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Ⅲ 今回提案予定の主な事項

(改)：改革いばらき特別枠事業

１ 誰もが健やかに暮らせるやすらぎに満ちた社会づくり (出)：上記のうち出先機関提案事業

(雇)：緊急雇用創出基金事業

★ ：別添参考資料に掲載のある事業

（１）少子化への対応 Ｈ⑭当初 Ｈ⑬当初 （単位：千円）

・ 保育所整備費補助 ７４９，０７８ （２８５，８０３） （児童福祉）

（待機児童解消に向けた施設の創設及び増改築、老朽施設の改築等に対する助成）

・ 放課後児童クラブ整備費補助 １２，１４８ （児童福祉）

（市町村が行う放課後児童クラブ整備に対する助成）

新(雇)私立幼稚園預かり保育促進事業 ２８，５６０ （総 務）

（多様な保育需要に対応するための夏季休業日等における預かり保育の促進）

・ 私立幼稚園預かり保育推進事業費補助 ★ ８２，５００ （８２，７４０） （総 務）

（子育て支援に資する預かり保育推進のための助成）

新(改)小児救急医療体制整備費 ★ ４４，９２１ （医療整備）

（二次保健医療圏等地域内における小児救急輪番制運営費に対する助成等）

新(雇)新生児聴覚検査体制整備事業 ３，８２８ （児童福祉）

（聴覚障害児の早期発見及び早期療育体制整備のための調査検討）

新(改)児童虐待防止カウンセリング推進事業 ★ ２，５５３ （児童福祉）

（児童虐待の未然・再発防止のため、親を対象とした専門医によるカウンセリングの実施）
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新(改)里親型ファミリーグループホーム事業費 ４，２６４ （児童福祉）

（専門性を高めた里親を活用した家庭養育の促進）

新(改)子育て空間整備事業費補助 ４，８９４ （児童福祉）

（空き店舗等を活用した子育て親子の交流スペース設置運営）

・ 少子化対策県民運動推進事業 ２１，３９０ （２２，１３６） （児童福祉）

（少子化対策推進県民会議の運営、集いの開催、子育てサポーター等の人材育成）

・ 特別保育事業費補助 １，５５１，１８１ （１，１２９，２２８） （児童福祉）

（延長保育、一時保育、乳児保育促進、地域子育て支援、障害児保育等を推進するための助成）

・ 保育サービス支援事業費補助 ２４７，５９８ （２７４，２９９） （児童福祉）

（保護者の保育ニーズに対応し、保育内容を充実するための県単独の助成）

・ 放課後児童健全育成事業費補助 ２３７，３７６ （２００，６３０） （児童福祉）

（昼間保護者のいない小学校低学年児童の健全育成を図るための助成）

・ ファミリー・サポート・センター支援事業 ８，８００ （８，６００） （労働政策）

（市町村が設置するファミリー・サポート・センターの運営費に対する助成）

・ 乳幼児医療費助成事業 １，３９５，１９４ （１，４５６，０２２） （厚生指導）

（３歳未満の乳幼児に対する医療費軽減制度）

・ 妊産婦医療費助成事業 ３１３，５０１ （３６１，８３１） （厚生指導）

（妊産婦に対する医療費軽減制度）
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・ 母子家庭医療費助成事業 ５８０，９１２ （５６４，４２９） （厚生指導）

（母子家庭に対する医療費軽減制度）

・ 父子家庭医療費助成事業 ３８，５３９ （４９，４３２） （厚生指導）

（父子家庭に対する医療費軽減制度）

・ 新生児救急医療対策費 ２１，６９６ （２０，０３２） （医療整備）

（生後４週未満の乳児に対する救急医療システム運営費助成）

（２）高齢化への対応

拡 老人福祉施設整備費補助 ３，５７２，８４１ （１，９４３，４６９） （高齢福祉）

（高齢者プラン２１関連の老人福祉施設整備に対する助成）

・ やさしさのまち「桜の郷」整備事業 ★ ３１，２１０ （１０８，５６０） （高齢福祉）

（国立水戸病院移転にあわせたユニバーサルデザイン等に配慮したまちづくりの推進）

・ 人にやさしいまちづくり事業費補助 ９７，５１２ （３３，０００） （建築指導）

（市街地における高齢者等に配慮したエレベーター等の移動システム整備に対する助成

Ｈ⑭ ひたちなか市、守谷市、十王町）

新(雇)介護保険推進事業 ５３，８２８ （介護保険）

（介護保険事業支援計画改定に向けた利用者ニーズ把握等）

・ 介護予防・生活支援事業費補助 １，１４９，０５１ （７７１，５１８） （高齢福祉）

（高齢者の生活支援・生きがい対策及び介護予防対策などを実施する市町村への助成）
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・ 介護給付費負担金 １０，０８２，６４９ （９，００２，３６６） （介護保険）

（介護保険法に基づく市町村の介護給付等に要する費用に対する負担金）

新 介護保険財政安定化基金貸付金 １７０，０００ （介護保険）

（市町村介護保険財政の安定化を図るための財政安定化基金からの貸付）

・ 在宅介護支援センター運営事業費補助 ７３７，１６０ （７５７，７８０） （高齢福祉）

（在宅介護の拠点としての在宅介護支援センターの運営費に対する助成）

・ 訪問看護ステーション整備費補助 １６，５００ （１１，５００） （介護保険）

（在宅看護サービスを担う訪問看護ステーション開設に伴う整備費用に対する助成）

新(改)いばらき高齢者プラン２１改定事業 ５，０９７ （高齢福祉）

（改定プラン作成のための検討委員会開催、計画書の作成配布）

新(改)痴呆性高齢者ゆうゆうケア支援事業 １５，４７３ （高齢福祉）

（痴呆介護の普及啓発、研修及び徘徊高齢者保護のモデル事業の実施）

（３）健康づくりと保健・医療・福祉サービスの充実

・(雇)健康いばらき２１推進事業 ★ ３０，２８３ （２２，０００） （保健予防）

（健康いばらき２１プランに基づくヘルスロードの選定等、県民の健康づくりの推進）

新 県立医療・福祉施設再編検討費 ５，９２０ （厚生総務）

（友部地区における県立医療・福祉施設の再編整備の検討）
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新 中央看護専門学院整備事業 ２８，０００ （厚生指導）

