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Ⅲ 今回提案予定の主な事項

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

（１）少子化への対応 Ｈ⑬当初 Ｈ⑫当初 （単位：千円）

新 少子化対策県民運動推進事業 ２２，１３６ （児童福祉）

（少子化対策推進県民会議の設置、県民つどいの開催、子育てサポーター事業の拡充等）

新 新世紀いばらき青年ふれあい事業 １４，６７１ （女性青少年）

（青年団等が中核となって取り組む青年交流事業の推進に要する経費）

新 不妊専門相談センター事業 ６，３００ （児童福祉）

（不妊に係る専門相談、情報提供等を行う相談窓口の設置）

新 子どもの心とからだを育む食育推進事業 ３，０００ （児童福祉）

（子供に正しい食習慣を身につけさせる「食育」を推進するためのネットワーク会議開催等）

新 児童虐待防止推進事業 ８，８５２ （児童福祉）

（児童虐待に係る通告に２４時間対応できる窓口整備、強調月間におけるキャンペーン等）

・ 子育てママ支援預かり保育事業費補助 １９，２００ （１２，０００） （児童福祉）

（０歳児をかかえた２子以上を持つ家庭の上の子（１～５歳児）の受入れ保育事業に対する助成）

・ 私立幼稚園預かり保育推進事業費補助 ８２，７４０ （８４，３００） （総 務）

（子育て支援に資する預かり保育推進のための助成）
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・ ファミリー・サポート・センター支援事業費補助 ８，６００ （６，１７５） （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）

新 ステップアップ保育推進事業 ５，０００ （児童福祉）

（保育所における質の高い保育を確保するための県保育指針の作成）

・ 特別保育事業費補助 １，１２９，２２８ （９９４，４２７） （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）

・ 休日保育事業費補助 ３４，８９０ （２４，６６０） （児童福祉）

（保護者の勤務の都合等により、日曜・祝日に保育を実施するための助成）

・ 地域児童虐待対策推進事業 １０，０５９ （９，６３１） （児童福祉）

（地域における児童虐待の早期発見、未然防止のための協力体制の整備）

新 児童虐待相談窓口強化事業 ５，４５７ （児童福祉）

（児童相談所が市町村や保健所に出向いて虐待相談等を行い、早期発見・早期指導を行う）

新 子供の被害防止活動推進費 ３，１３６ （警察本部）

（少年指導員による児童虐待事案の早期発見及び被害少年の相談促進広報ｶｰﾄﾞの配布）

・ 児童手当負担金 １，０２８，５８７ （６０９，４１８） （児童福祉）

（児童手当制度の所得制限緩和による支給対象児童の拡充）

・ 放課後児童健全育成事業費補助 ２００，６３０ （１５１，０００） （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）
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・ 乳幼児医療費助成事業 １，４７０，５５７ （１，２７９，９４５） （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 ３６１，８３１ （３８３，５９３） （厚生指導）

（妊産婦に対する医療費軽減制度）

・ 母子家庭医療費助成事業 ５６４，４２９ （４７１，５６９） （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 ４９，４３２ （３２，１８７） （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 ２０，０３２ （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）

・ 周産期救急医療システム運営費補助 １９，８３０ （２１，８１３） （医療整備）

（妊産婦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

新 人にやさしいバス導入促進事業費補助 １８，０００ （地域計画）

（ノンステップバスの導入を促進するための民間バス車両購入に対する助成）

・ 介護給付費負担金 ９，００２，３６６ （８，５５０，１３０） （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）
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・ 在宅介護慰労金支給事業 ３５，３７０ （２５２，４４０） （高齢福祉）

（要介護高齢者を在宅で介護する者に対する慰労金の支給）

・ 介護予防・生活支援事業費補助 ７６９，９４６ （２９９，７３７） （高齢福祉）

（高齢者が要介護状態にならないようにするための予防及び生活支援のための助成）

・ やさしさのまち「桜の郷」整備事業 １０８，５６０ （１５２，２７８） （高齢福祉）

（国立水戸病院の移転に伴う造成工事等）

・ 在宅介護支援センター運営事業費補助 ７５７，７８０ （３６６，７４６） （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）

・ 老人訪問看護ステーション整備促進事業費補助 １１，５００ （１１，５００） （介護保険）

（在宅看護サービスを担う老人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 高齢者生活福祉センター運営事業費補助 ５，０７２ （高齢福祉）

