
№ 事務事業名 事業費(千円) 備考 № 事務事業名 事業費(千円) 備考

　自然の恵みを享受できるまちづくり　《居住環境》 25 防災無線整備事業（政策） 355,296 継続

1 資本的施設整備事業(政策) 413,451 継続 　健康で思いやりをもって暮らせるまちづくり　《健康・福祉》

2 一般廃棄物処理事業（政策） 1,421,149 継続 26 健康づくり推進事業（政策） 10,517 継続

3 環境保全推進事業（政策） 1,000 継続 27 不妊治療費助成事業（政策） 4,000 継続

　産業の振興で活力あふれるまちづくり　《産業》 28 保健関係団体等活動促進事業（政策） 30,083 継続

4 農地中間管理事業（政策） 2,693 継続 29 医療福祉事業（市単独事業）（政策） 58,832 拡充

5 米政策推進事業（政策） 23,511 継続 30 要援護高齢者等サービス事業（政策） 4,912 拡充

6 農業振興事業（政策） 4,967 継続 　未来を担う若者を育むまちづくり　《子育て・若者支援》

7 地域ポイント推進事業（政策） 12,150 継続 31 私立保育所事業（政策） 185,039 継続

8 観光サイクリング事業（政策） 15,635 継続 32 放課後児童健全育成事業（政策） 58,304 継続

9 歩崎公園管理運営事業（政策） 127,972 一部新規 33 子育て支援事業（政策） 14,938 継続

10 水族館管理運営事業（政策） 69,995 一部新規 34 移住定住・結婚支援事業（政策） 6,772 一部新規

11 地域活性化DMO推進事業（政策） 4,967 継続 35 子どもミライ学習事業（政策） 2,395 継続

　安全で快適に暮らせるまちづくり　《都市基盤》 36 企業立地促進事業（政策） 196,700 一部新規

12 神立駅周辺整備事業（政策） 生活環境課 32,371 継続 　豊かな学びと創造のまちづくり　《教育・文化》

13 神立駅周辺整備事業（政策） 都市整備課 207,980 継続 ※ 37 千代田中学校区統合小学校環境整備事業（政策） 50,143 継続

14 都市計画調整事業（政策） 14,180 継続 38 下稲吉中学校施設整備事業（政策） 72,958 新規

15 市道整備事業（政策） 278,508 継続 39 小学校就学支援事業 19,698 一部新規

16 街路整備事業（政策） 12,681 継続 ※ 40 市民ふれあいスポーツ推進事業（政策） 11,050 継続

17 公共交通対策事業（政策） 42,610 一部新規 　みんなでつくる連携と協働のまちづくり　《協働・行財政》

18 公有財産調整事業（政策） 1,063 継続 41 市民活動支援事業（政策） 48,903 継続

19 複合型健康福祉拠点施設整備事業（政策） 604,682 継続 42 シティプロモーション事業（政策） 8,708 一部新規

20 企画調整事業（政策） 8,613 継続 43 企画調整事業（政策） 27,890 継続

21 消防車両整備事業（政策） 45,101 継続 新規事業（一部含む） 8 前年度  13

22 地域安全対策事業（政策） 3,323 継続 拡充事業 2 前年度    1

23 防災訓練事業（政策） 2,015 継続 継続事業 33 前年度  23

24 災害対策事業（政策） 3,900 継続 ※印の事業は合併特例債活用事業 2 前年度    2

　　　 平成31年度 かすみがうら市 主要事業



1
水道事業

会計
水道課

資本的施設整備事業
（政策）

安定的な給水を行うため、老朽化した下稲吉第２浄水場の施設を更新するととも
に、その他配水管整備を進める。
　❖ 事業期間：Ｈ29～Ｈ33年度
　❖ 事業内容：電気室築造　高圧受配電・動力計装盤・1号取水ポンプ盤設備更新

413,451 384,879 継続

2 040106 生活環境課
一般廃棄物処理事業
（政策）

一般廃棄物の収集委託及び今後のごみ処理の効率化と環境負荷の低減を目的とし
て、広域連携による一般廃棄物処理に取り組む。
　❖ 一般廃棄物収集業務委託　　　　　　　122,387千円
　❖ 新治地方広域事務組合衛生費負担金　　222,595千円
　❖ 霞台厚生施設組合負担金　　　　　　1,065,518千円