（水戸看護専門学院の中央看護専門学院への統合に必要となる施設整備の基本・実施設計）

新 地域災害医療センター施設整備費補助 ２１７，０３８ （医療整備）

（大規模災害時救急医療体制を確保するための災害拠点病院の施設整備に対する助成）

新 精神病院近代化施設整備費補助 ３４８，３３０ （障害福祉）

（療養環境改善のための精神病院施設整備に対する助成）

・ 県立知的障害施設再編整備費 ★ １，７４６，１９５ （６６７，０００） （障害福祉）

（内原厚生園の再編整備に要する経費）

・ 障害福祉施設整備費補助 ７８２，５５２ （２２８，４７７） （障害福祉）

（身体障害・知的障害福祉施設の創設・改築に対する助成）

新(雇)視聴覚障害者情報提供事業 ★ １６，４９９ （障害福祉）

（視聴覚障害者の情報入手環境向上のための録音図書ＣＤ、字幕入りビデオの作成等）

・ 精神科救急医療システム運営事業 ７６，５８１ （９８，０５７） （障害福祉）

（休日・夜間における精神科救急医療体制の整備）

新 ドメスティック・バイオレンス対策推進費 ★ １１，４３８ （児童福祉）

（配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所）への婦人相談員の配置等）

・ 民間児童福祉施設整備費補助 ３５４，５４８ （ ３３，７５０） （児童福祉）

（民間乳児院の増改築、母子生活支援施設の創設に対する助成）
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新 茨城県障害者プラン策定事業 ３，９３０ （障害福祉）

（プラン策定のための委員会開催、計画書の作成配布等）

新 児童・思春期精神保健対策事業 ２，１７８ （障害福祉）

（児童・思春期問題に対応するための関係機関におけるネットワークの整備）

新 障害者小規模通所授産施設運営事業費補助 １６，５００ （障害福祉）

（在宅障害者のための作業訓練等を行う施設に対する助成）

新 精神障害者居宅生活支援事業費補助 ５３，７８１ （障害福祉）

（在宅精神障害者に対するホームヘルプ、ショートステイ等の支援事業に対する助成）

・ 地域がんセンター施設整備費補助 ６５３，２６７ （５４４，３８９） （保健予防）

（地域がんセンター（県北地域）の整備に対する助成）

・ 地域ケアシステム推進事業 ★ ２１７，６４７ （２２２，１７５） （厚生総務）

（保健、医療、福祉の連携による総合的在宅ケアサービスシステムの構築）

・ 高齢者はつらつ百人委員会活動費 ５，０００ （５，０００） （高齢福祉）

（高齢者の生きがい・健康づくり県民運動の支援）

・ 重度心身障害者医療費助成事業 ３，５０２，０３６ （３，５６０，９７３） （厚生指導）

（重度心身障害者等に対する医療費軽減制度）

・ 障害者福祉ワークス運営事業費補助 １２１，４１４ （１２４，５７６） （障害福祉）

（在宅障害者のための社会適応訓練事業を行う市町村への助成）
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・ 精神障害者社会復帰施設整備費補助 ２２８，４４９ （３２０，２６１） （障害福祉）

（精神障害者に対する社会復帰の促進を図るための施設整備に対する助成）

・ 地域リハビリテーション総合推進モデル事業 ★ １２，０３６ （１０，７６７） （厚生総務）

（高齢者や障害者などの自立支援のための地域リハビリテーション体制整備の推進等）

・ 救命救急センタ－運営費補助 ３２６，８７４ （２８６，９７８） （医療整備）

（三次救急医療体制の確保に対する助成）

新(雇)知的障害者自立支援特別対策事業 １６，６０６ （障害福祉）

（社会復帰促進のため県立コロニーあすなろに知的障害者自立支援員を配置）

新 パソコンボランティア養成派遣事業 ４，４８０ （障害福祉）

（障害者のサポートを行うパソコンボランティアの養成・派遣の実施）

新 ハンセン病療養所入所者支援事業 １，５６０ （保健予防）

（ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発を図るための経費等）

新 ボランティア活動支援事業費補助 ２，６６７ （厚生総務）

（ボランティア活動に必要な機材整備等に対する助成）

新(雇)骨髄バンク登録推進員設置事業 ８，９２８ （薬 務）

（骨髄バンクへの登録者を確保するため各献血ルームに推進員を設置）
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（４）男女共同参画社会づくり

・ 男女共同参画社会推進事業 ７，０９０ （１０，７３９）（女性青少年）

（男女共同参画社会づくりのための県民会議の開催など総合的な推進）

新(雇)男女共同参画推進条例施行費 ６，７０６ （女性青少年）

（条例に基づく苦情・意見処理委員会の設置、推進状況調査等）

・ 男女が働きやすい職場づくり支援事業 ★ １０，７１０ （１１，０２７） （労働政策）

（中小企業の育児・介護休業制度導入促進のための奨励金制度）
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２ ゆたかさを実感できる安全快適な生活環境づくり