（高齢者に対する介護支援機能、居住機能及び交流機能を提供する施設の運営費に対する助成）

新 高齢者交通安全ながいき教室推進事業 １，９８６ （警察本部）

（免許を持たない高齢者への交通安全教育の経費）

（３）健康づくりと保健・医療・福祉サービスの充実

新 健康いばらき２１推進事業 ２２，０００ （保健予防）

（「健康いばらき２１プラン（仮称）」に基づく推進体制の整備及び県民運動の推進）
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・ 県立知的障害施設再編整備費 ６６７，０００ （２３０，１１０） （障害福祉）

（内原厚生園の移転改築のための経費）

拡 精神科救急医療システム運営事業 ９８，０５７ （２５，３０２） （障害福祉）

（２４時間対応の精神科救急医療体制の整備）

新 地域がんセンター施設整備費補助 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）

・ 龍ヶ崎地域中核病院整備費補助 ７５０，０００ （７５０，０００） （医療整備）

（龍ヶ崎地域中核病院の整備に対する助成）

・ 地域ケアシステム推進事業 ２１８，７００ （２２９，５００） （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・健康づくり活動の支援）

・ エイズ母子感染予防対策事業 ３３，３９０ （３１，２０２） （保健予防）

（妊婦が抗ＨＩＶ抗体検査を行う場合にその検査費用の一部を助成）

新 救護施設整備費補助 ２０７，７０８ （厚生指導）

（救護施設の老朽改築整備に対する助成）

・ 重度心身障害者医療費助成事業 ３，５６０，９７３ （３，５１３，５７２） （厚生指導）

（重度心身障害者等に対する医療費軽減制度）
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新 茨城県障害者プラン策定調査事業 ７，７８６ （障害福祉）

（平成１４年度策定予定の新「障害者プラン」に向けたアンケート調査の実施）

・ 重症心身障害児（者）通園事業 ２０，５６０ （１７，９４０） （障害福祉）

（在宅の重症心身障害児（者）に対する機能回復訓練，指導）

・ 市町村障害者社会参加促進事業費補助 ３１，９０４ （１７，３０５） （障害福祉）

（在宅の障害者に対する社会参加促進のための事業（奉仕員養成派遣等）を行う市町村に対する助成）

・ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業費補助５４，６００ （４２，０００） （障害福祉）

（重度障害者（児）の日常生活の利便を図るための住宅改造費助成）

・ 在宅障害児（者）施設支援事業 ５６，２０２ （５６，２０２） （障害福祉）

（在宅知的障害児（者）等への訪問や外来による療育指導，地域生活支援等）

・ 障害者１１０番事業 ５，５２７ （５，５２７） （障害福祉）

（知的障害者等を中心とした福祉，就労，財産管理等の権利擁護に関する相談等）

・ 身体障害者デイサービス事業費補助 １０６，７０９ （７７，０４４） （障害福祉）

（身体障害者に対して機能訓練等のデイサービスを行う市町村への助成）

・ 知的障害者デイサービス事業費補助 １１５，４９６ （８６，９３３） （障害福祉）

（在宅知的障害者に対して機能訓練等のデイサービスを行う市町村への助成）

・ 障害者福祉ワークス運営事業費補助 １２４，５７６ （１２０，３００） （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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新 精神障害者社会復帰施設整備費補助 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 １０，７６７ （１２，６３３） （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）

・ 病院群輪番制病院運営費補助 ２１１，１２４ （２１８，０７１） （医療整備）

（休日・夜間における重症救急患者に対する二次救急医療体制の確保に対する助成）

・ 救急医療二次病院運営費補助 ３６，２０３ （３９，６６８） （医療整備）

（重症救急患者に対する二次救急医療体制の確保に対する県単補助）

・ 在宅当番医制運営費補助 ４０，８０４ （３９，８８０） （医療整備）

（地区医師会区域内における休日・夜間の初期診療体制の確保に対する助成）

・ 救命救急センタ－運営費補助 ２８６，９７８ （２８０，７９１） （医療整備）

（三次救急医療体制の確保に対する助成）

・ 救急医療情報システム運営費 ２２３，６８６ （２２６，４１２） （医療整備）

（救急医療情報の収集，提供に係るシステム運営費）

新 骨髄移植登録強化推進事業 １，２８５ （薬 務）

（骨髄バンクへの登録者を確保するための登録キャンペーンと集団登録受付説明会の実施）
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（４）男女共同参画社会づくり