1,421,149 618,250 継続

3 040106 生活環境課
環境保全推進事業
（政策）

省エネルギーの推進及びCO2削減など環境負荷低減への貢献に加え、エネルギーの
自立・分散を図ることで、災害等に備えた安心で快適に暮らせるまちづくりを創造
する。
　❖ 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金　 1,000千円

1,000 800 継続

4 060103 農林水産課
農地中間管理事業
（政策）

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）に基づき、茨城県
農地中間管理機構（茨城県農業公社）から委託を受け、農地の貸し手と借り手から
の受付やマッチングを行い、担い手への農地の集積を図り、農業の生産営農向上に
取り組む。

2,693 2,699 継続

5 060106 農林水産課 米政策推進事業（政策）
「ふくまる」に対する作付け助成に特別栽培米加算を加え、ふくまるの産地化を促
進するとともに、将来的には地域オリジナル米としての付加価値化を目指す。

23,511 20,802 継続

6 060103 農林水産課 農業振興事業（政策）
農業生産にとって最も基礎的な資源である農用地等を良好な状態で確保するととも
に、農業振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る。

4,967 4,182 継続

　自然の恵みを享受できるまちづくり　《居住環境》

産業の振興で活力あふれるまちづくり　《産業》

№ 款項目 担当課
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事務事業名 事業概要等
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№ 款項目 担当課
（H30）

事務事業名 事業概要等

平成31年
当初予算
事業費

（千円）

平成30年
当初予算
事業費

（千円）

新規
継続

7 070102 観光商工課
地域ポイント推進事業
（政策）

専用アプリケーション『湖山ウォレット』で、市主催のイベント参加者や各種事業
における対象者に対して「地域ポイント」を付与し、取扱店舗において飲食や買い
物の割引クーポンとして利用できる地域ポイント制度を運用する。
この制度の普及啓発や利用者の増加を図り、域内の経済循環を活性化させるととも
に消費喚起を推進する。

12,150 10,044 継続

8 070103 観光商工課
観光サイクリング事業
（政策）

歩崎公園周辺に周回コースを設定し、1,000人規模の自転車耐久レース「かすみが
うらエンデューロ」のほか、市内エリアのスポット探索を行うサイクリングイベン
ト「ライドハンターズ」等を開催する。
（自転車耐久レース「かすみがうらエンデューロ」/ ライドハンターズ等）
　❖ 開催予定日　10月1２日（土）/ 1３日（日）
　❖ 開催場所等　歩崎公園内

15,635 15,405 継続

9 070104 観光商工課
歩崎公園管理運営事業
（政策）

湖沼レジャーとともに観光資源としての湖の魅力を高め、さらに霞ヶ浦沿岸におけ
る観光交流の湖上ネットワークの形成を図るため、歩崎公園の湖岸に桟橋を整備す
る。
　❖ 桟橋施設延長：L=55.0ｍ（連絡橋15.0ｍを含む。）
　❖ 桟橋施設幅　　B=03.0ｍ
　❖ 構造形式　　　FRPモノコックタイプ

127,972 57,801
一部
新規

10 070104 観光商工課
水族館管理運営事業
（政策）

老朽化した現施設の内装や電気設備等の改修や水槽研磨などを実施し、入館者数の
増加を図る。
【施設の概要】
　❖ 構造：鉄骨造
　❖ 延床面積：404.58㎡
　❖ 竣工：H元年3月

69,995 8,228
一部
新規

11 070102
地域未来

投資推進課
地域活性化DMO推進
事業（政策）

歩崎地域観光振興アクションプランに基づき、歩崎地域をはじめ、域内や近隣の観
光資源を活用し「稼げる地域づくり」に資する取組みを行う。
　❖体験型プログラム実践に伴うプロモーション事業
　❖観光拠点における情報発信ツールの構築

4,967 19,861 継続

12 ０80401 生活環境課
神立駅周辺整備事業
（政策）

神立駅西口地区土地区画整理事業に伴い、土浦市とともに、神立駅西口自転車駐車
場を整備するにあたり、当該事業に要する経費の一部を負担し、自転車等の放置防
止を図り、良好な交通環境を確保することで市民の安全な生活環境を保持する。
　❖ 事業主体：土浦市
　❖ 事業期間：Ｈ29～31年度
　❖ H31年度事業計画：神立駅西口自転車駐車場の建替え

32,371 3,668 継続

安全で快適に暮らせるまちづくり　《都市基盤》
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13 ０80401 都市整備課
神立駅周辺整備事業
（政策）