（１）循環型社会づくり Ｈ 当初 Ｈ 当初 （単位：千円）⑭ ⑬

・(改)いばらきゼロエミッション推進事業 ★ １７，４４０ （２５，５８４） （環境政策）

（循環型社会づくりのための推進会議の運営、市町村モデル事業への助成等） （廃棄物対策）

・ 公共処分場整備推進事業 ★ １，１００，９２３ （１４１，１８２）（廃棄物対策）

（環境保全事業団が整備する公共処分場の建設基金に対する出資等）

・(雇)霞ヶ浦環境センター（仮称）整備事業 ★ ２６６，３００ （４９，０９０）（霞ヶ浦対策）

（霞ヶ浦環境センター（仮称）整備のための実施設計等）

新(改)住民参加型休耕田活用水質浄化事業 ★ ２，４００ （霞ヶ浦対策）

（霞ヶ浦流域における休耕田等を活用した住民参加型の水質浄化事業に対する助成）

新 環境にやさしい農業推進事業 ４，０００

①環境にやさしい農業県民運動推進事業 ２，０００ （農 産）

（県民運動推進大会の開催、環境にやさしい農業取り組み事例の紹介等）

(改)②環境にやさしい農業ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ支援事業費補助 ２，０００ （農 産）

（エコファーマー等の取り組みを実践する集団に対する支援）

新(改)田園環境整備計画策定事業 ２０，２５０ （農村計画）

（環境との調和に配慮した土地改良事業計画作成のための環境調査等）
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新(改)環境にやさしい施設づくり推進事業 ３，５００ （営 繕）

（公共施設に係る環境に配慮した技術を取り入れた設計・監理の実施、普及・啓蒙の推進）

新(改)環境犯罪対策費 １３，０００ （警察本部）

（廃棄物事犯の取締り強化のための車両認識装置の整備）

・ 霞ヶ浦環境整備事業負担金（公共） ４，０９０，０００ （２，８００，０００） （河 川）

（霞ヶ浦の底泥浚渫、植生浄化施設等に係る直轄事業負担金）

新(改)環境基本計画改定事業 １２，０００ （環境政策）

（環境施策の総合的かつ計画的な推進のための茨城県環境基本計画の改定）

新(出)北浦水質浄化環境学習支援事業 ２，０００ （環境政策）

（北浦湖畔に新設される環境学習施設を活用した水質浄化イベント等開催に対する助成）

新 涸沼水環境調査研究推進事業 ３４，０００ （環境対策）

（涸沼水質保全計画に基づく、浄化対策推進に必要な調査研究）

新(出)涸沼流域等環境学習支援事業 ２，１７８ （環境対策）

（小学生が参加した涸沼の水質浄化のための環境読本の作成）

新(改)牛久沼水質浄化対策費 ７，１１７ （環境対策）

（牛久沼水質浄化対策の総合的推進のための水質保全計画の策定等）

新(改)内分泌攪乱化学物質水環境調査事業 ３，２９１ （環境対策）

（内分泌攪乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）の公共用水域における実態調査）
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新 北浦汚濁原因解明調査事業 ２０，６６２ （霞ヶ浦対策）

（北浦水質浄化対策のための水質汚濁原因の解明調査）

・ 霞ヶ浦「百万人の湖」推進事業 ２７，８１３ （２７，８１３）（霞ヶ浦対策）

（霞ヶ浦に係る主要流域単位ごとの浄化推進組織の設立及び活動に対する支援）

新 ＰＣＢ廃棄物適正処理推進事業 ４７，０００ （廃棄物対策）

（広域的なＰＣＢ処理施設整備のためのＰＣＢ廃棄物適正処理基金への助成）

・ 建設資源リサイクルシステム構築事業 １５，００５ （１０，９５１） （検査指導）

（建設リサイクル法の円滑な運用と建設資源のリサイクル・再生材利用拡大等のシステム構築）

（２）快適な生活環境づくり

・ 安全快適なみち緊急整備事業( ) ★ ４，０００，０００ （４，０００，０００） （道路建設）公共、再掲

（日常生活に不便をきたしている渋滞箇所、交通危険箇所等の重点的道路整備） （道路維持）

・ 安全快適なみち緊急整備市町村補助(公共) ★ ４６０，０００ （４６０，０００） （道路建設）

（生活に密着した市町村道の交通危険箇所解消等に対する助成）

・ 地方バス路線維持費補助 ２１５，１８３ （６９，２６８） （企 画）

（広域的・基幹的なバス路線維持存続のための事業者に対する助成）

新(改)生活交通支援事業 ★ １６，５５０ （企 画）

（過疎地域等の生活交通確保のための乗合タクシー、廃止代替バス等の運行に対する助成）
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新 県南西地域水需給調査事業 １１，０００ （生活衛生）

（県南地域及び県西地域における水需給見通し等の基礎調査）

・ 自然公園対策費 ８２，７６１ （７３，４７３） （環境政策）

（第４５回自然公園大会（Ｈ⑮）開催に向けての園地整備等）

・(雇)森林空間緊急整備事業 １７，９５５ （林 政）

（県民の森等について、下刈、除間伐等の実施による森林空間の整備） （林 業)

新(雇)河川・海岸環境美化緊急事業 １０，０００ （河 川）

（河川・海岸に漂着したゴミ、流木、不法投棄された粗大ゴミ等の回収・処理）

新(雇)道路クリーンアップ緊急事業 １８，３６０ （道路維持）

（ワールドカップ会場地周辺道路等の空き缶、ゴミ等の回収・処理）

・ 流域下水道整備事業（特別会計） １０，１６７，０００（１１，４４６，６００） （下 水 道）

（公共下水道による排水を処理するための流域下水道の整備）

・ 市町村下水道整備支援事業費補助（公共） ３６４，７００ （４０５，３００） （下 水 道）

（下水道普及率向上を促進するための市町村に対する助成）

・ 農業集落排水事業（公共） ６，００２，６５５ （７，０７７，９３２） （農村環境）

（農業集落排水施設整備に対する助成等）

・ 合併処理浄化槽普及推進事業 ４２１，８０２ （４９０，００７）（廃棄物対策）

（生活雑排水による水質汚濁防止を図るための合併処理浄化槽の設置に対する助成）
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拡 緒川ダム中止関連対策事業（公共等、再掲） ６４３，２９５ （６１５，７１６） （河 川）