新 男女共同参画社会づくり総合推進事業 １０，７３９ （女性青少年）

（男女共同参画計画策定費及び条例施行に伴う啓発、県民フォーラム開催、人材情報提供等）

新 「日本女性会議２００１みと」開催事業費補助 ２，０００ （女性青少年）

（国際婦人年を記念し、毎年全国各都市で開催される持ち回り会議に対する助成）

新 男女が働きやすい職場づくり支援事業 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の創設）

新 元気な女性の農業支援事業 ６，９００ （農村環境）

（農村地域の女性起業ｸﾞﾙｰﾌﾟ等が行う、生産・加工・販売や交流活動に対する助成）

新 個を認め合うジェンダーフリー推進事業 １，４２５ （生涯学習）

（男女の性別による固定的な役割分担意識の解消を図るための手引書の作成）
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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）⑬ ⑫

新 いばらきゼロエミッション推進事業 ２５，５８４ （環境政策）

（循環型地域社会づくりのための推進会議の設置、行動計画の改定、推進フェアの開催等）（廃棄物対策）

新 ディーゼル微粒子等環境実態調査事業 １０，０００ （環境対策）

（ディーゼル微粒子等自動車による環境への影響についての実態調査）

新 霞ヶ浦「百万人の湖」推進事業 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）

・ 霞ヶ浦環境センター（仮称）整備事業 ４９，０９０ （２４，０００）（霞ヶ浦対策）

（霞ヶ浦等の水環境保全に総合的に取り組む拠点の整備に係る基本設計等）

新 霞ヶ浦湖沼水質保全計画推進費 １１，２０２ （霞ヶ浦対策）

（湖沼の水質保全に関する方針等を定める第４期湖沼水質保全計画（計画期間Ｈ⑬～⑰）の策定）

新 公共処分場整備推進事業 １４１，１８２ （廃棄物対策）

（公共処分場に係る環境影響調査等に要する経費）

・ クリーンアップひぬま推進事業 ８，０５０ （４，８５２） （環境対策）

（涸沼の水質浄化運動組織への支援、ヤマトシジミを活用した水質浄化調査検討等）
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・ ＩＳＯ１４００１認証取得事業 ３，１７１ （３，３００） （環境政策）

（環境マネジメントシステムの国際規格の認証取得、取得場所；公害技術センター）

新 化学物質管理対策費 ２８，８５９ （環境対策）

（大気、水質に係る化学物質環境実態調査の実施等）

・ 資源循環型畜産確立事業（国補） ７３１，０５１ （６１６，１９３） （畜 産）

（家畜排せつ物処理施設の整備、機械の購入等に対する助成）

新 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業（県単） ３３，０００ （畜 産）

（家畜排せつ物処理施設の整備、機械の購入等に対する助成等）

新 シジミ生産アップ推進調査事業費 ２，９９０ （水産振興）

（涸沼におけるヤマトシジミの発生機構の調査及び増殖技術の開発調査）

新 建設資源リサイクルシステム構築事業費 １０，９５１ （検査指導）

（県内で発生する建設副産物のリサイクル促進のための推進体制の確立、行動計画策定等）

新 那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業（特別会計）１，０００，０００ （下 水 道）

（那珂久慈ブロックにおける広域的な処理のための汚泥焼却炉の建設）

（２）快適な生活環境づくり

・ 合併処理浄化槽普及推進事業 ４９０，００７ （５４３，２５４）（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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新 霞ヶ浦水辺交流空間整備事業 ８，８５７ （地域計画）

（霞ヶ浦湖岸における統一デザインによる広域案内板の設置等）

・ 自然公園対策費 ７３，４７３ （４０，８５７） （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）

新 過疎地域自立促進事業費補助 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）

・ 水郷県民の森整備事業 １２８，７００ （１７３，６２０） （林 政）

（都市近郊林の保全と新たな緑化拠点としての水郷県民の森の整備）

・ 農業集落排水事業（公共） ７，０７７，９３２ （８，１１６，５０３） （農村環境）

（農業集落排水施設整備に対する助成等）

新 安全快適なみち緊急整備事業( ) 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）

新 安全快適なみち緊急整備市町村補助( ) ４６０，０００ （道路建設）公 共

（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）

・ 緒川ダム中止関連対策事業（公共等、再掲） ６１５，７１６ （１１５，２６０） （河 川）

（緒川ダム開発事業中止に伴う地域振興対策等の推進）

・ 流域下水道整備事業（特別会計） １０，９４１，０００（１２，４４３，０００） （下 水 道）

（公共下水道による排水を処理するための広域下水道の整備）
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・ 市町村下水道整備支援事業費補助（公共） ４０５，３００ （ ５０６，６５７） （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）