土浦市と一部事務組合を設立し、西口駅前広場等の都市基盤を土地区画整理事業に
より一体的に整備し、質の高い市街地の形成を推進する。
　❖ 事業主体：土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合
　❖ 施行面積：2.2hａ(本市0.9ha / 土浦市1.3ha)  ❖ 事業期間：H23～33年度
　❖ H31年度事業計画
　　 土地区画整理事業（区画道路整備工事・宅地造成工事・ライフライン整備）

207,980 288,691 継続

14 080401 都市整備課
都市計画調整事業
（政策）

人口減少社会の到来、少子高齢化の急速な展開など、社会・経済情勢が大きく変化
したことや、最上位計画である「第２次かすみがうら市総合計画」が策定されたこ
とを受け、これらとの整合を図りながら「都市計画マスタープラン」を見直すとと
もに、行政・住民・民間事業者が一体となったコンパクトシティによるまちづくり
を推進するための「立地適正化計画」の策定に引き続き取り組む。

14,180 14,518 継続

15 080202 道路課 市道整備事業（政策）

石岡市と「石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業」を計画的に進め、道路機能
の向上と市全体の道路網確立を図るとともに、台風やゲリラ豪雨などによる集中豪
雨の影響による稲吉東地区の道路冠水・浸水被害を軽減する対策を講じる。
　❖ 石岡・かすみがうら広域幹線道路整備に関する詳細設計
　❖ 稲吉東地区の流入雨水バイパス工事 /  角来上池（調整池）の暫定整備工事
　❖ 市道2583号線（西成井地内）交差点改良工事等

278,508 268,031 継続

16 080403 都市整備課 街路整備事業（政策）

調和のとれた魅力的な都市環境を創造するとともに、災害に強いまちづくりに取り
組むため、都市計画道路神立停車場線の沿線にポケットパークを整備する。
　❖ 主な施設：ユニットシェルター（東屋）・ベンチ・ＬＥＤ太陽灯・防火水槽
　❖ 敷地面積：220㎡

12,681 52,134 継続

17 020107 政策経営課
公共交通対策事業
（政策）

霞ヶ浦広域バスの運行をはじめ、平成30年3月に策定した「かすみがうら市地域公
共交通再編実施計画」に基づく事業を実施し、本市の実情にあった持続可能な交通
体系の構築を目指す。
　❖ 霞ヶ浦広域バス・千代田神立ライン（10月導入予定）の運行補助
　❖ 高齢者運転免許証自主返納支援事業
　❖ タクシー利用料金助成事業（10月導入予定）

42,610 28,387
一部
新規

18 020106

行財政改革・
公共施設等

マネジメント
推進室

公有財産調整事業
（政策）

平成27年3月に策定した「かすみがうら市公共施設等マネジメント計画（基本計
画）」に基づき、公有財産及び公共施設の総合調整を図る。
　❖ 公共施設等総合管理計画の推進調整
　❖ 建物の老朽化の実態や土地の保有状況も踏まえ、施設の最適化を推進
　❖ 公有財産の取得及び維持保全に関する調整

1,063 468 継続
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19 020106

行財政改革・
公共施設等

マネジメント
推進室

複合型健康福祉拠点施設
整備事業（政策）

市民の健康づくりやコミュニティ活動を推進する複合型健康福祉の拠点施設とし
て、旧宍倉小学校施設を転用し「仮称：かすみがうら市ウエルネスプラザ」を整備
する。

604,682 13,392 継続

20 020107 政策経営課 企画調整事業（政策）

常磐自動車道と接続する（仮称）かすみがうらスマートＩＣの設置に向けた検討を
進める。
【H31年度実施事業】
　❖ スマートＩＣ設置検討業務委託

8,613 9,500 継続

21 090103 消防総務課
消防車両整備事業
（政策）

更新計画に基づき、消防車両を更新整備し、消防車両の活動能力の向上を図り、安
心・安全なまちづくりを目指す。
【H31年度更新車両】
　❖ 高規格救急自動車（東消防署）　1台
　❖ 本部連絡車　1台

45,101 23,233 継続

22 020109 生活環境課
地域安全対策事業
（政策）

地域住民の生命、身体、財産の保護、空家の利活用を促進するとともに、総合的か
つ計画的に実施し、市民の生活環境の保全を図る。
　❖ 空家等対策協議会の運営
　❖ 防犯カメラの設置

3,323 3,705 継続

23 090104 総務課 防災訓練事業（政策）
関係機関や団体が連携のもと、市民と一体となり、災害時の状況を想定した防災訓
練を行うことで、防災に対する知識、行動力を高める。