（緒川ダム開発事業中止に伴う地域振興事業（道路改良、住宅の新改築者への利子補給等））

・ 過疎地域自立促進事業費補助 ５０，０００ （５０，０００） （地域計画）

（過疎町村が行う生活支援事業、広域連携事業その他自立促進事業に対する助成）

・ 道路里親制度推進事業 ５，５１５ （１，３９５） （道路維持）

（県管理道路における住民団体等（里親）による清掃美化活動への支援）

・ 組合施行市街地再開発事業費補助 ３２７，２００ （２４３，２００） （都市整備）

（組合施行の市街地再開発事業における共同施設整備等に対する助成

Ｈ⑭ 下館市中央地区、泉町１丁目南地区）

・ 市街地再開発事業費補助 １１７，５００ （１９７，６３５） （建築指導）

（良好な市街地形成のための市街地再開発事業に対する助成

Ｈ⑭ 赤塚駅北口東地区、荒川沖駅西口第１地区、大工町１丁目地区、稲荷町Ａ地区）

・ 公園整備（公共） ２，７２６，０００ （３，３８２，６３０） （公園街路）

（県営都市公園の整備 ８公園、３緑地）

・ 公営住宅整備（公共） ３，４７７，３８６ （４，０２７，２８１） （住 宅）

（県営住宅の整備 ９団地、１５７戸）

（３）安全な県民生活の確保

新 牛久警察署（仮称）整備事業 ５４，６８８ （警察本部）

（牛久警察署（仮称）整備のための基本・実施設計の実施）
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新 警察刷新関係経費 ２３４，１７９ （警察本部）

（警察官の増員、新型警察手帳等の装備品に要する経費）

・ 交通安全対策事業 ７，８７３，０８９ （９，００４，１２９） （道路維持）

(警察本部）

（交通安全施設等整備７か年計画に基づく交通管制の充実、信号機・歩道新設、交差点改良等)

・(雇)防犯対策支援活動緊急事業 ★ ６８，４５０ （警察本部）

（盗難自転車等の発見通報、車上狙いの被害防止活動等）

・(雇)消防設備点検指導緊急促進事業 ２０，０００ （消防防災）

（防火対象物の管理者等に対する消防用設備等の定期的点検報告の指導等）

新 浸水想定区域策定事業 １５，２００ （河 川）

（県管理河川に係る浸水想定区域図等の策定）

・ 原子力安全等推進基金積立金 ２，０１１，４２４ （２，０１６，６２０）（原子力安全）

（原子力事故による影響を払拭し、安全対策を推進するための基金積立）

新(雇)ワールドカップ対策事業 ４５，７６５ （警察本部）

（２００２年ワールドカップサッカー大会の本県開催に伴う警察活動経費等）

新 航空隊庁舎建設整備費 ３，０００ （警察本部）

（百里飛行場の民間共用化に伴う庁舎（格納庫等）の移転準備経費）

・ 那珂川改修事業（公共） １，６９２，０００ （３，８２２，０００） （河 川）

（Ｈ⑩の水害を踏まえた那珂川及びその支川の国直轄事業等による改修）
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・ 河川整備（公共） （河 川）

広域河川改修（桜川外２２河川） ７，０７９，７７８ （６，４０９，４５２）

統合河川整備（早戸川外８河川） ６８４，０００ （１，３７１，０００）

治水直轄事業負担金（直轄河川改修等） １２，３６８，５５４（１２，４６４，８９４）

・ 海岸整備（公共） ９９０，０００ （１，１９０，０００）（河 川）

（高潮対策 ２ヶ所 海岸侵食対策 ４ヶ所 海岸環境整備 １ヶ所）

・ 砂防事業（公共） （河 川）

国補 １１ヶ所 ６５０，４７２ （６８０，０００）

県単 ８ヶ所 ７０，２００ （７８，０００）

・ 急傾斜地崩壊対策事業（公共） （河 川）

国補 １４ヶ所 ４３３，０００ （ ５３５，０００）

県単 １７ヶ所 ２６１，９００ （ ２９１，０００）
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３ 個性と創造性に富むこころ豊かな人づくり

（１）学校教育の充実 Ｈ⑭当初 Ｈ⑬当初 （単位：千円）

新 のびのびいばらきっ子プラン推進事業 ★ １，２７８，５００ （義務教育）

(雇)①楽しく学ぶ学級づくり事業（新規） ４７３，３００

（小学校１年生の３５人を超える学級を対象とした学級編制の弾力化等）

(雇)②ＴＴ特別配置事業 ８０５，２００

（標準法による少人数加配のない小中学校に対するＴＴ非常勤講師の配置）

新(改)科学大好き児童生徒育成事業 ★ ９，０８２ （義務教育）

（高校教育）

（児童・生徒の理科離れに対応するための県内研究施設等を活用した体験活動等の推進）

新(改)学びの基礎をつちかう学校教育支援事業 ５，８１７ （義務教育）

（新学習指導要領の全面実施にあたり、具体的指導方法等について実践研究）

拡 情報教育等推進整備費 ★ ７７４，７３５ （３９７，４６７） （財 務）

（義務教育）

（県立学校普通教室等へのパソコン整備、教員のＩＴ指導力向上対策等） （高校教育）

（特殊教育）

①県立学校普通教室等へのパソコン整備

(改)②ＩＴサポート推進事業

(雇)

(雇)③ＩＴサポートスタッフ派遣事業

・ スクールカウンセラー配置事業 １２６，７５０ （１０８，３９５） （義務教育）

（高校教育）

（スクールカウンセラーの配置に要する経費）
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・ 心の教室相談員活用調査研究事業 ８８，０２０ （８８，０２０） （義務教育）