新 都市マスタープラン策定費 １４７，１５２ （都市計画）

（県内４１すべての都市計画区域における都市マスタープランの策定）

・ 組合施行市街地再開発事業費補助 ２４３，２００ （３５，７００） （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

Ｈ 下館市中央地区、泉町１丁目南地区）⑬

・ 市街地再開発事業費補助 １９７，６３５ （１６３，７７５） （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

Ｈ 赤塚駅北口東地区、荒川沖西口第１地区、泉町３丁目地区、大工町１丁目地区）⑬

・ 人にやさしいまちづくり事業費補助 ３３，０００ （３３，２８４） （建築指導）

（市街地における高齢者等に配慮した移動システム整備に対する助成 Ｈ ひたちなか市、守谷町）⑬

新 市街化調整区域内集落実態調査費 ２２，４００ （建築指導）

（市街化調整区域における規制緩和区域指定基準作成のための基礎調査等）

・ 公園整備（公共） ３，３８２，６３０ （３，４４７，５００） （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） ４，０２７，２８１ （４，３１５，９６４） （住 宅）

（県営住宅の整備 ７団地，２０８戸）
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（３）安全な県民生活の確保

新 原子力防災訓練費 ２３，０００ （原子力安全）

（緊急時対応の習熟を図るための住民参加を伴う原子力総合防災訓練の実施）

新 原子力地域振興事業費補助 ２７５，０００ （事業推進）

（核燃料等取扱税の一部を財源とする原子力関係市町村への補助）

・ 原子力安全等推進基金積立金 ２，０１６，６２０ （３，０００，０００）（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）

・ 原子力事故健康対策事業 ８，０００ （１０，０００） （保健予防）

（臨界事故施設周辺住民等を対象とした健康診断の実施）

新 原子力緊急時医療施設運営費 １０，３２１ （保健予防）

（第二原子力医療センター（仮称）の開設に伴う運営費）

新 茨城県食品の安全基本方針策定事業 １，９９４ （生活衛生）

（生産から消費までの総合的な食品衛生対策推進のための基本方針の策定）

新 警察刷新関係経費 ３１３，００１ （警察本部）

（警察官の増員、警察署協議会の設置、警察安全相談員の配置に要する経費）

・ 交通安全対策事業 ９，００４，１２９（１０，０８４，４２３） （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)
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石炭鉱害等対策事業 ２０，７７７ （７７７） （工業技術）

（浅所陥没等の石炭鉱害に対処するための基金設置）

・ 道の駅整備事業（公共，再掲） ３２８，０００ （５５０，０００） （道路維持）

（簡易パーキング整備 Ｈ 道の駅「いたこ」）⑬

・ 那珂川改修事業（公共） ３，８２２，０００ （５，２０６，０００） （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）

・ 河川整備（公共） （河 川）

広域基幹河川改修（桜川外１７河川） ５，５０５，４５２ （５，１３３，２７２）

広域一般河川改修（相野谷川外１４河川） １，１７６，０００ （１，４２４，５００）

河川局部改良（藤井川外１０河川） １，０６９，０００ （１，１２９，４０１）

治水直轄事業負担金（直轄河川改修等） １２，４６４，８９４（１３，１２０，９４２）

・ 海岸整備（公共） １，１９０，０００ （１，４０６，０００） （河 川）

（高潮対策 ２ヶ所 海岸侵食対策 ５ヶ所 海岸環境整備 １ヶ所）

・ 砂防事業（公共） （河 川）

国補 １４ヶ所 ６８０，０００ （８２２，８００）

県単 ５ヶ所 ７８，０００ （９７，０００）

・ 急傾斜地崩壊対策事業（公共） （河 川）

国補 １６ヶ所 ５３５，０００ （ ６４２，５００）

県単 ２０ヶ所 ２９１，０００ （ ３６３，５０７）
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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）未来を担う人づくりと青少年の健全育成 Ｈ⑬当初 Ｈ⑫当初 （単位：千円）