2,015 1,336 継続

24 090104 総務課 災害対策事業（政策）

災害に強いまちづくりを目指し、防災体制の充実を図り、市民の安全な暮らしを守
る。
　❖ 自主防災組織体制の充実
　❖ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

3,900 11,312 継続
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25 090104 総務課
防災無線整備事業
（政策）

老朽化した霞ヶ浦地区の防災無線設備をすべてデジタルに更新する。
　❖ 総事業費：744,134千円
　❖ 事業期間：H28～33年度
　❖ H31年度事業内容：屋外子局50局デジタル化整備工事

355,296 76,940 継続

26 040103
健康づくり

増進課
健康づくり推進事業
（政策）

市民の健康寿命延伸を図るため、健康増進計画や食育推進計画等を推進する。ま
た、生活習慣病予防を図るため、近隣の病院や大学等の協力を得て、専門的な講演
会や健康体操を継続して取り組むとともに、健康まちづくり宣言を推進し、市民の
健康意識の高揚を図る。
　❖ 健康まつりの開催
　❖ 生活習慣病改善モデル事業　など

10,517 7,870 継続

27 040102
健康づくり

増進課
不妊治療費助成事業
（政策）

少子化対策の一環として、医療保険保険が適用されず、医療費も高額な特定不妊治
療、男性不妊治療及び不育症治療に要する費用の一部を助成し、不妊及び不育症に
悩む夫婦の経済的負担の軽減を図る。
　❖ 特定不妊治療費補助
　❖ 男性不妊治療費補助
　❖ 不育症治療費補助

4,000 4,000 継続

28 040101
健康づくり

増進課
保健関係団体等活動促進
事業（政策）

地域医療の中核病院として市民の医療供給体制を確保するため、茨城県厚生農業協
同組合連合会土浦協同病院の運営に要する経費の一部を補助する。

30,083 30,483 継続

29 030105 国保年金課
医療福祉事業（市単独事
業）（政策）

❖ 県制度の対象外となる医療費助成（妊産婦の産婦人科以外、中学生の外来）
❖ 外来自己負担への助成（妊産婦、ひとり親、小児の一部）
※H31.10月～中学生以下の医療費実質完全無料化

58,832 45,427 拡充

30 030102 介護長寿課
要援護高齢者等サービス
事業（政策）

平成31年4月からタクシー助成券の交付枚数を36枚から48枚に拡充し、高齢者等
の経済的負担の軽減を図る。

4,912 3,905 拡充

健康で思いやりをもって暮らせるまちづくり　《健康・福祉》



№ 款項目 担当課
（H30）

事務事業名 事業概要等

平成31年
当初予算
事業費

（千円）

平成30年
当初予算
事業費

（千円）

新規
継続

31 030204 子ども家庭課 私立保育所事業（政策）
市内の私立保育園や認定こども園に対して運営費の補助を行い、児童の処遇向上及
び施設経営の健全化を図るとともに、保育士が働きやすい環境整備を支援すること
で、質の高い安定的な保育を提供する。

185,039 349,424 継続

32 030206
大塚児童館・
ふれあいセン
ター

放課後児童健全育成事業
（政策）

小学校の余裕教室や児童館等を利用して、保護者が昼間家庭にいない小学校に就学
している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る。
　❖ 開所数：公設18ヶ所（小学校12、保育所３、児童館3）/ 民設7ヶ所
　❖ 放課後児童クラブ民営補助金交付

58,304 50,202 継続

33 030207 子ども家庭課 子育て支援事業（政策）

子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めると
ともに、市の住民基本台帳に記録された新生児等を対象に出産祝い品を贈呈する。
　❖ 多子世帯保育料軽減事業費助成金
　❖ ファミリー・サポート・センター事業委託
　❖ チャイルドシート無料貸出　など

14,938 13,666 継続

34 020114 市民協働課
移住定住・結婚支援事業
（政策）

移住定住促進の観点から「婚活サポートセンター」を開設し、従来のカップリング
パーティーに加えて、結婚相談会、お見合いなど、出会いの場を提供し、総合的な
結婚支援事業に取り組む。また、移住希望者への情報発信や相談業務などに努める
とともに、受け入れ側としての制度やシステムづくりを検討、推進する。