（「心の教室相談員」の公立中学校への配置）

・ 県立高校再編等推進費 １，９１３ （２，１９１） （高校教育）

（高等学校審議会の答申を踏まえた県立高校の再編整備実施計画の策定）

新 高校生奨学資金貸付費 ３５，５８０ （高校教育）

（高校生を対象とした奨学資金制度の創設）

新 学校評議員運営事業 ３，２５０ （高校教育）

（開かれた学校づくり推進のため、県立学校全校に学校評議員を設置）

・ 医療的ケア支援事業 ★ １６，４６０ （１６，４６０） （特殊教育）

（医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する養護学校への非常勤看護師の配置等）

・ 養護学校整備調査検討事業 ５００ （５００） （特殊教育）

（県立養護学校の新設・増築等にかかる調査検討）

・ 養護学校整備事業 ２４４，４７３ （３５７，７１６） （財 務）

（伊奈養護学校等の不足教室の解消）

・ 養護学校等スクールバス運行業務委託事業１，０３０，８５３ （１，０３４，１２６） （特殊教育）

（児童生徒の通学負担を軽減するためのスクールバス増車）

・ 私立高等学校等経常費補助 ★ １２，８５４，０９７（１２，７８７，４１７） （総 務）

（私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校に対する経常費助成）
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新 私立学校研修費補助 １，５００ （総 務）

（私立高校教職員の資質向上のための研修事業に対し助成）

・ 県私立幼稚園連合会補助 ３７，９４４ （３８，３２５） （総 務）

（学校法人立以外の幼稚園の助成）

・ 学校法人立専修学校運営費補助 ３３，５９１ （３２，６０４） （総 務）

（学校法人立専修学校に対する運営費助成）

（２）未来を担う人づくりと青少年の健全育成

拡 子どもいきいき自然体験事業 ★ ４３，８４２ （３５，０７７）

(改)①元気いばらきっ子「エンジョイ・サタデー」（新規）７，７１２ （生涯学習）

（県立青少年教育施設等における体験活動事業）

(出)②飯沼川周辺環境学習プログラム開発事業（新規）５，３１１ （文 化）

（自然博物館と地域・学校等との連携による環境学習支援プログラムの作成）

③その他自然体験事業 ３０，８１６ （３５，０７７）

（地域で育てる元気っ子体験村事業、青少年長期自然体験活動推進事業等）

新 地域に生きるヤングボランティア推進事業 ★ ３，５５５ （生涯学習）

（高校生を対象としたボランティア活動の研修機会の提供）

新 奉仕活動・体験活動推進事業 １３，６０１ （生涯学習）

（県及び市町村に体験活動ボランティア活動支援センターを設置）
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・ お手伝い・ボランティア奨励事業 ★ １，７７０ （１，７７０） （生涯学習）

（小学１年生を対象にお手伝いを奨励し、家庭の教育力向上を支援）

新 子ども放課後・週末活動等支援事業 ３２，４３３ （生涯学習）

（保健体育）

（完全学校週５日制に合わせ、地域教育力活性化のためのモデル事業の実施等）

新 子ども読書活動推進事業 ４，７１１ （生涯学習）

（子どもの読書活動支援のための推進体制の整備やフォーラムの開催等）

新(改)青少年ゆめづくり創生事業 ★ １３，３４０ （女性青少年）

（青少年会館の交流サロンの整備、青少年団体の情報発信事業等に対する助成）

・ 青年のつばさ事業 ７，５００ （女性青少年）

（国際的視野を身につけた青年活動の担い手養成のための研修事業の実施）

新 青少年健全育成中央フォーラム開催事業費 １，０００ （女性青少年）

（国(文部科学省)等が主催の「青少年健全育成中央フォーラム」開催経費への助成）

新(改)子どもの水辺再発見事業 ５，０００ （河 川）

（「子どもの水辺」選定地における情報案内板・標識等の整備）

新(改)まちづくり支援事業（ ） ★ ３，８３５ （都市計画）いばらきまちづくり実践アカデミー

（まちづくりリーダー育成のための実践的な計画策定手法習得講座の開催）
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（３）スポーツ・文化活動、生涯学習の推進

・ ワールドカップ開催事業 ★ ５０４，３７２ （２４３，９９８） （事業推進）

（2002年６月ワールドカップの開催に要する経費）

・(雇)インターハイ開催事業 ★ １，８５７，８８８ （７７９，６１０） （高校総体）

（2002年８月インターハイの開催に要する経費）

・(雇)笠松運動公園費 ６１８，０５５ （２０７，１４３） （保健体育）

（屋内水泳プール兼アイススケート場オープンに伴う管理運営費等）

新 第５８回国民体育大会関東ブロック大会費 ２０，２４９ （保健体育）

（2003年開催に向け、水戸農業高校馬術競技場を整備）

新 県民大学講座開設事業費補助 １７，６１８ （生涯学習）

（県民大学の教育財団自主事業化及び有料化に合わせ、講座開設費の一部を助成）

・ 図書館建設促進費補助 ★ ４０，０００ （４０，０００） （生涯学習）

（図書館未設置市町村における図書館の整備促進のための助成）

新 いばらき広域文化交流事業 ★ ４，５００ （生活文化）

（複数の市町村が行う地域資源を活用した新たな文化創造事業に対する助成）

・ 文化財等整備費補助 １５９，４４２ （１５８，２２６） （文 化）

（国及び県指定文化財の保護の充実等に資するための助成）
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・ 近代美術館展覧会 １０２，４８４ （１１１，２３５） （文 化）

（「ドイツ表現主義の芸術」展他）

・ つくば美術館展覧会 ２７，４０２ （３０，６３９） （文 化）

（「滝平二郎きりえの世界」展他）

・ 歴史館展示事業 ６０，２０７ （７９，４７２） （文 化）

（「器が語る装いの美」展他）

・ 自然博物館展示事業 １２５，１１１ （１３７，４０３） （文 化）

（「水辺に見られる新顔の生き物たち」展他）

・ 天心記念五浦美術館展覧会 ８３，４７５ （８８，０５６） （文 化）

（「山種美術館コレクション」展他）

・ 陶芸美術館展覧会 １０６，５０４ （１２１，３３７） （文 化）

（「現代陶芸の華」展他）
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４ 新しい魅力と活力あふれる産業社会づくり