新 子どもいきいき自然体験事業 ５８，３２７

① 自然体験推進事業（新規） ３，９０５ （生涯学習）

（「自然体験フィールド１００選」の作成、各種自然体験活動事業の総合的案内）

② 自然体験活動事業

ア アグリメイトいきいき農業体験事業（新規） ６，０００ （農政企画）

（県内の小中学生を対象とした農業体験活動の実施）

イ 来て・見て・触れる森づくり体験事業（新規）３，０３６ （林 業）

（体験学習を通した森林の大切さの理解と関心の醸成） （林 政）

ウ その他自然体験事業（継続） ４５，３８６

（チャレンジ体験活動事業、霞ヶ浦自然観察会等）

・ お手伝い・ボランティア奨励事業 １，７７０ （２，２５０） （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 自然博物館ジュニア学芸員育成事業 ２，１２７ （文 化）

（自然博物館において中学生及び高校生が行う館内案内等の体験活動）

新 青少年いきいき交流事業 １１，１７８ （女性青少年）

（青少年の健全育成を推進するためのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・高校生とーく大会等のｲﾍﾞﾝﾄ実施等）
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新 新世紀いばらき青年の船事業費 ７９，５４８ （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）

（２）学校教育の充実

拡 情報教育等推進整備費 ３０７，０４７ （財 務）

（県立学校の普通教室等におけるパソコンの整備及びインターネット専用回線の整備）

新 ＩＴ教育推進事業 ２，７７９ （高校教育）

（県立高校教員を対象としたＩＴ活用のための研修）

新 みんなが主役，楽しい学校づくり事業 １５，３３６ （義務教育）

（児童生徒が主体となって取り組む図書選定、友達相談及び自発的学習体験）

①みんなにすすめたい一冊の本推進事業

②みんなで進める友達相談事業

③学ぶ楽しさ発見事業

・ 開かれた学校づくり推進事業 ６，５５４ （５，２８１） （高校教育）

（生涯学習）

（学校の活性化及び地域社会における教育力の向上を図るための学校・地域・家庭の連携事業の実施）

・ 中学生社会体験事業費補助 １０，０００ （１０，０００） （義務教育）

（中学生が行う社会体験事業の支援）

・ ふるさと発見事業費補助 ３，５２５ （３，５２５） （義務教育）

（小学生が行う自分たちの住む地域の再発見のための体験的な活動及び発表事業の支援）
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・ スクールカウンセラー配置事業 １０８，３９４ （７４，９９２） （義務教育）

（スクールカウンセラーの配置に要する経費） （高校教育）

・ 心の教室相談員活用調査研究事業 ８８，０２０ （８３，０７９） （義務教育）

（「心の教室相談員」の公立中学校への配置）

・ 社会人ＴＴ配置事業費補助 ７２６，０７６ （７４１，２３８） （義務教育）

（ＴＴ加配等のない小中学校への社会人ＴＴ配置に対する助成）

・ 学校と企業との交流推進事業 ８，４０４ （５，９２２） （高校教育）

（小・中・高・特殊教育諸学校の教員に対する企業等長期社会体験研修の拡充）

新 県立高校再編等検討費 ２，１９１ （高校教育）

（県立高校の再編整備計画等の検討）

新 医療的ケア支援事業 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婦の配置等）

・ 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 ３５７，７１６ （２５６，５７３） （財 務）

（水戸飯富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１，０３４，１２６ （１，０６３，５３８） （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）
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・ 私立高等学校等経常費補助 １２，７８７，４１７（１２，８０１，２４７） （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）

・ 県私立幼稚園連合会補助 ３８，３２５ （４１，１４０） （総 務）

（学校法人立以外の幼稚園の助成）

・ 私立幼稚園退職基金財団補助 ８９，２２５ （７０，２１３） （総 務）

（私立幼稚園退職基金財団への補助の拡充）

・ 学校法人立専修学校運営費補助 ３２，６０４ （３１，２３９） （総 務）

（学校法人立専修学校に対する運営費助成）

（３）スポーツ・文化活動、生涯学習の推進

・ カシマｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ整備事業（特別会計） ６，３５０，４０３ （６，２０４，８３８） （事業推進）