6,772 801
一部
新規

35 100103 学校教育課
子どもミライ学習事業
（政策）

郷土を愛し誇りに思う心を育み、未来のまちづくりを考えることができる人材を育
てるため、3年間の学習プログラムとして、「子どもミライ学習」を実施する。
　❖ 「子どもミライ出前授業」地域の仕事人から話を聞き市の将来を考える
　❖ 「子どもミライワークショップ」地域資源を学び活用した新商品を開発
　❖ 「子どもミライマルシェ」ビジネスプランを学び計画して商品販売実施

2,395 2,138 継続

36 070102
地域未来

投資推進課
企業立地促進事業
（政策）

企業立地の促進と地域産業の振興、新たな雇用機会の創出を目指すため、新増設し
た企業に対し企業立地促進助成金を交付する。また、地域の農水産物を生産又は加
工する事業者が、県外や海外への販路拡大を目的とするPRイベントや商談など行う
にあたり、必要な経費の一部を助成する。

196,700 70,730
一部
新規

未来を担う若者を育むまちづくり　《子育て・若者支援》



№ 款項目 担当課
（H30）

事務事業名 事業概要等

平成31年
当初予算
事業費

（千円）

平成30年
当初予算
事業費

（千円）

新規
継続

37 100203 学校教育課
千代田中学校区統合小学
校環境整備事業（政策）

「千代田中学校区統合小学校整備基本計画」に基づき、現千代田中学校施設を増改
築し、義務教育学校として小中一貫教育を進め、平成34年度の開校を目指し整備を
進める。
　❖ H30～31年度　基本・実施設計業務
　❖ H32～33年度　施設整備工事
　❖ H34年度　開校予定

50,143 19,903 継続

38 100303 学校教育課
下稲吉中学校施設整備
事業（政策）

現施設が手狭なことなどから、避難所としての機能を備えた新たな体育館の整備に
着手する。

72,958 ― 新規

39 100202 学校教育課 小学校就学支援事業

経済的理由によって小学校への就学が困難な児童の保護者に対する学用品費・給食
費等の就学援助のほか、平成32年4月に市内小学校に入学する児童を対象に入学祝
い品として、ランドセル贈呈を開始し、子育て世代の経済的負担の軽減を図る。
 【H31年度新規支援事業】
　❖ 入学祝い品（ランドセル）　　6,400千円

19,698 10,164
一部
新規

40 100501
スポーツ
振興課

市民ふれあいスポーツ
推進事業（政策）

子どもから高齢者までスポーツレクリエーション活動の場を提供し、市民の体力・
健康づくりの推進をはじめ、第74回国民体育大会（茨城国体）の開催にあたり、い
きいき茨城ゆめ国体かすみがうら市実行委員会を中心に本市を会場に開催される競
技について、円滑な運営ができるよう準備を進め、大会成功に向けて取り組む。
　❖ ペタンク（5月25日（土） / わかぐり運動公園多目的広場）
　❖ グランド・ゴルフ（8月31日（土） / あじさい館コミュニティ広場）

11,050 3,083 継続

41 020102 市民協働課
市民活動支援事業
（政策）

市民参画意識の向上と参加機会の拡充を図り、多くの市民がまちづくりの担い手と
して地域の課題に対して自ら行動する機運を高め、市民と行政による協働のまちづ
くりを進める。
　❖ まちづくりファンド助成事業
　❖ 市民協働に関するセミナーの開催
　❖ 花のみち・花いっぱい事業　など

48,903 12,206 継続

42 070102 観光商工課
シティプロモーション
事業（政策）

交流人口の増加を図るため、市の知名度向上や地域資源のPR及び販路拡大などを推
進することにより地域ブランドの確立とブランド力の向上を図る。また、プロモー
ションの総合的・戦略的な実施を推進し、活力ある地域社会の持続的な発展を目指
す。
さらに、本市の知名度や好感度の向上のための広告塔として、公式マスコットキャ
ラクター「かすみがうにゃ」を活用したプロモーション活動を積極的に展開する。

8,708 2,863
一部
新規

豊かな学びと創造のまちづくり　《教育・文化》

みんなでつくる連携と協働のまちづくり　《協働・行財政》
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平成31年
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事業費

（千円）
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事業費

（千円）
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継続

43 020107 政策経営課 企画調整事業（政策）

市政全般における総合的な企画の立案及び調整を行うとともに、新たな課題への対
応や事業に取り組む。
【H31年度実施事業】
　❖ 通学定期券購入費助成事業　　13,000千円
　❖ 歩崎公園誘導サイン整備　　　11,176千円

27,890 22,872 継続