（１）活力ある農林水産業の振興 Ｈ⑭当初 Ｈ⑬当初 （単位：千円）

新(改)耕地利用率向上推進事業 ★ ２７，４００ （農政企画）

（耕地利用率向上のための推進活動、機械・施設整備等に対する助成）

・ 女性農業士認定海外体験研修事業 ６，１７０ （農政企画）

（農村女性リーダーの資質向上のための海外研修の実施）

新 米粉パン等県産米・麦需要拡大推進事業 ４，３２０ （農 産）

（米粉パンの普及等による県産米・麦の需要促進）

拡(改)産地構造改革特別対策事業 ★ ４０５，８３０ （園芸流通）

（ねぎ、生しいたけ、トマト等セーフガード監視品目を対象とした国際競争力強化のための

産地改革計画策定や機械･施設整備等に対する助成）

①野菜産地改革支援事業

②しいたけ生産体制対策事業

③野菜産地強化指導事業

④野菜産地強化技術開発事業

⑤契約野菜安定供給事業費補助

新 いばらきブランド産品創生事業 １０，０００ （園芸流通）

（テレビＣＭを主体とした本県の代表的青果物の重点的なＰＲに対する助成）
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拡 うまいもんどころ推進事業 ★ ３０，７５３ （園芸流通）

（本県農林水産物の普及啓発事業）

①うまいもんどころ県民食彩事業 １３，３５３

（地産地消推進のための普及・啓発、産直ﾏｯﾌﾟ作成等の情報提供等）

②うまいもんどころ県民食彩運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業 １６，４００

（県産品販売指定店等での本県青果物等のｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施）

③うまいもんどころ味クラブ事業 １，０００

（首都圏仲卸、量販店バイヤー等に対する本県農林水産物の求評会、試食ＰＲの実施

・ 牛海綿状脳症関連事業 ★ １６９，０３１ （畜 産）

（焼却施設整備への助成等牛肉の安全性確保、牛海綿状脳症発生防止のための事業の実施） （生活衛生）

①焼却施設等整備事業費補助

②大家畜経営維持資金利子補給金

③牛海綿状脳症発生防止指導事業

④食肉処理販売等特別資金利子補給金

⑤家畜個体識別ｼｽﾃﾑ化事業

⑥牛海綿状脳症対応自給飼料確保緊急対策事業

⑦牛海綿状脳症検査費事業

⑧牛海綿状脳症検査補助業務委託費

・ 全国植樹祭関連経費 ★ ３８２，４３８ （１２８，７００） （林 政）

（全国植樹祭開催に向けた会場（水郷県民の森）の整備、気運醸成等）

新 森林整備地域活動支援事業 ★ １５３，３７１ （林 政）

（森林施業計画が認定されている森林における森林整備に係る地域活動に対する助成）
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新 規格製材品供給促進事業 ３，１６６ （林 政）

（精度の高い製材品供給体制確立のための巡回指導等に対する助成）

新(雇)新規漁業就業者研修プログラム策定事業 ２，８８０ （漁 政）

（新規漁業就業希望者を対象にした漁業技術取得のための研修プログラム作成）

・ 水戸丸代船建造費 １，１１３，８７５ （５，５５０） （漁 政）

（老朽化した漁業調査船「水戸丸」の代船建造）

拡(改)ワカサギ資源回復緊急プロジェクト ★ ２３，３８６ （１０，８０７） （漁 政）

（霞ヶ浦、北浦のワカサギ資源回復のためのふ化環境整備や有害動植物除去等の実施）

①有害動植物除去事業

②未利用雑漁有効利用促進事業

③ワカサギふ化環境整備事業

④ワカサギ増産システム開発試験費

⑤主要魚族放流事業費補助

・ 鹿島南部地区国営土地改良事業償還対策資金貸付金１０９，４２６ （５２，９４８） （農地整備）

（鹿島南部地区国営土地改良事業地元負担金の円滑な償還実施のための貸付金）

新(改)新田園空間創造推進・整備事業 ★ ２０１，９３３ （農村環境）

①新田園空間創造運動推進事業

（活力とうるおいのあるふるさとづくりのための実践活動等）

②新田園空間創造整備事業

（活力とうるおいのあるふるさとづくりのための施設整備等に対する助成）
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新(雇)就農促進雇用対策事業 １１，２００ （農政企画）

（就農希望離職者に対する実務研修のための講師の雇用）

新 認定農業者組織活動促進事業費補助 １，６００ （農政企画）

（全国認定農業者ｻﾐｯﾄ開催及び認定農業者協議会に対する支援）

新(出)稲敷南部地域コメ加工産業等育成検討調査事業 ４，０００ （農 産）

（コメを使った加工産業の育成のための検討調査事業）

新(出)かしま・なめがた恵みの里づくり推進事業 ２，０００ （園芸流通）

（直売所等を活用した鹿行地域農産物消費拡大のための検討及び支援）

新(出)県西地域新花き産地育成実証ﾓﾃﾞﾙ事業 ２，０００ （園芸流通）

（地域の特性を生かした新品目の花き産地の育成のための実証事業）

新(出)県北地域ﾗﾝﾊﾞｰﾕｰｽ事業 ２，４００ （林 政）

（地域材の有効利用を図るための歩掛り等の作成、協議会の開催等）

新(雇)指導林・分収林緊急保育事業 １３，４４８ （林 業）

（県管理森林の下刈・枝打・除間伐の実施）

新 漁場を育む森づくり事業 ９００ （漁 政）

（漁業者が主体となって、河川上流域への広葉樹の植樹による漁場環境改善及び森林再生に対する助成）

新 鹿島灘はまぐり資源増大技術実証事業 ２，７５３ （漁 政）

（はまぐりの資源増大を図るため、放流技術の開発）
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（２）新産業の育成と中小企業・商業の活性化