（2002年ワールドカップの開催に向けたスタジアムの改修等）

拡 ワールドカップ開催推進事業 ２４３，９９８ （７９，９０４） （事業推進）

（2002年ワールドカップの開催に向けた準備経費）

・ 「アクアワールド・大洗」整備事業 ５，０２５，７２４ （５，７３５，６５７） （生活文化）

（新大洗水族館の建設）

・ 県立図書館費 ３６６，３４３ （２５６，１５２） （生涯学習）

（旧県議会議事堂への県立図書館移転後の管理運営、資料整備等）
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拡 インターハイ開催準備事業 ９１９，４８６ （２１０，８３６） （高校総体）

（2002年インターハイの開催に向けた準備及び選手強化等）

・ 県営体育施設再編整備事業 ６，８００，３５２ （６，７２２，４５０） （高校総体）

（2002年インターハイの開催に向けた県営体育施設の整備）

・ 市町村体育施設整備促進費補助 ４５４，９００ （２６４，８００） （高校総体）

（2002年インターハイの開催に向けた市町村体育施設整備に対する助成）

新 虹のステージ巡回公演開催費 ５，１００ （文 化）

（特殊教育諸学校の児童生徒を対象とした芸術鑑賞事業の実施）

・ 文化財等整備費補助 １５８，２２６ （１５８，４３８） （文 化）

（国及び県指定文化財の保護の充実に資するための助成）

・ 近代美術館展覧会 １１１，２３５ （１１６，４６６） （文 化）

（「フランドル絵画の巨匠たち」展他）

・ つくば美術館展覧会 ３０，６３９ （３４，４６４） （文 化）

（「牛島憲之」展他）

・ 歴史館展示事業 ７９，４７２ （８５，４６２） （文 化）

（「大古墳」展他）

・ 自然博物館展示事業 １３７，４０３ （１５３，５０３） （文 化）

（「大陸と日本を結ぶ生き物たち」展他）
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・ 天心記念五浦美術館展覧会 ８８，０５６ （９２，１３２） （文 化）

（「横山大観・菱田春草」展他）

・ 陶芸美術館展覧会 １２１，３３７ （１３４，１９１） （文 化）

（「板谷波山と近代の陶芸」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 Ｈ 当初 Ｈ 当初 （単位：千円）⑬ ⑫

新 認定農業者高度情報活動促進事業 １０，４００ （農政企画）

（農業情報ネットワーク等を活用した高度な経営を実践する農家の育成）

新 地域営農システム化推進事業費補助 ３，０００ （農政企画）

（集落単位での作業受託等を促進し地域の営農システムを確立するための助成）

新 就農支援資金貸付金（特別会計） １４０，０００ （農業経済）

（認定就農者の就農を支援するための貸付金の創設）

新 茨城の麦・大豆振興対策事業 ３，０００ （農 産）

（畑・水田における麦・大豆の本作化を進めるための助成）

・ 水田農業経営確立対策費 １，０１０，４５２ （９４１，０３９） （農 産）

（稲作農家の経営安定化のための米の計画的生産や水田における麦・大豆等の生産奨励）

・ いばらきの園芸「１０アップ運動」推進事業 １４，５００ （１２，０００） （園芸流通）

（園芸作物の生産量、品質等の１０％アップを目標とした生産振興運動の推進）

新 特別栽培農産物認証事業 ４，３００ （園芸流通）

（減農薬・減化学肥料等により栽培された「特別栽培農産物」認証制度の創設）
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新 うまいもんどころ県民食彩事業 ５，０３８ （園芸流通）

（農産物の地産・地消を推進するための啓発・ＰＲ及び流通促進のための容器の助成）

新 地域特産野菜優良種苗育成事業 ２，０００ （農政企画）

（オオバ・エシャレットの優良系統の選抜と現地適応性の検討）

新 いばらきの地鶏銘柄確立事業 ３５０ （畜 産）

（地鶏の登録認定機関の設立に向けた調査・検討に対する助成）

新 地域材利用促進総合対策事業 １８，０００ （林 政）

（地域材の利用促進のための木材乾燥施設整備等に対する助成等）

新 特用林産物生産基盤整備事業費補助 ３，０００ （林 政）

（きのこ生産のための機械・施設の導入に対する助成）

新 資源にやさしいまき網漁業整備推進事業 ５７，０００ （漁 政）

（減船に対する助成や利子補給等によるまき網漁業再編のための支援）

新 水戸丸代船建造設計委託費 ５，５５０ （漁 政）

（老朽化した漁業調査船「水戸丸」の代船建造のための基本・実施設計の実施）

新 漁場基点等デジタル情報化事業 １１，１９０ （漁 政）

（漁場基点等の緯度経度情報をデジタル化するための測量・調査等の実施）

新 用水畑作営農推進モデル事業費補助 １，０００ （農地整備）

（集落規模のモデル地区における農業用水を利用した営農実践への助成）
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（２）新産業の育成と中小企業・商業の活性化

