たな体育館を建
設する。
１　新中央体育館建設敷地地質調査業務委託
２　新中央体育館建設基本設計業務委託
３　新中央体育館建設実施設計業務委託
４　中央体育館解体工事など

43 国庫支出金 64,50064,50064,50064,500
社会資本整備総合交付金
（運動公園新中央体育館建設事業）

65 市債 58,00058,00058,00058,000 運動公園新中央体育館建設事業債

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

こども
福祉課

447
449

2,4572,4572,4572,457
１　くじ保育園仮設園舎賃借料
２　くじ保育園災害復旧工事
　　（ケーブル回線導入工事）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 教育総務課 449 23,43323,43323,43323,433

プール改修工事
（中小路小、成沢小、金沢小）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 449 44,46044,46044,46044,460

１　災害弔慰金等支給費
２　災害援護資金貸付金

51 県支出金（3/4） 13,12513,12513,12513,125 災害弔慰金等補助

65 市債 21,00021,00021,00021,000 災害援護資金貸付金

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 451 145,757145,757145,757145,757

応急仮設住宅として被災者に提供するための民
間賃貸住宅借上料。
　対象者　茨城県民及び福島、宮城、岩手県民
　（条件）住宅が全壊、全焼、流失
　　　（自らの資力で契約の継続が困難な者）

51 【関連歳入】 県支出金 145,436145,436145,436145,436 災害救助費繰替支弁費交付金

教教教教
　　　　
育育育育
　　　　
費費費費

新体育館
建設準備室

住宅課

応急仮設住宅借上事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕運動公園新中央体育館建設事
業費

【関連歳入】

第３種公認陸上競技場更新整備事業
費

保育園災害復旧事業費

災災災災
害害害害
復復復復
旧旧旧旧
費費費費

【関連歳入】

社会福祉課

災害援護経費

小学校災害復旧事業費

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 学務課 453 7,5977,5977,5977,597

１　河原子地区通園用車両運行業務委託
２　バス借上料（水木小、河原子中）

その他教育関連災害対策経費