・(改)サイエンスフロンティア２１構想推進費 ★ ２９，６７７ （２３，０００） （地域計画）

（大強度陽子加速器等の整備を踏まえた新産業創出のための計画策定等） （工業技術）

・(改)国際熱核融合実験炉誘致推進費 ６，６１５ （９６０） （地域計画）

（ＩＴＥＲの那珂サイト誘致推進のための経費）

拡(改)いばらき未来産業プロジェクト推進費 ★ ２１１，３１４ （２５０，８２９） （商工政策）

(雇)

（本県に集積する人材、技術シーズ等を活用した新事業創出等のための総合的支援）

拡(改)経営革新総合支援事業 ★ ７４，７９６ （６２，８４０） （工業技術）

（新分野への進出や新技術・新製品の開発により新たな事業展開を図るための資金の助成）

拡 中小企業融資資金貸付金( ）★ ６１，６８０，０００（５６，２２０，０００） （商工政策）新規融資枠

（中小企業者向けの政策誘導融資、構造改革支援融資、パワーアップ融資等の資金の貸付）

拡 商店街再生総合支援事業 ★ １００，８５４ （１０５，２６９） （商業流通）

（商店街等が取り組む共同施設・複合機能施設等の整備、宅配事業等の実験事業に対する助成）

・ 地域商店街パワーアップ事業 ４００，０００ （４００，０００） （商業流通）

（商店街活性化事業の支援を目的とする地域商店街パワーアップ基金の造成）

・ 中心市街地活性化特別対策事業 １１，０２５ （３６５，４１９） （商業流通）

（中心市街地における中小商業活性化のための事業に対する助成等）
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（３）魅力ある観光地づくりと地場産業の育成、雇用環境の整備

新(改)野口雨情生誕１２０周年関連事業 ★ １５，０００ （観光物産）

（野口雨情生誕１２０年を契機とした本県ＰＲのための観光宣伝活動の実施）

・(雇)ハートフルいばらき２１推進事業 ６，２４０ （７，０００） （観光物産）

（ワールドカップ等の開催に対応した観光客向けのホスピタリティ向上対策の実施）

・ 漫遊いばらき観光キャンペーン事業 ７０，０００ （７５，０００） （観光物産）

（本県観光地や観光施設の各種媒体を活用した総合的キャンペーンの実施）

・ いばらきイメージアップ推進事業費補助 ２０，０００ （２０，０００） （観光物産）

（原子力事故によりダウンした本県の観光や工業団地のイメージ回復のためのキャンペーン等の実施）

新 筑波山御幸ヶ原展望施設整備事業 １５０，０００ （観光物産）

（筑波山御幸ヶ原にある展望広場の改修）

拡(雇)県民雇用相談コーナー設置事業 ８４，９４８ （１３，４５４） （労働政策）

（県内経済団体等と連携した求人開拓を行うための「緊急雇用推進員」の配置）

・ 再就職支援事業 ３８，３８１ （労働政策）

（再就職を支援するためのパソコン講習会、再就職活動講習会の開催等）

新(雇)緊急雇用創出事業 ２，４２３，４９４ （労働政策）

（緊急雇用創出基金活用による雇用の確保、５３事業、３，５００人程度）
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・(雇)緊急雇用創出事業費補助 ５２５，０００ （労働政策）

（地域の実情に応じて実施する市町村の雇用創出事業に対する補助）

・ 産業技術専門学院再編整備推進事業 ★ ３２８，１５３ （６２３，６６５）（職業能力開発）

（産業技術専門学院の再編のための施設整備等）

・ 職業転換能力開発事業 ２６，８２５ （職業能力開発）

（訓練の高度化を図るための訓練科目の再編及び訓練受講者の早期就職を支援する巡回指導員の配置）

・(雇)労働総合相談センター事業 ２０，３０１ （２０，３０１） （労働政策）

（土・日及び平日夜間の労働相談に対応するための労働相談員の配置）

・ 労働福祉団体育成指導事業 ２，４４０，０００ （２，４４０，０００） （労働政策）

（労働福祉団体が勤労者向けに実施する各種事業を支援するための資金の貸付）



29

５ いばらきの発展と交流を支える基盤づくり

（１）陸・海・空の交通ネットワークづくり Ｈ⑭当初 Ｈ⑬当初 （単位：千円）

・ 新線事業主体等支援事業 ２８，８１７，０００（１９，９８０，０００）（新線つくば）

（つくばエクスプレス整備に係る出資金及び無利子貸付金）

・ 都市軸道路整備事業(公共、再掲) ６，９７６，０００ （６，８５０，０００） （道路建設）

（つくばエクスプレスの整備に合わせた都市軸道路の整備） （公園街路）

・ 圏央道整備事業負担金（公共、再掲） ４，３６３，０００ （３，８１１，０００） （道路建設）

（圏央道整備に係る直轄事業負担金）

・ 空港整備推進事業（公共等）★ ３８７，６１４ （４７８，０４５） （事業推進）

（百里飛行場共用化事業に係る直轄事業負担金、周辺環境整備のための調査等）

・ 百里飛行場関連道路整備事業(公共、再掲) ４１８，０００ （５００，０００） （道路建設）

（百里飛行場の共用化に向けた県道の改良工事等）

・ 常陸那珂港整備事業（公共等，再掲） ４，７８１，４２３ （７，２１５，０００） （港 湾）

（防波堤、岸壁等の整備）

・ 筑西幹線道路整備事業（公共、再掲） ７４８，０００ （６９０，０００） （道路建設）

（北関東自動車道岩瀬ＩＣと国道４号を結ぶ筑西幹線道路の整備）
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・ 道路・橋梁整備（公共） （道路建設）