新 サイエンスフロンティア２１構想策定費 ２３，０００ （地域計画）

（大強度陽子加速器施設等の整備に伴う先端産業地域創出のための構想策定）

・ いばらき未来産業プロジェクト推進費 ２４５，４１８ （２４２，３４０） （商工政策）

（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）

新 ヤングベンチャー支援事業 ３，９９０ （商工政策）

（創業を目指す若い世代へのヤングベンチャーサポーター派遣などによる支援）

新 ＩＴエキスパート派遣事業費補助 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）

新 ＩＴ化対応職業能力開発事業 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）

新 いばらきビジネスサイト整備運営事業 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整備・運営）

・ ＩＴフェア開催事業 ３，３００ （工業技術）

（県内中小企業のＩＴ活用支援のためのフェアの開催）

・ 中小企業融資資金貸付金( ） ５６，２２０，０００（５２，０７０，０００） （商工政策）新規融資枠

（中小企業者向けの政策誘導融資、パワーアップ融資、季節融資等の資金の貸付）
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・ 中心市街地活性化特別対策事業 ３６５，４１９ （１８，５１６） （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）

・ 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）

（３）観光、地場産業、雇用

新 ハートフルいばらき２１推進事業 ７，０００ （観光物産）

（ワールドカップ、インターハイ開催に対応した観光客向けの対応強化）

・ 漫遊いばらき観光キャンペーン事業 ７５，０００ （３０，０００） （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）

・ 漫遊空間いばらきづくり融資事業 ２，０００，０００ （２，０００，０００） （観光物産）（新規融資枠）

（県内観光拠点施設の整備促進を図るための融資）

新 漫遊いばらきワンダフルツアー推進事業 １，３４９ （観光物産）

（本県の魅力を再発見するような観光ツアールートの選定・ＰＲ等）

新 地域産業ＩＴビジネスモデル構築事業費補助 ４，０００ （工業技術）

（地場産業や中小製造業のグループ等が行うＩＴを活用した販路開拓事業等に対する助成）
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・ 産業技術専門学院再編整備推進事業 ６２３，６６５ （４０，７９７）（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）

・ 緊急雇用対策事業 １，６５４，０１５ （２，１３６，９６５） （労働政策）

（緊急雇用対策基金を活用した各分野における緊急雇用対策事業の実施）

・ 緊急雇用対策事業費補助 １５２，９１２ （３２７，５４９） （労働政策）

（地域の実情に応じて実施する市町村の雇用対策事業に対する補助）

・ 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）
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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 Ｈ 当初 Ｈ 当初 （単位：千円）⑬ ⑫

・ 新線事業主体等支援事業 １９，９８０，０００（１４，９４０，０００） （常磐新線）

（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）

・ 空港整備推進事業（公共等） ４７８，０４５ （１９６，３６３） （事業推進）

（百里飛行場整備に係る直轄事業負担金、ターミナルビル基本計画調査等）

・ 道路・橋梁整備（公共） （道路建設）

国補道路橋梁改築費 １８，３１５，２３５（１８，８５６，５６９）

国補自転車道整備費 ２００，０００ （３００，０００）

第１種特殊改良費 ６６０，３００ （７１０，０００）

緊急地方道路整備費 １２，９６２，６２０（１３，０４３，６３５）

道路直轄事業負担金 １１，７８０，０００（１２，４００，０００）

・ 街路整備（公共） （公園街路）

街路改良費 １，４１６，３５２ （２，０５２，０００）

街路特殊改良舗装費 ９６２，３３０ （５９２，０００）

緊急地方道路整備費 ７，２０３，３８３ （７，４６５，１９０）

・ ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ関連道路整備事業(公共、再掲) ４，９５９，７００ （２，９３４，０００） （道路建設）

（2002年ワールドカップ開催に向けた国道124号ほかの改良工事等） （公園街路）
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・ 都市軸道路整備事業(公共、再掲) ６，８５０，０００ （５，３１０，０００） （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） ３，８１１，０００ （３，５９５，０００） （道路建設）

（圏央道整備に係る直轄事業負担金）

・ 港湾整備（公共） （港 湾）

国補港湾建設費 ２，８５５，０００ （３，０５０，０００）

港湾直轄事業負担金 ２，５５５，５００ （２，６９０，０００）

港湾特会港湾建設費 ５，９３３，０００（１２，８６３，０００）

・ 常陸那珂港整備事業（公共等，再掲） ７，２１５，０００（１４，３３９，０００） （港 湾）

（防波堤等整備，ＰＦＩ施設整備融資（新規）、ひたちなかＷｅｂ構築（新規）等）

（２）情報交流空間づくり

新 電子県庁推進事業 ９３，３１２ （情報政策）

（電子県庁の推進、市町村情報化の支援等）

・ 情報通信技術（ＩＴ）講習推進特例交付金事業１，２９５，２１１ （情報政策）

（一般県民を対象としたＩＴ講習の実施）

・ つくば情報交流空間整備推進費 ４，９９４ （４，００７） （情報政策）

（つくばエクスプレス沿線開発地区等における情報付加価値の高いモデル都市づくりのための検討等）
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新 在県外国人支援サイト構築事業 ２，８００ （国際交流）

（インターネットを活用した多言語による情報提供等）

新 公共工事ＩＴ推進事業費 １５，５７４ （検査指導）

（公共工事におけるＩＴ化推進のための計画策定等）

新 港湾ＩＴ戦略推進事業（特別会計、再掲） ３７，０００ （港 湾）

（ひたちなかＷｅｂ構築費）

（３）新たな産業集積の促進と魅力ある地域づくり

新 総合物流計画策定事業 ４，４３６ （企 画）

（県の総合的物流計画の策定）

新 エネルギープラン策定事業 ４，６３７ （企 画）

（県の総合的エネルギープランの策定）

・ 首都機能移転等促進事業 ５，８００ （７，８００） （企 画）

（国会等移転審議会答申を踏まえた移転促進活動の実施）

新 しんせんタウン創造事業（特別会計） １２，０００ （常磐新線）

（つくばエクスプレス沿線地域における街づくりコンセプトの検討等）

・ 鹿島地域商業・業務拠点整備事業（特別会計）１，９２９，２２５（２，５９０，４８４）（事業推進）

（鹿島セントラルビル建設に伴う貸付金等）
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・ 新線沿線地域開発事業（特別会計） （都市整備）

（つくばエクスプレスの用地確保及び沿線地域の宅地供給のための土地区画整理事業）

伊奈・谷和原地区 ４，４８９，０００ （４，３３４，０００）

島名・福田坪地区 １，４９４，０００ （７８５，０００）

上河原崎・中西地区 ６６３，０００ （５０９，０００）

・ 圏央道ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺地域開発事業( ) ４５７，０００ （都市整備）特別会計

（圏央道(仮称)阿見東ＩＣ整備に合わせた阿見・吉原地区区画整理事業）

・ 河川総合開発事業（公共） ４，３９０，０００ （２，８７０，０００） （河 川）

（継続 ３ダム）
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６ その他

Ｈ 当初 Ｈ 当初 （単位：千円）⑬ ⑫

・ 新千年紀記念事業 ３４，５００ （４０，０００） （企 画）

（国と連携して開催される全国的なインターネット博覧会への参画）

新 ２１いばらき写真集作成事業 １１，８２２ （広報広聴）

（いばらきの国際・全国的なｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟとＰＲのための写真集の作成）

新 合同庁舎施設整備費 ３７３，９３９ （管 財）

（太田合同庁舎の償還金及び移転等事業費）

新 茨城租税債権管理機構支援事業 ２５，０００ （税 務）

（市町村税等の滞納整理を行うために設立される一部事務組合に対する助成）

新 参議院議員選挙執行費 １，２４９，１２７ （地 方）

（参議院議員の任期満了に伴う選挙執行費）

新 知事選挙執行費 １，１８１，６４３ （地 方）

（知事の任期満了に伴う選挙執行費）

・ 市町村広域行政推進費 ２８４，５８９ （２７，４８８） （地 方）

（市町村合併推進のための各種事業（合併特例交付金、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ作成等）の実施）

・ 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ構築・運営事業 ２２０，１０９ （６２，１６５） （地 方）

（住民基本台帳の全国ネットワークシステム構築に要する経費）