国補道路橋梁改築費 １４，７３９，４５８（１８，３１５，２３５）

国補自転車道整備費 １３０，０００ （２００，０００）

特殊改良費 ５４４，２００ （６６０，３００）

緊急地方道路整備費 １３，１４２，３１４（１２，９６２，６２０）

道路直轄事業負担金 １１，１９１，０００（１１，７８０，０００）

・ 街路整備（公共） （公園街路）

街路改良費 １，５４０，０００ （１，４１６，３５２）

街路特殊改良舗装費 ８１０，０００ （９６２，３３０）

緊急地方道路整備費 ５，９４９，２９０ （７，２０３，３８３）

・ 港湾整備（公共） （港 湾）

国補港湾建設費 ２，６７０，６２０ （２，８５５，０００）

港湾直轄事業負担金 ２，１８５，８０３ （２，５５５，５００）

港湾特会港湾建設費 ４，３６１，０００ （５，９３３，０００）

（２）情報交流空間づくり

新 いばらきブロードバンドネットワーク（仮称）整備事業 ★ １，４８０，２５０ （情報政策）

（全県域をカバーする高速大容量情報通信基盤の整備）

・(改)電子県庁推進事業 ★ ２２３，９５４ （１０８，８８６） （情報政策）

（電子県庁推進のための文書管理システム、電子申請システムなどの構築等） （検査指導）
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新(改)メールマガジン発信事業 ★ ４，８８６ （広報広聴）

（メールマガジンの配信等に要する経費）

新(改)インターネット放送局事業 １１，６３３ （広報広聴）

（インターネットによる県政情報の動画配信に要する経費）

新(改)インターネット県議会中継事業 ５，５４３ （議 会）

（インターネットによる本会議の生中継及び録画放送に要する経費）

新(改)県議会ＩＴ化推進事業 ９，０２０ （議 会）

(雇)

（各県議会議員用のパソコンの設置及びＬＡＮ構築等に要する経費）

新(改)エコライフいばらきネットワーク推進事業 ２，９３４ （環境政策）

（ホームページ「いばらきの環境（仮称）」の作成・充実及びエコライフ実践に向けての

宣言，登録）

新(改)産業ＩＴ化促進事業 ８，７０１ （商工政策）

(雇)

（高速大容量情報通信基盤の産業利用を促進するための利用意向調査、各種普及啓発等）

・ ＩＴエキスパート派遣事業費補助 ９，７００ （１１，６９８） （商工政策）

（中小企業のＩＴ導入による経営革新・競争力強化を促進するためのエキスパート派遣等）

・ コラボレートいばらき運営事業費補助 ５，８７６ （１１，２７６） （商工政策）

（中小企業のＩＴ化促進のために情報を一元化して提供するポータルサイトの運営）

・ ＩＴ化対応職業能力開発事業 １７，２６２ （３０，２４５）（職業能力開発）

（企業内ＩＴ化リーダー養成のための在職者訓練の実施）
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新(改)県営公園ＩＴネットワーク事業 ５，２０４ （公園街路）

（県営公園施設のホームページ作成及び施設予約システム導入のための機器整備等）

（３）新たな産業集積の促進と魅力ある地域づくり

・ 新線沿線地域開発事業（特別会計） ★ （新線沿線）

（つくばエクスプレス沿線地域におけるまちづくりを推進するための土地区画整理事業）

伊奈・谷和原地区 ５，５５６，０００ （４，４８９，０００）

島名・福田坪地区 １，４４０，０００ （１，４９４，０００）

上河原崎・中西地区 ４５１，０００ （６６３，０００）

新 新線沿線地域まちづくり支援事業貸付金 ２４５，８７５ （新線つくば）

（区画整理事業に対するつくば市の負担軽減のための無利子貸付金）

・ 阿見吉原地域開発事業（特別会計） ４４３，０００ （４５７，０００） （都市整備）

（圏央道(仮)阿見東ＩＣ整備に合わせた阿見吉原地区土地区画整理事業）

新(改)いばらき交流活性化促進事業 ７，９４５ （企 画）

(雇)

（つくば国際会議場などを活用した広域交流活性化及び交流産業振興方策の検討）

新(出)スカイスポーツ交流地域振興事業 ３，０００ （地域計画）

（筑波山周辺地域におけるスカイスポーツを活用した地域振興プランの策定）

新(雇)企業誘致エキスパート設置事業 ★ ２１，９３２ （商工政策）

（本県への企業立地を促進する「企業誘致エキスパート」の配置）
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新 地域省エネルギー推進事業 １０，０００ （企 画）

（県有施設へのＥＳＣＯ事業導入のための実現可能性調査）

新(出)県北地域体験交流創造推進事業 ２，４９６ （地域計画）

（県北地域における体験交流プログラム推進のための調査検討等）

新(改)つくばリノベーションプログラム推進事業 ６，６５０ （新線つくば）

（学園都市の再整備のための中期的なアクションプログラムの策定）

新 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業 ２９８，８４４ （商工政策）

（原子力発電施設等周辺地域への企業立地を支援するための新規立地企業等に対する給付金の交付）

・ 河川総合開発事業（公共） ３，７５０，０００ （４，３９０，０００） （河 川）

（継続 ３ダム）
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６ その他

Ｈ⑭当初 Ｈ⑬当初 （単位：千円）

・ 県政情報紙発行費 １８２，５１０ （１７３，７２９） （広報広聴）

（県政情報紙「ひばり」の発行、配布経費）

・ 市町村広域行政推進費 ★ ４７６，８８５ （２８４，５８９） （地 方）

（潮来市、つくば市の合併に係る特例交付金等）

新 まちづくり特例市分権支援事業 ★ ２０，０００ （行革分権）

（まちづくり等に関する県の主要事務を一定規模以上の市に対して移譲するための支援経費）

新 未来の有権者育成事業 ２，６４６ （地 方）

（中学生向けの選挙教育用副読本の作成）

新 リサイクル研究開発促進交付金 １４７，０００ （事業推進）

（高速増殖炉試験開始に伴う所在及び周辺市町村への公共用施設整備等に対する交付金）

新(改)茨城県景気ウォッチャー調査費 １，９４９ （統 計）

（景気の動向を敏感に反映する業種に従事する県民による県内地域別の景気動向調査）


